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令和３年度 第１回認知症総合支援・権利擁護検討部会 会議録 

 

１ 日 時 令和３年８月 17日（火）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 (13人) 

坪井康紀委員、山寺忠之委員、早川直樹委員、米山 清委員、西川 亙委員、中

澤泰二朗委員、井口 允委員、瀬水 博委員、山田真理委員、高野栄子委員、高橋

奈々江委員、本田麻子委員、浅野千絵委員 

(2) 欠席委員 

 田崎 基委員 

(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 

 三条地域振興局健康福祉環境部地域保健課 山口真希主査 

(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) 市関係部局 

福祉課 鈴木係長（障がい福祉係 

(7) 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、長田次長、渡邉主査、鈴木ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ  

高齢介護課 村上課長、永井係長、本間主任（企画調整係） 

榎本係長、古俣主任（高齢福祉係） 

４ 議 題 

(1) 令和３年度包括ケア推進会議の運営体制について 

資料１に基づき説明 

 (2) 部会長の指名について 

    資料２、３に基づき説明 

    坪井委員を部会長に指名 

 (3) 認知症施策の推進に係る令和３年度の取組について 

（質問、意見） 

坪井部会長  小学校、中学校に対する講座は、何年生にやっているのか。 

事務局  学校と相談して決めている。教育委員会小中一貫教育推進課に相談し

たときに、（市が指示して）全市一斉に実施するのは難しいとのことだ

った。それぞれの学校、地域で総合学習のテーマを決めており、学年ご

とに決まっているため、各学校と個別に打合せし、決めている。 

  今まで４年生と６年生に実施した。４年生には、認知症という病気が

あることを知ることを主な内容とした。６年生には、自分の身近にも認

知症の方はいるかもしれない、家族も認知症になるかもしれない、そう
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なったらどうするか、自分たちにもできることはあるか考えてもらう講

座を実施した。 

  今後相談予定の月岡小学校と第一中学校は、打合せは決まっているが、

実施は来年にずれ込むかもしれない。第四中学校は、授業ではなく、ボ

ランティア委員が、毎年、つかのめの里の施設と連携し受講している。 

坪井部会長  理想を言えば、三条市の全児童が在学中に最低１回は話を聞くという

ことを最終的な目標にしてほしいと思う。いきなりは無理だと思うが、

そこを目指していただきたい。   

中澤委員  資料の７ページのア、高齢者と接する機会が多い企業に対する講座実

施の働き掛けで、見守り協定の締結というのは、三条市から市内の各企

業、スーパーなどに対して協定の締結はいかがかという働きかけはして

いるのか。 

事務局  （市内企業へ）一斉の働きかけまではしていない。 

中澤委員  去年の資料でマルイや金融機関もいくつかあったと思う。私はまだま

だ声がけすればやってくれそうな企業が市内には多いのではないかと

思った。お年寄りの方が行方不明になり、市から、見かけませんでした

かというようなアナウンスがあると、私は認知症の方なのではないかと

思っていつも見たり聞いたりしているのだが、気付いてくれる人をいか

に増やすかだと思う。私も後見人、保佐人、補助人として大変な思いを

したことがあったので、見守り協定の締結を市から積極的に働き掛けて

はどうかと思う。 

  車を運転している従業員や、配達員などに、こんなところにお年寄り

が一人で歩いているとか、暑い最中どうしたのだろうとか、いろいろと

気を掛けてもらうことが大事なのではないかと思う。協定締結の市から

の積極的な働きかけも検討していただけるとありがたいと思う。 

事務局  検討したい。 

坪井部会長  認知症ケア向上研修について、令和元年にデイサービスセンター桃寿

苑が研修を受講したと思うが、何か意見や感想はないか。 

浅野委員  桃寿苑は本当に小さなところからの取組みをしたのだが、難しいと思

ったのは、やはり職員みんなが同じ方向を向いているわけではないので、

チーム一丸となってやるという難しさと、デイサービスは時間に追われ

るため、現実と理想という難しさも感じて日々やっているところである。 

  私としては、日々の業務に追われながらも認知症の方に落ち着いて対

応したとき、相手からきちんとした、落ち着いた感じで私に対して返っ

てきて、やはり、時間に追われておろそかになるのではなく、きちんと

した対応は必要なのだと感じる。 

坪井部会長  なかなか同じところを向けない、一丸となれないというのは、事業所

内で解決すべきものなのか、もう少し研修を重ねた方がいいのか。 

浅野委員  研修はとても大切で、この仕事を長くやっていると初心を忘れること

もある。研修することによって初心を思い出すので、本当に大切。私自
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身はたくさん受けたいと思っている。 

坪井部会長  やはり、研修は価値のあるものだと思うが、事務局側はその件に対し

て何かあるか。 

事務局  過去には認知症に関する単発の研修を毎年度やっていたこともあっ

たが、やはり、職員一人が何かを得てきても、それを事業所に持ち帰っ

て伝えたとしても、事業所の流れの中で発揮できる部分が少ないという

ような課題もあったことから、今のように事業所単位で、職員みんなで

受ける研修を実施した。ただ、実際には、新人職員など、なかなか研修

を受ける機会が少ない方もいるのではないかと思う。今後は、市がやる

べき研修にどういったものがあるのかということを少し整理して考え

ていきたい。 

弥久保推進員 事務局も言ったように、単発の研修は１事業所当たり一人くらいしか

出られない。受講生に聞いてみると、「受講したときは実践しようと思

ったが、事業所に帰ったらやはりやれない、聞いたことも忘れた」と言

われる状況がある。 

事業所単位で聞いてもらうと、自分と同じような考えを持っている人

が事業所にもいる、一人ではないということに気付けて、細々だがまだ

やっていると聞く。そこから変わっていくことが大事という意味で、こ

の研修の意味はあると思う。 

  反面、抱える課題として、研修を通してグループごとの意識の差をそ

ろえたかったということもあり、その辺の聴き取りをしながら、手上げ

した法人ごとに少しずつ内容を変えていくのがいいと、今、聞いていて

思った。 

坪井部会長  １回研修をやったからそれで終わりでやりっ放しというのではなく、

やはり、繰り返しやらなければいけないという性質のものなのだろう。 

中澤委員  今、桃寿苑の浅野委員から、貴重な意見だと思って聞いていた。成年

後見でも、地域包括支援センターやケアマネジャー、相談支援事業所へ

の研修が大事だと考えている。 

  日々の業務に追われるのはイメージできるが、同じ方向にならないと

いうのはどういうことなのかを教えていただけるとありがたい。 

浅野委員  やはり、認知症の方に対して向き合おうとする方と、向き合わない、

面倒と思う方といる。その面倒と思う方をチーム一丸で同じ方向を向け

るように、そういう気持ちにさせると、みんなでそういう気持ちになる

のが本当に難しく、認知症の方に対する対応をしている人とそうではな

い方がいる。そうすると、やはり利用者も混乱する。そういう難しさで

ある。 

米山委員  認知症になると、私ども自治会及び民生委員が最初に気付くと思う。

先日もあったが、熱中症なのか認知症なのか分からない人がふらふらし

ていた。連れてきていろいろ話を聞いて、家に連れて行ったのだが、家

族が認知症なのかどうかということをはっきり分からないところがあ
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る。家族が隠すことが結構ある。 

  それで、私共も今、（気付きの）チェックリストで出てきたものに対

してどのように対応していいかということを今、考えているところであ

る。例えば、家族に内緒で地域包括支援センターにつなげていいのかど

うか悩んでいるが、どうするのが一番いいのか。 

小柳ｾﾝﾀｰ長  民生委員という立場であれば、家族に言わずとも情報提供という意味

で、地域包括支援センターに直接相談があるケースは多々ある。民生委

員の立場での情報提供ということであればよいのではないかと思う。 

坪井部会長  分かります。家族の承諾なしでも、とにかくこういうことがあったと

いうことは、とりあえず地域包括支援センターに相談すると。 

小柳センター長  はい。そういうことです。 

事務局  少し補足させていただくと、家族と話ができるのであれば、もちろん、

こういうところがあるから相談してみたらどうかと言っていただくの

は一つだと思うが、民生委員から地域包括支援センターに連絡があった

ときに、地域包括支援センターは誰から連絡があったとは言わずに訪問

することもできる。 

坪井部会長  本人の社会参加のことで弥久保推進員、何か意見はないか。 

弥久保推進員 数年前から取り組んでいて、認知症地域支援推進員として一番進まな

かったというか進みづらかった部分である。認知症サポーターの育成や、

既に何らかの支援をしているような方にさらに認知症の知識を提供す

るという方法をとっていたが、なかなか本人との関連性が進まなかった。

ほかの市町村ではどうやっているのか聞いたところ、うまくやっている

ところは、直接本人に会って、本当に一人一人関わりながら、その地域

に住んでいる認知症の方、認知機能の衰えている方が何を求めているの

か、何に困っているのかを聞くところからでないと何も始まらないとい

うことだった。 

  それがすべてだとも思っていないが、やはりそこに手を付けなければ

いけないと思って始めたのが、今年度の、とりあえず、地域包括支援セ

ンターと認知症の方に関わると、一緒になって遊んでみるという言い方

は失礼ですけれども、支えるではなく、一緒に過ごしてみるというとこ

ろから始めてみようと。そこから見えるものを一つずつつかまえていっ

て、それを一緒になって行える人を探していこうと始めてみた。本当に

試み的な取組みだが、そこから始めてみることにした。まだ本当にやり

始めたばかりで、そのくらいしか言えないが、介護を必要としているわ

けではないという人が見えてきているだけでも、まず一つ気付けてよか

ったなと、今は思っている。 

坪井部会長  ケアマネジャーの山田委員、いかがか。 

山田委員  ケアマネジャーをしていて、特に若い方、若年性認知症の方や、まだ

まだ体が動く認知症の方やその家族から、本人が何もすることがない、

活動に参加する場がない、あったらいいなという声は聞いていた。主な
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取組のイにあった本人のニーズに合った参加・活動の場の整備が、本当

にいろいろと充実してきたらいいと思う。 

  利用者と話をしている中で出たのが、新潟市西蒲区でやっている取組

みで、農業、ハウス栽培のようなものを若年性認知症の方とそこの方が

一緒にやるという取組みや、新潟市江南区で、高齢の方の能力に応じた

活動体験ができるというデイサービス、夢のみずうみ村がある。どのよ

うな状態になっても、認知症があっても何があってもその方がいきいき

と活動できる場があるというのはとてもいいことだと思うので、このイ

の取組みが充実してきたらとてもいいのではないかと思う。 

坪井部会長  本当に、家族が大体どこかに行かせたいが本人が行きたがらないとい

うケースがとても多いと思う。やはり、本人のニーズに合ったというか、

本人が行きたくなるような場を提供できるように進めていっていただ

けるといいと思う。 

事務局  本当にまだまだ手探りで、こちらが主導して計画しても、それはこち

らのアイデアにしかならないと思っているので、まずは弥久保推進員が

言われたような一つ一つやってみる。その一人一人でやってきたことが

少しずつつながるところがあればつないでいくという活動から取り組

んでみようかと、話をしているところである。よそがやっているような

大きな取組みの発想まではまだ至っていないのが現状である。 

 

 (4) 権利擁護の推進に係る令和３年度の取組について 

（質問、意見） 

坪井部会長  今年度から、部会名にも権利擁護と入っているくらいなので、行政は

権利擁護に関して重点的に取り組みたいのだなというところだと思う。 

瀬水委員  14ページの市民啓発について、相談窓口を広く周知するうえで、例え

ば、一般市民の方でも目にする市の広報などでの周知は考えているか。 

  先ほどの認知症サポーター養成講座等でも出てきたが、私共社会福祉

協議会の日常生活自立支援事業で、金融機関にお邪魔すると、こういっ

た権利擁護について、成年後見制度はどうなのかという質問を受けるこ

とが多々ある。こういった部分でも企業を対象にした啓発も検討してみ

てはいかがか。 

事務局  まず一つ目、広報だが、今のところは今年度実施する予定はなかった

が、特集を組むとなると事前の準備もあるので、検討していきたい。昨

年度は中澤委員から権利擁護の基本的なことに対する分かりやすい内

容を２回、広報に掲載させていただいた。その続編や特集のようなもの

が組めるように検討していきたい。 

  次に、企業について、先ほど、中澤委員から意見があったように、見

守り協定の締結等、より多くの人の協力を得た方が、見守りの目が増え

るので、そこの締結と併せて検討していきたいと思う。 
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中澤委員  榎本係長から説明があった際に、高齢者虐待はここでは議論しないと

いうか扱わないということだったが、他方、認知症総合支援・権利擁護

検討部会の検討事項として、資料１の２ページを見ると、権利擁護の普

及・啓発に関することで高齢者虐待も書いてある。三条市高齢者福祉計

画、介護保険事業計画における認知症施策及び権利擁護施策の進捗状況

及び評価に関することも検討事項で、先ほど坪井部会長からも話があっ

たように、権利擁護ということがわざわざ名前についたわけだが、高齢

者虐待というのはどこか他で議論する場はあるのか。 

事務局  私の説明不足であった。他に虐待を議論する場はないので、こちらの

部会で議論させていただくことになる。今日の説明からは省いたという

形になる。分かりづらいところがあり申し訳なかった。 

中澤委員  今の説明で分かった。今日議論したいというわけではなくて、次回か

その先か、議論できる機会をどこか、検討していただければと思う。 

  私は三条市主催の今年度の会議で分かったのだが、昨年度、三条市に

おいて虐待受理会議を行って虐待管理決定をした方だったが、残念なが

ら、虐待管理決定をしたすぐ後に虐待を受けて亡くなられたという事件

があったことが分かった。今まで、私も後見に関してかなり熱心に意見

を申し上げてきたところだが、昨年度というか、年で言うと今年の事件

なのだが、今年、そういう事件があったことからすると、高齢者虐待へ

の対応についても、市には積極的に取り組んでいただきたい。亡くなら

れた方がいる事件についても、市において何かしら対応が不十分な点が

なかったのかどうか、そういうところを見直していただきたい、振り返

っていただきたいと思うので、高齢者虐待についてもまたこのように取

り組んでいくというところを、また機会があれば市からも報告いただき

たいと思う。 

坪井部会長  今日の協議事項ではないのですけれども、次回以降、また検討してい

ただきたいと思う。 

次に、身寄りがない人への支援について、今後、どのように取組みを

進めていけばよいか、意見をいただきたい。 

中澤委員  昨年から新型コロナウイルス感染症の関係でいろいろな会議や研修

がなくなったが、令和元年や平成 30年辺りは、私は身寄りなしの研修の

依頼を受けて、地域包括支援センターや社会福祉法人、あとは医療機関

に対して行った。 

  実際に身寄りがなく、例えば、入所とか入院、あとは医療同意、資料

にも書いてあるが、身寄りなしの方が救急搬送されるときにケアマネジ

ャーが夜間でも呼ばれて対応しなければいけないのかどうか、そういっ

たところを聞いて、私もこれは非常に大きな問題だと思っている。協議

事項にもあるように、これは支援者間相互で、今、どういう状況なのか、

またそれは本来あるべき姿に沿っているのか、問題があったらどのよう

に取り組んだらいいのかというところをまず共有し、それに対して、更
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にどうしていこうかと議論する必要があるのではないかと思っている。 

  私が後見人として対応するに当たり、本当に済生会は素晴らしいと思

っており、この会議でも、以前郷センター長から、何かあったら済生会

と言ってもらえれば大丈夫だというような太鼓判もあり、県央地域の医

療機関が本当に済生会のような高い意識を持って対応していただけれ

ばと思っているが、なかなか現実はそういうわけではない。その辺のと

ころを市がリードして、身寄りなしの方に対していかに支援していくか

ということを議論し、現状を変えていっていただけると大変ありがたい

と思っている。 

坪井部会長  そうすると、検討チームを作った方がいいのではないかというお考え

か。 

中澤委員  はい。ぜひ、チームを作っていただき、そういう現状の検討と、さら

にあるべき姿を検討してほしい。 

  南魚沼市においてはプロジェクトチームを作り、身寄りなしの方に対

する支援ガイドラインもあるところだが、三条市においては、まず、現

状の把握、どうしていったらいいかというところから議論を始めるとい

いのではないかと思う。 

井口委員  司法書士の井口です。 

  概ねお話を聞かせていただいて感じたことが、一つ一つやろうとして

いることはなるほどなと思う部分があったのだが、それを評価する仕組

みがどうなっているのということが気になった。 

  資料の最後のところで、平成 30年からの実績が載っているが、事例の

数をただカウントしただけになっているので、数字が上がったならなぜ

上がったのかとか、下がったならなぜ下がったのかというフィードバッ

クができる仕組みを施策の段階で組んでおいた方がよいと思う。 

事務局  第８期の計画を作成するに当たり、第７期で掲げた目標に対してどう

だったのかという振り返りを行い、第８期計画を検討した。第８期計画

の後ろにも載っているが、目標をどこに置くのかということを、数の評

価だけではなくて、その取組みがどうだったのかということも振り返る

べきというご意見だと思いますので、３年間の計画だが、１年ごとにま

たこの部会の中で、それぞれ、きちんと評価していきたいと思う。 

 

事務局  チームを作った方がよいということだが、チームの構成メンバーで何

か助言いただければ、お伺いしたい。 

小柳ｾﾝﾀｰ長  医療相談員はぜひ入れていただきたい。今も実際に身寄りなしのケー

スを在宅に戻す場合、どのような負担があるのかとか、業務にどのくら

いの負担がのしかかっているのかという辺りを情報共有しながら、最終

的に、三条市のガイドラインができれば、とても意義があると思う。 

高井ｾﾝﾀｰ長  検討チームの中に、入所施設の方が入っていただけるとよい。という

のは今、本当に抱えているケースなのだが、本人は施設に入りたい、た
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だ、身寄りがないということで、後見人をつけたり、身元引受人になっ

てくださる民間の方を頼んだりはしているが、施設から断られた。どう

いうところで断られたのかというと、その方が何か医療同意を求める場

合が必要になったときに、後見人は決められないと言われている、しか

し、施設は後見人にその判断をゆだねたいと考えている、その辺りの考

えが全く合わず平行線で、施設側から、入所を断りたいと言われ、施設

を探して困っている方がいる。ガイドラインができるとよいと思う。 

坪井部会長  行政としてはこういう人に加わってもらいたいというものはあるか。 

事務局  原案としましては、権利擁護のワーキングでアドバイザーとして関与

していただいている方と、そこに医療機関、施設と考えている。 

坪井部会長  ほかに何か加えておいた方がいい職種とか、何か意見はないか。 

中澤委員   先ほど小柳センター長から、医療機関の医療相談員の方という話があ

って、もちろん入れていただきたいと思うが、病院の院長の立場だと忙

しいかもしれないが、医師に是非入っていただきたい。私が思うのは、

医療相談員の方と話をしたり、医事課の方を通じて話をしたりというよ

うなことはあっても、結局、判断するのは医師なので、そうすると、や

はり権限のある方に参加していただくのがいいのではないかと思って

いる。どういう病院のどういう立場の人がいいかと私は分からないので、

坪井部会長なり郷センター長なり川瀬スーパーバイザーなり、市で先生

方に相談し、どのように進めるか、どういう方を委員にするのがいいの

かをお聞きしながら選んでいただけるとありがたい。 

坪井部会長  意見として承っておく。 

弥久保推進員 今回の議論とは見当違いになるかもしれないが、どなたがいいかは分

からないのだが、本人の声を代弁できるような方が入る、もしくは本人

が入るというパターンがあってもいいと思う。本人の意向としてはどう

なのかという視点が欠けてほしくない。そのために誰が入るべきなのか

は私には想像がつかないが、そういう視点があってもよいと思う。 

坪井部会長  大事な視点ですけれども、なかなかだれが入るのかとなると難しいか

なと思う。 

中澤委員  私はケアマネジャーから、救急搬送のときに夜でも呼ばれて大変だと

かいろいろなお話を聞くことがあるので、ケアマネジャー、相談支援事

業所、そういう現場で大変な思いをしている方もお願いできるとありが

たい。 

坪井部会長  何となく、どんどん数が膨れ上がっていって大変なチームになりそう

な気もするが、これから検討していただかなければいけないと思う。 

  ここで、全体に関して、スーパーバイザーの川瀬先生から一言いただ

きたい。 

川瀬ｽｰﾊﾟｰﾊﾞｲｻﾞｰ いろいろな話を聞かせてもらった。まず、昨年中、介護保険制度の

介護認定の結果が三条市は低く出るという話をかなりやっていたかと

思う。かなりそこが本当に改善されたと感じている。このケアサポート
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検討部会のいろいろな方々がいろいろな意見を出していただき、それを

市の方が実行していただいた結果だと思って感謝しているし、本当によ

くなったのだろうと思う。標準レベルになったのかなという感じはして

いる。今年もこの会議で坪井部会長を中心に実績につながるようないい

話し合いができるとよいと思っている。 

  ２点ほど、虐待に関してはとても難しい話で、私も話し合いをしてほ

しい。中澤委員の話を聞いていて思ったが、普段の診療の中で、虐待を

してしまう家族と認知症の方がいるわけだが、やはり家族みんなストレ

スの中で認知症の方を見ているということをとても感じている。 

  普段は全くしないのに突然一つ、精神的にショックを受けることがあ

ったり身体的にダメージを受けることがあったりして爆発してしまう

ということはいつあってもおかしくないと思っている。虐待という問題

をどうやって解決していくかというのは、向き合っていかなければいけ

ないのだなと思い、簡単にこの人は虐待はないと言えないと思った。 

  身寄りなしに関しては、基本的には本人がいろいろな判断能力が低下

してきた人が対象だと思うので、認知機能の低下の程度によっても段階

が分かれていくのではないかと思った。これもぜひ、やっていただける

ととてもよいと思う。 

  診療所、調剤薬局向けの参考資料１の９番目のところに、「一人暮ら

しで今後の生活に不安を漏らしている高齢者はいますか」とあり、将来

のことに関して不安を感じている方がいればいろいろ介入して早めに

対応しようということだとすると、ちょっと提案だが、難しいかもしれ

ないが、ある一定の年齢以上になったら、高齢者に対し、「今、あなた

にもし何かあったら、あるいは今後何かあったときに頼りにできる人が

いますか」という調査を毎年、できたら全員に実施し、家族がしっかり

いてこの人ですと言ってくれればその人はそれでいいし、それが少し不

安だとかその判断ができないということになれば、認知症の早期発見に

つながるかもしれないし、あるいは虐待を見つけられるかもしれない。

誰もそういう人がいないということが判明した人に関しては、積極的に

後見人制度を運用していくという、全例調査のようなことができたら理

想なのかなと。人権を害さない程度でできればいいかなと、少し思った。 

 

５ その他 

次回の開催について、11月に予定している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） 


