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平成 28年度 第３回三条市包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 29年３月 23日（木）午後７時から８時 35分まで 

２ 会 場 三条市役所本庁舎大会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

郷委員（会長）、羽生委員、横山委員、石附委員（副会長）、岩崎委員、玉木委員、

阿部委員、川瀬委員、名古屋委員、鍋島委員、加藤委員、山谷委員、長谷川委員 

(2) 欠席委員 

 中村委員、峰村委員 

(3) オブザーバー 

 新潟県栄養士会三条支部 支部長 佐野 千代里 

三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 課長 高徳幸男 

(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、小柳センター長、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 保健指導係長 佐藤恵美子 

(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、渡邉主任、松平主任、本間主任 

４ 議題 

(1) 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１ 

 地域包括ケア推進室長から資料に基づき説明 

（質疑） 

 鍋嶋委員   ９ページの有償ボランティアについて、予算規模はどのくらいか。 

 事務局    平成 29 年度予算では、約 150 万円を要求している。主な内容としては、

ボランティアとして活躍した人への謝礼のための費用であり、１～３時間

までは 500円、４時間以上は 2,000円として支払う予定としている。 

 横山委員   ５ページの認知症地域支援推進員の配置は何人を予定しており、具体的

に地域はどこを考えているのか。 

        ９ページの有償ボランティアは何人くらいを予定しているのか。 

        参考資料１のひめさゆりネットの将来的に目指す姿があるが、具体的に

将来とはいつ頃を考えているのか。 

 地域包括ケア推進室長  一つ目の認知症施策の御質問について、現在、地域包括支援センターと

認知症疾患医療センターを合わせて合計６人からこの任務に当たっていた



2 

 

だいているが、現状として、地域包括支援センター業務としてかなり多方

面に渡る事業をお願いしている中で、認知症地域支援推進員に特化した活

動の展開が難しい状況がある。そこで、来年度からは専らこの認知症地域

支援推進員として市全体を見渡し、それぞれの圏域の課題等を踏まえた上

で必要な事業の展開、あるいは認知症施策を支えていただくサポーター等

の養成を行っていただく方として、一人に集約しその任務に当たってもら

おうと考えている。 

        二つ目の有償ボランティアに関する御質問について、平成 29年度は、ま

ず市が行っている業務のうちボランティアにお願いしても対応ができるも

のを積極的に仕事として切り出し、そこに従事していただく形を考えてい

る。全庁的に照会をかけ、2,600回の活動を予定している。 

例えば、今年度試行的に実施したものとして、一ノ木戸ポプラ公園の維

持管理のうち、芝生の水やりやトイレの簡易な清掃、ゴミ拾い、下田地区

で実施したウィンタートレイルゲームにおける駐車場整理などに従事して

いただいた。今後、イベントの補助を中心として、一人でも多くの高齢者

から社会参画の一つとしてこのボランティア活動に参加してもらいたいと

考えている。 

 事務局    三つ目の ICT の関係について、具体的に何年までに達成するという目標

は立てていない。まだ現行の対象者全員に対し導入できていないことや、

導入した事業所も十分活用しきれていない現状があるため、まずは緊急時

対応体制を作り上げることを目指す。将来的な姿を目指すが、いつまでに

とは目標設定できていない。 

 横山委員   認知症地域支援推進員が６人いるとのことだったが、業務内容的に一人

となって大丈夫なのか。 

 地域包括ケア推進室長  兼務では取組が難しかったものを、思い切って一人に集約し、中身を濃

く、認知症に特化した活動をしてもらう。ただし、フットワークが大事に

なるため、各圏域の地域包括支援センター、在宅医療推進センター、セカ

ンドライフ応援ステーション等と連携し、それぞれの地域の特性を踏まえ

て個別に展開していく部分と、普及啓発等全市的に統一した取組をするな

ど、細かく計画を立てて実施していきたいと考えている。 

 高齢介護課長 地域包括支援センターを含めた６人を一人に集約するということだが、

地域包括支援センターが認知症関連から一切手を引くということではなく、

日常業務において認知症の相談や徘徊、虐待等の対応もあり、これまでど

おり認知症には関わっていく。さらにプラスして専門の推進員を一人置く

ということである。 

 郷会長    靴ステッカーで助かった人はいるのか。 

 地域包括ケア推進室長  実際申請される方は、既に何回か家族の目が離れた隙に出かけて保護さ

れた方が多く、ステッカーを交付した方が捜索対象となり発見されたこと

もある。必ずしもステッカーがあったから発見されたということではない

が、御家族にとって介護をする中での心理的な負担軽減になればと思って
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いる。 

 山谷委員   先日行方不明になった方は私どもの町内の方で、靴ステッカーも付けて

いたが、そのときは夫の靴を履いていたため、目にしてもらえなかったし、

真夜中だったため、すれ違う方もいなかったと思う。 

市は GPSの活用はしないのか 

高齢介護課長 GPS については研究している。例えば靴のかかとに GPS を組み込んだも

のが出ているが、１セット５～６万円し、バッテリーが１日で切れるらし

いので誰が充電するのかとの課題がある。その靴を履いていかなければ意

味がない。首に掛けるブローチのような GPS も出てきており、自治体によ

ってはそのようなものの貸出しや補助をしているところもあるが、三条市

として今年又は来年からすぐに実施とは考えていない。研究しているとこ

ろである。 

川瀬委員   通いの場について、市民が通いたいと思ったときに近所にあるのかをす

ぐ調べられるような、サロン等を一覧化したリスト等はあるのか。 

地域包括ケア推進室長  圏域ごとにマッピングしたものを整理したが、多くの市民が活用できる

ようなホームページ掲載等の対応はとっておらず、地域包括支援センター

等の相談に応じて支援に当たっている方向けのものとして、多職種連携研

修会で配布した。今後、多くの方が御覧いただき、活用できるようにして

いきたい。 

川瀬委員   ここに通う方たちは要支援となる前の方たちもいるので、そういった方

たちが利用しやすくするためには、ホームページ等で周知する必要がある

のではないか。 

ステップ１、２、３の割合はどうなのか。進んでいるのか。 

地域包括ケア推進室長  通いの場が交流の場から支え合いの場に進化していければと思ってい

る。昨年から少しずつではあるが実際の現場に行き、活動状況について実

態把握を行っている。今まで出向いたところは、まだまだステップ１のと

ころが多い。 

御指摘を受け、まず身近にあることを知ってもらうことが必要だと改め

て思った。その上で、その場を皆さんから盛り上げてもらうことで、ステ

ップ１が２となり、２が３となると思っている。現場からは、支え合いは

自然に生まれるべきことであり、市が２になれ、３になれと言ってできる

ものではないという御指摘をいただいている。今後、このような場が地域

の中で重要になっていくという啓発を含め、情報発信をしていきたい。 

加藤委員   今の一連の話の中で、地域の茶の間等がたくさんあり、一つだけではな

くいろいろなグループで高齢者が見守られていくことが大事になっていく。 

そこで、在宅医療・介護資源情報集ができてすばらしいと思ったが、こ

れからは、介護保険制度以外の市民の動き、住民参加型の取組をアピール

していただきたい。川瀬委員の御意見にもつながるが、そちらを先にやる

ことで行き場所ができ、生き生きすることが目に見えている。一人の人が

週に３か所くらい行く場所があればすごく元気になると思われる。ヘルパ
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ーとして訪問すると、家で寝ていてどこへ行けばいいのか、何をすればい

いのか分からないといううつ状態の方や高齢者がいる。送迎がないからど

うしようもないが、誰かが迎えに行きどこかに連れて行ってあげれば元気

が出るだろうと思う方が多くいるのを見ていると、いきいきサロン等がど

んどんできていくことで街が活気付く。60代くらいの方がそこへ行って何

か活動すると、高齢者になっても元気がもらえることや、このような道筋

を通るということも分かるようになり、すごくいいと思う。 

是非、情報集には制度以外のものも、どこに何があるか周知してほしい。 

地域包括ケア推進室長  既に地域包括支援センターで把握している情報もある。集約し整理でき

ていないため、早急にまとめて市民に活用していただけるようにしたい。 

石附委員   ICTの活用状況について、平成 29年度にはどの程度まで導入したいとい

う目標があるか聞きたい。 

事務局    まずは、緊急時対応体制がある訪問看護事業所の利用者が利用している

事業者に導入していき、平成 30年度までに 119事業所を目指しており、29

年度はその中間を目標としたい。もう少し診療所の医師の理解を深めてい

きたいと考えている。 

石附委員   通所介護・通所リハビリテーションに導入されていないが、三条市の通

所事業所は重度の方も受け入れてくれている。是非通所介護、特に重度の

方を受けている事業所に入れていただけると、例えば褥瘡の処置があった

り、状態が変化したりしたとき連絡が上手くいくと思うので、検討してほ

しい。 

長谷川委員  超高齢社会が目前で、2025年問題が迫っており、地域では老後の先行き

不安がいっぱいで、不安をどう解消してやるかが大切であり、中でも認知

症についての対策は非常に重要である。５ページの認知症初期集中支援チ

ームに大きな期待を寄せている。 

しかし、その前に予防も大切であり、地域でどのような関係を持ち、地

域でこのような話をどう共有するか、体制を考えていくことが私の立場上

大切であると思った。例えば、自治会長協議会の方々と密接な連携を取る

ことによって、地域でこれからどうしようかという話を交わせたという、

大変大事な入口に立った。これからもっと地域の課題共有について真剣に

考えることが大事と思っている。その中で、通いの場として相当数ができ

居場所ができてきているが、男性をどう引き出すかが私たちの課題である。

様々な集会に立ち会うと女性の方が圧倒的に多い。ものづくり学校には男

性が参加していると聞く。 

通いの場というと新しいものができると混同する。私たちは「いきいき

サロン」と言っている。また別な新たな制度で補助金がもらえるのかと思

ってしまう。分かりやすい説明が必要だと思う。 

60か所立ち上げる予定とあるが、どのような行動を起こすのか。 

 地域包括ケア推進室長  今日資料で紹介した地域については、地域に必要だがどのように立ち上

げたらよいかとの相談をいただいた中での立上げ支援だった。今後、地域
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の潜在的なニーズを地域包括支援センターの活動の中で把握し、こちらか

ら立上げの必要性を説明する機会を設けていきたい。積極的に出向きたい

と思っているので、その際は民生委員や自治会長など地域の皆さんから御

協力いただきたい。 

 

(2) 今後の地域包括ケアシステムの推進体制について          …資料２ 

事務局から資料について説明 

郷会長から補足説明 

医師会として補足説明したい。先般、医師会理事会において、この（仮称）地域

連携センターを医師会で運営していきたいということで承認を得た。具体的には、

在宅医療推進センターが今は医師会の中にあるが、昨年４月に開設した未満児保育

と病児・病後児保育のための保育園を建設した済生会三条病院前のうるおい広場に

まだ未活用地が残っており、将来的にはそこにセンターを作りたいと考えている。 

一つには、現在病院内に訪問看護ステーションがあるが、手狭になっているため、

訪問看護ステーションを外に出し、訪問看護ステーションと（仮称）地域連携セン

ターが一緒にいれば、いろいろな情報のやりとりができるのではないかと考えてお

り、保育園の隣の空いている土地に訪問看護ステーションと（仮称）地域連携セン

ターを建てる計画がある。 

具体的には平成 29 年度中に設計、30 年度中に建設、30 年度終わりには開設と考

えている。 

資料には在宅医療推進センター、医師会しか入っていないが、歯科医師会、薬剤

師会、栄養士会、そのほか、入りたいところがあれば入っていただき、そこに来れ

ば何でも分かるという連携センターを設置したいと考えている。 

そこで、どのくらいの機能（人数）が入るのか分からないと設計できないため、

皆さんから持ち帰っていただき、入る意向をお聞きして、手上げ方式でやっていき

たい。 

入る意向がある場合は、コーディネーターとして何名くらい配置するか御相談い

ただき、次回の会議で協議したい。次回の会議はいつ頃か。 

高齢介護課長 次回は、現時点では６月下旬から７月を考えている。 

 

（質疑） 

名古屋委員  今の説明に関する質問ではないのだが、地域包括ケアシステムはその地

域に合った仕組みを作っていくものだが、三条市において、今、いろいろ

な取組を実施しているが、理想、完成形、ビジョンはあるのか。「このよ

うな形ができれば三条市の地域包括ケアシステムは完成した」と言えるも

のはあるのか。あれば教えてほしい。 

       一応、国が進めている取組もあるだろうし、いろいろなことをやってい

るが、ある意味仕方ないが、とりあえずやった方がいいということをやっ

ている。三条市だけではなくどこの市町村も同じようなことをやっている

と思う。しかし、三条市の環境、特性があるわけだから、それに応じ三条
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市は 2025 年にはどのような形になっていた方がいいのか。人口、要介護

認定状況、認知症の発生率等はある程度統計的に読めるわけだから、この

ような取組をすることによってどうなっていくのか。医療、介護等の状況、

連携を含めてどうなっていくといいのか。例えば、先ほどの有償ボランテ

ィアも大事だと思うが、我々介護サービス事業はどこも人手が足りない。

施設やサービスを作れば介護サービスがいつまで提供できるか分からな

い中でやっている。介護保険サービスとボランティアによるサービスの割

合がどのくらいになっていないといけないのかとか、そのような最終的な

目標やビジョンがあれば教えてほしい。 

 高齢介護課長 数値的な目標は持っていないが、2025年問題を考えると、医療の関係で

はベッド数は足りなくなるため、在宅医療を進めなければならないと考え

ている。一方で 75歳以上の後期高齢者人口のピークに向けては、いつまで

も元気でいて要介護にならず、その方々が支え手に回ってもらう必要があ

る。そのために通いの場や有償ボランティアというツールを使い、いつま

でも担い手となり生きがいを持って暮らしていただくことを目指している。

通いの場についても集まる場を作るだけではなく最終目標はステップ３を

目指し、日常的な生活支援をコミュニティで支えていく、それが地域で暮

らしやすい仕組み、地域を再生復活させていきたいというところを考えて

いる。そこで、2025年までに 60か所立ち上げたい。 

 名古屋委員  今は介護保険事業者が行っているサービスの一部をステップ３に移行し

ていくとか。 

 高齢介護課長 専門職が行う支援ではなく、買い物の手伝いやゴミ出しの手伝い等、昔

からの向こう三軒両隣の考え方を広げていきたい。 

 事務局    まず、医師の数が少ない三条市では、医師だけで 24時間緊急時の対応を

することが難しいため、訪問看護を活用し、ICT により医療と介護が連携

することで、医師でなければできないことは医師が行い、そうではない部

分では医療処置が必要な人を介護事業所で受け入れてもらうことで、なん

とか在宅医療を支えようと考えた。 

一方、介護の課題としては、今の介護保険制度では介護の専門職が生活

支援の部分も担っているため、専門職以外が提供できる生活支援について

は総合事業のサービス A（資格がない従事者でもできるサービス）として

新設した。ヘルパーの生活支援に係る負担を減らし、専門職は専門的な介

護に従事し、なるべく重度な方を支援していただくことで在宅の限界点を

上げたいと考えている。 

生活支援については、介護保険の対象にならない生活支援の困りごとが

たくさんあり、これまで制度の隙間になっていた部分について、地域の支

え合いや高齢者の担い手でカバーするという仕組み作りを行っている。 

石附副会長  地域包括ケアシステムを住民に具体的に説明できない現状がある。ある

程度具体的な数値目標を上げ、市民にもっと分かりやすくアピールをする

必要がある。今日もサービス担当者会議を実施したが、近所の人は一人暮
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らしだと火の不始末を心配して施設入所しなければいけないのではないか

と考えるが、我々は大丈夫だと思っている。地域包括ケアシステムはどう

いうもので、一人でも安心して暮らせるようにするためのシステムである

と広く知らせることが必要である。 

羽生委員   現実問題として、元気な人は他人の世話になりたくないと思って暮らし

ている人がほとんどである。実際、周りが絶対支援が必要と思う人でも、

自分はまだ一人で大丈夫だと言い張る方が多い。それは、手助けを受ける

ことが他人事であり、身近ではないからだ。いろいろなサービスを受けら

れることをもっと若い頃から市民に分かってもらう、そのような身近な存

在に作り上げていくことが必要である。そのために各分野の各組織の人が

協力し、自分たちはどういう手伝いができるか、今日のような集まりで情

報共有をしていくということだと思う。 

郷会長    市民啓発も計画に入っている。もう少し町内単位等狭い範囲に出向いて

啓発していきたい。 

私は、医療と介護に関しては、利用者全員について、関わる人がリアル

タイムで情報を共有できることが最終目標であり、参考資料にもあった 312

機関全てにシステムを導入することが目標である。 

川瀬委員   相談窓口について持ち帰って協議するに当たり、どんな活動なのか、常

に人を張り付けるのか、誰の相談を受けるのか等、決まっていることがあ

れば教えてほしい。 

郷会長    基本的には張り付けだが、団体によって日数や時間は異なってもよいの

ではないか。相談対象は市民ではなく、事業所等の関係機関からの相談に

応じるものである。 

川瀬委員   平成 30 年度に開設とのことだが、窓口も同時開設か。今後興味がある

団体が手を上げて、その後どのような機能とするか、どのような活動がで

きるかは協議を重ねながら具体化していけばよいのか。 

郷会長    そのとおりである。大体の人数が決まらないと設計ができない。 

羽生委員   どのくらいの規模を要求してよいのか。 

郷会長    今、医師会は２名である。その程度と考えている。 

高徳オブザーバー  今ほどの話だが、例えば新潟市のセンターは、相談窓口というより医師

会、歯科医師会、薬剤師会の事務局が同じ建物に入っている。具体的な機

能といったとき、事務局を固定できるというメリットもあるのかと思った

が、事務局も置けるのかどうか。 

郷会長    事務局を置くことは考えていない。医師会、歯科医師会も事務局は別に

ある。 

高徳オブザーバー  事務局機能がないところはどうか。相談機能と事務局機能と合わせて置

けるのか。 

郷会長    机一つで事務局機能ができるのであれば、可能ではないか。 

川瀬委員   この件に関して質問が出てきたときは、三条市に聞けばよいのか。 

郷会長    私でよい。在宅医療推進センターでもよい。 
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高徳オブザーバー  この中に配置される認知症の知識を持つコーディネーターと認知症地

域支援推進員の関係はどのようなものか。 

地域包括ケア推進室長  コーディネーターについては、認知症初期集中支援チームを稼動してい

くときにチームのコーディネートを担うことを想定している。一方、認知

症地域支援推進員の業務としては、認知症に関する普及啓発や、認知症サ

ポーター養成講座の企画実施、地域包括支援センターと連携した徘徊高齢

者声掛け訓練など、認知症施策を行ってもらう。地域における認知症の課

題が把握されたときは、地域包括支援センターに報告してもらい、在宅医

療推進センターで集約し、今日のような会議の場で解決策を協議していく。

そのために、認知症初期集中支援チームコーディネーターと認知症地域支

援推進員は日頃からお互いの活動状況や情報共有をしていきたいと考えて

おり、高齢介護課として連携が図られる体制を作っていきたい。 

高徳オブザーバー 認知症地域支援推進員はどこにいるのか。市役所か。 

地域包括ケア推進室長 現段階での予定では、専門的な知識を有する方がいる事業所に委託する方

向で考えている。市役所内に執務場所を確保することが困難なため、所属先

事業所を活動拠点として考えている。将来的に、地域連携センターという拠

点ができれば、認知症についても多職種連携の拠点として機能する場所にな

るのではないか。 

 

横山委員から、訪問薬剤管理指導について、薬剤師会の追加資料により説明 

 

３ その他 

事務局からの連絡 

高齢介護課長 今年度の会議は、本日で終了となる。また、委員の任期は３月末をもっ

て満了となり、委員の皆様からはこれまで貴重な御意見をいただき、御礼

申し上げる。 

来年度からの委員については、各団体に改めて推薦を依頼するが、団体

から再度御推薦があったときは、御協力を賜りたい。 

 

 （午後８時 35分閉会） 

 


