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平成 29年度 第３回包括ケア推進会議 会議録 

 

１ 日 時 平成 30年３月 15日（木）午後７時 00分～８時 47分 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎３階 301会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員  

郷委員、中村委員、羽生委員、横山委員、川瀬委員、佐野委員、石附委員、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 

 小柳委員 

(3) オブザーバー 

三条地域振興局健康福祉環境部医薬予防課 清田副参事 

(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 

 福祉課 今井係長、草野主任 

 健康づくり課 小島課長補佐 

(8) 事務局 

高齢介護課 佐藤課長 

地域包括ケア推進室 渡辺主査、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の目指す姿、具体的な取組及び評価指標について…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 

（質疑） 

 横山委員   １ページ目の全体方針の右側のところに、就業、生活支援、ボランティ

アとあるが、このボランティアについて具体的にどれくらいの人数と年齢

層を見込んでいるか。三条市は、下田エリア、栄エリア、三条エリアの三

つのエリアがあり、人口が均一ではない。 

事務局    資料の８ページに回数は記載しているが、人数は設定していない。ボラ
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ンティアの方は、高齢者の社会参画の総合窓口として設置しているセカン

ドライフ応援ステーションに登録されている方で、今現在有償ボランティ

アということで登録されている方が 300人くらいいる。こちらをもっと増

やしていきたいと考えている。地域の方は、今のところ下田の方がそんな

に多くない現状があるので、ニーズに応じて人材を発掘していかなければ

ならないと考えている。 

 長谷川委員  超高齢社会に向けての医療と介護、地域包括ケアシステムということだ

が、ボランティアが 300人、有償で介護とか看護と、かなり専門性が高く

なっていると思うが、このボランティアの研修等を通じた教育は、どうい

う段階でどのように意識付けして実施していくのか。 

事務局    ボランティアの方の行う業務は、基本的に専門的知識が必要のない簡易

な作業を考えており、例えば施設であれば洗濯物をたたむとか、傾聴であ

るとかである。傾聴は少し知識も必要になると思うが、それ程何日も掛け

て研修をしなければならないような内容のものではない。誰でもできると

いうところを（業務から）切り出し、そちらに従事していただくことを考

えている。 

長谷川委員  実は、先般新潟市で開催された県内の福祉防災の代表者会議があり、そ

の中で、ヘルパーを統括している集まりが持続できなくなったという話を

聞いた。これからいよいよ支援体制が必要になってくるのに、専門性のあ

る方たちの養成、具体的には高齢化社会に対応できるような介護専門職、

看護専門職等の養成などの対応が可能なのかと疑問に思った。今程の説明

で、専門性はいらないとうことだが、それでは専門性を持つ方々の対応は

どういう方向性で安定性を図るのかお聞きしたい。 

事務局    資料６ページのところに、介護部門において、重度者の受入促進などの

介護職員の人材育成、例えば認知症に特化したような研修であるとか、そ

ういった取組を行っていきたいと考えている。 

また、医療行為の伴う方についても、介護職員の確保を進め、より専門

的に特化した人材というものを三条市の中で育成するという取組も進め

ていきたい。 

    加えて、５ページの生活支援と介護の間に、介護と生活支援の連携とい

うところがあるが、ここに記載のある、下の方が今ほど話をしたボランテ

ィアであり、上の方が総合事業のサービス Aということで、一定の研修を

受けた方が家事支援などのサービスを行うというもので、今まで介護職の

方が行っていた生活援助の部分を切り離して専門職以外の方が従事する

というところで（専門職の）負担を減らしながら、介護職の方がそこに専

念できるような形で体制を整えていくということも考えている。 

名古屋委員  ２ページのところに医師数は少ない、病床数は減るとあるが、県央基幹

病院の影響を考えずに申し上げると、一般的に病床が減らされ、なおかつ
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入院日数が減らされていくようである。そうすると、今現在病院の方で対

応できている相当数の方が、近い将来病院から出されて地域で生活しなけ

ればならなくなるということが想像される。これからの取組は５、６ペー

ジに書いてあるが、実際に高齢者が増え、要介護者が増えるので、施設サ

ービスがどれくらい必要かなどの検討はされていると思う。 

そこで、単に要介護の方ではなく、現在現場で対応している医療行為の

必要な方たちも一層引き受けていくことを考えると、具体的な見通しにつ

いて、どれくらいの人たちを地域の現場で引き受けなければならないか見

込みを立てているか。見込みを立てているとすれば、それに見合う介護サ

ービス、介護施設というよりも、６ページに書いてある、医療行為の必要

な方に対応するサービスを整理するとか、医療行為に対応する介護サービ

スや介護施設などをどの程度新設するとか、既存の事業者が受け入れられ

る体制に促すための取組が必要と思うが、具体的な数字や取組はあるか。 

事務局    今まで病院で見ていた方たちを、今後在宅でどれだけ見なければならな

いかという推計の出し方について、国や県から示されてはいないが、県の

地域医療構想の推計の方法を参考に算出してみた数値が、２ページの「H37

訪問診療見込」の 353人である。この計算の内訳は、今現在訪問診療を在

宅で受けている方の伸びの推計と、病床数が減ることによって在宅に戻る

方たちの内、そのまま新たにできる介護医療院や老健などに移る方たちと

在宅に戻る方たちに別れるので、それを国が出している推計割合に基づい

て三条市の数値を推計したものがこの数字である。 

「H29.4.1 現在の要介護４認定者数」は、要介護４以上の方であれば、

おそらく通院させるのが大変な方であろうと考え、その数を拾ってみた数

字が 293人である。在宅で要介護４以上の方の将来推計ができなかったた

め、今現在の数字とした。 

次にその方たちを受け入れるための具体的な取組としては、６ページに

記載のとおりである。 

在宅で医療を受けながら安心して暮らせる取組ということでは、少ない

医師の負担を軽減しながら在宅で見ていくための連携の仕組みを作って

いくということ、医療行為が可能な介護職員の確保としては、研修の実施

について市から介護施設に情勢を話して研修の受講を働き掛けていく。 

在宅でケアを受けながら暮らしていくためには、退院に当たり地域が早

期に対応できる体制を作ることで、患者が安心して退院できることから、

在宅医療推進センターを中心に病院と地域の支援者等が一緒に話し合い、

在宅療養体制を早期に整えるため、病院とケアマネジャーが連携する仕組

みを作っているところである。 

重度者の受入促進については、介護施設の整備について介護保険事業計

画の中で看護小規模多機能型を計画値に盛り込んでいるので、後程御覧い



4 

 

ただきたい。 

 村山委員   今、介護施設の医療行為の話が出ていたが、実際医療行為ができる職員

がどれくらいいるかというと、私どもの施設では介護職の半分である。夜

勤を考えると、たくさんの受入れができないという現状がある。市から施

設で資格を取ってとの話があったが、実習というのはかなり長期に渡り、

現場実習もある。一人養成するのに７万から８万円が掛かるので、施設で

（医療行為の必要な方の）受け入れるためには、市として研修の助成とか、

研修を市で行うとか、そういったことが必要と思う。 

川瀬委員   ３ページの「医療等が必要なため利用を断られたサービス」の一番の理

由が認知症ということだが、今後更に認知症の方が増えていく中でこうし

た現状は問題だと思う。認知症と言っても、どういった状況で断られたの

か詳しく教えていただきたい。 

事務局    ケアマネジャーへのアンケート結果によるものだが、断られた状況とし

ては、認知症だけで断られたということではなく、BPSD のような行動が

あったり、集団生活の場で他者とのトラブルが多い方、夜間落ち着きがな

い方などは、施設では夜間の限られた人員の中で、専門的な対応ができな

いと言われたり、一人の職員が一つの病棟で何十人を見ている現状を考え

ると、その（一人の）方に丁寧に関わっている余裕がないという現状があ

る。 

川瀬委員   在宅が難しくなって施設に行くので、対応力をつけていく必要があると

思う。 

それと、一番最後のページで、シルバー元気プロジェクトでは地域の関

係者が課題解決策を協議しているとのことだが、どういった意見が上がっ

ているかお教えいただきたい。 

事務局    シルバー元気プロジェクトにおいては、高齢者等が定期的に集まる通い

の場を通じた生活支援体制の整備や、高齢者の社会参画というものを中心

に協議している。具体的には、既存の通いの場の新規加入者の確保が困難

であるとか、運営する担い手の確保の必要性、一人暮らし高齢者や高齢者

のみ世帯等を対象とした見守り体制の構築などについて協議している。  

また、来年度は、生活支援体制の整備に向け、市、社会福祉協議会、セ

カンドライフ応援ステーションが一緒に取り組んでいくこととしている。 

 

 (2) 第７期介護保険事業計画の主要施策について       

        …資料 三条市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画（案） 

三条市高齢者福祉計画・第７期介護保険事業計画概要版（案） 

    事務局から資料に基づき説明 

（質疑） 

阿部委員   ５ページの在宅医療について、ICTは少しずつ浸透してきている。開業



5 

 

医の先生も病院の先生も活用が少しずつ浸透してきていることを実感し

ている。 

医師不足を補うために、訪問看護の役割を期待されているところである

が、三条市には９か所の訪問看護ステーションがあるものの、小規模事業

所の３人から始まって、三条市全体の訪問看護師の人数は、少数で行って

いる現状があり、重圧というか、そういった言葉も聞こえている。これ（計

画）をうまく成功させるためには、今後開業医の先生たちとどういった体

制を作っていくことがいいのか具体的に考えていかなければいけないと

感じている。私たちも疲弊しないよう体制づくりを進めていきたいと考え

ている。 

郷会長    できるだけ訪問看護を利用していただく人を増やしていきたいと思う

ので、皆様におかれましても御協力をお願いしたい。 

石附副会長  ５ページの「入退院に係る病院と地域との切れ目のない支援のための仕

組みづくり」については、入院時のルールは、入院時情報提供書を作成す

ることにより提供しやすくなった。退院時のルール作りのために、ケアマ

ネジャーと病院のワーカーや退院支援看護師と、どのような情報が必要な

のかを話し合っているところである。 

この度の介護保険制度の法改正により、更に医療との連携、特に退院時

の連携を図るようにということで制度化されたので、そこのところについ

ても更に円滑に進むように体制を強化していきたいと考えている。 

郷会長    それに関連して、在宅医療推進センターが４月 25 日に実施する研修に

ついて紹介していただきたい。 

加藤ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 今回、平成 30 年度の診療報酬、介護報酬が同時改訂になり、在宅医療

に関する改定が多くありました。そこで、４月 25 日の水曜日に、医師や

介護職員を対象として、診療報酬・介護報酬改訂から考える地域包括ケア

システムの推進について、スズケンに診療報酬等に長けた方がいることか

ら、その方に講義をお願いすることとしている。案内は近日中にしたいと

思う。時間は午後７時から８時 30分まで、会場は地場産のリサーチコア、

マルチメディアホールである。案内には皆さんからの質問をあらかじめ入

れて、質問時間を長く取りたいと考えている。 

長谷川委員  私ども民生委員としては、住民主体の生活支援体制の整備に協力してい

くということになるが、健康寿命を延伸していくことが最大の目的になる。

現状の通いの場は 170 くらいとの数字が出ているが、これを更に 2025 年

に向けて拡大していくという数字が出ている。この通いの場を立ち上げて

いくに従って、今ある課題、それからこういうものをこうやっていったら

もっと立ち上げやすくなるというような方法の見直し、そういったものを

我々にも聞かせていただいて、全地域的に広げていけたらと考えている。

その（通いの場の立上げ）過程の中での課題を聞かせていただきたい。通
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いの場を立ち上げる際には我々も協力していきたいと思うが、それを進め

る上での現状における課題をお聞かせいただきたい。 

また、有償、無償があるが、有償ボランティアだけで 300人程度との話

で、今後更に増やしていこうということだと思うが、どんなことを考えて

いるか。 

石黒ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 来年度に向け、社協のいきいきサロンも、市のさんちゃん健康体操のサ

ークルも登録団体の（それぞれ社協、市に対しての）更新手続きが始まっ

ている。（そこでは）なかなか登録していく、継続していくということが、

難しいところが昨年度より出ている。かなり高齢化が進んでいる。代表の

方が突然亡くなられたとか、高齢化しすぎて、更新手続きの書類を書くの

が難しいとか、そういう情報が入っている。ただし、集まって継続して活

動はしていくとは聞いている。また、中には登録はしないが集まる回数は

増やしているとも聞いている。力のあるところは人数が増えていくが、地

域の協力体制がない所は、地域の高齢化だけ進んでいって新しい人が入っ

てきていない。また、新しい人が孫ほどの年齢差のある所に、新しく入る

かというと難しいので、一つの地域にいろんな年代の通いの場が複数でき

るような形で進めていかないと新しい所を作っても、高齢化が進んでいく

だけと思う。地域がどれだけ地域のことを分かっていて、どんな形で集ま

る方のグループができて（どんな活動をして）いるのかということだと思

う。継続は（新規に）立ち上げるよりも、厳しい状態が続いているという

のが現状である。 

郷会長    ボランティアの内訳、有償、無償についてはどうか。 

事務局    セカンドライフ応援ステーションに、２月末現在で登録されている方が

674人おり、学びたい、参加したい、何か活動されたいという方の数であ

る。その中で、有償ボランティアを御希望されている方が 332人いるとい

うことで、今後ますますこういった希望をされる方を増やしていきたいと

考えている。 

横山委員   今のボランティアであるとか、持続させるシステムを考えた時に、今日

健康づくり課の方もいるが、先月末に自殺対策予防（の会議）に出た際に、

そこでも話に出たところであるが、地域で民生委員を中心に何か立ち上げ

る、何とかする（というように対応がその都度必要で）、何が言いたいか

というと、その地区その地区でやっていかなければいけないことというの

が、例えばこういう介護の自殺対策であるとか、その地域や、その社会が

抱えている問題に対し細分化して担っていかなければならない、それは残

念ながら高齢化が進むので高齢者のボランティアで担うであるとか、そこ

にいる人たちだけで何とかしていこうという時に、エリアによって資源が

違うため、その辺の考え方を考慮しなければならない。 

また、高齢者の方だけを見ているのではなくて、将来の担い手となる方



7 

 

にも視点を向けて養成をしていくという方向も考えとして持っていた方

がいいと思っているので、2025年に介護の職に就ける 22歳くらいの人を

想定し、７年前の現在だと 15歳くらいだと思う。そういう若い人たちに、

介護のことというよりは、社会の仕組みで皆で支え合っていかなければい

けないという話をしていく必要がある。そういった意識の芽生えというか、

土台というか、そういう事に取り組みながら時間とともに、こういう仕事

にも就きたいという人を養成していく施策も、高齢介護課、健康づくり課

等で考えるとかではなくて、皆で考えていかなければならないと思う。 

ごみ出しの話も資料にあったが、今現在三条市でごみを出す時に指定の

ごみ袋があると思うが、そこにもう少しお金を上乗せして、そのお金を原

資にして、私たちやボランティアの人が（ごみ出し支援を）実施するので

はなくて、ごみの収集業者が、この地区のこの人は足が悪いのでごみ収集

に行ってもらうなど（個別収集が必要な方の）リストを作って対応しても

らうとか、皆が負担することによってサービスが維持できる仕組みという

ものも考えていけたらいいのではないかと思う。 

郷会長    私も以前から、医療、介護従事者の地産地消と言っているが、教育で行

って（確保して）いかなければならない。地元で医療や介護を子どもたち

が志すよう、教育していかなければいけないと思っている。ぜひ皆さんの

お子さんやお孫さんがいらっしゃれば、今から話をして将来（医療や介護

を）志すよう教育していただきたいと思っている。 

事務局    今ほど横山委員から、地域によって資源が違うとの御助言にあるとおり、

地域にある資源に応じた生活支援体制の構築を進めていかなければなら

ないと考えている。そのため、来年度以降、社会福祉協議会、セカンドラ

イフ応援ステーションと市が一緒に市内の実情を把握していくことを考

えている。 

将来の担い手となる方との話もあり、地域の担い手を把握していく中で、

そういった方が地域の生活支援体制の整備に携わっていただくキーマン

になることもあると考えている。 

ごみ出しの件については、資料４ページにもあるとおり、不足している

生活支援サービスであり、それに限らず（地域によっては）移送サービス

であるとか外出同行サービスであるとか、そういったところも課題である

と捉えており、対応を検討していかなければならないと考えている。 

ここで、来年度以降の（生活支援体制整備への対応に関する）考え方に

ついて、社会福祉協議会の鍋嶋委員から御紹介いただきたい。 

鍋嶋委員   社会福祉協議会は、来年度から、より地域福祉を推進する観点から組織

体制の見直しを予定しており、新たに地域福祉係と生活支援係を設置して、

地域に出て行って地域の実情を把握した上で、通いの場を通じた生活支援

体制の整備を推進していくこととしている。その際は、セカンドライフ応
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援ステーション、市も一緒に地域に出て行って進めていく必要があると考

えているので、よろしくお願いしたい。また、それに関連して権利擁護に

も力を入れようと考えており、社会福祉協議会として、できるだけ平成

30 年度中に法人後見制度を、家庭裁判所から受任できるよう準備を進め

ているところであり、そのための体制整備を進めている。 

 

３ その他 

  次回は５月中旬頃の開催を予定している旨を説明 

 

 （午後８時 47分閉会） 


