
黒子事例2
「読み取る」術
点から “面” への
視点がポイント─。
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　一人暮らし高齢者Ａ（女性）への支援は、行政と社協に対する忘れては繰り返されるお金に関
する執拗な言動から始まり、Ａの長女・行政・社協・地域包括支援センター（以下、「包括」）に
て支援プランを作成することになった。
　そのアセスメントの過程で、近隣住民たちがＡからの執拗な訪問や電話に苦慮しながらもそれ
を受け止め、見守り支援をしていることが分かり、住民と一緒に一人暮らし認知症高齢者Ａを地
域で支えることとなる。
　しかし、近隣住民は昔からのＡとの関わりの中でＡに対する複雑な思いを抱えている。
　地域住民と支援者が思いを共有しながら、一人暮らし高齢者Ａを長く支えるにはどうしたらい
いのか。

「うそつき？認知症？　地域の方に理解してもらうために」
～個別支援から地域生活支援、そして地域支援へ～

　認知症高齢者　　地域生活支援

　町は東西南北同じぐらいの広さで、大手機械会社があり、
田園工業の町である。
　町の人口は、増加傾向で推移しているが、総人口が増加し
ていく中でも少子高齢化が進んでいる。また、人口の増加を
上回って世帯数が増加しており、核家族化が進んできている。

「読み取る」術
す べ

点から“面”への視点がポイント─。
黒子事例

2

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

地 域 の デ ー タ

事 例 概 要

項　　目 町全体

人 口 　33,000人

高 齢 化 率 約16％

自 治 会 数 100カ所

地 区 社 協 数 6カ所

民生委員児童委員数 60人
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タスク・ゴール

●Ａの問題を地域の問題として捉え
る。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●Aを支えることを通じて、住民と専門職が支援プロセス
を共有し、協力しながら支えあっていく力をつけていく。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●地域が主体となった地域見守り体制を構築する。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　既に一人暮らし認知症高齢者を見ている地域住民と支援者とが支援プロセスを共有することで、協働
して支えることが可能となるのではないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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近隣住民（自治会内）近隣住民（班内）近隣住民（乙）近隣住民（甲）

老人クラブの
行事に誘う

仕事を時々
頼んでいた

挨拶をする、会うと
話をする

遊びに来れば
お茶を出す

地区センター A

隣町に住む長男夫婦が死亡。一人になる。

バスで通う
隣県在民

近隣住民（甲）

近隣住民

民生委員

支援者

近隣住民（乙）

近隣住民（班内）

老人クラブの行事を教えると何度も電話をしてくるし、直前に行かないと
いうことが多く、だんだんと誰も誘わなくなる。

しつこくなってきたし、物忘れが多くなってきたため、仕事を頼まなくなる。

１日に何十回と来るようになる。電話も頻繁になった。

身近に親族が不在となり慢性的なお金不足の生活となる。同じ訴えを役場や社協へ行う。

情報、想い
見守り支援

支援

情報、想い

認知症サポーター
養成講座

ネットワーク会議

カンファレンス

ガス抜き会議

昔からの性格だから仕方ない、と付き合う近所。

プロセスチャート
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DO
第１期　地域から疎外されている高齢者への支援（情報収集）

第２期　地域とのつながりを知る（支え合いの発見）

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

21.10 　Ａが役場と社協に来て「役場に
支払った5万円を返してほしい」
と訴える。
　1日4～5回自宅に帰ってはま
た来る、を繰り返し同じ訴えを
続ける。

　社協、役場、包括がＡより話
を聞く。主訴はお金がないとい
うこと。社協は、生活状況を中
心に話を聞く。

　認知症なのかな……。
　一人暮らしだし、今後の生活
のことを考えないと。

21.11 　Ａと民生委員が「お金がない」
と訪れる。

　社協、役場、包括がＡと民生
委員に話を聞く。収入が少なく、
公共料金の滞納があるにも関わ
らず、コンビニなどで買い物が
できる現金があることも分かって
くる。

　民生委員は強い味方だ。
　民生委員とＡに、以前からの
つながりがあって良かった。

　民生委員から情報を聞く。2年
前に長男夫妻が死亡しているこ
と、昔から何が本当で何がうそ
か分からない人だから、認知症
ではない、とぼけているだけだよ、
と言われる。

　民生委員に知っている情報を聞
く。Ａが認知症ではないかとい
う予想をしていることを伝える。
　民生委員に情報収集をお願い
する。

　近所の人たちにも、Ａからの
迷惑の歴史があるんだろうな。　
　認知症の可能性があるので、医
師の診断が必要かな……。

21.11 　隣県に住む長女の連絡先がわ
かり、包括が連絡をとる。長女
は母親にはあまり関われないと
言う。Ａと長女からいろいろなサー
ビスを使いたい希望がある。

　ケースカンファレンス実施を
提案。
　長女にカンファレンス参加を
お願いする。長女の休みに会わ
せてカンファレンス実施を決定
する。

　何らかの形で長女の関わりを
持たせるようにしないとな。

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

21.11 　近隣住民から情報を聞く。「昔
からうそつきなおばちゃんだから
仕方ないよ」「今まで働けていた
近所の仕事場がなくなり、行き
場所がなくなったのでは」「いろ
いろなものを買って近所に配って
お茶飲みに来ているよ」などの情
報が分かる。

　住宅地図を見て、元々知ってい
て話を聞いても大丈夫な近隣住
民2人を選び出し、話を聞いて
いく。
　Ａについて否定的な情報が多
い。

　日ごろから話を聞ける人をつ
くろうという意識が大事だな。　
　地図を見ると、人のつながり
が本当によく分かる。
　Ａの昔からの性格……と言わ
れると返す言葉がないけど……。
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21.12 　カンファレンス開催。Ａ、長女、
役場高齢・介護保険・生活保護
担当、包括、日常生活自立支援
事業担当・地域福祉担当、在宅
介護支援センター、福祉事務所
が出席。

　今までのアセスメントを元に
課題・目標・支援方針・支援プ
ランを提案する。
　①生活保護利用
　②介護保険利用
　③�成年後見制度または日常生
活自立支援事業利用

　④受診開始
　混沌期であったため、落ち着く
までは、始めに関わりを持った包
括ではなく、地域担当で当面対
応することにした。
　長女にＡと近隣住民の関わり
を伝える。

　なんとか軌道にのるといいな。
　Ａの「地元に住んでいたい」と
いう希望を叶えなきゃ。

21.12 　カンファレンス結果を民生委
員に伝える。
　民生委員より近隣住民を代弁
する形で「長女が何もしていない
しね。昔からだから仕方ないけど」
「Ａから1日何十回と電話がかかっ
てきたり家に来たりするけど、み
んな見てくれるから大丈夫」と聞
く。

　近隣住民がＡの変化を感じた
ら、どこかに連絡をしてもらう
よう伝える。

　昔からいろいろありつつも、や
はり近所は見てくれているんだな。
　見ているだけに、思うところ
がたくさんあるのだろう。

第３期　働きかけ続けることの大切さ（長女の感情の変化）
～「わたし」の課題を「みんな」の課題として捉える

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

22.1 　長女、社協、包括が同行し、Ａ
が受診した結果「アルツハイマー
型認知症」と確定診断される。

　民生委員に認知症と確定診断
されたことを伝える。
　近隣住民はＡが認知症でなく、
とぼけているだけと言っている。

　認知症の知識が得られたら住
民は変わるのだろうか。そう簡
単でないんだろうな。

22.1 　Ａの受診のため訪問するとＡ
が不在。民生委員に連絡して、一
緒に探してもらう。隣宅が出か
けて帰ってくる時刻をいつも見て
くれていたため、帰宅時刻が予
想できた。

　民生委員に連絡し、隣宅に声
をかける。

　こういう小さなことを一緒に
支援するきっかけにしたい。

22.1～ 　生活保護受給開始。
　介護保険デイサービス利用開
始。
　成年後見制度申立支援開始。

　民生委員や近隣住民に対し、支
援について報告をする。
　長女に対し、民生委員や近隣
住民の見守りや支援について報
告する。
　自治会に認知症サポーターが
いないのが分かる。

　Ａと長女と近隣住民と、地道
につなげ続けることが大事だ。
　認知症サポーターが住んでい
る場所を地図に改めて落として
みると地域によってバラつきがあ
ることがわかった。
　包括と相談し、地域ごとで認
知症サポーターを養成すること
の重要性を感じた。
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22.1 　Ａの班長と話をする。
　班・自治会費は自治会長と話
をして、どうしようか検討して
いるとのこと。

　民生委員と近隣住民と細々と
話をしていたことが班長と話が
できるところまでつながる。

　班長と直接話しができたこと
は貴重だ。
　想像以上にみんながみているな。

22.2 　Ａが地域のお祭りで「神主さん
にお供物をあげる」と言ってきか
ないと近隣住民より情報が入る。

　Ａと神主さんと話をする。神
主さんと直接話ができてＡは納
得してお供物を辞退した。

　Ａと地域とのこれまでのつな
がりをもっと知らなきゃ。

22.3 　長女、社協、包括、役場にて
精神科医から支援についてコン
サルテーションを受ける。
　長女に「私がもっと母親に関わ
らないといけない」との変化が起
る。

　支援プランの見直し。
　住民と一緒にカンファレンス
を開くことを提案する。

　コンサルテーションにより、
住民と一緒に支援することを基
本にした方がいいと気づく。
　住民と一緒に支えることが、プ
ランからすっかり落ちていた。

22.3 　カンファレンス開催。
　民生委員、班長、ケアマネ、デ
イサービス、役場、包括、社協
が出席。
　民生委員、班長より「Ａの支援
にこんなにする必要があるのか？
まだ認知症はうそだと思っている」
「Ａより困っている人はほかにい
る」との発言がある。

　長女の意向から、長女と支援
者とで近隣住民にあいさつをし
たいと提案するが、民生委員と
班長より「不要」と話をされる。
　Ａの支援には住民の負担がか
かるため、地域住民も一緒にガ
ス抜き会議を開いていく提案を
する。
　地域住民向け認知症サポーター
養成講座を開催したい提案をす
る。

　近隣住民と一緒に支えるとい
うのをオオゴトにすると、近隣
住民は負担になるし……情報の
やりとりは必要だし、いいあん
ばいが大事とは言え、失敗しな
がら、少しずつ考えていこう。
　「Ａより困っている人はほかに
いる」ということだが、ほかにど
のようなことで困っている人がい
るのだろう。何とか、ほかの課
題も含めて、見守り体制を構築
することができないかなぁ……。

22.4 　生活保護、介護保険、日常生
活自立支援事業担当とも支援は
継続している。
　包括と民生委員が認知症サポー
ター養成講座開催に向けた話し
合いを持つ。
　自治会でネットワーク集会
（マップを使い、地域のつながり
や支援が必要な人を把握し、ど
のように支え合っていくかを地域
の人たちで話し合っていくもの）
を開催するよう社協と自治会長
とで話をする。

　包括の認知症サポーター養成
講座は、Ａをどうしようという
ことでなく、認知症の一般的な
知識を伝える内容になりそう。
　ネットワーク集会で少しだけ
でもＡの問題をみんなの問題と
して考えてもらえるように、何
とか関連できるよう内容を検討
する。

　何とか、つなげたい。
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CHECK コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○Ａの情報を地域住民キーパーソン（この場合、民生委員）に伝えた。
　○地域住民とＡの情報交換を行った。
　○地域住民を交えてカンファレンスを行った。
　○認知症サポーター養成講座、ネットワーク集会の開催を提案した。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○地域は以前から変わりなくＡのことを見守っていた。
　○情報交換を繰り返すことで、地域住民にも「もしかして認知症？」という雰囲気も出てきた。
　○�認知症サポーター、ネットワーク集会については、積極的ではないが、参加してもいいかなという
雰囲気が出てきた。

住民の動き・反応

仮説・目標の結果

仮説の結果 ⃝�近隣住民のＡに対する負の感情はなくならないが、支援プロセスに一緒に参加
することで、Ａを少しずつ理解しようという雰囲気になっていった。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�Ａと地域とが一緒になって考えていくという下地はできつつあるが、地域全体
の課題としてまでは広がっていない。

プロセス・ゴール ⃝�地域住民が一緒に支援に関わることで、徐々に認知症への認識が高まってきた。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�認知症サポーター養成講座、ネットワーク集会について、積極的ではないが参
加し、認知症について理解しようという住民が出てきた。

ACTION

　○�認知症サポーター養成講座やネットワーク集会を通じて、認知症や支え合いの知識などを伝えるこ
とにより、自分たちの問題として考えてもらえるようにする。

　〇Ａを支える大変さを支援者や長女と分かち合えるような会議を実施する。
　〇�Ａでの経験が活かせるよう、長期的には、地域で苦労しているという人たちの状況をつかみ、地域
の発見の声が早い段階で社協に上がってくるようにする。

今後の進め方
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SUPERVISION

※『黒子読本』P36参照

※『黒子読本』P30-34参照

　本事例は、Ａさんへの支援という個別のケースにおける地域を巻き込むさまざまな工夫と、そこでの
問題をＡさんだけの問題とせずに「地域の問題として投げかけてくことを試みていく取り組み」だとい
えます。

コミュニティワークの視点

[個別の事例に地域を巻き込んでいく方法 ]
　Ａは「昔からうそつきおばちゃん」といわれるように、近隣住民は
否定的な感情を持っている人が多いようでしたが、民生委員や地域の
人は関わりの中で広い意味での見守りをしていたようです。ワーカー
は、民生委員をアンテナとしながら、マップを活用するなどしてＡの
地域での生活を丁寧にアセスメントしています。また、関わりの薄かっ
た長女を支援の過程に巻き込むよう注意も払っています。そして、長
女を含め、関係者が問題を共有し、それぞれの「見立て」を話し合っ
て、支援の方針を決めていくためにカンファレンスという場を設定し
ていきます。こうしたプロセスは通常の個別支援のプロセスといえる
でしょう。また、社会福祉協議会らしい視点は、住民と一緒に支える
ために「地域と一緒に考える場」として、民生委員、班長も参加する
カンファレンスを開催していることでしょう。しかしながら、そこで
はＡへの支援に対して否定的な意見（「Ａより困っている人はほかに
いる」）も出され、支援主体としての地域住民の複雑な性格が表れて
います。住民は常に利用者に対して支持的な態度を取るわけではあり
ませんし、時には排除的な傾向を持つこともあるのです。しかし、ワー
カーはそれでも地域を巻き込むために「ガス抜き会議」を提案するな
ど、「地域と一緒に支援していく」ことをあきらめずに提案していっ
ていることは重要な視点だといえます。

[ 個の問題を地域の問題として投げかけていく方法 ]
　重要な気づきとなったのは、養成していた認知症サポーターがＡの
住む自治会にはいなかったことが分かったことです。これがＡという
個の問題を支援する過程で明らかになった「地域の問題」（問題状況）
のひとつということになります。また、「Ａより困っている人はほか
にいる」という地域住民の一見否定的な発言も見逃してはいません。
ではどんな人がいるのでしょうか。それをきっかけに地域での見守り
体制を構築できないかとワーカーは考えています。22 年 4 月に開か
れた自治会でのネットワーク集会の開催の働きかけと認知症サポー
ター養成講座の開催は、こうしたワーカーの「気づき」を「ネットワー

※『黒子読本』P29参照

※『黒子読本』P33、183参照

※『黒子読本』P46-47参照
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ク集会」と「認知症サポーター養成講座」という場とプログラムを活
用して地域に投げかけたものといえるでしょう。この後の展開は、ま
さにコミュニティワークそのものの事例となっていくものです。

　以上のように、本事例は地域を巻き込みながら個別支援をしていく
記述が中心ですが、そこで把握した問題状況を地域に投げかけていく
ことが試みられている点で重要です。個の問題を起点として問題状況
を把握し、プログラムを実施することは問題のリアリティや切迫感を
ワーカーが強く感じているという意味で、実践的な成果が期待できる
ことを指摘しておきたいと思います。本事例のように、ワーカーが日
ごろから個の問題への意識を強く持ち、包括支援センターのような個
別支援を行う機関としっかりと連携しながらコミュニティワークの可
能性を考えていくことが重要だといえるでしょう。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P201参照

※『黒子読本』P34参照

※『黒子読本』P184-185参照


