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認知症になっても活き活きと暮らすこと
のできる地域支え合いのまちづくり

地域自立生活支援と個別支援の往来（認知症高齢者の社会参加支援） 

事例概要とコミュニティワークの視点

コミュニティワーク・デザイン

　現在の日本社会は世界のどこの国も経験したこ
とがない未踏の高齢化社会を歩んでいる。2012 年
には団塊の世代が 65 歳に達し、高齢者の数は
2040 年には 3,800 万人に増えることが予想されて
いる。高齢者が増えることによって危惧されてい
る問題の一つが認知症の支援に関することであ
る。2012 年の厚労省による調査によれば、認知症
を患っている人の数は 462 万人、認知症の可能性
が疑われている軽度認知障害（ＭＣＩ）の高齢者
は約 400 万人いることが予想されており、この２
つを合わせると 65 歳以上の高齢者の４人に１人
が認知症とその “ 予備軍 ” として推計されている。

　急増する認知症高齢者への支援は介護保険制度
などの公的支援を中心になされているが、その質・
量ともに十分とは言えない状況がある。さらに、
地域で暮らしている認知症高齢者の生活の質を考
えれば、認知症当事者が気軽に社会参加ができる
場は圧倒的に足りない現状がある。
　本事例は、在宅で一人暮らしをする認知症高齢
者の社会参加に関する支援を通じて、認知症に
なっても他者と関わりを持ちながら活き活きと暮
らすことのできる地域づくりにアプローチしたも
のである。

　B 地区は主要道路やＪＲ線が通っていること
から交通の便がよく、スーパーや医療施設もあ
り、生活するのに便利な地区となっている。そ
のため地区内は古くからの住宅地に加え、新し
い分譲地も多く、市内外からの移住者が多くなっ
ている。
　地区内の高齢化率は 24.0％で、市全体の中でも

比較的高齢化率は低い地域となっており、高齢者
の独居世帯数、高齢者夫婦世帯数は約 20％。都
市部へのアクセスが良いという立地条件から若い
世代が移住する地域であるが、新旧多くの分譲住
宅地が点在していることから地域のつながりが希
薄化し、自治会加入率が 66.8％と市内の他地区と
比べても低い加入率となっている。
　当地区では、過去に児童を狙った痛ましい事件
が起きたことをきっかけに住民自身が防犯パト
ロールや放課後に児童が遊べる場をつくるなど地
域全体で子どもたちを守ろう、育てようという機
運が育まれている一方で、認知症高齢者に対する
地域支援は地区の現況からしてそれほど着目され
ていない。　

地理的理解とコミュニティワーク戦略

2

人口	 18,173名　

高齢化率	 24％

世帯数	 6,972世帯

高齢者世帯数	 1,456世帯

自治会加入率	 66.8％

 地域概況（H26.4.1 現在）
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【個別支援の目標】
市内の各資源と連携、協力しながら本人が「できないこ
と」への支援を行うとともに、本人が希望したときに「で
きること」を活かして他者と交流する機会をつくる。

【地域支援の目標】
タスク：認知症当事者が気軽に社会参加する機会をもちながら
生活が送れる。
プロセス：住民が認知症について理解を深めながら、自分達で
認知症当事者が抱える「生きづらさ」に気づき、その課題を溶
解していくような実践をしていく。
リレーションシップ：住民、ボランティア、専門職が互いに協
力していく関係性を構築する。

目標の設定～ 3つのゴールと仮説の設定～

社会資源の把握と構想づくり～課題と解決策～

会参加できる場や機会がないという課題に直面す
ることになった。相談を受けた当初Ａは介護保険
サービスの利用については拒否的で、またＡの状
態を詳しくは把握できていない状況にあった。本
事例の個別課題と地域課題を整理すると次のよう
になる。

　これまで自治会活動や老人クラブなどに参加し
ながら地域と密接に係わりをもつ生活を送ってい
た A が、認知症を発症したことを契機に外部と
係わる機会が減少し家に一人でいることが多くな
る。そのことを心配した家族から、外出する機会
についての相談をコミュニティワーカーが受けた
ことをきっかけに地域に認知症高齢者が気軽に社

【個別課題】
・認知症当事者であるＡの状態、状況の把握（本人が「できること」「できないこと」を把握し、当事
者が社会参加することの弊害を支援者が把握する。）

【地域課題】
・認知症当事者が他者と気軽に交流できる場や機会を地域の中でつくる。
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【認知症当事者へのアプローチ】
①　ボランティア講座の活用
　これまで、認知症当事者が他者と交流する機会
や社会参加の場を主に介護保険サービスに依存し
てきた。しかし、軽度の認知症当事者にとって自
身の身体的状況の変化を受容していない状況で
は、介護保険サービスの利用自体を拒否すること
は珍しいことではない。
　このような中、本人の状況を把握しながら、同
時に他者との交流の機会を確保する手段として社
協が主催する「ボランティア講座」を活用した。
この講座は約３ヶ月の連続講座ということもあ
り、本人の状態把握はもちろんのこと、認知症当
事者が他者との関係性を築く上で課題となるとこ
ろや、社会参加の一つの手段としてボランティア
活動に可能性は見出せないかなど、これまで介護
保険サービスを活用することで見えなくなってい
た課題と可能性の把握に努めた。
　この講座開催中は、ボランティアコーディネー
ター（VCo ①、VCo ②）、コミュニティソーシャ
ルワーカー（CSW）がそれぞれに役割を担いな
がら状況確認を実施した。
 
【それぞれの役割分担】
・ VCo ①＝講座の進行、認知症当事者（Ａ）と他

の参加者の関係性の把握と調整、認知症当事者
の状況把握、CSW、VCo ②への情報提供。

・ VCo ②＝認知症当事者（Ａ）の状況把握、支援
（講座中）、VCo ①、CSW への情報提供
・ CSW ＝家族や地域包括支援センターなどから

の情報把握、情報提供、認知症当事者（Ａ）へ
の連絡調整

【参与観察による記録】
・ これまで、本人の状態把握は本人や家族に聞き

取りし、まとめるというものが多かった。その
ため、どのような場面で、どんな障壁があるの
かを具体的に詳しく把握をするために参与観察
によって得られた情報を別様式に記録し、さら

にそこから懸念される問題点などを検討、考察
することで抽出した。

①　地域でのボランティア活動支援
・ ボランティア講座のなかで本人には実際に地域

でのボランティア体験をしていただいた。活動
場所は本人が講座終了後も継続して活動しやす
いように、近隣や地区内の活動先と調整を行い、
体験活動先には本人やご家族の了承を得たうえ
で情報提供をさせていただきながら、ボランティ
ア活動者としての立場性を確保した。

【地域づくりへのアプローチ】
①　	住民や地域包括支援センター（以下、包括）、

行政など各関係機関との連携・協働体制づくり
　CSW が地域住民の意見を吸い上げながら、包
括や行政に認知症に対する地域のサポート体制に
ついて情報の提供と共有化を行うことで、様々な
関係機関と連携、共働しながら課題解決をしてい
く土台を形成していく。

②　社協内の部署間を越えた連携
　これまで、CSW とボランティアセンター（以下、
ボラセン）は同じ社協内にありながら連携して一
つの地域課題に取り組むということはあまりな
かった。今回、その部署間の垣根を越え、お互い
が話し合いを重ねながら支援策と課題を検討し、
それぞれが役割を分担し、強みを活かしたアプ
ローチを行った。

③　住民座談会による課題とニーズの把握
　認知症当事者への個別支援を通じて見えてきた
課題を参考にしながら、地域住民が認知症に対し
てどのような認識や課題をもっているのか、また、
どんなことを望んでいるのかについて把握するた
めに住民座談会を実施した。
　住民座談会では、包括や各種関係機関に声をか
け、住民の声がダイレクトに他機関にも伝わるよ
うに意図的に実施した。 

コミュニティワーク・アプローチ（支援プロセス）
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/7/7 CSＷ Ａの息子より地区社協へ相談。
認知症（軽度）の父親Ａについて、
外に出る機会を持たせたいが、
介護保険サービス等の利用は本
人が拒否すると思われる。ボラ
ンティアという名目であれば本
人も納得すると思うので、その
ような活動の場はあるか、との
こと。

状況を確認し、地区社協登録
ボランティアの活動内容につ
いて紹介する。あわせて、
7/10の地区社協事業（ふれ
あい交流会）を紹介し、まず
は参加者として事業に参加す
ることを提案する。

10日の交流会の状況で今後の
対応を本人・相談者と考えてい
きたい。
以前も同様の相談を受けたこと
があり、今後も同じようなケー
スがあがってくる可能性は高い。
軽度認知症の方への支援体制（社
会参加の場、人材）について情
報を収集し、関係機関も含めて
支援体制を検討していきたい。

2014/7/7 CSＷ 包括へ連絡。
以前に包括から相談のあった
ケースのため、経過報告と状況
確認のため連絡を入れる。

経過報告、状況確認 各機関の役割について共通理解
を図ることができた。協働支援
の実績が増えるごとに、各機関
の役割が明確になってきている
ように感じる。

2014/7/11 CSＷ 包括へ連絡。
ふれあい交流会参加時の本人の
様子を報告する。

情報共有 介護保険サービス利用までは至
らない軽度認知症の方が地域で
交流できる場、役割を見出せる
場があれば…と思う。

2014/7/11 CSＷ Ａの息子に連絡。
ふれあい交流会参加後の本人の
状況、今後について家族の意向
を確認する。
息子より「父には継続的に外出
し、交流する機会を持って欲し
い」との要望あり。7/15に本人
宅にて話し合いの場を持つこと
になる。

今後について、本人および家
族の意向を確認するため、話
し合いの場を持たせてもらい
たい旨伝える。

今回のケースをきっかけにして、
軽度認知症の方が社会参加でき
る場、方法を考えていけるといい。

2014/7/15 CSＷ A宅訪問。
Aの状況を確認し、Aと家族の
意向を聞き取る。
A・家族ともに、外出の機会が
あればどこへでも参加したい、
とのこと。ボランティアセンター
の講座などの情報を提供する。

情報収集、情報提供 より多くの人と接する機会が増
えることで、本人の病状の変化
に気づく目が増えることはいい
ことだと思う。

2014/7/22 CSＷ 包括へ連絡。
訪問状況を報告する。

情報共有 軽度認知症の方が地域で活動で
きる場・交流できる場について、
日常生活圏域連絡会内で協議し
ていきたい。

2014/7/24 VCo① ＣＳＷより、認知症当事者の社
会参加について相談あり。ボラ
セン内で協議し、その結果を伝
える。

情報共有 このケースをきかっけに、ボラ
センとＣＳＷが連携、協力しな
がら地域課題の解決に向けた支
援をしていきたい。

第１期　A を支える個別支援から地域生活支援へのつながり
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/7/31 CSW 日常生活圏域連絡会に出席。
経過を報告し、軽度認知症の方
に対する地域のサポート体制に
ついて検討する。それぞれの機
関が抱えている個別ケース課題
を抽出し、地域としてできること、
すべきことを考える。

軽度認知症の方に対する地域
のサポート体制について問題
を提起する。

出席者間で日常生活圏域連絡会
の目的や意義を再確認できたよ
うに思う。個別ケースの対応を
とおして、社協の役割を関係機
関、住民に発信していけるといい。

2014/7/31 CSW VCo①に日常生活圏域連絡会で
の協議内容、結果を報告する。

情報共有 今後も緊密に情報共有・情報交
換しながら、組織内部の連携を
図っていきたい。

年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/9/11 VCo① Ａより、ボランティア講座への
申し込みがある。そのことをＣ
ＳＷへ伝える。

情報共有 ボランティア活動者の育成を目
的とした事業に認知症当事者が
参加したいと申し込んでくれた
ことは、認知症当事者の社会参
加に何が必要で、何が足りない
のか把握するいい機会にもなる
と思う。また、認知症を理由に
学習の場への参加が拒否される
ことがないよう支援体制を考え
ていきたい。

2014/9/11 CSW VCo①よりボラセン事業の『ボ
ランティア講座』へ本人の申込
みあり、とのこと。

情報共有 認知症＝サービス（介護保険、
高齢者福祉など）利用者ではな
く、認知症のレベルや本人の希
望に応じた社会参加の場、機会
を社協として考えていくための
きっかけにしたい。

2014/9/12 CSW Ａふれあい交流会へ参加。
Aは遊びリテーションでチーム
リーダーを務め、積極的に場を
盛り上げる様子がみられる。し
かし、“グー”と“パー”を出して
チーム分けをする際、そのこと
を理解できず何度も“チョキ”を
出してしまう場面あり。

活動の場の提供 Aの行動から、医師の診断によ
る認知症のレベルがどの程度な
のか確認する必要があると感じ
た。再度包括と連携を取りなが
ら対応していきたい。

2014/9/19 CSW Ａの息子へ連絡。
ボランティア講座受講にあたり、
Aの受け入れ態勢等について相
談するため訪問日程を調整する。
また、ワーカーよりふれあい交
流会でのAの様子を伝えたとこ
ろ、大変驚いている様子がうか
がえた。

情報共有、訪問日程の調整  社協の目的および役割（社会資
源の開発、人材育成など）と包
括の役割（個別支援）を家族間、
関係機関内で共通理解を図る必
要があると感じた。

第 2 期　A のボランティア講座への参加と社会参加の可能性
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/9/24 VCo① 全11回のボランティア講座（人
材育成プログラム）がスタート
する。参加者は21名。今回、
認知症当事者が参加することも
ありVCo①、VCo②、ＣＳＷ
がそれぞれの役割を担いながら
進めていくことになる。

役割分担 このひとつの事業を通して、認
知症当事者がボランティア活動
する可能性や周りの参加者の変
容など細かくみていきたいと思
う。

2014/10/1 VCo① ボランティア講座だが、Aが欠
席する。電話連絡なし。

欠席したことをＣＳＷに伝え
る。

今回の欠席の理由を確認したう
えで、必要な配慮をしていきたい。

2014/10/6 VCo① ＣＳＷより、Ａの欠席理由が講
座自体を忘れていたことが原因
であるとの連絡あり。

情報把握 CSＷと今後の支援について検
討し、家族から講座があること
を伝えてもらうように促す。

2014/10/8 VCo① 今回、講座開催の会場が社協で
はなく、近くの公民館になる。
Ａに連絡が届いていたはずだが、
そのことを覚えておらず社協に
行ってしまう。事前に他の職員
に連絡しておいたため、無事に
会場に辿り着く。

講座の運営、情報把握 会場が変更になることを心配し
ていたが、他の職員に連絡をし
ていたことで対応することがで
きた。講座中は、他の参加者と
同じように活発に動いていた。

2014/10/8 CSW Aはボランティア講座へ参加。
内容：ラフターヨガ。Aより「家
で1人でいても笑うことがない
ため、とても楽しい。50歳ま
で若返った気分」との発言あり。
講座内で積極的に発言し、場を
盛り上げる。

本人の状況把握 Aの笑顔が印象的だった。認知
症であっても、人と交流し“楽し
い”と思える場を増やしていき
たいと感じた。しかし、Aの移
動手段（車の運転）が心配である。
何かいい方法がないだろうか…。

2014/10/14 CSW いきいきサロン打合せ。
出席者：自治会長、自治公民館長、
包括。
12/6に実施されるサロンの内
容、役割分担等について協議す
る。

自治会の現状および課題を聞
き取る。

サロンという場を活用して、よ
り身近な自治会単位で認知症に
ついて学ぶ場を設けたかったが、
自治会の要望（介護保険サービ
スについて知りたい）もあり、
内容に認知症を入れることがで
きなかった。次は自治会から「認
知症について学びたい」と言っ
ていただけるよう、事前準備を
しっかりしていきたい。

2014/10/15 VCo① 第４回目の講座に参加。このこ
とから、少しづつ周りの参加者
がAをサポートする姿が見られ
るようになる。

情報把握、講座の運営 周りの参加者には、Ａが認知症
であることを伝えていないが、
Ａが同じ会話をすることやもの
忘れがある様子から、何となく
認知症の症状があると参加者の
中には気づいている人がいる。
ただ、そのような中で、参加者
がＡを自然とサポートするよう
な動きが見られたことは、今後
の支援を考える上で大きな収穫
であった。
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/10/15 CSW Aはボランティア講座へ参加。
内容：アイスブレイク。VCo①
より受講時の様子について報告
あり。
Aの表情および参加者との関係
性に変化が見られる。他参加者
がAをサポートする場面も見ら
れ、今後本人がボランティア活
動等を行う際のサポーター養成
につながっていくかもしれない、
とのこと。

情報共有 認知症による記憶障害のため、
他参加者と関係性を築いていく
のは難しいと思っていた。その
ため、今回参加者の方がAの様
子から何かを感じ、参加者側か
ら働きかけ、助け合う関係性が
できたことがうれしい。Aがで
きること・できないこと、また
周囲との関係性も実際の場を通
してしか分からないことがある
のだと改めて感じた。

2014/10/22 VCo① A、連絡のないまま欠席となる。
CSＷに報告。

情報提供、講座進行 前回、Aから「こうやって人と交
流できるのが本当に楽しい」と
いう言葉を聞いていただけに欠
席したことは残念と思ってしまっ
た。

2014/10/29 VCo① 第６回目の講座を受講する。参
加者の中で同年代（８０代）の女
性と楽しそうに話をする姿が見
られた。

情報把握、講座進行 Aの中で気が合う参加者を見つ
けたようだった。この講座だけ
でなく、様々なところに参加し
たり、交流できる機会を増やす
ことで、自分と気が合う人と出
会い、それが生きがいにつながっ
ていくのかも知れないと思った。

2014/11/7 CSW Aが、地区社協に来所。地区社
協支援員対応。
Aより「家にいてもすることが
ないので、どこか活動する場は
ないか」との相談あり。支援員
より、地区社協事業と介護支援
ボランティア事業について情報
提供するも、「年寄りばかりのと
ころにいると、よけいに病気になっ
てしまう」との発言あり。

ワーカー不在 交流できる場、活動する場を求
めるAの思いを実現させる手立
てはないだろうか。地域内でも
受け入れ可能な場はあるが、や
はり足の問題がネックになって
しまう。

2014/11/19 CSW Ａの息子へ連絡。
ボランティア講座体験学習につ
いて相談する。
Aの支援をきっかけに認知症の
方が地域で活動する場について、
社協として考えるきっかけをい
ただいた旨伝えると、息子より「そ
う言ってもらえると救われる」
との発言あり。

体験学習先および移動方法等
について相談する。

息子の発言から、Aの意向を尊
重したいものの、現実問題とし
てどう対応していいか分からな
い様子がうかがえた。電話での
やりとりでは、息子の細かい心
情を把握できないため、お会い
してAの思い、息子の思い、ワー
カーの思いを共有したい。

2014/11/20 CSW Aが市社協にボランティア講座
の名札を下げて来所。
ボラセンにて対応。Aにあいさ
つするも、ワーカーが午前中に
訪問したことを覚えていない。

状況確認 Aの病状をふまえて、今必要な
個別支援と今すべき地域支援に
ついて、関係機関内で情報共有
し、支援方法を検討したい。
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/11/26 VCo① 地区内の放課後児童クラブにボ
ランティアとして参加する。放
課後児童クラブの場所がAの自
宅から離れているため車での移
動について心配をしいたが、別
の参加者から「私も同じ場所に
行くので、一緒に行きましょう」
という声かけがあり、他の参加
者が活動先まで送迎をしていた。

状況把握 人と人との関係性によってこち
ら側が意図していない支援がう
まれていた。何気ないことかも
しれないが、人と人とがつなが
りをもつ意味を改めて実感した。

2014/11/28 CSW ボランティア講座の体験学習先
訪問。VCo①同行。
Aおよび施設の受入れ状況把握
のため訪問。Aに体験活動を経
て、今後の活動について意向を
確認する。また、体験学習先へ
Aの受入れについて相談する。

状況確認 個別と地域、2つの視点を持っ
て支援にあたることの難しさを
感じる。ボランティア講座で見
えてきた成果と課題を整理し、
個別支援と地域支援個々に目標
を設定し、包括等の関係機関を
巻き込みながら一体的に地域支
援につなげていきたい。

2014/12/3 VCo① Ａのボランティア活動体験や講
座の様子について関係機関と情
報共有を行う。

ボランティア講座でのＡの様
子と状況について報告

関係機関で協議しながら、今後
の方向性を共有できたことは今
後の役割を確認する上でも必要
不可欠だと感じた。また、ボラ
センとして何ができるのか。ボ
ラセン内で共有しながら継続し
てＣＳＷと連携を図っていきた
い。

2014/12/3 CSW 包括へ連絡。
ケース検討会の日程を調整する。

ケース検討会の日程を調整
し、検討会開催に対するワー
カーの思いを伝える。

今日でボランティア講座が終了
となるため、ケース検討会の場
で包括もまじえてボラ学校の取
り組みをふりかえりたい。また、
それをふまえて包括と地域・個
別それぞれの支援目標を共有し、
支援内容を検討していけるとい
い。

2014/12/5 CSW 地区体育館研修室にてケース検
討会を実施。ボランティア講座
でのAの状況をふまえて、関係
機関内で今後の支援内容および
目標を共有する。

連絡調整、司会進行 個別と地域それぞれの支援目標
を共有し、包括と社協の役割を
明確にできたので安心した。ケー
ス支援にあたっては、担当者の
考え方・仕事の仕方によって支
援内容が変わることがある。そ
のため、その都度話し合いの場
を持つことで、各機関の役割・
担当者の思いを確認し、よりよ
い支援につなげていきたい。

2014/12/16 CSW A宅訪問。
ボランティア講座でのAの状況
を確認し、今後の活動先につい
て話し合う。その結果、当面の
活動先として、デイサービス利
用に向けて手続きをすすめてい
くことになる。

ボランティア講座でのAの状
況を報告し、社協の役割につ
いて説明する。

ケース検討会を経て、包括のケー
スに対する関わり方が変わった
ように感じた。検討会を開き、
お互いの思いを共有したことで、
機関と機関のつながりではなく、
人（担当者）と人のつながりが強
くなったように思う。
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2015/2/10 CSW Ａの息子へ連絡。
ボランティア講座視察研修につ
いて情報を提供する。あわせて、
3月に開催する“認知症”座談会
について情報提供する。息子よ
り「本人は週5日デイサービス
を利用しているが、生活に変化
をもたせるためにも、本人が参
加できる場があればどんどん参
加して欲しい。また、自分も座
談会に出席したい」との発言あ
り。

息子の思いを聞き取り、ワー
カーの思いを伝える。

社協の取り組みを理解していた
だき、また共感していただけた
ことがうれしかった。当事者を
巻き込みながら、地区の取り組
みを自治会単位の取り組みにつ
なげていきたい。

2015/2/17 CSW 地区民児協定例会へ出席。
3月に開催する認知症座談会に
ついて説明し、参加を呼びかける。

認知症座談会への参加の呼び
かけ。

認知症について投げかけると、
必ず反応が返ってくる地域の現
状に驚いた。それだけ地域の中
で認知症の課題が多くあり、他
人事ではなくなっているのだと
感じた。

2015/2/17 CSW Ａの息子より連絡あり。
ボランティア講座の視察研修参
加にあたって、集合場所までの
移動（車の運転）が心配である。
近所の人の協力も難しく、家族
も働いているため対応ができな
い。移動の問題がなければ、参
加させたい…」とのこと。

移動手段について、社協内部
でも検討させていただきたい
旨伝える。

認知症でなくても、またどの地
区でも移動手段の問題は抱えて
いる。課題解決のための方法（手
段）はないだろうか…。

2015/2/19 VCo① ボランティア講座でＡが視察研
修に参加するにあたり、集合場
所までの送迎を同じ参加である
ボランティアに相談する。「知
らない人ではないし、困ってい
ることはお互い様だから朝の送
迎であれば大丈夫ですよ。」との
返答をいただく。このことを
CSＷに報告。

Ａの移動手段について、一緒
にボランティア講座を受けて
いたボランティアに相談する。

ボランティアからの言葉にうれ
しさを感じた。ボランティア講
座は、個人のボランティア意識
を高めることだけを目的にして
いない。参加者同士の関係性構
築から派生する新たな助け合い
の形もねらいとしていただけに、
そのことを実感することができた。

2015/2/20 CSW 包括へ連絡。ボランティア講座
の視察研修について、これまで
の経緯を説明する。あわせて、
移動手段として公共交通機関（バ
ス）の利用が本人の現状に即し
ているのか、ケアマネジャーと
も情報共有したい旨伝える。

ワーカーの思いを伝える。 個別ケースから地域の仕組みづ
くりへつなげたい。地域包括ケ
アの担い手でもある包括と上手
く連携が図れれば、心強いが…。

第 3 期　新たな活動の場と支援体制づくり
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2015/2/20 CSW Ａの息子へ連絡。
ボランティア講座の視察研修に
あたり、朝の送迎は視察研修参
加者に対応を依頼することが可
能だが、帰りの送迎は対応者が
見つからない旨伝え、移動手段
の１つの方法としてバスの利用
を提案する。

移動手段の提案 バスの利用について、利用する
ことで行動範囲が広くなるとい
うメリットはあるが、本人が目
的地やバスの利用方法を理解で
きず、目的地に着けないという
状況も予想される。何ができて
何ができないのか、何が本人に
とっていい方法なのか、実際に
動くことでしか見えてこないこ
とも多い。

2015/2/23 CSW Ａの息子より連絡あり。
息子よりボランティア講座の視
察研修について、朝の送迎はボ
ランティアの方にお願いし、帰
りの送迎は何とか家族で調整す
るため、申し込みをお願いしたい。
デイサービスへ行くようになり、
生活にハリができ生活が一変し
た。デイサービスへ行くことが、
日常生活の一部になってきてい
るため、刺激を持たせるためにも、
外出の機会があれば積極的に参
加して欲しいと思っている」と
のこと。

息子の思いを聞き取る。 本人への家族の関わり方が変
わってきたように思う。これま
でも家族から本人へ声かけなど
はしていただいていたが、「送迎
をする」など自ら動くような発
言は聞かれなかった。家族の役
割を伝えることは簡単だが、家
族が動けない、動かないのには
理由があるのだと思う。ワーカー
が動くことで、家族の気持ちに
少しでも変化が生まれればうれ
しい。

2015/3/5 CSW 地区社協のボランティア研修に
参加。3/26に開催する“認知症
座談会”について案内し、参加
を呼びかける。参加者より、認
知症の取り組みに参加すること
は、認知症を知ることになり、
自分のため（介護予防）にもなる、
との意見あり。

登録ボランティアの思いを聞
き取る。

認知症の取り組みは、支えられ
る側だけではなく、支える側に
とっても意味のあることなのだ
とあらためて感じた。また、参
加を呼びかける際には、支える
側のメリットもしっかりと伝え
ていかなければならないと感じた。

2015/3/9 CSW 民生委員（認知症家族の会メン
バー）へ連絡。
座談会開催にあたり、周知の協
力を依頼する。民生委員より「16
日の家族会で周知する」との発
言があったため、家族会にワー
カーの出席が可能か確認する。
民生委員より「自分のほうでメ
ンバーには連絡を入れるので、
出席してもらえるとありがたい」
との返答あり。

協力依頼、情報収集 民生委員をきっかけに、家族会
とつながりを持てるといい。

2015/3/11 VCo① ボランティア講座の視察研修へ
参加。大学での講義や他の参加
者と交流をする、Aから「こうやっ
て、みんなで外出すると楽しい
ね〜。」と話している場面があっ
た。

状況把握、運営進行 Aの様子から、特定の参加者以
外は忘れている。だが、そのよ
うな中でも他者との交流を楽し
む様子が窺えた。
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年月日 担当 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2015/3/11 CSW Aはボランティア講座の視察研
修に参加。

Aの状況把握 Aの笑顔が印象的だった。Aの
意向（いろいろなところに出か
けたい）を叶えられるよう、活
動の場とサポートする人材を確
保していきたい。

2015/3/16 CSW 認知症の人と家族の集いへ参加。 社協の認知症に関わる取り組
みについて説明し、協力を依
頼する。

家族会の方々から「ぜひ座談会
に参加したい」とのお言葉をい
ただき、多くの方に座談会へ出
席いただけることになり、心強
く感じた。取り組みをきっかけ
に新たなつながりが生まれ、い
ろいろな場に参加させていただ
けることがうれしい。

2015/3/19 VCo① ３月２６日に実施する『認知症
を考える住民座談会』の具体的
進め方について講師とCSWと
打ち合わせを行う。

企画、打ち合わせ 今後の方向性を踏まえて、住民
座談会の到達点を講師と確認し
ながら、的確なアドバイスを受
けることができた。支援者側か
ら一方的に地域に足りないこと
押しつけるのではなく、住民の
声を直に聞きながら住民や当事
者が地域に必要だと望んでいる
ことを自分達がつくっていける
ように支援していきたいと思う。

2015/3/26 VCo① 座談会には認知症当事者や介護
する家族、民生委員なども含め
て総勢43名が参加する。それ
ぞれのグループに分かれ、①認
知症のイメージについて、②地
域に必要なことについて話し合
う。

状況把握、進行 座談会では多くの意見が出され
る。その意見を集約、考察する
と『認知症の理解』、『集まれる場』
の必要性が示されていた。この
こと踏まえ、各関係機関と協議、
協力しながら来年度の取り組み
につなげていきたいと思う。
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　社協が介入後、本人の生活が大きく変化してい
る。まず、介護保険サービスの利用を拒否し、定
期的な外出の機会を見出せないでいた本人の状況
が、ボランティア講座への参加をきっかけにデイ
サービスでのボランティア活動者兼利用者として
自発的に通うようになっている。また、家族の本
人に対するの関わり方にも変化が生まれ、本人が
ボランティア活動や研修会などへ参加するときに

は送迎をするなど家族として外出の機会を支援す
る行動が生まれている。
　課題としては、個別ケースで見るならば、他者
との交流の機会や定期的に外出する機会が確保さ
れたとはいえるものの、地域づくりという視点に
立脚するならば介護保険サービス以外で認知症の
方が気軽に集まれる場が地域にないという問題は
依然として残されている。この問題に対して、地

コミュニティワーカーの評価（到達点）と展望

商店街

専門職機関

学校

住民

デイサービス

ボランティア講座 ボランティア　

…将来に展開する予定

介入前

地域包括支援
センター 地域包括支援

センター

自治会

Ａ 家族

将来

介入後

ボランティア
団体

NPO法人自治会

家族

たまり場
認知症サロンなど

Ａ

市社協

コミュニティワーク関連図（エコマップ）

（介入前）

（介入後・将来）

　他者との交流がほとんどないため日中自宅で一
人で過ごしていることが多く、最近、認知症のよ
うな物忘れの症状が出てきたことを心配した家族
から、他者との交流の機会について相談が入った
ことをきっかけにこのケースの支援がはじまる。
当初、介護保険を申請し、デイサービスの活用に
よって外出する機会や他者との交流の機会を確保
するねらいがあったが、本人が介護保険サービス

の利用を拒否したため、介護保険サービス以外に
認知症の方が気軽に社会参加できる場が地域にな
いという問題に直面することになる。
　そこで、本人の状態把握および当面の外出の機
会を目的に社協で実施するボランティア養成講座
に参加してもらいながら、認知症当事者の支援に
必要な資源と課題について検討することになる。
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認知症当事者の社会参加への支援

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

全体

地域としての
取り組み

ワーカーの
働きかけ

第2期地域福祉活動計画策定

第2期地区地域福祉活動計画策定

小地域福祉活動計画策定

第2期計画の推進

第2期計画推進

・地区“認知症”を考える
住民座談会の開催

・地域包括支援セン
ターや民生委員、自治
会への情報収集
・社協内の部署間を越
えた協働実践
・地域ニーズの把握を
目的とした住民座談
会の実施

・人材育成プログラム
の実施
・『集まれる場』の創出
に向けての検討

・集まれる場を設ける
事で、認知症当事者
や家族の方が気軽に
交流できる機会の増
加

・認知症当事者が自宅
街でボランティア活
動や趣味を活かした
活動を通じて、社会
参加の機会を少しづ
つ広げる。

・住民座談会で出された
課題をもとに人材育成
プログラムの実施

・認知症当事者や家族、
地域の人達が気軽に
集まれる『たまり場』
の創出、運営

・『たまり場』の継続的
な運営と定着
・他地区への広がり

・『たまり場』の継続的
な運営と定着
・他地区への広がり

小地域福祉活動推進

コミュニティワーク・スキーム～ロードマップによるデザイン～

域包括支援センターや住民が同じテーブルの上で
認知症を取り巻く環境の問題や必要な支援につい
て考える住民座談会を開催したことで、地域で何
が求められているのか、そして自分達には何がで
きるのか、その役割や行動をそれぞれが意識した
ことは、次のステップへの素地がかたまりつつあ
る。そこで、当面の目標としては、

①認知症の方が気軽に集まれる場づくり
②地域での認知症の理解と支援者の育成

を念頭に、将来的には地域の各種資源や専門職、
地域生活者やボランティアなど多様な人材や資源
を巻き込みながら、在宅で暮らす認知症高齢者の
生活を地域全体が支えていくような地域を目指し
ていきたい。

（ロードマップのねらい）
・全体として認知症支援の取り組みが一過性にな

らないよう、活動計画に位置づけることで継続
性を担保している。

・地域の取り組みとしては、人材育成を図りなが
ら、その人材が活躍できる実践の場（『たまり
場』）をつくる。

・認知症支援に対する地域のニーズや課題調査を

実施し、明らかになった課題を解決していくよ
うな人材育成プログラムを実施し、地域で認知
症当事者の生活を支えていくような地域づくり
につなげていく。

※ ロードマップで特筆すべきは、小地域福祉活動
計画に認知症支援に対する取り組みを組み込ん
だこと、戦略的かつ継続的な活動を可能とし、
地区全体の課題認識を図った点にある。 
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コミュニティワーク・スーパービジョン

　認知症による徘徊をきっかけに高齢者の行方不明問題などが顕在化するなかで、住みたい場所に住み
続けるために、コミュニティワークに果たせる役割はあるのでしょうか。行方不明者の増加の要因には、

「地域に人がいない」ことと「地域に一人でいる」ことから増加していると言えます。職住分離の状況
と男女共働きの増加によって、働く世代は居住地から離れた場で日中の多くの時間を費やしています。
また、リタイアメントの方も、これまで多くの時間を賃金労働に費やしてきた結果、地域との関係を持
たない、無縁化が進む社会の中で生まれた課題だと言えます。

　地域自治組織からつながった一人の認知症高齢者の個別ニーズ（社会参加）をもとに、活動主体の組
織化などを通して、個を支える地域づくりの援助過程を示した事例です。

　まず、地区社協と社協との関係性が構築されていることが本事例の起点になっています。地域の自治
組織に相談機能があり、その情報が社協につながっています。こうした仕組みづくりの基盤があって、
個別支援につながった例だと言えます。また、そこで、個別相談としてアセスメントを行うと同時に既
存のプログラム（ボランティア養成講座）の応用的な活用を考えプログラミングしています。新たに何
かプログラミングするというのではなく、まずは、既存資源やプログラムを活用することからはじめる
ことが資源開発の一歩です。無い物ねだりではなく、「できること」に目を向け、プログラムをたて、
行動に移すことがコミュニティワーカーには求められます。

　ニーズをキャッチしたコミュニティワーカーがアセスメントを通して、社協内部でケース検討の場が
設定されています。これは容易なようで案外難しい場づくりです。社協組織の規模によりますが、事業
部門と地域福祉部門、ボランティア部門のフロアが違う、もしくは、所在地が異なると、一つのケース
に顔をあわせて検討する場を設置することは容易ではありません。個別事例であっても、地域支援の必
要がある場合、コミュニティワーカーにその情報が集約できる組織内部のシステム化を図ることが重要
です。課題が起きてからではなく、日々の業務にケース検討が必要であることを共有できるのか、また、
定例的に組み込むことができるか、組織マネジメントの力量も問われます。コミュニティワーカーに課
せられる役割は、虫の目、鳥の目を持って組織内部の横断性を高め、まずは、内部支援の総合化を図る
ことです。

■問題背景

■コミュニティワークの視点

■個別ニーズのキャッチとプログラムの選択

■社協内部の横断性を高めるケース検討の場
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　ボランティア講座は、その名のとおりボランティアを養成することが目的です。しかし、今回の事例
は、いつもなら支援されるはずの認知症高齢者が講座を受講しています。この際のプログラムの目標は、
ボランティアを養成すると同時に、認知症高齢者の意欲を尊重し、参加の場を生み出したと言えます。
ささえる対象のみではなく、参加の場づくりに必要なのは、その人の役割を生み出すことだと言えるで
しょう。

　コミュニティワーカーの問題意識にもある、当該地域でも「認知症高齢者の増加」と「社会参加でき
る場が少ない」という課題を想定します。この個別事例をもとに今後どのように広げていくことができ
るか、仕組みづくりに向けたアプローチが必要になってきます。今回はボランティア講座としています
が、各地域にサロンなど既存のプログラムの中で、役割のある参加できる場づくりは可能かもしれませ
ん。成功事例を応用していく実践が今後示されていくことになるでしょう。

（川本　健太郎）

■参加の場は役割づくりから

■地域援助への展開過程


