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地域包括ケア時代に求められる
介護施設・事業所の位置づけと役割
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地域包括ケアシステムのとらえ方
～社会資源活用法

地域包括ケアのとば口にあるのは
地域住民との直接のかかわりと対話
　厚生労働省の示す地域包括ケアの定義を鑑みる

と，そこには２つの基軸をとらえることができま

す＊１。１つ目は，人々が暮らしたいと望む地域に

おける暮らしの支援であり，２つ目は，その支援を

あらゆる社会資源を活用して展開することです＊２。

　重大な自傷他害のない限り，本人の希望する地

域での暮らしを支援していくこと，この実践その

ものが人々の尊厳保障であり，権利擁護に連なる

ものであると私は考えています。そして，この

人々が自らの暮らしの場所を決定する自由を保障

する人間の尊厳保障を実現することこそが，私た

ち社会福祉実践家の真骨頂なのです。それは，今

ちまたで言われている「消滅可能性都市」論や

「コンパクトシティ」論，「日本版CCRC構想」と

は対極にある，まさに人間の自由を守る闘いであ

ると言えるでしょう。

　しかしながら，暮らしに困難を抱える人々の如

上の自由を支援するためには，そこに用いるサー

ビスや社会資源を私たちはより広範にとらまえる

必要があります。なぜならば，人々の暮らしは質

的にも時間的にも実に幅広く，その支援に福祉・

介護領域の専門職だけで対応することは困難を要

地域包括ケアシステムのとらえ方
～社会資源活用法

し，かつ現実的とは言えないからです。

　これらのことから，地域包括ケアシステムを実

践論から押さえるためには，社会資源に対する認

識を整理する必要性が浮上してきます。社会資源

は一般に次のように定義づけられています。

「社会的ニーズを充足するために活用できる，

制度的・物的・人的な分野における諸要素，ま

たは関連する情報。具体的には，制度，機関，

組織，施設・設備，資金，物品，さらに個人や

集団が有する技能，知識，情報などである。

また，社会資源を供給する主体から分類する

と，家族，親戚，友人，同僚，近隣，ボランティ

アなどのインフォーマル・セクターによるも

の，および行政，法人などのフォーマル・セク

ターによるものとに分けることができる」１）

「福祉サービスや各種の制度，地域住民による福

祉活動など，問題解決の手段として役立てるこ

とのできる一切のものを“社会資源”という」２）
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　ヒト，モノ，カネ，制度といった容易に可視化

ができるもののみならず，人々の有する知識，技

術，情報なども社会資源ととらえていることは特

筆に値します。これら物理的な認識や可視化の困

難な社会資源を把握するためには，私たちにその

地域の人々との日常的で綿密なかかわりが求めら

れるからです。であればこそ，地域包括ケアのと

ば口には，この地域住民との直接のかかわりと対

話があることが確認できるでしょう。

　そして，これら社会資源をより広範に押さえるこ

との重要性が如上の定義では，明示されていま

す。幅広い人々の暮らしを支援するためには，あ

らゆる社会資源を選択して活用することがその基

盤になければなりません。支援を必要とする人々

の外部にあるあらゆる環境を社会資源ととらえた

実践が，この地域包括ケア時代ではより求められ

ているということです。

＊１　「『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」地域包括ケア研究会：
地域包括ケア研究会報告書―今後の検討のための論点
整理，三菱UFJリサーチ＆コンサルティング，P.3，
2010.より
　「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の多様な社
会資源を本人が活用できるようにするため，包括的お
よび継続的に支援すること」2011年度地域包括支援セ
ンター運営マニュアル検討委員会：地域包括支援セン
ター運営マニュアル2012―保険者・地域包括支援セン
ターの協働による地域包括ケアの実現をめざして，長
寿社会開発センター，P.14，2012.より
＊２　本稿では，生計を立てるなどの経済的活動を彷

ほう

彿
ふつ

させる「生活」ではなく，人々の存在に対する肯定感
を強く醸し出し，「生活」をより広範な意味にとらえる
ことのできる「暮らし」を用いています。併せて，「利
用者」「クライアント」「当事者」という選別主義や権
力関係の心証を強化する恐れのあるこれらの表記をな
るべく控え，「人々」と表現するよう努めています。

地域包括ケアシステム構築にはニーズ優先アプ
ローチで社会資源をつかまえる視点が不可欠
　では，社会資源をより広範に把握し，それを

人々の支援へとつなげていけば，それで地域包括

ケアシステムは確立するのでしょうか。実は，そ

れほど単純にとらえられるものではありません。

　人々のニーズを中心に，その代弁機能を果たす

ことを前提に社会資源を注視すれば，既存の社会

資源だけでは対応が困難な事例は枚挙にいとまが

ないほど存在します。そこで，私たちには，事例

によっては，社会資源の把握のみならず，発掘，

改変，創出などの手法を取る必要が生じてきます。

既存のサービス，社会資源を前提として人々の

ニーズを検討する方法をサービス優先アプローチ

と言い，人々のニーズを中心にサービス，社会資

源を調整する実践をニーズ優先アプローチと言い

ますが，私たちの旧来の実践はこのサービス優先

アプローチが取られていたと認識します。しかし，

今や，人々のニーズの多様化を目前にニーズ優先

アプローチを取らなければ，対応が実に困難な事

例が増えているのです。であるならば，地域包括

ケアシステムの構築においては，ニーズ優先アプ

ローチで社会資源をつかまえる視点が不可欠とな

ります。

　例えば，人口の少ない山間地域で，若年性認知

症の人の支援サービスを検討する際，そのニーズ

に対応する社会資源がなかったとします。このよ

うな場合は，ニーズ優先アプローチで支援活動を

進めるしかありません。よって，この人のニーズ

に応え得るサービスを新たにつくることを検討す

ることになります。しかし，若年性認知症の人の

専用のサービスを新たに創出しても，同様のサー

ビスへのニーズは人口の少ないこの地域ではほか

に見当たらない可能性があります。であるならば，

「認知症カフェ」などのイン・セミフォーマルな

16 真・介護キャリア ◆ Vol .12 No .4



居場所の確保や，既存のフォーマルなサービスに

対象領域を広げてもらうような社会資源への働き

掛けを通して，新たな社会資源を創出したり，既

存の社会資源を改変したりすることなどが求めら

れるでしょう。

　このように人々のニーズに対応できる社会資源

が地域に不在である際も，私たちが社会資源を発

掘・改変・創出する確たる観点を有しておれば，

その人々のニーズに応えることができるのです。

　ここまでは，地域包括ケアシステムを創造する

ための実践的見地から社会資源の活用法について

論じました。地域包括ケア時代に求められるその

活用法とは，人々のニーズを中心に据え，社会資

源をより広範に把握すること。そして，その把握

のためには地域住民との日常的なかかわりと対話

が不可欠であること。最後に，社会資源はあるも

のをそのまま用いるのみならず，時に発掘・改変・

創出するといった変革の対象としてとらえるべき

ものであることを示しました。しかし，社会資源を

変革することは誰にでもできることではなく，そ

こには私たちの専門性や新たな方法を模索する必

要が生じてきます。次に，さらに深部を論じます。

ケアワーク（介護職）に求められる
専門性と役割

人 と々その背景にある社会環境を
一体的にとらえた支援
　この時勢に求められる介護保険事業にかかる専

門性とは何でしょうか。人々の暮らしたい場所に

おける支援を地域で敷
ふ

衍
えん

し，そのために地域にお

けるあらゆる社会資源を射程に収めた実践を展開

する。地域包括ケア時代においては，このような

展望を実現する専門性の担い手が求められていま

す。これらは，人々の内部にある問題に着眼し，

個別支援を展開していた従来の医療やケアワーク

の領域では対応が困難です。人々の問題を人々の

内部と外部にある社会環境との相互作用に見いだ

すソーシャルワークの専門性が不可欠であると私

は考えています。旧来より，ソーシャルワークで

は，人々に焦点化した支援に終始することなく，

人々とその背景にある社会環境を一体的にとらえ

た支援が理論的にはその中核に位置づけられてき

ました。「理論的には」と記述するのは，実践と

してはいまだ十分な展開が見られていないと自戒

の念と共に感じているからです。

　このソーシャルワークの定義をここでは次のよ

うに示しておきます。

①暮らしに困難のある人々に直接支援を行う

こと

②人々が暮らしやすい社会構造（家族，地域，

社会から成る構造）を構築するよう働き掛

けること

③人々のニーズを中心に，人々と社会構造と

の関係を調整すること

④政府・行政に対し，人々のニーズを代弁し

た社会的活動（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，すべての

人々の尊厳が保障された社会を創出する専門

性の総体を言う（図）。

　私たちの暮らしは，あらゆる社会環境との相互

作用によって成り立っています。であればこそ，

私たちの暮らしの質を左右するのは，私たち自身

の様相であると同時に，社会的な問題であると言

えます。ソーシャルワークは，この自明の理に依

拠しつつ，人々への直接的な支援のみならず，そ

の周囲の社会環境への介入をもその実践領域に収

めているのです。ここで言う「社会環境への介入」

は，前述した社会資源への接近法と筋道が合う話

でもあります。

ケアワーク（介護職）に求められる
専門性と役割
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権利擁護における社会環境への介入
　2006年の介護保険法改正時，周知のとおり，

法の目的に要支援・要介護高齢者の「尊厳を保持

し」という文言が加えられています。この人々の

尊厳保障の実践を一言で表現するならば，それは

「権利擁護」という言葉に置き換えることができ

るでしょう。この権利擁護の観点からも実はソー

シャルワークが重要であるということをつかんで

おきたいと思います。

　法律の専門職も含め，一般に権利擁護の実践に

は，①権利侵害を防ぐこと，②自己決定を支援す

ることの２つが重要であると言われています。①

では，不適切なケアを改善し，ひいては，不要な

身体拘束や虐待を防止することが想定され，②で

は，人々の自由意思に基づく暮らしを保障するこ

とが根底にあると考えます。

　しかし，ここで問題となるのは，顕著な身体機

能の低下や認知症などによって暮らしに困難のあ

る人々の①と②をいかにして支援するのかという

ことです。その困難性の高さゆえに私たちは，社

会資源をより広範にとらえ，社会資源そのものを

変革していく必要があることを指摘してきました。

であるならば，権利擁護のもう一つの重要な要素

が見えてきます。それは，①と②の実践を展開す

るために，社会構造に調整と変化を促す介入を果

たすことの必然性にあります。昨今のケアワーク

の領域でも①と②についてはうたわれてきました

が，この３つ目の視点はソーシャルワークに特有

の領域であると理解しています。

ケアワークにはソーシャルワークの
視座が不可欠
　これらのことを少しまとめてみると，これからの

ケアワークには地域包括ケアが求められている以

上，ケアワークには従来型の実践に新たな役割を

付加する必要があると言えます。そこには，まさ

にソーシャルワークの視座が不可欠であり，その

意味において，地域包括ケアは，ケアワークにソー

シャルワークの機能を添加することによってその

システムの創造が促進されると言えるでしょう。

　ここまで，地域包括ケアシステムを敷衍するた

めには，多様な人々のニーズを中心に，サービス，

社会資源などの社会環境を変革することの重要性

を説いてきました。人々の暮らしは，その社会環

境と相互作用の関係にあるわけですから，これは

当然のことであると言えます。しかし，理論的に

はそうであっても，このことを実践に置き換えて

考えれば考えるほど，その困難さが高じてきます。

地域包括ケアシステムを論じる上で，人々の最も

直接的で重要な社会環境は地域であると言えます。

つまり，人々の支援を通して，時にこの地域を変革

することが今の私たちには求められているのです。

　次に，その困難を乗り越える一つの方法を提案

したいと思います。

状況的学習論と地域変革
地域包括ケアとはまちづくりの実践が
付加されたケアである
　地域包括ケアは，人々の暮らしの支援にかかる

個別支援と，すべての人々の尊厳の守られたまち

づくりを目指す地域支援とが有機的に複合された

状況的学習論と地域変革

「全米ソーシャルワーカー協会（NASW）の定義」（1981年）を基に作成

図　ソーシャルワーカーの実践

①暮らしに困難のある人々に直接支援を行うこと
②人々が暮らしやすい社会構造（家族，地域，社会から成る構造）
を構築するよう働き掛けること
③人々のニーズを中心に，人々と社会構造との関係を調整すること
④政府・行政に対し，人々のニーズを代弁した社会的活動（ソー
シャルアクション）を行うこと

人々（People） 社会システム（System）

政策（Policy）ソーシャルワーカー
（社会福祉実践家）

１ ３ ２

４
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概念であると私は理解しています。つまり，まち

づくりの実践が付加されたケアであると考えるの

です。言わずもがな，まちづくりは社会福祉領域

でのみ敷衍されていくものではないため，この時

点で，社会福祉領域以外の知見と実践が不可欠と

なるのが地域包括ケアであることが付言できると

思います。よって，私たちは，社会福祉領域をその

外部に開いていくことと同時に，外部の知見と実

践を取り込んでいくことが求められているのです。

従来の学習論と状況的学習論の違い
　ここでは，人々のニーズを中心に地域を変革す

る方法を，社会教育分野の状況的学習論を用いて

説明を試みます。これは，当法人の地域包括ケア

の実践の中核に据えている理論でもあります。状

況的学習論は，2003年にレイブとウェンガーに

よって提唱されたと言われています。

　高橋は，従来の学習論とこの状況的学習論の違

いを次のように説明しています。

　「従来の学習論では，学ぶとは，（中略）知識の

蓄積がさまざまな領域の生活・活動に転移可能で

ある」こととされているが，「これに対し状況的

学習論は，知識や技術そのものが状況依存的であ

ることを主張する。そして，学ぶということを科

学的知識・技術を覚える，頭に記憶として貯蔵し

ていくものとしてではなく，実践コミュニティへ

の参加としてとらえる。（中略）従来の心理学や

社会学の見方では，ある行動にはその行動をもた

らすものが動機として既に存在することを前提と

する。（中略）状況論的アプローチは，動機その

ものが実践への参加のなかで形成されるととらえ

る。これと同様に，意味とは，対象そのものに内

在する属性ではなくて，状況依存的であり，他の

人々との相互作用をとおしてつくられる。あくま

で実践の参加にかかわる関係概念としてそれをと

らえようとする立場にたつ」３）。

　つまり，従来の学習論では，教育者による“正

しい”知識と技術の伝達を通して，学習者の認識

を変容し，次に暮らしや活動における行動の変化

へと連ねていくことが想定されているようです。

一方で，状況的学習論は，学習者の活動への参

加・行動が先にあり，その参加における人々や環

境との相互作用によって，学習者の学びや学びの

動機そのものが創出されるというものです。

　地域包括ケアを検討する折，この旧来型の学習

論の代表例としては，認知症サポーター養成講座

が挙げられます。ここでは，認知症の疾患や症状

の特徴，その対応方法などについて，共通のテキ

ストを用いて講義がなされ，地域住民はその知識

と技術を講座で習得します。このことの成果とし

て，地域住民は認知症のある人への認識を変え，

地域における暮らしや活動の際に，認知症のある

人たちに対する何らかの支援的・肯定的行動を起

こすことが期待されているのです。

　しかし，どうでしょう。世の中には，正しい認

識を有していても，正しい行動の取れない人が多

く存在するのではないでしょうか。悲しいことで

はありますが，差別は良くないと認識していても，

差別的な行動をつい取ってしまう人など決して珍

しくはないのです。つまり，知識と技術を伝達し，

人々の意識に変化が見られたとしても，それが必

ず行動の変容へと連なるのかは未知数であるとい

うことです。

　この例で状況的学習論を検討すると，認知症の

講座を開くよりも，まずは実際に認知症のある人

との対話やかかわり，認知症のある人への支援活

動に参加してもらうことから始めることになりま

す。その活動への参加を通して，認知症のある人

の暮らしや存在を間接的な情報としてではなく，

直接からだで感じ取り，気づいて，考える契機を

提供することになると思われます。また，ここに
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は相互学習という前提があるので，参加した地域

住民のみならず，認知症のある人や職員にも学習

の機会が与えられたことになるのです。地域住民は，

このような活動への参加を通して，学びを深め，認

識と感情を変容させ，さらには，その行動の変化

を生み出すことができるものと考えられています。

状況的学習論をどのように用いるか
　少し異なる分野の叙述が続きましたが，状況的

学習論を私たちの実践にいかに用いていくかにつ

いて話を進めたいと思います。

　私たちの支援を必要とする人々，例えば，障が

いのある人々とそうでない人々は，当然同じ地域

で暮らしているのですが，その両者の接点は極め

て少ない現状があるのではないでしょうか。重度

の障がいのある子どもたちは，幼稚園や保育園で

はなく，施設で処遇されていることが多く，小中

学校でも，特別な教室・学校での教育がなされて

います。高等学校・大学では，社会の人口比と比

較すると，障がいのある子どもたちはほとんどい

ない状況です。このような状況下で育った障害の

ない子どもたちが大人になった時，障がいのある

人々にある種の偏見や差別意識を抱いてしまうこ

とは想像に難くはありません。つまり，状況的学

習論からこの問題を鑑みたならば，健常者が障が

い者のことを理解していないのは，そのような

「状況」により両者の接点が収奪され続けてきた

からだと言えるのです。

　今，介護保険事業者の前には実に大きな苦難が

たたずんでいます。独居高齢者と高齢者のみの世

帯が急増し，家族介護者も，３人に１人が70歳

以上の高齢者であり，同じく３人に１人が男性で

す。家族の介護機能の顕著な低下を前に，私たち

は今一度，地域住民との関係を復興する取り組み

を各地で展開する必要に迫られています。人々が

自由意思に基づいて，自らが暮らしたい地域で暮

らし続けるためには，社会保障制度の充実のみな

らず，その地域で暮らす人々の互酬性や信頼関係

の構築が不可欠です。それは，認知症のある人の

暮らしと存在について，地域で暮らす人々が共通

理解を図ることを意図した実践であるとも言えま

す。本稿では，幾度となく社会変革や地域変革の

必要性を強調してきましたが，それはさほど大上

段に構えたものではなく，社会や地域における多

様な人々の暮らしに対する共通理解を醸成してい

くことにあると理解すべきです。

　では，介護保険事業者が，このような共通理解

を地域に敷衍するためには，どのような具体的方

法が考えられるのでしょうか。実は，それは何も

難しいことではありません。私たちが日頃支援し

ている人々の暮らしと存在を地域にひらいていけ

ばよいのです。事業所を利用している人々と地域

に出向き，レストランや食堂で食事をし，公共交

通機関を用いて移動し，地域活動への参加・参画

を果たしていけばよいのです。つまり，支援をし

ている人々と地域住民とのかかわりと対話の機会

を意図して増やす，これだけのことです。前述し

たように，健常者と障がい者が同じ地域で暮らし

ていながら，かかわりと対話の機会が収奪されて

いるこの状況と，真逆の状況を地域で数多創造す

ることをねらうべきなのです。

　ですので，当法人の実践では，一人暮らしの認

知症高齢者の支援に，近隣の住民宅へ本人と一緒

に何度も足を運んで協力を要請している事例も見

受けられますし，サービス担当者会議にも地域住

民の参加が見られています。また，地域活動時に

は，必ず活動の内容に認知症高齢者の役割が存在

し，地域住民との自然なかかわりと対話が生まれ

るような場面を設けています。例えば，イベント

時に販売する物品や食品を認知症高齢者と地域住

民，職員と共に作り，当日は認知症高齢者に販売
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を担当してもらったり，大衆向けのあいさつが得

意な認知症高齢者にはその役割を担ってもらった

りすることなどが挙げられるでしょう。

　加えて，私たちは，サービスを利用している

人々の暮らしと存在を地域にひらくことのみなら

ず，私たちの仕事も地域にひらくことを強く意識

しています。私たちが日頃苦悩と苦闘の中で人々

の支援活動を行っている姿を地域住民に見てもら

い，その活動に参加してもらうようにしているの

です。そのことを通して，私たちの仕事の尊さや

困難さを地域住民は理解してくれるようになりま

す。人によっては，非協力的であった態度が，私

たちの仕事に対して敬意を示してくれるように変

容していったこともありました。このように，暮

らしに困難のある人々と私たちの仕事の内実を覆

い隠すことなく，むしろ強調して地域にひらい

て，直接かかわりや対話のできる状況をつくって

いくことにこそ，地域住民に対して，障がい・認

知症や福祉・介護の問題を身近なものととらえ，

ひいては，自らのこととして実感してもらう状況

的学習の機会を提供することにつながると考える

のです。

地域変革から社会変革へ
　特に，社会保障や社会福祉からとらえた現下の

社会構造には，多くの閉塞感が漂っています。「こ

のままでは社会が立ち行かなくなる。社会を変え

なければいけない」と多くの人は感じているので

はないでしょうか。しかし，社会福祉実践家とし

て，ソーシャルワーカーとして，社会変革の重要

性は認識しているものの，それを具体的にどう展

開していけばよいのか分からない人が多いのも事

実でしょう。

　本稿で取り上げた状況的学習論を用いた地域住

民への意識・感情・行動変容に向けた社会福祉実

践は，その停滞している社会福祉実践とソーシャ

ルワークの社会変革に対する一つの打開策へと昇

華していくものと信じています。よく「福祉に理

解がない地域住民」が多いとの愚痴が専門職から

聞こえてくるのですが，これらは裏を返せば，「福

祉を理解する状況を奪われてきた地域住民」とと

らえることもできます。であるならば，私たちは

決してあきらめることなく，福祉を理解してもら

える状況を地域に創出する努力を堆積していくべ

きです。

　状況や経験が人々の認識，感情，行動に多大な

影響を与えるのであれば，人々が顔を合わせて会

する状況の生まれ得る地域は，実に多くの潜在的

な力を秘めた豊潤な場所であることが分かります。

そして，そこでの私たちを含めた地域住民間の相

互学習を通して，私たちは多様な人々への理解と

慮りを始めるようになるのです。これらの取り組

みは，すべての人々の尊厳の守られた地域社会を

構築する推進力となり，地域包摂や地域変革へと

連なることでしょう。そして，地域の中で直接的

なかかわりや対話を通して，多様な他者への理解

や共感を獲得した人々は，今度は，直接的なかか

わりを有さない時空的・物理的にも遠く離れた

人々に対する共通理解への接近を志向するのでは

ないかと私は考えています。そうです，これら地

域包摂や地域変革は，確実に社会変革へとつながっ

ているのです。であるならば，ここで示した方法

は，まさに私たちが実践する社会変革の一つの実践

形態になり得ると，その展望を開いているのです。
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