
 

平成 29年度 第１回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 29年５月 30日（火）午後７時 00分～８時 25分 

２ 会 場 三条市役所本庁舎２階大会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

中村委員、郷委員、羽生委員、横山委員、川瀬委員、佐野委員、石附委員、小柳

委員、玉木委員、阿部委員、村山委員、名古屋委員、鍋嶋委員、黒鳥委員、米山委

員 

(2) 欠席委員 

 長谷川委員 

(3) オブザーバー 

三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 高徳課長 

(4) 地域包括支援センター 

鈴木センター長、川井センター長、西丸センター長、小林センター長、佐藤管理

者 

(5) セカンドライフ応援ステーション 

 石黒コーディネーター 

(6) 在宅医療推進センター 

 加藤コーディネーター、西田コーディネーター 

(7) 事務局 

高齢介護課 佐藤課長 

地域包括ケア推進室 野水室長、渡辺主査、渡邉主任、松平主任、本間主任 

 

４ 議題 

(1) 会長及び副会長について 

 会長は三条市医師会の郷委員、副会長は三条市介護支援専門員連絡会の石附委員

に決定 

 (2) 三条市の地域包括ケアシステム（目指す姿）の具体策について    …資料１ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

 高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 退院時の情報提供票を今後作成するということだが、統一した様式を作

っていくということか。 

地域包括ケア推進室長  退院時の情報提供票については、昨年度、入院時に医療機関と連携して

在宅復帰を前提とした適切なケアを受けられるようにということで、介護

現場の皆さんからの発案で様式整備をいただいた。その逆に、治療が終わ

って退院されるときに医療から介護の現場にバトンタッチしていただけ

るよう、同様に様式を統一するようにしたいと考えているので、昨年度と

同じようなかたちで御意見をいただく場を設けた中で提示していきたい。 



 米山委員   地域では、老人一人だけの世帯や老人夫婦世帯が非常に多い。子供が都

会に出ていて、残るのは老人だけという世帯が非常に多い。そういう人た

ちは、ほとんど家に閉じ籠もっている状態である。介護をしなければなら

ないが、介護をするには体力が必要だ。体力がないため、介護施設に入り

たいと思うが、経済的にかなり負担になる。そこで特別養護老人ホームに

入りたいと思っても、何百人待ちということで入れない。仕方なく近所の

人たちにもお願いして色々な情報を集めるがなかなかうまくいかない。 

それから、市からの情報が全くない。要介護・支援の情報は来るが、そ

の他の老人のやり方が全く自治会には分からない。どうしようもなくて、

今、ジレンマが出ている。 

そこで何とか、特別養護老人ホームを増設してほしい。それからもう一

つ、自治会の集会所に老人が来てほしいといろいろやっているが、西大崎

二丁目では、かなり古くなって老人が来られるような場所ではない。改築、

新築したいけれども費用がかかって、住民の反対もあり建てられない。資

金面の支援を市の方で考えていただきたい。 

 高齢介護課長 特別養護老人ホームになかなか入れないということだが、去年から入所

基準が狭くなり要介護３以上になった。今、待機者は 303人くらいで、そ

の中には他の施設に入所している人や、自宅で家族が苦労して看ていると

いう人がいる。施設を市が作ることにはならず、社会福祉法人が中心とな

って作るということになり、来年度からの新しい介護保険の計画を策定す

る中で、市から法人へ照会をかけて建設等の意向があるかどうか聞いてい

く。これは、施設ができるとそのサービス利用に係る介護給付費が億単位

で発生し、保険料が上がるということになる。そこも見極めながら作るか

どうかを確認したい。今の流れとして、100 床、120 床のような大きい特

別養護老人ホームというより、地域密着型という規模の小さいところが最

近、三条市でもできている。そういうところも法人に案内しながら進めて

いきたい。 

また、２番目の地域に集会所が少なくそこに支援がないかということだ

が、今ある集会所にあればいいが、これから私どもも地域の中で集まる場

所を作っていきたい、立ち上げていただきたいというところで、地域の中

のリーダー的な方、民生委員さん、自治会長さん、そういう方と話をしな

がら立ち上げるための支援をしている。そこで問題になるのが場所で、直

接市がお金を出して作るということはないが、所管課の方で建設費全部と

いうわけにはいかないが補助金が出るところもある。 

また運営費の補助については、社会福祉協議会からいきいきサロンに一

部補助しているので、ランニングコストではないが、運営費補助の御紹介

もしていきながら、なんとか集まる場所を増やしていきたいと考えている。  

そのようなことを、これから自治会長さんや民生委員さんに御相談させ

ていただくこともあると思うのでよろしくお願いしたい。 

 米山委員   そうは言うが、例えば、集会所を作ると 2,500万円掛かる。そのうち補



助が最高で750万円、その他1,800万円程度は地域で負担することになる。

そうすると、私たちの地域では、一軒当たり５万円くらいの負担になるか

ら反対がある。各地域で集会所を作っているがかなりの反対がある。集会

所が出来ないというところもあるし、自治会長が吊るし上げを食ったとい

うところもある。そういうことで、各家庭の負担が少なくなるような制度

等をやってもらわないと、とてもじゃないがやる元気もなくなる。自治会、

一般住民の負担が少なくなるように何とかお願いしたい。 

 高齢介護課長 予算の都合もある。コミュニティという部分もある。コミュニティの部

分もこれから重要になってくると思うので、その所管課と一緒に連携しな

がら、また今いただいた話も伝えながら、別な方法で何か御支援ができな

いのかも含めて一緒にやっていきたいのでよろしくお願いしたい。 

郷会長    また、市民に情報を流してほしい。 

 高齢介護課長 これから情報提供についても積極的に行っていきたい。 

 高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 資料１の２ページでは、ボランティアが位置付けてある。その関係から

いくと、３ページの目指す姿の具体策の中にボランティアも組み入れると

いうのはどうか。実際に、地域包括ケアシステムを支える担い手としてボ

ランティアを考えているのであれば、組み入れるのも方法の一つではない

か。そうすることによって、ボランティアも、自分たちが包括ケアシステ

ムを支える一翼を担っているのだという意識付けにもつながるのではな

いか。 

地域包括ケア推進室長  資料の３ページについては、確かに医療と介護が中心になった図になっ

ているが、１ページで地域包括ケアシステムの構成要件の３本柱は、医療

と介護に加えて生活支援であり、生活支援を元気な高齢者の方から支えて

もらいたいということで市の施策として取り組んでいる。今ほどの御指摘

を踏まえ、今後御議論いただく際に表記の仕方についても検討させていた

だきたい。 

高齢介護課長 生活支援については追加させていただく。また、記載はしていないが、

これを全て支えるのは市なので、市としても取り組んでまいりたい。 

阿部委員   ひめさゆりネットの利用について消防を入れてはどうか。救急の場合で

あっても、私ども（訪問看護）が行けないことがある。また、消防の方に

直接伝えても、十分に伝わらないこともある。消防の方が直接見られると

良いのではないか。 

高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 在宅医療介護の情報交換会の時に、長岡は当初入っていなかったが拡大

して消防が入って良かったとの先行事例もあるので、阿部委員が言われる

ように消防も見られると良い。 

郷会長    最初から入れる予定で考えている。ただ、急に広げるわけには行かない

ので、まず関わっている医療に広げ、その後に対応してまいりたい。少し

時間は掛かるが、将来的には入っていただく。 

 

 (3)  （仮称）地域連携センターの機能について             …資料２ 



    事務局から資料に基づき説明 

    関係団体から（仮称）地域連携センターへの参加意向について説明 

（説明） 

羽生委員   歯科医師会の現状として、歯科医師会は事務員が毎日、午前中勤務して

いる。その事務職とは別に在宅歯科医療連携室というものが在り、別テー

ブルで行っている。最初に電話を事務員が受け取って、実際にその患者さ

んの元に赴いてその状況をお伺いして審査するのだが、それは歯科衛生士

でないと駄目という決まりがある。これは在宅歯科衛生士会に所属する皆

様と県央歯科衛生士会とで相談して、依頼があった時に、在宅歯科衛生士

会のどなたかにお願いして訪問に行っていただくという形を取っている。 

現状で問題が一つあり、最初の電話の受け取りを歯科医師会の事務局が

行うため、簡単に話が終わればいいが、いろんな相談を受ける機会があり、

それを事務員が受け取ると実際に歯科医師会の業務ができなくなってし

まうことがある。現在考えているのは、どなたか担当の衛生士会の方にお

願いして常時事務所に居ていただきたいという形を取るようにお願いし

ている。ただ、これまでは、依頼があった時に１件の依頼に対して謝礼と

いう形で支払いをするので、常勤になると常時居ていただくことになるの

でその辺の経費をどうするかということが一番ネックになる。もう一つ、

常時居るが現状では始めたばかりなので１日の依頼件数が少なく、１か月

に何件という状況で、そのために衛生士さんを常時拘束して居てもらうた

め、歯科だけでそれを行うというのは非常にもったいない。国の補助金も

いただいて行っているので、補助金の無駄遣いになりかねない。センター

に参加して考えているのは、一括化してそこに事務局ができた場合に、在

宅医療だけでなく薬剤師、歯科衛生士、リハビリテーションの方々が１か

所で情報を受け取る事務局ができると、各会の人たちと負担を共有できる

のではないかと思い、一元化できればと考えている。 

横山委員   本来は三条市薬剤師会で話をするところだが、この話は県央薬剤師会で

ということで５月 14 日に話を出した。今現在の薬剤師会の現状というの

は既にそれぞれの薬局が窓口となって行っていて、居宅に赴いて指導が必

要な患者さんあるいは希望される患者さんに個別で応じているので一元

化は今現在必要ない。ただし、一元化というか拠点としてということで検

討を重ねていくことを考えている。そうなると羽入先生のおっしゃられる

ようにコストの面で人の配置を考えると現実的には難しいので歯科衛生

士会としては未定とさせていただいた。 

川瀬委員   リハ職は、県央で地域ケア会議に出たりすることが多いが、三条市内で

はあまり参加しておらずリハ職の数も少ない。我々もなかなか認知されて

いない、活躍もできていないということもある。市や保健所の方も今日の

ような会議への参加を呼び掛ける時に、民間のクリニックと病院と調整し

て参加を依頼したり、我々リハ職の会に依頼したりというスタイルだと思

うが、これからこういう窓口ができれば一括で受け入れもスムーズになる



と思うし、リハビリ職の集まりももう少ししっかりしたところになると考

え参加を示したところ。今のリハビリの専門職のまとめが済生会なので、

参加して可能な限り協力していきたい。 

佐野委員   実はお話があったときには、常駐は無理だとは思っていたが、以前から

地域包括支援センターの方などから個人的に栄養のことについて直に電

話があるので、どこかに栄養士会の拠点があると良いと考えていた。地域

連携センターの中に事務局的なものを置いてはというのが頭にはあった。 

では誰がするのか、人員配置のところで１日誰かが居るのかというのは

厳しいかなと思っているが、半日交代で誰かが居るようにしたいという希

望はある。それと県の栄養士会の方では新潟県の補助金をいただいて栄養

ケアステーションが立ち上がっていて、その影響があって各支部の栄養士

会も在宅栄養士として指導を頑張れと言われている。それを言われてから

数年経つのだが、言われてから１、２年でこの包括ケア推進会議ができた

ので、三条支部はこの会議に話を持っていくと県の栄養士会に話をしたと

ころ、県の補助金で行う栄養指導は行わなくていいと、三条支部に任せる

からそっちの地域連携の方で栄養士会も頑張ってくださいと言われたの

で是非この中に入りたいとは考えている。 

（質疑） 

横山委員   先程の資料１の意見交換にも出ていたが、ハッピーボランティアは既に

窓口はあると思うが、地域連携センターにハッピーボランティアの窓口を

入れてはどうか。  

郷会長    受け入れはしない。地域連携センターでは一般市民の相談の受け入れは

しない。事業所からの質問等にお応えさせていただくところと考えている。 

横山委員   事業所からの質問に対応するための拠点ということか。 

郷会長    そうである。 

横山委員   包括とかいろんな窓口があって、これはさらにそれとは別に上にある

（相談窓口としての）位置付けか。 

郷会長     そうである。在宅医療推進センターもその位置付けで行っている。 

事務局    今ほどのハッピーボランティアについては、市からシルバー人材センタ

ーへ委託をして、セカンドライフ応援ステーションという所で取りまとめ

を行い推進している。 

横山委員   在宅医療推進センターの位置付けについて、他の会もそうでしょうが、

歯科衛生士会や薬剤師会の窓口を持っていくのではなくて、スタッフがよ

り専門性を持っていて、例えば主任ケアマネさんみたいな人を配置してお

かないと難しいのかなと感じた。 

郷会長    現在、在宅医療推進センターに居るスタッフのようなイメージである。 

横山委員   そうすると、薬剤師会の場合だと薬剤師をきちんと置かないと、それも

在宅に特化した方になるので敷居がかなり高くなる。 

石附委員   例えばケアマネから相談した時に、医師や薬剤師につなぐであるとか、

その場のやりとりのみではなくつなぐことでも良いのではないか。 



横山委員   県央薬剤師会の幹事会の話をすると、三条市はそういうことをするかも

しれないが、加茂市は全く予定はなく、燕市も関心は出てきていない。初

めての取組である。こういう器ができるから相談したいということで、県

央薬剤師会にも話を出したところ。今の話で位置付けがはっきりしてきま

した。 

高徳オブザーバー 専門職、薬剤師が薬剤師に相談するというのは難しいと思うが、他の専

門職の相談を受けてつなぎ役みたいな、そういう業務のイメージを元々想

定しており、歯科で言えば訪問歯科や訪問口腔ケアについてケアマネージ

ャーさんが相談したい、相談したらそれをコーディネートするような役割

をここに置く。住民からの直接の相談ではなく、専門職と専門職の連携を

するための専門職を団体が置くということだと思う。 

羽入委員   センターで一括で相談を受けたらそこから専門家へ連絡を取る。我々も

最初、横山委員の言われたように住民からの希望をセンターで受け取って、

センターから、それを歯科だったら歯科衛生士が受けて直接患者さんのと

ころに出向いて把握するイメージだった。そうでなかったとしても、一括

してセンターで受け取って、これは栄養のことだ、歯科の治療のことだと

いうことを判断して担当の人の所に連絡を取ってくれれば良い。そうする

と一元化は可能である。そこに専門家を全部集める必要はない。 

高徳オブザーバー 歯科も薬剤もリハビリも栄養も、その内容が分かるかどうかは別にして、

1 人や２人の人を（関係団体が）一括して置くということもできる。それ

ぞれの専門職ということでなくても、つなぎ役ということで言えば。ただ、

それぞれのことが分かっていないといけない。そういう人がいるかどうか。 

郷会長    今の在宅医療推進センターの人数では賄えない。そのため誰かいないか

ということである。そもそも、今、こちらに在宅医療推進センターがある

ことになっているが、手狭で実際には医師会に行ってもらっている。 

訪問看護も手狭で平成 31 年度に建物を建ててそこに移る。その時に一

緒にこのセンターも作ろうと考えている。だから今、絶対にセンターに入

ってくれということではない。それを作るために設計をしなければならな

いので、どのくらいの人たちが入るのかということを想定するためこうい

う話をさせていただいた。今、絶対入れということではないし、後で入っ

ていただいても良い。スペースをどれくらい確保するかということなので、

今後もまた検討していただきたい。 

 

３ その他 

  救急医療情報カードについて実物を提示して資料を説明し情報提供 

（質疑） 

米山委員   私どもで実際に行っている。西大崎全域で行おうと思ったが賛同いただ

けず、西大崎２丁目で行った。封筒に入れてマジックを自治会で負担して、

全部貼ってくれと配布したが、結果的には十数人しか書かなかった。誰が

書くのかということである。特に必要な人が書いていない。自治会役員か



ら話があり、ケアマネジャーさんから書いていただきたいという話をした。

実際にこれを行ったのは数年前だが、一人住まいの御老人が、意識があっ

て救急の方に連絡したが救急車が来たときに意識がなくなってもうどう

にもこうにもならない、救急車もどうしようもない、連絡先もまったく分

からない、ということがありこちら（自治会）の方で独自でやろうという

ことで取り組んだ。そういう内容を全部回覧で回して実際に必要なところ

に配布しますということでやったが、十数人しか来なかった。継続的にで

きず 100枚くらい準備したが、いろいろ聞くと書くのが面倒くさいとかで、

どうしたら書けるのか、自治会の評議員とか役員が書くわけにもいかない

のでケアマネジャーなどから書いていただくという風にしていただくと、

かなり進むと思うので連絡をしていただきたい。 

事務局    カードを作るに当たり、西大崎地区のカードを参考にさせていただいた。

当時の民生委員さんからも情報提供していただいた中で作成した。本日も

大崎地区の方から問い合わせがあり、３、４年前にこれをもらっており、

これも書かなければ駄目ですかというもので、既に持っているものがある

のであればそちらを活用していただいて、同じように冷蔵庫の目立つとこ

ろに置いていただければ結構ですとお答えした。三条地区で３つ先行して

行っていた地区があり、そちらについてはどちらを使っていただいてもい

いということで回答している。本日介護の事業所にもこの取組を開始しま

したという文書を送付し、そこで問い合わせがあったら是非記入の御協力

をお願いしたいということを依頼したところである。 

黒鳥委員   一人暮らしの高齢者と書いてあるが、高齢者のみの２人暮らしでお互い

がお互いの事をきちんと伝えられていない方も居ると思う。そういう方々

が２人ともこういったものを持っていたら助かるのではないか。そういう

ことに気付いたらカードをいただきたいと申し出てもらうようなことは

考えたのか。 

事務局    今回の送付対象者は１人暮らしなどに限定せず、75 歳以上の方全員に

送っている。家族の同居の方にも届いているので、お声掛けいただくと助

かる。 

黒鳥委員   そういう方には２通行っているのか。 

事務局    １人に１通送っているので２通行っている。 

高齢介護課長 今ほどの件は、来月、民生委員さんの集まりが各地区であるので、そう

いったところを回り、民生委員さんの普段の活動の中で、問い合わせがあ

ったり書けないという話しがあったら相談に乗ってくださいということ

で依頼をしていきたい。民生委員さんにも予備をお渡しして市役所に取り

に来なくてもいいようにしていきたいと考えている。 

羽生委員   参考までに、私もこれをいただいて、これなんだなというのがわかって、

91 歳の母親が居るので、多分本人は書けないだろうなと感じたところで

ある。身内に誰かが居るとか、多分お一人だと難しいだろうなと。そうい

った意味では、（配布対象者の）年齢が 75歳以上ということでほっとした



が、ある程度若い時期に書くとか、作ることができる時期に作る、御家族

と一緒に作るとか、いろんな人とのつながりがある時に書く、ということ

が重要である。 

高徳オブザーバー 声掛けという意味で、ケアマネや民生委員から行ってもらうということ

や、中身までは協力できなくても、いろんな所から書きましたかという声

掛けが大事である。例えば、警察も各戸訪問をする。消防でも回ったりす

ることがある。記入までは協力できなくても、書きましたかというような

間接的な声掛けをすると普及につながる。いろいろなところから PR して

いくと良い。 

（質疑終了後、説明） 

 事務局    次回開催について、10月頃を予定 

意思決定が必要な案件の発生など、場合によって開催時期が早まること

があるため、日程については会長と相談し決定する。 

 

 

 （午後８時 25分閉会） 

 


