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鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート １「地域包括ケア体制の確立」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の検証 

 
高齢化の進展とともに、高齢者の権利擁

護や認知症高齢者等への適切な支援などの

相談も増加することが予測され、地域包括

支援センターが担う役割は、ますます重要

となることから、支援センターの機能強化

が必要です。地域包括ケアシステムの深

化・推進に向けて、医療・介護・予防・住

まい・生活支援を一体的に提供できる体制

づくりが求められます。 

鈴鹿市では、「地域ケア推進会議」、「地

域ケア圏域会議」、「個別地域ケア会議」の

3層のレベルで実施しており、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

するなど、地域包括ケアシステムの構築の

中核的な役割を担う地域包括支援センター

の機能強化への取り組みをすすめていま

す。 

一方で、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、といった課題もみられます。 

また、アンケート調査では、地域包括支

援センターにまず相談する人の割合は１割

半ば、「自分の居住する地区を担当するセ

ンターを知っている」割合は、全体で３割

程度となっており、周知と利用促進が課題

となっています。 

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

できないケースもあることから、庁内の関

係各課との連携強化をさらに図ることが必

要となっています。 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価やアンケート調査等結果からの現状】 

・「地域ケア推進会議」、「地域ケア圏域会議」、「個別地域ケア会議」の 3層の

レベルで実施している。 

・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。 

・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） 

・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。 

・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。 

・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。 

・「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、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。 

・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。 

・一人暮らし高齢者の集い、小地域ネットワーク（地区社協が実施する見守

り活動）、ふれあいいきいきサロン、一人暮らし高齢者給食サービスなどを

実施している。 

・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。 

・ふれあい福祉総合相談として、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）を実施している。 

・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。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

・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。 

・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） 

 
 
 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 
市民（自助）の課題 

【アンケート調査等結果からの現状】 

・隣近所や地域の人から手助けについて、「手伝ってもらいたい

が、迷惑をかけたくないのでためらってしまう」の割合が一般

高齢者、要支援認定者ともに約３割。 

 

【検証結果と課題】 

・助け合いに対する意識の変化 

 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・隣近所、地域の方とのおつきあいでは、全体の約１割が「ほとん
どつきあいはない」となっている。 

 

【検証結果と課題】 

・隣近所の交流機会の創出 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・男性 65～69 歳、70～74 歳で「地域内での見守りや支え合いの活

動をしたい」の割合が他に比べて高い。 

・家族や友人・知人以外で、何かあったときに相談する相手では、

「地域包括支援センター・役所・役場」の割合が一般高齢者で１

割半ば、要支援認定者で約２割となっている。 

・地域包括支援センターにまず相談する人の割合は１割半ば。 

・「自分の居住する地区を担当するセンターを知っている」割合は、

全体で３割程度。 

 

【検証結果と課題】 

・地域での見守り、支え合いの促進 

・地域包括支援センターの認知度向上 

 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 
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鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート ２「生活支援・介護予防の推進」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の検証 

 
高齢になっても地域で自立した生活を送

るためには、できる限り介護が必要な状態

（要介護状態）にならないことや、要介護

状態になった場合でも、その状態を維持・

改善することを通じて、一人ひとりが活動

的で生きがいのある生活や人生を送ること

ができるようにすることが重要です。 

鈴鹿市では、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して

いるほか、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

としています。 

また、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しており、高齢

者が自ら主体的に健康や介護予防へ取り組

む意識を高められるような施策を進めてい

ます。 

一方で、アンケート調査では、参加した

い介護予防について、「特にない」の割合

が一般高齢者、要支援認定者ともに３割近

くとなっており、より魅力的な講座をつく

っていくことが課題とされています。 

また、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ます。 

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）を運行しており、ノンステップバス

を導入しているなど、高齢者の生活支援に

も取り組んでいます。 

 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価やアンケート調査等結果からの現状】 

・平成 29 年度に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。 

・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。 

・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。 

・ボランティアセンターの運営や、ボランティアコーディ

ネートの育成をしている。 

・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。 

・介護予防事業として介護予防教室を実施 

・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。 

・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。 

・鈴鹿市いきいき健康スポーツクラブをやっているが、

年々参加者が固定化されてしまう。 

・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。 

・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、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。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

・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。 

 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 

 市民（自助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・参加したい介護予防について、「特にない」の割合が一般高齢者、要支援認定

者ともに３割近く。 

 

 

【検証結果と課題】 

・高齢者のニーズにあった講座の開催 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・ 
 
 

【検証結果と課題】 

・ 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・生活支援コーディネーターを「知らない」割合は５割以上。 

 

【検証結果と課題】 

・生活支援コーディネーターの認知度向上 

 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 
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鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート ３「認知症ケアと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の検証 

 
高齢化の進行により、認知症高齢者も今

後さらに増えることが予想される中、高齢

者が住み慣れた地域で暮らしていくために

は、認知症予防を中心とした介護予防事業

や公的サービス以外にも、地域住民や地域

の支援組織、関係者などと協力した支援体

制が必要です。それを実現するために、認

知症ケアパスの周知・活用が求められま

す。 

鈴鹿市では、認知症ケアパスの活用のた

めに、平成 27年 4月より鈴鹿市ホームペ

ージへ掲載するなど、広報に取り組んでい

るほか、鈴鹿中部圏域を対象とした「認知

症初期集中支援チーム」の設置、認知症カ

フェを開催している事業所との協議など、

認知症高齢者への対策を積極的に進めてい

ます。 

しかし、アンケート調査では、認知症地

域支援推進員や認知症サポーターの認知度

が低くなっています。制度の周知に加え

て、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

できる工夫が必要となっています。 

また、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

くことが考えられるため、地域内での見守

りや支え合いを推進し、高齢者の尊厳が十

分に保障される地域づくりが必要です。 

 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価やアンケート調査等結果からの現状】 

・平成 27年 4月より鈴鹿市ホームページへ掲載。 

・平成 28年度に，「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年度に，全ての圏域に初期集

中支援チームを設置。 

・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。 

・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。 

・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。 

・後見サポートセンター「みらい」の運営をしている。 

・小地域ネットワーク（地区社協が実施する見守り活動）

の実施。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

・鈴鹿地域権利擁護センターでは、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。 

 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 

 市民（自助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・隣近所や地域の人から手助けについて、「手伝ってもらいたいが、迷惑をかけ

たくないのでためらってしまう」の割合が一般高齢者、要支援認定者ともに

約３割。 

 

 

【検証結果と課題】 

・助け合いに対する意識の変化 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・ 
 
 

【検証結果と課題】 

・ 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・男性 65～69 歳、70～74 歳で「地域内での見守りや支え合いの活動をしたい」

の割合が他に比べて高い。 

・認知症地域支援推進員を「知らない」割合は５割半ば。 

・認知症サポーターを「知らない」割合は５割半ば。 

 

 

【検証結果と課題】 

・地域での見守り、支え合いの促進 

・認知症地域支援推進員、認知症サポーターの認知度向上 

 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 

 

 

 



資料-2 
 

鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート ４「医療と介護の連携」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の検証 

 
支援を必要とする高齢者が、住み慣れた

地域でできる限り生活を継続していけるよ

う、医療、介護、福祉のサービスやさまざ

まな生活支援サービスを、どの地域でも継

続的、包括的に提供できるような体制づく

りが求められています。 

鈴鹿市では、地域包括在宅医療ケアシス

テム運営会議を開催し、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ます。このよ

うな取組について、鈴鹿市広報やホームペ

ージへの啓発記事掲載などを検討し、連携

を推進していくことが必要です。 

アンケート調査でも、自宅で生活を続け

ることができるために、「在宅で十分な医

療を受けられる」が必要な割合は３割以上

となっていることからも、在宅医療の在り

方を検討し、提供していくことが課題とな

っています。 

また、高齢者が地域で安心して自立した

生活を送るためには、普段からかかりつけ

医を持って健康管理に取り組むことが重要

です。 

アンケート調査では、鈴鹿市においては

９割近くの方がかかりつけ医をもっていま

す。すべての方がかかりつけ医を持つこと

ができるよう、その必要性の周知が課題と

なっています。 

 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価からの現状】 

・地域包括在宅医療ケアシステム運営会議の開催し、事業

を実施するため、鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステ

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。 

・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。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

・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。 

 

【アンケート調査等結果からの現状】 

・在宅生活をしていく上で、充実したほうがいい・あった

らいいと思う介護保険サービスは、時間帯を問わず、定

期的にヘルパーが自宅などを訪問して短時間の介護を

行い、必要な時にはいつでもヘルパーなどを呼び出せ

るサービス」が最も高い。 

・自宅で生活を続けることができるために、「在宅で十分

な医療を受けられる」が必要な割合は３割以上。 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 

 市民（自助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・かかりつけ医がある割合は９割近く。 

 

 
【検証結果と課題】 

・かかりつけ医の重要性の周知 

 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

 
 

【検証結果と課題】 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・在宅医療介護連携コーディネーターを「知らない」割合は５割半ば。 

 

【検証結果と課題】 

・在宅医療介護連携コーディネーターの認知度向上 

 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 

 

 

 



資料-2 
 

鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート ５「住まいの確保」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

課題の検証 

 
高齢者が住み慣れた地域で生活を送れる

よう、ニーズを見極め、高齢者が安心して

暮らせる居住の場を確保し、高齢者の自立

に配慮した居住環境を整備していくことが

必要です。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

ります。 

鈴鹿市でも、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

めながら進めています。 

また、市営住宅への高齢者等の優先入居

を進めており、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、高齢者は市営住宅の低層階（１・２

階）の住戸に入居させるなどの取り組みを

進めています。 

アンケート調査でも、将来への不安では

「希望する介護施設に入れるかどうか」の

割合が２割程度となっており、住民のニー

ズに耳を傾け、需要と供給のバランスに配

慮した取組が求められています。 

 

 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価やアンケート調査等結果からの現状】 

・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。 

・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) 

・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。 

・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。 

・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。 

・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、高齢者は市営住宅の低層階（１・２

階）の住戸に入居した。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

・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。 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 

 市民（自助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

 

 
【検証結果と課題】 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・ 
 
 

【検証結果と課題】 

・ 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・将来への不安では「希望する介護施設に入れるかどうか」の割合が２割程度。 

 

【検証結果と課題】 

・需要にあった施設の供給 

 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 

 

 

 



資料-2 
 

鈴鹿市高齢者福祉計画 課題整理シート ６「安心・安全の体制づくり」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題の検証 

 
安心・安全に暮らすという観点から、地

震などの災害時や緊急時に対応する防災・

防犯対策の推進が求められます。 

アンケート調査でも、住んでいる地域

（地区、自治会など）が高齢者にとって暮

らしやすい地域にするために重要なことで

は、「災害など、緊急時の支え合い体制を

充実する」の割合が高くなっており、地域

での見守りが必要とされています。 

鈴鹿市では、災害時要援護者台帳を活用

して、一人暮らし高齢者等の見守り活動を

行っており、また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

います。 

また、自治会への防災出前講座などを活

用しながら、地域内での見守りや支え合い

の活動を支援し、まちづくりをすすめる必

要があります。 

また、防犯や交通安全についての啓発も

必要となっており、引き続き高齢者交通安

全教室を開催するなど、日々の暮らしの中

での取り組みを進めることが必要です。こ

れらの活動に参加されない高齢者の方への

啓発は困難であることから、その対策が求

められます。 

 

 

 

行政（公助）の課題 
 
【事業評価やアンケート調査等結果からの現状】 

・災害時要援護者台帳では、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。 

・自治会への防災出前講座を実施。 

・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。 

・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。 

・鈴鹿亀山消費生活センターでは、相談件数が平成 27 年

度で 1,515件、平成 28年度で 1,436件となっている。 

・交通安全・防犯意識の高揚として、高齢者交通安全教室

を開催している。 

 

【事業評価にみられる課題】 

・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。 

統計データ 
 

・平成 28年 9月末現在の総

人口 200,651 人と微減傾

向 

 

・65歳以上人口 47,249人。

高齢化率23.5％と増加傾

向（平成 28 年 9 月末現

在） 

 

・鈴鹿西部の高齢化率が高

く、鈴鹿中部圏域の高齢

化率が低い 

 

・75歳以上人口 21,134人。

75 歳以上比率 10.5％と

増加傾向（平成 28年 9月

末現在） 

 

・要介護状態区分別の要介

護認定者数（H28）は7,950

人と増加傾向にあり、要

支援１（1,054人）、要支

援２（1,161人）、要介護

１（1,648人）、要介護２

（1,474 人）、要介護３

（994人）、要介護４（900

人）、要介護５（719人） 

 

・要介護認定率は 16.8％ 

 

 市民（自助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

 

 
【検証結果と課題】 

地域（共助）の課題 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・住んでいる地域（地区、自治会など）が高齢者にとって暮らしやすい地域にす

るために重要なことでは、「災害など、緊急時の支え合い体制を充実する」の割

合が高くなっている。 

・将来に向けての不安では、要支援認定者で「災害や病気・事故などの緊急時に、

すぐに助けがきてくれるかどうか」の割合が２割半ば。 

 

【検証結果と課題】 

・地域での支え合い体制の構築と、その方法の周知（防災訓練等） 

・緊急時の不安を解消し、安心して住むことができる地域づくりを推進 

 

前提条件（知識・意識） 
【アンケート調査等結果からの現状】 

・男性 65～69 歳、70～74 歳で「地域内での見守りや支え合いの活動をしたい」

の割合が他に比べて高い。 

 

【検証結果と課題】 

・地域での見守り、支え合いの促進 

 

 

 
 

社会環境 
地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律 

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 

全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）② 適切な指標による実績評価③ 

インセンティブの付与を法律により制度化。 

 

 

 


