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ソーシャルワーカーが担うべきソーシャルアクションの実践形態 

中島康晴 
 
 
あらすじ 
ソーシャルワーカーの使命とも言える権利擁護。人々の権利擁護の実践を行うためには、その周囲にある

社会環境に対する働きかけは欠かせない。クライエントの権利擁護を鑑みた際の、その社会環境とは家族や

地域の領域が主に該当する。では、ソーシャルワーカーが、その地域社会環境を変革する方法には、どの様

なものがあるのだろうか。私たちは、クライエントの暮らしと存在、そして、私たちの仕事を地域の中で

「ひらいて」展開し、地域住民に対して体験的学習を促進することを重要視している。このことを、事例を

通して具体的な説明を試みる。そして、斯様な実践を各地域で展開することによって、社会的包摂への道筋

が明らかとなることも示していく。 
 
■ソーシャルワークの要諦※1 
 世界第三位の経済大国と称されながらも、それに相応しい人々の暮らしが保障されているのだろうか

――。日々自問自答を繰り返す問いかけから筆を起こしたいと思います。ソーシャルワーカーの仕事は端的

に述べると、「クライエントの権利擁護の実践を通して、すべての人々の尊厳ある暮らしが成される社会を

構築すること」にあると私は考えています。個人の暮らしと周囲の社会環境は相互作用の関係にあり、個人

の暮らしを支えるためには、個人に対する支援と、社会環境に対する働きかけ、そして双方の「関係」に関

与することが求められています。であれば、ソーシャルワーカーは、社会構造を捉えるマクロの視点と、地

域社会を把握するメゾの領域、クライエントの暮らしを理解するミクロのそれぞれの視座を有していなけれ

ばならないはずです。しかしながら、多くのソーシャルワーカーたちの実践は、ミクロ領域の実践に終始し

ている傾向があります。つまり、冒頭の様な問いかけを行うソーシャルワーカーは非常に稀有なのではない

かと思うのです。マクロ・メゾ領域からクライエントの暮らしを捉える視点が欠如していることに現代のソ

ーシャルワークの課題があると私は捉えています。 

 「クライエントの権利擁護」の視点からも少し検討を試みます。このソーシャルワーカーの使命とも言わ

れる権利擁護には、次の 3 つの視点が欠かせないと私は考えています。①権利侵害から守る（予防する）、

②自己決定を支援する、③そのための社会環境を整えるために社会変革を行う。 
例えば、不適切なケアや虐待・拘束等の権利侵害を防ぎ、クライエントの主体性を守るために自己決定を

最大限尊重することを支援することが、①と②であり、この 2 つが権利擁護の起点となる考え方であると

認識しています。しかしながら、これらを遂行するためには当然に、周囲の社会環境を整える必要が強くあ

るはずです。自助機能のみでは、自らの暮らしの課題を克服できない状況下にあるクライエントの①と②を

支援するためには、それを実現するための社会環境の整備が欠かせないからです。つまり、次に述べるソー

シャルアクションや社会変革の視点がその実践の要諦として認識されるべきでしょう。昨今ケアワークの世

界においても、パーソンセンタードケアが久しく謳われています。そこでは、①と②について強く言われて

いるのですが、③の実践については殆ど論じられていません。③の実践なくして、①②の実践は成し得ない

にも拘わらず、です。私は、ここにケアワークの限界を感じています。 
現代社会福祉辞典によれば、ソーシャルアクションは次のように定義されています。 

 
「社会的に弱い立場にある人の権利擁護を主体に、その必要に対する社会資源の創出、社会参加の促進、社会環境の改善、

政策形成等、ソーシャルワーク過程の重要な援助および支援方法の一つである」※2。 
 

要点は、社会的に弱い立場にある人、暮らしに課題を抱えているクライエントの視点に立った実践を行う

こと、そしてその実践を行うために社会変革を行うことにあります。以上の事から私は確信を持って論じた

いと思います。「社会的に弱い立場にある人」の側に立って社会構造を変革し、全ての人々の尊厳ある暮ら

しが満たされる社会を構築することこそがソーシャルワーカーの使命であると。であればこそ、ソーシャル

ワークの要諦はまさに、ソーシャルアクションにあると言えます。 
 このことを前提に、では、ソーシャルワーカーは如何にして社会を変革すべきか。そのソーシャルアクシ

ョンの一つの方法論についてここでは叙述してみたいと思います。 
 
 
※1 本紙のテーマが「社会福祉士の役割と地域包摂」であることは理解しています。しかし、ここで私

は、ソーシャルワーカーの要諦はソーシャルアクションであることを述べていきます。一方で、社会福祉士
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及び介護福祉士法の定義を見れば、社会福祉士の仕事は、クライエントに対する「相談」「助言」「指導」及

び関係機関との「連絡及び調整」もしくは「連携」が描かれているだけのものとなっています（《定義》第

二条第一項・《誠実義務》第四十四条の二・《連携》第四十七条第一項）。ここには、社会環境に働きかける

ソーシャルアクションの視点が欠如していますので、本書では敢えて社会福祉士を使わずにソーシャルワー

カーを用いることにします。 
※2 野口定久『現代社会福祉辞典』有斐閣（CD 版）2003 年 
 
 
 
 
 
■ソーシャルアクションの一つの方法論 

社会を変えるということは、その構造や仕組みを変えることを意図しているのでしょうが、その基を成し

ている人々の意識を変えることこそが起点としてあると私は考えています。例えば、人権啓発講座や認知症

サポーター養成講座、この様な研修や講座で人々の意識はどれ程変わってきたのでしょうか。私は、斯様な

意識変化を意図した実践もソーシャルワーカーの仕事であると認識していますが、人々の意識を変革する最

も有効な方法は体験的学習であると捉えています。体験的学習とは、当初興味はなかったが関わっているう

ちに興味が湧いてきた、あるいは、その活動の必要性は認識していなかったが、無理やり引っ張り込まれて

関わっているうちにその必要性を認識するに至ったといったものです。学校教育においては、現場実習がこ

れに該当すると思われます。視覚や聴覚と言ったある特定の感覚器官のみを用いた学習よりも、あらゆる感

覚器官を用いた体験的学習こそが人々の意識に多大な影響を及ぼす、こう私は考えているのです。高橋満氏

も以下の重要な指摘をしています。 
 
「（社会）構成主義の見方では、興味・関心も社会的につくられるものとして理解されるのである。つまり、明確な興味・

関心が少ないとしても、信頼にもとづき結ばれた人びとの勧誘があれば人々は参加しようと考えるのではないか、と考える。

人びとは信頼できる友人や知人を仲介者として公民館での学習会やボランティアなどの活動に参加し、活動のなかで経験され

る楽しさ、達成感、感動などの情動の変容をとおして、参加の経歴を深めていくわけである。ここで経歴を深めるとは、興

味・関心がより強いものとなることであり、他者や自分自身を組織の一員としての視点からとらえるアイデンティティの変容

としてとらえられる」（括弧内は中島）※1。 
 

人々が体験を通して意識を変革・共有することができ、そして、この方法が有効であると考えれば、私た

ちソーシャルワーカーの為すべき実践は、人々の体験的学習が可能なメゾ領域内における展開が強く求めら

れるということになります。つまり、地域の中における体験的学習の機会を数多創造することが私たちの仕

事となるのです。 
そもそも多くの人々の暮らしは、暮らしに課題を抱える人々と同じ地域で暮らしながらも、殆ど接点を持

たずに形成されて来たのではないでしょうか。例えば、障がい児の多くは、幼稚園には通園していません。

小学校に入れば、特別支援学級や特別支援学校内で障がい児は処遇され、健常児とはわけ隔てた形での教育

が実施されています。高等学校・大学に行けばいく程この流れは顕著となります。かくて健常者の多くは、

障がいのある人々との接点を殆ど有することなく社会で暮らすこととなります。そして、この様に障がいの

ある人との接点を極端に奪われた環境下で大人になった人々が、障がい者に対して偏見や差別意識を抱いて

しまうことは想像に難しくはありません。 
教育哲学者・ジョン＝デューイも述べているように、人々の教育は、社会環境との相互作用によって成さ

れています※2。人々は、周囲の社会環境に主体的に影響を与える一方、その社会環境から同様に多くの影

響を受けて成長を遂げていくのです。こう考えれば、要介護高齢者・障害のある人・要保護児童・生活保護

受給者・刑余者等、他者との接点を極力奪われた形で成り立っている多くの人々の暮らしは、この様な暮ら

しに課題を抱える人々に対する理解や慮りを創出させない構造のもとにあると言えるでしょう。 
 であれば、ソーシャルワーカーの取るべきソーシャルアクションの一つの有効な方法は、クライエントの

暮らしを地域住民に触れてもらい・見てもらう、クライエントを支援する私たちの仕事を見てもらい・関わ

ってもらう体験的学習の機会を、地域の中に数多創出していくことにあることが理解されます。クライエン

トの暮らしと私たちの仕事を、地域に閉ざされた形で展開するのではなく、むしろ意図して「ひらいて」

※3 いく実践こそが有効であると考えるのです。 
このことを通して、暮らしに課題を抱える人々の暮らしと存在を、地域住民に身近なこととして感じても

らい、延いては、自らの事として捉えてもらうように導いていくことを狙っているのです。この視点や実践

は、前述の障がい者と健常者の峻別された暮らしの在り方とは、まさに正反対の接近を取るところに大きな
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特徴があります。 
社会環境との相互作用によって、人々の教育や成長が成されるのであれば、広範で多様な人々との関わり

を通して人間は、多様な立場や個性を尊重し合える意識を有するに至るでしょう。経済至上主義化した社会

の下、人々の意識の中に、効率と競争が蔓延し、他者に対する理解や配慮が希薄化しているのが現在の状況

であり、その事によって、人々の間に軋轢や対立が生じています。多くの人々は他者との関わりに煩わしさ

を感じ、他者との関わりを避けているようにも見受けられます。また、この他者との関わりを避けることに

よって、他者への理解や共感は稀釈され、その不理解から他者への対立や無関心が蔓延し、そこから更に

人々は他者との関わりを忌避するようになるといった悪循環が生じているのです。 
しかし、広範で多様な立場の人々との関わり無くして、私たちが他者に対する理解を深めることは出来ま

せん。逆に、他者に対する関わりを通して、私たちはその他者に対する共感と理解を促すことが出来るので

す。他者の思いや考えの全てを理解することは出来ないまでも、体験の共有や疑似体験、想像力を動員すれ

ばその一部は理解することが出来る。人間には斯様な能力が備わっていると私は信じています。であればこ

そ、多様な他者の暮らしに関わる体験を促進することは、上記の悪循環からの脱却を可能にすると言えま

す。 
クライエントの暮らしと私たちの仕事を、地域に「ひらいて」展開し、地域住民に体験的な学習を促進し

ていくことが人々の意識を変革する一つの有効は方法であることを論じてきました。最後にもう一つ言える

ことは、そのような力と強みをクライエント自身が有しているということ、そして、私たちの仕事にはその

ような可能性が秘められているという事実にあります。クライエントのストレングスと、私たち自身の仕事

に対する矜持も、地域社会との相互作用によってこそ確認することが出来るのです。 
 
 
※1 高橋満『コミュニティワークの教育的実践 教育と福祉を結ぶ』東信堂 P.63 2013 年 4 月 
※2 ジョン＝デューイ著・松野安男訳『民主主義と教育（上）』岩波文庫 PP.27-28「他者と共同して活

動している生物は社会環境をもっている。彼が何を行なうか、そして何を行なうことができるかは、他者の

期待や要求や賛成や非難によって決まる。他者と関連づけられているものは、他者の活動を勘定に入れるこ

となしに、自分自身の活動を遂行することはできない。というのは、それら他者の活動は、彼自身の行動傾

向を実現するために不可欠の条件だからである。彼が動くとき彼は他者を動かし、そして彼もまた他者に動

かされるのである。ある個人の活動をその人だけの孤立した行動によって説明することができると考えるの

は、全く自分ひとりで、買ったり売ったりしながら商売している実業家を想像してみるようなものである。

（中略）他者と共同して行われる行動に関係のある思考や感情は、極めて明白な協力的ないし敵対的な行為

と同じくらい、社会的な行動様式なのである」。 
※3 本書では、「開く」と「拓く」の双方の意味を併せ持つという意で「ひらく」と表記しています。 
 
 
■地域に「ひらいた」実践 
 ここでは、私たちの運営する法人 NPO 法人地域の絆における幾つかの事例を交えて実践的なお話をして

おきたいと思います。一点、留意してもらいたいのは、個人と同様に地域にも多様性があるということで

す。地域には多くの構成要素（規模や地理、気候、文化、歴史、宗教、言語、産業、環境等）が存在します

ので、画一的に捉えられるものではありません。また、画一的に捉えるべきでもないのです。よって、地域

性の違いを前提としながら、内容を吟味し、自らの実践組織や地域の状況に応じた形で、理解を深め援用し

てもらえれば幸いです。 
 まず私たちの法人の概要を簡潔に説明しておきます。図 1 にあるように、広島県内の 8 つの地域に拠点

を設け、地域に「ひらかれた」運営を行うという共通理解を持って各地で地域福祉活動の実践を行っていま

す。前述しました様に、同じ県内であっても地域性は実に様々ですので、理念や方針といった共通理解は法

人内で確立しながらも、その方法は地域に応じた多様な実践を取っていることが私たちの組織の特徴である

と言えます。 
 また、これらが、地域福祉活動の拠点として機能するためには、次の視点も重要です。それは、拠点の有

する機能は複数あった方が良く、その複数の機能が複合的・有機的に連動した方が良いということであり、

そのことを通して、様々な人々と私たちは繋がることができ、そして、多様な人々同士を繋げることもでき

るということにあります。ですので、拠点毎に私たちは地域密着型サービス（介護保険事業）と対象者を高

齢者に限定しない相談支援事業、そして、全ての人々の尊厳が守られるまちづくりのための活動としての地

域交流事業、最低でもこれら 3 つの機能を意図した展開を行っているのです（図 2）。 
 さて、この様な各拠点における実践事例をここでは大きく 3 つ程紹介します。 
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 一つ目は、地域交流事業として、まちづくりを念頭に置いたイベント運営における実践です。私たちの実

践の要諦はクライエントの暮らしと存在を地域に「ひらいて」行くことにあると述べてきました。であるな

らば、私たちが実践する地域活動やまちづくりの取り組みは、その中心にクライエントの存在が無ければ意

味がありません。ですので、イベントの運営においても、クライエントの存在を強調すべく、主体的な役割

を担ってもらうことにしています。 
 ある拠点では、イベントの当日に販売する食品の多くをクライエントと職員、地域住民とで調理し、クラ

イエントが店頭販売をする実践を行っています。写真 1 はまさに、クライエントらが調理した豚汁や、う

どん、善哉を店頭でクライエントが販売している場面です。年齢の若い障がい者の施設等では、斯様な風景

は珍しくは無いかも知れませんが、介護保険の施設等ではあまり見かけられない光景ではないでしょうか。 

当然、イベント参加者の多くは、これらの調理にクライエントが携わっていることを理解しながら食品を

購入し、美味しいと褒めてくれながら食しています。 
 また別の拠点では、クライエントが制作した小物を、制作したクライエント自らが店頭販売する取り組み

も成されています（写真 2）。この実践では、売り上がった現金は、クライエントが受領する仕組みとなっ

ています。人が他者の役に立てたことをより実感できる方法として、対価としての現金をクライエントに受

領してもらう方法を私たちの法人では取っているのです。この様に、クライエントの暮らしを地域に「ひら

く」ことによってこそ、閉ざされた施設等の内部では存在しない様々な関係性を得ることと同時に、多くの

役割を創出することが出来るのだと思います。 
 写真 3 は、音楽の演奏・合唱を披露する前に、元中学校長のクライエントに挨拶をしてもらっている場

面を写したものです。若輩の私などのそれよりも、伝え方・風格・内容全てにおいて優れていると実感しま

した。イベント運営を行う際の私たちの目的は、煌びやかで壮大な催しをすることにはありません。クライ

エントの役割創出と地域住民に対する体験的学習の成果を狙っている訳ですから、この様な小さな実践の積

み重ねこそが重要視されるのです。 
 二つ目に紹介する事例は、中学校のすぐ傍にある私たちの拠点における実践です。この地域には特殊な戦

争体験をされた方が多く住んでいました。中学生の教育の一環として、是非ともその体験をされた高齢者の

話を聴きたいということで、当拠点に中学校から打診があったことが始まりです。認知症のある 3 名のク

ライエントがその対象者でした。 
 職員はまず、学校に対して、本人宛の講師派遣の依頼文の提出を求めました。それを 3 名の方に手渡し

し、学校に赴きました。来賓待遇の中学校の受け入れ態勢の中、熱心に中学生たちも話を聴いてくれたこと

を切っ掛けに、その後、クライエントの身体・精神機能の向上が見られたのです。また、聞き取りによっ

て、中学校教諭と中学生たちの認知症のある人に対する意識の変化が認められました。ここで強く伝えてお

きたいことは、例えば、私や職員の認知症講座の開催では、学校教諭と学生の意識は中々変わらないだろう

ということです。より重要なことは、クライエントの当事者性を、クライエント自らが「ひらいて」共有す

る過程と、体験の中で人々の意識が変わる過程の二つが存在する点にあります。要するにクライエントにも

「強み（ストレングス）」があるということです。 
以上の実践では、クライエントの存在を地域に「ひらいて」いくのみならず、多様な地域住民との関わり

の中で、クライエントの強みを引き出し、役割を創出している所にも大きな特徴があります。私たちにとっ

ては、地域は変革する対象であると同時に、クライエントの強みを引き出し、役割を創出させてくれる豊潤

な場所でもあるのです。 
 最後は、地域で暮らす多様な人々を繋いでいく実践を紹介しておきます。一つは、世代間を繋ぐというこ

とを意図したイベントの運営を行っています。写真 4・5 の地域では、20 代～40 代の世代が地域活動に参

加しないため、活動の継続性の危ぶまれる声が上がっていました。そこで、私たちは、これらの世代の人々

に地域活動に参加してもらう契機を創るためのイベントの運営を 7 年に渡って続けてきました。これらの

世代を地域活動に呼び込む方法は、子どもを対象としたイベントを行うことです。じつは、そうすることに

よって、親世代がカメラとサイフを持ってやって来ることを狙っているのです。これらのイベントを通じ、

少なくとも累計 5 名の方の地域活動への参加が認められるようになりました。 
 いまひとつは、施設機能を有している私たちの拠点に地域住民が立ち寄れる空間を設けていることです。 

その空間には、それぞれの日にちや時間帯毎に、色んな人々が出入りをしています（写真 6・7・8）。例

えば、同じ地域に住んでいる住民同士が、異なる日時に、同じ足湯や喫茶コーナーを利用していることがあ

ります。それらを可視化して、お互いに意識をしてもらえるように、来所者名簿を作成し、他の地域住民の

誰が出入りしているのかを共有してもらうことや、伝言ノートを設置し、そのノートを通して繋がってもら

うことなども行っています。また、ある地域住民が作った作品を展示することによって、その作品を見て、 

その住民がこの拠点を出入りしていることを共通理解するに至ることもあります。 
 私たちソーシャルワーカーは、良くも悪くも“余所者”です。しかし、その“余所者”の良さを活かす視点を
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実践家は有しておくべきです。“余所者”であればこそ、既存の関係や形に拘束されない広範で多様な実践が

可能となるのです。今まで繋がり得なかった既存の地域組織同士を繋げることや、人々を比較的容易に繋げ

ることが出来ること、いわば触媒となれることが強みと言えるのではないでしょうか。もう少し言えば、

“余所者”は、またその地域に異なる“余所者”を呼び込むこともでき、既存の人々の繋がりに、新たな価値や

刺激を与えることに寄与することが出来るかも知れないのです。 
 ソーシャルワーカーが中心に据えるべき地域住民に対する体験的学習の在り方は、クライエントの暮らし

と存在、そして、私たちの仕事を地域に「ひらいて」いくことにあります。しかし、一方で、クライエント

や私たちの仕事のみならず、今まで、平素は接点を持たない人々同士を繋いでいくことも、地域社会の変革

には欠かせぬ要素であると認識しています。つまり、多様性を認め合える社会を地域の中で創造していくこ

とが出来れば、それは自ずとクライエントの暮らしの質を高めることに繋がるのです。人々は、体験の中で

こそ学ぶことが出来る。であるならば、地域の中で多様な体験を創出していくことこそが、多様性を共有す

る地域社会の構築へと繋がるのではないでしょうか。 
 
 
■地域包摂と社会変革 
 多様な人々との関わりという体験的学習を通して、多様性の認め合える地域社会を構築する。そして、そ

こにソーシャルワーカーの役割を示すことを本章では試みました。「地域包摂」に照らして考えてみましょ

う。地域から排他・排斥されている状況にある人々の支援を行うソーシャルワーカーが、その人々の暮らし

と存在を地域に「ひらいて」、地域住民に対する体験的学習を促進することによって、地域住民に支援を必

要とする人々の事をより身近に感じ、自らの事として捉えてもらう――すでにお気づきの方もおられるかも

しれませんが、ここに示された実践が、まさにこの「地域包摂」の実践そのものなのです。 
ただし、同時に、私たちの実践は、「地域包摂」に止どまらないこともここでは示しておく必要がありま

す。なぜなら、地域における体験的学習の結果、他者及び多様性に対する理解を深めることが出来るように

なった地域住民は、今度は、疑似体験と想像力を駆使して、直接接点を持たないより広範な人々のことを慮

るようになるだろうからです。そうであれば、私たちの実践は、「地域包摂」の領域を超えて、社会的包摂

を実現する社会の変革へと繋がっていると言うことができます。ここに、「すべての人々の尊厳ある暮らし

が成される社会を構築する」為の道筋が見えてくるのです。 
 最後に、もう一度ジョン＝デューイに帰ってみましょう。彼は、社会環境や歴史を人々が主体的に変容し

利用することの重要性を指摘しています。それを促進することが教育における一つの役割であるとも言って

います※1。仮に、ソーシャルワーカーが社会変革を促進していないとすれば、そのソーシャルワーカーは

どの様な教育を受けてきたのでしょうか。そして、ソーシャルワーカーに対する教育は今後どうあるべきな

のでしょうか。養成カリキュラムや、教育機関・専門職団体・実践機関における全ての教育システムに対し

て、今一度、社会変革のできるソーシャルワーカー教育の重要性について強いメッセージを投げかけておき

たいと思います。 
 
 
※1 「生活とは、環境への働きかけを通して、自己を更新していく過程なのである」（ジョン＝デューイ

著・松野安男訳『民主主義と教育（上）』岩波文庫 P12）。「可塑性すなわち経験から学ぶ力は、習慣の形

成をもたらす。習慣は、環境を制御する力、環境を人間の目的のために利用する力を与える。習慣は、慣れ

という形、すなわち有機体の活動と周辺の情況との全般で持続的な均衡状態という形もとれば、また、新た

な状況に対処するために活動を適応し直す能動的能力という形もとるのである。前者は成長の下地をなし、

後者は成長をつくり出すのである。能動的習慣は、新たな目標に能力を適用するための、思考力、発明力、

独創力を含んでいる。それらは、成長が止まったことを示すきまりきったやり方とは反対のものである。成

長は生命に特有のものであるから、教育は成長することと全く一体のものであり、それはそれ自体を越える

いかなる目的ももたない。学校教育の価値基準は、それが連続的成長への欲求をどの程度までつくり出す

か、そして、その欲求を実際に効果のあるものにするための手段をどの程度まで提供するかということなの

である」（同、PP.91-92）。 
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図 2

各地域福祉センター ３つの機能

地域包括ケア
（コミュニティケア）

小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型共同生活・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等を含む

コミュニティワーク 地域交流事業

相談支援
社会福祉士事務所
（福祉よろず相談室）

• 小規模多機能型居宅介護

• 社会福祉士事務所

• 地域交流事業

地域福祉センター
仁伍

（福山市木之庄町）

• 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

地域福祉センター
向永谷

（福山市駅家町向永谷）

•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

地域福祉センター
宮浦西

（三原市宮浦）

• 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

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

•認知症対応型通所介護

•福祉よろず相談室

•地域交流事業

地域福祉センター
鹿川

（江田島市能美町鹿川）

•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

地域福祉センター
幸崎

（三原市幸崎）

•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

地域福祉センター
佐方

（廿日市市佐方）

•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

地域福祉センター
北吉津

（福山市北吉津町）
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