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令和３年度 第２回三条市包括ケア推進会議 

生活支援・介護予防検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和３年 12 月 16 日（木）午後７時から８時 30 分まで 

２ 会 場 三条市役所 第二庁舎 301 会議室 

３ 出席状況  

(1) 出席委員 

  坪井委員、渡辺(和)委員、横山委員、高頭委員、吉澤委員、佐藤委員、 

本間委員、小柳委員、石附委員、加藤委員、渡辺(淳)委員、野島委員、 

米山委員、長谷川委員 

 (2) 欠席委員 

   坂西委員 

 (3) オブザーバー 

指定通所リハビリテーション富永草野 南雲理学療法士 

   地域包括支援センター嵐南      佐藤センター長 

   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 

 (4) 生活支援コーディネーター 

   栗林コーディネーター(嵐北)、阿部コーディネーター(嵐南)、 

松平コーディネーター(東)、 小越コーディネーター(栄)、 

若桑コーディネーター(下田) 

 (5) 市関係部局 

福祉課障がい支援係 鈴木係長 

 (6) 事務局 

地域包括ケア総合推進センター 郷センター長、長田次長、渡邉主査 

高齢介護課 村上課長、永井係長、榎本係長、本間主任、長谷川主事 

４ 議題 

 (1) 生活支援体制の整備に係る令和３年度の取組状況と令和４年度の取組内

容(案)について 

     資料１に基づき説明 

 (質疑) 

横山委員    ３ページの「お元気ですか？声掛け訪問事業実施中です！」

のチラシはどれくらい残っているのか。広報さんじょうなどに、
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折り込みをするなど、継続して広報しなければ、おそらく周知

は図れない。生活支援コーディネーターが、頻繁に自治会を訪

問することは困難であると考えられるため、まずは市民目線で

事業を知ってもらうための取組が必要だと思う。 

５ページの「地域の支え合い体制づくりの促進」では、

「生活支援コーディネーターの自治会長等への継続訪問によ

る地域住民の困りごとの洗い出し」とあるが、洗い出した内

容が高齢介護課の担当以外のものである場合が多いのではな

いか。今年はサービス利用者０人とあるが、高齢介護課の担

当以外の困りごとも言ってもらいたいとアピールできれば、

もう少し利用希望が出てくるのではないかと思う。 

２ページの「生活支援コーディネーターによる自治会等訪

問実績」を見ると、１年に満たないうちに嵐南圏域の全自治

会を訪問しており、全市を併せても７割以上の自治会を訪問

している。これについて、皆さんの頑張りに敬意を表したい。 

石附部会長   ３ページの「お元気ですか？声掛け事業」についての説明を

事務局からお願いしたい。 

事務局     チラシの残数について、正確に把握していないが、市民目線

に立った広報として、住民一人一人に届くことが重要であるた

め、どのような広報が効果的であるか検討したいと思う。 

また、生活上の困りごとで、高齢介護課の担当以外の困りご

ともあると思う。聞き取りシートを見た中では、特に下田地域

がイノシシの出没に困っているなど、高齢介護課の範疇ではな

い部分の困りごとも実際に聞こえている。そういった困りごと

は、適宜、担当課につなげるなどの対応をしたいと思っている。

入口でシャットアウトすることがないよう、丁寧な拾い上げを

引き続きしていきたいと思う。 

石附部会長   多くの自治会を生活支援コーディネーターが回っており、連

携が図られていると思う。自治会を回った感想や課題を一言ず

つお話しいただきたい。 

栗林ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  ２ページの資料にあるとおり、嵐北圏域ではまだ訪問できて

いない自治会があるため、今年度中に回って、地域ごとの特性
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や地域事情を把握していきたい。 

声掛け訪問事業については、今年度からコーディネーターも

事業に関わっている。周知不足もあり、相談件数はあまり多く

はないものの、スピード感としてはちょうど良い件数が上がっ

ていると感じている。 

         自治会の困りごととしては、空き家問題や、若者の地域行

事への参加数の減少など、幅広い困りごとを抱えていた。自

治会への訪問では、ネットワークづくりだけでなく、各自治

会が困っていることを受け止め、一緒に解決に向けた検討を

していきたい思っている。 

阿部ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  今年度は、生活支援コーディネーターがどんな仕事をしてい

るのかを地域の方々に知ってもらいたいと考え、各自治会を回

っていた。自治会長や民生委員から話を聞く中で、次期自治会

長が決まっていない、地域の行事が無くなってきたなどの話を

聞く自治会が多かった。それらの困りごとに対して、どのよう

な対応をすべきかはまだ見えていないものの、いろいろな課題

が地域の中で起こっていることを実感した。 

松平ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  自治会へ挨拶に行くと１年交代の自治会が多くある。コロナ

ウイルスの影響から自治会活動がなかなかできないとの声や、

自治会長が１年交代であることが影響し、地域の困りごとなど

の話を深掘りができないまま、包括の紹介のみをして帰るとこ

ろもあった。 

集いの場については、コロナウイルスの影響で参加者が少な

くなっているとの声を聞くため、そのような団体が活動を継続

していけるよう支援をしたいと感じている。 

声掛け訪問事業は、東圏域は件数が少なく、同居の世代が多

いことやＰＲ不足もあり、浸透していない状況にある。今後、

自治会を訪問する際は、回覧板等で周知してもらうなどの依頼

ができると良いと考えている。 

小越ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  自治会への訪問では、今年は 39 地区中 35 地区を回った。残

りの４地区については、来年回る予定である。各自治会を回っ

たとき、１年交代の自治会長であるためか、自分たちが役員の
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ときに大きな問題を起こしたくないとの意見が多く、地域の困

りごとを聞くまでには至らなかった。 

地域のサロンについても、訪問しているが、休止や廃止にな

っている状況にある。休止のところには、再開を促すための声

掛けをしている。 

若桑ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  自治会を訪問していると、既に除雪や見守り、安否確認など

の助け合いの活動をしている自治会もあった。住民同士でも買

い物や送迎、声掛け、見守り、除雪など自然な助け合いをして

いることも分かった。地域の中で、個人の困りごとは家族の中

で解決するものとの雰囲気があるため、自治会や集いの場など

を回っても、困りごとの情報が出てこないのではないかと感じ

ている。しかし、個別の支援の中では、生活のちょっとした困

りごとを把握する機会もあったため、今後は住民の方々の話な

ど、一人のつぶやきを地域の互助につなげる活動をしたいと考

えている。 

石附部会長   良い事業であるにも関わらず、なぜ広がらないのかを確認し、

事業を進めてほしいと思う。 

米山委員、長谷川委員から自治会の立場で意見を伺いたい。 

米山委員    本日、自治会長協議会の開催があった。私が属する大崎地区

には 15 の自治会があり、その中で自治会長が１年で交代する

自治会は５～６か所ある。２年で交代する自治会もあり、長期

の任期の自治会は少ない。 

本日の協議会の中でも１年交代の自治会からは、何をして良

いか分からない、すぐに次に引き継ぐことを考えて何もしない

との意見が出ている。行事の話の中でも「参加したくない」と

の声が多く、苦労している。 

また、自治会長や自治会の役員になりたくないとの声も多い。

私どものときまでは 60 歳を過ぎて定年になると、自治会の手

助けをする人が何人か出ていたが、今ではほとんどの人が 70

歳くらいまで勤めており、日中に自治会活動をすることが難し

く、他の自治会も同様の状態ではないかと思う。60 代の若い

人が自治会に参加してくれる方法はないかと考えているが、な
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かなか難しい。 

長谷川委員   まだ地域のコーディネーターは発足したばかりであるが、今

後、コーディネーターや自治会長、その他の関係者がいかに地

域の課題を共有して連携するかが非常に重要だと感じている。

次年度以降、そのための体制づくりをし、方向性を定めていき

たい。例えば、私たち民生委員の定例会に定期的に出席し、地

域の課題を共有すると、地域づくりの活動における能率の向上

にもつながるのではないか。 

困っている人の洗い出しについては、支援が必要な方々を

どのように見付けて、どのように対応するかが重要だと思っ

ている。声掛けの仕方や、事業のＰＲの仕方などについても

共有できれば、事業の能率も上がるのではないかと思う。 

このような時代で、サロンが停滞気味であるものの、なん

とか休まずに続けていこうと集いの場の在り方に関する様々

な意見が出てきた。次代の方々の集まりをどのように作って

いくかなどの課題も併せ、まちづくりについて積極的に考え

ていきたいと思う。 

石附部会長   ５ページの「圏域ごとの多様な集いの場についての検討」の

部分については、今年度から地域包括支援センターに障がいの

相談事業所が紐付けされ、加藤委員が障がい分野の相談支援専

門員として共に活動している。障がいの方や高齢者の方など

様々な人が参加できる居場所づくりなどの情報があれば、お聞

きしたい。 

加藤委員    高齢の方と障がいのある方が紐付けされて実働するのは、ま

だこれからの状態である。集いの場に関連するところでは、野

島委員が所属する地域たすけあいネットワークのカフェふらっ

とや、以前、中央商店街で行っていたスマイル本町、こども食

堂などの場所にも高齢者の方がいる。そこでは、私たちが支援

している障がいのある方も一緒に、一つのコミュニティとして、

それぞれが機能しているのではないかと感じている。こども食

堂などについては、野島委員からカフェのことも含めてお話し

いただきたい。 
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野島委員    私たちは、築 80 年くらいの古民家で、コミュニティカフェ

ふらっとや、駄菓子屋のような土間ショップ、いきいきサロン、

オレンジカフェなどを運営している。介護事業が主軸の場所で

はあるが、お針仕事を行う「よりなせや」というグループもあ

り、地域の人が集まる場として利用いただいている。 

コミュニティ・カフェふらっとは、福島から地震で避難して

きた方をお風呂に入れ、そこで休んでいただいたことがきっか

けで始まり、約 10 年が経過した。火・木・土曜日に 30 食程の

食事を 300 円で販売して、誰でも来ることができる場所として

始めた。わくわく食堂というこども食堂も行っているが、この

時期に人が集まって食事をしても良いのかとの気持ちもあり、

お弁当形式にしたところ、シングルマザーや一人暮らしの家庭

などから大変人気が出て、20 食から 40 食ほどにまで増えた。 

今月に入り、コロナ禍で休止していたコミュニティ・カフェ

ふらっとを約２年ぶりに再開した。アクリルボードなどを設置

し、手の消毒や利用時の氏名の記入など、厳重に感染症対策を

している。久し振りに皆さんにお会いしたが、非常に歳を取っ

た印象を受ける方や入院中の方もおり、地域で集まって話すこ

とがいかに大事かということを強く感じた。コロナウイルスの

感染状況が収まり、以前と同じようにカフェの運営やコンサー

トなどの活動を行い、地域にもっと広がってほしいと思ってい

る。 

石附部会長   縮小したり廃止になったりしている集いの場もあるが、生活

支援コーディネーターの方からは、自治会長や民生委員を訪問

するなかで課題を分析し、新たな集いの場づくりを進めてほし

いと思う。 

(2) 自立支援・重度化防止及び介護予防推進に係る令和３年度の取組状況及 

び令和４年度の取組について 

   資料２に基づき説明 

 (質疑) 

横山委員    資料２－３の取組事例について、事業終了時に、食事や運動

面の改善を自宅でも継続できるようなことを伝えたり、終了後
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のフォローをしたりしているか。また、国から交付金などが出

ることはあるか。 

事業を行い、改善したらそこで終わりではなく、例えば利用

者にはスタンプラリーなどを配布し、市内の商店街で使えるク

ーポンを出すなど、終了後のモチベーションにつながる形で事

業を循環させると、この事業が永続できる要素になるのではな

いかと思う。 

事務局     事業終了後の食事や運動に関する指導については、事業所で

実施している。事業終了後に、事業者が利用者の自宅に訪問し、

今後の生活をどのようにしたいか話し合いをしているため、そ

の折に運動の取組に関するアドバイスを伝えている。 

終了後のフォローは、半年ほど経過したときに、リハビリテ

ーション専門職が訪問する予定となっている。取組事例で紹介

した方は、元気になられたということもあり、介護認定更新時

期のタイミングで、ケアマネジャーにモニタリングをしてもら

い、必要に応じてリハビリテーション専門職が訪問する予定で

ある。 

今のところ、国から交付金が出るかどうかは分からないが、

改善したことで、本人のモチベーションを上げるための視点が

抜けていたため、今後、検討していきたい。 

横山委員    医療側の話だが、ジェネリック薬品を８割以上使っている自

治体には、交付金が出るとの話があったと記憶している。介護

についても、国の目標を達成できると、自治体に対して交付金

を出す制度があれば、それを市民へ還元して、様々な良いサイ

クルができるのではないかと思っている。 

その人ごとに目的やモチベーションも異なると思うが、今

後、このような取組が広がったときに、どのようにモチベー

ションを維持するのか、あるいは誰が伴走するのかが、この

事業がうまくいくポイントになると思う。 

事務局     交付金については、改めて調べたい。 

高頭委員    交付金は今のところは出ないはずである。短期集中型介護予

防教室については、事業所側としては、あまりおいしくない事
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業だと言われているが、やはり本人の生活の質が上がれば、幸

福感も上がると思う。 

また、横山委員の言われるとおり、リハビリテーション専門

職が、事業終了後も継続して行うことができるプログラムを考

えなければならない点が課題だと思っている。インセンティブ

の視点も聞いていて面白いと思った。是非、三条市独自のクー

ポンを使い、市内の商工会も含めて活性化する地域づくりがで

きると面白いと思う。 

石附部会長   ケアマネジャーの介護予防の視点が言われているが、その点

について、ケアマネジャー代表の佐藤(雄)委員から何か意見は

あるか。 

佐藤(雄)委員  予防と重度化防止の視点については、私たちケアマネジャー

も言われている。３ページの自立支援型個別地域ケア会議に私

も助言者として参加しているが、ケアマネジャーとしては、体

の動きやお風呂に入るかどうか、家で困っていること、認知症

や家族の困りごとなどの部分のみ注視してしまう。しかし、会

議の中で、歯科衛生士から歯の状態を確認いただいたり、栄養

士から普段の三食の食事以外の間食などについて細かく的確な

質問をいただいたりすることで、自分たちが気付けなかったと

ころについて改めて考えることができる。 

その中でも、口腔ケアについては、ケアマネジャーが自宅を

訪問した際に、口の中を見せてもらったり、歯を磨いているか

確認したりすることまでは、踏み込みづらいと思っていたが、

デイサービスで歯磨きしているのであれば、そこから状態を聞

いてみてはどうかとの意見もあり、ケア会議から他の事業も良

い方向に回ってきているのではないかと感じた。私たちも会議

の内容や意見を改めて確認し、ケアプランに生かしていく必要

があると感じている。 

短期集中介護予防事業については、５ページの３の中に、居

宅事業所のケアマネジャーに周知するとの記載があり、以前も

Ａ４用紙で周知用のチラシをもらったことがあったが、やはり

文字だけでは内容がイメージできないように思える。動画やパ
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ワーポイントを使って写真を入れたチラシなどで、実際にどの

ような内容で、どんなことをやるのかという部分をもう少し分

かりやすくすると良いのではないか。申請まで至らない方が、

短期集中介護予防事業へつながることもあると思うため、分か

りやすく周知すると、入口が広がるのではないかと感じた。 

事務局     短期集中介護予防事業のチラシについては、課題になってい

たため、事業を終了した方の成果を新たに入れて周知したい。

また、来年度に改めてケアマネジャーを対象とした短期集中介

護予防事業の説明会の実施を計画している。 

石附部会長   市民に対して予防や自立支援の視点が浸透していないのでは

ないかとの意見があったが、その点について、坪井委員から患

者さんを通じての意見等があればお聞きしたい。 

坪井委員    歳だから仕方がないと思っている人が非常に多い。こういっ

た取組があることを周知して、実践すれば状態が良くなる、こ

れ以上悪くならないということをアピールできると良いと思う。 

今回は好事例を紹介いただいたが、おそらくうまく改善しな

かった事例も多くあると思う。多くの方からこのプログラムを

取り組んでもらいたいと思うが、マンパワーの問題もあり、全

員に取り組んでもらうことは難しい。有効にマンパワーを使っ

ていくために、どんな人がこの取組を行うと改善するかがある

程度分かれば、今後もうまく進めていけるのではないか。その

ため、対象を絞った方が良いと思う。 

横山委員も言っていたが、事業の間はモチベーションも上が

ってうまくいくが、事業終了後は自分ではやらなくなり、以前

と同じ状態に戻ってしまうことが考えられる。終了後のフォロ

ーをどうするかが、これからの課題なのではないか。 

石附部会長   渡辺委員から口腔ケア向上事業について意見をいただきたい。 

渡辺委員    私は、薬師の郷という事業所で実地指導を行った。午後５時

30 分から始まり、事業所のほとんどの職員から熱心に聞いて

いただいた。指導の中では、男性スタッフからモデルになって

もらい、具体的な口腔ケアの方法について指導した。 

昨年までは、事業所の営業時間中に指導へ行っていたため、
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スタッフの皆さんも忙しくしており、指導どころではない状況

だった。今年からほとんどのスタッフに実施できたのは、大変

良い試みだと思っている。 

オーラルフレイルからフレイルになってしまうパターンも多

い。さらに、食べていないと認知症になる確率も高く、手入れ

も必要である。普段から何かしらのトラブルに気付けるよう、

スタッフが口腔ケアを理解していると、そこからいろいろなこ

とが派生して分かってくるようになるため、非常に良い取組だ

と思う。 

石附部会長   私はケアマネジャーからの意見を聞いた印象としては、介護

予防や自立支援などの点で、まだまだ良くなるという意識や、

口腔ケアの重要性というものが、市民に浸透していないのでは

ないかと感じている。市民への啓発が進めば、ケアマネジャー

も入り込みやすいと感じているため、その点も検討してほしい

と思う。 

４ その他 

事務局     本年度の会議は、本日で終了となる。来年度の部会の日程に

ついては、部会長と相談の上で、改めて周知する。 

５ 閉会あいさつ 

郷センター長 

 

（午後８時 30 分閉会） 


