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第２期鈴鹿市地域福祉計画実施状況 
 

基本目標１ 一人ひとりが“元気なまち”をつくる【いきいき暮らし、地域で活躍する人づくり】 

取組の柱 取組項目 市の取組 

（★は先

導的に取

り組む事

項） 

関係 

所属名 

28年度取組内容 28年度成果，課題 28

年

度

評

価

29年度目標 

１． 

地域福祉

を知り、

“ 受 け

手 ” ・

“ 担 い

手”とし

ての意識

を高めま

す 

１－１． 

地域福祉

の情報を

積極的に

発信しま

す 

★多様な

情報を集

めて発信

します 

地 域 協

働課 

【広報すずかの配布及び周知文書等の

配布及び回覧】 

地区市民センターを経由し，自治会に

「広報すずか」や各団体からの周知文

書等の配布，回覧を依頼。 

 

簡易な市事務を住民にとって身近な自治

会に委託することにより，住民の利便を

図るとともに，市政への協力を得られて

いる。 

自治会加入率の減少や担い手不足など自

治会組織の継続について課題がある。 

○

引き続き自治会の協力により事

業を行なう一方で，今後は自治

会加入促進とともに地域づくり

協議会との連携など新たな仕組

みの構築を推進する。 

【ホームページ「すずか市民活動情報

広場」サイトの管理・運営】 

 ホームページ「すずか市民活動情報

広場」サイトに各種情報を掲載し，市

内の市民活動を活性化し，各団体の情

報発信を支援する。 

サイト登録団体数 

平成27年度末 86団体 

平成28年度末 93団体 

本サイトを利用してもらうため，登録団

体数を増やすとともに，有益な活動情報

等を提供していく必要がある。 

△

現状を踏まえ，登録団体にサイ

トへの情報掲載を働きかけると

ともに，市においても市民活動

に関する情報を積極的に掲載し

ていく。 

男 女 共

同 参 画

課 

【男女共同参画基本計画推進事業】 

 あらゆる分野から男女共同参画に関

する「気づき」を見つけるための基礎

講座，セミナー 

 男女共同参画に関する街頭啓発，ア

ンケート 

 職員研修（男女共同参画推進員，管

理職研修） 

 家事，育児，介護等は女性が担うもの

という性別役割分担意識の解消につなが

る事業を行い，男女双方の意識啓発につ

ながった。 

 街頭啓発やアンケートにて，現状や課

題など事業につなげることができる意見

が得られた。 

○

参加者の拡大のため，効果的な

条件を絞って開催する。 

市民ニーズを捉えた事業を行

う。 

他課との協働事業を行う。 

【女性活躍推進事業】 

「SUZUKA女性活躍推進連携会議」

で共有された，働く環境改善にむけた

事業 

「SUZUKA女性活躍推進連携会議」で

は，働く環境の課題について把握がで

き，事業につなげることができた。 
△

課題を検証し，事業推進につな

げていく。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【ホームページを利用した情報発信】

地域福祉に関連した情報を市民が取得

しやすくするため，ホームページの整

備について検討する。 

高齢者福祉，障がい者福祉，地域包括ケ

アシステムの構築など地域福祉に関連し

た情報についてホームページでの検索が

容易でないことから，市民が情報を取得

しやすくなるような整備を検討する。 

×

市民が地域福祉に関連した情報

を得やすくするためにホームペ

ージの整備を検討する。 

○ユニバ

ーサルデ

ザインの

情報発信

をすすめ

ます 

情 報 政

策課 

【広報すずか発行，ホームページ運営

事業】 

広報すずかにおいては，5月20日

号から字体をユニバーサルデザインフ

ォントに変更。また，3月5日号から

特集について，写真を多用し，分かり

やすい紙面構成に努めている。 

ホームページにおいては，従来から

ある外国語（5カ国）への翻訳機能に

加え，一部アクセシビリティ対応の機

能を追加。 

フェイスブックにも毎号掲載している

広報すずかについては，3月5日号以降

特集を掲載する5日号のリーチ数が増加

した。今後の推移を見守っていく。 

○

年齢や性別，能力にかかわら

ず，より多くの方にとって読み

やすく，理解しやすい広報づく

りに努めていく。 

ホームページのアクセシビリ

ティは，すべてのページに対応

する。 

廃 棄 物

対策課 

【鈴鹿市ごみカレンダー・分別パンフ

レット】 

 外国人の方向けに，ポルトガル語，

スペイン語，中国語，英語，またふり

仮名付きの日本語版も作成し配布して

いる。カレンダーについては5ヶ国語

を併記して情報発信に努めている。 

日本語の読みが分らない方でも不自由な

くごみ出しできるように配慮できた。 

○

今後も継続していく。 

子 ど も

育成課 

【保育園，幼稚園等入退所受付事務】

保育園，幼稚園等の入園申込者や園の

利用者の中には，外国人の方も多くみ

えるため，入園申込みに関する書類や

各種変更手続に関する書類を，日本語

のほかに外国語で作成し，より多くの

方に情報が的確に行き届くよう努め

る。 

保育園，幼稚園等の入園申込みに関する

書類や各種変更手続に関する書類を，日

本語のほかにポルトガル語，スペイン語

で作成し配布している。しかし，上記以

外の外国語に関しては，文書を作成して

いないため，情報が的確に伝わっていな

い外国人の方がみえる可能性がある。 

○

ポルトガル語及びスペイン語以

外の外国語の対応については，

今後の入園申込者や園の利用者

の状況を見ながら検討する。 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【外国語版パンフレットの配布】 

 子ども家庭支援課の業務を案内する

パンフレットにポルトガル語版・スペ

イン語版を作成。 

学校や保育園の現場にて，該当国籍の家

族や児童に，子ども家庭支援課への相談

につなげるときにパンフレットを使用し

てもらっている。 

○

ポルトガル語及びスペイン語以

外の外国語の対応については，

今後の相談状況を見ながら検討

する。 

障 が い

福祉課 

【手話通訳・要約筆記者派遣事業】 

 聴覚障がい者に対し，手話や要約筆

記で必要な情報を伝達します 

 庁舎の窓口での対応のほか，要請に応

じて，必要な情報が伝わるよう，手話・

要約筆記を派遣している 

〇

 全ての人に公平な情報伝達を

行うという視点から，手話・要

約筆記の需要が益々高まること

が予想され，市内在住の有資格

者等に登録の意向確認を行うな

ど，登録通訳者等の増員をめざ

している。 

評価 

○：できている 

△：もう少し 

×：できていない 
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健 康 づ

くり課 

【母子保健事業，予防接種事業】 

 分かりやすい情報の提供や，妊娠届

出時に妊娠期から出産後に必要な情報

を提供および乳児家庭を訪問する時に

子育てに必要な情報を行う際に，外国

籍の家庭にはその母国語のチラシで情

報提供を行なった。 

予防接種に関する周知文書は，ルビ付き

の作成をしていることで，情報の正確性

を担保している。 

子育ての家庭に関連する制度など新たに

実施される場合，訪問や健診の機会を捉

えて広く周知するように努めた。 

情報のとりかたについて差が生じること

がある。平等に周知するために，効果的

に啓発を行うにはどうしたらいいか検討

が必要。 

母子保健事業について翻訳されていない

ため，外国籍の方に伝わりにくい部分が

あり，情報提供が十分にできていない。

△

子育て中の家庭が得られやすい

情報の提供の方法について常に

考えていく必要がある。 

 母子保健事業について外国籍

の方に伝わりにくい部分がある

ので，その母国語のチラシで対

応していく。 

【健康づくり事業案内】 

だれにもわかりやすい情報発信に努め

る。 

情報の発信を行うときに，文書の作成は

「文字のポイントを大きくする」「ルビ

を付ける」「日本語以外の言語で作成す

る」「イラストや写真などの視覚的にわ

かるものを入れる」など，わかりやすく

なるような情報の発信に努めている。 

〇

引き続き，だれにもわかりやす

い情報発信に努める。 

住 宅 政

策課 

【市営住宅管理運営事業】 

 市営住宅の入居申込者や入居者の中

には，外国人の方も多くみえるため，

入居申込みに関する書類や入居者に対

するお知らせの回覧文書を，日本語の

ほかに外国語で作成し，より多くの方

に情報が的確に行き届くよう努める。

市営住宅の入居申込みに関する書類や入

居者に対するお知らせの回覧文書を，日

本語のほかにポルトガル語，スペイン語

で作成し配布している。しかし，上記以

外の外国語に関しては，文書を作成して

いないため，情報が的確に伝わっていな

い外国人の方がみえる可能性がある。 

△

ポルトガル語及びスペイン語以

外の外国語の対応については，

今後の入居申込者や入居者の状

況を見ながら検討する。 

○積極的

に“伝え

る”取組

をすすめ

ます 

情 報 政

策課 

【さまざまな広報媒体を活用した情報

発信】 

 ホームページに加え，公式ツイッタ

ー及びフェイスブックを活用し，積極

的に行政情報を発信。また3つのカテ

ゴリーに分け，希望するカテゴリーに

登録された方にメールを配信するメル

モニシステムも活用。 

さらに5月20日号から広報すずか

をスマートフォンで閲覧できるよう毎

号ホームページ上に掲載。 

公式ツイッター及びフェイスブックに

は最新の情報を迅速に，また動画なども

掲載することで，リーチ数を増やしてい

る。 

○

掲載方法などを工夫し，さら

に情報を拡散されるよう努めて

いく。 

 メルモニシステムを見直し，

従来のカテゴリーに「子育て」

などの新しいものを追加するこ

とで登録者数を増やしていく。 

 今後，新しいＳＮＳ，メディ

アの研究を行っていく。 

１－２． 

地域福祉

について

の学習を

推進しま

す 

★福祉の

学習や研

修につい

て 協 議

し、協働

してすす

め場をつ

くります 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【地域関係者研修】 

地域福祉関係者を対象に，児童虐待防

止の基礎的な概念や，知識の習得を促

すことで，地域福祉関係者の児童虐待

事案に対する基礎力の向上に繋げるこ

とを目的とする。 

 平成28年度は公立保育所にて10園実

施した。 

○

今後も参加者の増大や対象園

（公立以外など）の拡大も検討

して，より多くの地域関係者の

基礎力向上を図る。 

障 が い

福祉課 

【イベント会場での啓発展示】 

 就労マルシェや人権フェスタの会場

にて，障がい理解や障がい者差別解消

の啓発のためのパネル展示を行う。 

 イベント来場者に，まずは制度の存在

を広く知ってもらうという点では一定の

成果を得ている。 
〇

 パネル展示だけでなく，さら

に発信力のある啓発の方法を検

討する余地がある。 

○多様な

福祉課題

について

の学習を

すすめま

す 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【児童虐待防止講演会】 

児童虐待に対する関係者・市民の理解

を深め，案件への確実な対応と早期発

見に繋げる。 

28年度は一回実施した。 

この取組を行なうことにより，児童虐待

に対する関係者・市民の理解を深め，案

件への確実な対応と早期発見に繋がる。

○

今後も時機に応じた内容で，よ

り多くの市民・関係者の参加を

促す必要がある。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【地域福祉講演会】 

 市民が地域福祉に関心をもち，理解

を深めることを目的に地域福祉講演会

を開催する。 

平成２９年２月１４日。 

鈴鹿市ふれあいセンターにおいて， 

「支援で変わる認知症の人の毎日」と題

し，認知症サポーター養成講座を兼ねた

講演会を行なった。 

参加者約３００人。 

〇

様々な福祉課題をテーマとした

講演会を引き続き開催する。 

幅広い世代の市民が関心を持て

るような周知方法を検討する。 

【認知症サポーター養成講座】 

 認知症の方が，住み慣れた地域で，

自分らしく暮らし続けることができる

環境整備のため，認知症についての正

しい知識の普及啓発の一環として行

う。 

認知症サポーター養成講座 

開催回75回，受講者3,140名， 

〇

認知症サポーター養成講座 

小学校，中学校での開催を増や

すなど，多角的に開催すること

を目指す。 

【鈴鹿ふくし大学の開催】 

 講演会を実施し，市民に，地域包括

ケアシステムの啓発を行う。 

鈴鹿ふくし大学 

社会福祉法人鈴鹿市社会福祉協議会と共

催で1回開催し，172名参加した。 
〇

鈴鹿ふくし大学 

講演会の開催に加え，自治会単

位などのより小さな範囲での啓

発活動を行う必要がある。 
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○鈴鹿市

の魅力な

どを理解

し、地域

を愛する

人を増や

します 

   

 

 

○学校等

での福祉

教育を充

実します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症サポーター養成講座（キッズ

サポーター養成講座）】 

 認知症の方が，住み慣れた地域で，

自分らしく暮らし続けることができる

環境整備のため，認知症についての正

しい知識の普及啓発の一環として行

う。 

開催校，小学校10校，受講者数668

名。 

〇

中学校も含め，開催校を増やす

必要がある。 

教 育 指

導課 

【すずか夢工房】 

 子どもたちの「生きる力」を育むた

め，幅広い経験や優れた知識・技術を

もつ地域在住の専門家・社会人を学校

に招き，授業で活用する。 

福祉指導者の方に，講師登録をお願い

し，視覚障がい者の日常生活と工夫，白

杖による歩行の仕方についての講演や点

字指導などを行う。 

○

新たな講師の選出に向け，情報

収集等を行う。 

○地域・

団体・事

業所等で

の学習を

推進しま

す 

地 域 協

働課 

【公民館での出前講座の実施】 

公民館において，地域住民に様々な分

野の学習の機会を提供するため，出前

講座を実施する。 

庁内各課に公民館での出前講座を呼びか

けた。また，各公民館を対象に出前講座

の説明を行い，平成28年度は全公民館

で101回実施した。 

○

地域住民の学習ニーズなどを把

握しながら，出前講座の内容に

ついても検討を行う。 

人 権 政

策課 

【人権尊重まちづくり】 

 人権尊重まちづくり講演会を地区市

民センター，公民館，人権尊重まちづ

くり推進会議などと共催する。 

 平成２８年度の講演会は，命の大切

さ，認知症などをテーマに行う。 

人権意識の高揚。 

１3カ所実施，６８３人の参加。 

時代の変化による新たな人権課題を含め

た啓発を推進する必要がある。 
〇

人権意識の高揚のため，引き続

き，１３ヶ所で人権尊重まちづ

くり講演会を実施する。 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【講演】 

主任児童委員・民生委員等の地域関係

者から児童福祉（とりわけ児童虐待防

止）における課題等について講演依頼

があったときなどに，話をし，意見交

換を行なう機会としている。 

規模を問わず，講演依頼があった際は極

力引き受けるようにしている。 

○

今後は意見交換などの機会も設

定し，地域関係者との連携を強

めていく必要がある。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症サポーター養成講座】 

 認知症の方が，住み慣れた地域で，

自分らしく暮らし続けることができる

環境整備のため，認知症についての正

しい知識の普及啓発の一環として行

う。 

認知症サポーター養成講座 

開催回75回，受講者3,140名， 

○

認知症サポーター養成講座 

地域での開催が増えるよう，多

角的に開催することを目指す。 

健 康 づ

くり課 

【健康教室の開催】 

老人会等の団体からの依頼により開催

老人会等団体 開催13回 517人参加 

地区社協 開催4回 99人参加 

公民館 開催2回 59人参加 
〇

地域からの依頼に応じて開催す

る。 

○家庭で

の学習を

支援しま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症サポーター養成講座（キッズ

サポーター養成講座）】 

 認知症の方が，住み慣れた地域で，

自分らしく暮らし続けることができる

環境整備のため，認知症についての正

しい知識の普及啓発の一環として行

う。 

開催校，小学校10校，受講者数668

名。 

受講者に，啓発ちらしを保護者に見てい

ただくようお願いしている。 ○

中学校も含め，開催校を増や

し，保護者への働きかけを行な

っていく。 

教 育 指

導課 

【家庭学習の取組】 

 鈴鹿の学力向上に向けた重点取組項

目に家庭学習を挙げ，繰り返し学習，

予習，復習を行うことと，指導者の丁

寧な確認と指導により，基礎的・基本

的な学習内容の定着を図る。 

家庭学習の分量など，個に応じた配慮を

行ったり，必要に応じて家庭学習の手引

きの作成をしたりするよう呼びかける。
○

学校訪問の機会等を利用し，家

庭学習の重要性をさらに呼びか

ける。 

○地域や

当事者等

と連携し

て、実践

的な学習

をすすま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症サポーター養成講座】 

 認知症の方が，住み慣れた地域で，

自分らしく暮らし続けることができる

環境整備のため，認知症についての正

しい知識の普及啓発の一環として行

う。 

認知症サポーター養成講座 

開催回75回，受講者3,140名， 

〇

認知症サポーター養成講座 

小学校，中学校での開催を増や

すなど，多角的に開催すること

を目指す。 

★学習を

活動につ

なぐ取組

を充実し

ます 

障 が い

福祉課 

【手話奉仕員養成講座】 

 聴覚障がい者等との交流活動等の促

進のため，日常会話程度の手話表現技

術を習得した手話奉仕員を養成する 

第１期の養成により２０名が修了し，手

話サークル等の活動を継続している。 

〇

２年間という長期に渡る講座の

ため，途中離脱者が数名いた。 

今後は，受講期間を短縮するこ

とで，より多くの受講者が修了

し，継続した活動へつながるよ

うにしていきたい。 
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２． 

一人ひと

りが“元

気なま

ち”をめ

ざし、健

康や生き

がいづく

りに取り

組みます 

２－１． 

主体的に

取り組む

意識を高

めます 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○健康づ

くりや生

きがいづ

くりの情

報発信や

学習機会

を充実し

ます 

地 域 協

働課 

【公民館及びふれあいセンターの管理

・運営】 

 公民館及びふれあいセンターの管理

・運営を各地区の運営委員会に委託

し，講座等の実施や自主サークル活動

など，地域住民に学習活動の場所を提

供する。 

運営委員会に委託し，各地域において，

地域の実情に合わせた講座等を実施，サ

ークル活動による趣味・教養など地域住

民の生涯学習の拠点としての役割を果た

している。 

 今後は，地域が抱える課題について考

え，活動し，地域に還元してもらうよう

な仕組みが必要である。 

○

 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利用者増加

に努める。 

 

健 康 づ

くり課 

【健康増進事業・自殺対策事業・高齢

者地域支援事業】 

 健康づくりに関する情報を市役所や

保健センターのロビーに展示，広報等

への掲載，個別案内通知への同封，ま

た，各事業での講演会や教室の開催等

を行う。 

健康づくり事業案内などで情報の発信を

行うときは，文書の作成は「文字のポイ

ントを大きくする」「ルビを付ける」

「日本語以外の言語で作成する」「イラ

ストや写真などの視覚的にわかるものを

入れる」など，わかりやすくなるような

情報の発信に努めている。 

いろいろな機会を活用し，情報の発信や

学習の機会を設けているが，個々の状況

に応じた情報発信や学習機会が十分でな

く，健康づくりへの意識を高めることが

難しい。 

△

健康づくりに対する意識を高

め，主体的に取り組むことがで

きるような情報の発信に努め，

学習の機会を広げる。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【介護予防教室の開催】 

介護予防事業一次予防事業である介護

予防教室の開催 

介護予防事業一次予防事業の平成28年

度の開催回数793回，参加のべ人数

16587人 〇

介護予防事業一次予防事業は，

平成29年4月から「新しい総合

事業」に移行する。住民が参加

しやすい内容を考えていく。 

○一人ひ

とりが自

立した生

活を描く

“いきい

き生活プ

ランノー

ト”づく

りを推進

します 

   

 

 

○活動を

評価し、

支援する

取組をす

すめます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【鈴鹿いきいきボランティア制度】 

介護予防の一環として元気な高齢者に

介護保険事業所におけるボランティア

活動を推進するため，ボランティアの

実績に応じたポイントを付与する制度

を実施する。 

ボランティア登録者数，協力事業者数

共に増加しており,高齢者の社会参加促

進という介護予防の目的を果たしてい

ると考える。 
登録者数96名，協力事業者数38ヶ所。

〇

市民への周知を図り，登録者数

を拡大する。 

【鈴鹿市社会福祉大会顕彰】 

社会福祉の発展に功績のあった者を表

彰することで社会福祉関係者および市

民一人ひとりが『福祉の心』を育み，

ぬくもりに満ちた地域社会づくりの推

進を図るために，鈴鹿市社会福祉大会

において，市長表彰を行う。 

表彰者 
福祉団体役員１名 
福祉施設団体職員３名 
ボランティア３団体，１名  〇

継続して事業を実施する。 

２－２． 

心身の健

康づくり

と介護予

防をすす

めます 

○健康づ

くりや健

康管理を

支援する

事業を充

実します 

健 康 づ

くり課 

【健康増進事業・自殺対策事業・高齢

者地域支援事業】 

 健康づくり計画に基づき，ライフス

テージに応じた健康づくりを推進。 

あらゆる機会を活用した健康づくり

の啓発を行い，ライフステージに応じ

た健康づくりに取り組んでいる。 

 

自分や家族の健康づくりのための生活

習慣病予防教室・こころの健康づくり講

演会・女性の更年期教室・高齢者の介護

予防教室などを開催するとともに，老人

会等の団体からの依頼による健康教室や

健康相談を実施。また，料理教室等の開

催による健康づくりの推進の際に食生活

改善推進員（ヘルスメイト）などの住民

組織を活用した。 

あらゆる機会を活用し健康づくりの啓

発を行っているが，市民の方の健康に対

する関心度に差があり，健康に対する問

題意識のない無関心層への働きかけが，

特に難しい。 

△

教室・講演会・相談等の実施

時に，ライフステージに応じた

健康課題を発信し，対象者の健

康レベルや関心度に応じた取組

を行い，健康づくりを推進す

る。 

【地域医療事業に関する出前講座・乳

幼児健診事業等】 

 地域の公民館で家庭看護に関する知

識の普及や啓発，病気や怪我の対応等

について出前講座を実施した。乳幼児

健診については，未受診者には受診勧

奨し，外国籍の方には通訳の配置をし

て受診しやすい環境づくりを行い，受

診率の維持・向上に努めた。健診の結

果に基づき，保健師や栄養士の個別相

談により健康の保持増進を図っていっ

た。 

出張による家庭看護の普及啓発の実績

は６４回で，その内訳は，出前講座が７

回，普通救命講習会の中での啓発が５７

回であった。 

乳幼児の未受診者については，その理

由がさまざまであるため，そのニーズに

あった対応が必要である。 
△

引き続き未受診者には受診勧奨

し，外国籍の方には，通訳の配

置など受診しやすい環境づくり

を行い，受診率の維持・向上に

努める。受診困難な場合は，ケ

ースに応じて医療機関受診や健

康づくり課・その他関係機関の

相談について情報提供してい

く。 
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○地域と

連携した

取組を充

実します 

地 域 協

働課 

【公民館及びふれあいセンターの管理

・運営】 

 公民館及びふれあいセンターの管理

・運営を各地区の運営委員会に委託

し，講座等の実施や自主サークル活動

など，地域住民に学習活動の場所を提

供する。 

運営委員会に委託し，各地域において，

地域の実情に合わせた講座等を実施，サ

ークル活動による趣味・教養など地域住

民の生涯学習の拠点としての役割を果た

している。 

 今後は，地域が抱える課題について考

え，活動し，地域に還元してもらうよう

な仕組みが必要である。 

○

 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利用者増加

に努める。 

健 康 づ

くり課 

【乳児家庭全戸訪問事業・母子保健地

域推進員活動】 

 地域のこんにちは赤ちゃん訪問員が

生後４か月までの乳児のいる家庭を訪

問し，地域の子育て支援に関する情報

提供と，不安や悩みの傾聴・養育環境

の把握等を行う。 

 また，母子保健地域推進員（主任児

童委員へ委嘱）が，子育てに不安を抱

える保護者の身近な相談役として，地

域に応じた子育てを支援する。 

乳児家庭全戸訪問事業 

 実施数 1,582人，実施率 92.5% 

母子保健地域推進員活動 

・親子の集いの場の開催：回数181回，

参加者 4,351組 

・公民館事業等への協力：回数 147回 

・個別相談：26人 

・１歳６か月児健康診査未受診者訪問：

６人 

・保健センターで開催したすくすく広場

への協力：推進員延べ142人 

 

さまざまな機会を通じて，子育て家庭に

対し不安や悩みを軽減し，地域とのつな

がりを持つことで，子育ての孤立化を防

ぐことができた。 

○

引き続き事業を実施し，地域の

子育て支援に関する情報提供す

るとともに，必要な子育て支援

につなげ，子育ての孤立化を防

ぐ。 

○心身機

能の向上

や自立し

た日常生

活への支

援をすす

めます 

長 寿 社

会課 

【在宅生活支援事業】 

在宅で自立した日常生活をおくること

ができるよう，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の事業を行っ

ている。 

本人の希望をできる限り尊重し，在宅で

安心して生活できるよう支援を行ってい

る。高齢者が増加していき，財源が限ら

れていく中で，適切な支援はどうあるべ

きかを常に考えていく必要がある。 

〇

利用者自身の声及び間に入って

関わっていただく包括支援セン

ターや関係機関等の声も十分に

集めつつ，財政規模に応じた適

切なサービスを引き続き検討し

ていく。 

○社会参

加を通じ

た介護予

防を推進

します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【心身機能の向上や自立した日常生活

への支援，社会参加を通じた介護予防

の推進】 

 介護予防事業一次予防事業である介

護予防教室の開催，鈴鹿いきいきボラ

ンティア制度の実施 

 介護予防事業一次予防事業 

開催５８７カ所 

参加人数１２，１５３人（平成２８年１

２月現在） 

 鈴鹿いきいきボランティア制度 

登録者９６人 

受入施設３５カ所（平成２８年１２月現

在） 

〇

 介護予防事業一次予防事業

は，平成２９年４月から「新し

い総合事業」に移行するので，

地域の集いの場として，住民が

参加しやすい内容のものを考え

る必要がある。 

 鈴鹿いきいきボランティア制

度は，市民への周知をさらに図

ることが課題である。 

２－３． 

地域に密

着した医

療を推進

します 

○かかり

つけ医・

かかりつ

け歯科医

・かかり

つけ薬局

と病院の

連携を推

進します 

健 康 づ

くり課 

【医療機関等との連携】 

医療機関等との連携を図り，各種健診

や健康相談における医療体制の整備，

充実を図ります。 

様々な機会を捉えて，気軽に相談できる

「かかりつけ医」を持ち，平時より健康

に留意してもらえるよう周知している。

 平時から，健康づくりの意識を高めら

れるように啓発している。 〇

「かかりつけ医」が，まだ浸透

されていない状況があるので，

啓発に更なる工夫が必要となっ

てきている。 

上手な医療機関のかかり方とし

て，お薬等の内容を含めた情報

提供の重要性や「かかりつけ

医」の診療時間中に受診するこ

とのメリットを周知していく。 

○在宅医

療・介護

連携を推

進します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【「鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシス

テム運営会議」の開催】 

 医療・介護分野の専門職種が部会を

作って参加し，医療・介護連携を推進

する 

 「鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステ

ム運営委員会」医療・介護連携の地域課

題解決を図るための会議 ２回開催 

 「鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステ

ム勉強会」年間テーマに応じた各部会か

らの事例報告を行った ３回開催 

 「鈴鹿市地域包括在宅医療ケアシステ

ム研究会」地域課題についてワークショ

ップで討議した １回開催 

〇

 医療・介護連携支援センター

設置に向けての協議を開始す

る。 

２－４． 

各々のニ

ーズに応

じた生き

がいづく

りや就労

を推進し

ます 

○生涯学

習やスポ

ーツ等へ

の参加を

支援しま

す 

障 が い

福祉課 

【ふれあい運動会運営補助】 

毎年秋，障がい者が運動に参加できる

機会である，鈴鹿市障がい者ふれあい

運動会の運営を補助している 

 

 

市内の障がい者団体（鈴鹿市身体障害者

福祉協会，鈴鹿市聴覚障害者協会，鈴鹿

視覚友の会）が主催する障がい者の運動

会であり，障がい者スポーツの振興，社

会参加の促進，障がい者間の親睦を図る

ことができる。 

〇

当事者団体が主体となって運営

を進めることも，社会参加の一

つの課題であるため，市はあく

までも運営の補助という立場で

関わっていく 

ス ポ ー

ツ課 

【いきいきスポーツデー開催費補助】

地域住民相互の交流と親睦を深め活性

化を図るとともに，市民一人ひとりが

健康で明るい生活を送ることができる

よう，地域における生涯スポーツの進

展に寄与することを目的に，市内の地

域で開催される「鈴鹿いきいきスポー

ツデー」の開催に係る経費の一部を補

助する 

 

市内18地区の地区体育振興会等が，

「鈴鹿いきいきスポーツデー」を開催

し，のべ2,636人の市民が参加してい

る。 

〇

今後も引き続き補助金の交付を

行うことで生涯スポーツの進展

を図っていく。 
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○地域の

さまざま

な活動づ

くりや参

加を支援

します 

地 域 協

働課 

【公民館及びふれあいセンターの管理

・運営】 

 公民館及びふれあいセンターの管理

・運営を各地区の運営委員会に委託

し，講座等の実施や自主サークル活動

など，地域住民に学習活動の場所を提

供する。 

運営委員会に委託し，各地域において，

地域の実情に合わせた講座等を実施，サ

ークル活動による趣味・教養など地域住

民の生涯学習の拠点としての役割を果た

している。 

 今後は，地域が抱える課題について考

え，活動し，地域に還元してもらうよう

な仕組みが必要である。 

○

 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利用者増加

に努める。 

 

○多様な

就労の場

づくりを

すすめま

す 

産 業 政

策課 

【創業支援セミナー】 

創業希望者のバックアップや多様な就

労の促進のため，創業や起業に関する

セミナーを開催する。 

また，セミナー会場では，必要に応じ

個別相談を実施し，就労につながる支

援の充実に努める 

事業計画の作成方法など，創業や起業に

必要な情報を効率よく収集することがで

きる。 

参加者が定員に満たない場合があり，希

望や関心をもった市民の掘り起こしが必

要である 

△

関心をもった市民なら誰でも気

軽に参加できるよう，関係機関

との連携や周知方法を検討する 

○就労に

つなぐ支

援を充実

します 

子 ど も

政策課 

【一人親家庭福祉事業】一人親の就労

支援のため母子・父子自立支援員によ

る相談や自立支援プログラム策定をし

支援をする。また，ハローワークと連

携した一人親家庭の就労支援を実施す

る。 

ハローワークと連携し一人親家庭の就

労支援に結び付けていく。 

 児童扶養手当の現況届の時期に合わせ

て，ハローワークの出張就労相談を実施

した。 

 平成２８年度の自立支援プログラム策

定実績はゼロ件 

○

児童扶養手当の現況届の時期に

合わせて，ハローワークの出張

就労相談を引き続き実施すると

ともに自立支援プログラム策定

実績の増加を目指す。 

保護課 【支援調整会議】 

毎月第三木曜日に，ハローワーク，鈴

鹿市社会福祉協議会，長寿社会課，障

がい福祉課，子ども政策課職員を構成

メンバーとし，開催。 

支援調整会議を開催することで，支援決

定をするだけでなく，生活困窮者の支援

プランの協議，プラン内容の共有，評

価，検討が出来る。平成２８年度，９回

開催。２１件。生活困窮者の状況に応じ

た支援が課題である。 

○

生活困窮者の自立のために，生

活支援と組み合わせ，引き続き

ハローワークと連携して取組を

進めていく。 

障 が い

福祉課 

【障がい者の就労マルシェ】 

就労支援と障がい理解をコンセプトに

平成２５年度から毎年開催。 

企業等の就職説明会で障がい者と企業

をつなぎ，福祉事業所の販売やイベン

トで障がい者と市民をつなぎ，毎年

１，０００人を超える入場者が集まっ

ている。 

障がい者の雇用に積極的な企業を紹介す

ることで，他の企業にも障がい者雇用を

考えるきっかけとなっている。 

また，一般就労を希望する障がい者の就

職説明会・面接の機会を提供すること

で，毎年数名の内定者がでており一定の

成果を得ている。 

〇

就労後の障がい者が離職しない

ような個別のフォロー体制づく

りが必要である 

３． 

地域福祉

の“担い

手”を増

します 

３－１． 

福祉の仕

事に就く

人を増や

します 

○福祉教

育や職業

教育等を

通じた理

解をすす

めます 

教 育 指

導課 

【チャレンジ１４】 

 学校の学習と社会とを関連付ける教

育活動として，職業体験学習を実施す

る。子どもたち一人一人の社会的・職

業的自立に向けて必要な能力や態度を

育成するために，教育活動全体を通じ

てキャリア教育を推進する。 

市内の全中学校１０校において，職業体

験学習を実施した。 

○

職業体験学習の取組を継続して

行い，キャリア教育を進める。 

教 育 指

導課 

【すずか夢工房】 

 子どもたちの「生きる力」を育むた

め，幅広い経験や優れた知識・技術を

もつ地域在住の専門家・社会人を学校

に招き，授業で活用する。 

福祉指導者の方に，講師登録をお願い

し，視覚障がい者の日常生活と工夫，白

杖による歩行の仕方についての講演や点

字指導などを行う。 

○

新たな講師の選出に向け，情報

収集等を行う。 

○福祉の

仕事の魅

力を伝え

る取組を

すすめま

す 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【里親啓発事業】 

社会的養護としての里親制度の普及啓

発を図ることで，里親登録数と里親委

託の増加を推進して，家庭環境の中で

は十分な養育を受けられない子ども達

の健全な育ちを保証する。 

具体的には，三重県と協働した市全体

の説明会の開催，１０月の里親啓発月

間に合わせた市広報への記事掲載など

を行なう。 

 三重県と協働して，地域からの里親啓

発を進めることで養育里親・養子縁組里

親の申込みは毎年ある。 

 また，この事業を進めることで，鈴鹿

市における里親制度の普及啓発にも繋が

っている。 
○

里親の開拓は，要保護児童の増

加が顕著であることからも，地

域資源の一つとして重要な意味

を持つことから，今後も継続し

て進めていく。 

障 が い

福祉課 

【障がい者の就労マルシェ】 

就労促進と障がい者理解をコンセプト

に平成２５年度から毎年開催。企業等

の就職説明会で障がい者と企業をつな

ぎ，福祉事務所の販売やイベントで障

がい者と市民をつなぎ，毎年１，００

０人を超える入場者が集まっている。

福祉事業所の成果品を販売することで，

福祉事業所の活動内容を伝えている 

〇

より具体的な仕事の紹介をする

ためには，成果品のみならず，

その製作過程のパネル展示等も

検討したい。 

○事業者

等と連携

し、従事

者のやり

がいや就

労環境を

高める取

組をすす

めます 

障 が い

福祉課 

【障がい者就労農福連携事業】 

農産物を生産する市内就労系福祉サー

ビス事業所（農福連携事業所）に対し

て，農業技術指導を行い，将来にわた

り持続可能な農福連携が図れる仕組み

をつくる。 

福祉事業所が農業技術を習得することに

より，障がい者の就労に新たな選択肢を

提供することが出来る。 

〇

補助金等に頼らずに運営が出来

るような，持続可能な体制づく

りを支援していく。 
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３－２． 

地域福祉

活動への

参加を広

げます 

★多様な

課題に対

応する活

動づくり

を推進し

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 
△

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

★身近で

参加しや

すい活動

を推進し

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【介護予防普及啓発事業】 

地域で開催される，住民主体のサロン

等への活動を支援する 

平成29年4月から新しい総合事業の中で

実施するため，制度化し，関係機関との

協議を行った。 

〇

身近に参加できる環境を整える

ために，サロンの継続的な実施

を支援する必要がある。 

【鈴鹿いきいきボランティア制度】 

６５歳以上の介護認定を受けていない

高齢者の社会参加を促し，介護予防に

繋げる。 

登録者９６人 

受入施設３５カ所（平成２８年１２月現

在） 
〇

身近に参加できる環境を整える

ために，サロンの継続的な実施

を支援する必要がある。 

★有償や

ビジネス

の視点で

の活動を

推進しま

す 

産 業 政

策課 

【シルバー人材センター運営支援】 

シルバー人材センターでは，高齢者の

豊富な経験，知識，技能などを活かし

たさまざまな有償サービスを展開して

おり，こうした活動の広がりを支援す

る 

会員数の増加とともに，シルバー人材セ

ンターの活動への理解は広がってきてい

る。 

生涯現役社会の実現のため，会員のさら

なる獲得と就業機会の拡大が必要であ

る。 

○

会員が，就労を通じ，生きがい

を感じるとともに，生活の充実

や福祉の増進が図れるよう，支

援のあり方を検討する。 

★参加の

きっかけ

となる取

組を充実

します 

地 域 協

働課 

【市民参加推進事業】 

市民参加と協働によるまちづくりを推

進するため，中間支援団体に委託し

て，講座等を実施する。 

中間支援団体に委託して，市民活動への

理解，市民活動団体間のネットワーク化

を図るため，市民活動フェスタ「みんな

でつながろう！すずかの輪」を開催し

た。また，市民活動活性化のため，団体

向けの講座を実施した。 

○

市民力の向上のため，市民活動

への理解を深めるための事業を

中間支援団体と連携して行う。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【地域福祉講演会】 

広く市民の方に地域福祉への理解を深

めていただくため，地域福祉講演会を

鈴鹿市社会福祉協議会と共催で開催す

る。 

また，会場にてパンフレット等を配置

し，地域福祉の情報提供と啓発に努め

る。 

平成２８年度は，３００名に参加いただ

き，地域福祉に対する理解は広がってい

る。 

しかし，参加者の多くは福祉関係者であ

り，参加者の固定化が見られることか

ら，広く市民の方が参加してもらえるよ

うな仕掛けが必要である。 

〇

講演会に参加いただく方の多く

が民生委員など福祉関係者であ

ることから，今後は，一般の市

民の方が参加しやすいような講

演会のあり方，周知方法等を検

討する。 

【ふれあい広場鈴鹿】 

世代や立場を超えてお互いの交流を深

め，福祉の輪を広げることを目的とし

て開催される「ふれあい広場鈴鹿」の

実行委員として参画する。 

開催費用の一部を鈴鹿市社会福祉協議

会を通じて補助する。 

福祉体験や共同募金活動，福祉施設など

の参加により，市民の福祉への意識が高

まった。 

参加人数 一般参加 3,500人（推定）

     関係者  1,300人 

〇

今後も継続して会議への出席等

を通じて取組の充実に努める。 

★参加が

少ない層

や支援を

受ける立

場の人へ

の、活動

参加のは

たらきか

けや支援

を充実し

ます 

障 が い

福祉課 

【各種講座の広報】 

音訳奉仕者養成講習会や要約筆記体験

講座など，他団体で実施する講座を広

報で案内する 

広く市民に広報することで一定の成果を

得ている 
〇

今後も障がい者福祉につながる

活動について，広報で参加を呼

びかける 

健 康 福

祉 政 策

課 

【RUN伴三重への参加】 

認知症の方が，住み慣れた地域で，自

分らしく暮らし続けることができるま

ちづくりを考える啓発活動として実施

するリレーマラソンへの参加。 

RUN伴三重2016への参加 

ゲストランナーを含め多くの人に参加い

ただき，啓発の目的を果たしたと考えて

いる。 

当事者含めランナーは，59名参加。 

〇

RUN伴三重への参加 

今年度に引き続き参加をし，ラ

ンナーでの参加だけでなく，支

援してくれる人の拡大や市民へ

の周知を推進する。 

★活動の

負担が集

中しない

よう役割

分担をす

すめます 

   

 

 

３－３． 

地域福祉

活動への

支援を充

実します 

★多様な

活動の情

報を発信

・伝達し

ます 

地 域 協

働課 

【ホームページ「すずか市民活動情報

広場」サイトの管理・運営】 

 ホームページ「すずか市民活動情報

広場」サイトに各種情報を掲載し，市

内の市民活動を活性化し，各団体の情

報発信を支援する。 

 

サイト登録団体数 

平成27年度末 86団体 

平成28年度末 93団体 

本サイトを利用してもらうため，登録団

体数を増やすとともに，有益な活動情報

等を提供していく必要がある。 

△

現状を踏まえ，登録団体にサイ

トへの情報掲載を働きかけると

ともに，市においても市民活動

に関する情報を積極的に掲載し

ていく。 

★コミュ

ニティワ

ーク（地

域福祉活

動支援）

の体制や

機能を充

実します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

 

 

 

 

 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 

△

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 
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★活動の

リーダー

やコーデ

ィネータ

ーを養成

します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

平成29年度に設置した，鈴鹿市全域を

所管する，第1層の生活支援コーディネ

ーター配置に向けて，関係機関との協議

を行った。 

△

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

【鈴鹿いきいきボランティア制度】 

６５歳以上の介護認定を受けていない

高齢者の社会参加を促し，介護予防に

繋げる。 

ボランティア登録者数，協力事業者数

共に増加しており,高齢者の社会参加促

進という介護予防の目的を果たしてい

ると考える。 
登録者数96名，協力事業者数３８ヶ

所。 

△

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

★活動時

の事故防

止や万一

の場合の

対応を推

進します 

   

 

 

★地域福

祉の拠点

となる施

設整備を

検討しま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【社会福祉センターの整備】 

老朽化する社会福祉センターの整備に

ついて検討する。 

開設後４０年を迎える社会福祉センター

について，老朽化や生活様式の変化によ

り使い勝手が悪くなるなど，施設整備を

検討する必要がある。 
×

建替え，移転，長寿命化を含め

社会福祉センターの整備につい

て検討する。 

★公共施

設や地域

施設等の

活用を推

進します 

地 域 協

働課 

【公民館及びふれあいセンターの管理

・運営】 

 公民館及びふれあいセンターの管理

・運営を各地区の運営委員会に委託

し，講座等の実施や自主サークル活動

など，地域住民に学習活動の場所を提

供する。 

運営委員会に委託し，各地域において，

地域の実情に合わせた講座等を実施，サ

ークル活動による趣味・教養など地域住

民の生涯学習の拠点としての役割を果た

している。 

 今後は，地域が抱える課題について考

え，活動し，地域に還元してもらうよう

な仕組みが必要である。 

○

 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利用者増加

に努める。 

 

男 女 共

同 参 画

課 

【男女共同参画基本計画推進事業】 

 男女共同参画センターを拠点に，市

民団体やグループの活動，交流支援を

行います。 

男女共同参画センターの貸館使用料を安

価に設定し，グループの活発な活動に寄

与している。 
〇

施設の老朽化が進む中，施設の

管理運営を効率的に行い，長寿

命化を図っていくこと。 

★地域の

さまざま

な資源の

活用を支

援します 

住 宅 政

策課 

【空き家バンク制度】 

市内の空き家を利活用するために，空

き家の所有者等と空き家の利用希望者

とをマッチングさせる。 

空き家の登録物件数が少なく，利用者が

望む物件がなく，成約件数はゼロであっ

た。 ×

利活用を希望する者の選択肢を

増やすために，空き家バンクの

登録物件数を増加させる。 

空き家バンクでの成約を目指

す。 

  ★ “ 協

働”の視

点 に 立

ち、補助

や助成な

どでの支

援を推進

します 

地域協

働課 

【鈴鹿市まちづくり応援補助事業】 

 市民活動の活性化を図るとともに，

市民活動団体の自主・自立を促進する

ための補助金制度を平成２９年度に新

設するための検討を行った。 

 平成２８年１２月に寄附元である「龍

谷ソーラーパーク鈴鹿」を運営する株式

会社PLUS SOCIALと寄附金に関する覚

書を締結し，売電収益の一部を寄附いた

だいた。 

 寄附金を有効活用するため，補助制度

を市民活動団体等に広く周知し，浸透を

図るとともに，利用しやすい制度にして

いく必要がある。 

○

補助金交付決定するにあたり，

書類審査及び公開プレゼン審査

を実施し，広く市民に周知を図

る。 

  ★ “ 寄

付 ” や

“提供”

による参

加を推進

します 
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第２期鈴鹿市地域福祉計画実施状況 
 

基本目標２ 一人ひとりの“しあわせな暮らし”を支える【多様なニーズに応えるサービスや活動づくり】 

取組の柱 取組項目 市の取組 

（★は先

導的に取

り組む事

項） 

関係 

所属名 

28年度取組内容 28年度成果，課題 28

年

度

評

価

29年度目標 

４． 

福祉サー

ビ ス 等

が、必要

なときに

的確に利

用できる

ようにし

ます 

４－１． 

福祉サー

ビスや日

常生活の

支援等に

関する情

報提供を

充実しま

す 

○福祉・

介護・生

活支援の

サービス

等に関す

る多様な

情報を提

供します 

障 が い

福祉課 

【手帳交付事務ほか窓口・電話相談事

務】 

各種障がい者手帳交付時に，手帳等級

に応じて利用ができる制度・サービス

をまとめたプリント用紙を渡して，窓

口にて一通り説明をしている。 

また，障がい者の各種相談に対し，必

要に応じ福祉・介護・生活支援のサー

ビス等に関する多様な情報を提供して

いる。 

各種制度の利用をしらない人に，生活の

困りごとを解決する手段として必要な情

報を提供することができる 

〇

所属間での連携強化によるサー

ビス情報の共有を図りたい。 

健 康 づ

くり課 

【母子保健事業，予防接種事業】 

公民館，公共施設等にポスター等の啓

発資料の掲示・チラシ設置をしてい

る。保健センターでは，知ってほしい

情報について，他の機関の情報もチラ

シを置き，情報提供を行った。 

乳児家庭全戸訪問事業では，子育てに

必要な情報の提供を行った。また，外

国籍の家庭にはその母国語のチラシで

実施した。 

妊娠届出時に，妊娠期から出産後に必

要な情報の提供を行った。 

予防接種の場合は，医療機関でのポスタ

ー等の関連資料の提示による個別性の高

い周知を実施している。 

関係課，関係機関との調整により横の繋

がりを利用した周知活動を行っている。

また，家族を通して啓発を行っている。

情報のとりかたについて差が生じること

がある。平等に周知が必要であるが，予

算もかかるので効果的に啓発を行うため

にはどうしたらいいか検討が必要であ

る。 

母子保健事業について，翻訳されていな

いため，外国籍の方に伝わりにくい部分

があり，情報提供が十分にできていな

い。 

△

子育て中の家庭にとってとりや

すい情報の提供の方法について

常に考えていく必要がある。 

母子保健事業について外国籍の

方に伝わりにくい部分があるの

で，その母国語のチラシで対応

していく必要がある。 

○地域・

団体・事

業者等と

連携して

効果的に

伝える取

組を推進

します 

子 ど も

政策課 

【子育て応援ブックすずっこナビ】 

子育てに関する情報をまとめた情報誌

として編集し発行している。 

配布先は，保育所，幼稚園，子育て支

援センターの利用者や，出生や転入の

手続に来た方，主任児童委員に配布し

ている。 

広く，多くの方に配布することができ，

情報発信としての役割を担っている。 

隔年の編集による発行のため，情報の更

新が課題となる。ゼンリンとの協定によ

る無料発行としたことにより，発行部数

が大幅に増えたことで，多くの方に配布

することができるようになった。 

○

引き続き継続して実施していく 

【子育て応援サイトきら鈴】 

お出かけスケジュールとして，行事を

実施する保育所等の主催団体がイベン

トカレンダーに行事を記載することで

簡単に情報を発信できる。また，市内

のお出かけ施設情報の発信や子育てに

関する制度や支援についての情報提供

を行っている。 

多くの団体に情報を掲載していただいて

いる。 

また，多くの方にサイトを閲覧していた

だいており，子育て世帯に対するお出か

け情報ツールとして定着してきている。

スマートホンで閲覧について改善の余地

がある。 

○

サイトについて周知をはかり，

利用者の増加を目指す。 

また，他の手法による情報発信

についても検討していく。 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【児童虐待・ＤＶ防止広報・啓発活動

事業】 

街頭啓発やショッピングセンターでの

啓発，広報，ラジオ広報や掲示などを

行い，通告先・相談先の周知やＤＶ・

児童虐待を許さない意識作りの働きか

けを行っている。 

また，当課の相談概要を記載したリー

フレットを作成し，関係機関に配布・

設置を行っている。 

取組を行なうことにより，児童虐待を発

見したときの通告先やＤＶの相談窓口の

周知をより多くの市民に知らせることが

でき，案件の早期発見に繋がる。 

しかしながら，児童虐待・ＤＶについて

は家庭内で起こることが主であるため，

周りの住民が気づくことが重要であるた

め，意識を高めるために継続的に行う必

要がある。特にＤＶについては，被害者

自身では，被害に気づかないこともおお

いため，多くの機会で広報する必要があ

る。 

○

広報においては，時機に応じた

内容で，より多くの市民への周

知及び理解に繋がるようにする

必要がある。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【民生委員・児童委員との連携】 

市からの地域住民へのお知らせ等を，

地域で福祉活動をしている民生委員・

児童委員と連携して周知するため，鈴

鹿市民生委員児童委員協議会連合会の

定例会議での情報発信に努めた。 

 

三役会，役員会，主任児童委員部会（隔

月１回）の開催の支援を行った。 

各課からの情報を集約し，会議で伝える

ことで，確実に地域住民への情報提供が

できた。 

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。 

〇

今後も継続して取組を続ける。 

評価 

○：できている 

△：もう少し 

×：できていない 
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【認知症ケアパス】 

認知症になっても、地域で安心して、

安全に暮らせることを目標に、認知症

の人やその家族が、どのような医療・

介護サービスを受けることができるの

かをまとめたリーフレットを作成し，

市の窓口に設置するほか，関係機関に

配布・設置を行っている。 

認知症になった場合の，対応について，

市民へ周知を図れたと考える。 

○

当事者やその支援者の目線で

の，ケアパス作成を考える必要

がある。 

４－２． 

福祉に関

する相談

が気軽に

できるよ

うにしま

す 

★福祉や

子育てな

どの相談

に総合的

に対応す

る窓口や

体制をつ

くります 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【各種相談業務】 

養護相談・発達相談・教育相談・女性

相談の各種相談を行っている。 

また，各相談内容に対する見識を深め

るために，各種研修に参加し，相談体

制の充実を図っている。 

加えて，関係機関との連携も重視し，

関係機関を経由しての相談も連携でき

るように各種会議などに参加してい

る。 

一つの課で子ども・家庭に関する多種の

相談に応じることができ迅速な連携に繋

がっている。 

また，他機関との連携を行うことで，相

談内容について多職種からの見識を交え

ることで，客観的かつ専門性の高い対応

ができる。 

課題としては，現在の関係機関以外との

連携を模索して，多種多様な相談に対応

できるように見直しをしていくべきであ

る。 

○

今後も継続して取組を続ける。 

専門性の高い相談内容について

対応するためにも，関連する機

関の見直しや拡充を継続的にし

ていく。 

○各種の

相談窓口

の機能を

広げます 

子 ど も

政策課 

【子育て支援センター，つどいの広場

事業】 

就学前の保護者と児童が気軽に立ち寄

れる施設として子育て支援センター事

業を２か所で，つどいの広場事業を８

か所で実施しており，保育士等が子育

て相談に応じている。 

子育て支援センターの利用者が僅かでは

あるが減少傾向にある。 

利用者を更に増加させるための事業の実

施が今後の課題である。 ○

子育ての拠点として，身近なと

ころで気軽に誰でも利用するこ

とができる施設であり，多くの

方に利用していただいている。

相談のしやすい環境を提供でき

るよう継続していく。 

障 が い

福祉課 

【障害者相談支援センター委託事業】

障害者総合相談支援センター「あい」

にて，身体・知的・精神障がい者や難

病患者の各種相談を受け付け，各種支

援につなげる窓口を設置している。 

障がい者の漠然とした悩み事が，相談員

の提案により具体的な支援につながって

いる 〇

相談の件数・内容に応じた相談

員の充実を検討する。 

健 康 づ

くり課 

【電話相談・来所相談・乳幼児健診事

業・訪問事業・母子保健事業】 

電話や来所による相談には，随時対応

する。 

健診・訪問・教室などの事業を通し，

多種多様な相談について保健師や栄養

士などが対応する。 

平成２８年度，匿名の電話相談は１３４

件だった。 

乳幼児の教室や公民館等の乳幼児学級で

希望の方に個別相談を行った。 

また，幼児健診では，結果に基づき，保

健師や栄養士の個別相談を行った。 

○

引き続き相談できる体制づくり

と周知に努めていく。 

○福祉事

業所や医

療機関・

薬局等で

の相談を

推進しま

す 

   

 

 

○地域の

相談活動

への支援

と連携を

充実しま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【民生委員・児童委員の支援】 

鈴鹿市民生委員児童委員協議会連合会

の定例会議にて，情報提供を行う。 

各種研修会の企画・運営の支援を行

う。 

三役会，役員会，主任児童委員部会（毎

月１回）の開催を補助した。 

各課からの情報を集約し，会議で伝える

ことで，情報提供ができた。 

鈴鹿市民児協連合会が開催する研修会の

運営等を支援した。 

平成２８年１２月の一斉改選で交代した

新任委員向けの研修会を開催した。 

〇

今後も継続して，支援を行う。 

新任委員向けだけでなく，必要

に応じた研修ができるよう検討

する。 

○地域包

括支援セ

ンターと

の連携を

すすめ活

動を支援

します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症初期集中支援推進事業】 

複数の専門職が，家族の訴え等により

認知症が疑われる人や認知症の人及び

その家族を訪問し，アセスメント，家

族支援などの初期の支援を包括的，集

中的に行い，自立生活のサポートを行

う認知症初期集中支援チームを配置す

る。 

認知症初期集中支援チーム 

平成28年度に鈴鹿中部圏域を対象とし

たチームを鈴鹿市社会福祉協議会に１チ

ーム設置した。 

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 

○

平成２９年度に，鈴鹿市全生活

圏域に設置する。 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

生活支援体制整備事業 

平成29年度に設置した，鈴鹿市全域を

所管する，第1層の生活支援コーディネ

ーター配置に向けて，関係機関との協議

を行った。 

〇

生活支援体制整備事業 

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

○地区市

民センタ

ーの相談

機能を高

めます 

人事課 各地区の住民が，身近な地区市民セン

ターで，各種届や証明書の受取ができ

るよう，センター職員を対象に窓口事

務研修を開催。 

平成28年度は4月に開催。 

〇

今後も継続して実施する。 
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★相談活

動や機関

の情報共

有や連携

のしくみ

を充実し

ます 

   

 

 

４－３． 

“気にな

る人”を

相談や支

援につな

ぐ取組を

充実しま

す 

★福祉的

な支援が

必要な人

と、地域

のつなが

りづくり

をすすめ

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 

△

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

○“気に

かけあ

い、相談

しあう”

活動を支

援します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【民生委員・児童委員の活動支援】 

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

業を進める。 

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

する。 

民生委員・児童委員の活動に対する市

活動費（実費弁償費）の支払いについ

て検討する。 

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。 

 

〇 今後も継続して支援を行う。 

平成２９年度から予算化された

市活動費（実費弁償費）の支払

いに必要な事務手続を行う。 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 △

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

★地域に

出向く相

談支援を

推進しま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【認知症初期集中支援推進事業】 

複数の専門職が，家族の訴え等により

認知症が疑われる人や認知症の人及び

その家族を訪問し，アセスメント，家

族支援などの初期の支援を包括的，集

中的に行い，自立生活のサポートを行

う認知症初期集中支援チームを配置す

る。 

認知症初期集中支援チーム 

平成28年度に鈴鹿中部圏域を対象とし

たチームを鈴鹿市社会福祉協議会に１チ

ーム設置した。 

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 

○

平成２９年度に，鈴鹿市全生活

圏域に設置する。 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 △

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 

○さまざ

まな事業

等を通じ

て，ニー

ズや課題

の把握を

すすめま

す 

   

 

 

★地域の

活動と連

携したニ

ーズ把握

を充実し

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【民生委員・児童委員との連携】 

民生委員・児童委員が地域で把握した

困り事等を各担当部署へ報告できるよ

う，会議や研修等に出席する等，日頃

より連携をとっている。 

関係する各担当所属が必要に応じて会議

・研修に参加したり，研修材料の段取り

等をした。 
〇

引き続き，民生委員・児童委員

と連携をとっていけるようにす

る。 

○ニーズ

把握のた

めの調査

などを推

進します 
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５． 

“しあわ

せな暮ら

し”を支

える多様

な福祉サ

ービスや

活動を充

実します 

５－１． 

多様なニ

ーズに応

えるサー

ビス等を

すすめま

す 

★新たな

ニーズや

“不安”

に、連携

して対応

するため

の協議や

協働の場

をつくり

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【鈴鹿市地域ケア会議の開催】 

高齢者が住み慣れた地域で生活しやす

い環境を実現するため，医療，介護の

多職種連携を図りながら，自治会長，

民生児童委員など地域の代表者が参加

する会議を開催し，地域課題や社会資

源を的確に把握して，地域課題への取

組を推進する。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。 

医療，介護の専門職と地域の代表者との

間で，高齢者が地域で暮らし続けるため

の地域課題を共有し，解決に向けて協議

を進めることができた。 

開催回数：推進会議１回，圏域会議11

回，戸別地域ケア会議，随時 

○

地域包括ケアシステムを推進す

る観点から，住み慣れた地域で

生活しやすい環境をつくる中心

となる，地域ケア圏域会議の取

り組みに力を入れる必要があ

る。 

★生活に

困窮して

いる人の

自立を支

援するサ

ービス等

を推進し

ます 

保護課 支援調整会議：毎月第三木曜日に，ハ

ローワーク，鈴鹿市社会福祉協議会，

長寿社会課，障がい福祉課，子ども政

策課職員を構成メンバーとし，開催。

支援調整会議を開催することで，支援決

定をするだけでなく，生活困窮者の支援

プランの協議，プラン内容の共有，評

価，検討が出来る。平成２８年度，９回

開催。２１件。生活困窮者の状況に応じ

た支援が課題である。 

○

生活困窮者の自立のために，生

活支援と組み合わせ，引き続き

ハローワークと連携して取組を

進めていく。 

○“制度

の狭間”

やライフ

ステージ

のつなが

りに対応

したサー

ビス等を

推進しま

す 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【居場所づくり事業】 

養育上の問題から不登校や社会性の欠

如に繋がっている児童への居場所づく

り，身近な相談先・教育機会の提供を

行うことで，児童の社会性の醸成及び

自尊心の向上を目指す。 

柔軟な対応体制を敷くことで，ひきこも

り児童への支援や，医療機関からの退院

後のサポートといった様々な背景の児童

の受け入れ先として活用している。 

○

現在利用中の児童について，次

の支援に繋がるように支援計画

を展開できるようにしていきた

い。 

また，交通の利便性によって利

用できない児童がでることのな

いように，今後，実施場所等の

検討も随時行っていく。 

○住まい

の確保や

改修など

を推進し

ます 

保護課 【住宅確保給付金】 

離職者であって，就労能力及び就労意

欲のある方のうち，住宅を喪失してい

る又は喪失するおそれのある方を対象

として住宅費を支給するとともに，就

労支援を実施し，住宅及び就労機会の

確保に向けた支援を行う。 

平成２８年度４月～１２月で１６件支給

決定を行い，住宅及び就労機会の確保に

向けた支援を実施した。 

制度については，原則３ヶ月間（一定の

条件により最長９ヶ月間）の支援である

が，住宅の確保のため就労が重要な要因

となるため，年齢等様々な要因により就

労に結びつきにくいケースに対する支援

が課題となる。 

〇

住宅の確保のため就労に結びつ

けることが重要であり，引き続

きハローワークと連携して取組

をすすめていく。 

住 宅 政

策課 

【住宅セーフティネット事業（あんし

賃貸住宅支援事業）】 

高齢者，障がい者及び外国人などの住

宅確保要配慮者の安定した居住の確保

を図るために，毎年，市内のショッピ

ングセンターなどで三重県居住支援連

絡会主催の民間賃貸住宅相談会を実施

している。 

住宅相談会については，今年度は，４件

（組）の相談者の来場があり，住まいに

関する困りごとの相談や，あんしん賃貸

住宅協力店による物件紹介が行われた。

近年は，来場者数が減少してきているの

で，会場の選定や周知の方法などが課題

となっている。 

○

住宅相談会は，福祉的な性質も

持ち合わせているため，単純に

来場者を増やせばよいというも

のでもないが，より多くの方の

支援ができるよう内容を検討し

ていきたい。 

○サービ

ス等の提

供体制や

施設など

の計画的

な整備を

推進しま

す 

子 ど も

政策課 

【子ども・子育て支援事業計画】 

平成２７年度から３１年度の５か年を

計画期間とした鈴鹿市の保育や地域の

子ども・子育て支援を総合的に推進し

ていく計画で，計画の進行管理，施策

の実施状況の点検及び計画の見直し等

については鈴鹿市子ども・子育て会議

で意見を聞きながら行っていく。 

定期的に鈴鹿市子ども・子育て会議を開

催し，委員に意見を聞くなどして計画の

進捗管理を実施している。 

○

５か年の中間年度になることか

ら，計画の見直し作業を実施す

る。 

長 寿 社

会課 

【老人保健福祉施設整備事業】 

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，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。 

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。平成２８

年度には介護老人福祉施設１００床の整

備を行った。 
〇

施設整備は重要な事業であり， 

需要と供給にあったバランスの

よい進行管理が必要である。引

き続き，圏域内での状況把握に

努め広域連合と密に連携し，必

要な整備を行っていく。 

○地域・

団体・事

業者等と

連携した

サービス

等の提供

体制を充

実します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議体を

設置し，地域の高齢者が抱える様々な

日常生活を行う上での困りごとを支援

する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支

援コーディネーター配置に向けて，関係

機関との協議を行った。 

〇

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体の

設置を推進していく。 
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○必要性

に応じた

適切な利

用を推進

します 

   

 

 

★先駆的

な活動を

サービス

や施策に

つなぐ取

組を推進

します 

長 寿 社

会課 

【老人福祉施設整備事業】 

国や県が実施する老人福祉施設の整備

等に関する先駆的な取組に対する補助

等の周知や募集・助言等を行う。 

その時々に示される先駆的な取組に対す

る補助等に関して，事業所のやる気を最

大限に活かして，地域福祉の向上に資す

るよう，周知・助言・調整を行ってい

る。平成２８年度には，介護ロボット等

導入支援事業特例交付金を利用し，５法

人に支援を行った。課題としては，急遽

実施されることが多く，職員の支援体制

の調整に苦慮している。 

〇

地域福祉の向上及び事業所のや

る気を活かすという目的の達成

のために，職員間でのノウハウ

を積み上げるとともに，県と連

携し，情報収集に努めるなどし

て，柔軟な支援体制の構築に取

り組む。 

障 が い

福祉課 

【自立訓練用装具着用訓練費助成事

業】 

自立訓練用ロボットスーツＨＡＬの訓

練費を一部負担することで，障がい者

の自立を支援する。 

ロボットスーツを使用して訓練を行って

もらうことで，障がいの軽減につながっ

た 〇

対象者に対して利用申請数が少

ないため，広報に力を入れる 

★地域福

祉の視点

で、

「公」と

「民」が

連携した

利用しや

すいサー

ビス提供

を推進し

ます 

   

 

 

５－２． 

サービス

や活動の

質を高め

ます 

○サービ

ス等のガ

イドライ

ンづくり

を推進し

ます 

   

 

 

○サービ

ス等の評

価と改善

を推進し

ます 

障 が い

福祉課 

【指定管理のモニタリング】 

指定管理施設であるベルホーム，療育

センターについて定期的にモニタリン

グを行っている。 

定期的なモニタリングを行うことで，サ

ービスが適切に行われているかを判断す

ることが出来る。 ○

モニタリングが形式的なものに

ならないよう。報告書や点検シ

ートの項目等が実効性のあるも

のか検討していく必要がある。 

○意見や

苦情を活

かす取組

を推進し

ます 

   

 

 

○福祉サ

ービスや

活動の担

い手への

研修や専

門的な指

導を充実

します 

   

 

 

 ６－１． 

偏見や差

別のない

まちづく

りをすす

めます 

○人権や

さまざま

な権利に

ついての

啓発や学

習を充実

します 

人 権 政

策課 

【じんけんフェスタinすずか】 

市の関係各課や鈴鹿市人権擁護委員会

などと連携し，鈴鹿市と鈴鹿市教育委

員会がじんけんフェスタinすずかを主

催する。 

平成２８年度は，２日間の日程で,主

に講演会，映画上映，大道芸，親子向

けイベント，パネル展示などを行っ

た。 

人権意識の高揚 

じんけんフェスタinすずかの参加者 

２，０３９人 

年齢が若い市民の参加が少ない。 

○

人権意識の高揚のため，引き続

き，じんけんフェスタinすずか

を開催する。 

【人権尊重まちづくり講演会】 

人権尊重まちづくり講演会を地区市民

センター，公民館，人権尊重まちづく

り推進会議などと共催する。 

平成２８年度の講演会は，命の大切

さ，認知症などをテーマに行う。 

人権意識の高揚。 

１3カ所実施，６８３人の参加。 

時代の変化による新たな人権課題を含め

た啓発を推進する必要がある。 
○

人権意識の高揚のため，引き続

き，１３ヶ所で人権尊重まちづ

くり講演会を実施する。 
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○性別、

年齢、国

籍、障が

いや疾病

の有無な

どを超え

た共生の

まちづく

りを推進

します 

男 女 共

同 参 画

課 

【男女共同参画基本計画推進事業】 

あらゆる分野から男女共同参画に関す

る「気づき」を見つけるための基礎講

座，セミナー 

男女共同参画に関する街頭啓発，アン

ケート 

職員研修（男女共同参画推進員，管理

職研修） 

参加対象を絞った講座等を実施し，集客

につなげている。 

街頭啓発など男女共同参画について広く

市民に周知できる。 

職員研修することで，市の施策に男女共

同参画の視点を反映できる。 
○

参加者の拡大のため，効果的な

条件を絞って開催する。 

市民ニーズを捉えた事業を行

う。 

他課との協働事業を行う。 

○差別な

どを解消

するため

の取組を

推進しま

す 

人 権 政

策課 

【じんけんフェスタinすずか】 

市の関係各課や鈴鹿市人権擁護委員会

などと連携し，鈴鹿市と鈴鹿市教育委

員会がじんけんフェスタinすずかを主

催する。 

平成２８年度は，２日間の日程で,主

に講演会，映画上映，大道芸，親子向

けイベント，パネル展示などを行っ

た。 

人権意識の高揚 

じんけんフェスタinすずかの参加者 

２，０３９人 

年齢が若い市民の参加が少ない。 

○

人権意識の高揚のため，引き続

き，じんけんフェスタinすずか

を開催する。 

【人権尊重まちづくり講演会】 

人権尊重まちづくり講演会を地区市民

センター，公民館，人権尊重まちづく

り推進会議などと共催する。 

平成２８年度の講演会は，命の大切

さ，認知症などをテーマに行う。 

人権意識の高揚。 

１3カ所実施，６８３人の参加。 

時代の変化による新たな人権課題を含め

た啓発を推進する必要がある。 
〇

人権意識の高揚のため，引き続

き，１３ヶ所で人権尊重まちづ

くり講演会を実施する。 

障 が い

福祉課 

【障害者差別解消法に向けた取組】 

２ヶ月に１度のペースで，「考えよう

障害者差別解消法」と題し，様々な障

がいに対する偏見や差別の解消に向け

た啓発文を掲載。 

また，職員対応要領を策定し，差別解

消に向けた職員研修を実施。 

広報は広く市民の方に読んでもらい一定

の効果が期待できる。 

職員への啓発研修は，平成２９年１月に

実施され，職員全体への浸透が今後期待

される。 

〇

啓発研修を一過性のものにせず,

継続して取り組んでいく必要が

ある。 

市 民 対

話課 

【多文化共生推進事業】 

日本人市民及び外国人市民の多文化共

生に関する意識醸成を図るため，国際

平和サロンや公民館出前講座などを実

施。また，まちづくり協議会が実施す

る取組みにも参画。 

外国人市民の人口分布に偏りがあり，外

国人市民が多く住む地域とそうでない地

域を比較すると，必然的に多文化共生に

対する意識に開きが見られるため，啓発

手法を検討しながら，市域全体としての

取組みを進める必要がある。 

△

効果的な啓発手法を検討しなが

ら，あらゆる機会や媒体を通

じ，継続的な啓発を実施する。 

６－２． 

虐待や権

利侵害の

予防と適

切な対応

を推進し

ます 

○権利擁

護に関す

る相談窓

口を充実

します 

男 女 共

同 参 画

課 

【女性のための相談事業】 

女性相談員による電話相談，面接相談

を実施する 

女性をエンパワメントするとともに，

社会が抱える課題を把握する 

相談員のスキルアップのための研修会

を実施 

相談員が女性であり，相談者と同じ立場

で課題解決によりそうことができる。 

多様化する相談内容への対応 

庁内の関係部署による連携会議を実施

し，情報共有を図った。 

相談員の人材確保 

○

多様化する相談内容への対応や

増加傾向にある心の不調への対

応など，相談員のスキルアップ

を図る 

関係部署との情報共有，連携 

長 寿 社

会課 

【虐待防止事業】 

窓口や電話等でいただいた虐待や権利

侵害に関する案件について各種機関と

連携し，解決に取り組みます。 

包括支援センターや社会福祉協議会等と

連携し，課題の解決に取り組んでいます

が，高齢者の増加による案件自体の増加

及び地域や親族の疎遠化等により，複雑

化した案件が増加しており，対応体制の

強化が求められています。 

〇

様々な事例を検証することによ

り，迅速かつ適切な対応に努め

るとともに，人員体制の強化及

び関係機関との適切な役割分担

に取り組んでいく。 

障 が い

福祉課 

【虐待防止事業】 

障害者総合相談支援センター「あい」

や他の関係機関と連携を行い，障がい

者に対する虐待の早期発見，対応を目

指す。 

他の関係機関と連携をとることで，虐待

に対する早期解決を実現することができ

る 〇

ネットワークの強化 

○子育て

や介護の

負担が虐

待等につ

ながらな

いように

支援を充

実します 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【子育て短期支援事業】 

保護者の傷病や仕事などの理由で，家

庭での児童の養育が困難になった場

合，児童養護施設などで一時的に児童

を預かる。 

年々利用数は増加している。レスパイト

ケアを理由とした利用が多いことから，

育児負担軽減に寄与していると考えら

れ，児童虐待の未然防止の一翼を担って

いると考えられる。 

○

今後は，広く周知を行い，制度

に繋がらない希望者を出さない

ように，より多くの市民に周知

を行うことが必要と思われる。 

障 が い

福祉課 

【虐待防止事業】 

障害者総合相談支援センター「あい」

や他の関係機関と連携を行い，障がい

者に対する虐待の相談窓口を充実させ

る 

他の関係機関と連携をとることで，虐待

に対する早期解決を実現することができ

る 〇

ネットワークの強化 

健 康 づ

くり課 

【母子保健事業】 

 妊娠，出産，子育てのあらゆる機会

を通じて，支援を必要とする家庭を早

期に把握し，関係機関と連携を図りな

がら，家庭訪問等を行い，子育て支援

を行う。 

 

関係機関と連携を図り，早期に支援を行

うことで，子育ての孤立化を防ぎ，虐待

予防につながった。 

○

引き続き事業を実施し，必要な

子育て支援につなげ，虐待を予

防する。 
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○虐待や

権利侵害

を発見し

た際の通

報の呼び

かけを充

実します 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【児童虐待・ＤＶ防止広報・啓発活動

事業】 

街頭啓発やショッピングセンターでの

啓発，広報，ラジオ広報や掲示などを

行い，通告先・相談先の周知やＤＶ・

児童虐待を許さない意識作りの働きか

けを行っている。 

また，当課の相談概要を記載したリー

フレットを作成し，関係機関に配布・

設置を行っている。 

取組を行なうことにより，児童虐待を発

見したときの通告先やＤＶの相談窓口の

周知をより多くの市民に知らせることが

でき，案件の早期発見に繋がる。 

しかしながら，児童虐待・ＤＶについて

は家庭内で起こることが主であるため，

周りの住民が気づくことが重要であるた

め，意識を高めるために継続的に行う必

要がある。特にＤＶについては，被害者

自身では，被害に気づかないこともおお

いため，多くの機会で広報する必要があ

る。 

○

広報においては，時機に応じた

内容で，より多くの市民への周

知及び理解に繋がるようにする

必要がある。 

長 寿 社

会課 

【虐待防止事業】 

虐待や権利侵害に関する案件につい

て，窓口や電話等でいち早く通報でき

る体制を構築します。 

民生委員や包括支援センター等と連携

し，すばやく情報が入る体制を構築し，

必要な機関につなげ課題の解決に当たっ

ています。平成２８年度には，三重県高

齢者・障がい者虐待防止チームと委託契

約を締結し，研修を行うなど，虐待防止

体制の連携強化を図った。ただし，独居

高齢者の増加等により，地域において人

と人とのつながりが希薄化しており，必

要な情報の収集に苦慮しています。 

〇

様々な事例を検証することによ

り，迅速かつ適切な対応に努め

るとともに，関係機関とのより

強固な連携体制の構築に取り組

んでいく。 

○さまざ

まな状況

に迅速・

的確に対

応できる

体制を充

実します 

人 権 政

策課 

【人権相談】 

市民から人権相談を受けた場合は，津

地方法務局人権擁護課を案内する。 

人権侵犯事件の相談・救済に関する相談

窓口を案内し，救済手続につなげる。 
○

人権救済手続きにつなげるた

め，引き続き，市民から人権相

談を受けた場合は，津地方法務

局人権擁護課を案内する。 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策地域

協議会】 

鈴鹿市医師会を始めとした関係機関で

構成された，鈴鹿市要保護児童等・Ｄ

Ｖ対策地域協議会を設置し，代表者会

議・実務者会議・個別支援会議を行っ

ており，関係機関との連携を強化して

いる。 

協議会の設置により，関係機関の情報共

有が容易になり，対応も柔軟かつ迅速に

なっている。 

○

今後の支援現場の状況により，

構成員の選出について柔軟な対

応が必要と思われる。 

６－３． 

日常生活

での権利

擁護を支

援します 

○日常的

な支援や

後見活動

の体制を

充実しま

す 

長 寿 社

会課 

【成年後見人制度利用支援】 

虐待や権利侵害に関する案件も含め，

後見活動の必要性を判断し支援を行い

ます。 

案件の内容を精査し，任意後見で対応で

きるもの，市長後見が必要なもの等を判

断し，対応を行っている。申立に係る迅

速な対応を促進するため，平成２８年度

には三重県行政書士会と成年後見制度利

用支援事業に係る親族調査等業務契約を

締結した。ただし市長後見を行う上で

は，大変な労力がかかり，今後の案件増

加が予想される中では，対応に苦慮して

います。 

〇

様々な事例を検証することによ

り，必要な場面での市長後見に

ついては，迅速かつ適切な対応

に努めていく。さらに安心した

老後の暮らしを構築するため

に，エンディングノートの作成

など，各自が事前に取組を進め

るような啓発を行っていく。 

○保証人

問題など

の多様な

課題への

取り組み

をすすめ

ます 
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第２期鈴鹿市地域福祉計画実施状況 
 

基本目標３ 地域のみんなで“つくる・支える”【地域福祉をすすめるしくみや環境づくり】 

取組の柱 取組項目 市の取組 

（ ★ は 先

導 的 に 取

り 組 む 事

項） 

関係 

所属名

28年度取組内容 28年度成果，課題 28

年

度

評

価

29年度目標 

７． 

地域福祉

をみんな

ですすめ

るしくみ

をつくり

ます 

７－１． 

分野や立

場を超え

て推進す

るしくみ

をつくり

ます 

★分野を

横断し、

市民・団

体・事業

者・市な

どが立場

を超えて

地域福祉

をすすめ

るための

協議の場

をつくり

ます 

子 ど も

家 庭 支

援課 

【鈴鹿市要保護児童等・ＤＶ対策

地域協議会】 

鈴鹿市医師会を始めとした関係機

関で構成された，鈴鹿市要保護児

童等・ＤＶ対策地域協議会を設置

し，代表者会議・実務者会議・個

別支援会議を行っており，関係機

関との連携を強化している。 

開催回数 

 

代表者会議 2回 

実務者会議 3回 

個別支援会議 随時 
○

今後の支援現場の状況によ

り，構成員の選出について柔

軟な対応が必要と思われる。 

健 康 福

祉 政 策

課 

【在宅医療・介護連携事業】 

鈴鹿市医師会が中心となり，医

療，介護の連携を目指して設置し

た「鈴鹿市地域包括在宅医療ケア

システム運営会議」を運営してい

る。年3回程度の会議を通し，医

療，介護の連携ツール作成，顔の

見える関係づくりや地域課題の検

討を行っている。 

運営委員会３回，勉強会３回，研究会を３

回開催。 

 

○

運営委員会３回，勉強会３

回，研究会３回の開催。 

 

【鈴鹿市地域ケア会議の開催】 

高齢者が住み慣れた地域で生活し

やすい環境を実現するため，医

療，介護の多職種連携を図りなが

ら，自治会長，民生児童委員など

地域の代表者が参加する会議を開

催し，地域課題や社会資源を的確

に把握して，地域課題への取組を

推進する。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。 

開催回数：推進会議１回，圏域会議11回，

戸別地域ケア会議，随時 

○

地域包括ケアシステムを推進

する観点から，住み慣れた地

域で生活しやすい環境をつく

る中心となる，地域ケア圏域

会議の取り組みに力を入れる

必要がある。 

★分野や

地域エリ

アをふま

えた重層

的なネッ

トワーク

づくりを

推進つく

ります 

地 域 協

働課 

【地域づくり協議会の設立支援】 

 自主自立した地域づくりを推進

するため，地域内の各団体が参加

した地域づくり協議会の設立を支

援する。 

 平成２８年度から地域づくり支援職員制

度の運用を開始し，協議会の設立に向けて

の支援を行い，新たに６地域で準備委員会

が発足し，これまでに２１地域で活動を開

始した。 

 地域づくり協議会について未設立の地域

も含め，今後も引き続き理解を求めていく

必要がある。 

△

 住民に対して，地域づくり

協議会の必要性を周知し，全

地区での地域づくり協議会の

設立を推進する。 

★あらゆ

る主体の

連携と協

力による

「地域包

括ケアシ

ステム」

を推進し

ます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【在宅医療・介護連携事業】 

鈴鹿市医師会が中心となり，医

療，介護の連携を目指して設置し

た「鈴鹿市地域包括在宅医療ケア

システム運営会議」を運営してい

る。年3回程度の会議を通し，医

療，介護の連携ツール作成，顔の

見える関係づくりや地域課題の検

討を行っている。 

運営委員会３回，勉強会３回，研究会を３

回開催。 

○

運営委員会３回，勉強会３

回，研究会３回の開催。 

【鈴鹿市地域ケア会議の開催】 

高齢者が住み慣れた地域で生活し

やすい環境を実現するため，医

療，介護の多職種連携を図りなが

ら，自治会長，民生児童委員など

地域の代表者が参加する会議を開

催し，地域課題や社会資源を的確

に把握して，地域課題への取組を

推進する。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。 

 

開催回数：推進会議１回，圏域会議11回，

戸別地域ケア会議，随時 

 

○

地域包括ケアシステムを推進

する観点から，住み慣れた地

域で生活しやすい環境をつく

る中心となる，地域ケア圏域

会議の取り組みに力を入れる

必要がある。 

評価 

○：できている 

△：もう少し 

×：できていない 
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【認知症初期集中支援推進事業】 

複数の専門職が，家族の訴え等に

より認知症が疑われる人や認知症

の人及びその家族を訪問し，アセ

スメント，家族支援などの初期の

支援を包括的，集中的に行い，自

立生活のサポートを行う認知症初

期集中支援チームを配置する。 

平成28年度に鈴鹿中部圏域を対象としたチ

ームを鈴鹿市社会福祉協議会に１チーム設

置した。 

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 

○

鈴鹿市全日常生活圏域へのチ

ーム設置。 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議

体を設置し，地域の高齢者が抱え

る様々な日常生活を行う上での困

りごとを支援する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支援コ

ーディネーター配置に向けて，関係機関と

の協議を行った。 ○

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体

の設置を推進していく。 

★協働を

すすめる

“つなぎ

役”の機

能を充実

します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【在宅医療・介護連携事業】 

鈴鹿市医師会が中心となり，医

療，介護の連携を目指して設置し

た「鈴鹿市地域包括在宅医療ケア

システム運営会議」を運営してい

る。年3回程度の会議を通し，医

療，介護の連携ツール作成，顔の

見える関係づくりや地域課題の検

討を行っている。 

運営委員会３回，勉強会３回，研究会を３

回開催。 

○

運営委員会３回，勉強会３

回，研究会３回の開催。 

【鈴鹿市地域ケア会議の開催】 

高齢者が住み慣れた地域で生活し

やすい環境を実現するため，医

療，介護の多職種連携を図りなが

ら，自治会長，民生児童委員など

地域の代表者が参加する会議を開

催し，地域課題や社会資源を的確

に把握して，地域課題への取組を

推進する。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。 

開催回数：推進会議１回，圏域会議11回，

戸別地域ケア会議，随時 

○

地域包括ケアシステムを推進

する観点から，住み慣れた地

域で生活しやすい環境をつく

る中心となる，地域ケア圏域

会議の取り組みに力を入れる

必要がある。 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議

体を設置し，地域の高齢者が抱え

る様々な日常生活を行う上での困

りごとを支援する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支援コ

ーディネーター配置に向けて，関係機関と

の協議を行った。 ○

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体

の設置を推進していく。 

★協働し

て取り組

むうえで

情報共有

を推進し

ます 

長 寿 社

会課 

【災害時要援護者台帳による高齢

者の見守り】 

民生委員・児童委員と市内の各地

域包括支援センターが，災害時要

援護者台帳により，連携して高齢

者の見守りをする。 

民生委員・児童委員と市内の各地域包括支

援センターが，同じ災害時要援護者台帳を

持つことにより，何か異変があった時に，

連携してすばやく適切な対応をすることが

できている。 

〇

災害時要援護者台帳につい

て，守秘義務の意識向上を強

化していく。 

★地域福

祉を推進

する専門

機関とし

ての社会

福祉協議

会や民生

委員・児

童委員協

議会等へ

の支援を

充実しま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【団体等運営支援】 

各団体への会議の出席，イベント

等の共催，運営費の補助等を行

う。 

鈴鹿市社会福祉協議会へ人件費や光熱水

費，修繕費等の運営費に対して補助金を支

給し，理事会，評議委員会へ参加した。 

民児協連合会及び民児協へ会議費や研修会

費の運営費に対して補助金を支給し，会議

や部会，研修会で使用する資料の作成や案

内等，会議や研修会の開催を補佐した。 

民児協連合会等の活動が自主的に行なわ

れ，市と連携して地域福祉の推進を行なっ

ていけるよう補佐していくのが望ましい。 

〇

補助金の適正な支給のための

点検等を行う。 

市との連携を強化できるよう

民児協連合会等の運営が自主

的に行われるよう補佐を行っ

ていく。 

★市の関

係部局の

連携をい

っそう推

進します 

健 康 福

祉 政 策

課 

【地域福祉計画推進部会の開催】 

地域福祉計画の推進のため，推進

部会を開催し，関係部局の連携を

図る。 

推進部会会議を開催し，関係部局での情報

共有を図るなど，地域福祉計画を効果的に

推進する。 △

推進部会会議を継続して開催

する。 

★地域福

祉計画と

連動した

計画づく

りを推進

します 

健康福

祉政策

課 

【福祉関連計画策定への参加】 

地域福祉計画との整合性を図るた

め，各種福祉関連計画の策定に積

極的に関与する。 

地域福祉計画との整合性を図り，また，各

種計画の取組を連動させて効果的にすすめ

るため，各個別計画の策定に参加する。 

×

地域福祉計画に関連する各種

計画の策定に参加する。 
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★各計画

の「ＰＤ

ＣＡサイ

クル」を

関連づけ

て、効果

的に推進

します 

健康福

祉政策

課 

地域福祉計画を推進するための庁

内部会である鈴鹿市地域福祉計画

推進部会を開催し各事業の点検・

進捗・評価を行なっていくことを

確認する。 

鈴鹿市地域福祉計画推進部会を開催し，第

２期鈴鹿市地域福祉計画の概要と，点検・

進捗・評価をしていくことを共通の認識と

して確認した。 
△

前年度の各事業について取組

みの点検・進捗・評価を行な

う。 

８． 

みんなが

ふれあ

い、支え

あうコミ

ュニティ

づくりを

すすめま

す 

８－１． 

ふれあ

い、支え

あうつな

がりをつ

くります 

○さまざ

まな人が

気軽に参

加し、ふ

れあう機

会を増や

します 

健康福

祉政策

課 

【心身機能の向上や集いの場とし

て「介護予防教室」への参加促

進】 

介護予防事業一次予防事業である

介護予防教室の開催 

介護予防事業一次予防事業 開催５８７カ

所，参加人数１２，１５３人（平成２８年

１２月現在） 

鈴鹿いきいきボランティア 登録者９６人

受け入施設３５カ所（平成２８年１２月現

在） 

 

○

介護予防事業一次予防事業

は，平成２９年４月から「新

しい総合事業」に移行するも

ので，地域の集いの場とし

て，住民が参加しやすい内容

のものを考える必要がある。 

鈴鹿いきいきボランティア制

度は，市民への周知をさらに

図ることが課題である。 

【介護予防普及啓発事業】 

地域で開催される，住民主体のサ

ロン等への活動を支援する 

平成29年4月から新しい総合事業の中で実

施するため，制度化し，関係機関との協議

を行った。 

○

身近に参加できる環境を整え

るために，サロンの継続的な

実施を支援する必要がある。 

長寿社

会課 

【老人クラブ事業】 

老人クラブ連合会，単位老人クラ

ブの活動を通じ，生きがいづくり

や健康づくり等の支援を行う。 

平成28年度においては，鈴鹿市老人クラ
ブ連合会の所属する１４５単位老人クラブ
及び事務局へ高齢者地域福祉推進事業費補
助金及び市単独補助を行っている。 

高齢者地域福祉推進事業に基づき，健康に

関する知識等の普及と啓発研修・学習会や

高齢者の孤立を防ぐ友愛活動を実施してい

る。１０クラブが重点配分事業として，地

域の子ども達とのつながり等の事業を展開

している。 

〇

高齢者地域福祉推進事業費補
助金及び市単独補助を活用し
，事業を継続していく。 

現在，市全体で後継者不足に

よる，単位老人クラブの減少

が続いているため，会員数の

増加，新規単位老人クラブの

設立について検討が必要であ

る。 

○身近な

ところ

で、気軽

に集える

場を増や

します 

地域協

働課 

【公民館及びふれあいセンターの

管理・運営】 

 公民館及びふれあいセンターの

管理・運営を各地区の運営委員会

に委託し，講座等の実施や自主サ

ークル活動など，地域住民に学習

活動の場所を提供する。 

運営委員会に委託し，各地域において，

地域の実情に合わせた講座等を実施，サー

クル活動による趣味・教養など地域住民の

生涯学習の拠点としての役割を果たしてい

る。 

 今後は，地域が抱える課題について考

え，活動し，地域に還元してもらうような

仕組みが必要である。 

○

 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利用

者増加に努める。 

【コミュニティセンターの管理・

運営】 

 コミュニティセンター４カ所を

設置し，地域で組織する運営委員

会を指定管理者として指定し，地

域コミュニティ形成のため，各種

事業の実施や地域の会合等に利用

している。 

地域で組織する運営委員会を指定管理者と

して指定することにより，地域コミュニテ

ィの形成に寄与している。 

○

 引き続き，地域コミュニテ

ィの形成のため，各コミュニ

ティセンター管理者と連携を

図る。 

○参加し

にくい人

への呼び

かけや支

援をすす

めます 

   

 

 

○さまざ

まなつな

がりづく

りを推進

します 

健康福

祉政策

課 

地域の見守りに関して，地域と密

着して活動している事業者と連携

して進める。 

「市民にやさしいまちづくりの取組みに関

する協定」（第三銀行）を継続。 

市内業者と市の見守りに関する協定を検

討。 

〇

市内業者と市の見守りに関す

る協定の締結を検討。 

８－２． 

身近な地

域での福

祉活動を

すすめま

す 

★“ちょ

っとした

困りご

と”を支

えあう活

動をすす

めます 

子ども

政策課

【ファミリーサポートセンター事

業】 

育児の支援を受けたい人（依頼会

員）と，支援を行いたい人（提供

会員）による会員相互の支援組織

で，保育所までの送迎や，保育所

閉所後の一時的な預かりなど，育

児についての助け合いを行う相互

ボランティア事業。 

総会員数は1,000件を超えており，年間の

活動実績も約3,700件になる。 

提供会員の確保が課題になっている。 

○

制度の周知を図るとともに，

提供会員の確保に努める。 

健康福

祉政策

課 

【生活支援コーディネーターの配

置・協議体の設置】 

生活支援コーディネーターを配置

し，生活支援体制を構築する。 

鈴鹿市社会福祉協議会へ鈴鹿市全域を対象

とする生活支援コーディネーターの配置を

検討する 

〇

平成２９年度に鈴鹿市全域を

対象とした生活支援コーディ

ネーターを１名配置し，平成

３０年度には鈴鹿市４生活圏

域を対象とした生活支援コー

ディネーターを配置する。 
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★だれも

が“でき

ること・

したいこ

と”で参

加できる

ように呼

びかけま

す 

健 康 福

祉 政 策

課 

【鈴鹿いきいきボランティア制

度】 

介護予防の一環として元気な高齢

者に介護保険事業所におけるボラ

ンティア活動を推進するため，ボ

ランティアの実績に応じたポイン

トを付与する制度を実施する。 

登録者数96名，協力事業者数38ヶ所。 

 

△

市民への周知を図り，登録者

数を拡大する。 

★地区社

会福祉協

議会の活

動を、地

域づくり

協議会や

学校等と

も協力し

て充実し

ます 

教育指

導課 

【鈴鹿市ワークキャンプ】 

 福祉協力校の児童・生徒が，地

域に生きる高齢世代の方や，さま

ざまな障がいを持った方とふれ合

うことで，「思いやりの心」や「共

に生きる」ことの尊さに気づく。 

 鈴鹿市福祉施設連絡協議会，鈴鹿市社会

福祉協議会主催のもと，夏季休業中に小学

校で１日間，中学校で２～４日間の勤労・

作業体験を行う。 

 また，事後学習として，体験をもとに壁

新聞作成・発表会を行う。 ○

 福祉協力校である市内小学

校３０校，中学校１０校の参

加を今後も続けていく。 

９． 

だれもが

暮らしや

すいユニ

バーサル

デザイン

のまちづ

くりをす

すめます 

９－１． 

“心のバ

リアフリ

ー”を推

進します 

○だれも

が利用し

やすい環

境づくり

への理解

を推進し

ます 

障がい

福祉課

【障害者差別解消法への取組】 

障がい者に対する合理的配慮につ

いて，広報での啓発や市職員に向

けた研修を行う 

合理的配慮の具体例を示し，わかりやすく

説明ができた 

〇

合理的配慮は，民間事業者に

は努力義務にすぎないため，

今後も積極的な啓発が必要 

○マナー

や思いや

りを高め

るように

呼びかけ

ます 

   

 

 

９－２． 

だれもが

快適で安

全に移動

できるま

ちをつく

ります 

○道路や

公園、公

共施設な

どでの整

備を計画

的に推進

します 

   

 

 

○民間施

設等での

整備を促

進します 

障がい

福祉課

【三重県ユニバーサルデザインの

まちづくり推進条例による事前申

請受付】 

民間の開発事業の協議において，

事前申請をするよう呼びかける。 

建築物等でのユニバーサルデザイン化につ

いて民間事業者に理解を得られつつある。 

△

今後もユニバーサルデザイン

化の推進を呼びかけていく。 

○日常生

活や社会

参加のた

めの移動

を支援す

るサービ

スや公共

交通を充

実します 

都市計

画課 

【鈴鹿市コミュニティバス事業】 

 既存車輌の老朽化に伴い，車両

入替えを行う。高齢者や障害者に

も利用し易い車輌の導入を検討す

る。 

新型車輌としてユニバーサルデザインで

あり，低床フルフラットフロアのノンステ

ップバスを4台導入した。 ○

C-BUS利用者が減少してい

ることから，新型車輌の周知

を図り，高齢者や障害者を含

む市民の利用拡大に努める。 

【伊勢若松駅バリアフリー化整備

事業】 

 駅施設等のバリアフリー化を行

うことにより，高齢者や障害者の

乗降時の移動の円滑化を図る。 

伊勢若松駅構内へのバリアフリー化工事

を実施。跨線橋の新設，エレベーター，多

機能トイレ，手すり等の整備を行い，バリ

アフリー化工事が平成28年度完成した。こ

れにより，高齢者や障害者の乗降時の移動

の円滑化を図ることが可能となった。 

○

平成29年度は近鉄鈴鹿市駅

構内のバリアフリー化を図

る。駅構内のホームスロープ

改修，ホーム内方線，誘導ブ

ロック整備等を実施し，高齢

者や障害者の移動の円滑化を

図る。 

障がい

福祉課

【福祉タクシー事業】 

重度障がい者にタクシー乗車券を

交付する。 

移動手段が限られている重度障がい者の社

会参加を促進することができる 

〇

社会福祉事業進行基金による

充当事業のため，今後の基金

残高の減少に備えるべく，事

業の継続性を高める努力を行

いたい。 

○生活に

必要なサ

ービスが

身近なと

ころで充

足できる

まちづく

りをすす

めます 

健 康 福

祉 政 策

課 

【生活支援体制整備事業】 

生活支援コーディネーターと協議

体を設置し，地域の高齢者が抱え

る様々な日常生活を行う上での困

りごとを支援する仕組をつくる。 

鈴鹿市全域を所管する，第1層の生活支援コ

ーディネーター配置に向けて，関係機関と

の協議を行った。 

〇

第1層から第3層までの生活支

援コーディネーターと協議体

の設置を推進していく。 
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10． 

だれもが

安全・安

心に暮ら

せるまち

づくりを

すすめま

す 

10－

１． 

安全・安

心への理

解と意識

を高めま

す 

○防犯、

交通安

全、防災

などの啓

発や学習

を推進し

ます 

防災危

機管理

課 

【防災啓発推進事業】 

自治会及び自主防災組織，防災ボ

ランティアグループなど地域の団

体からの要望やこれらが主体とな

り実施する防災訓練に対して，講

話などの協力を行います。 

平成２８年度は，１９０件を超える啓発な

どの依頼があり，「自らの身は自ら守る，地

域で助け合うことが必要」との理解と意識

が高まっている。 

しかしながら，参加者は，高齢者や特定の

自治会が多く，それ以外の年齢層や自治会

などへの取組が必要とされる。 

○

現在，ホームページ，電話，

地区市民センターを通じ，訓

練や啓発の受付を行ってい

る。 

今後は，家族や地域で助け合

って，訓練や迅速な防災活動

が地域自ら行える環境づくり

をすすめる。 

交通防

犯課 

【交通安全教室】 

幼稚園，保育所・園，小中学校の

児童・生徒を対象に，定期的に交

通安全教室を実施し，対象者に合

わせたプログラムの教室を行って

いる。また，高齢者を対象とした

交通安全教室を実施している。 

交通安全教室開催 

平成２８実績 

幼稚園２１回１１７３人 

保育所４０回２，４７０人 

小学校３２回８，８０５人 

中学校１３回２，９５３人 

高齢者向け２５回２，２１４人 

なお，高齢者については，老人会等に参加

の方のみとなっており，その他団体等に参

加されていない方への指導ができない点に

苦慮している。 

○

高齢者が関係する交通事故が

増加する傾向があるので，民

生委員・児童委員，ヘルパー

や地元自治会や公民館活動等

の協力を得て，交通安全の啓

発に努めていきたい。 

【防犯キャンペーン】 

鈴鹿地区防犯協会が，各地区の団

体及び企業と連携して実施してい

る。 

振込詐欺防止活動，自転車盗難防止運動，

防犯研修会等を定期的に開催している。 
○

鈴鹿警察を主に防犯協会の防

犯委員が協力し地域で活動し

ており，今後も地域で地道な

活動をお願いしていきたい。 

消防課 【自治会消防訓練】 

大きな災害に備え，安全なまちづ

くりを進めるため，家庭内の備え

をはじめとした「自助」に加え，

となり近所の助け合いなどの「共

助」の必要性を啓発する。 

毎年，１００回近くの消防訓練が行われ，

延べ７，０００人の市民の方に参加してい

ただいており，地域の実情にあった訓練を

実施し，防災危機管理の連携強化を図るこ

とができている。 

しかし，年１回の単発的な訓練をする自治

会が多く，いざというときに互いに協力し

合える体制づくりとしては不十分であり，

訓練回数を増やす等の対策が必要である。 

○

消防訓練の場において，日ご

ろからのつながりづくりとし

て重要である定期的な訓練実

施を促す。 

また，自治会が苦慮している

訓練のバリエーションを増や

す方法として，救急法等の案

内を行い，訓練回数の増加に

つなげる。 

○弱い立

場に置か

れがちな

人への理

解を広げ

ます 

防災危

機管理

課 

【災害時要援護者宅家具転倒防止

対策事業】 

一人暮らしの高齢者や高齢者のみ

の住宅，障がいのある方を含む世

帯などの災害時用援護者宅にて家

具の転倒防止対策を無料で行う。 

平成２８年度は，２４０件以上の設置依頼

があり，地震の際の家具倒壊による怪我な

どを防ぐことを理解していただいている。 

なお，ホームページや広報に掲載するな

か，依頼件数の増加に向けての予算措置が

必要である。 

○

現在は，個人負担を伴わない

事業である。 

今後，高齢者や障がいのある

方を含む世帯に広く周知を図

り，安全・安心への意識と行

動喚起を図る。 

10－

２． 

弱い立場

におかれ

がちな人

を、犯罪

や事故な

どからま

もります 

○地域で

の点検活

動と改善

を推進し

ます 

防災危

機管理

課 

【緊急避難所指定集会所耐震診断

・耐震補強工事補助事業】 

緊急避難所に指定された自治会集

会所は，災害発生時においては地

域の防災拠点となり，住民の安否

確認や緊急避難に使用される重要

な施設である。 

昭和５６年５月３１日以前に建て

られた緊急避難所指定の自治会集

会所に対し，耐震診断・設計，耐

震補強工事，建て替えによる除去

工事にかかる費用の一部を補助。 

現在，自治会で所有・管理する集会所は１

９４カ所あり，そのうち昭和５６年以前の

建物は８１カ所ある。 

平成２８年１２月現在の緊急避難所の耐震

化率は９０パーセント。 

○

自治会集会所は，高齢者，障

がい者にとって日ごろから使

い慣れた場所であるため，未

耐震化の施設については，耐

震化など促進するよう普及活

動を継続していく。 

交通防

犯課 

【通学路交通安全プログラム】 

各小学校から抽出された危険箇所

について，教育委員会，鈴鹿警察

署，市道路保全課，三重県鈴鹿建

設事務所が，合同の現地調査，点

検及び安全対策検討会議を実施し

ている。 

毎年，関係各課と協力し，危険箇所の現地

調査を実施し，指摘箇所等の改善を行って

いる。 

しかしながら，用地の問題等の関係で，実

施できない箇所も多々あるのが現状であ

る。 

○

今後も，学校等からの情報を

活用し，危険箇所の改善を行

っていく。 

教育支

援課 

【安全安心ネットワーク推進事

業】 

通学路の危険箇所点検を実施し，

危険箇所の改善に向けて警察や道

路管理者による合同点検を実施

し，注意喚起のための看板やシー

トの設置など安全対策を推進す

る。 

鈴鹿市交通安全プログラムに基づき，合同

点検を実施後，教育委員会ホームページの

見直しを行い，安全安心対策の取組等につ

いて情報発信を行った。 
〇

今後も，通学路の安全確保に

向けて関係機関と連携しなが

ら危険箇所の改善に取り組ん

でいく。 

○事故や

犯罪、消

費者被害

などを防

ぐための

見守りを

多様な人

々の協働

ですすめ

ます 

交通防

犯課 

【自主防犯団体の育成】 

地域の自治会を中心に設立された

自主防犯団体の活動をサポートし

ている。 

活発に活動している地域では，空き巣等の

犯罪が減少している。しかし，自主防犯団

体の構成員の高齢化が進んでおり，維持が

課題である。 

平成２８年度は，まちづくり協議会の協力

を得て，自主防犯団体を一団体設立いただ

いた。 

○

通学時の見守り等の防犯ボラ

ンティアの活動から，地域で

の防犯ボランティア活動への

取組へのステップアップがで

きるような地域づくり活動を

支援していきたい。 
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○地域ぐ

るみでの

青少年の

健全育成

を推進し

ます 

教育支

援課 

【安全安心ネットワーク推進事業

・健全育成事業】 

小学校パトロール隊を組織すると

ともに，青色回転灯パトロールカ

ーによる登下校時の通学路や危険

箇所等のパトロール活動を実施し

ている。 

また，警察と連携した防犯教室を

小学校で実施している。 

児童会や生徒会が主体となって取

り組むあいさつ運動や環境美化活

動等の規範意識向上活動を推進す

る。 

小学校での防犯教室を行い，児童に啓発活

動を行った。 

青色回転灯パトロールカーによるパトロー

ル活動等や安全安心ボランティアの見守り

活動を行い，児童生徒の通学路等の安全確

保に取り組んだ。 

○

パトロール活動や見守り活動

に参加するボランティアの高

齢化や固定化が今後も続くこ

とが懸念され，保護者や新た

な地域ボランティアの確保し

ていきたい。学校，保護者，

地域住民，関係機関等と連携

した安全対策の充実を支援し

ていきたい。 

10－

３． 

災害時に

だれもが

安全に避

難できる

ように備

えます 

★災害時

に支援が

必要な人

の把握

と、情報

伝達や支

援の体制

づくりを

すすめま

す 

防災危

機管理

課 

【災害情報等提供事業】 

情報取得手段の確保に向けて，降

水量予測，雨量情報，土砂災害判

定情報など地域の気象情報を，ホ

ームページやメルモニで配信して

いる。また，ケーブルテレビでの

Ｌ字放送やＦＭ告知放送をラジオ

を使い，配信している。 

自らの身は自分で守れるよう，テレビ，ラ

ジオ，携帯電話，携帯電話アプリなど複数

の情報取得手段を持っている人が増えてき

ている。 

一方で，安全な避難については，防災マッ

プをリニューアルするなど，市としての情

報発信の内容を充実させる必要がある。 

○

災害時の情報取得について

は，さまざまな情報媒体や体

感で把握できるため，今後は

災害発生以降の情報伝達のあ

り方を考えていく。 

 平成２９年度中に防災マッ

プのリニューアルを予定して

いる。 

長寿社

会課 

【災害時要援護者対策促進事業】 

災害時に必要となる要援護者台帳

を整備するとともに，その登録に

向けた周知活動を行う。 

民生委員と連携し，災害時要援護者台帳の

整備を行っている。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。登録は任意であるため，その

必要性を啓発し，内容を充実していく必要

がある。また，現在，庁内連携を目的とし

て，関係する５課による情報交換の会議を

行っており，健康福祉部全体の課題として

取り組む必要がある。 〇

取組の必要性について多くの
方に理解していただけるよう
引き続き啓発に力を入れてい
くが，個人情報もあるため，
その有効な活用法については
，関係機関と今後も協議して
いく。 
災害時要援護者台帳は，高齢
者や障害者だけでなく，災害
対策基本法で乳幼児や外国人
等も対象として策定を義務づ
けられていることから，その
あり方を防災部局も含めて健
康福祉部全体で協議を継続し
ていく。 

今後，災害時要援護者台帳を

地域で活用できるような仕組

みづくりを検討する必要があ

る。 

障がい

福祉課

【安心生活応援事業】 

災害時要援護者台帳に登録する障

がい者（希望者）に対し，福祉避

難所の事業所に委託して月１回程

度の訪問を実施する 

平時から，福祉避難所（事業所）と障がい

者個人が関係を持ち，様々な情報を共有す

ることで，障がい者が安心した生活を送る

ことができる。 

〇

対象者に向けて制度利用の後

方を行う。 

消防課 【救急情報ネックレス事業】 

対象者を，災害時要援護者台帳に

登録の一人暮らしの方から要援護

者台帳登録の全員に枠を広げ，3

ヵ年計画で全23地区で説明会を開

く。 

平成28年度中に14地区で説明会を実施

し，1,200名以上が新規で登録。 

可能な限り早急に全地区への説明会を実施

する必要がある。 
○

平成29年度中に残りの9地区

の内，可能な限り多くの地区

で説明会を実施し，さらに多

くの方々に救急情報ネックレ

スへの認識を広め，所持して

いただく。 

★平時か

らの備え

や訓練を

すすめま

す 

防災危

機管理

課 

【防災計画事業・防災に関する協

定の取組】 

本市の地域防災計画において，「風

水害対策編」「地震津波対策編」そ

れぞれで，予防，応急対策，復旧

の各対策をまとめている。また，

災害時要援護者対策計画を設け

て，平時からの備えや訓練などに

取り組む。 

災害時の人の体制，物資の体制の

充実を図るため，企業等との防災

協定の取組を進めている。 

地域防災計画に基づく訓練などを実施する

自治会の増加や災害時要援護者対策につい

て，高齢者，障がい者のほか，外国人対策

も進んできた。 

防災協定については，現在，物資や福祉避

難所開設などの分野で７０を超える企業・

団体等と協定締結している。更なる対策や

協定増加に努める必要がある。 

○

全国各地で発生する災害状況

を教訓として，定期的に地域

防災計画の修正や対策の充実

を図る。 

また，新たなニーズと考えら

れる分野の防災協定の締結を

すすめる。 

消防課 【市民救命インストラクター制

度】 

応急手当普及員が有する知識及び

技術を活用し、消防本部又は、消

防署が実施する応急手当普及啓発

活動に協力する「市民救命インス

トラクター」を養成及び認定する

ことにより，地域における応急手

当の啓発活動を活性化させる制度

構築を目指す。 

平成29年3月に委嘱式を行い，平成29年4

月から運用開始。 

登録者数は47名。 

早期に登録者が単独指導ができるよう，よ

り多くの指導機会を提供していく必要があ

る。 

○

登録者に多くの指導機会を提

供し，単独指導ができるよう

経験を積んでもらい，より活

発な応急手当普及啓発活動を

実施し，社会福祉への貢献を

図る。 
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【市民救急の家】 

災害発生時に，地域で応急手当を

実施できるよう救急箱を配付し，

自助共助の重要性を啓発する。 

登録者752名全員に，普通救命講習受講と

救急箱の資機材取替えについての案内を実

施。普通救命講習受講者は68名，資機材取

替えは57件であった。 

今後も定期的に実施する必要がある。 

○

職員派遣の訓練及び講習会で

案内を行い，登録者を増やし

地域の自助共助の強化を図

る。 

★地域の

避難所で

の備えを

すすめま

す 

防災危

機管理

課 

【地区防災計画・避難所運営マニ

ュアル作成】 

地域住民が，自助・共助の精神の

もとに，住民間で役割分担を行っ

たうえでの避難所運営班などの班

体制の構築や訓練をとおした体制

の検証を進める。 

一部の地域で，これらの作成の動きがある

中で，地域の防災力を高めるため，この取

組を積極的に支援していく。 

△

平時から，小学校など避難所

にある食料等の資源の内容や

量の把握や，災害時の公助力

（避難所での職員体制）につ

いて啓発を推進する必要があ

る。 

引き続き，地域の防災力が必

要な理由，防災力の向上を促

進するうえで，地区の特性に

応じた地区防災計画や避難所

運営マニュアルの作成をすす

める。 

★福祉避

難所の整

備や物資

等の確保

をすすめ

ます 

防災危

機管理

課 

【福祉部局・社会福祉施設などと

の連携】 

災害時要援護者対策を促進するう

えで，平時からの協議の場や情報

共有を図り，課題の解決を図って

いる。 

福祉部局などとの定期的な会議の

開催 

社会福祉施設などとの研修や意見

交換 

平成２８年度においては，一部の社会福祉

施設との間で，災害時に福祉避難所が開設

できるものかどうか，通常業務との兼ね合

いからの自施設における業務継続計画の必

要性を共有できた。 

一方で，福祉避難所の開設時期等を情報共

有できていない事業所との意見交換が必要

である。 

△

福祉避難所の開設に向けた現

状と課題を，社会福祉施設と

の間ですずめることと，福祉

避難所指定数の拡大に向け

て，福祉部局などとの協力が

必要である。 

長寿社

会課 

【福祉避難所事業】 

福祉避難所のあり方及び設置・運

営マニュアルの策定について，鈴

鹿亀山地区老人福祉施設協議会及

び市内に立地する老人保健施設と

協議を進める。 

鈴鹿亀山地区老人福祉施設協議会と協議を

進める中で，研修等も行い，福祉避難所の

重要性についてお互いが認識を深めた。設

置・運営マニュアルの策定や市との新たな

内容での協定の締結を進めている。 
〇

取組の重要性について，お互

いが認識を深め，発災時に運

用可能なものにしていけるよ

う，引き続き実例なども検証

して協議を進めていく。その

上で，市としても医療・福祉

班の設置等災害時の体制を改

めて検討していく。 

障がい

福祉課

【安心生活応援事業】 

災害時要援護者台帳に登録する障

がい者（希望者）に対し，月１回

程度の訪問を実施している事業所

に対し，福祉避難所として必要な

備品類の費用を負担する。 

事業所による福祉避難所としての整備が進

められている。 

〇

福祉避難所としての設置物等

の整備は整いつつあるが，運

営についての市側と福祉避難

所間のマニュアル整備が必要 
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