
鈴鹿市高齢者福祉計画 体系組換え表 

①鈴鹿市高齢者福祉計画 

（平成 27年３月）の体系 
②国の動向 ③三重県 関連計画 ④関連計画 

次期計画の体系骨子（案） 

基本理念 地域の中で高齢者が自分らしく生きるまち「すずか」をめざして 

⑤新計画立案に向けた課題 ⑥目標 
⑦施策の方向性 

充実箇所は下線 

地域の中で高齢者が自分
らしく生きるまち「すず
か」をめざして 

 

Ⅰ 地域包括ケア体制の確立 
１ 地域ケア会議の活用による

連携強化 

２ 地域包括支援センターの機

能強化 

３ 社会資源を活用した支援体

制づくり 

 

Ⅱ 生活支援・介護予防の推
進 

１ 高齢者の社会参加を目指し

た支援体制づくり 

２ 介護予防事業の充実 

３ 生活支援サービスの充実 

４ 高齢者福祉施策の充実 
 

 

Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊
厳を守るための支援の充
実 

１ 認知症ケアパスの活用 

２ 認知症の早期発見・初期支援 

３ 地域で認知症高齢者を支え

るための体制づくり 

４ 尊厳を守るための施策の充

実 

 

Ⅳ 医療と介護の連携 
１ 在宅療養生活への支援 

２ 住民意識向上・広報・啓発 

 

Ⅴ 住まいの確保 
１ 老人福祉施設の基盤整備 

２ 高齢者向け居住サービスの

基盤整備 

３ 居住環境の整備 
 

Ⅵ 安心・安全の体制づくり 
１ 防災対策の推進 

２ 防犯・交通安全・消費者保護 

 

Ⅶ 計画の推進にあたって 
１ 計画推進のための連携 

全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議 
Ｈ29.3.10 （H29.5.20 制定） 

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険

等の一部を改正する法律案のポイント 

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進 

 １ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機

能の強化等の取組の推進（介護保険法） 

 ２ 医療・介護の連携等の推進（介護保険法、

医療法） 

  ➀新たな介護施設の創設 

  ②医療・介護の連携等に関し、都道府県に

よる市町村に対する必要な情報の提供そ

の他の支援の規定を整備 

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推

進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総

合支援法、児童福祉法） 

 ・市町村による地域住民と行政等との協働に

よる包括支援体制づくり、福祉分野の共通

事項を記載した地域福祉計画の策定の努力

義務化 

 ・高齢者と障害児者が同一事業所でサービス

を受けやすくするため、介護保険と障害福

祉制度に新たにサービスを位置づける 

 

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保 

 ４ ２割負担のうち特に所得の高い層の負担

割合を３割とする。（介護保険法） 

 ５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保

険法） 

 

・高度急性期から在宅医療・介護までの一連の

サービス提供体制の一体的な確保を図るた

め、都道府県が作成する医療計画と介護保険

事業支援計画の整合性を確保することが必

要。 

 

・認知症施策に関する介護保険法改正案等につ

いて、「新オレンジプラン」にて、認知症への

理解を深めるための地域の普及や啓発、認知

症の人の介護者への支援の推進、認知症及び

その家族の意向の尊重の配慮を基本的な考え

方としている。 

 

・介護離職者ゼロの実現に向けて、在宅サービ

スや施設サービスの充実や介護人材の確保と

ともに、介護する家族の就労継続への支援に

効果的な介護サービスの在り方等のニーズを

把握し、各保険者において、第７期計画に反

映していくことが必要である。 

 

「健康日本２１（第２次）」 
・「健康日本２１（第２次）」の指標では、平成

34年度までに「平均寿命の増加分を上回る健

康寿命の増加」を目指すとともに、健康格差

の縮小では、策定時の平成 22 年の健康寿命

で男性 2.79年、女性 2.95 年の差がある「都

道府県格差の縮小」を目標としている。 

 

みえ高齢者元気・かがやきプラン 

（第６期三重県介護保険事業支援計画及

び第７次三重県高齢者福祉計画） 
１ 介護サービス基盤の整備 

（１）在宅サービス 
（２）短期入所サービス 
（３）地域密着型サービス 

（４）特別養護老人ホーム 
（５）介護老人保健施設 
（６）介護療養型医療施設 

（７）個室ユニット化の推進 
２ 在宅医療・介護連携の推進 
（１）在宅医療 

（２）医療連携 
３ 認知症施策の推進 
（１）認知症の早期診断・早期対応の実現 

－１ 認知症に対する理解の促進と相談体
制の充実 

－２ 医療・介護サービスの充実 

（２）認知症の人を支える地域づくり 
４ 介護予防・生活支援サービスの推進 
（１）健康づくり 

（２）介護予防 
－１ 新しい総合事業 
－２ 新しい介護予防事業 

（３）生活支援 
－１ 生活支援コーディネーターの養成 
－２ 住民主体の支援活動の推進 

５ 高齢者に相応しい住まいの確保 
（１）養護老人ホーム 
（２）軽費老人ホーム 

（３）有料老人ホーム 
（４）サービス付き高齢者向け住宅 
６ 高齢者の安心確保・生きがい対策の推進 

（１）地域包括支援センターの機能強化 
（２）高齢者の見守りネットワーク 
（３）地域ケア会議 

（４）高齢者の権利擁護 
（５）高齢者の虐待防止への対応 
－１ 高齢者虐待の未然防止への取組 

－２ 高齢者の虐待への対応 
（６）高齢者の健康・生きがいづくり 
（７）老人クラブ活動支援 

（８）消費者保護 
（９）交通安全 
（10）雇用確保 

（11）ユニバーサルデザイン 
（12）防災対策 
７ 介護・福祉人材の安定的な確保 

（１）福祉人材確保 
（２）介護職員の養成 
（３）介護支援専門員の資質向上 

（４）介護施設等職員の資質向上 
８ 介護保険制度の円滑な運営 
（１）介護給付費の負担 

（２）地域支援事業の費用負担 
（３）介護保険財政安定化制度 
（４）低所得者対策 

（５）介護保険審査会 
（６）要介護（要支援）認定制度 
（７）介護サービス情報の公表制度 

９ 介護給付適正化の推進 
（１）総論 
（２）介護サービス事業者等への指導・監査 

（３）介護サービスに関する苦情への対応 
（４）市町が行う適正化事業の広域支援 
 

鈴鹿市総合計画 2023 
めざすべき都市の状態 

地域で高齢者がいきいきと元気に暮ら

し ていること 

施策 

地域に根ざした高齢者福祉の推進 

単位施策 高齢者福祉の推進 

介護保険事業の運営を維持するとと

もに，高齢者が住み慣れた地域や家庭で

いつまでも元気に暮らせる環境づくり

を推進します。 

単位施策 地域包括ケアシステムの推進 

高齢者になっても人生の最期まで住

み慣れた地域で安心して生活すること

ができるよう，医療・介護・保健・福祉

の連携体制を整備するとともに，地域住

民主体の支え合う仕組みを構築します 

 

鈴鹿亀山地区広域連合介護保険事業

計画（骨子案） 
基本目標１  

地域包括ケアを実現するために ～地域

支援事業による地域包括ケアの推進～ 

①高齢者の尊厳の保持（成年後見制度の利

用促進） 

②総合相談と情報提供の充実（包括支援セ

ンターの機能強化（個別ケア会議の促

進、人材育成）） 

③介護予防・生活支援サービスの推進（介

護予防・日常生活支援総合事業の推進に

向けた場づくり・人づくり、多様な生活

支援サービスの提供促進） 

④在宅療養生活の支援（情報共有の仕組み

づくり） 

⑤認知症施策の推進（認知症サポーターに

よる見守り支援、認知症地域支援推進員

の充実） 

⑥住まいの確保 

⑦介護者への支援（介護離職防止を踏まえ

た支援、サービス提供） 

基本目標２ 

介護が必要となっても安心して暮らせる

ために ～介護サービスの提供体制の

確保とサービスの充実～ 

①サービス提供基盤の整備（地域密着型サ

ービスの確保） 

②介護保険サービスの給付見込み 

③事業量の見込みと保険料の設定 

基本目標３ 

サービスを安心して利用できるために 

～介護保険制度の円滑な運営～ 

①低所得者への配慮 

②介護給付の適正化 

③事業者に対する相談・指導及び情報提供

の推進 

④事業の推進体制 

 

 

 

国や県等からの方向性 
・重度な要介護状態となっても住み慣れ

た地域で自分らしい暮らしを人生の最

後まで続けることができるよう、『住ま

い』『医療』『介護』『予防』『生活支援』

が一体的に提供される地域包括ケアシ

ステムの深化・推進。 

 

・団塊の世代が 75 歳以上となる 2025

年（平成 37 年）に向け、慢性期医療

や介護のニーズが飛躍的に高まると予

測される中、医療と介護の一体的な提

供の推進 

 

見直しに向けた課題 

（アンケート調査、事業進捗等より） 
・地域包括支援センターの認知度が低く

、地域の高齢者の相談の要として、地

域包括支援センターの周知、機能強化

を図ることが必要。 

→Ⅰ 地域包括ケア体制の確立。 

 

・認知症高齢者の増加が予測されるなか

、認知症早期発見・早期対応の体制強

化に努めるとともに、小地域で認知症

サポーター等、ボランティアや地域住

民による見守りネットワークを構築す

ることが必要。 

→Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊厳を

守るための支援の充実 

 

・健康に不安を抱える高齢者も多く、元

気なころからの生活習慣病の予防や健

康づくりを推進することが必要です。

また、元気な高齢者の生きがいづくり

の一つとして地域活動への参加を呼び

かけていくことが必要。また、活動の

推進においては移動手段の確保が重要

となります。 

→Ⅱ 生活支援・介護予防の推進。 

 

・生活支援の担い手として参加意向のあ

る高齢者も多くいます。意向のある高

齢者の参加促進とともに、支援の必要

な高齢者のニーズと支援者側をつなぐ

仕組みづくりが必要。 

→Ⅱ 生活支援・介護予防の推進。 

 

・介護離職や高齢者虐待が社会的問題と

なるなか、地域の相互の支え合いや、

介護者の不安を解消して介護離職とな

らないよう効果的なサービス提供、在

宅介護に対する支援の充実をはかるこ

とが必要。 

→Ⅲ 認知症ケアと高齢者の尊厳を

守るための支援の充実。 

 

・足腰などの痛みで外出を控える高齢者

が多く、運動機能の低下が高齢者の閉

じこもりへとつながることがわかりま

す。元気なころから運動機能の強化、

機能が低下した高齢者に対しては、早

期回復訓練等の対策が必要です。 

→Ⅱ 生活支援・介護予防の推進 

 

 

Ⅰ 地域包括ケア体制
の確立 

 

１ 地域ケア会議の活用による連

携強化 

２ 地域包括支援センターの機能

強化（地域包括支援センター

の周知、個別ケア会議の促進、

人材育成） 

３ 社会資源を活用した支援体制

づくり 

Ⅱ 生活支援・介護予
防の推進 

 

１ 高齢者の社会参加を目指した

支援体制づくり 

２ 介護予防・生活支援サービス

の推進（介護予防・日常生活

支援総合事業の推進に向けた

場づくり・人づくり、多様な

生活支援サービスの提供促

進） 

３ 高齢者福祉施策の充実 

Ⅲ 認知症ケアと高齢
者の尊厳を守るた
めの支援の充実 

 

１ 認知症ケアパスの活用 

２ 認知症の早期発見・初期支援 

３ 地域で認知症高齢者を支える

ための体制づくり（認知症サ

ポーターによる見守り支援、

認知症地域支援推進員の充

実） 

４ 尊厳を守るための施策の充実

（成年後見制度の利用促進） 

５ 介護者への支援 

（介護離職防止を踏まえた支

援、サービス提供） 

Ⅳ 医療と介護の連携 

 

１ 在宅療養生活への支援（情報

共有の仕組みづくり） 

２ 住民意識向上・広報・啓発 

Ⅴ 住まいの確保 

 

１ 老人福祉施設の基盤整備 

２ 高齢者向け居住サービスの基

盤整備 

３ 居住環境の整備 

Ⅵ 安心・安全の体制
づくり 

１ 防災対策の推進 

２ 防犯・交通安全・消費者保護 

Ⅶ 計画の推進にあた

って 

１ 計画推進のための連携 

 

 

資料 3 


