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令和元年度第 2 回佐賀市地域包括支援センター運営委員会 議事録 

佐賀市保健福祉部高齢福祉課 

 

○日時 令和 2 年 2 月 14 日（金）14：00～14：50 

○場所 佐賀市立図書館 2 階 大集会室 

○出席者  岩本幸子委員、牛島共子委員、江口佳徳委員、古賀義孝委員、木場千春委員、 

  鮫島隆晃委員、凌文子委員、庄司まゆり委員、須古育良委員、高森志保委員、 

  吉原正博委員 

  事務局（保健福祉部長、高齢福祉課職員） 

各地域包括支援センター代表者 

○欠席者  久米ハル子委員、後藤和美委員、貞富博文委員、角町幸代委員、松本博委員 

○傍聴者  なし 

○議題 （1）佐賀市地域包括支援センター運営委員会 

① 令和元年度地域包括支援センター事業について 

a. 重点業務に関する進捗状況 

b. 事業の実施状況 

c. 地域包括支援センターの課題と対策 

 （2）佐賀市地域ケア推進会議 

① 地域ケア会議について 

a. 重点業務に関する進捗状況 

b. 令和元年度上半期地域ケア会議報告 

② 地域課題の解決に向けた佐賀市の取り組み 

 

（事務局） 

本日は、お忙しい中、ご出席いただきありがとうございます。定刻になりましたので、令和元年

度第 2 回佐賀市地域包括支援センター運営委員会を開会いたします。本日、進行を務めます佐賀市

高齢福祉課の山口と申します。よろしくお願いいたします。それでは初めに、前任者の退職に伴い、

今回から新たに委員となっていただく方を事務局からご紹介させていただきます。佐賀県介護老人

保健施設協会事務局長代理、松本博様。本日はご欠席の連絡が入っております。なお新しい委員名

簿を机上に置いておりますので、ご確認ください。ご欠席の連絡が他に、久米委員、後藤委員、貞

富委員、角町委員から入っております。それでは、開会に当たりまして、佐賀市保健福祉部長大城

がご挨拶を申し上げます。 

（部長） 

皆さん、こんにちは。保健福祉部長の大城でございます。本日はお忙しい中、佐賀市地域包括支

援センター運営委員会の方にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。また日頃から皆

様方には佐賀市にお力添えいただきまして、誠にありがとうございます。連日、新型コロナウイル

スの話題で持ちきりですけれども。今日の昼は、和歌山県のほうで陽性反応が出たということで、

ちょっと心配されるところでございます。私も数日前から咳が続いておりまして微熱があるんです

けれども、私は大丈夫ですから安心してください。さて、皆様には高齢福祉についてご議論いただ
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くわけですけれども、ご承知のとおり、高齢福祉については、住みなれた地域で安心して暮らして

いただけるということを目指しておりますので、今日皆さん方から様々な専門的な意見をいただい

て、地域包括支援センターの充実、そして市民の満足度を向上させていきたいと思っておりますの

で、よろしくお願いします。簡単ですけれども、私の挨拶とします。 

（事務局） 

本委員会は 15 時半までを予定しておりますので、皆様のご協力をお願いいたします。また、会議

中にご質問、ご意見をお伺いする際はマイクをお持ちしますので、お名前を言われてからご質問、

ご意見をお願いいたします。それでは、ここからの議事進行は会長にお願いいたします。 

（会長） 

   はい、よろしくお願いします。それでは早速議題に入らせていただきたいと思います。先ほど事

務局が予定時刻を示しております。円滑な議事運営に努めたいと思いますので、委員の皆様、ご協

力よろしくお願いしたいと思います。 

それではまず事務局から、議事の①令和元年度地域包括支援センター事業について、項目の a.重

点業務に関する進捗状況について説明をお願いいたします。 

（事務局） 

はい。それでは令和元年度重点業務に関する進捗状況になります。資料の 1 ページ目をお願いい

たします。こちらは昨年の 7 月の運営委員会で示しておりましたが、重点業務については各おたっ

しゃ本舗が、包括の運営と社会保障充実分の2つの事業からそれぞれ1つを重点事業として選択し、

その業務に対する計画を年度当初に立てて、取り組んでおります。包括の運営と社会保障充実分の

業務内容につきましては 2 ページ目の上段に示しており、それぞれの重点業務に対しての各おたっ

しゃ本舗の 12 月時点での進捗状況については、その下にまとめております。 

包括の運営の 4 業務の中から、介護予防ケアマネジメントを選択した包括が 3 か所、総合相談支

援を選択した包括が 6 か所、包括的継続的ケアマネジメントを選択した包括が 6 か所となっており

ます。それぞれ達成状況を 4 段階、「達成」、「達成できた部分が多い」、「未達成の部分が多い」、「全

く達成できていない」で示しておりますが、各おたっしゃ本舗が計画しました重点業務の目標につ

きまして、12 月時点で自己評価したものになります。多くの包括は「達成できた部分が多い」と回

答しており、概ね計画どおり実行できているものと考えております。また、「達成」と回答したおた

っしゃ本舗の実施状況としては、医療機関を含めた多職種連携の体制強化が図れているということ

でした。「未達成の部分が多い」と評価したおたっしゃ本舗は、地域資源、情報収集について、関係

機関との共有にまでは至らなかったということや、高齢者の外出支援をもう少し状況をみながら再

検討したいということが挙がっております。 

その下の社会保障充実分の委託業務に関しても同じような見方になりますが、達成できたとして

いるおたっしゃ本舗からは、認知症カフェの定期開催や民生委員との連携等、相談しやすい体制が

できているということが挙がっております。「未達成の部分が多い」というおたっしゃ本舗からは、

担い手不足に関して具体的な話し合いが出来ていないことや、認知症サポーター養成講座の開催の

働きかけができていないといったことが挙がっております。この重点業務につきましては、例年 7

月に開催しております運営委員会の中で、今年度の最終的な評価の報告を行いたいと思っておりま

すので、よろしくお願いします。重点業務に関することは以上になります。 

（会長） 
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はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、何かご意見、ご質問の

ある方は、挙手の上、最初にお名前を言われた後に、質問をお願いいたします。何かご意見、ご質

問はございませんでしょうか。よろしいでしょうか。特にご意見が無いようでしたら、また最後に

お受けしたいと思いますので。続きまして、①のｂ.事業の実施状況及びｃの課題と対策について、

これについては関連がありますので、続けて 2 つ説明をお願いいたします。 

（事務局） 

それでは資料の 3 ページ目をお願いします。これは、令和元年度の地域包括支援センター事業の

実施状況と今後の開催予定を挙げております。概ね当初の計画どおり実施してきておりますが、表

の 7 番目の介護予防事業検討会につきましては、6 番目で実施しました三職種会議、保健師会議の

中で同時に開催しておりますので、括弧書きで日付を書いております。また、本日の運営委員会に

先立ちまして、おたっしゃ本舗の管理者会議を開催しております。その中でも包括の業務がどんど

ん増えてきているというご意見もいただいておりますので、会議や研修会についても業務の過度の

負担にならないように、合同会議、同時開催など効率的な運営を心がけていきたいと考えておりま

す。地域包括支援センターの事業の実施状況については以上になります。 

続いて 4 ページ目をお願いします。おたっしゃ本舗の活動を通して出てきた、5 つの課題と対策

になります。1 点目が複合的な問題を抱えたケースの増加、2 点目が生活全般に支援が必要な、認

知症のある独居高齢者の増加、3 点目が経済面や介護力の低さからの困難事例や虐待事案の発生、

4 点目が自立支援の視点の不足、5 点目が高齢者の集いの場の不足という 5 つの課題です。この 1

から 5 それぞれの課題の対策につきましては、問題ケースに対応できるように地域ケア会議や研修

等を開催し、個々のスキルアップに努めるとともに、関係機関との情報共有の場を設けております。

表の右側、括弧書きしておりますけれども、これにつきましては 1 月末までに実施しました会議等

の回数や参加者数の実績になります。この、5 つの課題に関しましては、多くおたっしゃ本舗が現

在も課題であると感じており、より質の高い支援につながるよう、関係機関との連携や職員の対応

力の向上等を目指し、来年度、令和 2 年度についても研修等の計画を立てていきたいと思っていま

す。また、次年度の事業計画を立てるに当たりまして、各おたっしゃ本舗からいくつかの意見が出

ております。例えば、研修会や検討会がマンネリ化している傾向が見られること、目的別研修会で

はシミュレーションやロールプレイングなど実践的に行う必要があるといった意見も出ております

ので、研修会の内容や進め方について、今後も検討していきたいと考えております。尚、これらの

意見を踏まえた来年度の事業計画につきましては、次回の運営委員会で改めて報告させていただき

たいと思っております。課題と対策については以上になります。 

（会長） 

   はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、ご意見、ご質問、ござ

いませんでしょうか。何でも結構ですので、いかがでしょうか。全体を通して何か意見はございま

すか。 

（委員） 

はい、私はＰＴＡかなって思っています。現場の皆さんは、それぞれの地域に即した活動をされ

ていると思います。運営委員の皆さんから、具体的に励ましなり、お尻たたきなんかをやっていた

だいたほうが 1 番いいかなと思いますけれども。たぶん、現場のおたっしゃ本舗の方たちはそれぞ

れお話し合いをされていると思いますけれど、その内容等がちょっと私もよくわからないので無責
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任には言えないなと思っておりますけれど。今後も意欲をもって、いろいろな話し合いをするとい

うのはすごく馬力がいると思いますので、その辺が、皆さんの協力が得られるように、おたっしゃ

本舗が佐賀市内でこんな活躍をして、こういう方向にいったよっていう成功事例等をお示しいただ

ければ、すごくいいかなと思っております。とりとめのないことで申しわけありません。 

（会長） 

はい、ありがとうございました。私もいろいろな保健所を回りましたけれども、佐賀中部はかな

り活発におたっしゃ本舗が活動して、住民の認知度も高いんじゃないかなというふうに思います。

先ほど事務局が言われましたように、研修は座学よりもシュミレーションとかグループワークとか、

あるいは事例検討会を通したものの方がやっぱり身につく。次の地域ケア推進会議にもつながって

くると思いますけれども、事例検討会を通して地域の課題が幾つか浮かび上がってきているものが

あるようですので、それを次の議題で、ぜひこの部分について皆様から意見をお伺いしたいと思い

ます。 

それでは、次に議事の（2）の佐賀市地域ケア推進会議について。これが地域包括支援センターの

運営委員会を兼ねておりますので、引き続き、推進会議のほうに移らせていただきたいと思います。

委員の皆様はそのまま全部という形になりますので、引き続きご審議いただきたいと思います。そ

れでは、佐賀市地域ケア推進会議について、事務局の方からご報告をお願いいたします。 

（事務局） 

佐賀市高齢福祉課参事兼地域包括支援係長の直塚と申します。どうぞよろしくお願いいたします。

座って説明をさせていただきます。資料は 5 ページになります。地域ケア推進会議ということにな

りますが、佐賀市の地域ケア会議推進体制につきましては、この 5 ページありますように佐賀中部

広域連合地域ケア会議構成図を基本としております。目指すものは 1 番上のところにあります。地

域包括ケアシステムの実現による地域住民の安心・安全・ＱＯＬ向上ということを目指しておりま

す。その実現のためには 4 つあります。認知症施策の推進、生活支援体制の整備、在宅医療の充実

及び介護連携、自立支援の 4 つの要素がございます。地域ケア会議は 3 つの会議から構成されてい

ます。出発点となるのは 1 番下のところになります、個別の事例の検討というところで、各おたっ

しゃ本舗でおたっしゃ本舗地域ケア会議を開催しております。おたっしゃ本舗地域ケア会議の機能

には、個別課題の解決、ネットワークの構築、地域課題の発見という 3 つがあります。おたっしゃ

本舗地域ケア会議から上がってきたものが、地域課題として上の段の地域ケア連絡会議にいきます。

ここで、おたっしゃ本舗同士の意見交換や成功要因の共有、地域課題の集約整理等を行っていきま

す。さらに集約された地域課題は、上の地域ケア推進会議に上がってきます。ここで市レベルでの

地域課題解決に向けた検討を行い、地域づくりの資源開発と政策形成につながっていくことを目指

しております。本日の会議はこの地域ケア推進会議に当たります。 

続きまして 6 ページをお願いいたします。6 ページ、7 ページのところは、これまでの地域ケア

会議の開催状況、経過を挙げております。6 ページの 4 の①のところはおたっしゃ本舗地域ケア会

議の開催状況を示しております。令和元年度上半期で 82 回開催し、89 事例の検討を行いました。

平成 28 年度からの累計が 502 回開催で、420 事例を扱っております。4 の②のところでは、地域ケ

ア連絡会議の開催状況を示しております。7 ページの③のところは地域ケア推進会議の開催状況と

なっております。 
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続きまして 8 ページをお願いいたします。8 ページのところは令和元年度の上半期のところなん

ですが、この分で少しおたっしゃ本舗地域ケア会議の開催状況を見てみますと、①のところの実施

報告書の表にありますように、15 包括全体で定期開催、随時開催の合計で 82 回を開催し、89 事例

の検討を行っております。1 回平均延べ参加者数は 20 名で、延べ 1,645 名の方にご参加をいただい

て協議をしていただいております。参加者の内訳としましては、困難事例の関係者や地域のネット

ワークのメンバーとして介護保険事業者の他、医師、歯科医師、各専門職の方、社会福祉協議会や

民生委員さん、住民組織からも多数ご参加をいただいております。また、自立支援地域ケア会議で

は、地域のネットワーク等の中で専門職がいらっしゃらない場合は、佐賀中部広域連合で行ってお

ります、アドバイザー派遣事業を活用させてもらっています。アドバイザーとして薬剤師会や理学

療法士会、作業療法士会、言語聴覚士会、歯科衛生士会、栄養士会の各団体にご協力をいただきま

して、専門職を派遣していただいております。各団体の皆様のご協力、本当にお忙しい中ありがと

うございます。事業の概要を②のところで示しております。取り扱った事例は、性別では男性が 36

事例、女性が 53 事例と、女性が男性の 1.5 倍位になります。世帯状況で見ますと、独居と高齢者世

帯で半数以上を占めております。複合世帯の中には、高齢者自身の問題以外に複合的な問題を抱え

た世帯等も含まれているかと思われます。平均年齢は 80.4 歳となっています。介護度別では、殆ど

の方が認定なしから要介護 1 ぐらいまでの軽度の方ということになっております。③、④は課題の

内訳です。テーマとしましては、高齢者が地域で生活するために必要な生活支援体制整備に関する

ことや、高齢者の自立について検討する自立支援が多くなっております。以上、8 ページで状況を

説明させいただきました。 

続きまして、9 ページをお願いいたします。これまでの地域ケア会議を通して、様々な地域課題

が上がってきておりますが、9 ページのところでは、地域課題の解決に向けた佐賀市の取り組みと

しまして、佐賀市として整備ができたものに絞ってお示しをしております。この中では 4 つの地域

課題として、1 つ目に認知症に関すること、2 つ目に住まいに関すること、3 つ目が自立の支援に関

すること、4 つ目が複合的な課題に関することとしております。 

1 番の認知症に関することでは、地域課題ということで 3 つを挙げております。1 つ目が認知症

に対する地域の理解が不十分ということです。2 つ目が身近に相談できる人がおらず、認知症の本

人またはご家族が問題を抱え込んでいるということ、3 つ目が徘徊し行方不明になられたときの捜

索が困難という課題が挙がっております。この市の取り組みとしましては、認知症を理解し、地域

で認知症の方やご家族を支援する方を増やしていくために、小・中学生や高校生を含めた、子ども

から大人までの様々な年代の方に認知症サポーター養成講座を開催することで、今後もさらに認知

症サポーターを養成していきます。令和元年度からは講座終了後にアンケートを実施しております。

まず、ボランティアとして地域で活動したいという希望のある方を把握しております。また、ボラ

ンティアとしての活動の意思を示された方を対象に、ステップアップ講座を開催し、さらに学びと

実践力を高めてもらうことで、地域で活躍できるボランティアを育成していきます。この取り組み

も令和元年度から執りかかっております。合わせまして、認知症のご本人やご家族が問題を抱え込

んでしまわないように、認知症に関する相談先の周知が必要です。市の取り組みとしましては、佐

賀市で作成している認知症ケアパスや認知症に関するチラシを各種講座の開催時に活用したり、薬

局等の関係機関に配布や設置をしていただくことで、より一層相談先の周知に努めております。認

知症ケアパスにつきましては、本日お手元に概要版を配布させていただいておりますが、これは認
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知症の進行に合わせた支援の流れや相談先等をまとめた冊子となっておりますので、後ほどご覧く

ださい。また、徘徊等で行方不明になられたときに、速やかな発見につながるように、警察やおた

っしゃ本舗、見守りネットワーク登録事業者等と協力して、見守り体制と行方不明時の捜索体制づ

くりの強化が必要です。市の対策としましては、行方不明時にご家族等の同意が得られた方につき

ましては、各おたっしゃ本舗及び介護保険事業者に対しまして、顔写真を含めた行方不明者の情報

をメールやファクス等で発信することで、行方不明者の発見につながりやすくするような体制を平

成 28 年度からとっておりました。令和元年度に再度、市から介護保険事業者へ協力の依頼をさせ

てもらうことで、これまで以上に捜索に協力してもらう介護保険事業者を増やすことで、捜索体制

の強化を図っているところでございます。また、仮に行方不明になられた場合でも、発見時に本人

確認を速やかに行い、家族等にスムーズに連絡がとれるように、行方不明になる恐れのある方の情

報を市に事前登録するなどの円滑な捜索のための仕組みづくりについて、令和 2 年度から警察等と

も協議しながら進めていきたいと考えております。 

続きまして 2 番目の住まいに関することです。ここでは高齢であることや身元保証人がいないこ

とで住まいが確保できないという課題が挙がってきております。市の対策としましては、保証人の

いない方への居住支援を行っているＮＰＯ法人等と連携して、大家さんとのマッチングができるよ

うに、今後必要な支援につなげていきたいと考えております。 

続きまして 3 番目、自立支援に関することでは、3 つの課題をあげています。1 つ目の言語障が

い等、口腔機能の問題で人との交流の機会が減っているということに関しまして、市の取り組みと

しましては、地域の主任介護支援専門員に対し、理学療法士会や作業療法士会、言語聴覚士会それ

ぞれにご協力いただきまして、各専門職を招いての自立支援のための研修会を開催しております。

この中で言語聴覚士からの視点で自立支援につながった事例を学ぶことで、言語聴覚士の活用につ

いての認識を深めることができたと思います。合わせて、言語聴覚士さんの在籍一覧を各おたっし

ゃ本舗や居宅介護支援事業所に配布することで、活用につなげてもらうという取り組みを行ってお

ります。課題の 2 つ目のところで、栄養管理が不十分なため、筋力低下や疾病の重症化につながっ

ているという課題があげられています。栄養管理の必要性については、令和 2 年度から国が保健事

業と介護予防の一体化対策を実施することとしておりますので、佐賀市でも令和 2 年度から事業の

方向性の検討を始めることとなりますので、その事業の中でも、実態調査の結果とか医療や介護の

データ等を分析しながら、そのようなことを含めた専門職との連携の必要性についても検討してい

きたいと考えております。課題の 3 つ目のところになります。近所に高齢者が集える場がないとい

う課題があります。高齢者の集える場につきましては、自治公民館が少ないために集いの場がつく

れないという地域もあります。その対策の一つとして、例えば放課後児童クラブを行っている建物

を子どもたちが使っていない時間帯に高齢者がお借りすることができないかといった要望もありま

した。こういった公的な場所の活用についても、佐賀市のほうで関係部署等と調整していけたらと

思っております。 

最後の 4 番のところになります。複合的な課題を持つ世帯に関することにつきましては、課題と

して、未就労の子と高齢者の世帯で生活費を高齢者の年金に頼っている、障がいのある子と高齢者

の世帯への支援が十分に入っていない、という課題が出ています。8050 問題と言われるように、佐

賀市でも未就労の 50歳台の子どもさんと支援が必要になってきた 80歳台の高齢者の世帯で問題が

出てきております。内閣府によりますと、中高年のひきこもりというのが人口的には 61 万 3,000 人
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というふうなことがいわれているんですけれども、ひきこもりが長期化している理由として、1 つ

には子どもの精神疾患とか、障がいということが要因になっている場合もあるかと思いますので、

そういった面での対策としましては、福祉まるごと相談窓口や自立支援センター、障がい福祉課等、

関係機関との連携を深めるための研修や情報交換の場を持つことで、世帯単位の問題を解決するた

めのスムーズな連携が図られるように取り組みます。以上、1 番から 4 番までのそれぞれの課題の

解決のための取り組みに対しまして、皆さんからもご意見等を頂戴できたらと思っておりますので、

よろしくお願いいたします。説明は以上になります。 

（会長） 

はい、ありがとうございました。ただいまの事務局の説明に対しまして、ぜひ皆様からのご意見

を頂戴したいと思います。何かご意見ございませんでしょうか。また、この場でですね、課題に関

することで、各団体さんで取り組まれていることがあれば、是非ご紹介いただきたいというふうな、

あるいはこれから関われるとか、そういうものでもいいかなと思います。はい、どうぞ。 

（委員） 

1 点は、認知症が段々これから増えるということで、私の地区にしましても、令和 2 年度は、何

とか認知症サポーターをたくさん増やして、理解してくださる方を増やそうと今から試みているわ

けですけれど、ここにもございましたが、小学校とかの学校関係の認知症サポーターの勉強会等は

既に進んでいるのかどうか。佐賀市としてはですね、どういうふうに、この辺は進んでいるのかな

と。私は高木瀬ですので、小学校の校長先生とも話して、今年は 4 年生か 5 年生か、何年生がいい

か。とにかく 1 クラスか 2 クラスでも、ちょっとこの認知症サポーターの研修の仲間入りを一緒に

してもらいたいなということを、実はちょっと考えているところでございます。 

もう 1 点は 11 月でしたかしら、北川副に行ってまいりました。その時に認知症サポーターとい

うことで、既にもう登録が 400 人近くできておりまして、徘徊をされている人たちを模擬で 4 グル

ープ作って、そして一斉に 9 時ごろに公民館に集まって、そこから 4 人の方たちを 1 時間以内で捜

すという模擬訓練が実はあったわけです。これはもう既に2回か3回やっていらっしゃったようで、

私も、これからうちも必要になるからということで、ちょっと見学を兼ねてご一緒に行かしてもら

ったんですけれど、かなり活発に地域の認知症対策については行われているのを鑑みることができ

ました。サポーターの方達には一斉メールで、「誰々さんが今行方不明です。どんな格好しています。」

ということで、一斉メールでもって皆さんが動き出すと。そして、自分の地域の近所から動いてみ

てということなんですが、おっしゃっていたのは、これが 30 分、1 時間過ぎちゃったら、どんどん

どんどん遠くに行っちゃうから、自分の校区内から出られる恐れがあるので、これは一刻も早く一

斉メールしながら見つけなきゃならないとかいう色々なお話があっておりましたけれど。まあ、色々

な地域で色々なことをしながら、この認知症に対しては、サポートを何とかしたいという動きがで

きているのはないかな、と思っているところなんですけれど。まあ、とにかく今年は何とか少し、

これに私も関わってまいりたいと思っているところです。すみません、以上でございます。 

（会長） 

   ありがとうございます。事務局から、学校関係ですね。 

（事務局） 

   ありがとうございます。集計をしている資料を手元に持ってきておりませんので、数をご報告す

ることができません。申しわけございません。毎年、学校の校長会に高齢福祉課から参加させてい
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ただきまして、小・中学校でも、ぜひ認知症サポーター養成講座を開催してほしいというお願いを

させてもらっております。また、各おたっしゃ本舗に認知症地域支援推進員がおりますので、それ

ぞれの担当校区の学校等に民生委員さん等と一緒に、学校でも開催させてくださいというようなお

願いにも回っておりますので、少しずつ小学校、中学校、また、高校でもさせてもらえる学校が増

えてきたところでございますので、この体制をまた進めていけたらと思っております。本当に将来、

私たちを支えてくれる大切な子どもたちでもあるからですね、小さいときから偏見を持つことなく、

認知症に対する意識を高めて、自然な形で優しい心で関わってもらうということ。本当に講座を受

けた子どもたちの感想を見ておりますと、助けてやりたいといった感想も出してもらっております

ので、本当に小・中学校を益々進めていきたいなと思っているところです。ご意見ありがとうござ

います。 

（会長） 

   貴重なご意見ありがとうございました。他にご意見はありませんか。はい、どうぞ。 

（委員） 

今の学校現場の話は、僕も地域住民に話したときに、在宅で最期を迎えるかどうか話をすると、

「いやそんなこと、孫たちは教育ば受けとらんけん、無理無理。」みたいなことを言われることがあ

るんですよね。なので、是非認知症サポーター研修を学校現場でもやっていただきたいと思います

けれども。今日はちょっと市の方に、他に 2 点ほどお願いというか、考えていただきたいことがあ

って。1 つはですね、この認知症ケアパスの中の医療のところを見ると、まず、かかりつけ医と書

いてあって、もう 1 つが認知症疾患医療センターって書いてあるんですね。これ、認知症疾患医療

センター連絡会議の時も言わせていただいていることでもあるんですけれど、実は佐賀市の認知症

疾患医療センターって佐賀大学病院になっていると思うんですが、佐賀大学病院は、要するに地域

型の疾患センターの、なんて言うんですかね、トップにあるという存在なんですよね。で、先ほど

認知症という病気がだいぶ一般的になって、地域でみるような病気になってきているわけなんだっ

ていうのは言っていただきましたけれども、この認知症疾患医療センターというのは、本来は、大

学病院とかは、かかりつけ医や認知症サポート医が診断に困ったりするケース、若年発症の方も含

めて、その方たちを診るというのが本来の姿で、疾患センターの連絡会議の時に報告されるのが、

正常の人が 10 から 20％位入っているっていうんですね、大学病院で。そうなると、僕らが診断困

難だったケースを引き受けてもらう枠が少なくなってしまって、後回しになってしまうというよう

なことが起きてしまうので、今度この図を作る時にはちょっとその辺りを考慮していただいて、是

非ここに認知症サポート医とか物忘れ外来とかを間に入れていただきたいというふうにちょっと思

います。それを検討いただきたいということ。 

それから、認知症のボランティアの方達によって運営される認知症カフェとかのことで。富士町

でも非常に認知症サポート医の養成とか進んでいるんですけれども、大和町でもそうですけれども。

で、認知症カフェとか開催されるようになってきているんですが、ちょっとその話を聞いていて少

し心配になってきたことが、その認知症カフェを開催するときに、それを送迎する人が行くんです

よね、ボランティアで。で、この人達が送迎をするっていうことが、何かトラブルが起きた時にど

ういうふうな対応の仕方になるんだろうって、ちょっとこう不安になったので、その辺り、何か佐

賀市としての考えがあれば教えていただけたらと思います。以上です。 

（会長） 
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事務局の方よろしいですか。最初の分は書き込んでもらったほうがいいですかね。 

（事務局） 

ご意見ありがとうございます。今後また増刷する時とかに検討していきたいと思います。ありが

とうございました。 

（会長） 

住民同士の送迎トラブルについては、どうですか。 

（事務局） 

佐賀市でもボランティアの送迎というのは、大きく2か所で運営をされているところがあります。

それについては、それぞれの団体で保険をかけて、多分その中でその範囲で処理されています。市

としてもこのような外出支援というものは、どうしても今後の高齢人口の増加等々により必要にな

ってきますので、それに対する支援等も考えていきたいと思っています。今のところ、特に市とし

て外出支援に対する保険等の対応については行っておりません。 

（会長） 

はい、他に委員の皆様からご意見はございませんでしょうか。はい、どうぞ。 

（委員） 

   今の地域課題に向けた佐賀市の取り組みについてですけれども、基本は 1 に書いてあります、認

知症に対する地域の理解が不十分ということが大前提にありまして、その問題をいかに分析してい

けば、それから下にずっと及んでいくかということになっていると思うんですけれどね。認知症に

対する地域の理解が不十分であるということが、一番の大きな問題であるとと思うんですけれども、

ここで考えてある地域というのがどこまでを指してあるのかということが 1 点とですね。それと、

認知症になられた方が、私が認知症ですよ、ということで手を挙げられる方はまずいらっしゃらな

いですよね。そういうことをとっても、理解を住民がどうしていくかというのが、1 番大きな問題

じゃないかと思うんですよね。それが理解できれば、この認知症に関することのその下の部分から

4 番までは、殆ど解決できるんじゃないかなと思っているんですよ。それで、先ほど委員さんが申

し上げられたように、北川副さんなんか 20 何年来そういう活動されてですね、やっとここまで来ら

れている。その 1 つの方法が、福祉協力員というやり方を見つけてこられてやってこられた。私も

実は民生委員の時に、その福祉協力員制度を立ち上げました。これは北川副さんがやってこられた

ことの 1 つの反省点として、あまりにも校区全体での取り組み方では範囲が広すぎると。あくまで

も地域住民の、地区住民というか、本当に向こう 3 軒両隣での認識がなければ、この問題は解決し

ないという観点に立ってですね。私は 1 町区で福祉協力員制度を立ち上げ、今 7 年目に入っている

んですけれども。私の経験からすれば、立ち上げた理由からすれば、各地域の自治会に、必ず班と

いうのがあると思うんですよね。私のところの場合には、全部で 14 班あるんですけれども。14 班

に本当は 1 人ずつつければいいんですけれども、なかなかそうはいかない問題があります。高齢者

ばっかりの班もあるでしょうし、若い人ばっかりの班もあるでしょうから。そういうことで、2 班

に 1 人の福祉協力員を立てて、現在まで、きているんですけれども。もちろん、福祉協力員になっ

ていただいた方達には、認知症サポーター養成講座を受けていただきました。ただ、先ほども申し

上げましたように、私は認知症ですよ、っていうことを自ら申し出る人はいないですよね。じゃあ、

どこから情報が入ってくるのかっていうことですよ。民生委員さんなり、おたっしゃ本舗の担当さ

んなりからそういう情報が入ってこない限りはですね。例えば、A さんが認知症なんだけれども、
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隣のBさんも実は認知症になったんですよっていうことの情報が、全く入ってこないもんですから。

そうなると徘徊の問題もそうですし、住まいに関することの問題もそうですし、自立支援に関する

問題にしてもそうですし、複合的な問題にしても、それで全て解決しないということになるんです

よね。だからむしろ、先ほどから申し上げていますように、1 番の認知症に対する地域の理解が不

十分だというところを十分に、まあ十分とまではいかなくってもですね、十分に近いところまでい

かに持っていくかということが、1 番の課題じゃないかって私は思うんですけれどもね。それに対

してどうやっていくのかっていうことについて、もちろんおたっしゃ本舗さんとか、民生委員さん

だとか、地域の自治組織の方だとか、行政さんも含めてですね、まず考えることが根底だと私は思

うんですけれども。いかがなものでございましょうか。 

（会長） 

最初の、地域の理解が不十分っていうのが根本問題だということに対して。 

（事務局） 

はい、ありがとうございます。お答えになるかわかりませんけれど、理解が不十分という中には

ですね、やはり認知症の方の家族の理解も不十分な点がまだまだあるかもしれません。認知症かも

しれない方を抱えていらっしゃる方が周りに隠したいというところが、まだまだあるかもしれませ

んので、まずは地域が助けてくださる、見守ってくださるこんな時代なんですよ、ということ、私

たちはそのことも伝えていって、抱え込まないといったところもですね、1 つ挙げさせてもらえれ

ばと思います。そういった中で、うちのお祖母ちゃん、ちょっと心配なんだけど、ということを発

信してくださることによって、ご近所の方も、じゃあ少し見とくね、ということで、そういった機

会があれば理解が深まって、また見守り体制が深まっていくのではないかと思いますので、認知症

サポーター養成講座の中では、そういった隠さないでといったところもですね、少しお伝えをしな

がら進めているところではあるんですけれども、理解の 1 つにそういったところも含めたいと思っ

ています。 

後は、認知症ということがわからない、認知症カフェをしているような方のところでも、誰が、

どれくらい認知症の方が来られていますか、と聞くと、いやそれはわかりません、と言われたとこ

ろもあったんですね。ですから、一生懸命に取り繕いとかもされたり、普通の会話だけではわから

ないという方ももちろんいらっしゃいますので、1 つには分け隔てするのではなくて、日頃からの

地域のつながりの中で、皆が高齢により出来なくなっていらっしゃるところも出てこられると思い

ますので、普段の顔見知りの関係、地域のコミュニティの中で、そういった方もどんな人でも暖か

く、安心して集えるような地域というような、1 つにはそのようなものを目指せたらなと思ってお

ります。すみません、ちょっとお答えにならないかもしれませんけれども。ありがとうございまし

た。 

（委員） 

地域をもう少し狭めてですよ。地域となると、どこまでが地域なのかという話なんですよね。今

のお話ですと、小学校単位だとか中学校単位だとか言えば、おたっしゃ本舗の単位だと私は受け止

めたんですよね。この地域っていうのは、そうじゃないですよと。それではあまりにも範囲が広す

ぎませんかということを、私は申し上げたかったんですよね。だからもっともっと、小学校校区だ

けじゃなしに、その中にある自治会組織、自治会の中でも各町区単位だとか。町区の中でも、もっ

と細かくした単位だとかっていうところに理解を深めてもらわないと、この問題というのは全てが
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解決しない。根本は、私はそこだと思うんですけれどもね。で、そういうことの積み重ねがあって、

初めてその地域、小学校単位から中学校単位ということになっていくと思いますので。 

（事務局） 

   ご意見ありがとうございます。おっしゃるとおり、全ての認知症の方を把握することは、やっぱ

り困難だと思っています。やっぱり認知症の早期発見のためには、どうしても家族、もしくは地域

の住民の方が気づいてあげないと、なかなか早期発見というのは難しいのかな、と正直思っていま

す。おっしゃるとおり、やはり細かい地域に対する周知というのは十分必要だと考えておりますの

で、そのための周知の仕方を今後十分やっていかなければならないと考えております。 

（会長） 

はい、よろしくお願いいたします。また、先ほどおっしゃっていますように、本人が気づくとし

たら、やっぱり物忘れが初期症状で、物忘れ外来とか、そういうところを受診されるように。 

（委員） 

ちょっと言っていることは、少し角度が違うかもしれませんけれど。意外と家族の方も気づいて

いないこともあるんですよね。認知症ではないと思いますけれど、と言われて来て、しっかり認知

症だったりすることもあったりとかするんですけれど。先ほど委員がおっしゃったように、ご自分

で全く自覚されてない方もいらっしゃる。でも、自覚はしているんだけど言いたくないとか、知ら

れたくないみたいな人たちもいっぱいいる。でも、その人たちって、やはり、なかなか受診に結び

つかないですよね。これはもう昔からの話で、今もそれがずっと面々と続いていることなんですけ

れど。なので、それよりも、じゃあその人達がどうやったら認知症になりそうな人、あるいは既に

認知症になっているかもしれないですけれど、進むのを遅らせられるのかという観点で考えると、

やっぱり、その地域のコミュニティに連れ出してきて、まあ色々な刺激をしたり、運動をしたり、

一緒にお話をしたりということに、連れ出してくるということが重要なので、そういう意味でやっ

ぱりコミュニティの活動ですよね。昔からあるような老人会とかもそうですし、最近の事業でいう

と元気アップ教室とかもそうだと思うので、この辺りが充実することによって、認知症かどうかわ

からないとか、一応認知症かもしれないけれども、そういうことに出てきてくれる、あるいは受診

には来てくれない人たちをそこで拾い上げておくっていう、そっちの方が重要なんじゃないかなと

ちょっと思います。 

（会長） 

はい。貴重なご意見ありがとうございます。あらゆる機会で認知症を拾い上げるということは重

要な視点だと思いますので、よろしくお願いいたします。他、特に。はい。 

（委員） 

認知症、私も高齢者を殆ど診ておりますけれども、患者さんをですね。まあ、入院患者さんの場

合でもですね、出ていく方がいらっしゃいますね、徘徊で。一応病院にはいくつも監視カメラをつ

けておりますけれども、ちょうど 1 番忙しい時間っていうか、夕方くらいですね、リハビリも終わ

って部屋に戻っているなと思っていたら出て行った。もう病院職員とか警察なんかにもお電話して

捜索するんですけれども。結構、川とか堀が多いのでですね、そこに落ちてはいないかと、ものす

ごく心配します。そこで先ほどの一斉メール、これはすごく素晴らしいと思うんですけども。先ほ

ど市役所の方からですね、顔写真とおっしゃいましたよね。これちょっと個人情報ではいかんのか

なと思うんですけれども、もしあれでしたら一斉メールに顔写真を添付して捜さないと。ただ、こ
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ういう服装だと言っても、色々な物があり、また似ていますからね。できればそういう顔写真まで

付けられるような、ただ、ご家族の同意を得てからですけれどね、と思いました。 

（会長） 

非常に貴重なご意見だと思うんですよ、写真入りというのは。見守りネットワークでもコンビニ

なんか、もう登録してあるんですよね。コンビニのカメラにも映ると、顔写真があると非常に捜し

やすいと思いますので、本人の同意を得て、是非前向きに検討していただければと思います。他に

委員の皆様、ございませんでしょうか。一応、全ての議題が終わりましたけれども、特に委員の皆

様から無いようでしたら、事務局にお返ししたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

（事務局） 

会長ありがとうございました。それでは、3 その他について、事務局から特にありませんが、委

員の皆様から何かございますか。（なし）本日はご審議ありがとうございました。次回は新年度に入

ってからを予定しております。それではこれをもちまして、令和元年度第 2 回佐賀市地域包括支援

センター運営委員会を閉会いたします。どうぞお気をつけてお帰りください。ありがとうございま

した。 

 


