
 

平成 29年度 第２回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 29年 10月 12日（木）午後７時 00分～８時 47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  

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、長谷川

委員 

(2) 欠席委員 

 中村委員 

(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) 庁内関係部局 

 健康づくり課 小島課長補佐、佐藤係長 

(8) 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) （仮称）地域連携センターの機能の整理（案）について       …資料１ 

    事務局から資料に基づき説明 

    （仮称）地域連携センターへの参画を検討している関係団体から補足説明 

（補足説明） 

 羽生委員   受付として歯科衛生士を置くというのは県の施策の中の決まり事であ

る。現在は、在宅歯科衛生士会にお願いして担当制で回っていただいてい

るところだが、将来は行政の方で歯科衛生士さんがいるということになっ

た場合、センターに資格を持った人を配置していただくということになる。

是非、将来的にそういう方法を考えていただきたい。 

 

 

横山委員   ３ページに薬剤師が週１回から２回交替で従事することを検討とある



が、実際には厳しく、現在どうするかということで、薬剤師になるかは分

からないが、１名パートでの配置を検討している。それに向けて費用の捻

出の具体的な方法を検討しており、まだ検討段階なので確実に置けるかは

何とも言えない。将来的に薬剤師が常駐できるということになれば、受付

だけではないところもできると思っている。 

 佐野委員   栄養士会では、在宅訪問栄養指導を行うことができる管理栄養士が三条

支部では少ない。そのため、一人配置したとしても常駐するということは

難しいので、人員配置なしでよい。後は県のやり方と三条市のやり方を検

討して、県からは、三条支部は三条市のやり方（連携センターへの参画）

に合わせて実施してよいと言われているので、県のやり方でやらなければ

ならないということはない。 

 川瀬委員   リハビリはこういった窓口を持っていなかったので、今回この話を受け、

これを機会に済生会のリハビリ協会の支部長と組織を作っていこうかと

話をしている段階である。聞かせてほしいが、歯科医師会は実際に取り組

んでいるのか。 

 羽生委員   活動している。 

 川瀬委員   実際に活動している団体とこれから行おうという団体が一緒になって

いて、リハビリに関してはこれから準備していこうということである。こ

れからどんな依頼が来るのか見えていない。連携センターはどこに設置さ

れるのか。 

 事務局   現在、在宅医療推進センターが設置されている済生会三条病院から、同病

院の東側に新たな施設を整備いただくことになっている。 

 川瀬委員   済生会のところなので、そこのリハビリテーション科の小林支部長が基

本的に対応するということになる。そこで対応できないことは、他の病院

や施設のリハビリ職に声を掛けて応援を要請するということになる。 

 郷会長    来年度センターを整備するに当たりどの程度のスペースが必要なのか

判断するため、参画の状況を確認いただいた。必ず平成 31 年度からセン

ターに入ってもらうわけではない。もちろん当初から入っていただいて結

構だが、準備が整った時に入っていただければということである。 

事務局   各団体とも、ヒアリングした際には、人員配置はできなくとも、将来を考

えると窓口はあった方がいいとの考えをお持ちであった。 

 

 (2)  地域包括ケアシステム構築に向けた取組の実施状況について    …資料２ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

横山委員   ５ページでいろいろな課と連携して行っているとのことだが、具体的に

どことどのように連携しているのか。 

事務局   ５ページの記載にある、ステージえんがわであれば地域経営課、きっかけ

の１歩事業であれば生涯学習課である。共食は健康づくり課の食育推進室、

さんちゃん健康体操や通いの場は高齢介護課である。いきいきサロンは社



会福祉協議会になる。これら関係課等がそれぞれのメニューを出し合う形

で充実を図っていく。例えばきっかけの１歩事業の将棋の集まりがあるの

で、その方が他の通いの場に出張するなどの連携を図っていくことを考え

ている。 

横山委員   ６ページの、高齢者見守り事業の担い手とは、ボランティアという認識

でよいか。 

事務局   基本的にはそのように考えている。現在は見守りを行うと、市の元気はつ

らつボランティアスタンプ事業の対象活動として、見守り回数に応じてス

タンプがたまると商品引換券がもらえるものである。ただし、この事業は

今年度で終了するので、今後のインセンティブについて社協と協議をして

いるところである。 

横山委員   ７ページの有償ボランティアとは別か。 

事務局   別になる。高齢者有償ボランティア活動事業は、高齢者の介護予防を目的

としており、公園の維持管理のための清掃やきっかけの１歩事業のお手伝

いなどを行っている。 

横山委員   ボランティアは有償で、ボランティアスタンプは仮想通貨のようなもの

なので、共存できるとボランティアの方も、「私もやりたい。」という方が

出てくるのではないかと思う。６ページの通いの場について休止の理由を

お聞かせいただきたい。 

石黒ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ さんちゃん健康体操のサークルは、市への事業報告書を提出すること

になっているが、それを書くのが難しいため、更新をしていないというこ

とだけで、活動自体は継続して行っている。 

事務局   サークルにもよるが、70 代、80 代の会員ばかりで、新しい人が入らない

とか、サークル自体が他の人を入れたくないところもあり、運営が難しく

なっていくケースもあるようだ。担い手（運営者）も段々高齢になってき

て、誰が今後運営するのかという問題もある。 

長谷川委員  地域包括ケアシステムは、健康寿命を延伸して介護認定率を下げていこ

うということだと思うが、三条市では下がっている。そこで通いの場の活

動を活発化していこうということは重要だと思う。資料にもあるとおり見

える化というのは非常に大切だと思っており、積極的に取り組む必要があ

る。今日まで見える化に向けていろんな手立てを打たれたのかと思うが、

私どもも公民館事業などを活用してセッティングするなど、地域にあるも

のを積極的に活用していくことが大切と思う。せっかく方向性を出したわ

けだが、通いの場の新規立上げが 10、廃止・休止が５という数字が出て

おり、難しい現実だと思う。一度立ち上げたグループが、その後、そこに

入ってくる年代の人が見えていない、最後は行き詰まりになってしまうと

いうことで、今までの 70 代だった人が 80 代になり、今度 70 代になった

人をどう取り込んでいくかという橋渡しのところが今課題かと実感して

いる。その辺りも工夫しながらと思う。もう１点は、男性の参加率が低い

ということもあるので、その辺もどうしていくか、ものづくり学校の一室



では将棋が混み合っており、地域にあるそういった所に男性を引っ張り出

していく方策も大切になってくると思う。見える化をどのように行うのか、

休止・廃止の理由がどういうものか聞かせていただきたい。 

事務局   見える化の取組については、開始したばかりであるが、７月から市内の６

施設において通いの場などの取組を写真とともに紹介するコーナーを設

置している。掲示したところ、施設に来られた方が、「私、この人知って

いる。」など、早速見られている状況もある。こういったことから、取組

を紹介して新たな参加につなげていくということを考えている。先程、施

設の利用という話もあったが、10月 14日からは、えんがわで高齢者の生

き生きとした姿を捉えた写真展を開催することとしている。こうすること

で、私どもの見る目線だけではなく、一般の方から見た姿というものも見

ることができると考えている。写真を撮った方もえんがわへ出掛けてみよ

うという外出機会の創出ということもあると考えている。 

休止等については、通いの場の構成員の高齢化、新しい人が入らない、

男性が少ないという御指摘もそのとおりだと認識している。写真展はそこ

（男性が少ない）を意識しているところである。このように見える化の取

組を行っているが、まだ十分ではないと思っている。 

佐藤課長    見える化について、まず報道機関に取り上げていただくことが一番かと

思っており、市長の記者会見などで発表して取り組んでいきたいと考えて

いる。また、報道機関への事前のお知らせに加え、取組の間際に再度お知

らせするなど何度も報道機関に取り上げていただく工夫をしている。一つ

の事例としては、認知症マップを何回となく取り上げていただいたところ

である。 

長谷川委員   地域には引っ張り役というか、祭り男、祭り女がいないと動かないと思

うが、そういう人材をどう方向付けていくかということが大切だと思って

おり、それには我々民生委員も関わっていくことになろうと思う。地域の

中でそういう能力のある人を発掘していくということも大切である。 

高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  通いの場の中で実質的には活動しているけれど、休止・廃止というふう

になっている５団体について、活動を続けられるように支援していくとい

うことは、新たに立ち上げるより大切である。見かけ上、休止になってい

る所は、そういう弱さがあるわけなので、そういった所をサポートすると

いうことが大切である。今後活動が終わっても分からないかもしれないの

で、ここで５団体減ったというところに対し、アプローチしていくチャン

スなのだと思う。どんな所が行き詰っているのか聞いてサポートし、場合

によっては別のところと統合して一緒にやっていくということもあるか

もしれないし、見かけ上減っているところを気に掛けていくことも大事だ

と思う。 

石黒ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  そこはセカンドライフ応援ステーションの方で行っている。 

羽生委員    通いの場は何歳以上という条件はあるか。 

事務局     年齢条件はない。 



羽生委員    通いの場で、ある歌の合唱グループは、上が 70 代後半の人から若い人

は 40 台の人が入ってくるところもある。長く続けるため、そこに所属す

る年齢層に幅を作ってあげる、ある年代だけだと疎外感が出ることもある

かもしれないが、幅があると将来につながっていく可能性も出てくると考

えて集まれるようなものを作ったほうがよい。 

郷会長     通いの場の定義は何か。 

事務局     高齢者が月に１回程度、定期的に集まる場であって歩いて通えるもの、

というふうに定義付けられている。高齢者が中心であれば年齢層が幅広く

てもよいということになっている。 

郷会長     三条市ではそれを認定するために報告書がいるのか。 

事務局     認定はしていない。集まっているところを把握して必要な時に支援して

いる。 

郷会長     休止とか廃止は何か出さないから廃止扱いになったという話だと思う

が。 

事務局     通いの場にもいろいろあり、社協ではいきいきサロン、市はさんちゃん

健康体操のサークルがあり、それぞれ更新の手続きがある。その手続きの

時に更新をしなかったところを休止・廃止の扱いをしている。将来的にさ

んちゃん健康サークルや、いきいきサロンではないところも幅広く把握し

ていきたいと考えている。 

高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  幅広くというところで、健康づくり課の方もいるので、今、子供食堂が

話題であるし、皆で食べる共食というか、これと子供食堂をうまく絡める

と世代の幅も広がって、子供と高齢者が一緒に集まるといいと思う。外へ

のアピールというものもあると思う。 

小島課長補佐  子供食堂について、市として直接関わっているものはないが、有志で行

っているというのは何か所か聞いている。共食を行う通いの場を食生活改

善推進員から協力をいただいて立ち上げている。その他にも食生活改善推

進員の独自事業ということで、子供たちを集めて料理教室を行い、高齢者

の方も一緒に参加してもらったりということを地域ごとに行っている。そ

ういった中で、子供食堂についても今後考えていく必要がある。 

鈴木ｾﾝﾀｰ長   子供食堂について、今、わくわく食堂といって、地域たすけ合いネット

ワークが月１回行っている。伺ったら 30 人くらい参加していた。子供も

来ているが、親やその他の方も大勢来られている。子供は 100 円で親は

300円、予算の工面に苦労しており、新潟のフードバンクも活用している

が、（予算が）足りない状況で、これから（子供食堂は）増えていくと思

うが、課題もあるので、その辺を市からも助成いただきたい。とても賑わ

っていていい活動だと思う。 

黒鳥委員    わくわく食堂について、去年の夏休みの８月をきっかけに始め、月に２

回行っている。子供だけではなく、地域の年配の方や障がいをお持ちの方

など、様々な年齢層の方が自然な形で集まっている。参加者が 40 人とい

うこともあり座る場所がないくらいになることもある。ライオンズクラブ



からも協力いただいており、毎回ではないが現役の先生が、別室で子供た

ちの勉強を教えてくれることもある。課題もあり、フードバンクから頂く

食材というものは、長持ちする缶詰や素麺などの乾物は多く頂けるが、そ

れだけでは足りない。お米も頂くが、100 円、300 円では足りないことが

ある。実際に従事している人もボランティアで、その人たちからもお金を

もらって一緒に食べている。いろいろなところから協力いただければあり

がたいと思っている。そもそもは貧困の子供たちをということで始めたが、

貧困にたどり着くということは大変なことで、そこにはなかなか進めてい

ない。始めてみたら地域のお年寄りや障がいをお持ちの方など、いろいろ

な人が集まってくることが分かった。子供食堂という名前にはなっていな

いが実施している。 

 

 (3)  第７期介護保険事業計画の基本目標について           …資料３ 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

米山委員    ４ページであるが、自治会関係で実際にあった話で、入院して退院する

時にすぐに要介護認定できないため家の改修ができない。できれば、認定

後に遡って使える制度を整備していただきたい。実際に退院することにな

って風呂の改修が必要だったがその時間がない、あったとしても認定後で

ないと補助が出ないため自費で改修するしかないということになった。ケ

アマネとの相談で早くしようということになったが、それでも間に合わな

かった。その方はたまたま認定申請中に亡くなってしまったので改修しな

かったが、補助をいただいて行う時間がない。補助を遡ってもらえる制度

にしていただきたい。 

事務局    確認して報告させていただきたい。 

佐藤課長    今のお話には二つポイントがある。まず、病院とケアマネが入院直後か

ら連絡を取り、退院後に円滑に介護サービスが利用できるよう医療と介護

の連携が必要になると思う。そこはこの会議で協議をして進めているとこ

ろである。もう一つ、補助については、介護認定の申請は、申請して約

40 日で結果が出る。結果が出ると申請した時点に遡って利用できること

になる。 

米山委員    改修の補助はできるということか。 

事務局    サービス自体は認定日に遡って使えるので、申請を出した時点で暫定的に

使えるが、住宅の申請については別の手続きが必要なため確認して連絡さ

せていただく。 

米山委員    10 ページであるが、以前、行方不明者（で亡くなった方）が出たが、

GPS を着けていればこんなことにはならなかったと思う。GPS を購入する

となると補助がない。初期費用や毎月の費用などが掛かるため、着けられ

ないということもある。そういった制度を作っていただきたい。広く周知

していただければこういったこともなくなるのではないか。 



佐藤課長    三条市では、認知症の方の靴に貼る靴ステッカーを始めているところで

ある。GPSの利用も大切だと思っており、他市の先進事例も研究している

が、値段が高かったりバッテリーの関係ですぐに電源が切れたりというこ

ともあり、調査をしているためもう少しお待ちいただければと思う。 

名古屋委員   ひめさゆりネットの件であるが、４ページで通所介護、短期入所で利用

が少ないという課題があり、11 ページの第７期の方では三条ひめさゆり

ネットの活用及び整備の促進と書いてあるので、今後、全ての事業所にひ

めさゆりネットを進める方向であると考えてよいか。赤手帳（在宅療養手

帳）との絡みや、補助金もあるということだったと思うがどうか。 

加藤ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  通所介護、短期入所事業所への導入の促進については、順次、説明会等

を行っている。通所介護事業所にも数件入っており、今後、一層広めてい

きたいと考えている。療養手帳との併用については、今月末に勉強会を開

催する予定だが、（在宅医療・介護連携検討）部会で、療養手帳を使って

いる方で誰がひめさゆりネットを使っているのか分からないという話が

出たので、認識できるようにシールを作り、ひめさゆりネットを使ってい

る方は在宅療養手帳に貼るようにした。情報共有の面では、手帳は事業所

と御家族のやり取りと事業所間のやり取りを記入しており、ひめさゆりネ

ットは御家族の方ではなく事業所間の情報共有ということにして、併用で

活用していきたいと考えている。補助については、平成 31 年の３月まで

無償で行うことになっている。タブレットは訪問系の事業所に無料で提供

しており、100 台まで無料ということで現在 99 台を提供済みである。今

後については、事業所負担が生じるため、業者と話を進めており負担がな

るべく生じないよう低価格で提供していただくことで検討中である。 

名古屋委員   訪問看護を利用している人が使うという前提になっていると思うが、今

後も方向性に変わりはないか。 

加藤ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  今後、補助金が無くなり、どれだけの事業所負担であれば皆さんが（ひ

めさゆりネットに）取り組んでいただけるのかというところも問題になる

と思うが、三条市の方針としては、全事業所にということで動いていると

ころである。 

名古屋委員   全事業所には活用は進んでいないけれども、あくまで対象になる事業所

は訪問看護ということか。 

事務局    当初の目的は、医師の負担を減らして訪問看護が調整役となって 24 時間

緊急時に対応できる体制を作るということから入ったので、まずはそこを

固めることを目標としている。訪問看護を利用している方もまだまだ全員

利用している状況にはなっていないので、そこをまず優先的に行い、将来

的には在宅療養手帳を使っている方全員がひめさゆりネットを使って関

係者間で情報共有できる体制にしていきたいと考えている。また、そこに

持っていくためにこちらの体制も整えていく必要があることから、いつま

でにというところは今後の課題だが、将来的にはそのようにしていきたい

ということで医師会と話をしている。 



高徳ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  認知症施策の関係で、資料３の９ページと資料２の５ページについて、

第６期計画の評価と課題というところで通いの場での認知症予防の取組

は単発の講座のみということだが、現在資料２にある通いの場での取組と

いうところだと４本の柱が立っており認知症施策の記載はない。認知症予

防の取組は単発の講座ということを捉えて、これをはっきりと打ち出して

いくということであれば、外へのアピールということでいうと、ここに認

知症施策についても何らかの取組を入れ、４本を５本にして外へ打ち出し

てはどうか。そうしていくことで通いの場が認知症の取組の拠点（の一つ）

という考え方を示していくことも大切と感じる。 

事務局    認知症カフェマップに掲載しているカフェの中には、月に１回程度行って

いるところもあり、そこも通いの場の一つと捉えて、認知症予防だけでは

ない、一つの拠点としていければと考えている。 

 

３ その他 

  さんじょうオレンジカフェマップについて情報提供 

  次回は３月頃の開催を予定している旨を説明 

 

 （午後８時 47分閉会） 

 


