
番号 Ⅰ-1 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-1①個別地域ケア会議】
【Ⅰ-1②地域ケア圏域会議】
【Ⅰ-1③地域ケア推進会議】
圏域会議の開催単位が小さくなったことで，開催場所が増加し，運営する作業量が増え，開
催が困難になっている地域がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
地域ケア会議の活用による連携強化

　日常生活圏域を基本単位として，地域包括支援センターが核となった地域包括ケアシステ
ムが機能するよう，さまざまな関係機関や地域組織などが連携する「地域ケア会議」を重層
的に開催し，地域課題を共有化したうえで政策推進につなげます。

Ⅰ-1①個別地域ケア会議
Ⅰ-1②地域ケア圏域会議
Ⅰ-1③地域ケア推進会議

【Ⅰ-1①個別地域ケア会議】
　随時開催
【Ⅰ-1②地域ケア圏域会議】
　平成27年度　12回，平成28年度　11回
【Ⅰ-1③地域ケア推進会議】
　平成27年度　1回，平成28年度　1回

　鈴鹿市地域ケア会議は，鈴鹿市全域を対象とする「地域ケア推進会議」，日常生活圏域を
対象とする「地域ケア圏域会議」，個別の困難ケースを対象とする「個別地域ケア会議」の3
層のレベルで実施している。
　地域ケア推進会議は市が，地域ケア圏域会議と個別ケース会議は，鈴鹿市4圏域の地域
包括支援センターがそれぞれ実施主体となる。
　なお，平成28年度から地域ケア圏域会議は，地域により密着させるよう対象範囲を小さく
し，各圏域の地域包括支援センターを中心に開催している。
推進会議，圏域会議とも，医療，介護，福祉の代表者と地域の代表者が集い，地域課題に
ついて協議している。
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番号 Ⅰ-1 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-1①個別地域ケア会議】
【Ⅰ-1②地域ケア圏域会議】
【Ⅰ-1③地域ケア推進会議】
複雑かつ困難なケースが増加しており，地域包括支援センター及び行政機関の体制強化が
急務になっている。また，家族を含む生活支援や障がい者対策なども絡んだ高齢者の枠組
みだけで解決できないケースが多発しており，庁内の関係各課との連携強化をさらに図ると
ともに，警察等も含めた関係機関との連携強化が必要となっている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
地域ケア会議の活用による連携強化

　日常生活圏域を基本単位として，地域包括支援センターが核となった地域包括ケアシステ
ムが機能するよう，さまざまな関係機関や地域組織などが連携する「地域ケア会議」を重層
的に開催し，地域課題を共有化したうえで政策推進につなげます。

Ⅰ-1①個別地域ケア会議
Ⅰ-1②地域ケア圏域会議
Ⅰ-1③地域ケア推進会議

【Ⅰ-1①個別地域ケア会議】
【Ⅰ-1②地域ケア圏域会議】
【Ⅰ-1③地域ケア推進会議】
　地域ケア圏域会議及び地域ケア推進会議については，平成27年度は開催を計画し，組織
改変後の平成28年度以降については要請に基づき，参加している。
　個別地域ケア会議については，必要に応じて開催を計画するとともに地域包括支援セン
ター及び支援者，医療機関等の要請に基づき，随時参加している。
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番号 Ⅰ-2 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-2①地域包括支援センターの機能強化（体制強化）】
地域包括支援センターの機能強化をどのように進めるか。

【Ⅰ-2②制度や事業，施設等についての広報・啓発】
地域包括支援センターの認知度向上のため，どのような事を行うか。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
地域包括支援センターの機能強化

　地域包括ケアにかかわるさまざまな取組が重層的に進められるよう，地域包括ケアシステ
ムの中核的な役割を担う地域包括支援センターの機能の強化を促すとともに，必要な機能
を見定め，場合によっては機能の分担や集中化を促します。なお，鈴鹿亀山地区広域連合
とともに，地域包括支援センターの運営が円滑に進むよう，連携を強化し，必要な支援を行
います。
また，総合相談窓口としての機能を充実させるとともに，関係機関との連携の強化，関係者
の資質向上に努め，高齢者や家族への迅速かつ的確な援助につなげられる支援体制を構
築します。

Ⅰ-2①地域包括支援センターの機能強化（体制強化）
Ⅰ-2②制度や事業，施設等についての広報・啓発

【Ⅰ-2①地域包括支援センターの機能強化（体制強化）】
・一部の地域包括支援センターの圏域内に，住民の利便性を考慮し，地域の住民から相談
を受け付け，集約した上で，地域包括支援センターにつなぐための窓口となるブランチを設
置した。（平成29年度）

【Ⅰ-2②制度や事業，施設等についての広報・啓発】
・地域包括支援センターの活動を周知するため，パンフレットを作成して配布した。（平成27
～29年度）
・介護サービス情報公表システムに管内の地域包括支援センターを登録し，ホームページ
上で業務日，業務時間，休日の体制，職員体制，事業内容等を確認できるようにした。（平
成28年度）
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番号 Ⅰ-3 担当課 地域協働課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3①地域づくり支援事業】
今後は，地域住民による地域づくり協議会の運営力を強化していく必要があるとともに，一
括交付金制度など，地域づくり協議会と行政との役割分担を検討していく必要がある。

【Ⅰ-3①市民参加推進事業】
社会環境の変化に伴い，市民活動やボランティアの必要性は今後ますます重要となり，市
民への周知を図るとともに，団体間の連携強化，人材育成，活動拠点の整備など検討して
いく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

【Ⅰ-3①地域づくり支援事業】
　 住民主体の地域づくりのため，自治会をはじめ，地域で活動する組織や団体が連携して
地域づくりに取り組むことのできる体制として，「地域づくり協議会」の設立を推進する。
　 平成28年度から各地域の「地域づくり協議会」の設立支援等のため，各地区市民センター
所長をコーディネーターとし，補佐として地域づくり支援職員を各地域に配置した。
　 平成27年度　協議会設立数15
　 平成28年度　講演会及び交流会を実施。　協議会設立数（設立準備組織含む）　21
　 平成29年度　地域づくり塾４回開催。　協議会設立数（設立準備組織含む）29　（目標）

【Ⅰ-3①市民参加推進事業】
   市民活動の活性化を図るため，ＮＰＯ中間支援団体に事業を委託し，ＮＰＯ支援や市民の
市民活動への関心を高めるための効果的な事業を実施するとともに，まちづくり応援補助
金制度を創設し，市民活動の資金面での支援を行う。
　 平成27年度　市民活動団体の交流会を実施。
　 平成28年度　第１回市民活動フェスタ及び市民活動団体向けの講座を実施。
　 平成29年度　まちづくり応援補助金制度創設し，市民活動団体13団体，地域づくり活動団
体4団体に補助金を交付。今後，第2回市民活動フェスタを実施予定。ＮＰＯ向けの講座を開
催予定。
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番号 Ⅰ-3 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助】
民生委員・児童委員の活動が増加する中， 必要な情報を取捨選択し，効率的に伝えるよう
にする必要がある。
今後も継続して支援を行うことで，活動しやすい環境の整備に努める。

【Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発】
幅広い世代の市民が関心を持てるような内容・周知方法を検討する必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

【Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助】
・鈴鹿市民児協連合会の会議・研修会等の運営を補助することで，連携して事業を進めた。
また定例会での情報共有・提供に努めた。
・鈴鹿市民児協連合会・地区民児協の運営費，活動費の補助金を支給し，支援した。
・三役会，役員会，主任児童委員部会（毎月１回）の開催補助や研修会の運営等を支援し
た。
・平成29年度から民生委員・児童委員の活動に対する市活動費（実費弁償費）を支払う。

市民児協連合会定例会
定例会（三役会，役員会，主任児童委員部会）各月１回
全体研修会　年１回
新任研修会，主任児童委員部研修会など

【Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発】
・鈴鹿市地域福祉講演会の開催（鈴鹿市社会福祉協議会との共催）：平成27年度：テーマ地
域福祉300名，平成28年度：テーマ認知症230名の参加
・鈴鹿市社会福祉大会の開催（鈴鹿市社会福祉協議会との共催）
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番号 Ⅰ-3 担当課 文化振興課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育】
これについては，教育委員会各部局と連携を深めながら進める必要があると考える。しかし
ながら，課をまたいだ連携は，各課の考え等あるので，難しいのが現状である。高齢者福祉
計画策定に際し，連携を深めるための糸口を見出したいと考える。
また，国は「放課後子ども教室」及び「土曜体験学習」の増設を求めているが，「放課後子ど
も教室」及び「土曜体験学習」は，公民館等，地域の社会教育団体に市が委託して実施して
おり，それぞれの地域の理解と協力がないと増設が難しいのが現状である。
地域包括ケアシステムが構築され，地域のニーズで子どもたちと高齢者を結びつけ，「放課
後子ども教室」及び「土曜体験学習」が増設されることを望んでいる。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

事業該当なし

主な事業の「学校教育，社会教育における福祉教育」は実施していないが，文化振興課で
は，子どもの安全安心な居場所づくりと次世代を担う人材育成に資するため，「放課後子ど
も教室」及び「土曜体験学習」の事業を実施している。
「放課後子ども教室」及び「土曜体験学習」は，地域の方々の協力で運営され，月１回～４回
程度，準備を含め約2時間程度の活動である。活動の主体は地域のボランティアの方々が
担っており，各子ども教室及び土曜体験学習の地域コーディネーターを中心に，子ども達の
ニーズやボランティアの特性を生かした体験活動や交流活動をしている。
具体的には，各教室が独自にプログラムを考えており，「科学工作や手芸」，「音楽活動」，
「環境学習」，「食育や収穫体験・調理体験」，「お誕生会」，「クリスマス会」など，多様な活動
が行われている。どの教室においても，子ども達とボランティアの方々が楽しく一緒に活動を
している。子ども達は地域の方に教えてもらうことを楽しみに参加し，ボランティアの方は，
子ども達から元気をもらえると喜んでいる。
「放課後子ども教室」6教室，「土曜体験学習」1教室の合わせて7教室で実施しており，その
中で65歳以上の地域コーディネーター及び教育サポーター数は，以下のとおりである。
平成27年度105人中85人が65歳以上
平成28年度106人中83人が65歳以上
平成29年度94人中71人が65歳以上
3年間の合計は，305人中239人が65歳以上で，どの方も，各地域の子どもたちのために，活
躍している。
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番号 Ⅰ-3 担当課 教育指導課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育】
認知症サポーター養成講座を活用した小学校は30校中10校である。
さらなる福祉教育の推進，高齢者福祉に関する知識の普及などに向けて，認知症サポー
ター養成講座等，高齢者理解等に係る事業や各校の取り組みの周知を図る。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

【Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育】
福祉学習について，各学校において総合的な学習の時間や道徳をはじめ，教育活動全体
を通して，計画的・組織的に取り組んだ。

・認知症サポーター養成講座の活用
　平成28年度　　小学校10校で668名の児童が受講

・ワークキャンプへの参加
　各学校において，社会福祉協議会で実施されるワークキャンプに参加した児童生徒による
還流学習を開催するなど，啓発活動にも取り組んだ。

・中学校「チャレンジ14」（職業体験）では，体験先に高齢者の利用施設が含まれており，職
業体験を通して高齢者と触れ合い，介護等について考える機会を持った。
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番号 Ⅰ-3 担当課 社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化】
現在結成並びに結成準備がなされている「まちづくり協議会」と地区社会福祉協議会の連
携，役割分担，あるいは融合をどのように進めるべきかが課題となっている。

【Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発】
世の中の流れと逆行している「地域での助け合い」を啓発していくことに課題がある。
個人情報保護法の弊害や，必要以上に人と関わりたくないという個人主義が蔓延して
おり，ハードルの高さを感じている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

【Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化】
鈴鹿市地区社会福祉協議会連絡協議会の開催
・一人暮らし高齢者の集い
　平成27年度：地区社協14，民協7，平成28年度：地区社協19，民協3地区
・小地域ネットワーク（地区社協が実施する見守り活動）
　平成27年度：14地区1,451ケース，平成28年度：14地区1,057ケース
・ふれあいいきいきサロン（小地域で福祉活動を行うサロン団体への支援）
　平成27年度：60団体，平成28年度65団体
・一人暮らし高齢者給食サービス
　平成27年度：給食17地区・手作り4地区748名，平成28年度：給食16地区・手作り3地区735
名
・敬老の集い，施設見学会，介護予防教室，子育てサロン，児童工作教室，施設合同ふれ
あい大会，料理教室，グラウンドゴルフ大会，福祉懇談会，ボランティアとの交流会等の開
催

【Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発】
・ふれあい広場鈴鹿：市民，企業，行政，ボランティア，福祉施設，学校等総参加による鈴鹿
市の福祉の祭典　平成27年度：4,887名，平成28年度：4,402名の参加あり。
・鈴鹿市地域福祉講演会：平成27年度：テーマ地域福祉300名，平成28年度：テーマ認知症
230名の参加
・イメージキャラクター：鈴鹿さくら祭り，国際交流フェスタ，社会を明るくする運動，バイクで
会いたいパレード，すずか元気まつり，税を考える集会，医療科学大学祭，鈴鹿市成人式，
ホンダ技研鈴鹿野球部の応援，鈴鹿市共同募金の集い等に参加
・鈴鹿市社会福祉大会の開催（鈴鹿市との共催）
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番号 Ⅰ-3 担当課 社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育】
大きな課題はない。今後も福祉教育を推進する。

【Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談】
複雑で専門的な相談が増えている。また，引きこもり等，相当アウトリーチしないと解決でき
ないこともある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

地域包括ケア体制の確立
社会資源を活用した支援体制づくり

　地域包括ケアシステムには，地域の中でのあらゆる主体の連携と協力が不可欠であるこ
とから，自治会や民生委員児童委員をはじめ，地域住民による地域福祉活動の活発化を図
るため，市社会福祉協議会を通じた支援とともに，地区社会福祉協議会未結成の地区に対
しては，立ち上げの促進を図ります。
さらに，地域住民の福祉意識の醸成に資するため，学校，地域，社会のさまざまな場におい
て，福祉教育の推進，福祉知識の普及などを図ります。
また，高齢者の心配ごとなどに対する身近な場での相談体制を整えます。

Ⅰ-3①地域づくり支援事業，市民参加推進事業
Ⅰ-3②民生委員児童委員の活動費補助
Ⅰ-3③地区社会福祉協議会活動の活性化
Ⅰ-3④地域福祉意識の啓発
Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育
Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談

【Ⅰ-3⑤学校教育，社会教育における福祉教育】
　福祉協力校連絡会議の開催（毎年2回）
　ワークキャンプの開催（夏休み福祉体験学習）
　平成27年度：小学校170名、中学校45名、高校25名、特別支援学校1名
　平成28年度：小学校173名、中学校50名、高校40名、特別支援学校6名
　ふくし探検隊（親子福祉体験）
　平成27年度テーマ「防災」　，平成28年度テーマ「介助犬」

【Ⅰ-3⑥ふれあい福祉総合相談】
　弁護士相談：　 　　平成27年度　35件，平成28年度　46件
　司法書士相談：　　平成27年度　44件，平成28年度　41件
　高齢者健康相談： 平成27年度　53件，平成28年度　64件
　一般相談：　　　　　平成27年度　35件，平成28年度　35件
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番号 Ⅱ-1 担当課 地域協働課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-1③地域づくり支援事業（再掲Ⅰ-3①）】
   今後は，地域住民による地域づくり協議会の運営力を強化していく必要があるとともに，
一括交付金制度など，地域づくり協議会と行政との役割分担を検討していく必要がある。

【Ⅱ-1③市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①】
   社会環境の変化に伴い，市民活動やボランティアの必要性は今後ますます重要となり，
市民への周知を図るとともに，団体間の連携強化，人材育成，活動拠点の整備など検討し
ていく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

【Ⅱ-1③地域づくり支援事業（再掲Ⅰ-3①）】
　 住民主体の地域づくりのため，自治会をはじめ，地域で活動する組織や団体が連携して
地域づくりに取り組むことのできる体制として，「地域づくり協議会」の設立を推進する。
　 平成28年度から各地域の「地域づくり協議会」の設立支援等のため，各地区市民センター
所長をコーディネーターとし，補佐として地域づくり支援職員を各地域に配置した。
　 平成27年度　協議会設立数15
　 平成28年度　講演会及び交流会を実施。　協議会設立数（設立準備組織含む）　21
　 平成29年度　地域づくり塾4回開催。　協議会設立数（設立準備組織含む）29　（目標）

【Ⅱ-1③市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①】
   市民活動の活性化を図るため，ＮＰＯ中間支援団体に事業を委託し，ＮＰＯ支援や市民の
市民活動への関心を高めるための効果的な事業を実施するとともに，まちづくり応援補助
金制度を創設し，市民活動の資金面での支援を行う。
　 平成27年度　市民活動団体の交流会を実施。
　 平成28年度　第1回市民活動フェスタ及び市民活動団体向けの講座を実施。
　 平成29年度　まちづくり応援補助金制度創設し，市民活動団体13団体，地域づくり活動団
体4団体に補助金を交付。今後，第2回市民活動フェスタを実施予定。ＮＰＯ向けの講座を開
催予定。
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番号 Ⅱ-1 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置】
【Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置】
平成30年度に日常生活圏域に1名ずつ，第2層の生活支援コーディネーターを配置する予
定。
人材も含めた，地域資源の把握と市民の利用ニーズが何かを把握し，サービスと利用者を
コーディネートできる環境を整えることが課題となる。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

【Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置】
【Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置】
平成28年度：第1層の生活支援コーディネーターを鈴鹿市社会福祉協議会へ配置する準備
を行った。
平成29年度：鈴鹿市社会福祉協議会に第1層の生活支援コーディネーターを1名配置した。
また，生活支援サービスの提供主体である関係機関と第1層の協議体を設置する予定であ
る。
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番号 Ⅱ-1 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成】
現在，市全体で新規加入者の減少や役員のなり手不足等の課題により，単位老人クラブの
減少が続いているため，会員数の増加対策や新規単位老人クラブの設立等，活性化策が
必要となっている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

【Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成】
鈴鹿市老人クラブ連合会の活動及び運営に対する補助事業を実施。
連合会に加盟している単位老人クラブへの助成を実施。
　単位老人クラブ数　　平成27年度　　　157　団体　13,681名
　　　　　　　　　　　　　　平成28年度　　　145　団体　12,439名
　　　　　　　　　　　　　　平成29年度　　　140　団体　11,659名　（4月1日時点）
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番号 Ⅱ-1 担当課 産業政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業】
本市では会員数は増加傾向にあるが，三重県全体では会員数の減少している市町のシル
バー人材センターも多く，今後，会員の確保を継続して行っていく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

【Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業】
（社）鈴鹿市シルバー人材センターに対して，運営補助金の交付，運営貸付金の貸付を行う
ことにより円滑な運営を支援してきた。
　
・市補助金:平成27年度:14,800千円
　　　　　　　平成28年度:14,800千円
　　　　　　　平成29年度:14,800千円(当初)

・会員数:　 平成27年度:726人
　　　　　　　平成28年度:777人
　　　　　　　平成29年度:820人(予定)
　
・契約額:　 平成27年度:419,965千円
　　　　　　　平成28年度:430,533千円
　　　　　　　平成29年度:413,221千円(予算額)
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番号 Ⅱ-1 担当課 農林水産課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
高齢者が就農することは，健康増進及び収入の期待が生まれ，また，雇用側の農業法人，
農業者などは，労働人材を確保できる利点をもたらす反面，経営面を含め，全国的に厳しい
農業情勢の中，雇用側の経営基盤の確立が課題である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

事業該当なし

15 / 53 ページ



番号 Ⅱ-1 担当課 社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-1④ボランティアセンター】
福祉体験講座やボランティアスクールの受講者は年々減少傾向にある。
今後は，「認知症支援」「災害支援」等目的を明確にする講座と，広く浅く参加を
呼び掛ける講座の2通りで啓発を図りたい。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者の社会参加を目指した支援体制づくり

　高齢者のさまざまな社会活動を促進するため，老人クラブやシルバー人材センターなどへ
の補助金の交付，会員確保の支援を継続実施します。
また，地域における多様な主体による多様な支え合い活動を活発化するため，既存の老人
クラブ，自治会などへの福祉活動への働きかけを進めるとともに，ＮＰＯやボランティア活動
の育成・支援を進めます。
地域における生活支援機能の充実・強化に向けて，地区社会福祉協議会を単位として関係
機関の協議体を組織するとともに，生活支援コーディネーターの配置を行います。

Ⅱ-1①老人クラブ連合会・単位老人クラブへの助成
Ⅱ-1②シルバー人材センター運営支援事業
Ⅱ-1③地域づくり支援事業，市民参加推進事業（再掲Ⅰ-3①）
Ⅱ-1④ボランティアセンター
Ⅱ-1⑤生活支援にかかる協議体の設置
Ⅱ-1⑥生活支援コーディネーターの配置

【Ⅱ-1④ボランティアセンター】
・ボランティアセンターの運営：登録者：個人ボランティア241名，団体ボランティア102団体
　ボランティアコーディネート平成27年度：91件，平成28年度：123件
　ボランティア代表者会議の開催，ボランティアの集いの開催

・ボランティア講座（参加）：精神保健ボラ講座：平成27年度14名，平成28年度38名
　　　　　　　　　　　　　　　　　認知症支援ボランティア講座：　33名
　　　　　　　　　　　　　　　　　モノづくりボランティア講座16名
　　　　　　　　　　　　　　　　　手話講座42名
　　　　　　　　　　　　　　　　　点訳講座10名
　　　　　　　　　　　　　　　　　音訳講座12名
　　　　　　　　　　　　　　　　　要約筆記体験講座15名

・災害ボランティアセンター（参加）：設置運営訓練　平成27年度72名，平成28年度105名
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番号 Ⅱ-2 担当課 地域協働課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅱ-2⑦高齢者教室】
少子高齢化社会が進展する中，地域での生涯学習を引き続き推進するとともに，今後は地
域づくりの拠点として，地域の課題解決に向けての取組みが必要である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
介護予防事業の充実

　健康寿命の延伸に向けて介護予防が重要であることについて普及･啓発を図るため，引き
続き，介護予防パンフレットや介護予防手帳の配布を行います。
また，地域の特性や住民のニーズに合わせた介護予防事業を，できる限り身近な地域で展
開することにより，参加者の増加と効果的な介護予防活動の実践を図ります。その際，住民
主体の活動を活発化させるとともに，リハビリテーションの充実を図るための支援を進めま
す。

Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑥介護予防手帳
Ⅱ-2⑦高齢者教室
Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興
Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進

【Ⅱ-2⑦高齢者教室】
市内にある公民館31施設（ふれあいセンターを含む）で，地域住民を対象に，地域の特性や
ニーズに応じた講座を実施するとともに，自主的な趣味・教養などサークルの活動の場を提
供する。
＊高齢者を対象とした主催事業（31館全館での延べ実施回数と延べ参加者数）
　　平成27年度　　　　実施した講座数　　747　　参加者数　　　　20,047人
　　平成28年度　　　　実施した講座数　　830　　参加者数　　　　20,315人
　　平成29年度予定　講座予定数　　　　 751　　参加予定者数　19,982人

17 / 53 ページ



番号 Ⅱ-2 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）】
高齢者が健康を維持するために，介護予防普及啓発事業を周知し，参加を促す取り組みが
必要である。
また，教室の中で，高齢者自らが役割を持ち，支援する側の立場として参加できるような取
り組みが必要である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
介護予防事業の充実

　健康寿命の延伸に向けて介護予防が重要であることについて普及･啓発を図るため，引き
続き，介護予防パンフレットや介護予防手帳の配布を行います。
また，地域の特性や住民のニーズに合わせた介護予防事業を，できる限り身近な地域で展
開することにより，参加者の増加と効果的な介護予防活動の実践を図ります。その際，住民
主体の活動を活発化させるとともに，リハビリテーションの充実を図るための支援を進めま
す。

Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑥介護予防手帳
Ⅱ-2⑦高齢者教室
Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興
Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進

【Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）】
　介護予防事業として介護予防教室を実施
　一次予防教室
　平成27年度　実施回数　674回　　延べ参加者数14,763人
　平成28年度　実施回数　793回　　延べ参加者数16,587人
　二次予防教室
　平成27年度　実施回数　453回　　延べ参加者数 2,522人
　平成28年度　実施回数　390回　　延べ参加者数 2,476人
　※平成29年度より「新しい総合事業」の介護予防普及啓発事業へ移行して介護予防教室
を実施
　毎月介護予防教室
　平成29年度　実施回数　 64回　　延べ参加者数 1,067人（H29.6現在）
　毎週介護予防教室
　平成29年度　実施回数 183回　　延べ参加者数 3,189人（H29.6現在）
【Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）】
　平成27年10月より鈴鹿いきいきボランティア制度を実施
　ボランティア登録者数　　　　受入施設数
　平成27年度 　38人　　　　　　　　14
　平成28年度　 96人　　　　　　　　38
　平成29年度 111人　　　　 　 　　 41
【Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）】
　平成29年10月より鈴鹿市社会福祉協議会で実施する「いきいきふれあいサロン」への専
門職講師派遣を実施予定。
【Ⅱ-2⑥介護予防手帳】
平成27年度，平成28年度は，介護予防事業の二次予防教室参加者に配布した。
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番号 Ⅱ-2 担当課 健康づくり課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

健やかな高齢期を迎えるための壮年期からの健康づくりと，介護予防の普及啓発を継続し
て行うとともに，今後は高齢者による自主的な介護予防の取り組みが地域に普及し，定着
するための環境整備を目的とした人材育成とその活動支援に重点を置いた事業の展開が
必要である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
介護予防事業の充実

　健康寿命の延伸に向けて介護予防が重要であることについて普及･啓発を図るため，引き
続き，介護予防パンフレットや介護予防手帳の配布を行います。
また，地域の特性や住民のニーズに合わせた介護予防事業を，できる限り身近な地域で展
開することにより，参加者の増加と効果的な介護予防活動の実践を図ります。その際，住民
主体の活動を活発化させるとともに，リハビリテーションの充実を図るための支援を進めま
す。

Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑥介護予防手帳
Ⅱ-2⑦高齢者教室
Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興
Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進

【Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）】
介護予防教室・相談会）
平成27年度　実施回数：98回　　　　延参加人数：2,642人
平成28年度　実施回数：77回　　　　延参加人数：2,071人

【Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）】
平成27年度　スクエアステップリーダー養成講座，
                  スクエアステップリーダースキルアップ講座，
　　　　　　　　　スクエアステップリーダー連絡会，
                  栄養教室（食生活改善推進員養成講座）を開催
　　　　　　　　　   実施回数：19回　　　　延参加人数：356人
平成28年度　スクエアステップリーダー養成講座，
                  スクエアステップリーダースキルアップ講座，
　　　　　　　　　スクエアステップリーダー連絡会，
                  栄養教室（食生活改善推進員養成講座）を開催
　　　　　　　　　   実施回数：21回　　　　延参加人数：293人

【Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進】
　別紙
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平成27年度 平成28年度

健康づくり推進事業 実施回数 1 1

健康展 延参加人数 1199 1226

実施回数 75 74

延参加人数 1917 2,056

実施回数 101 78

延参加人数 6,935 6,377

健康手帳の交付 交付者数 3,003 3,140

受診率 21.0 20.9

受診者数 10,669 10,593

受診率 23.1 21

受診者数 11,712 10,669

受診率 24.4 24.1

受診者数 12,365 12,216

受診率 26.4 27.1

受診者数 4,633 4,759

受診率 14.5 14.1

受診者数 5,910 5,736

受診率 15.5 15.1

受診者数 6,325 6,150

受診率 12.4 12.8

受診者数 987 943

高齢者用肺炎球菌　ワクチン接種費用助成事業 助成件数 2,934 3,325

前立腺がん検診

乳がん検診

子宮がん検診

歯周病検診

項　　　目

健康相談

健康教育

胃がん検診

大腸がん検診

肺がん検診
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番号 Ⅱ-2 担当課 スポーツ課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興】
・意欲を持つ人の参加が多いが，参加者が固定される傾向にある。
・鈴鹿シティマラソンについては，駐車場の関係で定員を設けざるを得ない状況にある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
介護予防事業の充実

　健康寿命の延伸に向けて介護予防が重要であることについて普及･啓発を図るため，引き
続き，介護予防パンフレットや介護予防手帳の配布を行います。
また，地域の特性や住民のニーズに合わせた介護予防事業を，できる限り身近な地域で展
開することにより，参加者の増加と効果的な介護予防活動の実践を図ります。その際，住民
主体の活動を活発化させるとともに，リハビリテーションの充実を図るための支援を進めま
す。

Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑥介護予防手帳
Ⅱ-2⑦高齢者教室
Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興
Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進

【Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興】
平成27年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン
　　　　　　・いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会
　　　　　　・ブロック別市民グラウンド・ゴルフ選手権大会（開催補助）
　　　　　　・鈴鹿市マレット・ゴルフ大会（開催補助）

平成28年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン
　　　　　　・いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会
　　　　　　・ブロック別市民グラウンド・ゴルフ選手権大会（開催補助）
　　　　　　・鈴鹿市マレット・ゴルフ大会（開催補助）

平成29年度　・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブ
　　　　　　・鈴鹿市グラウンド・ゴルフ大会
　　　　　　・鈴鹿シティマラソン
　　　　　　・いきいき鈴鹿ツーデーウオーク大会
　　　　　　・ブロック別市民グラウンド・ゴルフ選手権大会（開催補助）
　　　　　　・鈴鹿市マレット・ゴルフ大会（開催補助）
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番号 Ⅱ-2 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）】
・予防事業の事業評価をどのように行うか。

【Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）】
・総合事業の予算上限の範囲内で，どのようにして事業を実施していくか。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
介護予防事業の充実

　健康寿命の延伸に向けて介護予防が重要であることについて普及･啓発を図るため，引き
続き，介護予防パンフレットや介護予防手帳の配布を行います。
また，地域の特性や住民のニーズに合わせた介護予防事業を，できる限り身近な地域で展
開することにより，参加者の増加と効果的な介護予防活動の実践を図ります。その際，住民
主体の活動を活発化させるとともに，リハビリテーションの充実を図るための支援を進めま
す。

Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）
Ⅱ-2⑥介護予防手帳
Ⅱ-2⑦高齢者教室
Ⅱ-2⑧高齢者スポーツの振興
Ⅱ-2⑨高齢者に対する保健事業の推進

【Ⅱ-2①介護予防把握事業（一般介護予防事業）】
平成26年度に実施した「いきいき度チェック」の結果を活用して対象者の把握を行い，介護
予防事業等の利用に繋げていった。平成29年度以降は，基本チェックリストの実施により生
活機能の低下のおそれが見られた高齢者などを総合事業のサービスの利用に繋げていく。

【Ⅱ-2②介護予防普及啓発事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2③地域介護予防活動支援事業（一般介護予防事業）】
【Ⅱ-2⑤地域リハビリテーション活動支援事業（一般介護予防事業）】
・鈴鹿市，亀山市と協議して，総合事業の一般介護予防事業で実施するサービス，実施方
法，単価等を決めた。（平成28年度）
・事業の実施に当たって，「介護予防・日常生活支援総合事業実施規則」を制定した。（平成
28年度）

【Ⅱ-2④一般介護予防事業評価事業（一般介護予防事業）】
平成30年度以降実施予定。
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番号 Ⅱ-3 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
要支援1.2の介護認定者及び事業対象者（チェックリスト該当者）がサービスを受けること
で，自立した生活に戻れるための内容にしていくことが課題である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
生活支援体制の充実

　地域で高齢者の日常生活全般を支えていくため，地域ケア会議などの場を通じて，さまざ
まな問題への対応を図るとともに，支援のための最適な体制づくりについて検討を進めま
す。
要支援者など支援の必要な人に対し，介護予防と合わせた生活支援サービスをできる限り
身近な地域で提供するため，これまでの介護保険による訪問･通所の予防給付に加えて，
住民活動やボランティア活動も含めた，多様な主体による多様な生活支援サービスの提供
を促します。
また，地域に根ざした活動を充実させるため，小地域で取り組まれている介護予防事業や
サロン活動，見守り支援活動などの育成・支援を行います。

Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3③その他の生活支援サービスの提供（任意事業）
Ⅱ-3④介護予防ケアマネジメント（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）

【Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
平成29年4月より「総合事業」として実施

利用者 実施方法
訪問型サービスB
※鈴鹿市シルバー人材センター会員による身体介護
を伴わない生活支援

要支援者・事業対象者 補助

訪問型サービスC
※歯科衛生士，管理栄養士，理学療法士等の専門職
が利用者の居宅を訪問し，療養上必要な指導として対
象者の口腔，栄養，リハビリに関する実地指導

要支援者・事業対象者 委託

通所型サービスB
※介護事業者又は専門職の講師等が開催する，運
動・栄養・口腔・認知症等に関する教室

要支援者・事業対象者 委託

通所型サービスC
※理学療法士・作業療法士・看護職員等の指導のもと
で開催する，ストレッチ・有酸素運動・筋力トレーニン
グ・バランストレーニング等の運動教室

要支援者・事業対象者 委託

事業内容

多
様
な
サ
ー

ビ
ス

多
様
な
サ
ー

ビ
ス
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番号 Ⅱ-3 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-3③その他の生活支援サービスの提供（任意事業）】
対象となる高齢者が増加していく中で，財源の確保と有用で有効な事業を行うための検討が必
要である。特に成年後見制度は今後重要となる課題だが，後見人にかかる人的な負担が大き
いことから，市民の理解を深めることが必要である。さらに市長申し立て対象ケースの選定は
関係機関との協議とともに，作業マニュアルの作成を進めることや基準の設定などわかりやす
さを示すための継続的な検証が必要である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
生活支援体制の充実

　地域で高齢者の日常生活全般を支えていくため，地域ケア会議などの場を通じて，さまざま
な問題への対応を図るとともに，支援のための最適な体制づくりについて検討を進めます。
要支援者など支援の必要な人に対し，介護予防と合わせた生活支援サービスをできる限り身
近な地域で提供するため，これまでの介護保険による訪問･通所の予防給付に加えて，住民活
動やボランティア活動も含めた，多様な主体による多様な生活支援サービスの提供を促しま
す。
また，地域に根ざした活動を充実させるため，小地域で取り組まれている介護予防事業やサロ
ン活動，見守り支援活動などの育成・支援を行います。

Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3③その他の生活支援サービスの提供（任意事業）
Ⅱ-3④介護予防ケアマネジメント（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）

【Ⅱ-3③その他の生活支援サービスの提供（任意事業）】
在宅で自立した日常生活をおくることができるよう，任意事業として，徘徊探索支援サービス事
業，成年後見制度利用支援など各種事業を行っている。（Ⅱ-4より移行）
　おむつ支給対象者（第1号被保険者）      　平成27年度　    473人　　平成28年度　   515人
　徘徊探索支援サービス新規件数　　　　　　 平成27年度         3件　　平成28年度        1件
　配食サービス配食数　　         　　　　　　    平成27年度  67,615食　  平成28年度　75,666食
　成年後見市長申立件数　　　　　　　　　　　　平成27年度　　　   3件　　平成28年度　　　　5件
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番号 Ⅱ-3 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3④介護予防ケアマネジメント（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
・緩和型サービスの検討
・総合事業の上限の範囲内で，どのようにして事業を実施していくか

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
生活支援体制の充実

　地域で高齢者の日常生活全般を支えていくため，地域ケア会議などの場を通じて，さまざ
まな問題への対応を図るとともに，支援のための最適な体制づくりについて検討を進めま
す。
要支援者など支援の必要な人に対し，介護予防と合わせた生活支援サービスをできる限り
身近な地域で提供するため，これまでの介護保険による訪問･通所の予防給付に加えて，
住民活動やボランティア活動も含めた，多様な主体による多様な生活支援サービスの提供
を促します。
また，地域に根ざした活動を充実させるため，小地域で取り組まれている介護予防事業や
サロン活動，見守り支援活動などの育成・支援を行います。

Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）
Ⅱ-3③その他の生活支援サービスの提供（任意事業）
Ⅱ-3④介護予防ケアマネジメント（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）

【Ⅱ-3①訪問型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3②通所型サービスの提供（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
【Ⅱ-3④介護予防ケアマネジメント（新しい介護予防・日常生活支援総合事業）】
・総合事業の実施に当たり，鈴鹿市，亀山市と協議し，訪問型サービス，通所型サービス等
の詳細を決め，事業者やケアマネジャー等に対して説明会を実施した。
また，広報誌やホームページで総合事業の概要を周知した。（平成28年度）
・「介護予防・日常生活支援総合事業実施規則」，「介護予防ケアマネジメント事業実施要
綱」を制定し，総合事業の開始に伴い必要となる様式等を用意した。（平成28年度）
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番号 Ⅱ-4 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業】
【Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業】
【Ⅱ-4③日常生活用具給付事業】
【Ⅱ-4④緊急通報システム事業】
【Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業】
総人口における高齢者の比率が高まっていき，財政状況も厳しくなっていく中で，支援のあり方
を常に考えていく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者福祉施策の充実

　各種福祉事業を継続して実施するとともに，利用者ニーズの把握，新たなニーズの掘り起こし
に努め，事業者の確保とサービスの周知に努めます。さらに，一人暮らし高齢者等が住み慣れ
た地域での生活を継続するための支援について検討していきます。

　　　　 紙おむつ等支給事業（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業
Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業
Ⅱ-4③日常生活用具給付事業
　　　　　徘徊探索支援サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4④緊急通報システム事業
　　　 　高齢者配食サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業

【Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業】
【Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業】
【Ⅱ-4③日常生活用具給付事業】
【Ⅱ-4④緊急通報システム事業】
【Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業】
在宅で自立した日常生活をおくることができるよう，市単事業として日常生活用具の給付や緊
急通報システムの経費補助，訪問理美容サービスの実施など各種事業を行っている。
　寝たきり等ふとん丸洗い事業　   　　  平成27年度　   125枚　　平成28年度 　   102枚
　訪問理美容サービス実施回数　 　　  平成27年度  　   96回　  平成28年度   　  74回
　日常生活用具給付新規件数　  　　　 平成27年度         3件　  平成28年度   　    5件
　緊急通報装置新規設置件数　　 　　  平成27年度    　  59件   平成28年度    　  25件
　移動困難高齢者移送サービス件数 　平成27年度　  5822回    平成28年度　　5720回
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番号 Ⅱ-4 担当課 保護課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

相談者（生活困窮者）の困りごとが多岐に渡るため，何が困窮の要因なっているか，聴き取りに
努める。
相談内容，困窮の要因に応じて，他法他施策，他機関に繋ぐことが出来るものについては，関
係部局と連携しながら必要な支援を行い，家計に関する支援を検討する場合，家計相談支援
事業委託先の鈴鹿市社会福祉協議会と連携をとり，自立を促進する。
そのため，地域資源を出来るだけ多く把握するように努める必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者福祉施策の充実

　各種福祉事業を継続して実施するとともに，利用者ニーズの把握，新たなニーズの掘り起こし
に努め，事業者の確保とサービスの周知に努めます。さらに，一人暮らし高齢者等が住み慣れ
た地域での生活を継続するための支援について検討していきます。

　　　　 紙おむつ等支給事業（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業
Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業
Ⅱ-4③日常生活用具給付事業
　　　　　徘徊探索支援サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4④緊急通報システム事業
　　　 　高齢者配食サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業

事業該当なし
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番号 Ⅱ-4 担当課 都市計画課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

　自動車交通の発達に伴い，公共交通機関（特に乗合バス交通）は減少傾向にあり，交通
事業者の不採算路線からの撤退等により，公共交通ネットワークの縮小が進んでいる。今
後，高齢者を含む市民の移動手段の確保・維持への取り組みについては，重要な課題と
なっている。
　鉄道駅のバリアフリー化については，鉄道駅利用者の乗車時など移動の円滑化を図るた
め，国，鉄道事業者，地方公共団体が費用負担を行い，今後も段階的に整備を進めていく
必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者福祉施策の充実

　各種福祉事業を継続して実施するとともに，利用者ニーズの把握，新たなニーズの掘り起
こしに努め，事業者の確保とサービスの周知に努めます。さらに，一人暮らし高齢者等が住
み慣れた地域での生活を継続するための支援について検討していきます。

　　　　 紙おむつ等支給事業（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業
Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業
Ⅱ-4③日常生活用具給付事業
　　　　　徘徊探索支援サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4④緊急通報システム事業
　　　 　高齢者配食サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業

事業該当なし
　三重交通路線バス（中勢地区管内）において，事業者の車両更新計画に基づき，低床（ワ
ンステップ）及び超低床（ノンステップ）型車両の導入が順次図られている。
　平成26年4月1日現在では総車両数151台の52.9％を占める80台の導入だったが，平成29
年8月1日現在では総車両数146台の69.2％を占める101台の導入が進んでいる。また，平成
29年度末までに8台導入する予定であり，平成30年度には導入率が70％を超える予定であ
る。
　引き続き，既存バス路線の存続，サービス水準の維持を図るために，運行事業者と協議し
ている。
　また，地域住民の移動円滑化・交通手段の確保を目的に，コミュニティバス（C-BUS）を運
行している。C-BUS事業においては，平成28年度に一部車両の更新を行い，利用者の乗降
時の負担を減らせるよう，ノンステップバスを導入している。また，コミュニティバス沿線地域
の実情や利用者の実態を把握しつつ，他の交通機関への乗り継ぎ円滑化の向上を図るな
どし，引き続き利便性の向上に努めていく。

　鉄道については，平成25年度から平成28年度において地域公共交通バリア解消促進等
事業に補助採択され，バリアフリー化設備等整備事業を活用することにより，近鉄伊勢若松
駅構内への跨線橋の新築，エレベーター・多機能トイレ・手すり等の整備が行われた。また，
平成29年度は，近鉄鈴鹿市駅構内でのホームスロープ等改修に取り組んでいるところであ
る。これらのバリアフリー化を行うことにより，移動等円滑化経路が整備されることから，高
齢者の移動手段の確保・円滑化が期待される。また，他の鉄道駅についても，各事業者と
意見交換している。
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番号 Ⅱ-4 担当課 廃棄物対策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

高齢者増加に伴い，
・在宅医療拡大に伴う医療系ごみの増加
・集積所への排出が困難となるケースの増加
・分別等ルールに従うことが困難となるケースの増加
が懸念される。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

生活支援・介護予防の推進
高齢者福祉施策の充実

　各種福祉事業を継続して実施するとともに，利用者ニーズの把握，新たなニーズの掘り起
こしに努め，事業者の確保とサービスの周知に努めます。さらに，一人暮らし高齢者等が住
み慣れた地域での生活を継続するための支援について検討していきます。

　　　　 紙おむつ等支給事業（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4①ふとん丸洗い事業
Ⅱ-4②訪問理美容サービス事業
Ⅱ-4③日常生活用具給付事業
　　　　　徘徊探索支援サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4④緊急通報システム事業
　　　 　高齢者配食サービス（Ⅱ-3③へ移行）
Ⅱ-4⑤福祉有償運送事業

事業該当なし
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番号 Ⅲ-1 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-1①認知症ケアパス】
認知症の当事者，また，家族の方がケアパスを利用し，相談をしやすい環境にしていくこと
や，支援の仕組みが簡単に理解できる工夫が必要である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
認知症ケアパスの活用

　地域における社会資源の一覧やセルフチェックのための気づきシートを盛り込むなど，認
知症ケアパスの内容の充実を図ることにより，認知症理解と認知症予防，認知症高齢者の
支援のための取組への活用を促します。

Ⅲ-1①認知症ケアパス

【Ⅲ-1①認知症ケアパス】
平成27年4月より鈴鹿市ホームページへ掲載。
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番号 Ⅲ-2 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-2①認知症初期集中支援チーム】
認知症の当事者，また，家族の方が気軽に相談できる窓口として市民への周知が必要であ
る。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
認知症の早期発見・初期支援

　認知症の進行を予防し，効果的な支援を行うためには，認知症を早期に発見し，初期段
階で支援することが有効であることから，かかりつけ医や専門医療機関（認知症疾患医療セ
ンター等）と連携しながら，相談体制の充実を図ります。
さらに，早期発見のための手法の導入を検討するとともに，医師会の協力を得ながら認知
症初期集中支援チームを設置し，認知症高齢者への訪問，アセスメント，及び家族支援を
集中的に行います。

Ⅲ-2①認知症初期集中支援チーム

【Ⅲ-2①認知症初期集中支援チーム】
平成28年4月より医療，介護，福祉など，複数の専門職で構成する「認知症初期集中支援
チーム」を，試行的に鈴鹿中部圏域を対象として，鈴鹿市社会福祉協議会に1ﾁｰﾑ設置。
平成29年4月より，上記に加え，北部，西部，南部の鈴鹿市全生活圏域へ各1チーム設置。

平成28年度実績
相談件数　　　61件
訪問介入件数（実数）：36件（終結27件，継続9件）
訪問延べ回数：125回
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番号 Ⅲ-3 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-3①認知症サポーター養成講座】
地域住民の見守り，支援の体制を構築するために，サポーター数を増やす必要がある。

【Ⅲ-3②認知症地域支援推進員】
また，認知症地域支援推進員が地域に入り，地域住民との関係を構築する必要がある。

【Ⅲ-3⑥認知症カフェ（仮称）】
どのような枠組みで仕組みをつくるか，検討していく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
地域で認知症高齢者を支えるための体制づくり

　認知症に対する正しい知識・理解の普及を促進し，地域住民による見守り，支援の協力体
制構築に努めます。また，学校や企業等を対象とした認知症サポーター養成講座を拡大
し，認知症サポーターの普及と養成事業の推進を図ります。
あわせて，認知症地域支援推進員を配置し，地域の専門医や認知症疾患医療センター，認
知症初期集中支援チームなどとの連携により，認知症高齢者への適切なサービス，支援の
提供を図ります。
加えて，認知症高齢者などを見守り，徘徊者を発見できるよう，地域の協力機関の拡充を図
り，見守りのためのネットワークを強化します。
さらに，認知症高齢者や家族が地域の中で交流し，介護の負担の軽減が図れるよう，集い
の場である「認知症カフェ」等の設置を検討します。

Ⅲ-3①認知症サポーター養成講座
Ⅲ-3②認知症地域支援推進員
Ⅲ-3③徘徊探索支援サービス【再掲】
Ⅲ-3④災害時要援護者台帳の整備およびシステム化
Ⅲ-3⑤徘徊高齢者等のための安心ネットワーク
Ⅲ-3⑥認知症カフェ（仮称）

【Ⅲ-3①認知症サポーター養成講座】
平成27年度　受講者数　2,136人　開催回数　60回
平成28年度　受講者数　3,140人　開催回数　75回
　　　　 累計　受講者数　8,981人　開催回数247回

【Ⅲ-3②認知症地域支援推進員】
平成28年4月に各生活圏域へ1名配置

【Ⅲ-3⑥認知症カフェ（仮称）】
平成29年度より，認知症カフェを開催している事業所と，開催の取り組みについて協議を開
始
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番号 Ⅲ-3 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-3③徘徊探索支援サービス（再掲Ⅱ-3③）】
【Ⅲ-3④災害時要援護者台帳の整備およびシステム化】
【Ⅲ-3⑤徘徊高齢者等のための安心ネットワーク】
認知症高齢者が今後益々増加していく中で，発生した事案に確実な対応を行うとともに，さ
まざまな事例を検証した上で，より実効性の高い支援策および体制の強化に努める必要が
ある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
地域で認知症高齢者を支えるための体制づくり

　認知症に対する正しい知識・理解の普及を促進し，地域住民による見守り，支援の協力体
制構築に努めます。また，学校や企業等を対象とした認知症サポーター養成講座を拡大
し，認知症サポーターの普及と養成事業の推進を図ります。
あわせて，認知症地域支援推進員を配置し，地域の専門医や認知症疾患医療センター，認
知症初期集中支援チームなどとの連携により，認知症高齢者への適切なサービス，支援の
提供を図ります。
加えて，認知症高齢者などを見守り，徘徊者を発見できるよう，地域の協力機関の拡充を図
り，見守りのためのネットワークを強化します。
さらに，認知症高齢者や家族が地域の中で交流し，介護の負担の軽減が図れるよう，集い
の場である「認知症カフェ」等の設置を検討します。

Ⅲ-3①認知症サポーター養成講座
Ⅲ-3②認知症地域支援推進員
Ⅲ-3③徘徊探索支援サービス（再掲Ⅱ-3③）
Ⅲ-3④災害時要援護者台帳の整備およびシステム化
Ⅲ-3⑤徘徊高齢者等のための安心ネットワーク
Ⅲ-3⑥認知症カフェ（仮称）

【Ⅲ-3③徘徊探索支援サービス（再掲Ⅱ-3③）】
・ＧＰＳを利用した徘徊探索サービス加入料の初期導入経費を補助している。
　徘徊探索支援サービス新規件数 平成27年度  3件，平成28年度  1件

【Ⅲ-3④災害時要援護者台帳の整備およびシステム化】
・災害時要援護者台帳の整備およびシステム化を行うことにより，有事の際の連絡体制の
強化を図っている。

【Ⅲ-3⑤徘徊高齢者等のための安心ネットワーク】
・徘徊高齢者等のための安心ネットワークに参加しており，警察から捜索願が出され，ご家
族からの了承を得た際には，庁内に周知するとともに，メルモニを利用して情報提供を行っ
ている。
   通報実績　平成27年度　15件，平成28年度　16件
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番号 Ⅲ-4 担当課 人権政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
・権利擁護や成年後見人制度等が尊厳を守ることだと周知できても，人権に繋がっているこ
とが関連付けしにくい。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
尊厳を守るための施策の充実

　地域ぐるみで虐待の早期発見が図られるよう，関係機関との連携体制を構築します。虐待
が発生した際には，市と地域包括支援センターとが連携し，関係機関とともに保護と支援に
あたります。また，県との連携を密にし，問題解決への早期対応を図ります。
家族介護に関する情報提供や相談を行い，早めにサービスにつなげられる体制を構築する
ことにより，家族介護の負担軽減を図り，虐待の未然防止に努めます。
成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに，市社会福祉協議会，鈴鹿地域
権利擁護センター，鈴鹿亀山消費生活センター，鈴鹿市後見サポートセンター「みらい」など
関連機関と連携しながら，必要な人への支援を行います。

Ⅲ-4①高齢者緊急一時保護事業
Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営
Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター
Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）

事業該当なし

・「高齢者と人権～認知症について～」という演題で人権尊重まちづくり講演会を開催
　　平成27年度　6か所
　　平成28年度　3か所

・人権政策課窓口での冊子｢高齢者と人権」の配布
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番号 Ⅲ-4 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

高齢化率が進展するにつれ，虐待の疑いなどの相談，対応は年々増加している。また，相
談・対応内容も，高齢者福祉部門の関係機関だけでなく，障がい福祉部門，環境部門の関
係機関と連携しないと解決に至らないケースも出てきており，幅広い連携が求められてい
る。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
尊厳を守るための施策の充実

　地域ぐるみで虐待の早期発見が図られるよう，関係機関との連携体制を構築します。虐待
が発生した際には，市と地域包括支援センターとが連携し，関係機関とともに保護と支援に
あたります。また，県との連携を密にし，問題解決への早期対応を図ります。
家族介護に関する情報提供や相談を行い，早めにサービスにつなげられる体制を構築する
ことにより，家族介護の負担軽減を図り，虐待の未然防止に努めます。
成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに，市社会福祉協議会，鈴鹿地域
権利擁護センター，鈴鹿亀山消費生活センター，鈴鹿市後見サポートセンター「みらい」など
関連機関と連携しながら，必要な人への支援を行います。

Ⅲ-4①高齢者緊急一時保護事業
Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営
Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター
Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）

【Ⅲ-4①高齢者緊急一時保護事業】
・高齢者虐待の相談業務を随時行っており，家族からの申出や近隣からの通報等を受け，
関係機関と連携し，課題解決の為の対応を行っている。

・認知症初期集中支援チーム員会議への参加や，情報交換を日常的に行い状況把握と対
応に努めている。

・老人福祉法に基づき，虐待等により生命の危険にさらされていることなどを要件とし，一時
的に特別養護老人ホームや，養護老人ホーム等において，対象者を措置している。
　緊急一次保護による措置の実績
　平成27年度　7件
　平成28年度　3件
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番号 Ⅲ-4 担当課 社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営】
近々に全国的に課題となっている「市民後見人」について，今後，どのように養成していくか
の具体的な方向性を委託元である鈴鹿市と協議する必要がある。

【Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター】
日常の生活を支援する「生活支援員」はボランティア（有償）が担っているが，その生活支援
員の平均年齢が65歳を上回っており，高齢化が課題である。また，男性の支援員が不足し
ている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
尊厳を守るための施策の充実

　地域ぐるみで虐待の早期発見が図られるよう，関係機関との連携体制を構築します。虐待
が発生した際には，市と地域包括支援センターとが連携し，関係機関とともに保護と支援に
あたります。また，県との連携を密にし，問題解決への早期対応を図ります。
家族介護に関する情報提供や相談を行い，早めにサービスにつなげられる体制を構築する
ことにより，家族介護の負担軽減を図り，虐待の未然防止に努めます。
成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに，市社会福祉協議会，鈴鹿地域
権利擁護センター，鈴鹿亀山消費生活センター，鈴鹿市後見サポートセンター「みらい」など
関連機関と連携しながら，必要な人への支援を行います。

Ⅲ-4①高齢者緊急一時保護事業
Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営
Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター
Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）

【Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営】
・延べ相談件数：平成27年度155件，平成28年度159件
・鈴鹿市後見サポート運営委員会の開催：平成27年度3回，平成28年度3回
・法人後見の受任：平成27年度3件（後見類型1，保佐類型1，補助類型1）
　　　　　　　　　　　　平成28年度4件（後見類型2，保佐類型1，補助類型1）

【Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター】
・日常生活自立支援センターが支援している。
・鈴鹿市権利擁護ネットワーク会議：準備委員会を経て平成29年度より開催
・延べ相談件数（継続相談含む）：平成27年度2,794件，平成28年度：3,195件
・生活支援員数：平成27年度44名，平成28年度45名
・利用者支援：平成27年度：認知症31件，知的47件，精神51件，他10件　計139件
　　　　　　　　　平成28年度：認知症36件，知的47件，精神55件、他11件　計149件

36 / 53 ページ



番号 Ⅲ-4 担当課 社会福祉法人　鈴鹿市社会福祉協議会

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）】
現在結成並びに結成準備がなされている「まちづくり協議会」と地区社会福祉協議会の連
携，役割分担，あるいは融合をどのように進めるべきかが課題となっている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実
尊厳を守るための施策の充実

　地域ぐるみで虐待の早期発見が図られるよう，関係機関との連携体制を構築します。虐待
が発生した際には，市と地域包括支援センターとが連携し，関係機関とともに保護と支援に
あたります。また，県との連携を密にし，問題解決への早期対応を図ります。
家族介護に関する情報提供や相談を行い，早めにサービスにつなげられる体制を構築する
ことにより，家族介護の負担軽減を図り，虐待の未然防止に努めます。
成年後見制度や権利擁護に関する情報提供を行うとともに，市社会福祉協議会，鈴鹿地域
権利擁護センター，鈴鹿亀山消費生活センター，鈴鹿市後見サポートセンター「みらい」など
関連機関と連携しながら，必要な人への支援を行います。

Ⅲ-4①高齢者緊急一時保護事業
Ⅲ-4②後見サポートセンター「みらい」の運営
Ⅲ-4③鈴鹿地域権利擁護センター
Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）

【Ⅲ-4④地区社会福祉協議会活動の活性化（再掲Ⅰ-3③）】
　鈴鹿市地区社会福祉協議会連絡協議会の開催
　一人暮らし高齢者の集い　平成27年度：地区社協14，民協7，平成28年度：地区社協19，
民協3地区
　小地域ネットワーク（地区社協が実施する見守り活動）
　平成27年度：14地区1,451ケース，平成28年度：14地区1,057ケース
　ふれあいいきいきサロン（小地域で福祉活動を行うサロン団体への支援）
　平成27年度：60団体，平成28年度65団体・一人暮らし高齢者給食サービス
　平成27年度：給食17地区，手作り4地区　748名，平成28年度：給食16地区，手作り3地区
735名
　敬老の集い，施設見学会，介護予防教室，子育てサロン，児童工作教室，施設合同ふれ
あい大会，料理教室，グラウンドゴルフ大会，福祉懇談会，ボランティアとの交流会等の開
催
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番号 Ⅳ-1 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅳ-1①～⑦】
在宅医療に関わる相談を受け，必要な機関につながる体制を構築するために，平成30年度
中の在宅医療・介護連携支援センターの設置に向けて，どのような役割を持たせるのかが
課題となっており，関係機関との協議を進める必要がある。
また，地域資源の把握についても，早急に進める必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

医療と介護の連携
在宅療養生活への支援

　地域の資源を活かして在宅療養生活を支援していくため，鈴鹿市地域包括在宅医療ケア
システム運営会議（以下，「運営会議」という。）を通じた関係機関の連携を強化し，地域の
医療・介護資源や課題の把握を行うとともに，多職種が情報を共有するためのしくみづくりを
推進します。
あわせて，運営会議の連携のもと，在宅医療にかかわる相談を受け，必要な機関につなげ
る体制を構築します。
さらに，運営会議の連携を通じて関係者の研修を行い，医療職，介護職相互の知識の向上
と理解を促し，在宅医療へのニーズを見極めながら，在宅医療･介護サービスの提供体制を
強化します。
また，関係市町間の連携を強化し，医療・介護連携の取組の充実を図ります。

Ⅳ-1①地域の医療・介護サービス資源の把握
Ⅳ-1②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議
Ⅳ-1③医療・介護関係者の情報共有の支援
Ⅳ-1④在宅医療・介護連携に関する相談支援推進
Ⅳ-1⑤医療・介護関係者の研修
Ⅳ-1⑥切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進
Ⅳ-1⑦在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携

【Ⅳ-1①地域の医療・介護サービス資源の把握】
【Ⅳ-1②在宅医療・介護連携の課題の抽出と対応の協議】
【Ⅳ-1③医療・介護関係者の情報共有の支援】
【Ⅳ-1④在宅医療・介護連携に関する相談支援推進】
【Ⅳ-1⑤医療・介護関係者の研修】
【Ⅳ-1⑥切れ目のない在宅医療・介護の提供体制の構築推進】
【Ⅳ-1⑦在宅医療・介護連携に関する関係市町の連携】
・地域包括在宅医療ケアシステム運営会議の開催
　上記の事業を実施するため，鈴鹿市地域包括在宅医療システムの定着と関係機関の連
携強化を図るため鈴鹿市医師会が中心となって設置した会議を，平成28年度より鈴鹿市に
事務局を移管し運営している。
　事務局移管と同時に，機構改革も行い，参加専門職種部会代表1名からなる運営委員会
を設置した。

運営委員会
平成28年度　2回開催
平成29年度　1回開催（平成29年7月現在）

勉強会（年間テーマを決めて参加専門職種部会より事例報告を行う）
平成27年度　3回開催
平成28年度　3回開催
平成29年度　3回開催に対する在宅医療推進のための啓発事業に取り組んだ。

研究会（毎回テーマを決め，グループワークを行う）
平成28年度　2回開催
平成29年度　1回開催（平成29年7月現在）
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番号 Ⅳ-2 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅳ-2①地域住民への普及啓発】
在宅医療の市民への普及啓発を図るために，大人数の講演会形式のものから，小単位の
座談会形式のものまで幅広い単位で普及啓発を図る必要がある。
また，鈴鹿市広報やホームページへの啓発記事掲載なども検討する必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

医療と介護の連携
住民意識の向上・広報・啓発

　在宅療養生活や看取りに関する正しい知識の普及を図るため，市民に対する意識啓発活
動を進めます。

Ⅳ-2①地域住民への普及啓発

【Ⅳ-2①地域住民への普及啓発】
平成29年3月「鈴鹿ふくし大学」として市民向けに，地域包括ケアの啓発のための講演会を
実施した。
来場者数：450名
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番号 Ⅴ-1 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業】
施設整備は介護保険料等にも影響する重要な案件であるため，需要と供給のバランス等，
圏域内の状況把握に努めながら進めていく。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
老人福祉施設の基盤整備

　特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の整備については，鈴鹿亀山地区広域連合
との連携を図り，今後の高齢化の進展に対応するために必要な整備を促進します。
また養護老人ホームについては，スムーズな入所ができるよう努めるとともに，虐待等が発
生した際の緊急的な一時保護ができる体制を整えます。
なお軽費老人ホームについては，現状の整備水準を維持します。

Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業

【Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業】
鈴鹿亀山地区広域連合と連携・協議し，整備目標を立てて進めている。
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番号 Ⅴ-1 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業】
サービス需要のピークが近いとの見方もあり，他のサービス事業所への影響も大きく，必要
整備量の見極めが難しい。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
老人福祉施設の基盤整備

　特別養護老人ホームや介護老人保健施設等の整備については，鈴鹿亀山地区広域連合
との連携を図り，今後の高齢化の進展に対応するために必要な整備を促進します。
また養護老人ホームについては，スムーズな入所ができるよう努めるとともに，虐待等が発
生した際の緊急的な一時保護ができる体制を整えます。
なお軽費老人ホームについては，現状の整備水準を維持します。

Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業

【Ⅴ-1①介護老人福祉施設整備事業】
・特別養護老人ホーム等の必要数を調査して事業計画で位置づけたが，計画のとおりに整
備された。(県指定，平成27～29年度)
・特定施設入居者生活介護の事業所の選定を行い，三重県から指定を受けた。（1件，平成
28年度）
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番号 Ⅴ-2 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
【Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護】
【Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護】
【Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護】
全国的な課題として，施設の過剰供給の問題も出ている。需給状況を把握し，入居者やそ
の家族が安心してすごすことができるよう対応を行っていく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
高齢者向け居住系サービスの基盤整備

サービス付き高齢者向け住宅，有料老人ホームなどの居住系サービスについては，生活の
利便性が高い市街化区域において，介護保険法第13条に規定される住所地特例対象施設
の整備を誘導します。また地域密着型の介護保険サービス提供施設の整備については，鈴
鹿亀山地区広域連合との連携を図り，必要な整備を促進します。

地域密着型介護保険居住系サービスの整備
Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護
Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護
Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護

【Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
【Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護】
【Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護】
【Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護】

介護保険サービス提供施設の整備については，他の介護関連施設と同様に鈴鹿亀山地区
広域連合と連携して対応している。
他の居住系施設の整備については，地域内の状況の把握に努めた上で，市としての必要
な意見等を伝えている。
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番号 Ⅴ-2 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】
【Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護】
【Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護】
【Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護】
・サービスの種類によっては，募集をしても応募が少なく，計画通りに整備することが困難で
ある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
高齢者向け居住系サービスの基盤整備

サービス付き高齢者向け住宅，有料老人ホームなどの居住系サービスについては，生活の
利便性が高い市街化区域において，介護保険法第13条に規定される住所地特例対象施設
の整備を誘導します。また地域密着型の介護保険サービス提供施設の整備については，鈴
鹿亀山地区広域連合との連携を図り，必要な整備を促進します。

地域密着型介護保険居住系サービスの整備
Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）
Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護
Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護
Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護

地域密着型介護保険居住系サービスの整備
地域密着型サービスの事業所を選定を行った（平成27～29年度）
【Ⅴ-2①認知症対応型共同生活介護（グループホーム）】　2か所(計画 2か所)
【Ⅴ-2②定期巡回，随時対応型訪問介護看護】　0か所(計画 4か所)
【Ⅴ-2③小規模多機能型居宅介護】　0か所(計画 2か所)
【Ⅴ-2④看護小規模多機能型居宅介護】　 1か所(計画 4か所)
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番号 Ⅴ-3 担当課 環境政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

要領にて要援護者（自ら，物品の堆積状態を改善することが困難な高齢者又は障害者その
他これらに準ずる者）による物品の堆積に対し，改善作業用消耗品の支給，物品の分別・搬
出・運搬・処分，応急措置を行うことを定めている。要領施行後の実績は平成28年8月に1
件。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
居住環境の整備

　今後も，三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき，すべての人びとが
快適に暮らせるまちづくりをめざして，ユニバーサルデザインの普及やバリアフリー化を推
進していきます。また，ニーズの的確な把握，財源の確保に努め，効率的かつ効果的な環
境整備を実現していきます。
安心して安全に生活できる住まいを確保するために，市営住宅施設改修事業による計画的
な市営住宅の福祉対応型改善事業など居住環境整備を継続します。

Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業
Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居
Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業

事業該当なし

平成28年4月1日に，土地又は家屋の管理不全等に起因する生活環境の保全上の支障改
善に関する支援実施要領を施行。
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番号 Ⅴ-3 担当課 障がい福祉課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業】
三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく事前協議申請の結果、非適合
となった建築物に対しては、担当課（建築指導課）より必要な指導及び助言を行っている
が、是正されることは少なく適合証の発行はここ数年横ばい状態で推移している。ユニバー
サルデザインの必要性が浸透していないのが現状で、今後も三重県と共同して周知・啓発
を行いたい。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
居住環境の整備

　今後も，三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき，すべての人びとが
快適に暮らせるまちづくりをめざして，ユニバーサルデザインの普及やバリアフリー化を推
進していきます。また，ニーズの的確な把握，財源の確保に努め，効率的かつ効果的な環
境整備を実現していきます。
安心して安全に生活できる住まいを確保するために，市営住宅施設改修事業による計画的
な市営住宅の福祉対応型改善事業など居住環境整備を継続します。

Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業
Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居
Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業

【Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業】
・三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づく，特定施設新築等（変更）協
議申請受付件数　　平成27年度実績45件（うち適合証交付件数15件）
　　　　　　　　平成28年度実績50件（うち適合証交付件数16件）
　　　　　　　　平成29年度実績25件（うち適合証交付件数2件）　※7月31日現在

・開発審査会における事前協議申請依頼
　　　　　　　　平成27年度実績43件
　　　　　　　　平成28年度実績28件
　　　　　　　　平成29年度実績4件　※7月31日現在

・日常生活用具給付事業の住宅改修
　　　　　　　　平成27年度実績6件（公費負担額1,027千円）
　　　　　　　　平成28年度実績0件
　　　　　　　　平成29年度実績4件（公費負担額780千円）　※7月31日現在
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番号 Ⅴ-3 担当課 道路保全課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
　道路構造令の解説と運用，道路の移動等円滑化整備ガイドライン等の基準により整備を
進めている。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
居住環境の整備

　今後も，三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき，すべての人びとが
快適に暮らせるまちづくりをめざして，ユニバーサルデザインの普及やバリアフリー化を推
進していきます。また，ニーズの的確な把握，財源の確保に努め，効率的かつ効果的な環
境整備を実現していきます。
安心して安全に生活できる住まいを確保するために，市営住宅施設改修事業による計画的
な市営住宅の福祉対応型改善事業など居住環境整備を継続します。

Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業
Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居
Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業

事業該当なし

　市道花川西能褒野線歩道整備事業　L=880ｍ，W=2.5m，市道稲生25号線歩道整備事業
L=340ｍ，W=2.5ｍ，市道東玉垣335号線歩道整備事業　L=55m,W=3.0ｍの3事業を進めてい
る。
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番号 Ⅴ-3 担当課 住宅政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居】
・高齢者などが生活しやすいよう配慮した住戸を増設するためには，低層階の入居者の退
去が必要であり，年度ごとの計画を立てることが出来ない。

【Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業】
・三重県居住支援連絡会の住宅相談会の相談者数が減少しているため，効果的な開催方
法・周知方法を検討していく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

住まいの確保
居住環境の整備

　今後も，三重県ユニバーサルデザインのまちづくり推進条例に基づき，すべての人びとが
快適に暮らせるまちづくりをめざして，ユニバーサルデザインの普及やバリアフリー化を推
進していきます。また，ニーズの的確な把握，財源の確保に努め，効率的かつ効果的な環
境整備を実現していきます。
安心して安全に生活できる住まいを確保するために，市営住宅施設改修事業による計画的
な市営住宅の福祉対応型改善事業など居住環境整備を継続します。

Ⅴ-3①ユニバーサルデザインまちづくり推進事業
Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居
Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業

【Ⅴ-3②市営住宅への高齢者等の優先入居】
・中層住宅の1階の住戸について，段差解消・手すりの設置等の改善を施した。
　平成27年度　4戸
　平成28年度　0戸
　平成29年度　2戸
・高齢者が市営住宅の低層階（１・２階）の住戸に入居した。
　平成27年度　24世帯
　平成28年度　16世帯
　平成29年度　16世帯

【Ⅴ-3③あんしん賃貸住宅支援事業】
・高齢者世帯などの入居支援を目的に，三重県居住支援連絡会による住宅相談会を開催し
た。
　平成27年度　4回
　平成28年度　4回
　平成29年度　4回
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番号 Ⅵ-1 担当課 長寿社会課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅵ-1①災害時要援護者台帳】
登録は任意であるため，その必要性を説明し啓発に努めていく。また，啓発を行う中で，地
域での自主的で有効的な活用方法について話し合いを続けていく必要がある。災害時要援
護者台帳への登録は，高齢者，障がい者が中心だが，対象者について庁内で引き続き検
討していく。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

安心・安全の体制づくり
防災対策の推進

　災害時要援護者台帳の整備・登録促進を図り，Web-GISと連携したシステムの構築を推
進するとともに，個別支援計画の策定をめざします。

Ⅵ-1①災害時要援護者台帳
Ⅵ-1②救急情報ネックレス

【Ⅵ-1①災害時要援護者台帳】
通常時にも一人暮らし高齢者等の見守り活動として重要な役割を担っているため，民生委
員と連携を深めて，より正確で使いやすい情報となるよう検討しながら，システム等の整備
を図っている。

災害時要援護者台帳登録者一覧

地区 国府 庄野 加佐登 牧田 石薬師 白子 稲生 飯野 河曲 一ノ宮 箕田 玉垣
Ｈ28登録者 278 191 210 471 189 1717 289 404 390 515 237 964

若松 神戸 栄 天名 合川 井田川 久間田 椿 深伊沢 鈴峰 庄内 総合計
425 312 475 57 96 104 92 43 75 83 105 7722

地区 国府 庄野 加佐登 牧田 石薬師 白子 稲生 飯野 河曲 一ノ宮 箕田 玉垣
Ｈ27登録者 267 176 198 460 177 1693 262 370 369 480 234 938

若松 神戸 栄 天名 合川 井田川 久間田 椿 深伊沢 鈴峰 庄内 総合計
386 311 445 62 96 101 82 41 75 84 102 7409

地区 国府 庄野 加佐登 牧田 石薬師 白子 稲生 飯野 河曲 一ノ宮 箕田 玉垣
Ｈ26登録者 234 156 187 432 159 1585 243 316 332 446 195 865

若松 神戸 栄 天名 合川 井田川 久間田 椿 深伊沢 鈴峰 庄内 総合計
258 288 387 55 82 91 63 36 66 84 94 6654
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番号 Ⅵ-1 担当課 防災危機管理課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題 高齢者も含めた要援護者や，要援護者の介助者を対象にした防災の啓発に努めていく。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

安心・安全の体制づくり
防災対策の推進

　災害時要援護者台帳の整備・登録促進を図り，Web-GISと連携したシステムの構築を推
進するとともに，個別支援計画の策定をめざします。

Ⅵ-1①災害時要援護者台帳
Ⅵ-1②救急情報ネックレス

事業該当なし

自治会への防災出前講座を実施。

地域の組織（自治会，民生委員，児童委員など），ボランティア団体や福祉事業者との関わ
りが深い社会福祉協議会の職員を対象に防災研修会を実施。
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番号 Ⅵ-1 担当課 消防課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題

【Ⅵ-1②救急情報ネックレス】
高齢化時代と少子化の影響が重なり継続する中で，今後も災害時要援護者台帳の登録者
数が増加し，それに伴い救急情報ネックレスの希望者も増加していくと思われる。平成24年
度からこの事業が開始され6年が経過し，申請内容が古い情報となっている可能性がある。
災害時要援護者台帳の更新及び救急情報ネックレスの申請内容更新など，今後関係機関
と連携し，早急に更新要領等を協議し定期的に更新していく必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

安心・安全の体制づくり
防災対策の推進

　災害時要援護者台帳の整備・登録促進を図り，Web-GISと連携したシステムの構築を推
進するとともに，個別支援計画の策定をめざします。

Ⅵ-1①災害時要援護者台帳
Ⅵ-1②救急情報ネックレス

【Ⅵ-1②救急情報ネックレス】
・配布の流れ　(毎年度当初三役会・役員会に参加をして了承を得る)
《説明会》
 対象地区の民生委員・児童委員と日程調整し，各地区ごとに説明会を開催。
《交付申請書配布》
 民生委員・児童委員に交付申請書を対象者に配布。（7月上旬）
《交付申請書回収》
 申込希望者から民生委員・児童委員が交付申請書を受け取り，消防本部に連絡していた
だき，回収。（7月下旬）
配布の流れ《台帳へ登録》
 消防本部が交付申請書の内容を台帳に入力。
《ネックレス》配布
 消防本部が番号の入った「救急情報ネックレス」を民生委員・児童委員にご協力いただき申
請者にネックレスを配布。（8月中予定）
※平成28年度　1260個　65％の申請率（対象外含む）　救急情報ネックレス事案平成29年4
月～7月末まで5件（情報照会2件）

合計

国府 庄野 稲生 一ノ宮 箕田 合川 井田川 深伊沢 鈴峰 庄内 加佐登 牧田 石薬師 飯野
その他　　　　　（追

加） 合計

対象者 145 117 187 276 167 72 63 50 71 62 112 276 115 224 1,937

配布者数 126 72 82 175 77 45 50 29 20 49 81 139 85 156 74 1,260

若松 河曲 神戸 久間田 椿 玉垣
その他　　　　　（追

加） 合計

対象者 336 276 205 72 32 645 1,566 ※一人暮らし以外の未所持者合計　1,063人

配布者数 0

　平成25年度及び平成26年度に災害時要援護者台帳へ
新規登録された一人暮らしの方が対象（23地区）

H28年度

486
H27年度

H29年度
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番号 Ⅵ-2 担当課 鈴鹿亀山地区広域連合

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅵ-2①鈴鹿亀山消費生活センター】
高齢者，障がい者，認知症等により判断力が不十分になった人などの消費者被害を防ぐた
め，両市や関係機関との連携が不可欠である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

安心・安全の体制づくり
防犯・交通安全・消費者保護

　引き続き交通安全教室等の生活安全対策関連事業実施により，交通安全，防犯意識の
啓発に努めます。また，消費者保護のための知識の普及に努めるとともに，消費者相談の
充実を図ります。

Ⅵ-2①鈴鹿亀山消費生活センター
Ⅵ-2②交通安全・防犯意識の高揚

【Ⅵ-2①鈴鹿亀山消費生活センター】
・相談件数 平成27年度 1,515件，平成28年度 1,436件
・出前講座件数 平成27年度 68回，平成28年度 72回
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番号 Ⅵ-2 担当課 交通防犯課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅵ-2②交通安全・防犯意識の高揚】
公民館事業や地域の老人会行事等で実践的な交通安全啓発を行っているが，これらの活
動に参加されない高齢者の方への啓発は困難である。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

安心・安全の体制づくり
防犯・交通安全・消費者保護

　引き続き交通安全教室等の生活安全対策関連事業実施により，交通安全，防犯意識の
啓発に努めます。また，消費者保護のための知識の普及に努めるとともに，消費者相談の
充実を図ります。

Ⅵ-2①鈴鹿亀山消費生活センター
Ⅵ-2②交通安全・防犯意識の高揚

【Ⅵ-2②交通安全・防犯意識の高揚】
・高齢者交通安全教室開催回数及び参加人数
　平成27年度　　21回 　1,267名
　平成28年度　　25回   2,214名
　平成29年度　　25回 　1,774名(予定)
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番号 Ⅶ-1 担当課 健康福祉政策課

大項目
中項目

施策説明

主な事業

H27～
H29実績
（予定も
含む）

課題
【Ⅶ-1①地域ケア推進会議（再掲Ⅰ-1③）】
地域ケア圏域会議，また，個別会議からあがってきた地域課題について，整理し解決へと
導く速度を上げるため，地域ケア会議の仕組みを見直す必要がある。

鈴鹿市高齢者福祉計画関連事業に関する調査票

計画の推進にあたって
計画推進のための連携

　関係機関，関係部署との連携を密にし，地域ケア会議の活用による計画の推進と進行管
理に努めます。

Ⅶ-1①地域ケア推進会議（再掲Ⅰ-1③）

【Ⅶ-1①地域ケア推進会議（再掲Ⅰ-1③）】
医療，介護，福祉の代表者と地域の代表者が集い，地域課題について協議している。「地域
ケア推進会議」にて，計画の推進と進行管理を図っている。

地域ケア推進会議
平成27年度　1回
平成28年度　1回
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