
「地域の絆」の概要
●運営理念・方針
　これからの認知症ケアは，「地域の中で暮らし続けるケア」（永田

久美子氏）１）であると言われています。これは，利用者とその背景

にある地域環境を一体的にとらえた対人援助活動が求められてい

ることを指しています。つまり，利用者の生活は，地域資源およ

び住民の意識と強い相関性があることを認識し，目の前の利用者

の支援のみならず，そのための社会資源の発掘・開発・創出を通

して，地域住民の意識の変革にも迫る実践が求められているので

す。またそれは，あらゆる対人援助場面において，ソーシャル

ワークの視点が求められているということにもつながります。

　そのようなソーシャルワークとコミュニティケアの重要性を意

図した実践を行うために，2006年11月から始動したのが「地域の

絆」です。地域福祉活動は，社会福祉協議会の専売特許のような

ものでしたが，今や，利用者の直接ケア・処遇を行っている社会

福祉施設もその一翼を担うことが不可欠となっています。また，

社会福祉施設が利用者の背景にある地域にまで視点を広げ，地域

福祉活動を展開していくことで，地域社会は大きく変革していく

のではないかと考え，その実践こそが最も効果的であり，現実的
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利用者の背景にある地域に視点を広げ， 
住民の意識の変革に迫った活動を実施。
利用者が地域で暮らし続けるためには，地域の力が必要だ。



な戦略であると認識しました。

　地域福祉活動において私たちが大切にしている２

つの視点があります。１つ目は，「地域住民にとって

顔の見える専門職であること」です。顔の見える専

門職であるために，自治会を基盤として範囲を広げ

ても，小学校区を主たる対象地域として位置付けた

実践を行っています。自治会長や民生委員といった

地域のキーパーソンのみと関係を築くのではなく，

山田さん，佐藤さんといった一般住民との関係性も

大切にしています。

　２つ目は，「地域のために具体的に何ができるか

をしっかりと明示できる専門職であること」です。

具体的に何ができるかを示すには，機関・施設や専

門職の機能を明示するのが一番です。例えば，高齢

者の在宅支援のための「通い」「訪問」「宿泊」サー

ビスが提供できる小規模多機能型居宅介護の機能と

実践を地域住民に明示していくことで，地域住民と

の関係性をより構築しやすくなると考えています。

　その視点において，小規模多機能型居宅介護をは

じめ地域密着型サービスは，小地域における地域福

祉実践に最も適したサービスであると認識していま

す。私たちの実践は，地域密着型サービスを地域の

まちづくりの拠点として機能させることを目的とし

ています。

●法人の概要
　「地域の絆」には，現在，広島県内に５カ所の地域

福祉センターと銘打った拠点があります。各拠点で

は，共通する３つの事業を運営しています。①小規

模多機能型居宅介護を中心とした地域密着型サービ

ス，②対象者を高齢者に限定しない総合相談窓口と

しての社会福祉士事務所や福祉よろず相談室，③地

域交流事業と命名した地域住民と協働で開催するイ

ベント運営がこれに当たります。また，「ケア」「ま

ちづくり」「相談」の３つの機能が存在します。これ

ら３つの機能を，１つの拠点の中で一体的・有機的

に相互作用させていくことで，まちづくりの拠点と

なることを目指しています。

・小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援
・社会福祉士事務所
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業
・法人本部
・認知症対応型共同生活介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介護
・居宅介護支援
・社会福祉士事務所
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業
・法人本部
・認知症対応型共同生活介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業
・小規模多機能型居宅介護
・認知症対応型通所介護
・福祉よろず相談室
・地域交流事業

〈各地域福祉センターの３つの機能〉

〈福祉専門職が実践するまちづくり３要素〉

地域福祉センター鹿川
（江田島市能美町鹿川）

地域福祉センター仁伍
（福山市木之庄町）

地域福祉センター向永谷
（福山市駅家町向永谷）

地域福祉センター宮浦西
（三原市宮浦）

コミュニティホーム仁伍
（福山市木之庄町）

小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型通所介護事業
◆不登校児童・触法少年・要支援
　要介護高齢者のボランティア活動
◆発達障害・精神障害者の
　就労支援などを含む

地域交流事業　

居宅介護支援事業
社会福祉士事務所
（福祉よろず相談室）

コミュニティケア
◆高齢者ケア
◆地域ケアの技術とし
てのケアマネジメン
トの実践

◆ソーシャルサポート
ネットワークの構築

◆障害者の就労支援
◆児童ボランティアの
受け入れ

コミュニティワーク
◆地域交流事業
（年３回のイベント開催）
◆地域行事への参画
◆小地域支援計画づくり
◆ボランティア活動の支援
◆高齢者に限定しない相談援助事業
（社会福祉士事務所・福祉よ
ろず相談室）

◆利用者視点からの啓発活動
（人権問題の啓発講座・認知
症講座の開催）

地域密着・交流
◆あいさつ活動
◆事業所空間の開放（足湯・喫茶コーナー・縁側スペース）
◆ボランティア制度の活用
◆ペットボトルキャップ・プラスチックトレーの回収
◆子どもを対象にした教室の開催
◆自治会活動への参加
◆子ども会との連携・会議場所の提供・行事の共同開催
◆喫煙中（休憩中）における地域住民との交流
地域住民との親密度を上げることだけを目的とした取り組み

開設当初より意図している実践

実践の中で得られた気づき

コミュニティケア

コミュニティワーク

総合相談

「地域の絆」の概要
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　前述のとおり，私たちの実践は，ケアに直接

携わる専門職が，まちづくりに関与していくも

のです。コミュニティケア実践の中で培われた

地域住民との関係性を駆使してまちづくり実践

を行い，逆に，まちづくり実践で培った地域住

民同士の関係性を用いて利用者支援に当たると

いう相互作用の実践を目指しています。

　それらの実践の中では，まちづくりやケアと

いう目的を持たず，ただ地域住民と親密度を高

め，交流を図るためだけの営みを随分多く行っ

ていることに気付きました。そして，それらが

なされなければ，コミュニティケアもまちづく

りも成すことができないといった気づきにつな

がりました。次に，その実践をお伝えします。

小規模多機能ケアの実際
●コミュニティケア（地域ケア）の実践
　私たちは，自らの実践を言語化できるのが専

門職であると認識しています。また，今はやり

の地域包括ケアもコミュニティケア（表１）と

同義にとらえています。つまり，コミュニティ

ケアとは，地域で困っている方を住民同士で支

え合う行為であると認識しています。

　「地域の絆」の各センターでは，不登校・発達

障害の児童がボランティア活動を行っています。

また，家庭裁判所と連携して，触法少年のボラ

ンティアの受け入れも行っています。加えて，

発達障害・精神障害を持った方が，就労訓練の

場としてボランティア活動に参加しています。

　このような，対象者を限定しない共生ケアも

コミュニティケアであるととらえて実践してい

ます。

実践の周知と福祉教育への連鎖
　そして，利用者のケアに携わる私たちが最も

大切にしていることが，私たちの実践や利用者

表１　コミュニティケアの定義

地域の要援護者を，
地域住民で支え合う行為である

●「地域住民」とは，フォーマル・インフォーマル如何
を問わず，その地域に存在するあらゆる社会資源を含
有したもの。住民主体の視点を重要視しているため，
あえて「地域住民」という表現にした。
●「地域」とは，高齢者や子どもが，徒歩もしくは自転
車で活動できる物理的範囲とし，自治会および小学校
区の範囲と考える。
●「支え合う」とは，要援護者も状況に応じて「支える
側」に回ることがあることを前提に考えてのこと⇒
「共生ケア」の視点。
●大切なのは，そのことを通して，地域住民の福祉教育
がなされること。
●あらゆる社会資源を活用して，事業所の良好な運営を
支えることにもつながる営み。

（2007年２月現在）
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地域住民による水鉄砲教室。
誰かと協力して物事を達成する喜びを知る。

一生懸命作った水鉄砲で的当てゲーム！
自作の水鉄砲に愛着を持つことで， 
ものの大切さを学ぶ。



の生活を地域住民に理解してもらう取り組みで

す。これはさほど難しいことではありません。

私たちが日々汗を流して利用者の支援を行って

いる姿を，隠すことなく地域住民に見せていけ

ばよいのです。また，それを通して，利用者や

その生活，私たちの仕事に対する理解，協力に

もつながると考えています。

　住民の意識を変革するには，体験的学習が有

効であると言われているそうです。まさに，コ

ミュニティケアの実践は，住民に対する福祉教

育につながる取り組みと言えます。

住民自治への実践の広がり
　最後に，施設運営にはさまざまなリスクが存

在します。中でも一番大きなリスクは災害では

ないでしょうか。近年，グループホームでの火

災を受けて，新たに，「（避難）訓練の実施に当

たって，地域住民の参加が得られるよう連携に

努めなければならない」３）という条文が，地域

密着型サービスの運営基準に追加されました。

当法人の各センターでは，随分前から地域住民

と協働で避難訓練を開催しています。自治会長

に直接依頼をかけても実施が難しい地域では，

利用者・家族が参加している運営推進会議の場

で依頼し，承諾に漕ぎ着けたこともあります。

　また，「徘徊」の可能性のある利用者の情報

を，本人・家族の同意の上，住民総会や回覧板

を介して地域住民に公開しているため，徘徊し

ている利用者を，地域住民が呼び止めたり，セ

ンターに連れて来てくれたりすることも珍しく

はありません。

　このようなかかわりの中で，地域住民は，事業

所の運営状況や利用者の生活状況を理解してく

れます。コミュニティケアは，事業所運営の安

定化にも一役買っているのです。

●地域交流事業の運営
　各センターでは，年３回以上，地域住民と協

働でイベントの運営を行っています。我が国で

は，地域住民同士の信頼関係や親密度を高める

ことを目的に，伝統文化を取り入れた行事をあ

ちこちで開催してきました。それが，日本のま

ちづくりの礎になっているとも言えます。

地域の高齢者が茶道を指南。
高齢者の力を借りることで，
子どもたちが事業所へ
自然に出入りするようになる。

支援の対象となる高齢者が
子どもたちを対象に開く書道教室。
高齢者の優れた能力に，
子どもたちの表情は真剣そのもの。
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　私たちは特定非営利活動法人で実践していま

すので，潤沢な資金があるわけではありませ

ん。その中で，赤字にしないイベントの運営を

心掛けています。よって，備品や人手はすべて

地域から調達しています。

　また，住民主体のイベント運営を心掛けてい

ます。イベント開催予定日の２カ月以上前から

地域住民と相談を始めます。地域のためにイベ

ントをすると言いながら，既存の地域活動と同

日に開催してしまっては，失笑を買うだけでしょ

う。そうならないためにも，事前に既存の行事

の日程を伺い，イベントの内容について精査し

てもらい，イベントの内容を固めていきます。

このような営みを通じて，職員は，地域住民の

人柄を知ることになります。

　また，地域にさまざまな依頼を行う際の連絡

経路も学びます。連絡経路を間違えてしまうと，

地域とのトラブルの元になる可能性もあります。

さらに，どこの会社にパイプいすや長机が何脚

あるのか，公民館に丸いすが何脚あるのか，ど

この家に杵と臼があるのか，餅つきの技術や大

工技術を持つ住民の存在，テントを貸してくれ

る学校や保育園などを知ります。

●近隣住民のニーズ把握
　イベントの運営は，職員の独善で行うもので

はありません。常に地域住民のニーズをとらえ

ながら内容を検討します。イベント開催初期に

は，地域住民に対する聞き取り調査を実施しま

した。出勤日に５分以上，地域住民と日常会話

を行い，住民のニーズを把握するという取り組

みです。３週間行って集めた記録をKJ法でま

とめました（表２）。

　この地域には，旧家と新興地が混在している

ため，住民間の交流に偏りが生じ，世代間交流

に課題が見受けられました。世代間交流がなさ

れない地域では，地域行事の継続性に課題が生

じてきます。これらを住民のニーズとしてとら

え，子どもを対象にしたイベントを展開しまし

た。なぜ子どもを対象にするかと言いますと，

子どもたちを対象にしたイベントを開催。
親世代を地域活動に呼び込み，地域行事の継続につなげる。

子どもたちの活躍を温かく見守る。

表２　近隣住民のニーズ
　　　（地域福祉センター仁伍職員による聞き取り調査結果）

●町内の美化　　●自分の知識や才能を生かしたい

●安全の確保（子どもの夕方の安全）

●町内の交流
新興地と旧家の交流や近所付き合いがない。
近所の情報が入ってこない。

●世代間の交流
若い人の地域活動参加率が低下している。

●文化の継承
•地域行事に関心を持ってもらいたい。
•仁伍（地域名）のことをもっと知ってほしい。

●行事の人手不足

●地域活動における後継者不足
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子どもが集まれば，財布とカメラを持って親が

後ろから付いてくるからです。20～40代の世代

を地域活動に呼び込む契機となることを狙った

のです。

　イベントを継続するに当たって，子どもの親

の協力がなかなか得られなかったり，子どもが

集まらなかったりと，さまざまな課題が生じま

した。その時職員は，親の思いに耳を傾け，個

別に聞き取りを行います。

　例えば，「ものの大切さを学べるイベントを

開催してほしい」「人と人とのつながりを感じ

ることのできるイベントを開いてほしい」とい

う声がありました。実践の中で住民とかかわり，

その中で，また新たなニーズをつかんでいきま

す。この声を受け，イベントは，ものを作る過

程を体験できる内容へと変遷していきました。

　上記のように，地域福祉活動，さらには，社

会福祉実践全般において重要なことは，かかわ

りの中で利用者のニーズを把握することにある

とようやく気付くことができました。初期のア

セスメントは，少ないかかわりの中における暫

定的なものに過ぎず，その後の援助活動を通し

て，より深層にあるニーズやその時々に変化す

る利用者のニーズを知るに至るのです。特に，

地域福祉活動においては，アセスメント手法自

体が確立していません。ですから，特に，援助

活動中のかかわり，すなわちモニタリングや再

アセスメントが重要になると認識しています。

　地域福祉活動において最も忌避すべきこと

は，ニーズが分からないから何もしないという

発想です。この発想においては，いつまでたっ

ても結果は生まれません。そうではなく，１人

の住民からでも，求めがあればそれに応じやっ

てみることです。あとは，その活動中のかかわ

りの中で，新たな地域住民の声を聞くことがで

きるのではないでしょうか。

今後の展開
　地域連携は，実は敷居の高い実践ではないは

ずです。日々のあいさつや日常会話を大切に継続

することからでも始めることができる実践です。

そう言えば，居宅介護支援事業所に地域住民が

立ち寄るケースをあまり聞いたことがありませ

ん。個人情報が集約されている事業所に住民が

立ち寄ってはいけないとの思い込みは禁物です。

　当法人の居宅介護支援事業所には，地域住民

がコピーを取りに来たり，コーヒーを飲んだりし

て帰っていきます。日々の多忙な業務の中で，こ

のような些細なかかわりを大切にしていくこと

が，今からの地域福祉実践の現実的な戦略とな

りそうです。

　地域住民との交流促進は，車を多用せず，地域

を歩いたり，自転車で移動したりすることでも，

図れます。とにかく「かかわりを大切にする」

という意識が，必ず地域連携を促進してくれる

はずです。
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