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令和２年度 第１回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和２年５月 27日（水）午後７時から８時 40分まで 

２ 会 場 三条東公民館 多目的ホール１ 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (８人) 

坪井委員、早川委員、長谷川（勝）委員、中村委員、佐藤委員、高野委員、安田

委員、本田委員、長谷川（悦）委員 

(2) 欠席委員（２人） 

 米山委員、石附委員 

(3) スーパーバイザー 

 川瀬神経内科クリニック 院長 川瀬裕士医師 

(4) オブザーバー 

 新潟県弁護士会 中澤泰二朗弁護士 

 新潟県社会福祉士会 田崎 基社会福祉士 

 三条市薬剤師会 横山晴信会長 

 三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 赤塚晴美主任 

(5) 地域包括支援センター 

高井センター長（嵐北）、小柳センター長（栄） 

(6) 事務局 

 弥久保認知症地域支援推進員（はあとふるあたご） 

地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、野水次長、渡邉主任、鈴木ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

高齢介護課 土田課長、永井係長、松平主任（企画調整係）、榎本係長、古俣主

任（高齢福祉係） 

 

４ 議 題 

(1) 令和２年度認知症施策の推進に関する事業計画（案）について                    

 資料１に基づき説明 

（質疑） 

坪井部会長  本人への支援について、ここまでの説明に対して御質問や御意見は

あるか。目新しい事業というより、今までやっていた事業をいかに一

つ一つよりよくしていくかということかと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  評価する点として、ヒアリングでチームの対象となり得るケースが

37 件見つかったということで、見つかったことはいいことだと思う。

一方で、認知症初期集中支援チームにつながっていなかったというこ

とだと思うが、その理由は何か。 

事務局  地域包括支援センターが把握していても、本人がまだ介入を必要と

感じていない、介入を拒否されることが一番の理由である。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  認知症初期集中支援チームは本人が必要性を感じ、同意しないと関

われないのか。 
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事務局  本人、家族の同意をもらってからチームの介入が始まるが、関わり

ながら同意書をもらうこともあるかもしれない。基本的には専門職が

訪問することに同意していただけないと支援できないので、事前にそ

のように説明をしている。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  声掛け訪問事業を始めるということでいいことだとは思うが、新型

コロナウイルス感染症による自粛生活により、なかなか周囲が（見守

りが必要な人に）気付きにくくなっており、孤立化している。弱い人

は、自分から手を上げることができないとき、同意や必要性の説明に

納得してもらうのはとても大事なところだと思うが、他方で、それを

待っていると体の能力が落ちてきている人からいつまでも手を上げて

もらえなくなってしまうので、その手当が必要になると思う。 

事務局  誰かが家に来ることをまず受け入れていただくところからと思って

おり、細かい事業の説明をするというやり方ではなくて、御意見のと

おり、何か入れる糸口を見つけたいと思っている。 

坪井部会長  同意を得ずに進めていくのは問題があるので基本的には同意はいる

と思うが、把握されている 37 人のことを考えると、同意がなくても

入り込めるようにしていくと良い。 

横山委員  質問だが、適切な医療や介護につながっていない認知症の疑いのあ

る人の人数として 37 人とあるが、圏域的にはどのような状況か。ど

こかに集中している等あるか。 

  また、声掛け訪問も始めているということだが、どれくらいの頻度

で行っているのか。 

事務局  37 人の内訳は、人口が多い嵐南、嵐北地区が多い。全部数名ずつで

合計してこの数になっている。 

声掛け訪問だが、こちらは昨年度までは社会福祉協議会がやってい

た「元気らかね」声かけ活動という事業を市に移管して引き継いだ。

現在の利用者は 96 人で、この４月から５人くらい新規の申込みが出

てきている状況である。頻度は、概ね週に１回くらいの訪問だが、回

数については、ボランティアのマッチング等も考慮して利用者のニー

ズに合わせて決める。週１回くらいを目安に、あとは個々の状況にお

いて必要があれば回数を増やし、訪問したいと思っている。 

坪井部会長  資料とは関係ないが、本人への支援ということで、今回の新型コロ

ナウイルス感染症の中で、支援に対して何か提供しているサービスで

影響があったか。通常どおりなのか、訪問を断られた等があったのか。

訪問看護や訪問介護はどうか。 

安田委員  訪問看護は、リハビリを主にやっていた利用者から、訪問を控えた

いと利用者の方から言われたことはあった。 

本田委員  訪問介護も、特に大きく変わらないが、やはり要支援の利用者は、

４月中は休ませてほしいという方はいたが、５月からは利用されてい

る方が多い。 
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長谷川(勝)委員  民生委員の立場からだが、認知症の初期対応がとても大切だと思う。

社会福祉協議会が実施していた声掛け活動を今年度から高齢介護課で

引き継ぐということだが、民生委員でも総会等が中止になったことも

あり、しっかりした対応や仕組みなど、社会福祉協議会はどうなり、

市としてどういう形で行うのかが、まだ見えていないような気がする。

その辺りを私たちに示していただき、点検していくことがとても大切

なことだと思っている。声掛け活動が社会福祉協議会からなくなった

ということで、民生委員としてお手伝いするとなれば、私たちも疑問

点について明確にしていきたい。 

事務局  新型コロナウイルス感染症の関係で、本来４、５月に説明する予定

がずれ込んでしまったが、感染症が落ち着いてきたので、また日程調

整して各地区に伺い、情報共有させていただきたいと思っている。 

長谷川(悦)委員  デイサービスは、要支援の方などが、３月、４月、５月と休んだ方

がいるが、他の方は普通どおり利用している。ただ、利用の前に検温

し、熱がある方は利用を控えていただく、利用中に熱があった方も家

族に迎えに来ていただいて帰宅していただいたこともある。 

坪井部会長  恐らく、新型コロナウイルス感染症が出る前から、熱が出れば帰宅

してもらうことはあったと思うが、何か特別の対応をしているか。 

長谷川(悦)委員  以前は 37 度５分程度だと少し様子を見たりしたが、今は 37 度５分

以上だと利用見合わせということとしている。 

坪井部会長  実際、帰られたり受け入れられなかったりした方はいるか。 

長谷川(悦)委員  増えてはいない。 

高野委員  グループホームでは、外部との接触を避けるため、家族との面会を

遠慮いただくようになった。家族に会えないと認知症の利用者は不安

になる方もおり、その対応としてラインのビデオ通話などを活用し家

族と話せるよう取組を実施している。まだしばらく面会は控えていた

だく。 

坪井部会長  確かに、どこの施設に行っても面会はできない状況で、医師でも検

温して入るが、面会できないということで確かに認知症が進む状況も

ある。市として、何か新たな取組は考えているか。 

事務局  面会について、例えばオンラインで面会ができるような設備を施設

の方に差し上げるというのは現状では取組はない。しかし、家族や運

営者からは、いつまでも会えないのはつらいという声も聞かれるので、

緊急事態宣言が解除されたとはいえ、この状況が長期にわたり、今ま

でと違う形での新しい生活様式みたいなものが介護現場でも出てくる

と想定されるので、今すぐということではないが、長期的に見て、現

場の方で、もし環境の整備が必要だということであれば、そういった

ことの支援も今後市としても考えていかなければいけないのではない

かと思う。 
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坪井部会長  次に家族への支援についてだが、認知症カフェは余り関わっていな

いので分からないが、まだ周知が足りないという印象がある。また、

家族向けの認知症の人の対応を学ぶ講座などについては、まだ認知症

の人への対応が分からない家族が多くおり、外来診療で説明したりパ

ンフレットを渡したりしているが、どうしても時間がなく不十分で難

しいところがある。講座等をしていただくとありがたい。 

高野委員  去年１年間やってきて、相談は最初に数件あったがその後はない。

周知が足りないのか。電話相談のみで終結しているケースもある。も

っと魅力を感じるカフェにしなければいけないと思うし、相談を受け

る側としても、もっといろいろな情報を集めなければいけないと感じ

た。 

長谷川(勝)委員  いろいろな取組があるが、まず住民に周知されるその手段が大切だ

と思う。地域として、認知症というのは特別な人という意識や見方を

変え、普通のことという意識にすることが大事なことだと思っている。

家族として余り教えたくないという雰囲気があったとしたら、それは

変えていき、そういう入り口辺りがどうなのかと思う。もう一つは、

本人が必要と感じないということで支援につながらないということが

あったが、本人に兆候があった時に家族と共有し、家族が必要と感じ

ることが大事であると思う。 

坪井部会長  確かに、認知症は恥ずかしいと隠すことをまず何とかしなければい

けないという話であり、少しずつよくなってきているのではないかと

は思うがどうか。 

田崎委員  他市町村で、認知症グループホームの外部評価に長年取り組んでお

り、実際に家族の立場に立つというのはなかなか難しいところがある

ので、家族だった人、介護ＯＢ、ＯＧをお招きしてお聞きするのが有

効なのではないかと思う。どのようにしてつらい気持ちを取り去った

とか、どのようにしてお世話をしてきたのかというところを、実際に

話させていただく機会があるといいのではないかと思う。認知症家族

の会のもあるのでお呼びすると良いと思う。例えば、信頼する人から

順番に泥棒にしたり手を出したりというのが認知症の特徴だと思うの

で、皆さんには是非、いい応援団になっていただいて、介護者の方を

支えていただくとよいと思う。 

坪井部会長  認知症の家族の方のお話を聞く機会はなかったか。 

事務局  グループホームの認知症カフェで体験者をお呼びした会もあったが、

全部のカフェで行うとしたわけではなく、内容を各カフェに任せてい

るところがある。御意見を参考にさせていただいて、例えば、公民館

等で広く周知してやるときに体験談を聞ける機会や、カフェの中で体

験談をお聞きすることができると思う。三条市内に家族の会があるの

で、いろいろな取組を考えるときに代表の方に電話して相談すること

もあるのが、そういったところとつながって計画していきたいと思う。 
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早川委員  今年度の認知症カフェの動向について聞きたいが、具体的に登録型

カフェは前年度並みにあるのか、やめたカフェがあるのか。 

事務局  前年度と比べて、全体の数はそれほど大きく変わっていないが、１

か所減った。認知症カフェとしては実施せず、家族介護支援事業の家

族向け介護教室として実施し、認知症に特化したものはやらないとい

うことで、カフェの登録はしないところがあった。 

坪井部会長  新型コロナウイルス感染症の話を聞きたいが、認知症カフェなどは

中止している状況なのか。家族支援に対して何もしていない状況か。 

高野委員  中止したことはあるが、６月から再開する予定である。 

坪井部会長  それは各カフェにお任せしているのか。 

事務局  カフェの中止は市の基準に従って決めており、再開したらこういう

形でやってほしいと、市からお願いしている。今のところは、三密を

避けて感染予防に配慮した形での実施をお願いしている。 

 

坪井部会長  次に、地域づくりに関して、今後、協定締結機関を働き掛けて増や

していく方向にあるということだが、市でピックアップしてどんどん

声を掛けていくのか。 

事務局  まだ働き掛けていないが、まずは県全体で協定を結んでいる機関が

いくつかあるので、その機関に対して三条市としても締結していきた

いと思っている。 

坪井部会長  何か難しいことがあるのか。どういった協定になっているのか。 

事務局  協定の内容は、企業によって違うが、通常の業務の中で異変に気付

いたら市に連絡をいただくなど、特別なことをしてもらうというもの

ではない。それぞれの業務の中でどのように見守り、何をしていただ

くかを協定の中で個別に相談してお願いしている。 

  見守り活動の条件があって締結しにくいということはない。そうい

う意識を持たずに、行政の方から気軽に声掛けをしていくことが大事

だと思っている。通常の仕事の中で、こういう場面ではこういうとこ

ろに気を配るとか、もしこういう状況があれば連絡いただきたいとか、

連絡のルートやお願いしたいことなどを具体に示し、その程度だった

らできるという話になると思う。「見守り」とかしこまった形にしてし

まうと、特別なことをやらなければいけないという気分的なハードル

を上げてしまうことになってしまうかもしれないが、民間企業は新潟

県レベルでの締結を行っているところがあり、その中で三条市内の店

舗に限定してお願いし、実際の担当者にこういうところで協力いただ

きたいと、三条市の状況を踏まえた中で具体的にお願いしていく。少

しでも協力いただける機関が増えていけば良いと考えている。 

坪井部会長  特別難しい契約書とかはないのか。 

事務局  三条市と企業とで協定書を作成し、実際にどのようなことに協力い

ただけるのかについては手引き書という形で作成する。各企業に合わ
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せて情報伝達ルートに関することや、ＳＯＳネットワークで情報提供

する際には流すルート、もし発見したらどうするか等の具体的な部分

を記載する。複雑な書類ではない。 

坪井部会長  代表者の方と話をし、他のスタッフの方には手引き等で周知しても

らうということか。 

事務局  企業の組織の規模にもよるが、企業に応じて手引き書等を作らせて

いただく。昨年度は、ＪＡ、マルイと大きい規模の企業と締結したが、

特にＪＡは、三条市だけではなくて南蒲のレベルで幅広く行いたいと

有り難い言葉をいただき、認知症サポーター養成講座も受けていただ

いた。企業の規模に応じた形で対応したいと思っている。 

坪井部会長  コスト等は発生しないのか。 

事務局  企業と市の情報共有は、基本的に電話等なので、協定締結によって

特別な設備は必要なく、マンパワー的にも、新たに職員の雇用等はお

願いしていないので、コストは発生しない。 

坪井部会長  これからどんどん広げていっていただけると良いと思う。 

事務局  新潟県と締結している企業から三条市としても声掛けしていきたい

と思っており、また昨年度の実績を踏まえて、同業種の同じような企

業でできないかということで働き掛けていきたいと思う。 

小柳センター長  認知症サポーター養成講座の小学校区での開催ということで、教育

委員会を通じてというのは非常にありがたいと思う。栄地区では、一

つの小学校からは毎年お願いされるのだが、３校ある内の他の２校は

なかなか呼んでもらえない。これが全市に広まれば、これからの地域

を担っていく子どもたちに広がればいいと思う。 

  また、認知症高齢者等声掛け訓練について、栄地区では認知症地域

支援推進員と協力して毎年実施しており、昨年度も数件行ったが、や

はり地域性がすごく出ると思う。「訓練」というと仰々しいので、「声

掛け体験」という形で、サロン等で実施している。栄地区はアーケー

ドや商店街がないので、認知症の方を見掛けるとしたら、畑や散歩を

しているときであり、少しおかしいかなという方にどのように声を掛

けるかを伝えるように実施している。地道な地域包括支援センターの

努力が必要であり、毎年やっていかなければいけないことだと思って

いる。 

長谷川(勝)委員  地域づくりというのはとても大切に思っている。認知症サポーター

養成講座を受けた方は大勢いるが、その方々がどういう意識を持って

いるかがとても大事なことだと思う。継続していくことが必要だと思

う。数を増やすことによって、恒常的に見守りの範囲が拡大していく

ことになると思う。 

  ケアマネジャー向けアンケートで、地域の見守り・声掛けを充実し

てほしいということだが、これは重要だと思う。民生委員の活動も限

界があると思うので、自治会等の関係機関との連携が、今後は更に見
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守りを強化していく、充実させていくときには必要だと思う。皆で見

守っていこうというのは、やはり地域がやることである。栄地区では、

自治会長が新しくなり、行政への要望等を聞く訪問活動を行っており、

そこに民生委員も同行しているが、その機会に地域の方々の様子など

を情報共有する。このような活動を市全体に広く定着させるといいと

思う。 

  企業との見守り締結についてもとても大事なことであり、特に農協

は、システムの中で職員が月１回全戸訪問するということがあり、こ

れは特に評価して良いのではないかと思う。農協の活動目標の中にも

「地域づくり」というのがあり、広くネットワークを組んで連携して

いけると思う。 

坪井部会長  認知症サポーターに関しては、たくさん養成しているが、なかなか

活かせていないということがあり、フォローアップ講座やステップア

ップ講座で勉強してもらい活動してもらう取組を行っていると思う

が、どうか。 

事務局  認知症サポーターは、認知症について理解していただき、温かく見

守る人ということで、企業や住民、小中学校など、理解者を増やす講

座を多く実施しようと思っている。サポーターの知識を生かし、活動

してもらうとなるとなかなかハードルが高いのだが、昨年度はフォロ

ーアップ講座を受けて認知症カフェでボランティア活動をしていた

だいた方も何人かいた。今年度は、既に声掛け活動の訪問員としてボ

ランティアをしている方に、認知症の知識を持っていただくことによ

って、認知症の方への見守りにつなげてもらおうと思い、フォローア

ップ講座を訪問員の研修として実施しようと思っている。 

坪井部会長  地域包括支援センターの取組について、栄地区以外はどうか。 

高井センター長  昨年度までつかのめの里でケアマネジャーをしていたので、東圏域

の状況になるが、昨年度も第四中学校で認知症サポーター養成講座を

やらせてもらい、非常によかったと思う。何とか小中学校に入れる方

法はないかと思っており、今年度、市として取組を行うと聞いて良い

ことだと思う。 

佐藤委員  靴ステッカーについて、数名紹介したことがあるが、家族はそこま

ではと思っていてなかなか申請につながらないことがある。１回徘徊

等があって勧めると申請につながることはあった。高齢の家族等では

理解いただくのはなかなか難しいが、申請の案内のチラシを家族に配

布してほしい。また、サンダルや裸足で出かけてしまうから靴に貼ら

ないという方もいるので、例えば服で名前を記載している箇所にナン

バー等も書いておくなどの活用方法も検討されると良いと思う。 

事務局  靴ステッカーは、本人と特定できる情報を事前に登録できるという

ところにも意味があると思うので、靴にこだわらず、事前登録で早め

に身元が判明できる方法として参考にしたいと思う。 
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坪井部会長  事前登録も家族の申請が必要か。 

事務局  事前登録として、本人の写真や特徴、緊急の連絡先等かなりの個人

情報を登録するので、家族から申請していただく必要がある。代行は

ケアマネジャーや地域包括支援センターからもしていただいている

が、その個人情報を警察、消防、地域包括支援センター、行政とで共

有することになるので、家族から同意をいただく必要がある 

坪井部会長  徘徊など何かが起きてからじゃないと家族が動かないと感じる。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  過去１年間に行方不明になった人の発見者は、住民の方が多いとい

う調査結果だが、例えば、住民の方というのが近所の人なのか、防災

無線を聞いて気付いた人なのか、あるいは民生委員や町内会等の方な

のかといった詳しいデータや、どうして発見できたのか、どういうお

かしなところに気付いたのかという詳しい情報がないと、今後の取組

の判断がしにくいと思う。一番多く発見された方法があるのであれば、

そこを一生懸命働き掛けることになると思う。例えば、子どもが見付

けてくれたのであれば、やはり学校に働き掛ける取組になると思うの

で、そういう判断材料を示していただけると良い。 

  企業との協定の締結については、一番いいのは締結がなくても、お

かしいと気付いた人が何らかの連絡をすることだと思うが、なかなか

それは難しく、協定をすることに意味があり、企業は社会的な責任み

たいなことで、協定締結したから従業員みんなで気を付けようと思っ

てくれるのであれば、どんどん取組をしていただけるといいと思う。

商工会議所や工業会、営業の車の人、例えばタクシー会社等、考えら

れる企業は多くあると思うので、企業の方に対する地域の雰囲気づく

りや見守りを市で醸成し、働き掛けていく取組を行ってほしいと思う。 

 実際に、後見人をしていた人が自宅からいなくなり、ひやひやしたこ

とがある。周りの人が一生懸命探してくれたのだが、ケアマネジャー

や家族は気が気ではないと思うので、考えられる取組はどんどん対策

していただければと思う。 

事務局  住民が発見者で多いということについて、例えば、警察から要請が

あって捜索を行い、最終的に発見された場合においては、警察に対し

て可能な範囲で次の取組に生かすために情報提供をお願いしている。

誰がどこで見つけ、本人の状況はどうだったかということを、本人や

家族のプライバシーを侵害しない範囲で情報提供いただくよう警察

にお願いしている。市からお願いしないと得られない情報なので、粘

り強くやっていきたいと思う。また、今回のケアマネジャーの調査に

ついては、ケアマネジャーが知り得ている情報を共有した中で、対策

に役立てていきたいと思う。 

  また、協定について、商工会議所等と企業との接点等もあるので、

より広範に声掛けしていくため、団体を介して話を聞くことも考えた

いと思う。 



9 

 

 

坪井部会長  次に、権利擁護について、質問、意見はあるか。 

弥久保推進員  ケアマネジャー等の知識の向上とあるが、これは居宅介護支援事業

所のケアマネジャーを指しているのか。研修を行ったり、体系付けて

いくときに、小規模多機能型居宅介護やグループホームの計画作成者

が省かれることがあるのだが、そういった人たちが権利擁護業務をす

るときに相談する場所がよく分からないと聞くことがある。ケアマネ

ジャー対象の研修をするときに、是非グループホーム等も呼んでいた

だけると有り難い。 

横山ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  適切な支援につなぐための相談窓口の設置（中核機関の体制整備）

について、令和２年度の取組に相談窓口の役割分担の周知とあるが、

相談窓口が細かくなりすぎると、どこに相談していいか分からない。

むしろ、「ここ」というところを一つ決めていただきたい。例えば、

支援関係者は地域包括ケア総合推進センター、市民は高齢介護課のよ

うな形で、相談があったら内部で分担してもらうと良い。電話での問

い合わせで、担当と思われる課に回されても、全然違う課につながる

ことも結構ある。相談窓口を細かくされるのはいいが、分かりやすい

分け方や代表を決めていただけるとありがたい。 

事務局  市への電話で何度も回されて同じことを何回も言うということが、

権利擁護の相談体制においてはないようにする。そのような経験が重

なり、市に言っても対応してもらえないと、相談してもらえなくなる

ということが一番あってはならない。一方で、支援に当たっては、や

はり専門的な関りが必要な部分があり、縦割りにならないようにして

いきたいということで、今回の取組を行うことを理解いただきたい。

その上で、最初の相談窓口がどこなのかが明確になり、きちんと相談

を受けられることが一番大事なことだと思うので、十分議論し、これ

から内部で検討していきたいと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ  先ほどの報告にあったように、市民の方は後見というのはなかなか

馴染みにくい、特に関心がある人だけが講演会に来ている。そういっ

たときに、後見制度はどうしても特別なもの、よく分からないという

意識があると思うので、地域包括ケアの中で、住み慣れた地域、自宅

で、できる限り長く生活したいという活動を進めているのだが、その

中で、医療、福祉サービスの車の両輪として成年後見、財産管理、身

上監護、虐待を受けていないなどの権利擁護があるのではないかと思

っている。後見だけを取り上げた講演会をやるのではなく、地域包括

ケアの全体の大きな講演会や研修、例えば郷先生、川瀬先生、坪井先

生といった講師が住み慣れたところで元気に過ごすという講演の中

で、後見についても話をすることも意味があると思っている。 

 例えば、医療との連携で言うと、入院の際に身元引受人が求められる

が、後見人は身元引受人になるのか、連帯保証人とは違うのか、そう
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いったことを医療関係者の方、医師が理解されていないということが

ある。逆に、我々からすると、後見になるということで、医師からの

診断書が出て、後見、保佐、補助のチェックが付くが、どのくらいだ

とどういうチェックになるのかが分からないという部分がある。そう

いったところで、今後、後見人について、医療、特に医師の先生方と

の連携を密にできればと思い、医療相談員、看護師等、事務職の皆さ

ん、医療機関全体と連携を深めていくことが後見の理解にも、ひいて

は市民のためにもなると思っている。 

坪井部会長  権利擁護についてこれで終わりたいと思う。最後に、全体を通して

川瀬スーパーバイザーからコメントをいただきたい。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ  皆さんの意見を聞いている中でいくつか感じたことを話したい。認

知症疾患医療センターで認知症の患者の診療、診断をずっとやってい

るが、三条市が認知症の人と、認知症の人だけではなくて、やはり認

知症の人たちの家族にとって過ごしやすい町になればいいなと思っ

て聞いていたのだけれども、３点ほど話がある。 

 一つは、５ページの認知症カフェだが、支援型認知症カフェというも

のを新たに作り、それ以外は登録型カフェにしてやってみたのがこの

状態だが、市内５か所で相談件数が１年間 25 人というと、少し少な

いかなと思う。それが果たして有益なのか、効果がどのくらいあるの

か。参加人数では、登録型カフェの方が多い、そういう意味でも、支

援型カフェというのはどういう在り方であるべきなのかを考えても

いいのではないかと思う。ちなみに、我々のところは大体この 20 倍

くらいの相談が来ている。 

  では、どういうカフェにすればいいのかということだが、介護施設

の中にあると、カフェといえども施設の中に入っていって、そんなに

いい雰囲気でおしゃべりができるのかという難しいところがあると

思う。カフェというからには雰囲気が全てと思うので、出張型として

公民館でと書いてあるのはいいと思った。三条市内で協力いただける

企業があれば、本当のどこかカフェで、１日やらせてもらいたいと依

頼し、ある程度慣れた人がいる形で、本当においしいコーヒーを飲み

ながら、気軽に来られるようなものができたらいいと思う。地元企業

の方を高めていく、認知症サポーター養成講座や協定等あったが、市

内に様々な有名企業があり、例えば、屋外でやるということであれば、

アウトドアメーカーの協力を仰ぐなど、いい雰囲気を作り、いろいろ

な人が行きやすい形でやるのもよいのではないかと思う。 

  講座だが、公開講座みたいな市民向け講座というのは燕市でもやっ

ているが、三条市ももう少しやってもよいと思う。 

  サポーター養成講座のサポーターという概念だが、サポーターにな

った、フォローアップ講座を受けた、ステップアップ講座を受けた、

それで、技術と意識を付けたという人が何らかの活動をするというイ
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メージだと思うが、私の中では、全住民が１回は認知症の知識を付け、

学んでいただき、全員がサポーターになり、いろいろな生活の場面で

認知症の人がいたときに、ある程度の基礎知識を持った上で適切な対

処ができるというのが目標だと思っているので、具体的な取組内容の

小中学校というのは、全校でやってほしい。小学校６年間あれば、２

年生、４年生、６年生でもいいし、総体的にやっていくような感じに

してほしい。可能であれば、下の方で見守り協定締結機関ということ

があって、これはいくつかの企業にやってもらっているが、企業にと

っては、こういったところに取り組んでいるということは、その企業

のアピールになると思う。どこがこの協定を締結しているかというこ

とを、ポスターを作って協定機関に配布するとか、新聞に掲載しても

らうとかしてはどうか。うちの企業は認知症に関して地域に貢献しよ

うとしているいい企業だということのアピールになる。新聞社から記

事がないときには特集を組んでもらい、認知症に関して、地域でどう

いう取組みを企業がやっているかをクローズアップしていくなど、何

らかのメリットになるように、できればほとんどの企業から取り組ん

でもらえるとよい。大人になって働くときには、自分の職場でサポー

ター養成講座を受け、子どもは学校で講座を受ける、そうなってきた

ときに、仕事をしていない母親等に関しては、小中学校のときに一緒

に受けられるような機会が作れるといいのではないかと思う。 

  靴ステッカーのところは、他の市町村もやっていると思うが、いざ

いなくなったときに、登録している人に対して、やはり顔写真の情報

が一番大事だと思うので、メールを発信する。いろいろなセキュリテ

ィや個人情報の問題はあるが、段階を作り、登録している人がメール

を見たときに、メールを開けたら、その情報を確認した人には、初め

から家族がいなくなったら情報を発信していいという許可を得てい

るところの情報までとし、その上で、誰が見たのかが分かるよう、た

どれるようにすればいいのではないか。本当にいなくなった時誰が見

付けてくれるのかという、一刻を争う命に係わるときにはありなので

はないかと思う。そういうことを取組んでほしい。 

  最後に後見の話に関わるが、高齢者等見守りチェックシートは、か

なりいろいろな早い段階から支援をしていこうという取組だと思う。

普段から、私の個人的な感覚なのかもしれないが、介護保険の認定に

ついての話だが、前回も言わせてもらったが後見相当の認知症レベル

の人が非該当になる。それが余りよろしくない。少なくとも、介護保

険を申請するということは何らかの助けを求めているわけだが、後見

相当の人が非該当になってしまう。去年１年間で、うちのクリニック

だけで、後見なのに非該当になった人が７人いて、保佐に相当するの

に非該当になった人が８人いた。結構な数だと思う。申請し直して通

った人もいる。だとしたら、１回目の審査は何だったのかということ
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になり、そこのところを見返してもいいのではないか。私としては三

条市が基本だと思って対応していたので、他の市町村の方の結果を見

ると、これで要介護２、要介護３かと、かなり驚く介護度があったと

ころである。ただ、どうなのか思うのも一つある。そこで、少し調べ

てみたら、新潟県全体の 65 歳以上の人口に対する要支援者を含めた

要介護認定のパーセンテージを見ると、19.8 パーセント、大体２年く

らい前だと思うが、三条市は 16.2 パーセントで平均を下回っている。

30 市町村でいうと、三条市は一番下から２番目で、同じ人口規模のと

ころとかなりかけ離れている。これは二つの要素があり、一つは審査

基準の違い、もう一つは、本来、介護保険を受けてサービスを受ける

べき人が申請されていないかもしれないということである。医師が書

いていないのか、もしくは家族が介護保険制度のことを理解しておら

ず申請していないのか、それ以外、市の政策、地域包括支援センター

の説明なのか、これに関しては、やはり三条市の問題のため、考えな

いといけないのではないかと思う。 

 

坪井部会長  私も思っていたのは、先ほど言った認知症サポーター養成事業とは

ちょっと重々しい印象があるのではないかという気がするので、サポ

ーター養成とかではなく、住民全員が何らかの形で話を聞いて認知症

を理解するようにして、地域で認知症の方を守っていくというのが重

要だと思う。本当に小学生、中学生の頃からやっていただき、皆さん

で認知症を理解していっていただきたいと思う。 

 

５ その他 

次回の開催について、７月下旬に予定しており、第８期介護保険事業計画の基本目

標について協議いただくことを事務局から説明 

 

６ 閉会あいさつ 

 郷センター長 

 

（午後８時 45分閉会） 


