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第４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 11月 13日（火）13：00～ 

                場所：本館 12階 1204会議室 

 

出席委員：11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，笠井 方尋，樋口 径子，岩崎 光春，玉田 香，

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素案について 

（３）その他 

 

【事務局（坂）】 

定刻になりましたので，ただいまから第４回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員

会を開催させていただきます。委員の皆様には御多忙の中，当委員会に御出席

いただきまして，誠にありがとうございます。 

健康福祉政策課の坂でございます。進行を務めさせていただきます。どうぞ

よろしくお願いします。 

お手元の事項書に沿いまして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）】 

鈴鹿市健康福祉部長の近藤でございます。 

平素は，鈴鹿市の高齢者施策に対して，御支援，御鞭撻をいただき厚く御礼

申し上げます。 
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鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会の開催に際して，一言あいさつ申し上げま

す。 

委員の皆様にこれまで御検討いただいた事を踏まえ，庁内ワーキングでも検

討いたしまして，計画の素案がほぼまとまりましたので，本日の会議で提示し，

委員の皆様に御検討いただきたいと考えております。 

来期計画素案は，団塊の世代が７５歳以上となる平成３７年を見据えて計画

された，今期計画の理念と基本計画を引き継ぎ，それに基づく施策の展開も今

期計画を継続しつつ，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

で打ち出された地域包括ケアシステムの深化・推進も視野に入れた計画素案と

なっております。 

委員の皆様の，それぞれの立場で忌憚のない御意見や御提案をいただければ

と考えております。 

以上，簡単ではございますが，私からのあいさつとさせていただきます。あ

りがとうございました。 

 

【事務局（坂）】 

 続きまして，事務局の方から報告をさせていただきます。 

 

【事務局（谷本）】 

健康福祉政策課地域包括ケア推進室長の谷本でございます。よろしくお願い

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）】 

 皆様，こんにちは。今日は第４回目ということで，素案についての検討とい

うことでどうぞよろしくお願いします。 

まず会議の公開について事務局から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） 
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【委員長（貴島）】 

本日，傍聴希望者はいないということです。続いては事項書に基づいて進め

てまいりたいと思います。 

まず，鈴鹿市高齢者福祉計画素案についてということで，事務局の方からの

説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

それでは資料２の第２章から説明させていただきます。 

はじめめくっていただいた白紙のところについては，市長のあいさつが入り

ます。 

目次に続いて第１章，「１計画策定の背景」として高齢化の進行による課題

に対応する「地域共生社会の実現」に向けた「地域包括ケアシステムの深化・

推進」と「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」が制定されたことを背景として，本計画を策定する旨が記載してござ

います。 

続きまして２ページ「２計画の位置づけ」ですが，本計画が鈴鹿市の計画で

あるとか，介護保険事業計画と比べてどのような位置づけになっているかにつ

いて記載してございます。 

次に３ページに移りまして，「３計画の期間」につきましては，平成３０年

から平成３２年までの３年間としますが，１０年後の平成３７年（２０２５年）

を視野に入れたものとしていることも示しています。 

次に４ページの「４計画の策定体制及び進捗管理」ですが，計画の策定体制

と計画の進捗管理について記載してございます。地域ケア推進会議にて進捗の

管理を行うと記載させていただきましたので，今の計画にあります「計画の推

進にあたって」を削除することにしたいと思います。 

次に５ページからは第２章「鈴鹿市における高齢者を取り巻く状況」と題し

まして，１１ページにかけて，人口推計や要介護認定者数や認定率の推計，認

知症の方の状況について詳細に記載して今後の施策を展開するための背景に

ついて示させていただきました。なお，こちらに記載しておりますグラフや表

につきましては，まだ作成中のものもあり，圏域ごとの人口と要介護度別認定

者数のグラフも圏域ごとのものを追加したいと考えております。 

次に１２ページからは，「４第７次計画（平成２７～２９年度）の取組から

みた課題」と題し，策定委員会の中でも報告させていただきましたが，各課か

らどのような取組を行ったかということを調査させていただきました。その中

から平成２８年度に実施したアンケート調査結果を踏まえて，７つの項目ごと

に課題を整理しました。 
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次に１５ページからは，第３章の「計画の基本的な考え方」では基本理念と

基本目標について定めております。第８次計画につきましては，この第７次計

画が平成３７年までを見越したものとなっておりますことから，基本理念及び

目標については，計画の継続性を維持する必要性があり，今期計画を引き継い

でおります。ただ，理念の順番については取組の整理の関係から基本理念１と

基本理念３の順番を変えております。目標については，引き続き「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」といたしました。 

さらに，冒頭に記載した背景を踏まえまして，「２地域包括ケアシステムの

構築と深化・推進に向けて」と題し，地域包括ケアシステム構築の推進イメー

ジ，自助・互助・共助・公助による支援と役割分担，及び協働を重視した取組

を推進する必要性を記載し，「地域共生社会と地域包括ケアシステムの深化・

推進に向けて」，地域の全ての人々が人生の最期まで安心して暮らすための地

域づくりを進めていくことを記載してあります。 

次に２１ページですが，「３日常生活圏域の設定」ということで，現在の４

圏域を踏襲することや，地域包括支援センターを基盤とした地域包括ケアシス

テム構築を進めることを記載しております。 

次に２２ページには，「４計画の体系」といたしまして，７つの項目を挙げ

て，各項目に取組と施策の方向性，主な事業を掲載しております。 

２３ページの第４章からは，施策の方向性と主な取組を記載しております。 

まず「１地域包括ケア体制の確立」については，地域ケア会議の活用や，地域

包括支援センターの機能強化のほかに，地域のあらゆる主体との連携について

取り組むことを示しています。 

次に２７ページからの「介護予防・生活支援の推進」では，元気な高齢者の

生きがいを尊重し，支え合い活動等の担い手としての参加推進を図ることとし

ます。 

「（１）社会参加を目指した支援体制づくり」では，高齢者のニーズを捉え

ながら，講座やイベントの開催，ボランティア活動の充実等，高齢者の知識や

経験を活かした活動を支援し，高齢者同士が交流できる場の確保・充実を図り

ます。さらに，地域のニーズに合った多様な生活支援サービスの充実・強化を

図り，助け合い・支え合いの仕組づくりの調整役として，生活支援コーディネ

ーターを中心に，多様な支援を地域で提供しますと記載しています。 

次に「（２）介護予防・生活支援サービスの推進」では，要介護認定者のう

ち要支援者向けの取組について，本年度４月より開始された「介護予防・日常

生活総合事業」の充実に取り組み，住民主体の通い場づくりや地域の支え合い

の体制づくり，人材育成を進めていきます。また，高齢者福祉施策の充実につ

いては，引き続き利用者ニーズの把握に努め，適切な内容の事業を提供いたし
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ます。 

次に３２ページ「３認知症施策の推進」です。今の計画では，「認知症のケ

アと高齢者の尊厳を守るための支援の充実」としていましたが，改めて内容を

整理し，それぞれの取組を充実させるため，第８次計画では，「認知症施策の

推進」と「高齢者の尊厳を守るための支援の充実」に分割いたしました。 

まず，「認知症施策の推進」ですが，認知症になっても住み慣れた地域で安

心して暮らせるよう，認知症の知識の普及啓発や認知症サポーターの養成を始

めとして，認知症の早期発見・初期支援への取組や，地域で認知症高齢者を支

えるための体制づくり，認知症になっても地域で安心して生活できる支援体制

整備について示しております。 

次に，「尊厳を守るための施策の充実」ですが，高齢者虐待や権利擁護，家

族介護者への取組は，高齢者社会の問題として重要な部分になりますので，し

っかり推進をしていくということで，改めて分けさせていただいております。 

次に３６ページ ｢５医療・介護の連携の推進｣につきましては，介護保険制

度の地域支援事業に位置づけられる「在宅医療介護連携の推進の取組」をもと

に，在宅療養生活への支援に取り組むために,多職種が連携して取り組む体制

の構築を図ります。また，住民意識の向上・広報・啓発につきましては，在宅

療養生活に関する知識の普及啓発を図るため，様々な手段を講じて取り組んで

いきたいと考えております。 

次に３８ページ「６住まいの確保」につきましては，本日はまだ記載できて

おりませんが，老人福祉施設の基盤整備目標について，鈴鹿亀山地区広域連合

が策定する「第７期介護保険事業計画」で計画する数字を記載いたします。 

他にも「居住環境の整備」として，三重県ユニバーサルデザインのまちづくり

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目指すことや，

高齢者世帯に対する市営住宅への優先入居，民間住宅の紹介にも引き続き取り

組んでいくことが記載されています。 

次に４０ページ「７の安心・安全の体制づくり」では，防災対策として災害

時要援護者台帳の充実を図るほか，防犯・交通安全・交通施策・消費者保護に

ついては引き続き取り組んでいくことが示されております。 

次に参考資料といたしまして，アンケートの調査結果，語句解説，最後に第

７次計画の実施状況ということで，今の計画のそれぞれの実施状況をまとめた

ものを付けさせていただく予定です。 

以上が本日提案させていただきました素案の概要です。 

内容につきまして御意見賜りますようお願いいたします。 
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【委員長（貴島）】 

ありがとうございました。 

大変大急ぎで報告していただきましたが，手元に配布されたものと大きく違

っているところは，自助，互助，共助のところの図が違っているのが一番大き

いのではと感じますが，お手元の資料と違うところが他にあるかと思います。 

委員の皆様から何か御質問御意見ございましたらよろしくお願いします。 

 

【委員（岩崎）】 

今回，鈴鹿市高齢者福祉計画ということで策定をしていますけども，この鈴

鹿市高齢者福祉計画のダイジェスト版というのは作っていましたか。 

 

【事務局（谷本）】 

作っています。 

 

【委員（岩崎）】 

上位計画である鈴鹿市地域福祉計画のダイジェスト版と同じような形の鈴

鹿市高齢者福祉計画ダイジェスト版というのはあるんですね。 

 

【事務局（谷本）】 

 作ります。 

 

【委員（岩崎）】 

市民の皆さんに，高齢者福祉計画の中身を広報しないといけないと思ってい

ますので，この冊子をそのままお渡しするわけではなくて，そのダイジェスト

版で説明できればと思っています。地域の皆さんが見た時に，なるほどそうい

うことかと安心できるそういうものにしていただきたい。 

 

【委員（長谷川）】 

５ページからの第２章「鈴鹿市における高齢者を取り巻く状況」ですが，年

と年度の表記の方法ですが，表自体はすべて何年度という表記になっているの

ですが，文章で数字等を表す時は何年となっていて，例えば１行目では平成 29

年では 20,716 人という表記になっていますが，表でいくと平成 29 年度の総

人口が 20,716 人となっているように，表と文章の年度の取り扱いがおかしい

のかなと思います。そこの整理が出来ればと思います。 

それと，５ページの８行目のところですが，ここでは 32 年の推計の数値を

文章で表しているのですが，人口とかは「推計されます」という表現になって
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いるのですが，次の高齢化率については，「何々となっています」というよう

に，既になっているという表現になっていて，前段の既に 29 年度ではなって

いますと誤解が生じるのかなと思われますので，その辺の整理をしていただけ

ればと思います。 

 

【委員長（貴島）】 

よくよく読むと，毎年度９月現在と書いてありますので，一番最初の行の平

成 29 年度ではというのもこれは９月を入れるのかなと思ったりもするのです

が，先程長谷川委員からも意見が出たように，はっきり明記する方が読む方は

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（市川）】 

27ページですが，「生活支援にかかる協議体の設置」と「生活支援コーディ

ネーターの配置」のところで，それぞれ目指しますと締めくくってあるのです

が，漢字とひらかなの表記が混じっていることが気になったので，どちらかに

統一をしていただいた方がいいのかなと思います。 

もう一つ細かいところですが，38ページ「６住まいの確保」で，経費老人ホ

ームは「軽費」が正しいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

 訂正いたします。※資料２Ｐ27Ｐ38 訂正済み 

 

【委員（青島）】 

３ページになりますが，計画の年度のお尻が線にあってないかなと。これは

合わせるのですかね。意図的にそうしていますか。 

 

【事務局（谷本）】 

意図的ではないので，次回までに訂正いたします。 

 

【委員（青島）】 

介護保険事業計画の絵と違います。介護保険事業計画の計画書がここにあり

ますが，ちょっと違うので，一体性を保つというなら同じ図を使ったら思うの

ですが。絵を共有してはどうですか。 
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【委員長（貴島）】 

団塊の世代が 75 歳になる時について，少し年度で時期にずれがあるという

ことですね，確認をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

 広域連合と協議します。 

 

【委員（長谷川）】 

28ページ「２介護予防・生活支援の推進」のところですけども，さっき説明

をいただいたかもしれませんが，順番が入れ変わったのは，第７次計画は生活

支援・介護予防の推進になっていたので，逆に変えたのですね。そこの主な取

組の一番上のところですが，生活支援コーディネーターの配置というところ

で，取組内容が地域づくり協議会の単位で配置をしますと書いてあるのです

が，具体的にはどういったところにどういう風に配置することになるのでしょ

うか。 

 

【事務局（谷本）】 

生活支援の協議体については第１層，第２層，第３層とありまして，第１層

については，第１層の生活支援コーディネーターである社会福祉協議会の樋口

さんを中心に，設置に向けて勉強会をしているところです。具体的には生活支

援サービスを提供している関連の団体ということで，生協コープ，ＪＡ，社会

福祉法人，社協等の団体の代表の方が集まっていただいております。 

次に第２層については来年度から設置する予定にしておりまして，各圏域を

担当する生活支援コーディネーターが４月から配置をされますので，その方を

中心に生活支援サービスを提供する関連の機関が集まっていただいて，その圏

域の生活支援のサービスについて，いろいろな体制づくりであるとか，どうい

う風に利用者の方に利用してもらうとか，料金のことも含め協議してもらう団

体を協議会として作っていく予定にしています。 

 

【委員（長谷川）】 

その中に，そういったことをやっている人にコーディネーターという役割を

お願いするということですか。 

 

【事務局（谷本）】 

コーディネーターと協議体は別ですので，コーディネーターについては社会
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福祉協議会の方に各圏域のコーディネーターを置いてもらうことにしており

まして，協議体とコーディネーターというのはコーディネーターを支援する会

議体として作られるものです。 

 

【委員（長谷川）】 

地域づくり協議会の範囲でというと，生活支援コーディネーターは何人ぐら

い配置されるのですか。 

 

【事務局（谷本）】 

総合計画の予定として，29名です。 

 

【委員（長谷川）】 

各地域づくり協議会に１名置くということになるのですね。 

 

【事務局（谷本）】 

そういった目標なのですが，地域づくり協議会がないところもあって，一律

というわけにはいかないと思います。 

 

【委員（長谷川）】 

配置の予算は市で持つのですか。 

 

【事務局】 

第２層までは市で予算を計上いたしますが，第３層については基本的にボラ

ンティアになることが想定されております。 

 

【委員長（貴島）】 

 この第８次計画では，第２層のところまでということになりますかね。第３

層は次の計画ということになりますか。 

 

【事務局（谷本）】 

第８次計画の中で，第３層についてはコーディネーターであるとか，協議体

の設置はしていくことになります。 

 

【委員（岩崎）】 

12ページに「（１）地域包括ケア体制の確立」がございますね。課題として，

地域包括支援センターによる地域ケア圏域会議を地域に密着して定期的に開
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催するため，地域の調整役をつくる必要がありますとか，より身近に相談でき

る窓口の設置に向けて，質と量の面での相談体制整備をする必要があります

と，こういう形で書かれておりますし，そういう点で地域包括ケア体制は大事

だと私は思っているのですけども，これは第３章のところの計画の基本的な考

え方というのは，どこにどういう形で地域の調整役や相談体制整備を進められ

ようとしているのですか。 

次の計画の基本的な考え方の中に，こういう形で地域の調整役を置くとか，

相談体制整備をするんだとか具体的にどこかにございましたか。 

 

【事務局（谷本）】 

 明確な文としては書かれてないのですが，冒頭申し上げたとおり，今の計画

をそのまま引き継いでいく基本理念がありますので，地域包括ケアの体制を整

備していくということで，基本理念の１の部分でそういうことが含まれるので

はないかと考えております。 

 

【委員（岩崎）】 

地域包括ケア体制というのは，地域包括支援センターを中心にした地域包括

ケアシステムの中でそういうものを置けるような進め方をしていくというこ

とを盛り込んでありますということですね。具体的にはないということです

ね。 

 

【事務局（谷本）】 

具体的にはこの中では書かれておりません。 

 

【委員長（貴島）】 

そのあたりは，17 ページ以降の「２地域包括ケアシステム構築と深化・推

進に向けて」という 17～20 ページあたりのこの辺がそれにあたるところです

ね。 

 

【委員（岩崎）】 

今言いました具体的な調整役だとか相談体制整備といった文言はないけれ

ども，この中に含めて考えていくのだということですね。 

 

【事務局（谷本）】 

 そうです。 
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【委員（青島）】 

 細かいところですが，18ページの図と 24ページの図で意図があれば教えて

もらいたいのですが 18 ページは３つの圏域から広がっている図をどちらも表

していると思うのですけど，下を合わせているのと合わせていないのと何か意

図はありますか。 

 

【事務局（谷本）】 

意図はございませんので，次回までに図を修正します。 

 

【委員（長谷川）】 

 24 ページの地域ケア会議のイメージですが，第１層，第２層，第３層それ

ぞれの会議がどのようなことをするのかが書かれていて，第２層の地域ケア圏

域会議のところでは，個別地域ケア会議で検討されたケースの中で解決困難な

課題を検討し，地域ケア推進会議への課題や提案を行うとあり，検討するだけ

で解決はどうなのかと思ったのですが，そこに解決を図るとともにそこで解決

できない課題や政策の提言を上に挙げるというような表現があってもいいの

かなと思ったのですがどうでしょうか。 

それから，上の第１層の中では，それぞれの関係機関の代表者が集まって議

論をしていただくというとても大事な会議だと思うのですが，代表者が集まっ

ていただいてそれぞれの関係機関へ課題や問題をおろしていただくというよ

うなものもここに求めていけるといいのかなと思いました。各関係機関の代表

者だけでなく，メンバーの皆さんにも情報を共有していただくということが非

常に大切なのかなと思いますので，その辺を文章で表現できる形でお願いでき

たらなと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

 次回までに修正いたします。 

 

【委員長（貴島）】 

いろんなことが網羅してあるわけですが，その他御意見はございませんか。 

 

【委員（青島）】 

 24 ページの細かいところですが，地域ケア推進会議は医療職だけでないと

思いますので，もう少し専門職や民生委員等も入っているイラストの方が良く

ないでしょうか。 
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【事務局（谷本）】 

 次回までに訂正いたします。 

 

【委員長（貴島）】 

他にもお気づきの点はございませんか。 

あとは，実施主体のところは皆さんの方から御意見はございませんか。 

 

【委員（樋口）】 

 細かい気になるところはありますが，全体としては前の時よりは見やすくな

っていると思います。 

 

【委員長（貴島）】 

26ページの「（３）社会資源を活用した支援体制づくり」で，「学校教育，社

会教育における福祉教育の推進」には，市と社協と２つの団体が入っています。

地域福祉意識の啓発にも入っています。後は市か社協かどちらか一つという形

で入っておりますけれども，実際の実施にあたっては社協も大分関わっている

こともあるのかなと思いつつ，こういう姿勢で良かったのかなというところは

気になっています。 

 

【事務局（谷本）】 

 社会福祉協議会と協議いたします。 

 

【委員（出口）】 

 地域支援事業は今年から全市町村で取り組んでいるわけでございますが，老

人会としては，こういう内容の活動は会議としてほとんどやっています。鈴鹿

市に 11,659 人老人会の会員がいます。全体として約 50,000 人みえるわけで

すが，その他の人はどういう組織でどういう活動をしているか。やはり地域包

括支援センターが中心となって例えば地区代表がまとめてやるのか，老人クラ

ブ以外の高齢者の活動が見えてこない。そういう活動をいかにして進めていく

のか，それが今見えてきません。 

介護予防とか日常生活支援総合事業とか今言われているわけですが，具体的

にどういう形で進めて，高齢者全員に行き渡っていくのか教えていただきた

い。老人会そのものは組織的にいろいろな活動をやっていますが，それ以外の

人の活動はみえてこないので，市はそういう活動をどう考えてみえますか。老

人介護の高齢化，平均 80 歳ぐらいになるわけですが，前線で活動する人，役

員というのはいないわけです。 
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地域での活動をもう少し説明していただきたいです。地域づくり協議会を中

心として地域の人にそういった活動をしていただきたいと思います。 

 

【事務局（谷本）】 

 老人クラブ以外の活動として，地域の中で様々な活動をしている方はたくさ

んみえまして，その中でサロン，集いの場づくりにつきましては，鈴鹿市社会

福祉協議会を通じて補助をするような仕組をこの１０月から始めております。

あとはいきいきボランティア制度の中で社会参加をするような事業もござい

ますし，またスクエアステップリーダーを養成して，地域の中で講座を開いて

いく事業も展開を考えております。しかしなかなか全員にまで行き渡るかとい

うとそういうところまでいっていないのが現状なのですが，できるだけ多くの

方に参加していただけるように，こういう議論，検討の中でも取り込んでいき

たいと思っておりますし，そのような調査内容も書かれておりますので，その

辺を実施していきたいと思っております。 

 

【委員長（貴島）】 

 19ページの図を見ていただきたいと思います。そこに自助，互助，共助，公

助の図が書いてあるわけですけれども，65 歳以上が高齢者ということで，65

歳以上の方の，どれぐらいかはっきりと数字で分かるわけではございません

が，公助の部分の人は２割ぐらいじゃないかと思います。要介護認定を受けた

りとかというような方々です。あと，８割の方々は自助か互助か共助の方にい

らっしゃる。そのうちのどのくらいかは分かりませんが，自助でずっとやって

らっしゃる方も多いのではないかと思います。あと，互助，共助でどのような

繋がりを地域の中でつくっていくかというそのあたりが問題になるかと思い

ます。 

先程，御質問がありましたとおり，一部の方にしかいろいろな情報とか繋が

りが届いていないのではないかという御指摘で，互助，共助の部分をいかに広

げていくかというところが大事かと思います。 

 

【委員長（岩崎）】 

 今の関連で申し上げると 26 ページを見ていただきたいのですが，主な取組

の「民生委員・児童委員の活動支援」のところで，後ろの実施主体は市という

ことになっておりますが，市だけではなくて，健康福祉政策課だとか，社会福

祉協議会とかと連携しながら進めているわけですね。したがって，どういう形

で高齢者の方を支援しているのかがみえないという話がありましたけれども，

民生委員児童委員協議会としても市の連合会を中心に，各地区で，例えば私の
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ところでいいますと年間 180 日ぐらいの活動を１人平均でしておりますし，

それから家庭訪問につきましても，年間 120回ぐらいしているわけです。そう

いう活動を通じて，地域の皆さんが困らないような，日常生活がスムーズに送

れるような環境づくりということでは，いろいろ民生委員児童委員協議会とし

て進めさせていただいているわけです。ここでは実費弁償ということで書かれ

ておりますが，ボランティアが基本でありまして，鈴鹿市にいる 370名の民生

委員，主任児童委員が日夜，先程言いました日数や回数で活動しているという

ことであります。もう少しそういうところも発信していかないといけないかな

と思いますけども，そういう取組を具体的には進めさせていただいています。 

 

【委員長（貴島）】 

 素案という形で，本日いろいろ議論していただきました。まだもう少し詰め

ないといけない部分というのはあるでしょうし，また今日いただいた意見の中

で反映される部分もあるかと思います。今日のこの資料２の素案について皆様

御了解していただけますでしょうか。 

（一同 異議なし） 

それでは，事項書の２鈴鹿市高齢者福祉計画素案につきましては，参考資料

の部分も含めましてお認めいただいたということでしたいと思います。 

それでは事項書の３その他，高齢者福祉計画の策定スケジュールについて，

事務局からの説明をお願いします。 

 

【事務局（谷本）】 

資料３を御覧いただきたいと思います。前回の策定委員会の時にもお配りし

た資料です。今後のスケジュールについて御説明をさせていただきます。 

（事務局から今後のスケジュールについて説明） 

・素案，参考資料について 12月に市の行政経営会議にて意思決定をしていく 

・12月議会の全員協議会にて議員に向けての説明を行う 

・１月にパブリックコメントを予定 

・２月にパブリックコメントの意見を受けて修正を行う 

・３月上旬に最終案を策定委員会の中で審議 

 

【委員長（貴島）】 

 もう一回，12月中に会議があるということですね。 

 

【事務局（谷本）】 

 第５回鈴鹿市の高齢者福祉計画策定委員会なのですが，12月 18日（月）の
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午後１時からお願いしたいと思います。ここで皆様に御提示できなかった部分

につきましても提示して皆さんに審議していただくような形でお願いします。

場所は同じく 1204会議室になりますので，よろしくお願いします。以上です。 

 

【委員長（貴島）】 

スケジュールにつきまして何か御意見ございますか。 

それではないようですので，第４回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会，私の

役割については以上で終わりたいと思います。 

事務局にお返しします。 

 

【事務局（坂）】 

委員の皆様，本日お忙しい中，会議に参加いただき，たくさんの御意見をい

ただきまして誠にありがとうございました。先程申し上げましたとおり，市役

所内部での意思決定，議会への提示，市民の皆様からの意見聴取パブリックコ

メントといよいよ最終盤になってまいりました。12 月に委員会の開催をさせ

ていただきまして，新しい計画の形が見えてこようかと思っております。今後

もどうぞよろしくお願い申し上げます。 

それでは，第４回鈴鹿市高齢者福祉計画策定委員会を終了させていただきま

す。本日はどうもありがとうございました。 

 


