
1 

 

第３回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会 議事録 

 

                 日時：平成 29年 10月４日（水）13：00～ 

                 場所：本館 12階 1204会議室 

 

出席委員：９名  

 貴島 日出見（会長），西城 英郎（副会長），長谷川 玲子，桶本 文広， 

市川 陽子，青島 秀和，樋口 径子，岩崎 光春，玉田 香 

 

欠席委員：２名 

 笠井 方尋，出口 幸一 

 

事務局：９名 

 近藤 昌洋（健康福祉部 部長），坂 良直（健康福祉政策課 課長）， 

谷本 吉隆（健康福祉政策課 地域包括ケア推進室 室長）， 

今西  優子，今田 由佳里（健康福祉政策課 地域包括ケア推進室）， 

佐藤 弘樹（長寿社会課 課長），市川 英二（長寿社会課 長寿社会Ｇ  

ＧＬ），伊藤 京子（鈴鹿市健康づくり課 課長），大川 祐希（株式会社名豊） 

 

１ あいさつ  

２ 議事 

（１）会議の公開について 

（２）鈴鹿市高齢者福祉計画の課題整理と方向性について 

（３）鈴鹿市高齢者福祉計画総論案について 

（４）その他 

 

【事務局（坂）】 

本日は御多忙のところ，第３回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会に御出席を

いただきありがとうございます。 

本日の委員会の進行をさせていただきます健康福祉政策課長の坂と申しま

す。よろしくお願いいたします。事前送付の事項書に基づき，会議を進めさせ

ていただきます。 

事項書１番，鈴鹿市健康福祉部長の近藤よりあいさつ申し上げます。 

 

【事務局（近藤）】 

皆さん，こんにちは。平素は本市の高齢者福祉施策に対し，過分なる御支援，
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御鞭撻を賜りまして誠にありがとうございます。本日は御多用にも関わらず，

第３回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会に御出席をいただきありがとうござ

います。 

次期高齢者福祉計画については，国が示した地域共生社会の実現という新し

い考え方の下で，地域包括ケアシステムの深化と推進を打ち出しています。介

護保険事業計画と一体となって作成される，次期鈴鹿市高齢者福祉計画につい

ても，市民の皆さんが，住み慣れた地域で最後まで過ごしていただくための多

様な施策の展開について，さらに取組を充実させるよう，議論を進めていく必

要があります。前回の会議では，今期計画の進捗状況と課題を御検討いただき

ましたが，本日は，その御意見を受け策定した計画の総論部分の案を御検討い

ただきたいと考えています。委員の皆さん，それぞれのお立場から忌憚のない

御意見や御提案をいただきたいと思います。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

 

【事務局（坂）】 

 事務局より報告させていただきます。 

 

【事務局（谷本）】 

谷本と申します。よろしくお願いいたします。 

（会議録作成のための録音についての説明） 

（会議の成立について説明） 

（資料確認） 

 事項書２議事に入ります。鈴鹿市附属機関の設置等に関する条例第５条第３

項，鈴鹿市高齢者施策推進協議会規則第５条第５項により，委員長が議長とな

るとなっておりますので，ここからは貴島委員長に進行をお願いいたします。 

 

【委員長（貴島）】 

 皆さん，どうぞよろしくお願いいたします。 

会議の公開について，事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

（会議の公開について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

本日，傍聴希望者はいないということです。 
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【事務局】 

（会議の公開について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。 

続いて，事項書（２）鈴鹿市高齢者福祉計画策定の課題整理と方向性につい

て，事務局より説明をお願いします。 

 

【事務局（大川）】 

（説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。資料２，３について，説明をしていただきました。 

冒頭の「公助・共助・自助」について，「行政の公助」が中央にありますが，

地域についてはどのようになっていますか。 

 

【事務局（大川）】 

鈴鹿市高齢者福祉計画の現行計画でも，介護保険サービスについては「公助」

と位置付けており，住民の支え合いやつながりについては「互助」と位置付け

ています。 

 

【委員長（貴島）】 

 地域の部分が「互助」になり，下の市民というところは「自助」になるとい

うことですね。 

 

【事務局（大川）】 

 はい。 

 

【委員長（貴島）】 

一般的には「共助」のほうが分かりやすいかと思います。「共助」と「自助」

の間に「互助」があるというような理解でよろしいですか。 

 

【委員（岩崎）】 

３年前の計画をつくる前までは「自助・共助・公助」でしたが，「互助」が

入り，「自助・互助・共助・公助」となりました。「互助」を入れたということ

は，地域で助け合うということも，しっかりと位置付けないといけないという
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ことだと思います。そうであれば，この中でも，「自助・互助・共助・公助」

という整理をしていただいたほうがよいかと思います。 

 

【事務局（大川）】 

 現行計画の中では，新しく「互助」を入れ，「自助・互助・共助・公助」と

いう考え方で整理されています。 

「自助」としては「自分のことは自分でやる」とか「市場サービスの購入を

する」と説明されます。「互助」は「住民組織の活動やボランティア活動で助

け合う，支え合う」ということです。「共助」については，「介護保険サービス

を使ってのサービス」ということです。「公助」については，行政による福祉

事業や生活保護，虐待の対策等です。次期の計画についても，この考え方の下

で体制づくりをしていくと考えております。 

 

【委員長（貴島）】 

では，「共助」がなくなるということですね。 

 

【事務局（大川）】 

「共助」はこのシートの中には入っていませんが，介護保険サービスを使って

の仕組みになりますので，計画の中には「共助」の考え方が入っています。 

 

【委員（岩崎）】 

民生委員の活動で，家庭訪問を年間で 130 回ほど行っていますが，やはり

「自助，互助も大事ですね」ということで話を進めています。そのような点か

ら考えると，「自助・互助・共助・公助」という言葉を挙げて整理したほうが

よいと思います。 

 

【事務局（大川）】 

 分かりました。 

 

【委員長（貴島）】 

一般的には，「共助」と言えば社会保険制度等ですので，それがここに出て

こないのは不自然な感じがします。 

 

【事務局（谷本）】 

 これは課題の整理シートであり，実際の計画の中には当然，「共助」は入っ

てきます。 
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【委員長（貴島）】 

 この課題整理と方向性について，他に御意見はありますか。 

 

【委員（青島）】 

前からみていくとわかるのかもしれませんが，「在宅医療介護連携コーディ

ネーターを知らない」方が５割だとすると，それ以外の方は「知っている」と

いうことでしょうか。にわかに信じられません。また，「認知症地域支援推進

委員を知らない」方は５割半ばであるということは，４割ほどの方は知ってい

るということになりますが，いかがですか。「生活支援コーディネーターを知

っている」方は４割ということですが，「在宅医療介護連携コーディネーター」

のように，今ないような制度を御存知の方がそれほどいるのでしょうか。 

 

【事務局（大川）】 

厳密には無回答がありますので，「５割半ばの方が知らない」ということが

「４割の方が知っている」ということではありません。 

 

【委員（青島）】 

現場の感覚では，知っている方は１人もいないのではないかと思います。 

 

【事務局（大川）】 

数値としてどのようにみるかということですが，無回答の方は知らないと判

断すると，数値は変わってきます。 

 

【委員（青島）】 

たぶん「知らない方がいるので，知らせていく必要がある」という意味合い

だと思いますが，前提条件の数値として気になりました。 

どのようなアンケート項目でしたか。 

 

【事務局（大川）】 

「知っている」か「知らないか」を問う設問です。 

 

【委員（青島）】 

分かりました。 
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【委員長（貴島）】 

 データは変わらないと思いますが，前提条件のところは，載せ方，見方で印

象は変わると思います。 

 

【委員（玉田）】 

資料２の１ページ目の課題の検証の２行目のところに，「適切な支援等の相

談も増加することが予想され，地域包括支援センター・高齢者支援センタ

ー・・・」とありますが，高齢者支援センターというものは，旧在宅介護支援

センターのことでしょうか。 

 

【事務局（大川）】 

はい，そうです。 

 

【委員（玉田）】 

在宅介護支援センターというものは，鈴鹿市の現状としては，20年，21年

頃に無くなっているものです。。 

 

【委員（長谷川）】 

私もこの表現には違和感を覚えました。実際に高齢者支援センターが何かを

担っているとか，具体的なつながりを見せるということがないのであれば，こ

の表記はふさわしくないと思います。 

 

【事務局（大川）】 

申し訳ありません。訂正させていただきます。※資料２ 文言削除済み 

 

【委員長（貴島）】 

 これはシートですので，このままの様式で計画に載ることはないのですね。 

 

【事務局（大川）】 

はい，そうです。 

 

【委員長（貴島）】 

高齢者支援センターというものは，全国ではまだ残っているかもしれません

が，本市にはありませんので，省いていただいて構わないと思います。 

 

 



7 

 

【副委員長（西城）】 

在宅介護支援センターは，鈴鹿市にはないのですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 はい。もう鈴鹿市にはありません。 

 

【委員長（貴島）】 

他に御意見等はございませんか。 

 

【委員（岩崎）】 

５「住まいの確保」の課題のところで，市営住宅で耐震化されているところ

はどれくらいありますか。 

 

【委員（佐藤）】 

 再編計画が載っていると思います。岡田団地については最終的に減らしてい

くということですが，磯山等の団地については耐震化していないところがあり

ますので，空き部屋ができた時には，くじ引きの優先順位をつけるということ

を施策の中でやっているという報告を，住宅政策課から受けています。再編計

画の中で動いていくということが，今回の計画に表記されてくると考えていま

す。 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。 

 

【委員（長谷川）】 

住まいの確保のところの行政の課題の４つ目，平成 28年４月１日に施行さ

れた，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

する支援実施要領とありますが，これはどのようなものですか。空き家対策等

ですか。 

 

【委員長（貴島）】 

 これは今までの議論の中には出てこなかったものですね。 

 

【委員（佐藤）】 

 ごみ屋敷，空き家対策の関係になってきます。行政が先に管理しておき，代

執行をかけることも含めて，施行されてくると思います。 
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【委員（長谷川）】 

ごみ屋敷に関する支援ということですか。 

 

【委員（佐藤）】 

支援というよりも，適正な管理をしてもらえるように，行政的にはどのよう

な形で対応できるかということだと思います。不適切な管理の部分を改めて第

三者に被害が及ばないようにしていただくために，持ち主をしっかり指導する

とか，必要に応じては代執行に向けての要領です。 

 

【委員長（貴島）】 

 このシートをみて，漏れている部分を指摘することは，なかなか難しいと思

いますが，お気づきの点があればお願いします。 

 

【副委員長（西城）】 

３「認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」の行政の課題につ

いて，認知症の初期集中支援チームをすでに設置されていますね。 

 

【事務局（谷本）】 

 はい。 

 

【副委員長（西城）】 

「平成 29年度に，全ての圏域に初期集中支援チームが設置された」という

表記のほうがよいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

 訂正いたします。※資料２ 文言訂正済み 

 

【委員長（貴島）】 

他に御意見等はございませんか。 

 

【委員（青島）】 

 住まいの確保のところで，課題検討の分母が何かお聞きしたいのと，もしそ

のようなことをしているのであれば，情報も含めて，施設の需給，圏域内の状

況把握ということで，施設とは何を指していますか。下には特別養護老人ホー

ムとなっていますが，上も同じく特別養護老人ホームですか。 
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【事務局（佐藤）】 

特別養護老人ホーム，養護老人ホーム，グループホームも含みますし，サー

ビス付き高齢者向け住宅，有料老人ホームも含めていかなければいけないと思

っています。 

 

【委員（青島）】 

住まいとされるようなサービス付き高齢者向け住宅，有料老人ホームも含め

て，需給を把握するということだと思いますが，それは空所の状況の把握とい

うことですか。そのような情報は，介護支援専門員や地域包括支援センター等，

それぞれが当たらないとわからないという状況です。もし行政で把握をするの

であれば，その情報は公開していただけるのですか。情報をみんなが広く知る

ことができれば有意義だと思います。今，公開できる情報はありますか。 

 

【事務局（佐藤）】 

事業所の経営にも関わってくることですので，なかなか公開はできないかも

しれません。 

 

【委員（青島）】 

空いていることを知らせたいということもあると思います。グループホーム

やサービス付き高齢者向け住宅で「空きました」というＦＡＸが我々に届くと

いうことは，知らせたいという思いはあると思います。 

 

【副委員長（西城）】 

 在宅医療・介護連携支援センターの１つの事業となってくるのではないです

か。 

 

【事務局】 

そうです。 

 

【副委員長（西城）】 

 そこへ各施設が情報提供していただくということになると思います。 

 

【委員長（貴島）】 

ベッド数と利用率に差があるので，需要と供給という面から検討してほしい

と思います。 
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それでは，事項書の３鈴鹿市高齢者福祉計画総論案について，シートだけの

議論ではありませんので，このシートを基に，鈴鹿市高齢者福祉計画総論案に

ついて，事務局から説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

（資料４，５について説明） 

 

【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。第１章から３章までの総論の部分について，御意

見があればお願いします。 

では，第３章の最後で，基本目標が，「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」となっていますが，一般的にカギ括弧の中のカ

ギ括弧は使われないかと思います。全体的に読みにくい部分があると感じます

ので，読みやすさを重視して，文章を短くしていただきたいと思います。例え

ば４ページ，第１章４（１）①の鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会の説明につ

いて，これはおそらく１つの文章だと思いますが，文章の中に多くの言葉が入

り込んでいて，分かりにくいと感じます。文章を切って分かりやすくしていた

だきたいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

 分かりました，検討いたします。 

 

【委員（長谷川）】 

 第３章の計画の基本的な考え方，１の基本理念及び基本目標ですが，「平成

24年には高齢化率（65歳以上人口の比率）が５人に１人を超え」とあります

が，「高齢化率が５人に１人を超える」という表現はおかしいと思います。そ

れに続く「平成 29年には 23.9％と今後もさらに上昇する」という文章は，比

率なので正しい表現だと思います。統一を図る等，整理をしていただけるとよ

いと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

整理したします。 

 

【委員長（貴島）】 

４ページの２（１）地域共生社会と地域包括ケアシステムの関係についての

５行目「他人事ではなく「我が事」として行ってこそ地域全体が連体し，人々
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の暮らしにも地域社会にも豊かさを生み出すことが，「我が事」「丸ごと」の地

域づくりを育む仕組みへと転換していく改革が必要な背景であるとしていま

す」とありますが，この文章も分かりにくいと感じます。「豊かさを生み出す

こと」が背景であるということですので，少し文章を短くしていただけると，

分かりやすいと思います。 

同じ４ページの下から４行目「地域包括ケアシステムだけでは適切な解決策

を講じることが難しいケースにも対応できるようにしていくことが，地域包括

ケアシステムの深化・推進につながっていくものと考えます」という文章も，

分かりにくく混乱してしまいます。 

５ページの中ほどに「また，「共助」については，介護保険制度等の社会制

度があり，今後急増する支援が必要な高齢者に対し，今後増加が見込まれる医

療系サービスのニーズもふまえて，在宅での生活が可能な質と量のサービスを

提供できる体制の整備が必要です」とありますが，「在宅での生活が可能な質

と量のサービス」とは，どのようなものでしょうか。言葉を入れ替えれば，分

かりやすくなるかもしれません。 

タイトルの中に「協働」を重視したと書いてありますが，共助については，

この中で触れられていません。次ページの図で，自助，互助，共助，公助の説

明がされてありますが，この説明が前の文章の中に入り込んでいるかと思いま

したが，入り込んでいません。ここに図の説明を入れるのであれば，図の内容

を説明する文章は必要だと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

訂正を検討いたします。 

 

【委員（青島）】 

「地域共生社会等」という文言がありますが，資料２には，このようなこと

は入っていますか。「地域共生社会への対応」という文言は，社会的環境のと

ころに出ていますか。 

 

 

【事務局（大川）】 

取組の方向性シートの社会環境の中で，「動向について」という部分があり

ますが，まだ完成したものがありませんので，そこに入ってくる内容だとは思

います。先に総論の部分で，あらかじめ国の指針を見て入れているところはあ

ります。 

 



12 

 

【委員（青島）】 

 この中で，「地域包括ケアシステムの～でこれに対応する」ということです

が，７ページの「地域包括ケアシステムのイメージ」とあります。このイメー

ジは，それを含んでいるのですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 含んでいません。これは仮のイメージですので，もう少し変えていくつもり

です。 

 

【委員（青島）】 

 ここには含んだイメージがくるのではないですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 含んだイメージのものを考えなければいけないと思います。 

 

【委員（樋口）】 

 第３章の６ページ，基本目標１ですが，言葉が難しく，だれにでも分かりや

すい言葉にするとよいと思います。 

また，次ページの５（２）「４つの支援と役割分担，及び協働を重視した取

組」ですが，虐待の防止になるのか，虐待と言ってしまえるのか，難しいと思

いました。 

４ページ，新しい言葉として，「我が事・丸ごと」という表現がありますが，

なじみのない表現でしっくりとしません。 

 

【委員長（貴島）】 

 ５ページの孤立や孤独死の防止や虐待は，次の促進に続いてしまう印象を受

けますので，言葉の整理をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

分かりました。次回までに整理いたします。 

 

【委員長（貴島）】 

用語解説は作成しますね。 

 

【事務局（谷本）】 

 作成します。 
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【委員長（貴島）】 

５ページに「ＩＡＤＬ」という言葉がありますが，御存知の方には分かりま

すが，一般市民にはなじみの薄い言葉だと思います。 

１ページの「計画策定にあたって」の下から２つ目の段落では「そうした中，

国は」となっていますが，２ページの「地域包括ケアシステムについて」で「予

測されるなか」とありますが，「中」と漢字で表記する場合もあれば，ひらが

なの場合もありますので，統一したほうがよと思います。 

４ページ４（２）計画の進捗管理に，「評価・検証を行います」とあります

が，主語が何か明確に書いてありません。おそらく，「市が」「協議会が」「議

会で」ということかと思いますが，明記する必要があると思います。 

第３章２ページ，基本理念２「高齢者の尊厳が守られる」の最初の行に「高

齢者が人としての尊厳を持ち続け，安心して暮らしていけるよう，高齢者や社

会福祉の問題を自分の問題としてとらえ」とありますが，この文章の後半にも

主語がありません。「住民一人一人が」というような主語を入れたほうが分か

りやすいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

次回までに整理いたします。 

 

【委員（青島）】 

文言の解説も入るということでしたが，５ページの７行目に「世帯の小規模

化」という表現がありますが，これは一人暮らしのことですか。 

 

【事務局（谷本）】 

そうです。核家族がさらに進んだ表現として，「世帯の小規模化」という文

言が最近使われ始めています。核家族化が都市部ではさらに進んで，核家族と

一人暮らしが逆転しているところが出始めていますので，それを表す表現とし

て「世帯の小規模化」を用いています。 

 

 

【委員（青島）】 

分かりました。 

 

【委員長（貴島）】 

 総論の部分は，各論から上げる形ですが，その中で漏れているもの，足りて
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いないものはありますか。 

シートの１については出ていましたが，２番目の生活支援・介護予防の推進は，

総論ではこの後に当たるのですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 第３章の計画の基本的な考え方の中の基本理念１が，それに当たるのではな

いかと考えています。 

 

【委員長（貴島）】 

 では，３番目の「認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」は，

先ほどの下の部分に当たるのでしょうか。 

 

【事務局（谷本）】 

 はい，そうです。 

 

【委員長（貴島）】 

「医療と介護の連携」は，いかがですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 大きく言えば，「地域包括ケアシステムについて」という部分の中や，第３

章６ページ（３）の「推進イメージ」にも入ってくる部分ではあります。 

 

【委員長（貴島）】 

そのように考えると，医療の色合いが薄いように思います。４つ役割分担の

中に，少し医療のことを入れていくとよいと思います。 

「住まいの確保」の部分はいかがですか。 

 

【事務局（谷本）】 

ここは基本理念３が当たるのではないかと考えています。 

 

【委員長（貴島）】 

他に御意見等はございませんか。 

 

【委員（長谷川）】 

第３章の５ページ中ほどに，「本市において，平成 28年からスタートしてい

る介護予防・日常生活支援総合事業において」という文章があり，後半に「連
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携，調整役を担う生活支援コーディネーターの充実を図り」と続きます。コー

ディネーターは人なので，「配置の充実」というような表現のほうがよいと思

います。 

 

【事務局（谷本）】 

訂正いたします。※資料５ Ｐ５訂正済み 

 

【委員（青島）】 

 ５ページに，総合事業は平成 28年とありますが，29年ではないですか。 

 

【事務局（谷本）】 

 29年です。訂正いたします。※資料５ Ｐ５訂正済み 

 

【委員長（貴島）】 

細かく見ていただきましたが，まだ今後も変更できるものですので，変更後

にもお目を通していただきたいと思います。 

いただいた御意見を今後の計画策定の中で反映していただきたくというこ

とで，御了解いただけますか。 

（一同 異議なし） 

ありがとうございました。 

では，本日の議事（２）（３）については終了しました。 

（４）その他について，事務局よりお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

（資料６の策定スケジュール変更案についての訂正について説明） 

このスケジュール案で，よろしいでしょうか。 

（一同 異議なし） 

 

【委員長（貴島）】 

では，調整していただくということで，よろしくお願いします。 

何かございませんか。ないようですので，議事を終了し，進行を事務局にお

返しします。 

 

【事務局（坂）】 

委員長には議事の進行をしていただき，ありがとうございました。 

委員の皆さんには，たくさんの御意見をいただき，ありがとうございました。
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いただいた御意見については，事務局として内容を検討させていただき，計画

策定につなげていきたいと考えています。今後とも御協力をよろしくお願いい

たします。 

これをもちまして，第３回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を閉会いたしま

す。 

 


