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平成 30年度 第２回認知症ケアサポート検討部会 会議録 

 

１ 日 時 平成 30年 12月 18日（火）午後７時から８時 40分まで 

２ 会 場 三条市役所第二庁舎１階 101会議室 

３ 出席状況 

⑴ 出席委員 (８人) 

坪井委員、早川委員、田代委員、石附委員、高野委員、渡辺委員、小杉委員、

長谷川委員 

⑵ スーパーバイザー 

川瀬神経内科クリニック 院長 川瀬医師 

⑶ 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 長谷川課長代理【欠席】 

⑷ 地域包括支援センター 

鈴木センター長（嵐北）、佐藤センター長（嵐南）、松平主任ｹｱﾏﾈｼﾞｬｰ（東）、

小柳センター長（栄）、佐藤管理者（下田） 

⑸ 事務局 

はあとふるあたご 須藤認知症地域支援推進員、弥久保認知症地域支援推進員 

認知症疾患医療センター 坂井認知症初期集中支援チームコーディネーター 

在宅医療推進センター 西田コーディネーター 

地域包括ケア推進室 野水室長、渡辺主査、松平主任、本間主任 

高齢福祉係     永井係長 

４ 議 題 

⑴ 部会長の選任について 

部会長は、全員一致で坪井委員を選任 

⑵ 第７期介護保険事業計画における平成 31年度認知症施策の取組方針（案） 

資料２に基づき説明 

(質疑応答・意見交換） 

坪井部会長  ７ページの SOSネットワーク件数の 14件は、実際に市に寄せら

れた件数なのか。今現在ステッカー登録者数はどのくらいか。 

高齢介護課  SOSネットワーク件数は、警察署から市町村に FAX送信された所

在不明の通報件数である。今現在のステッカー登録者数は 90人程

度である。 

弥久保推進員  ステッカー登録者以外は全て匿名なのか。 

高齢介護課  匿名である。 

坪井部会長  ９ページの中核機関の機能はこれから詰めていくのか。 

高齢介護課  今後、三条市が中心となり関係者間のネットワークを築いていく

予定である。具体的には、相談が寄せられる機関は地域包括支援セ

ンターになるので、そこで相談を受けたときの対応方法を弁護士、
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司法書士、社会福祉士の３専門職を交えて検討する体制を築きたい

と考えている。中核機関としての業務は、三条市の高齢介護課、福

祉課が協力して行っていこうと考えている。 

石附委員  認知症カフェについて、社会福祉協議会でもカフェを実施してい

るが、他のカフェと開催日が重なる日が多いので、年度の終わりに

各カフェの運営者が集まる機会を設けて話し合いがしたい。 

高齢介護課  開催日が重複しないような体制になるように考えて動きたい。ま

た、カフェの委託方法は今年度中に示したいと考えている。 

弥久保推進員  ９ページの成年後見制度の利用促進の件について、権利擁護イコ

ール成年後見制度にならないように、困っている方に合わせて家族

信託や日常生活支援事業も含めて選択できる体制を検討すべきだ

と思う。 

高齢介護課  先日、家族信託をテーマとした講演会を開催した。困っている本

人と関わる地域包括支援センターや社会福祉協議会、広くは民生委

員にも様々な方法があることを示したいと思っている。また、当課

の職員も知識が十分でない部分もあるので勉強して成年後見制度

だけでなく、家族信託等も理解した上で取り組みたい。 

石附委員  成年後見制度は、まず支援者が理解しておくことが重要である。

実際にケアマネジャーのほとんどが成年後見制度の利用に携わっ

たことがないので、障がい支援分野の支援者も含めて支援者が制度

利用を理解できるように、来年度も研修を企画していただきたい。 

田代委員  後見人は、責任があるから引き受ける方がいないと聞くので、市

民に理解していただけるよう、責任の範囲を明確にして周知すると

引き受ける方も増えるのではないか。 

高齢介護課  全国的にはそのような話をよく聞く。親族が後見人にならない場

合は専門職が後見人になる。三条市では市民後見人を養成する事業

は行っておらず、市民後見人という考えはまだないのが実情である。 

坪井部会長  親族の後見人と専門職の後見人との違いはあるのか。 

高齢介護課  親族は、書類の書き方一つ取っても分からないところがあるため、

いろいろな人からのフォローがないと大変だと思われる。県央地区

では、今のところ専門職から後見人を引き受けていただいているの

で、今すぐ不足するということはない。社会福祉協議会でも、今後、

法人後見に取り組むようなので、担い手の確保はできるのではない

かと考えている。 

坪井部会長  認知症サポーターカードは配る前提で動いているのか。カードの

内容はこれから検討なのか。具体的に何枚くらい配るのか。 

高齢介護課  配りたいと考えているが、内容は委員の意見をお聞きして決めた

いと考えている。認知症サポーターのうち、フォローアップ講座を
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受講した方で施設ボランティアとしてサポーター活動をしようと

いう気持ちがある方や実際に見守りの声掛け活動をしている方に

配りたい。サポーター養成講座の受講後にはオレンジリングが配ら

れるが、その意味を知っている人も限られるので、オレンジリング

を知らない介護者の方にも認知症を学んで活動していることが伝

わると良いと考え作成した。 

長谷川委員  介護施設では、そもそも明確な目的を持ってボランティアに来て

もらっているので、カードはなくても良い。施設以外の活動時に使

うのであれば、あっても良いのではないか。 

高野委員  私の事業所は認知症対応型施設で、利用者は認知症の方であるが、

はっきりいって利用者にはそういった意識はない。「病気を理解し

ています」と改めて言われたくはないのではないか。私たちもカー

ドがなくても認知症の理解があれば対応していただけると思って

おり、あえてカードで掲げなくともいいのかなと思う。ただ事業所

で活動するのであれば、証明書としてあるのは良いと思う。 

坪井部会長  介護事業所でカードを活用するというよりは、外でカードを持っ

ている分にはいいとのことであるが、カードの文面はいかがか。 

弥久保推進員  カードの文面を変えた方が良いかもしれない。例えば、ふくよか

な方に対して「肥満のことを学んで活動しています」と言ったら「何

を言っているのか」という話になると思うので、家族に聞かれた時

にカードを見せるくらいにし、前面にカードを出さなくても良いの

ではないか。 

高齢介護課  見せるためのカードというよりは、例えば、講座を受講した証と

して考えれば良いということか。 

早川委員  「認知症」と書いてあると、カードを使える人は限定されるので

「介護のことを学んで活動しています」というくらいにした方が良

いのではないか。 

坪井部会長  表面は、名前だけに留めることにし、裏面には「認知症サポータ

ー養成講座受講」とあり、周囲から聞かれたら見せるくらいにして

はどうか。「認知症のことを学んでいます」と出さなくてもいいの

ではないか。 

川瀬スーパーバイザー  このカードは、街中で認知症の人のヘルプの際に活動するために

使う目的と、介護施設のボランティアをある程度認定するために使

われるものと二つの異なった目的がある。施設のボランティア活動

であれば施設のスタッフがいる中に 1～２人のボランティアが入っ

ているだけなので、利用者からすればスタッフであろうとボランテ

ィアであろうと違いはなく、あえて「認知症のことを分かって活動

しています」ということを示すカードはいらないのではないか。 
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もう一つは、街中で使う目的だが、多くの認知症の方に声を掛け

てほしいのであれば、カードの配布はサポーターだけでなくある程

度介護施設で働いている人全員を対象としても良いと思う。声を掛

けられた相手が怪しんだときに「こういった者です」と出すといい

のではないか。外で声を掛けるのは、サポーターだけに限定するべ

きではなくて、サポーターではなくても介護施設職員がプライベー

トな時間でも活動してほしいとは思う。その時に怪しまれないよう

に、三条市と明記されたもので登録制にしておいて事業所に配ると

いうやり方も考えられる。 

坪井部会長  介護事業所職員は名札があるのであれば、あえてカードを配るの

ではなく、事業所の名札を見せる形でも良いかもしれない。 

高齢介護課  認知症サポーターカードは、再考したい。 

小柳センター長  備えシートについて、靴ステッカーの登録者が過去に何度も警察

に保護されたことがあった。一人暮らし高齢者世帯でないことから、

地域包括支援センターが把握しきれていないこともあるが、警察か

ら地域包括支援センターへ一報があるともう少し早い段階で介護

保険の申請や支援につながるのではないかと思う。備えシートを活

用する中で警察との連携が進むと良い。 

高齢介護課  警察との情報のやり取りは、今後、靴ステッカーの評価の件もあ

るので合わせて相談していきたい。今までよりも SOSネットワーク

の匿名件数が多くなっていることからも支援につながるようにし

ていきたい。 

鈴木センター長  以前、靴ステッカーの登録者で行方不明になった方がいた。その

際、家族は動転しており、相談先が分からず、ひとまず地域包括支

援センターに連絡をいただいた。「行方不明時の手順」はステッカ

ー申請時に説明を受けるかもしれないが、いざとなった時に動転し

ないようにこの部分を最初に持ってきた方が良い。この部分が一番

大事な部分だと思う。 

坪井部会長  基本的にはこのシートは家族が持っているものなのか。 

高齢介護課  在宅療養手帳に挟み必要な方が作成するものと考えている。ただ

し家族だけではなく、ケアマネジャー等の支援者が定期的に確認し

その方の行動を把握していただくことにも使えるので、支援者も作

成することを考えている。 

坪井部会長  家族が持っているのであれば、警察に伝えるときに整理しておく

と良い内容なので対応手順に力を入れた方が良いのではないか。 

高齢介護課  このカードは、何度も徘徊を繰り返される方の行動パターンを家

族、ケアマネジャーが客観的に見て、支援の参考にする意味も持っ

ている。全ての項目を埋めなくても良いと考えている。 
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早川委員  家族会では、複数回にわたって行方不明になった場合でも同じ

内容を繰り返し警察に聞かれるという話を聞く。行方不明になる状

況は毎回異なるが、その都度警察からは同じことしか聞かれない。

聞かれることで１時間以上経ち、その間は動いてくれないので非常

に困る。複数回繰り返されるケースについては、事前にこんなこと

だろうと予測して動いていただきたいという意見があった。 

坪井部会長  備えシートにあらかじめ警察が聞きたい項目を入れておけば良

いのではないか。配布時期は４月なのか。 

高齢介護課  できるだけそうしたいと考えていた。 

川瀬スーパーバイザー  「備えシート」という名前ではなく「行方不明時の備えシート」

など分かりやすいものでも良いのではないか。 

また、本人がいなくなったときに認知症サポーターやボランテ

ィアに情報を伝えて捜索する人を広げる仕組みを作るなど、事前

にできないものだろうか。 

高齢介護課  行方不明の方がいられた場合、家族の了解を取って、安心・安

全メールや防災無線を通じて市民へ知らせており、反応はある。 

弥久保推進員  配布に関していきいき手帳も同じだが、まずは、何件かシート

を使ってもらい、その後支援者の間で勉強会をするなど、段階的

に手順を踏んでから配布した方が良いと思う。 

高齢介護課  ステッカー登録者だけでなく、そうでない方からも一定期間協力

いただける方を募って、実際に運用し、その結果を踏まえて、使い

勝手が良いものを配布したいと考えている。協力いただける対象者

の選定に当たっては是非相談させていただきたい。 

⑶ 認知症予防のためのいきいき手帳の活用等 

(意見交換) 

坪井部会長  アンケートを見ると、知っているけれどもほとんど活用されてい

ないし、利用した家族についても手帳があると良いと思う人が少な

いという状態である。かかりつけ医としてもほとんど使っていない

状態である。 

川瀬スーパーバイザー  ここに掲載されている内容は認知症に関する雑学的なものや本

人の基本情報、本人・家族の思いなどあるが、このうちいくつかは

療養手帳のフェイスシートで賄えると思われる。 

後は、残る機能として何が求められるのかを整理して、必要な機

能に絞っていく。療養手帳はとても活用されているので、合体でき

るものは合体させた方が良いのではないか。 

坪井部会長  そもそも手帳が作成された時の目的は何か。認知症予防のための

いきいき手帳と書いてあるので、療養手帳を持っていない人のため

のものか。 
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石附委員  当時を知る立場で説明するとこの手帳を療養手帳と一緒にしな

かったのは、軽度の認知症の方や MCIの方も書くことができるよう

にするためだった。また、いきいき手帳に穴を開け、在宅療養手帳

に挟めるようにして在宅療養手帳を持っている人も活用できるよ

うに作られた。ただ、いきいき手帳は、ケアマネジャーや地域包括

支援センターが支援している方に勧めていく形にはなると思うの

で、スーパーバイザーの助言のとおり療養手帳と合体させてしまっ

た方が活用が進むのではないかと思う。 

川瀬スーパーバイザー  早期の段階で、50歳とか 55歳の人で認知症にならないように自

分自身で意識を高めてもらうことを目的とするのであれば、配布の

入り口を変えないといけない。例えば、60歳になったら会社から手

帳をもらうとか脳ドックは５歳刻みで市国保の補助対象となって

いるので、そのタイミングで「認知症」と言う言葉を使わずに「健

康なあなたに届けるものですよ」ということで本人に届け、脳ドッ

ク受診後に簡潔に結果が書けるような形にして、また５年後に受診

につなげるようにする。自分の結果をある程度管理している人には、

手帳を持ち運べる形にして、脳ドックの記録手帳ということでも良

いかもしれない。 

田代委員  この手帳は「予防」とのことなので、何をしたら認知症にかかり

にくいのか、例えば趣味を持つとかそういった情報があると良いの

ではないか。なりにくい手段を市民に知らせるとアクションにつな

がり、認知症になりにくくなると思う。 

高齢介護課  この手帳は、「発症予防」という考えではなく、認知症になって

も自分らしく暮らす「重症化予防」という意味で作成している手帳

だと考えている。 

小杉委員  この手帳は、本人が「手帳を下さい」と発信してから利用が始ま

る手帳になっている。実際に下さいという人がいるのか。手帳の内

容を見ると療養手帳にあっても良い内容である。本人や家族の思い

は、認知症の初期のときだけでなく、自分の意思を表現できなくな

ったときに家族や訪問看護のケアのヒントになる。私たちも使える

ようにしていきたいと思う。 

鈴木センター長  地域包括支援センターでは、啓発講座の場でいきいき手帳を希望

者に配ったことはあったが、その後どうなったのかを把握していな

い。「わたしの安心ノート」は市民から「いいよね」という声も聞

かれるので、ある程度整理した方が良いのではないか。 

高齢介護課  手帳は、内部で検討するとともにワーキングのような場を設けて

検討していきたい。 
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５ その他(事務局説明) 

本日協議いただいた運営方針に基づいて、来年度の事業計画の内容に反映させた

い。次回の部会は年明けの２月 22日を予定している。年が明けてから、改めて文

書で皆様に御案内させていただく。 

 

（午後８時 40分閉会） 


