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広島県認知症コーディネーター，社団法人広島県社会福祉士会会長，福山平成大学非常勤講
，認知症介護研究・研修仙台センター「地域連携」担当講師（2008〜
師（社会福祉援助技術）
2010年度）
。現在，県立広島大学保健福祉学専攻修士課程在学中。社会福祉士，介護福祉
士，精神保健福祉士，介護支援専門員。主な職歴は，生活相談員，介護職リーダー，デイサー
ビス・グループホーム管理者。福祉専門職がまちづくりに関与していく実践の必要性を感じ，
2006年２月特定非営利活動法人地域の絆を設立。学生時代に参加した市民運動「市民の
絆」の名前をヒントに命名。現在，広島県内で５カ所の地域密着型サービス事業所を開設運
営。地域の絆ホームページ http://www.npokizuna.jp/
「代表理事中島康晴のブログ」では，社会福祉に対するさまざまな思いを綴っています。

なぜ地域包括ケアシステムが
必要なのか？
地域包括ケアは，2012年４月の介護保険制度改
正の大きな柱とされています。改めて，厚生労働
省（以下，厚労省）が示している地域包括ケアの
定義を見てみましょう。
・
「地域包括ケアシステム」について「ニー
ズに応じた住宅が提供されることを基本と
した上で，生活上の安全・安心・健康を確
保するために，医療や介護のみならず，福
祉サービスを含めた様々な生活支援サービ
スが日常生活の場（日常生活圏域）で適切
に提供できるような地域での体制」と定義
し，
「おおむね30分以内」に必要なサービ
スが提供される圏域として，具体的には中
学校区を基本とする１）。
・地域包括ケアは，地域住民が住み慣れた地
域で安心して尊厳あるその人らしい生活を
継続することができるように，介護保険制
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度による公的サービスのみならず，その他
のフォーマルやインフォーマルな多様な社
会資源を本人が活用できるように，包括的
および継続的に支援すること２）。
これは，市町村合併によって保険者の圏域は広
範になったものの，サービスの提供範囲はよりコ
ンパクトに抑えようとする営みであり，クライア
ントの住み慣れた地域での生活を継続的に支援す
る視点が強くうかがえます。また，
「生活上の安
全・安心・健康を確保する」ためには，医療・介
護のみならず（フォーマル・インフォーマルの如
何によらず）
，多様な生活支援サービスが不可欠
であることが明記されていることも大きな特徴と
言えるでしょう。そしてここには，①クライアン
トの住み慣れた地域における継続的な生活支援
と，そのために必要不可欠な，②フォーマル・イ
ンフォーマルの如何を問わず，あらゆる社会資源
を活用するという双方の視点が不可欠であること
が分かります。
東西南北に伸展し，かつ列島である我が国にお

図１
いては，
「地域」と言っても，多様な状況が存在

域包括ケアはようやく緒についた段階であり，創
設期に入ったと言ってよいと思われます。このよ
うに，現時点においては，はっきりとしていない
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地域包括ケアではありますが，今後の方向性とし
て外せない考え方も存在します。
一つは，これからのケアと個別支援を掘り下げ
て考えるという視点です。認知症介護実践研修等
のカリキュラムの中にも，
「生活の捉え方」や「生

例えば，要介護３の人が支給限度額内でサービスを受け
たとしても，上記のようなサービスのない時間が生じて
しまう。クライアントの生活は24時間365日連続した
ものなので，この空白時間の支援も生活支援の対象とな
る。介護保険制度下のサービスのみでは，クライアント
の生活を支えることが困難であることが理解できる。

活支援の方法」といった科目に目が留まります※１。
しかしながら，生活の概念は非常に範囲が広く，

の保障に鑑み，生活を時間的視点でとらえても，

果たして介護や福祉の領域だけでそれを支えるこ

その困難性は明確であると言えるでしょう（図１）
。

とができるのかという素朴な疑問が生じなくもあ

しかしながら，認知症介護実践研修等の制度的
研修のカリキュラムにおいては，そのことが明示

りません。
例えば，大橋謙策氏によれば，人の社会生活を

されていないように思われます。
「福祉や介護だ

成り立たせるためには，
「①労働的・経済的自立，

けではクライアントの生活は守れない」という大

②精神的・文化的自立，③身体的・健康的自立，

前提を，今一度強く認識する必要があるのではな

④社会関係的・人間関係的自立，⑤生活技術的・

いかと考えます。それを強く確認することによっ

家政管理的自立，⑥政治的・契約的自立」 の６

て，クライアントの生活支援においては外部連携

つの自立が成されていなければならないとありま

が欠かせない現実と自然に向き合うことができる

す。つまり，これらの質的に非常に幅広い生活を

のではないでしょうか。すなわち，それは，クラ

介護や福祉の領域だけで支援することは不可能で

イアントの生活支援を完遂するためには，他分野

あると言えます。また，ベンクト＝ニィリエの言

の専門領域および地域住民との連携が不可欠であ

うところの「ノーマルな一日のリズム」
「ノーマル

るとの認識につながると思われます。また，それ

な一週間の規則」
「ノーマルな一年間のリズム」５）

こそが，地域包括ケアに代表される，これからの

４）

※１ 認知症介護実践研修標準カリキュラム３）
科目：生活の捉え方
目的：
「医学的理解」「心理的理解」の講義を基に，認知症という障害を抱える中で自立した生活を送ることの意味と，それを支
援することの重要性を講義のみではなく演習を通して理解を深めること
内容：講義・演習（120分） ・生活障害としての認知症の理解 ・個人と認知症との関係の理解 ・生活支援の重要性の理解
・演習は90分以上であること
科目：生活支援の方法
目的：
「認知症高齢者の生活支援の方法」の教科のまとめとして，高齢者が，さまざまな人的・物的・社会的環境の中で生活して
いくことを，どのように支援していくべきかを理解し，事例演習を通してその方法を考えること
内容：講義・演習（90分） ・日常的な生活支援のあり方
・その援助方法・環境調整，地域資源の活用の重要性
・事例を用いた体験的理解と具体的な方法の検討 ・家族の位置付けは，家族支援の視点も含めること
・演習は60分以上であること
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ケアや個別支援の基本的な考え方となるでしょう。
一方，在宅支援の現場において，昨今大きな問
題になっていることもあります。それは，家族介

ばならない」としています10）。
ということは，良質な支援とは，被支援者のみ

護者の高齢化と男性化が進捗していることです。

ならず支援者も誰かに支えられなければならない

今や家族介護者の３人に１人は70歳以上の高齢者

ことになります。また，ここで言う支援者とは，

であると言われています※２。また，３人に１人が

家族介護者のみならずそれを業としている我々専

男性です※３。巷では，この男性介護者のことを

門職もその対象になるはずです。今や我が国のケ

「ケアメン」と呼んでいます。実は，この男性介

アは，
「ケアをされる側」と「ケアをする側」双

護者の現状は，深刻な問題を孕んでいるのです。

方を社会的に支えていくことが求められているの

介護殺人・心中の加害発生率は，男性介護者に

です。でなければ，そこに良質な支援やケアは存

極めて高いと言われています※４。また，周知の

続し得ないはずです。介護者と被介護者の外側に

とおり，高齢者虐待における加害発生率も男性に

ある地域環境・社会環境をもってその支援に当た

多く見られます※５。地域との関係が疎遠，感情的

ることが，普遍化していかなければならないと言

コミュニケーションが不得手，人に弱みを見せな

えるでしょう。

い，他者に相談をしないといった傾向が顕著であ

ケアは，
「規範的・経済的・社会的枠組みのも

り，家事経験の少ない男性介護者の支援が社会問

とにおいて」実践されるのであれば，そこにはや

題化しているのです。

はりソーシャルの視点，すなわち，ソーシャルワー

ソーシャルワーク理論に基づく援助者と被援助

クの視点が不可欠となります。今までのケアは，

者には，相互作用の関係があると言われていま

ある意味クライアントにのみ焦点化したケアで

す。その意味において，ソーシャルワークやケア

あったと言えます。しかし，これから求められる

ワークは「行為」であると同時に，
「関係」であ

ケアとは，クライアントとクライアントの背景に

るという理論が成り立ちます。上野千鶴子氏も同

ある地域環境・社会環境を一体的にとらえたケア

意している次のケアの定義を見てもそれは十分に

でなければなりません。しかし，この視点はソー

理解されるでしょう。

シャルワーク分野では久しく言われ続けていたこ

「
（ケアとは）依存的な存在である成人または子
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アされる者とケアする者双方の満足を含まなけれ

とではないでしょうか。

どもの身体的かつ情緒的な要求を，それが担わ

であれば，これからのケアワークに最も必要な視

れ，遂行される規範的・経済的・社会的枠組みの

点は，ソーシャルワークであると言っても過言では

もとにおいて，満たすことに関わる行為と関係」

ありません。これからのケアは，ソーシャルワーク

であり，であればこそ上野氏は良質なケアを「ケ

を念頭に置いたものでなければならないのです。

※２

家族間で介護する世帯のうち，高齢者が高齢者を世話する70歳以上の「老老介護」世帯の割合が初めて３割を超えたことが，
厚労省が2008年９月９日公表した2007年国民生活基礎調査で分かった６）。

※３

ケアメンは全国で120万人に迫ること，介護する人の３人に１人は男性であることが報じられている７）。

※４

加藤悦子が新聞記事から抽出し分析を行っている。加藤によれば，1998年から2003年までの介護保険導入前後の６年間に起
こった介護殺人の件数は198件，死亡者数は201人である。加害・被害の関係をみてゆくと，息子が加害者の場合が最も多く
全件数の37.4％，次いで夫が加害者の場合であった（34.3％）。加害者199人中，男性は151人，女性は48人で，男性が加害者
の４分の３を占めた。介護者の性別では３割弱の男性たちが，介護事件の加害者では圧倒的多数を占めている８）。

※５

虐待者との同居の有無では，同居が85.5％，世帯構成は「未婚の子と同一世帯」が37.3％で最も多く，既婚の子を合わせると
63.7％が子と同一世帯であった。続柄では，「息子」が42.6％で最も多く，次いで「夫」16.9％，
「娘」15.6％であった９）。
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地域包括ケアに必要な
ソーシャルワークの視点

でしょう。そのためには，
「地域」と「ケア」，す

しかしながら現状は，いまだにそこで働く専門

施設が共通理解することも大きな課題としてある

職個々にそのような視点が確立しておらず，ま

なわち，個別支援と地域支援が如何につながって
いるのかを，専門職個人および彼らの所属機関・
ように思われます。

た，各個人が所属する機関・事業所の意識や体制

結論を述べると，
「地域」と「ケア」
，個別支援

もまだ十分でない状況が課題として存在するよう

と地域支援の両者をつなぐ媒体こそが，ソーシャ

に見受けられます。社会福祉法が改正された2000

ルワークであると筆者は認識しています。ソーシャ

年以降，我が国の社会福祉施策は地域福祉の推進

ルワークの観点から見れば，個別支援の対象たる

が念頭に置かれ，大きくその向きに舵が切られて

クライアントは社会環境との関係性において課題

います。その後，2006年４月の介護保険制度改正

を抱えているわけで，当然両者には強い相関性と

時には，地域包括支援センターおよび地域密着型

相互作用があることを前提としています。そして，

サービスが創設されました。この流れにあって，

個人の生活と社会環境は切っても切れない関係で

いまだ事業所および専門職にその認識が不足して

あることが自明であり，そのことを前提に個人の

いるように見受けられるのです。
「地域」と「ケ

生活課題にアプローチを行うのがソーシャルワー

ア」が認識としてつながっておらず，いまだ全く

クであると言えます。であれば，ソーシャルワー

の別物として認識されているようでもあります。

クの理論と視点を持てば，地域包括ケアの意味も

介護保険制度創設以後，営利法人を含む多様な

安易に理解できるはずですし，その実践も困難極

法人格の参入が認められ，市場原理が導入された

まるものではないはずです。地域包括ケアは，ソー

ことでクライアントの「顧客」化が顕著に進みま

シャルワークの視点を取り入れたケアであると筆

した。「顧客」である以上，それは「獲得」の対

者自身は考えており，そのような視点を持てば，

象となり，であればこそ「囲い込み」の実践が促

厚労省の定義や，今巷で言われている地域包括ケ

進されたのではないでしょうか。

アについても理解はさほど難しくはないでしょう。

実際に，市場原理導入により，事業者間の競争

つまり，地域包括ケアへの理解が進まない最大

が激化し，事業者は経営の安定化とさらなる拡大

の理由は，そこにソーシャルワークの視点が希

を目指して複数の事業を行う複合体へとその姿を

釈・欠如していることにあると筆者自身は考えま

変え，利用者の囲い込みが進みました。そのこと

す。高齢者福祉分野のみならず，今あらゆる社会

によって，ネットワーキングやコーディネーショ

福祉分野に求められているのはソーシャルワーク

ンといった外部連携の視点が希釈化され，
「地域」

の視点であるにもかからず，それが驚くほど普及

と「ケア」の連携は希薄な状況が続いているよう

していないことに，
「地域」と「ケア」
，個別支援

に見受けられます。目の前にいるクライアントの

と地域支援がつながらない要因があります。

みに焦点化した「ケア」が主流となり，その背景

地域包括ケアをケアワークや医療の視点でのみ

にある「地域」が見えない時代が今も続いている

とらえるのではなく，ソーシャルワークの視点で

ようです。「地域」と「ケア」をどのような媒体

とらえ直す作業があってこそ，その実践はさらに

を用いてつないでいくのかが目下の課題と言える

促進されるのではないでしょうか。
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「認知症の人の
ケアマネジメント」と
ソーシャルワークの関係
1970年代後半にアメリカで創出されたケアマネ
ジメントは，ソーシャルワークの一部であると言

革を促進することが求められています。また，ケー
スによっては積極的に公的支援や責任の要請・追
及を行うことが求められてくるため，その点にお
いては，コストコントロールはソーシャルワーク
の目的とは言えません。

われ続けてきました※６。ケアマネジメントの目

そして，クライアントや家族・地域資源といっ

的としては，「コミュニティケアの推進」
「生活の

たミクロ・メゾ領域を中心とした実践を展開する

支援」「QOLの向上」
「コストコントロール」が

ことが多いケアマネジメントと，それに加えた政

一般に言われています12）。これらの点を注視して

策提言や社会変革といったマクロ領域の実践も求

も，ケアマネジメントには一見矛盾する２つの目

められているのがソーシャルワークであることを

的があるように思われます。

考えれば，やはりケアマネジメントはソーシャル

それは，クライアントの生活支援の視点と，社

ワークの一部であることが理解されるでしょう。

会的コストの抑制です。クライアントの生活支援

ここで僭越ながら，筆者がとらえるソーシャル

については，次のことから，ソーシャルワークと

ワークとケアマネジメントの定義を吐露しておき

ケアマネジメントには多くの共通項があるように

たいと思います。ソーシャルワークについては，

思われます。

1981年に全米ソーシャルワーカー協会（National

「ソーシャルワークは『人々がその環境と相互
に影響し合う接点に介入する』ということを基礎
にしており，ケースマネジメントが目指している
ことに合致しており，ケースマネジメントがソー
シャルワーク実践の中核の機能を占めるといって
も過言ではない。具体的には，ケースマネジメン
トは人々と社会制度（システム）を結びつけるこ
とを中心としており，さらには人々の内的な発展
や社会制度（システム）の改善を目指すものだか
らである」13）
しかしながら，ソーシャルワーク実践において
は，必ずしもケアマネジメントほどはコストコン

せんえつ

Association of Social Workers）が提示している
社会福祉実践の内容に着目したいと考えます。
①人々が発展的に問題を解決し，困難に対処
できる能力を高めるよう，人々（People）に
かかわる，②人々に資源やサービスを提供す
る社会制度（System）が効果的で人間的に
機能するよう推進する，③人々に資源やサー
ビスや機会を提供する社会制度（System）
と，人々とをつなぐ，そして④現在の社会政策
（Social Policy）の改善と開発に関わる14）。
重要な視点は，クライアントの内面にのみ問題

トロールは言われてこなかったように思います。

点を見いだすのではなく，その外側にある家族・

むしろ，ソーシャルワークの使命（mission）と

地域・制度・政策・社会の価値規範に対しても問

も言える権利擁護を鑑みれば，クライアントの権

題点を抽出し，その改善を図る個所にあります。

※６

12

利を守るためにその社会環境を整えるべく社会変

理論研究においても，これまでわが国では，ケアマネジメントはソーシャルワーク機能の一部であり（渡部2003），ソーシャ
ルワークが『個人の「成長・変化」指向をもつアプローチを多様にもっている』（副田2003）のに対して，ケアマネジメント
は『ニーズ充足計画実施のために活用するひとつの戦略，方法』（副田2004：27）と理解されてきた。ソーシャルワークはケ
アマネジメントよりも『幅広い目的』（副田2003），『幅広い機能』
（梅崎2004）を有している，と一般には理解されている11）。
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すべての人間は社会化され生きている以上，社会

践する，そして，その活動の中心には，クライア

構造からは自由にはなれません。であれば，クラ

ントのニーズを据えることがソーシャルワークの

イアントの抱える問題は，クライアントの個人的

要諦であると筆者は理解しています。そこで，筆

な問題のみならず，その社会環境が生み出す問題

者は次のようにソーシャルワークを定義します。

でもあるととらえることができるでしょう。
ソーシャルワークは，このような社会的な視点
において問題を分析し，その解決を図る専門性の
総体であると言えます。さらに，筆者がこだわり
たいのが，サービス優先ではなくニーズ優先の視
点です。つまり，相互作用の関係にあるクライア
ントのニーズと社会環境のどちらを優先させるべ
きかとの問いには，ソーシャルワークはクライア
ントのニーズを優先すべきであると認識します。
例えば，認知症ケアの現場においては，クライ
アントが住み慣れた家・地域での生活を望んでい
るが，家族や地域がそれを断念しており，施設入
所を考えているような場面に数多く遭遇します。
そんな時，ソーシャルワーカーやケアマネジャー
は何を中心に援助活動を展開すべきか，そのより
所が問われます。残念ながら，筆者が知る限り，

①生活課題を抱えている人々
（クライアント）
に直接支援を行うこと
②クライアントが生活しやすい社会システム
（家族・地域・社会の構造）を構築するよ
う働きかけること
③クライアントのニーズを中心に，クライアン
トと社会システムとの関係を調整すること
④政府・行政に対して，クライアントのニー
ズを代弁したソーシャルアクションを行う
こと
これらの４つの仕事を通して，クライアン
トが生活しやすい社会を構築し，引いては，
すべての人々が暮らしやすい社会を創出する
専門性の総体である
特に注目してほしいのは④です。ニーズ中心主

家族や地域のニーズを中心に，クライアントの

義・ニーズ優先のアプローチを取る以上，そこに

ニーズを調整しているケースは珍しくはありませ

は社会資源の発掘・開発・創出の視点が不可欠と

ん。しかしながら，ソーシャルワークが目指すべ

なります。実は，ソーシャルワークの要諦はまさ

き実践は，クライアントのニーズを実現するため

に，このようなソーシャルアクションにあるので

に，家族や地域，社会環境に何ができるのかを考

はないかと筆者は考えているのです。ケアマネジ

え，理解や協力を引き出す活動を展開することに

メントは，ソーシャルワークの一部と言われるだ

あります。ソーシャルワークの技術は，そのため

けあって，これからのケアマネジメントに対して

にこそ使われる必要があるでしょう。

は，社会資源の把握のみならず，発掘・開発・創
出の視点までを求めていきたいと考えています。
橋本泰子氏の定義によれば，ケアマネジメント

筆者の考える
ソーシャルワークの定義

は地域ケアの技術であるとされています。現時点

全米ソーシャルワーカー協会が定義するように，

取っています。

において，筆者もこの定義には賛同する立場を

クライアントの問題を個人的な問題に帰結させず

「複合的なサービスニーズをもつ利用者が，安全

に，それを社会的な問題ととらえて援助活動を実

で安定した自分らしい日常生活を自宅で長期的に
達人ケアマネ vol.7 no.4
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維持できるよう，利用者一人ひとりのためのケア

図２

ソーシャルワークと
ケアマネジメントの関係イメージ図

つまり，ケアマネジメントは，地域ケアを成す
ための一つの方法とされているのです。
地域ケアは，本稿のテーマである地域包括ケア
とほぼ同意のものであると筆者は認識します。例
えば，野川とも江氏によれば，
「地域ケア（コミュ

ソーシャル
ーク
ワーク
ケア
マネジメント
ト

コストコントロールは
ソーシャルワークの
目的とは言えない

態勢をマネジメントする地域ケアの技術である」15）

ニティケア）とは，人々が高齢になっても障害が
あっても，必要なあらゆる地域資源（人的，物的，
制度的）を選択して活用し，住みなれた地域社会

まり，ケアマネジメントはミクロ・メゾ領域まで，

のなかの家庭を基盤として，生涯を通じて継続的

ソーシャルワークにおいては，それにマクロ領域

16）
とされ
に普通の生活ができるようにすること」

を加えた形でその実践が求められている点におい

ています。つまり，
「あらゆる地域資源を選択して

て，ケアマネジメントはソーシャルワークの一部

活用」するとは，介護保険サービス以外のフォー

であると言えるでしょう。

マル・インフォーマル如何を問わず，あらゆる資

そして，コストコントロールが１つの目的とし

源を用いてクライアントへの支援を実施すること

て導入されたケアマネジメントは，それを目的に

がその根底にあると言えるでしょう。クライアン

していないソーシャルワークとの関係において，

トのニーズを，地域資源の総動員によって実現し

ソーシャルワークとは相容れない要素も含み持っ

ていく地域ケアの技術としてケアマネジメントが

ていることを確認しておきたいと思います（図２）
。

あるということは，介護保険サービスのみを社会

しかしながら，今「認知症の人のケアマネジメン

資源ととらえた実践は，前述のケアマネジメント

ト」に最も必要なことは，むしろソーシャルワー

定義にはそぐわないということになります。よっ

クの視点であると強調しておきたいと思います。

て，クライアントのニーズに対応するために，あ
らゆる社会資源にアプローチすることが，ケアマ
ネジメントの基本的姿勢となると言えそうです。
いずれにしても，クライアントの内面のみなら

14

地域包括ケアシステムの
課題と今後

ず，その外側にも問題を見いだし，そして，クラ

冒頭で地域包括ケアの定義を引用した「地域包

イアントと社会環境の双方にアプローチを仕掛け

括支援センター運営マニュアル2012」にも書かれ

る点において，ソーシャルワークとケアマネジメ

ているように，
「地域包括ケアシステムは『自助・

ントには強い相関性があると言えます。また，ソー

互助・共助・公助』それぞれの関係者の参加に

シャルワークには，複数のクライアントのニーズ

よって形成されるため，全国一律のものではなく，

を同時に支援していくクラスアドボカシー（集団

地域ごとの地域特性や住民特性等の実情に応じた

に対する権利擁護）やソーシャルアクションの視

システム」２）となるはずです。よって，地域包括

点が欠かせない一方，ケアマネジメントの領域で

ケアは，一部の地域においては以前から実践され

は，そこまでは認識がないように思われます。つ

続けているものの，大多数の地域においてはその

達人ケアマネ vol.7 no.4

図３

日常生活圏域の設定状況

厚生労働省老健局介護保険計画課：第５期市町村介護保険事業計画の策定過程等に係る
アンケート調査結果について（平成24年８月21日）

【設定された日常生活圏域の数】5,712圏域（回答保険者1,568）１保険者当たり平均3.64圏域を設定
【日常生活圏域の高齢者人口の規模】

【日常生活圏域と地域包括支援センターの設置】

10,000人以上
657圏域
（11.5％）

6,000人以上
10,000人未満
1,122圏域
（19.6％）

サブ・ブランチを含めて
圏域ごとに
地域包括支援センター
を設置していない
378保険者（24.1％）

3,000人未満
1,906圏域
圏域数
5,712

（33.4％）

3,000人以上6,000人未満
2,027圏域（35.5％）

サブ・ブランチを含めて
圏域ごとに
地域包括支援センター
を設置
166保険者
（10.6％）

回答
保険者
1,568

サブ・ブランチ含めず
圏域ごとに
地域包括支援センター
を設置
1,024保険者（65.3％）

実践はいまだ緒についたばかりであり，まだまだ

も課題があるように思えます。また，民間活力に

創設期の中にあると述べました。であればこそ，

委ねた事業所整備では，事業の採算性や利益率が

そのことを定義化したり，決めつけたりすること

優先されるため，クリームスキミング（cream

は今は忌避すべきであり，今後津々浦々の実践を

skimming）
（いいとこ取り）が生じることになり

積み重ね多様な実践定義が成されるべきであると

ます。今後，計画的な事業所整備を行うためには

考えています。「地域包括ケアはこうあるべきだ」

規制緩和ではなく，むしろ公的な関与を強化する

と論じるには，時期尚早の感が否めないのです。

必要があると言えるでしょう。

「地域」の定義においても，それぞれの地域性

そして，
「地域」とひと言で述べても，全国津々

が加味されるべきかと思われます。厚労省の定義

浦々あり，その特性はさまざまです。全国規模で

では「中学校区を基本とする」とあるのですが，

地域包括ケアを推進していくのであれば，都市部

実際は中学校区よりも広い範囲で日常生活圏域の

に焦点化したモデルだけではなく，沿岸部・島嶼

設定が成されているようです（図３）
。筆者も地

部・山間部・豪雪地帯などの複数のモデルを示し

域密着型サービスの運営を行う立場であります

ていくことも政府の役割として考えられます。

が，中学校区の全国平均人口は約11,000人であり，

とうしょ

先ほどから「政府」の責任を重ねて述べていま

その中で，クライアントの支援にかかる地域連携

すが，介護保険における保険者は言うまでもなく

を行うことを鑑みれば，経験則上，その範囲はよ

市町村です。もちろん，市町村の責任も大きいで

り狭い方が機能するのではないかと感じていま

すが，例えば次のような問題も見受けられます。

す。それは，中学校区であれば，かかわる住民は，

各市町村における第５期介護保険事業計画の策

自治会長や民生委員といったキーパーソンのみに

定は，
「日常生活圏域ニーズ調査という新たな計画

陥ってしまい，
“サトウさん”
“ヤマダさん”と

策定手法を導入」して行っています。しかし，そ

いった“ヒラ”の住民と出会う機会を喪失してし

の結果としては，
「全体の８割強の保険者（1,322

まう恐れがあるからです。

保険者）で日常生活圏域ニーズ調査」の実施が見

このように，現在の地域包括ケアにおいては，
その地域でのとらえ方があいまいであるところに

られたが，
「要介護者やサービス見込み量の推計に
当たって，地域診断の結果を反映させたと回答し
達人ケアマネ vol.7 no.4
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た保険者の割合は，保険者全体の２割弱」程度に
留まったと報告されています17）。このことからも，
市町村にすべてを委ねるのではなく，やはり，政
府がしっかりと公的責任において，地域格差の是
正を図っていくべきことが理解されるでしょう。
＊

＊

＊

＊

＊

以上，本稿においては，地域包括ケアシステム
を促進するためにはソーシャルワークの視点が不
可欠であることを述べました。しかし，それを成
すためには，養成カリキュラムや，福祉教育機関，
専門職団体，実践機関におけるソーシャルワーク
の普及が不可欠であり，その責務があることも最
後に付言しておきます。
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