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令和３年度 第２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 12月 22日（水）午後７時から８時 30分まで 

２ 会 場 市役所第２庁舎 301会議室 

３ 出席状況 

(1) 出席委員 (12人) 

坪井康紀委員、山寺忠之委員、早川直樹委員、米山 清委員、中澤泰二朗委員、

田崎 基委員、井口 允委員、瀬水 博委員、山田真理委員、高橋奈々江委員、 

本田麻子委員、浅野千絵委員 

(2) 欠席委員 

 西川 亙委員、高野栄子委員 

(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)  認知症施策の推進に係る令和３年度の取組状況及び令和４年度の取組内容に

ついて 

資料１に基づき説明 

     

（質問、意見） 

山田委員  ＧＰＳのレンタルの助成がある情報は知っているが、どのように手続

きするのか、どのような形で費用が掛かるのか、細かいところをケアマ

ネジャー側も知識として身に着けていく必要があると思った。認知症の

方のパートナーの養成については、私が担当している方でも、このよう

なパートナーがいたらいいと思う方がいるので、取組みとしてこれが定

着できたら素晴らしいと思う。何か手伝えることがあればと思う。 

事務局  ＧＰＳに関しては、メーカーや、手続きの仕方等について、ケアマネ

ジャーに説明する機会を計画したいと考えている。 

米山委員  補聴器は、耳に合わないと聞こえにくいなど難しい。実際に今日、補

聴器がなかなか合わず、百何十万円使ってしまったという話を聞いた。
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どのように利用されているのかなと思った。 

事務局  市として、どのくらい使い勝手がいいかというところまでは現在にお

いて把握していない。20万円以上する中で、今、市においては２万 5,000

円という少額な補助割合になっている。今は 74 歳までの対象としてい

るが、他市の状況や、問い合わせもいただく中で、来年度予算で年齢制

限の撤廃を検討中である。今、御指摘があった、実際にどのような使い

勝手があるのかということも、機会を見て確認してみたいと思う。 

  非常に高額な中で、市が年齢撤廃して補助していくには、金額的な上

限もある。この前の県議会の中では、県も少し検討するような話も聞こ

えてきたので、市の他に県、あるいは国にも助成を求めていきたいと思

っている。少しでも補聴器が使いやすい、購入しやすい環境になってい

くとよいと思っている。 

坪井部会長  年齢撤廃すると具体的にどれくらい増えそうで、どれくらいの予算を

組んだのか。 

事務局  そこはまだ試算中であり、３月定例会の中でお示ししたいと思ってい

る。数百万円単位になろうかと思う。 

坪井部会長  一人一人の額が少ない中で、年齢を撤廃してというのがいいのか、一

人一人の額を増やしてあげたほうがいいのかというのはあると思うが、

いろいろ検討してほしい。 

中澤委員  私も後見人をしている人が徘徊して大変だったというところで、どの

メーカーでどういうものが使い勝手がいいかとか、補助の手続き、申請

をどうするのがいいかというところもあるとは思うが、どれを選んだら

いいのかという部分も重要と思う。あとは使い勝手の部分が大事かと思

っている。そういうところを積み重ねているということで、いいことだ

と思う。 

  補聴器もそうで、今お話のあった補助という観点もそうだと思うが、

市でどのメーカーがいいとはなかなか言えないとは思うけれども、そう

いう情報がとても大事なのではないか。ケアマネジャーの皆さんは口コ

ミや情報網があるのではないかと思う。そういうものをいかに共有する

かがポイントだと思う。 

       ちなみに、私の父親が最近になってようやく補聴器を使用した。やは

り今、「ガーガーうるさい」と使わなくなった。もう一度補聴器のメー

カーの人に来てもらったら、補聴器自体は壊れているわけではなく、脳

が慣れるまで３か月くらいは継続して使用しないと聞こえるようにな

らないというようなことを言われたようだ。本当かどうかは分からない

が、そういったことをきちんと伝えておくことも重要。メーカーの方も

伝えたのだろうが、年齢が高くなるとその辺のところは理解していなか

ったかもしれない。 

  補聴器にしてもいろいろと便利なものはあるが、年齢が高くなると使

いこなせない。それで、場合によってはとても高額を出してしまうこと
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がどうしてもあるかと思う。そこをケアマネジャー、地域包括支援セン

ター、ヘルパー、市が情報共有し、伝えていただけるとよいと思う。 

早川委員  ４ページの（３）のイ、その他のところに、賠償責任保険加入を検討

とあるが、これは神戸市がやっていると思うが、その辺りを参考にした

のか。 

事務局  最近、全国でいろいろなところで実施している。神戸市もそうだが、

やはり、認知症の方が徘徊等により物を壊すとか、あるいは人に怪我を

させる、電車を止めてしまうなど、いろいろなことが想定される。そこ

の保険を掛け、市が保険料を助成し、何かあって家族や本人に賠償が求

められることになった場合に保険で給付を受けるということで、現在検

討している。 

早川委員  具体的には、人数的にはどれくらいになるか。神戸市だと賠償額が２

億円、怪我をした人に対して 10万円払うなど、予算の絡みはあるかと思

うが、具体的な考えがあればお聞きしたい。 

事務局  現在、利用見込み人数を積算中だが、1,000 人から 2,000 人の間くら

いになろうかと試算している。手続きの煩雑さを避け、一定の要件の人

を認定、あるいは申請となったときに自動的に加入ができる、希望しな

い人だけはチェックをつけていただくなどの形で、対象になる方が面倒

な手続きなしに加入していただき、市が保険料を払うということで考え

ている。 

  賠償額は大体１億円くらいと思っており、現在、様々な積算をしてい

る。具体的には来年度予算案、３月定例審議会の中でお示ししたい。 

小柳センター長  ２ページのイ、かかりつけ医と、地域包括支援センター、専門医療機

関の連携強化ということで、最近、嬉しいエピソードがあったので、紹

介させていただきたい。 

  つい最近だが、開業医の先生から地域包括支援センターに直接電話が

あり、患者でこういう人がいるから、すぐ来てもらえないかということ

だった。なかなか医師と連携しにくかったが、これはチャンスだと思い、

すぐにそのお宅に行って介護保険の申請など相談を受け、その足ですぐ

に医療機関に行って、アポなしで先生と話す機会があった。とても喜ば

れ、「ありがとうね」という言葉を聞いて、これがまさに連携だなと嬉

しくなった。やはり、連携というのはタイミングがあると思うので、連

携できるタイミングを逃さずに、これからも業務に励みたい。 

  また、４ページの認知症サポーター養成講座だが、これも各地域包括

支援センターで力を入れているところである。栄は今年度、大面小学校

の４年生を対象に実施した。弥久保認知症地域支援推進員からも協力し

てもらった。講座中のデジタル紙芝居を見ながら、４年生の子どもが最

後に感動し、泣いていた。この子どもがこれから成長する中で、今の時

間が後から思い出せるエピソードになったら嬉しい。これもやってよか

ったと思い紹介した。 
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坪井部会長  非常にいい話をいただいた。やはり、こうやって現場で実際に成功体

験があると、本当にやってよかったということで、皆さん、モチベーシ

ョンがどんどん上がっていくと思うので、他の方々もそういう体験があ

ればどんどん発表してもらいたい。 

山寺委員  ６ページの認知症の人の集いのところで、対象者の把握が課題だと言

っていたが、現時点でどのように把握しようとしているのか、考えがあ

れば教えてもらいたい。 

事務局  現時点では、弥久保認知症地域支援推進員が各地域包括支援センター

を回り聞き取りをしたり、地域包括支援センターから弥久保推進員に相

談があったケースのところに地域包括支援センターと弥久保推進員が

一緒に訪問したりして、ニーズ把握を行っている。 

  また、今年度から各地域包括支援センターに配置した生活支援コーデ

ィネーターが紹介し、行ってみたいと言われた方が参加している。まだ

本当に試行的に始めたところである。まずはやってみるところからと思

っている。地域包括支援センターは、紹介と、誘い出しを行っている。 

弥久保推進員 今ほど話があったとおりだが、今後は認知症の方を介護する家族の方

が集まる認知症カフェ等の中でも、個別に話を聞くなどして対応してい

くケースなども出てくると思っている。 

坪井部会長  今のところまでは地域包括支援センターと弥久保推進員ということ

だが、弥久保推進員が非常に大変だと思うので、もう少し弥久保推進員

の負担を減らし、いろいろなところに周知して拾い出しをしたらよいの

ではないかと思う。実際にやっている状況、今後どうなっていくのかな

ど聞かせてほしい。 

弥久保推進員 相談があった方に対し、したいことや行きたいところなど、普通の会

話の中で出てくるので、次はそこに行ってみようとかこんなことをして

みようと話している。そこにはパートナーも来てくれているので、何が

協力できるかを話し、例えば送迎できるとか、近くにいいところがある

からそこも教えようかなどといった感じである。始めたばかりで、何と

いうことはないが、認知症のある、なし関係なく、垣根なく普通に集ま

っておしゃべりしているという段階で、ここからどう発展していけるか

というところである。 

坪井部会長  具体的にパートナーを何名確保しているとかはあるか。 

弥久保推進員 初めは私と三条市の担当者と本人、家族というだけの集まりだったが、

そこにパートナーで、話が聞けるよという人や、認知症の方と話をでき

るか分からないけれども、家族との話だったらできるかもという人など、

４人のパートナーが参加している。 

事務局  現状の追加だが、現在試行として実施しているのは、ステージえんが

わを会場に実施している。まちなかでまずはやってみようというのと、

複合型施設の図書館が近くにできるということもあり、今後活動が広が

っていく可能性があるかもしれないと思っている。今は集まって、ただ
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ただおしゃべりをしている。講習を受けたパートナーの方に来ていただ

いているが、参加されている認知症の方とその配偶者について、おそら

くパートナーの方はどちらが認知症か気づいていないのではないかと

いうくらい、本人が生き生きと自ら発言していた。 

  私たちも最初は地域包括支援センターが誘い出してくれた以外の詳

しい情報がない中で実施し、逆に先入観なく接することができたと思う。

自由な会話の中で、今まで好きだったことや、やってみたいことなど、

今のところは他愛のない話で楽しく終わっている。 

弥久保推進員 もう一言だけ。その中でも、同席してくれた家族からは、認知症の配

偶者の方について、他の茶の間にも行っていたらしいが、何か発言する

としーんとなったり、それに対して本人がショックを受けたりすること

があって行くのをやめたと聞いた。こちらの集いに来たときに、「何を

言ってもいいところがあるっていいね」と家族の方が言っておられたの

がとても印象的だった。 

坪井部会長  これも成功体験を周知してもらうと、どんどん紹介しやすくなると思

うので、お願いしたい。 

   

 (2)  権利擁護の推進に係る令和３年度の取組状況及び令和４年度の取組内容につ

いて 

    資料２に基づき説明 

（質問、意見） 

坪井部会長  高齢者虐待への対応のところで、45 件の相談を受け、そのうち 10 件

を虐待と判断したということ。たぶん疑ったから相談したのだと思うの

だが、10件くらいしか本当に虐待はなかったということである。そもそ

も誰が相談しているのか。 

事務局  多くが警察からの虐待の疑い通報である。内容としては、世間一般で

言う夫婦間で物を投げて当たったとか、息子とたまたま口論になったか

ら通報したというような内容で、一時的な、そのときの突発的なことが

ほとんどを占めていた。 

坪井部会長  日常的に虐待が繰り返されているというのが 10件ということか。 

       他に質問がなければ、まず、重点的に今後の取組みとして上げてもら

った３の（１）後見人の確保策の検討について、何か意見がある方はい

ないか。喫緊の課題なのだろうということが予想されるがどうか。 

中澤委員  三条市がニーズ調査を実施し、本来であればその結果に基づいてどう

していこうかというところだったと思うが、それよりも前に、専門職も

大変で、社会福祉協議会で法人後見を実施しているが、ここも結構受任

しており、いよいよ近い将来、誰も引き受け手がいなくなるのではない

かというところは、もう現実化しているところだと思う。 

  難しいのは、やはり、後見人のお金の問題である。在宅の方だと、と

ても手が掛かるので大変だけれども、報酬が見込めない。そういった方
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となると、例えば、虐待などで最初は弁護士が対応しなければならない

が、私もそのような報酬があまり見込めない方をたくさん抱えるとなる

と本業がパンクしてしまうので、引き受けるにも限りがある。ある程度

落ち着いてきたときに誰かに引き継ぎたい。そうした先が社会福祉協議

会の法人後見で引き受けていただけるとありがたいと思うが、社会福祉

協議会にしても手いっぱいになるだろうと思う。 

  今、瀬水委員と３人でやっていただいているが、さらに手足となって

動くような人たちがいないと無理ではないか。例えば、新潟市社会福祉

協議会は市民後見人というものを育成しており、実際のところは、具体

的な知識や、後見人は何をするのかを学び、新潟市社会福祉協議会の職

員の手足、支援員として動いてもらう人を増やしていくという形で実施

している。 

  では、三条市はどういう方向を目指すのか、いよいよそこを議論し、

何かしらの方法で進めていかないと大変な状況なのではないかと思っ

ている。それと関係して、課題の中核機関の見直しということもある。

三条市は中核機関を直営でやると言ったので、本来、後見の担い手確保

も、三条市がリードして考えていかなければいけなかったところを、私

は本当に高齢介護課の皆さんは一生懸命やっていると思うが、いかんせ

んマンパワーが少なすぎて、本当にいっぱいいっぱいで手が回らない。 

  そこで、三条市が直接やらなければいけないところは何なのか。本当

に選択と集中が必要で、他に任せられるところでどんどん回さないと、

そのしわ寄せは市民に行くのではないかと思っている。もちろん、弁護

士会、司法書士会、リーガルサポート、ぱあとなあ新潟、専門職もでき

る限りのサポートをするので、そこは三条市ばかりで抱え込みすぎずに、

うまく役割分担し、社会福祉協議会も当然、その一員としてサポートす

ることになるので、どういう形で進めていくことが必要なのかを議論し、

もう進めていかないといけないのではないかと思っている。 

瀬水委員  私どもは令和元年度から法人後見を始めた。当初は二人の利用者で、

その後、５人、６人と少しずつ増えてきている。法人後見、社会福祉協

議会の役割としては、やはり、お金のない方、他の後見人が取らない方

を積極的に取っていこうというところがあるので、中澤委員の話にもあ

ったが、報酬が見込めない部分もある中で、職員は後見業務だけをやっ

ているわけではないため、受任数に限りがあるのが現実である。 

  私どもとしても受任したい気持ちはあるが、現実的に難しい。高齢介

護課の説明にもあったが、是非、相談させていただきながら、私どもで

取れる範囲は協力させていただきたいと思うが、そこには人員を配置す

る必要も出てくる。そういった部分も相談させていただければありがた

い。 

井口委員  私から中澤委員の報酬の点について付け加えさせていただくと、専門

職後見人の報酬は裁判所が具体的な額を審判する。その額は、基本的に
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管理している財産の額に応じるため、預金の少ない方であれば、基本的

には報酬額が少なくなる傾向がある。 

  例えば、とても資産をお持ちの方が施設に入所し、日常のことは施設

が担当するため、専門職としては施設の利用料だけを支払っていればい

いという事案と、預金がとても少なく施設入所できないが、そうすると、

専門職にこれを買ってしまったから支払ってくれという連絡が来たり

するなど、手の掛かる案件でも資産が少なければ報酬が少なくなってし

まう。そうなると、専門職として実際に動いているものと報酬の額がき

ちんと比例してこないというところに非常に不合理さというか問題点

があるのが今の後見職の現状である。 

  資産をお持ちでないような方の専門職後見人の報酬については、利用

支援事業が三条市にもあると思うが、基本的には、月額２万 4,000円×

12か月分が基礎報酬で、プラス、何か法律的な事務、例えば、遺産分割

の手続きを代わってやった等の事務があると、付加報酬といって裁判所

が認めてくれる報酬がある。私は三条市がどういう制度になっているか

きちんと調べていないけれども、多くの市町村で利用支援事業を扱える

のは基礎報酬部分のみになってしまう。そうすると、結局、専門職が、

本来はそちらのほうが専門的な仕事であるにもかかわらず、この部分に

ついては報酬が見込めないということであれば、やはり、リーガルサポ

ートで後見人に手を上げてくれというメールが回ってきても手を上げ

づらくなってしまうのが実情である。 

  ちょうど私は昨日、長岡市で後見の引き受け手がないからお願いでき

ないかと依頼があったのだが、お断りした事案があった。三条市だけで

はなく、他の市町村でも共通の課題として後見人の担い手不足はあるが、

どの市町村も解決策は難しいところだと思う。 

  ここからはリーガルサポートと離れた一司法書士としての個人的な

意見としてお聞きいただきたいのだが、なぜこういう事態になっている

のかを検討するとき、裁判所の選任要請の文書には、専門職の後見人を

求める理由として、例えば、「亡き母の遺産分割の手続きが予定されて

いるため」等と入っている。ただ、それは本来であれば、我々はそれを

本来の業務として依頼を受け、代理人として行っている。それについて、

当然、各事務所で報酬はいくらと決まっているにもかかわらず、後見事

務として受けた場合には裁判所が決めた報酬で動かなければならない。 

  遺産分割の手続きが終わった後に何をするのかというと、実は、専門

職としてはやることがなく、月に１回、施設に行って会って、具合はど

うですかと聞いたりすることもあるが、施設の支払いを自動引き落とし

にすれば、ほとんどやることがないにもかかわらず、先ほどの基礎報酬

部分の収入は毎年入ってくるという、そこにも不合理な点はある。これ

はそもそも、できることなら親族が後見人に付き、後見人から遺産分割

の事務の依頼を受けるという進め方をするのが一番いいのではないか
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と個人的には思っている。 

  裁判所は法律的な事務が最初に予定されているからということで司

法書士や弁護士を上げてくれと言うのだと思うが、それが終わった後を

引き継げる先もない。ないから私たちは持ち続けなければいけない。そ

この部分を、例えば、市民後見人の方のデータベースを三条市で作って

おいていただければ、引き渡したいところに相談し引き継げれば、次の

後見事務に移れる、次の案件を引き受けられる。そういう形がもしでき

るのであれば、後見人の候補者として人数が増えるのではないか。 

坪井部会長  なかなか難しいが、大きなシステムを変えていかなければいけないと

いうことか。 

井口委員  システムの話は理解の助けになるかなと思って話をさせていただい

た。三条市で、例えば、市民後見人のデータベースを作っていただける

とよい。我々司法書士は、検索しようと思えば検索できる。後見だけで

はなく、司法書士に何か登記の依頼をしたいなど、弁護士もそうだと思

うが、調べればどこに事務所があるか等出てくる。そういった三条市の

市民後見人リストのようなものがホームページにあれば、我々は次につ

なげて、新たな後見事務に移りたいとなったときに検索し、その方と連

絡を取って引き受けてもらえるようにすれば、私個人としては、どんど

ん後見ができるのではないかと思う。 

坪井部会長  今の話で、そもそも市民後見人がどれくらいいるのかというのは把握

されているのか。 

事務局  三条市の市民後見人は分からない、把握していない。 

坪井部会長  できたらそれを育成し増やしていきたいということか。 

事務局  市民後見人を育成するのはなかなか難しい。育成されてもすぐに実務

ができるものではないので、その方々がうまく馴染む、力になってもら

えるような仕組みから考えていかなければいけないと思っている。 

坪井部会長  相当先の話というか、近々に後見人不足にすぐには役に立たないとい

うことか。 

事務局  特効薬があるかどうかは別だが、できるだけ早く、結果が出るものが

どれかを見極めながら進めて行きたいと思っている。 

中澤委員  私は、後見人は財産も管理しているが、お金でその人の生活が全て分

かって、ある意味、例えば、どういうサービスを受けるか、お金がある

から大丈夫、お金がないからだめとか、施設に移ると言っても、どこが

よいかなどとても発言力が強い。そこまで強い権限を与えられるのはな

ぜかというと、それが本人のためになるから、そもそも判断能力が落ち

て財産管理が十分できないから本人の権利擁護のために後見人をつけ

るということである。 

  弁護士にしても、司法書士、社会福祉士、リーガルサポート、ぱあと

なあ新潟は研修制度もとてもしっかりされており、本人の権利を制限し

て後見人にそこまでの力を与えるなら、それなりの知識、能力、識見、
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人権擁護の観点がしっかりしていないと任せられないのではないかと

いうことでやっている。 

  例えば、佐渡市の場合だと、市民後見人という名前のとおり市民が単

独の後見人として選任されているところもある。そこはものすごく手厚

く、市役所、法テラス、裁判所、弁護士、司法書士、社会福祉士と、オ

ールスターで研修をし、市民後見人の活動も継続的に見守り、指導・監

督をしている。 

  それだけ佐渡市は後見人の担い手がいないということで、一生懸命や

っている。そういうやり方にするか、それとも、先ほど少し私が言った

ように、新潟市社会福祉協議会のように後見人自体は法人としてやるが、

その手足となって動いてもらう人を養成していくのか。そういった方向

性、そもそも三条市は市民後見人を育成するのかどうかということもま

だまだ議論がされていない。ここを始めようとすると、市民後見人が出

てくるには何年も掛かってしまう。そこを早急に、どういう方向性にす

るのかを考えていかなければいけないのではないか。 

  あともう１点、誤解のないように、井口委員もそういう観点でお話し

になったと思うのだが、専門職は別に報酬が少ないから受けたくないと

いうことは全く思っていない。必要な人であれば受けなければいけない。

そういう思いでやっているものの、さすがに霞を食べているわけにはい

かないので、やはり、抱えられる限度がある。しかし、一生懸命やって

いる弁護士、司法書士、社会福祉士もいて、あの人は受けてくれるみた

いという形で偏ってしまう。そうすると、すり切れてしまい、もう受け

られないとなっていく状況もあり得る。 

  やはり必要な人に必要な後見人なり、タイミング的にもこの時期は弁

護士、司法書士、社会福祉士で、また社会福祉協議会にも引き継げると

いうような形、体制にしていくのか、三条市は考えていかなければいけ

ないのではないか。例えば、私や、井口委員がシステムのところと言っ

たが、それぞれ個人が思っても何ともしようがないところである。三条

市はこうしていきたいということを、この場でもそうだが、協議してい

かなければいけない時期なのではないかと思っている。 

井口委員  中澤委員からフォローいただいた。私も当然、業務が大変だから、報

酬がもらえないのは受けないと言うつもりはないが、ただ、やはり、こ

こできちんとした報酬がもらえるのであれば、それを糧に、例えば、一

人雇用して後見業務をもっとできるのにと思う部分もやはりある。本人

は理想を掲げてやっているが、従業員がそれについて来られるかという

のはまた別の話になる。 

  私が申し上げたいのは、先ほど中澤委員が三条市で抱え込まないでと

いう発言があったが、実は、士業が付いている後見人でも、後見人は一

度付くとその方が亡くなるまでずっと後見は続くため、その間ずっと抱

え込むという形になってしまっている自戒も込めて、できれば適切な時
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期に手放すことができるようなルートが作れればよいと思う。それはや

はり、司法書士の中だけで言っていても仕方がないので、せっかくこの

場に参加させていただいているので、発言させていただいた。 

坪井部会長  三条市に対して、報酬の補助を出してもらうのがいいのか、あるいは、

割り振りをうまくやってくれる体制を作ってもらうのがいいのか、三条

市に対してこういうことをしてもらえばうまくいくのにという、市はど

こまで関与しているか。 

中澤委員  先ほどの補聴器の話と同じで、どこに限りある財源をかけるかで、私

とすると、やはり、担い手を増やす方向にお金をかけたほうがよい。当

然、私も生活保護の方の後見人をやっていて、利用支援事業で補助額が

多くなればいいと思うところはあるが、それは個々の部分に過ぎないの

で、やはりもっと大きなところにお金を使うのがいいのではないか。 

井口委員  私もやはり後見人の数を増やすほうが重要性は高いのかなと思う。基

本的に、法律職が法律上の仕事をすることがそれほどないのに、ずっと

その案件を抱えているということは適切ではないのではないかと思う。

例えば、突発的な案で申し訳ないが、専門職の後見人が付いたとき、親

族の方がどこか教育（研修）のところに必ず行くというようなルートが

できたら、自分が終わったから親族に、ということができればと思う。 

坪井部会長  三条市で考えていることとして、市民後見人を育成したり法人後見を

したり、社会福祉協議会の規模を拡充したりといろいろ書いてあるが、

今の話で、三条市としての意見はどうか。 

事務局   いろいろな御意見、御指摘をいただき、ありがたい。本当に今、三条

市、中核機関としてほとんど機能していないような状況で、今の話を受

け、選択と集中、後見人の把握など、先進的なところでうまくいってい

る自治体を研究し、三条市においてどうするべきか、どうしていくこと

が一番いいかということを見出し、長期的な視点と短期的な視点を合わ

せて、こういった場でお示しし、皆さんの御意見を聞いていきたい。 

  先ほどの話にもあったように、本当に権利を守ってあげなければいけ

ない人を守ってあげられないような三条市であっては困る。そこに関わ

る全ての人が無理なく支えていける体制、特定の人・職種だけ偏るので

はなく、全体的にどうすることがいいのか、お金はどう使えばいいのか

ということも含め、本当に予断を許さない状況なので、この重点に上げ

た部分についてはしっかり検討し、こういった場で皆さんの御意見を頂

戴したいと思っている。 

坪井部会長  少し関連するが、中核機関で機能不全の状態ということで運営体制を

見直したいということだが、この件に関して何か御意見のある方はいな

いか。 

中澤委員  私は中核機関の運営体制の見直しを重点的な取組みとしたというの

はとても素晴らしいと思っている。私の勝手なイメージなのだが、一度

行政で計画を作ってしまうとそこを突っ走ってしまうというか、機能し
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ていなくても機能しているかのように表が出てきたり図が出てきたり

というようなイメージを持っている。現実を直視し、ここが市ではなか

なかまだ機能していないところだと認めること自体がすごいことだし、

そういう課題をどうやって改善していくかという作業がとても重要な

のではないかと思う。 

  私は、この作業が数年後、本当に市民の役に立つ、生活改善につなが

るのではないかと思っているので、是非、三条市にとってはどのように

していくのが適切なのかを早急に検討し進めていただきたい。 

事務局  今おっしゃったことはもちろんのことだと思っている。できること、

できないこと、一度決めたからできないものをだらだら続けていくとい

うことでは何の役にも立たないと思っているので、市が直営でやるのか、

どこかにお願いしなければいけないのか、早く見極めるしかないと思っ

ている。 

坪井部会長  ここで意見を聞くのもいいが、もう少し小さく、専門職と話し合うよ

うな場というのはどうか。 

事務局  少し集まっていただいて御意見を聞き検討し、そこをまた全体のとこ

ろで御意見を伺うなど、いろいろな場面を設けていきたいと思う。 

田崎委員  後見人確保のところで一考いただきたいのが、甥、姪のような親族の

方に後見人になってもらうのが本人にとっては一番いいのかなという

ことがある。ただ、私も本人や親族の方からたくさん相談を受けるが、

ほとんどのケースの場合、しっかりしているうちに頼んでいない。悪い

と思って頼めないなどとを言う人の方が多い。しかし、やはりここで何

かあったら後見人になってほしいと親族の方に頼んでおけば、その人も

動いてくださる。 

  その人たちをバックアップするのが中核機関の支援の一つである後

見人支援機能である。専門職は勝手にやるので、それ以外の親族の方を

いかに中核機関でバックアップしていくことがよいのではないか。三条

市は甥、姪が周りにたくさんいるような環境の方が多いと思うので、市

民後見人の前に親族の方の支援を入れた方がいいと思う。 

  また、中核機関に関しては、設置していない市町村が実はほとんどで、

三条市は設置しているので、素晴らしいと思う。今日、当会で会長から

県知事要望を正式に出させてもらったが、後見人が足りないというのは

何年も前からずっと県に言っていることである。奈良県は素晴らしくう

まくやっている。新潟県の場合はそれが後進県になってしまっているの

で、少しねじを巻いてくださいというのは今日、正式に申し入れたとこ

ろである。なかなかうまくいかないというのがあるので、三条市の場合

はそのようなところまで考えていただいて、市民後見育成があるのであ

れば、会からも協力させていただきたいと思う。 

事務局  今、御指摘いただいた親族の方へのアプローチということも、どうし

たらできるのか含めて、検討していきたい。 
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坪井部会長  親族はいいけれども、本人が分からなくなってからだと本当に難しい。

研究してほしい。 

弥久保推進員 認知症の関係で、認知症の方本人の支援に入ることが多々あるが、家

族関係が既にこじれていて、お金の管理をお願いしたいとか、お金はど

うなっているかと聞くと、「知らない」「本人に任せてある」「私たち

が聞くと怒られる」というケースが多い。 

  実際に、ここ数か月の中で、お金を持っていらっしゃる方と当たる機

会があり、困っていない。支援を受けていない。友だちにお願いしてい

ると言う。本人は困っていないので、支援者は誰も付いていない。しか

し、お金がどのように使われているか分かるかと本人に聞くと、「任せ

ているからそれは知らないが、きちんとなっているはずだ」と。これは、

この方が亡くなったら、本来、支援が必要だったはずなのに誰の支援も

受けず、お金だけ友だちが使っていたということになると思う。支援者

から相談が上がってくる方を対象に支援していると、このような方はど

んどん漏れるのではないかと思った。本人は認知症で、既にお金がきち

んとなっているものだと思い込んでいるケースである。 

  今の話を聞きながら、こういう方に後見人が付いたらきちんとお金が

回るのにと思いながら、委員の話を聞いていた。支援は必要ないとなっ

ているケースも拾えるような仕組みだとよい。 

坪井部会長  確かに、とても多いと思う。それを拾うのは難しい。しかもサポート

していくのはなかなか難しいと思う。その件に関して、何かあるか。 

事務局  一つは、支援につながっていないということだと思う。認知症なのだ

けれども支援者と接点が持てない人は、どことつながっているのかとい

うことにもなると思うのだが、先ほどの認知症の取組みの中で言えば、

つながった方がよいという人を早く把握する取組みはやはり必要なの

だろうと思う。 

後見人の支援に限らず、必要な支援につながれていないのではないか、

つながった方がいいのではないかという人をどうやって把握するかと

いうことでは、例えば、かかりつけの先生や、地域の方からの情報がき

ちんとこちら側に入ってくるような仕組み作りが必要だと思う。それが

前段の取組みでもあったかかりつけ医との連携体制づくりだったり、認

知症専門医の先生ではない先生方との連携だったり、見守り訪問員との

連携、あるいは地域の方々に地域包括支援センターがあるのだというこ

とをもっと知ってもらうような働きかけが必要だと思った。 

坪井部会長  初期集中支援チームでもよくあるが、本人が困っていない場合にどこ

まで介入するかというのがとても難しい。本人や家族が困っていると言

えば、その困っていることに対して支援していけるが、誰も困っていな

い状況なのだけれども、周りから見るとおかしな状況というのは、どこ

まで介入したらいいのかというのはとても難しい。今後の課題だと思う。 

中澤委員  一般の方の広報、周知も大事だが、やはり、高齢の方と接する機会の
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多い、地域包括支援センター、ケアマネジャー、ヘルパー、そういった

方に、お金はとても大事だから、あれっと思うときは、市や然るべきと

ころにつながるような形にしていくのが大事なのではないかと思う。 

  それで思うのが、私は福祉課の関係で、生活困窮の方々にどういう支

援が適切なのかというところで、弁護士の目から見てほしいと言われケ

ースを見ていると、市は別にこれでいいのかなと思っている支援でも、

弁護士から見ると、やはりこれはこういう観点で別の支援が必要なので

はないかと思うこともよくあり、そういう作業を、高齢介護課、健康づ

くり課、子育て支援課など、市の福祉的側面がある課は実施する必要が

あるのではないかという気はしている。 

  そういうことで言うと、例えば、冒頭にお話があったように、高齢者

の虐待で、坪井部会長が 45件中 10件で、あとはどうなのだとおっしゃ

ったが、私もそれは気になった。夫婦、親子、突発的なものだったので

はないかと言うが、突発的なものでも警察が行かなければいけないとい

うのは普通ではないと思う。それがその後、継続的に支援されているの

か、様子を見ましょうかとなっているのか分からないが、そういったと

ころを見過ごすと、大きな事件になってしまう可能性があるのではない

かという気はしている。そういった情報をいろいろな人に知ってもらう

という中に、やはり、別の観点から市がやっていることをチェックして

もらうという側面も必要になってくるのかなと思った。 

事務局  確かに、市は同じ方向しか見ないということがあると思う。いろいろ

な側面から見て、市が大丈夫だと思っても本当はあまりよくないときも

あると思うので、少しそういう体制が取れるようなことも検討していか

なければいけないと思った。 

坪井部会長  少し難しい問題で答えはなかなか出ないので、これを市から検討して

いただけたらと思う。 

  一応、これで質疑を終了し、今日の全体に関して、スーパーバイザー

の川瀬先生にコメントをいただきたいと思う。 

川瀬スーパーバイザー この会も回を追うごとに活発な議論がいろいろな方から出てくる

ようになり、坪井部会長、郷センター長、そういった人柄を含め、とて

もいい会になってきたと思う。三条市の支援担当の方も一生懸命聞いて、

メモして、頑張って改善させようというのが見られて、非常にいいと思

った。 

  私なりに皆さんが話しているのを聞いている中で、三条市が正直、う

まくいっていないところがあった。介護認定は割と標準レベルになり、

もともとあった初期集中支援チームの話とかいろいろあったが、行政と

して、市全体としての認知症全体の考えで、どういったところをポイン

トとして見ていけばいいのかというのがいくつかあり、自分なりに考え

てみたのだが、まず、細かい単位、一番ターゲットが小さいところから

いくと、やはり、困難事例である。それは初期集中支援チームが対応す
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る。認知症の人がたくさんいる中で、一番困っている人、虐待もあるだ

ろうし、お金の管理もそうだろうし、誰がどう見てもこの人は不幸せだ

と、衛生的にも何とかしなければいけないけれども、誰も手を付けずに、

受診もせず、介護保険にもつながらない。それは初期集中支援チームで

対応すればいいと思う。それは少しずつ今、軌道に乗ってきている。 

  先日、東京で、認知症疾患医療センターで、全国の何人もの先生と座

談会のようなものがあり、意見交換をしたが、初期集中支援チームをも

う少しうまく活用してもらうための方法として、ある市でやっていたの

は、初期集中支援チームを聞いたことはあるけれども、会議に参加した

ことがないというケアマネジャーや地域包括支援センターの人を、見学

という形で何らかの承諾書を取って見てもらうというのもよかったと

聞いた。そうやっていくことで、初期集中支援チームがどういうことを

やってどういう効果を出していくのかというのが身近なものになって

くる。そういう形で初期集中支援チームの使用頻度が少ない、活動回数

が少ないのはそれなりに増やしていければいいと思う。 

  次に、認知症に関わる安全確保である。虐待もそうだし、成年後見や

ＧＰＳの話もそうだが、基本的に、認知症の方の中で成年後見制度を必

要とする人はごくわずかで、ほとんどの人は使わない。何人かの人が、

適切な介護者がいない、いたとしても親族があまり協力的でなかったり

して、家族としての役割を果たしてくれないので、親族はいるが成年後

見制度を使わなければいけない。 

  成年後見制度の話は、坪井部会長と少人数でそういう会をやった上で

こういう会になっているのかと思ったのだが、まだであればこれからや

っていただきたい。手っ取り早いのは、システムとして問題があるよう

なので、うまくいっている自治体を真似していくのがいいのかなと思う。 

  あとは、介護者のレベルアップ。介護技術や介護のレベルを上げてい

く研修が、この県央地域や三条市で少し足りないと思うので、それはや

はり有効だと思う。 

さらにもう少し広い範囲になってくると、認知症の予防である。地域

として高齢の方がたくさんいる、50歳未満の人が全員対象でいいと思う

が、65歳未満でもいいが、なるべく早い段階から認知症になるのを予防

しようという社会を作っていこうとしたときに、ここに、やはり今のカ

フェや集いとという形がまだ見えていない。たまごのたまごみたいな感

じだということだが、それは何人くらいの人をターゲットにすると有効

なものになっていくのかということを考えると、三条市の人口を 10 万

人として、65歳以上が３万人として、その内の 15パーセントから 20パ

ーセントが認知症と考えると、三条市で大体 4,500人くらいの認知症の

人がいて、ＭＣＩも 4,000人くらいと考えると、その内の７割が、ある

いは少し膨らませた辺りが、仕事をしなくなって家にいるのだけれども、

趣味があったけれども今はしていない、何もしないとこのままどんどん
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認知症になってしまう、社会との交流も絶たれるという人が集い、予防

として、定期的に何かの活動をしてほしい。集まれば支援につながる。 

  最低 10パーセントから 20パーセントくらいの人と考えると、やはり、

三条市の中で 1,000人くらいの人が集いなり何なり、そういったものを

利用し、それが結果的に認知症の予防につながるという形で、集いとい

うもののやり方はとてもいいと思う。カフェと何が違うのと聞かれるか

もしれないが、それは行政を含めてゴールをもう少し明確にして、最終

的に効果を見ていく。 

  一番広いくくりは、今後も含めた協力、市民啓発。そもそも認知症と

いうのはどういう病気なのか。認知症の人に対してはどういう声掛け、

考え方で接するべきなのか。正しい知識を子どものころから伝えていく。

それは企業でもそう。認知症全体の市民への啓発。三条市がやっていな

い認知症に関する市民公開講座、これもやはりやっていただきたい。そ

の中に権利擁護の話を少し入れていきたい。今後、全市民の認知症に関

する知識を上げていくということをやっていくことになる。少ない人数、

たった一人、数人への対策としての初期集中支援チームから、全市民が

対象になるもの、規模を拡大していくといいのかなと思う。とてもいい

対策だと思っている。 

坪井部会長  非常に貴重な意見だと思う。市としてもこれを基に認知症施策を進め

てほしい。 

 

５ その他 

次回の開催について、２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） 


