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令和２年度 第２回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和２年７月 29日（水）午後７時から８時 45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 (10人) 

坪井康紀委員、早川直樹委員、米山 清委員、長谷川勝榮委員、佐藤雄一委員、

高野栄子委員、安田清美委員、本田麻子委員、長谷川悦子委員、石附克也委員 

(2) 欠席委員（１人） 

 中村一義委員 

(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 

高井久恵センター長（嵐北）、小柳朋子センター長（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） 

福祉課   鈴木係長（障がい福祉係） 

 

４ 議 題 

(1) 第８期介護保険事業計画策定に向けた各種調査の結果について                    

 資料１に基づき説明 

 質問なし 

 (2) 第８期介護保険事業計画における認知症施策の方向性について 

  ● 資料２に基づき、認知症施策の推進について説明 

（質問、意見） 

石附委員   支援型認知症カフェについて、今年度から開始され、介護者の相談

を目的にしているが、実際に相談はどの程度来ているのか。地域包括

支援センターにも相談があるが、なかなか相談できない方は日曜日に

カフェに行くという形ができているのかなと思い、分かる範囲で教え

ていただきたい。 

事務局  相談件数は月によってもばらつきがあるが、年間で見ると昨年度は

25件で少なく、他の登録型カフェの方がたくさん相談を受けていると
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ころもあるようだ。 

  ただ、支援型カフェに寄せられる相談の特徴としては、支援者から

の相談が少しずつ入っている状況がある。 

石附委員  介護者や、地域の方にとっては相談窓口がたくさんあるのはいいこ

とだと思うので、是非、広めていけるとよい。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ これまでにも川瀬スーパーバイザーが指摘された、医師が後見相

当と判断をしたのに思ったような介護認定がされていないという点

が、今回の第８期計画の中ではどうなるのか。７ページの「（１）認

知症の容態に応じた適時・適切な医療・介護の提供」に含むのかと思

うものの、実際にその中身というと９ページになると思うのだが、早

期発見・介入とあり、認知症の人が生活するに当たり適切なサービス

を受けられる、それは医療であったり福祉のサービスであったりとい

うことは考慮されていないのかなと思った。直接的に言えば、三条市

の認定が厳しすぎるのではないかという部分はあると思うが、それが

どこで議論されるのか分からない。私も複数の福祉関係者から聞いた

ことはあるし、私自身、後見人になっている人の認定が厳しすぎない

かと思う。要介護認定と認知症がリンクしないというか、機能的な部

分で判断されるのは分かっているが、認知症の人が適切なサービスを

受けられるようにするには、というところは、どのようなことで考え

ているか。 

事務局  認知症の方へのサービス提供については、介護認定の度合いに関わ

らず、適切なものを提供するべく取り組んできた。今後もその方針に

変わりはないということをまず、申し上げた上でなのだが、認定につ

いては、前回のこちらの会議でも御指摘いただいたところであり、ま

た、多方面から直接または間接に私どもの方にもいろいろな御指摘を

いただいているところである。 

  御指摘を踏まえて、まず、認定申請から結果を出すまでのプロセス

において、不適切なところがないか検証を重ねている。ポイントとな

るのは認定調査と認定審査会だと思っている。徐々にそのポイントと

なる部分を絞り込みつつある。ポイントになるものがもしあれば、そ

こを是正していくし、現に生活の場面を見たときに、この認定結果で

はサービスが利用できない、生活が立ち行かないという方がかなり出

ていらっしゃるということは事実なので、そこはきちんと受け止めた

中で、今、その検証をしている。そこがまずしっかりしないと、利用

いただく方と我々、支援する立場、サービスを提供する基盤をどのよ

うにするか、保険者としての信頼が損なわれてしまうので、問題とな

る部分をきちんと調べて、第８期以降の取組についてしっかりやって

いくということを前提として、今の基本目標を立てたところである。

御指摘の点については、また報告できるものがあれば、この会議なり、

あるいは随時、皆さまにお知らせしたいと思っている。 
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中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 今の御発言を受けて、２点。 

  適切に認定されているか否か、実態は私には分からないが、適切に

認定しているのに、なぜ、認定が適切ではないのではないかという不

満や、他市と比べてどうかといった話が出てくるのか。適切に認定し

ていると思うということが正しいのかどうかを振り返る必要がある

のではないかということがまず１点である。 

  もう１点は、適切に認定されているとしたときに、どうしても機能

的な部分と、認知症による介護する人の大変さは違うと思うが、介護

認定に反映されない部分の、介護サービスを使えればほぼできること

ができないとき、どうフォローしていくかが必要なのではないか。 

  ちなみに、先ほど、資料１は、パーセントで示した方が分かりやす

かったのではないかと思う。人数で出ているが、有効回答数から見て

何パーセントだったのかという方が読みやすかったと思う。 

  もう１点、資料１の 10ページを見ていただきたい。私が驚いたのは

左のグラフで、「入院又は施設入所するときに身元引受人になる人は

いるか」、「金銭管理や契約などの手続きができなくなったとき、支

援してくれる人はいるか」という設問で、「はい」が 97パーセントと

か 96 パーセントとものすごく高い数字で驚いた。誰がなるかという

と、配偶者であったり子どもであったり兄弟姉妹・親戚・親・孫。逆

に言うと、信頼できる配偶者などがいる人がこれを回答したという見

方もできると思う。そうすると、参考資料で、今後の高齢者の一人暮

らしや高齢者夫婦のみの世帯がどれくらいになるかということがあ

ったが、一人暮らしで頼れない人はどうしたらいいのか、身寄りを頼

れない人がどう困っているかというのは、この調査結果に出てきてい

ない部分があるのではないかと思う。この結果はこの結果としていい

評価だと思うが、頼れない人はもっといるはずだと思うので、そうい

う人はどういうサービスや支援が必要なのか検討していく必要があ

ると思う。 

坪井部会長  最後の身元引受人のところで、ここに反映されていない方は把握さ

れているのか。 

事務局  まず、この在宅介護実態調査自体がいわゆる無作為抽出で行ってい

ることもあり、そういう点から、御指摘のとおり、今回、たまたま御

回答いただいた方が、信頼できる方々がいらっしゃる方に調査が当た

ってこういった形になったという部分もあろうかと思う。一方で、10

ページでいうと、「いいえ」や「無回答」の方もいるが、ここがゼロ

でないということに着目すべきで、この調査から見えない部分をどの

ようにケアしていくかというと、「はい」が 96パーセントだから大丈

夫ということではなく、日頃各方面からいただいている個別具体のケ

ースへの対応を通じた中での実態や課題を丁寧に集約していきたい

と思っている。そういった中から、「いいえ」あるいは「無回答」と
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いった方々の実態は当然把握し、むしろそういう方々に必要な仕組み

や手立てを講じていかないと、現に入院や、施設入所に当たっての契

約行為、金銭管理といった大事な部分ができないがためにサービスに

つながらないということを防ぐことができないので、そこは今申し上

げたところでしっかりと状況把握していきたいと思う。 

坪井部会長  地域包括支援センターで、この結果について、現場の肌感覚みたい

なものではどのような感じなのか。ほとんどの方に身元引受人がいて

入院に困らないとか、実際はもっと困っているのではないかとか。 

小柳ｾﾝﾀｰ長  何とも言えないが、やはり、身元引受人がいないという方は実際い

るので、そのケースに遭遇したときに、一つ一つ丁寧に対応していく

しかないということは感じている。 

坪井部会長  実際にある程度はいるということか。 

高井ｾﾝﾀｰ長  例えば、施設に入るとき、サービスを受けるときに、県外に子ども

がいるとか、子どもがいなくて親戚を頼るしかないという方も結構い

るので、そこは考えていく必要があるのではないかと思う。 

坪井部会長  介護認定だが、認定審査会と審査会委員は、なるべく大変そうなと

ころは拾って適切な認定をしてあげようと思っているが、そうなると、

調査員の調査が厳しいのか。調査員が行くと普段できないことができ

るようになったり、とてもいい格好を見せて、認知症はあるがはきは

き答えたりというところがあるのか。場合によって方針なりがあるの

かもしれないが、実態と合わない認定がなされている。他市町村がど

うなっているのか。三条市が厳しいということは他より厳しいという

意味で言われているのか。 

事務局  他市町村と調査の場面を比較する、極端に言うと、同じ方に同時に

調査をして、三条市がどういう調査をするか比較をしたことはないし、

同じ方を認定審査会に諮り、どういう結果が出るのかということもや

ったことはない。 

  先ほど出た、厳しいということについては、多分に認定調査の場面

を捉えての御指摘だと思っている。それは調査員の接し方なのか、言

葉遣いなのか、あるいは、例えば、在宅であれば家族の立ち会いや、

施設入所の方だと、日頃ケアしている職員から聞き取りをさせていた

だくこともあるかと思うが、そのとき、本人の話だけで調査し、普段

の様子をよく知る施設職員が話をしようとしたら、「あくまでも本人

に対する調査なので、そこは結構です」というようなことで、立ち会

っていただいている方、御家族から普段の様子をうまく聞き取れてい

ないとすると、基準上のチェックが付かないが、実態として、一緒に

住んでいる介護者にはこういう手間が発生していて難儀されている、

そこの評価が適切にできるかできないかというところが、特に認知症

の部分については大きなところかなと思っている。そういった、厳し

い、厳しくないということを他市と比べて御指摘があるのは、ケアマ
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ネジャー等が見るとしたら、やはり調査の場面になると思う。まずは

調査が適切かは検証したいと思うし、特に、生活実態を正しく反映し

て判定していただけるような聞き取りや、聞き取ったものを調査票に

言葉として表す部分は、現状、十分できているのかということをもう

一度振り返りたいと思う。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 私が後見人をしている人が、要介護２だったのに、次の更新で要支

援１になり、おかしいのではないかと思い、変更申請に行ってもらっ

た。そうしたらまた要介護２になったという経験があり、時期が少し

しか違わないので、それは一体何なのだろうと思ったことがあった。

また、ケアマネジャーや地域包括支援センターの方からの話では、他

の市町村と比べると、やはり三条市は厳しいときがあるので、特記事

項が人によって差があるなど、一定ではないのかなと思っている。 

坪井部会長  認定がどのようになされるのか、システムについて御存じか。調査

員が行き、そのときにできる、できないというようなことをチェック

し、報告をソフトに入力し点数化され、そこで、調査票の特記事項に

細かく書いてあることを拾えるものは拾い、少し介護度を上げるなど

というシステムになっている。ただ、調査員が行ったその日にたまた

まよかったり、とても調子が悪くなってできなかったりとなると、少

しずれてしまうのかもしれない。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 三条市だけ点数化のシステムが違うというのではなく、それは全

国一律なのだとすると、やはり、調査でどこまで詳しく書いてくれる

か、聞き出してくれるというところなのか。 

坪井部会長  認定されなかった場合に、されない人にもいろいろな支援をしてい

るということだったが、認定されないとサービスはかなり厳しいか。 

小柳ｾﾝﾀｰ長  認定されないというより介護度が軽く出た場合ということでよい

か。介護度が軽くなることはいいことだと思うが、それによってサー

ビスの回数が、２回が１回になることで、その方が不穏になるなどの

事例も多々ある。結果は審査会で決めることなので、私たちがどうと

いうことではないが、介護度が変わることで在宅生活が困難になる方

もいるのは現実にある。 

坪井部会長  やはり、少し厳しいといわれているのであれば、なるべく実態に即

した認定がされるよう検討いただきたい。 

事務局  実は、こういった中で、地域包括支援センターが開催する個別ケア

会議という場で、介護認定係も同席させていただき、実際にその方の

暮らしぶりなり介護の状況について皆さんと話をさせていただくこ

とになった。そういった場面を通じ、今、御指摘いただいたところを

もう少し実態として実感を持って取り組んでいける機会を作ってい

ただけるようお願いしたい。 

長谷川（勝）委員 専門的な部分の話で、そのときの相手の話、行動等によって、

微妙に違ってくるということで、大変難しいことだろうと思っている。
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そういう中で、認定率が低いという話が出たが、素朴な考えとして担

当者のケース検討会というか、研修等が実際にどうなっているのかと

思う。できることであれば、余り私見が入らない、ある程度機械的な

部分も必要ではないかと思う。 

  それから、これは全然リンクしない話にはなるが、保険料は、新潟

県平均で 6,100 円、三条市が 5,400 円と、700 円低い。「厳しい」と

いうだけだと、市民感情としても三条市は厳しいのかなという言い方

しか出てこないので、この見方も皆さんに知らしめていく必要がある

のではないかと思った。 

坪井部会長  （システムは）機械的にはなっている。事務局から何かあるか。 

事務局  中澤オブザーバーから、認定がどうあれ、どうやって支援をしてい

くのかという御質問だと思うので、それについてなのだが、介護度に

対する不満が、認知症の症状などによって生活に支障があり、それに

対する介護のサービス量がこの介護度では足りないというところか

ら来ているのであれば、そこは、今言った検証をしていく必要がある

のだろうと思っている。そうではない、認定に反映されない家族の負

担感があるのではないかという御指摘もあったと思うが、家族同士の

関係性であったり、家族の負担感であったり、なかなか測ることが難

しいところもあるのではないかと思う。家族の負担感に対する支援や、

家族間の関係に関することであれば、介護保険サービス以外も含めて、

家族全体を見た中の支援も考えていく必要があると思っている。家族

支援は、一人一人の家族のニーズが違うと思うし、当事者の方の症状

によって違ってくると思うので、そういったところは、先ほど言った

認知症初期集中支援チームのような専門職でその家庭をどう支える

かということを考えていきたいと思う。 

横山ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ ８期の計画の全体的なところはとてもいいとは思うが、資料１の

アンケートの３ページのところで「認知症の人や家族に対する三条市

の支援の取組として知っているものはあるか」について「知らない」

という回答が 1,500とあった。また、６ページの「家族や友人・知人

以外で、何かあったときに相談する先はあるか」について「そのよう

な人はいない」との回答があるなど、まだサービスを認知していない

方や、相談できる相手がいない方のフォローアップをするような施策

は考えないのか。 

  また、サービスの内容に関して言えば、先ほどから認定の話も出て

いたが、万が一認定に漏れた方が受けられる受け皿、サービスをみん

なに知らしめていく必要があるのではないかと思うので、その辺をお

願いしたい。 

  私は平成 11 年当時のケアマネジャー第１期生である。認定調査を

１日に７、８人ずつ毎日やっていた。そのときとシステムは基本的に

変わっておらず、調査が変わっているだけだと思う。例えば、その当
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時、本人を見た後に時間をずらして、また、部屋を分けて、家族から

後で状態を聞いて特記事項に書いた覚えがある。今、20年近くたって

いてまだ「認定が」といった話が出て、残念でならない。 

  やはり、サービスを受けたくて、助けてほしくて申請するにも関わ

らず、認定されず、利用できるサービスがないのであれば、これはも

う介護保険が崩壊しているとしか言いようがない。どんなにいい施策

があっても、これだけ知らないとか相談する人がいないというのであ

れば、全く意味がないのではないか。そういうところも酌んでやって

いただけたらと思う。 

坪井部会長  周知が足りないのではないかという意見だが事務局から何かある

か。 

事務局  調査結果を見て、関心がある人にしか届いていなかったのかなと感

じている。地域包括支援センターの認知度は年々高くなってきている

が、関心がない方に響くことは難しい。ただ、情報が届いていないと

しても、周りが気付いてつなぐという仕組みは作っていきたいと思っ

ている。 

横山ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 別に私は責めているわけでも何でもなくて、実際、私が担当してい

る患者の家族も言うのだが、とにかく四六時中認知症の方と一緒にい

るのはきついと。老老介護の方だが、やはり、実態としては、生活上

ストレスを感じるケースもあると思う。そういったところも再度認識

していただきながら、何かあったときに、どこか１か所に質問をぶつ

ければ全部つながってフォローできるような仕組みづくりを含めて

検討いただきたい。 

弥久保推進員 この資料１はどういう方に聞いたのか。例えば、私が認知症の啓発

をしていてチラシを渡すと、興味のない人はその場で握りつぶしたり

する。そういう人も合わせて調査していれば、「知らない」という人

は圧倒的に増えてくると思う。「知らない」が増えるのは悪いわけで

はなく、必要なのに知らない人がどのくらいいるのかとか、必要な時

点で分からないという人がどのくらいいるのかを調べないと、この数

をどう捉えていいのかは出てこないのではないか。これは全く困って

いない方にも聞いているということか。 

事務局  そのとおりである。 

坪井部会長  回答率が 65 パーセント、興味がない人は回答しないでのではない

かということもある。回収はどうやっているか。 

事務局  対象を無作為抽出して郵送し、返送する方法である。 

坪井部会長  結構返ってきている方である。他に何かあるか。 

田崎ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 企業との連携のところで意見だが、障がい者、特に軽度の知的障が

い者の企業に勤めている方で、福祉サービスを利用したり、家族がい

たりする方はいいが、三条市の場合、景気がいいときに遠くからこち

らに就職し、そのまま住んでいる方々がちょうど 50、60歳くらいにな
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ってきている。これまでは社長や社長夫人が面倒を見てきたが、そう

いった方々が 80 代、90 代になってきて、お世話がうまくいかないと

いう事例を何件か体験したことがある。もともと障がいがあるので、

認知症を発症しても気付かない。企業との連携ということでは、ハロ

ーワーク等、障がい者雇用の補助金などを出しているところがあるの

で、その辺も含めて啓発していただけると非常にいいのかなと思う。 

事務局  企業との連携ということで、恐らく若年性認知症の世代になる方だ

と思うが、地域振興局を中心に昨年度からいろいろ取り組まれている。

企業から社会保険労務士のところに働けなくなった方の相談が多く

あり、大半はどうやったら辞めてもらえるかという相談らしいが、企

業側もどこに相談していいか分からないという実態が分かった。県全

体で調査を実施されたらしい。市としてできることとしては、認知症

が疑われる方々に周りがどう接すればいいか、企業対象のサポーター

養成講座に取り組めるといいと思う。若年性の認知症コーディネータ

ーと相談していく。 

安田委員  認知症初期集中支援チームについてだが、各地域の訪問看護の管理

者がチーム員として活動しているが、事例数が少ない。私の地区では

今年度はまだ、新型コロナウイルス感染症の影響もあるのか、依頼が

ない。それに関しては、ただ単に対象がいないのか。ただ、他の地域

の活動を聞くと、通常の訪問看護の業務と兼務で継続しているので、

かなり負担になっているとのことである。三条市以外のところでは、

専門医が所属する病院等が中心となって実施している。それぞれにメ

リット・デメリットはあると思うが、チームの体制について、今後検

討していただくことは可能か。 

 事務局  事例数が少ないことについては、各地域包括支援センターを回って

聞いたときに地域によって事情が違うと感じたところだが、やはり実

態把握がどこまで進んでいるかということも関係しているのではな

いかと感じている。体制に関しては、三条市で他の市町村のように専

門職で一つのチームを作ってやっていくとしたときに、本来業務と兼

務ではない形でのチーム編成が難しいところがある。兼務してチーム

の業務をやっていくときに、負担を薄めるため複数チームを作ったが、

事例が少ないことを考えると、このままの体制でいいのかという指摘

はもっともである。ただ、本当に対象者がいないのかというと、きっ

とそうではないだろうと思うので、チームを複数作って、１チーム当

たりの負担が余り大きくならないような形にしないと三条市の場合

は回っていかないと感じている。 

  専門的な機関の専門的な方が関わってくだされば、確かにとても素

晴らしいことができるのかもしれないが、各圏域における認知症のケ

アの質を高めていきたいとも思うので、もう少しこの体制でやれれば

と思っている。今後の経過なども踏まえて考えていきたい。 
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安田委員  具体には私のところではないので、私が忙しいのかというとそうで

はないのだが、例えば、川瀬先生のところを拠点にして、訪問看護は

市内の訪問看護ステーションが輪番制で担当していくなどのやり方

もあるのではないかと意見をいただいた。 

事務局  参考にさせていただきたい。 

坪井部会長  チーム員の負担をいかに減らすかということがポイントだと思う。

市も考えていると思うが、よろしくお願いしたい。 

米山委員  新型コロナウイルス感染症で非常に困っている方が多いのではな

いかと思う。私のところにはお盆に帰省し草取りをしたい、家のこと

をしたい等、意見がいろいろあるが、実際にこちらに帰ってくると犯

罪者扱いになる。今までは休みに帰って来てやっていたが、今はそれ

ができない状態になっている。そういう方に対しての対応を考えてお

られるのか、確認したい。 

事務局  具体に対応策としては持ち合わせていないが、今までであればお盆

に帰省し、お墓掃除をしてお墓参りをしたり、庭の手入れをしたりと、

季節に合わせて帰省され、三条市に残っている両親の介護などをやっ

ていただいている家族がいると思う。それが今、こういう社会状況の

中でストップせざるを得ないことになっているのは承知している。 

  考え方としては、一つは、往来をどうするのかということもあるが、

それは先ほど言ったように、発症等、感染リスクを考えると、そこは

自粛をお願いせざるを得ないということがある。もう一方の考え方と

しては、今までであれば家族の支援を受けられた方がこういう状況の

中で困っているということを我々がキャッチし、家族に代わる何らか

の公的、民間のサービスで対応できるものがあれば、そういった利用

も、こちらに残っている両親を通じて、東京などにいる家族に伝えて

いくような形で、この夏は少しお控えくださいということが言えるよ

うな体制を作っていかないと、長期間会えないと、お互いに不安にな

る。特に認知症の方であれば、会えない家族の側からすれば、どうな

っているのだろうといった心配があるのはそのとおりなので、今、こ

ういう状況の中で、もしかしたら、数年単位で考えていかなければい

けないということも想定される状況になってきているので、今回、８

期の計画に盛り込む、盛り込まないということではなく、家族に代わ

る季節ごとの支援などに対応できるようなサービスも検討していか

なければいけないと思う。 

坪井部会長  現場の方から、８期に関して、このようなところを重点的にやって

ほしいとか、行政に望むことがあれば、今のうちにどうぞ。 

佐藤委員  社会参加の促進や、見守り体制の構築とあるが、ここ何年か包括の

地域ケア会議や自立支援型地域ケア会議にケアマネジャーが参加で

きたり、研修会等で話題がありグループワークがあったりして、いろ

いろな意見が出て来ているが、「検討」で終わり、なかなか決まって
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いないことが多いのかなと思う。支援型カフェや靴ステッカー以外、

ここで出てきたニーズで、今、現時点で集約されている手法として、

まず、見守り体制や参加の場をどこに作っていこうか等、方向性やサ

ービスがあればお聞かせ願いたい。 

事務局  認知症の方だけの参加の場にするかどうかはまだ検討が必要と思

っており、認知症の方が集まる場が必要であれば、それはそれで考え

ていかなければいけない。むしろ一人一人の方がニーズに合った居場

所や活動場所を見つけられるようにつなぐことも必要だと思ってい

る。実際に、今現在取り組んでいるものはまだなく、今は、本人がど

のようなニーズを抱えているのかを聞き取る作業をしているところ

である。 

佐藤委員  ケアマネジャーとしても地域資源を開発していくということは研

修でも言われており、呼び掛けていただきたい。今後お願いしたい。 

事務局  是非、お願いしたい。 

 

● 権利擁護施策の推進について資料２に基づき説明 

（質問、意見） 

坪井部会長  ８期では権利擁護の推進にかなり力を入れていこうという印象を

受けるが、質問、意見はないか。 

石附委員  16 ページの一番下の⑷成年後見制度等の安定的な利用の継続の取

組案の、今後、不足が見込まれる後見人の数を精査し、必要数を確保

する方法を検討というところで、法人後見の拡大や支援員の育成など

と出ている。当社会福祉協議会でも、今現在、４名の方が法人後見を

利用されている。今後も受けていきたいと思うし、今すぐは無理だが、

支援員を雇用してやって行けるとよいと考えている。将来的にはその

ような形で拡大していきたいと思っている。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ まず１点目は、大まかなところはよくできていると思う。しかし、

先ほどの認知症施策もそうだが、具体策をどうしていくかが大事にな

ってくる。この方針を推進するために、実現するために、１年目、２

年目、３年目でどうするという、いつまでにどう持っていくかという

ことを具体的に検討していただけると有り難い。 

  ２点目だが、率直に言うと、弁護士は、大変な事案をたくさんそれ

ぞれが抱えていて、なかなか数に限りが出てきている。例えば、親族

間のトラブルや、どうしても弁護士が関わらなければいけないものも

当然あると思うので、最初に弁護士が関わり、落ち着いたら他の業種

や、社協の法人後見に移していけるとよいと思っている。 

  そうしたときに、後見は手間と報酬がマッチしていない。一生懸命

やればやるほど割に合わなくなる。今、どの職種も限られているとこ

ろなので、法人後見に頑張っていただきたいということからすると、

市として法人後見支援員などの、具体的には予算の面などを考えてい
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く必要があるのではないかと思っている。 

事務局  第８期介護保険事業計画は３年を計画期間の一区切りとして策定

するので、当然、計画として練り上げていく段階において、各施策の

展開として取り組むべき大きなところについては、３か年の間の数値

目標を立て、各年度で目指すことを設定して取り組んでいくこととな

るので、ロードマップ的な部分を含めて具体の施策、事業としてしっ

かり検討し、計画書の中に盛り込む。また、２点目については、これ

はこの部分に限らず、次期計画の柱としてどういったものを具体化し

て、事業としていくかとしたときには、特に新規で取り組むもの、あ

るいは継続段階でもより重点的にやっていくもの、メリハリをつける

ところはあるが、実際に計画の策定作業と並行し、次年度の予算編成

の段階においては財政当局、それから理事者に要求していくこととな

っていくので、今ほどいただいた御意見については、担い手確保とい

う視点から長期的に権利擁護の体制がきちんと維持できるかどうか、

大事な部分でもあるので、予算として手当てする必要がある部分の一

つとして認識し、取り組んでまいりたい。 

坪井部会長  報酬が割に合わないということは、実際に把握されているか。 

事務局  費用助成の申請は、まず、裁判所で被後見人の方に対する後見業務

を行った人に対して報酬を付与することを決定するという審判が出

て、それを基に費用助成の申請をいただくが、現状は、裁判所で決定

された費用額が市で設定している助成の限度額を超えるケースが大

半であり、乖離があることは承知している。実際にこういった方々が

今後増えていくという見込みの中で、特に、後見業務に当たっていた

だく専門職を含めて、皆さん方にボランタリーなところだけを求めて

いては立ち行かない部分もあるので、乖離があるという認識に立って、

近づけていく努力は必要だと思っている。 

坪井部会長  実際、後見人制度を勧めたはいいが、後見人の数が足りないとどう

しようもないので、考えてもらわなければいけないが、弁護士として

は、足りないか。 

中澤ｵﾌﾞｻﾞｰﾊﾞｰ 前は、後見はお金が掛かるものだと思われていたので、割と財産が

ある人の依頼が多かったが、最近は皆さんの頑張りで、財産に限らず

必要な人には申し立てということになっていると思う。そうすると、

お金がない人ほど大変である。裁判所から報酬はこれだけと審判で出

て、市から補助してもらうといっても、足りない部分がある。そこを

別に社協に押しつけようと思っているわけではないが、後見専門にや

っている人はなかなかいないので、本業がありながら後見人をやると

なると、手が回らなくなる。先ほど申し上げたように、必要なときは

各業種、専門職がやるが、どんどん引き継いでいけないか。そういっ

たときに、社協の法人後見は大きな受入先になる可能性があるのでは

ないかと思う。社協にしても、例えば、石附委員のようなエキスパー
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トが何から何までやっていくというのは無理だと思うので、社協の手

足となって動いてもらえる支援員を育てていかなければいけない。そ

うしたときに、育てていく研修の費用や、雇い入れるための予算が必

要になってくるのではないか。それを報酬で賄うというのは無理な話

なので、そういったところを市にも考えていただくとありがたい。 

坪井部会長  他になければ、最後に、スーパーバイザーの川瀬先生から一言お願

いしたい。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ 今日は、非常にいろいろな方々から積極的に、声を掛けずとも発

言していただけ、とてもいい会なのだろうと思うが、それは声を上げ

なければいけない問題が目の前に、いろいろな職種の中で感じ取った

からだと思う。これはやはり具体的に行動に移して成果を出すという

ことでいろいろやっているわけだが、目指していかなければいけない

と思う。 

  私個人としては、三条市だけではなく県央地域の認知症疾患医療セ

ンターをやっているので責任を感じてはいるのだが、今日の話の中心

で三つくらいあるとしたら、一つは、いろいろ御意見をいただいた介

護保険の認定である。これは前にも話したのだが、私も審査判定会議

にも出ているし、自分の患者が申請を出すこともある。どのくらいの

認知症の程度でどのくらい困っている人が申請し、結果が届いて、後

見相当の人が非該当になり、これは少しありえないという話になった。

他の市町村の人も診ているので、違いがあると思っていた。これは最

低限、すぐに通常ラインに戻す必要がある。関わる人というのは個々

の調査員プラス調査員がまとめてきたものをチェックしたり指導し

たりする人、数人の人だと思う。信念を持ってやっていたと思うが、

こういう結果であったりするから、その人たちにしっかりフィードバ

ックする。再申請をしてすぐ（介護度が）上がるということがあるの

で、それは結局、１回目のものが間違いだったと考えていいと思う。

なぜそうなるかというと、やはり一つは、特に認知症に関する質問項

目は、認知症にまつわるいろいろな困った症状があったかなかったか、

調査員がそれは問題だと思ってチェックしない限り、絶対に上がって

こない、調査員しか知らないことになってしまう。やはり調査員その

ものの知識というか、全国的にはこうなっているということを持って

いかないといけない。非該当になったパーセンテージをきちんと出す

とか、その辺は本当にきちんとデータを出していかないといけない。

この前私が出したデータではほんの一部だが、65歳以上の人口に対す

る介護認定を受けている人の数がとても少ない。三条市より少なかっ

たのは湯沢町だけ。同じ人口ではかけ離れている。これはきちんと見

つめなければいけないと思う。 

  もう一つは、初期集中支援チームである。確かに（ケースが）上が

りにくいが、認知症疾患医療センターとして、三条市に限らず燕市の



13 

 

地域包括支援センターに対し、初期集中支援チームに上げた方がいい

と言うのだけれども、ほとんど、頑固に断る、というか逃げられると

言った方がいいか。やはり手間であり、煩雑さがあり、やり慣れない

ことがあるのかなと思う。去年の県央地区の協議会でも各市町村の方

から来ていただいたが、三条市は決して初期集中支援チームの稼働数、

取り上げた件数は少なくはない。頑張ってやっていたとは思うが、も

う少しニーズはあるだろうと思う。鍵を握るのはコーディネーターで

ある。コーディネーターがその制度に精通していて、普段からそれぞ

れの地域包括支援センターに出向いていて顔が見える関係になり、何

か困った例はないか、初期集中支援チームに上げるような例はないか

ということを少し聞いてみようとか、この人を初期集中支援チームに

上げようかとても悩んでいたところにちょうど（コーディネーターが）

やって来たというくらいの顔の近さ、相談できる関係性を持って、１

回やっていただければ、次は上げやすくなる。１回もやったことがな

い、上げたことがない、自分で担当したことがない人がこれを使うの

はなかなか難しいので、コーディネーターから迎えに行くような制度

を作っておいていただければと思う。今までうちのスタッフでやって

いたが、本業がかなり忙しかったりしてなかなかそこまで時間を割け

なかったので、もしこれからできるのであれば、そういう迎えに行く

ような、手取り足取り教えながらやってあげるから上げてくれと、問

題ないですかというようにしていただきたいと思う。 

  最後に、市民への周知である。やはり、確かに三条市は少し弱いと

思っていて、隣の燕市は毎年、全国的に有名な先生をお呼びして講演

会をやっている。できれば、県央地域では人口的にも、一番活動的に

やってほしいと思っているし、見本にならなければいけないのではな

いかと思う。余り大きいものがなくて、窓口がどこだということを知

らないというアンケート結果が出るのは当然だと思う。そこは実行力

があれば絶対にできると思うので、やっていただきたいと思う。いろ

いろな周知の方法はきっとあると思う。皆さんがアイデアを出して、

企業なり学校なり、いろいろなアプローチの仕方で発信力を上げてほ

しいと思う。 

 

５ その他 

次回の開催について、11月に予定しており、第８期介護保険事業計画の基本目標に

基づき、令和３年度の取組の方向性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） 


