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は じ め に

　平成27年４月の介護保険制度改正により新しい総合事業への移行がスタートした。住民

主体の多様な生活支援サービスの拡充にむけて生活支援体制整備事業も開始され、生活支

援コーディネーターの配置や協議体の設置が各地で進みつつある。

　専門職中心に行われてきたこれまでのサービス提供体制に対して、総合事業では住民主

体のさまざまな活動やサービスと専門的な援助が協働し、要支援者等の生活を地域で支え

ていくことが必要になる。従来も、インフォーマルなサポートと連携したケアマネジメン

トの重要性が指摘されてきたが、ともすれば専門職の側がケアプランのために住民を「活

用」するような発想になりがちな面もあった。しかしこれからは、むしろ住民が主体とな

り専門職のサポートを得ながら地域の支援体制をつくりだしていくような取り組みを進め

なければならない。本調査研究ではこうした問題意識に立ち、具体的な事例検討をモデル

地域で行うことにより、要支援者等への支援にあたっての住民と専門職の協働のあり方や

協働をすすめるための基盤について検討を行った。

　本報告書は、主として専門職を対象にまとめられており、地域包括支援センター職員、

介護支援専門員、社会福祉協議会の地域福祉コーディネーター（コミュニティソーシャル

ワーカー）、コミュニティワーカー、生活支援コーディネーター、行政職員等、要支援者

等の支援に関わる幅広い方々を読み手として想定している。第１章では新たな総合事業の

捉え方や住民と専門職の協働の意義、専門職に求められる姿勢、市町村の役割等について

総括的に論じ、第２章においてそれらの具体的なポイントをモデル地域の実践から整理し

ている。また第３章では個別事例に即して住民と専門職の協働の効果やポイントを紹介し

ている。

　住民と専門職の協働は、一人ひとりに対するよりよい支援のために行われるものであり、

その実践の積み重ねが支え合いのある地域づくりにつながっていく。本報告書がそうした

取り組みにむけて参考になれば幸いである。

平成28年３月

社会福祉法人 全国社会福祉協議会
要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉活動の協働に関する調査研究委員会
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調査研究の成果と今後の課題1. 

1.1 新たな総合事業のとらえ方～地域づくりを進めるために

1.1.1 「サービス切り」なのか？



91. 調査研究の成果と今後の課題

1.1.2 「受け皿づくり」なのか？

調査研究の成果と今後の課題1. 

1.1 新たな総合事業のとらえ方～地域づくりを進めるために

1.1.1 「サービス切り」なのか？
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1.1.3 地域づくりの方向性を協議する場



111. 調査研究の成果と今後の課題

1.1.3 地域づくりの方向性を協議する場

1.2 要支援者等への支援における専門職と住民の協働の意義

1.2.1 住民主体の福祉活動の値打ち



12 1. 調査研究の成果と今後の課題

1.3.2 本人を中心に、それまでの生活から「切り取らない」姿勢

1.2.2 「切り取らないケア」に向けて～住民主体の福祉活動との協働の必要性



131. 調査研究の成果と今後の課題

1.3 協働にあたって専門職に求められる姿勢

1.3.2 本人を中心に、それまでの生活から「切り取らない」姿勢

1.3.1 専門職と住民主体の福祉活動の関係

1.2.2 「切り取らないケア」に向けて～住民主体の福祉活動との協働の必要性



14 1. 調査研究の成果と今後の課題

1.3.3 丸抱えしない・丸投げしない姿勢

1.3.4 排除しない地域づくりという姿勢

1.4.1 地域づくりの方向を多様な主体と協議し、合意する

1.3.6 住民活動と「まじりあう」姿勢



151. 調査研究の成果と今後の課題

1.3.4 排除しない地域づくりという姿勢

1.3.5 住民主体の福祉活動と専門職をつなぐ姿勢

1.4 市町村に期待される役割

1.4.1 地域づくりの方向を多様な主体と協議し、合意する

1.3.6 住民活動と「まじりあう」姿勢



16 1. 調査研究の成果と今後の課題

1.4.3 住民主体の福祉活動の支援

1.4.4 地域づくりにかかわる多様な社会資源とのネットワークの構築

1.4.2 ケアマネジメントの体制を構築し、運用する



171. 調査研究の成果と今後の課題

1.4.3 住民主体の福祉活動の支援

1.4.4 地域づくりにかかわる多様な社会資源とのネットワークの構築

1.5 今後の研究課題

1.4.2 ケアマネジメントの体制を構築し、運用する
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要支援者等への支援における
専門職と住民の協働

2.
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2） 「サービスありき」で考えない

要支援者等への支援における
専門職と住民の協働2. 

2.1.1 基本的な考え方

2.1 個別支援における協働のポイント

1） 本人のより良い暮らしのために専門職と住民が協働する



212. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

2） 「サービスありき」で考えない

3） 本人主体のケアマネジメント

要支援者等への支援における
専門職と住民の協働2. 

2.1.1 基本的な考え方

2.1 個別支援における協働のポイント

1） 本人のより良い暮らしのために専門職と住民が協働する



22 2. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

2.1.2 支援の各プロセスにおけるポイント

1） アセスメント
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2.1.2 支援の各プロセスにおけるポイント

1） アセスメント
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2） ケアプラン
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2） ケアプラン
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3） モニタリング



272. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

3） モニタリング

2.1.3 専門職に期待される視点や役割
1） 地域づくりへの意識



28 2. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

2.1.4 専門職と住民の間での情報や支援方針の共有の方策
1） 専門用語、情報量の差を埋める

2） それぞれの活動、役割の理解

3） 支援拒否や生活管理が困難になっている事例への関わり

2） 専門職としての知識やスキルを住民に伝える



292. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

1） 専門用語、情報量の差を埋める

2） それぞれの活動、役割の理解

3） 個人情報保護

3） 支援拒否や生活管理が困難になっている事例への関わり

2） 専門職としての知識やスキルを住民に伝える
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312. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働

2.1.5 具体的な取り組み～まずは要支援者のケアプラン分析からはじめる
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2.2.2 住民主体の福祉活動、生活支援サービスの拡充

2.2.3 幅広い住民の関わりを増やす

2.2.1 住民の理解をどう得るか

2.2 専門職と住民の協働を推進する基盤
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2.2.2 住民主体の福祉活動、生活支援サービスの拡充

2.2.3 幅広い住民の関わりを増やす

2.2.1 住民の理解をどう得るか
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2.2.5 住民と専門職の協働の場
1） モデル地域の取り組み状況

2） 重層的な協働の場づくり

2.2.4 専門職間での連携
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2.2.5 住民と専門職の協働の場
1） モデル地域の取り組み状況

2） 重層的な協働の場づくり

2.2.4 専門職間での連携
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372. 要支援者等への支援における専門職と住民の協働
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仕組みづくり、政策化、他分野との連携
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個別課題、地域課題の検討

地域ケア会議

連携

生活支援コーディネーター
による支援

地域福祉コーディネーター
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小地域での協働の場

地区社協
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…

住民懇談会
見守り

ネットワーク会議

専門職（地域包括、ケアマネジャー、ヘルパー等）
のアウトリーチ

2.2.6 生活支援コーディネーターの役割、ケアマネジャーとの連携
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2.2.7 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への位置づけ

2.2.8 中長期的な地域づくり、地域福祉計画との連携
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2.2.7 高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画への位置づけ

2.2.8 中長期的な地域づくり、地域福祉計画との連携

2.3.1 モデル地域での取り組みの成果と今後の課題

2.3 住民参加による事例検討会議の手法
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2.3.2 本人のための事例検討の必要性

2.3.3 住民参加による事例検討会議の具体例

2.3.4 事例検討会議のポイント
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2.3.2 本人のための事例検討の必要性

2.3.3 住民参加による事例検討会議の具体例

2.3.4 事例検討会議のポイント
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エコマップの例

自助

公助

互助

共助

（本人の力）

（公的サービス）

（近隣、友人・知人）

（地域の資源）

金銭管理

通院家事

買物野菜作り

地域の付き合い

AさんAさん

AさんAさん

いとこいとこ長男夫婦長男夫婦
ヨネさんヨネさん

畑仲間畑仲間

福祉バス福祉バス入浴施設入浴施設

S医院S医院

地域サロン地域サロン
町中のサロン町中のサロン

JAバンクJAバンク

老人クラブ老人クラブ

30世帯ほどの山間地に住む。75歳。一人くらし。
毎日畑仕事と友人とのおしゃべりに精を出し、
この家で死にたいが口癖。
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専門職と住民の協働による
実践事例

3.
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専門職と住民の協働による
実践事例3. 

3.1 高齢障害者の地域における心地よい一人暮らしの継続を目指した事例
3.1.1 事例のポイント
1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント
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専門職と住民の協働による
実践事例3. 

3.1 高齢障害者の地域における心地よい一人暮らしの継続を目指した事例
3.1.1 事例のポイント
1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント

3.1.2 事例概要
1） 基本情報
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2） 生活状況
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妹妹

町障害担当町障害担当

大家さん大家さん

ヘルパーヘルパー

担当ケアマネ担当ケアマネ
隣の住民隣の住民

民生委員民生委員

主治医主治医

障害事業所障害事業所

デイサービスデイサービス

外出支援外出支援

本人本人

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

本人本人 妹妹

町障害担当町障害担当

大家さん大家さん

ヘルパーヘルパー

担当ケアマネ担当ケアマネ
隣の住民隣の住民

民生委員民生委員

主治医主治医

障害事業所障害事業所

デイサービスデイサービス

外出支援外出支援

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり
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3） 生活支援のあり方検討

4） 事例検討の振り返り



513. 専門職と住民の協働による実践事例

3） 生活支援のあり方検討

3.1.3 事例考察
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533. 専門職と住民の協働による実践事例

3.2 妻が入院して高台に一人で暮らす男性の当面の生活支援と住み替えを検討した事例

3.2.1 事例のポイント
1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント



54 3. 専門職と住民の協働による実践事例

3.2.2 事例概要
1） 基本情報

2） 生活状況
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3.2.2 事例概要
1） 基本情報

2） 生活状況
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近隣親族近隣親族

社協・配食社協・配食

本人本人 妻妻

息子息子

ヘルパーヘルパー 医療ソーシャルワーカー医療ソーシャルワーカー

包括支援センター包括支援センター

大学病院大学病院
民生委員民生委員

診療所・医師診療所・医師

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

本人本人 妻妻

息子息子

近隣親族近隣親族

ヘルパーヘルパー 医療ソーシャルワーカー医療ソーシャルワーカー
有料老人ホーム有料老人ホーム

包括支援センター包括支援センター

近隣住民近隣住民

大学病院大学病院
民生委員民生委員

診療所・医師診療所・医師

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり
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3） 生活支援のあり方検討
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4） 事例検討の振り返り

3.2.3 事例考察
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60 3. 専門職と住民の協働による実践事例

3.3.2 事例概要
1） 基本情報

3.3 骨折で地域や友人とのつながりが切れそうになった一人暮らし女性に支援を追加し生活を維持した事例
3.3.1 事例のポイント

1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント



613. 専門職と住民の協働による実践事例

3.3.2 事例概要 2） 生活状況

3.3.1 事例のポイント

1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント



62 3. 専門職と住民の協働による実践事例



633. 専門職と住民の協働による実践事例

本人本人

弟弟 姉姉

知り合いの
民生委員
知り合いの
民生委員

担当民生委員担当民生委員

ご近所ボラご近所ボラ

いきいき支援センターいきいき支援センター

自費ヘルパー
（１回／月）
自費ヘルパー
（１回／月）

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

ケアマネケアマネ

本人本人

弟弟 姉姉

知り合いの
民生委員
知り合いの
民生委員

担当民生委員担当民生委員

ご近所ボラご近所ボラ

ご近所ボラご近所ボラ

いきいき支援センターいきいき支援センター

ケアマネケアマネ

ヘルパー
（介護保険）
ヘルパー
（介護保険）

配食サービス業者配食サービス業者

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

●ゴミ当番の支援
●古新聞の結束、集積所まで運ぶ



64 3. 専門職と住民の協働による実践事例

3） 生活支援のあり方検討

4） 事例検討の振り返り



653. 専門職と住民の協働による実践事例

4） 事例検討の振り返り

3.3.3 事例考察



66 3. 専門職と住民の協働による実践事例



673. 専門職と住民の協働による実践事例

3.4 手厚い介護保険サービス利用の一方で住民による重層的な支援が明らかになった事例

3.4.1 事例のポイント
1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント

3.4.2 事例概要

1） 基本情報



68 3. 専門職と住民の協働による実践事例

2） 生活状況



693. 専門職と住民の協働による実践事例



70 3. 専門職と住民の協働による実践事例

本人本人

長女長女 孫孫

担当民生委員
(ご近所)

担当民生委員
(ご近所)

ご近所ボラ夫婦ご近所ボラ夫婦デイサービスセンターデイサービスセンター

ケアマネケアマネ

ヘルパーヘルパー

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

本人本人

長女長女 孫孫

担当民生委員
(ご近所)

担当民生委員
(ご近所)

ご近所ボラ夫婦ご近所ボラ夫婦

近隣住民近隣住民

デイサービスセンターデイサービスセンター

ケアマネケアマネ

ヘルパーヘルパー

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

●近くのお寺でサロンづくりを検討



713. 専門職と住民の協働による実践事例

3） 生活支援のあり方検討



72 3. 専門職と住民の協働による実践事例

3.4.3 事例考察



733. 専門職と住民の協働による実践事例

3.4.3 事例考察 3.5 糖尿病患者個人の服薬管理の課題から地域全体での糖尿病対策の取り組みが提案された事例

3.5.1 事例のポイント
1） これまでの経過

2） モデル事例検討の概要と専門職・住民の協働の視点から見たポイント

3.5.2 事例概要
1） 基本情報



74 3. 専門職と住民の協働による実践事例

2） 生活状況



753. 専門職と住民の協働による実践事例



76 3. 専門職と住民の協働による実践事例

本人本人夫夫

長女家族長女家族 長男家族長男家族

孫孫孫孫

福祉用具業者福祉用具業者
友人友人

訪問看護訪問看護

近隣近隣

近隣の商店近隣の商店主治医主治医

うどん屋うどん屋

社協ケアマネ社協ケアマネ

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

本人本人夫夫

長女家族長女家族 長男家族長男家族

孫孫孫孫

福祉用具業者福祉用具業者
友人友人

訪問看護訪問看護

近隣近隣

近隣の商店近隣の商店主治医主治医

うどん屋うどん屋

社協ケアマネ社協ケアマネ

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり

本人本人夫夫

長女家族長女家族 長男家族長男家族

孫孫孫孫

福祉用具業者福祉用具業者

友人友人

訪問看護訪問看護

近隣近隣

近隣の商店近隣の商店

主治医主治医

うどん屋うどん屋

近所の喫茶店近所の喫茶店

デイサービス
（半日利用）
デイサービス
（半日利用）

公民館公民館
介護タクシー
（自費）

介護タクシー
（自費）

社協ケアマネ社協ケアマネ

強い結びつき　　　　　弱い結びつき　　　　　軋轢あり



773. 専門職と住民の協働による実践事例

3） 生活支援のあり方検討

4） 事例検討の振り返り



78 3. 専門職と住民の協働による実践事例

3.5.3 事例考察



モデル事業実施報告

4.



80 4. モデル事業実施報告

モ・ル事業実施報告4.  

4 .1     事業    、実施 枠組

4 .1 .1  要項事業実施 （ 抜粋）



814. モデル事業実施報告

4 .1 .2  例検討事 ・進・方



82 4. モデル事業実施報告



834. モデル事業実施報告



84 4. モデル事業実施報告



854. モデル事業実施報告



86 4. モデル事業実施報告



874. モデル事業実施報告



88 4. モデル事業実施報告



894. モデル事業実施報告

4 .2  モ・ル事業実施報告

4 .2 .1  神奈川県大磯町

1）地域特性、地域福祉活動・状況、要支援者等・状況



90 4. モデル事業実施報告



914. モデル事業実施報告

2）事例検討会・構成・実施状況、実施・・・・・・工夫



92 4. モデル事業実施報告

3）事例検討会・通じ・・気・・・成果、実施上・課題



934. モデル事業実施報告

4）住民・・広報・啓発・取・組・状況、気・・・ 成果・課題



94 4. モデル事業実施報告

1）地域特性、地域福祉活動・状況、要支援者等・状況
4 .2 .2  名古屋市中川区



954. モデル事業実施報告



96 4. モデル事業実施報告

2）事例検討会・構成・実施状況、実施・・・・・・工夫



974. モデル事業実施報告

3）事例検討会・通じ・・気・・・成果、実施上・課題



98 4. モデル事業実施報告

4）住民・・広報・啓発・取・組・状況、気・・・ 成果・課題



994. モデル事業実施報告

4 .2 .3  香川県琴平町

1）地域特性、地域福祉活動・状況、要支援者等・状況



100 4. モデル事業実施報告



1014. モデル事業実施報告

2）事例検討会・構成・実施状況、実施・・・・・・工夫

3）事例検討会・通・・・気・・・成果、実施上・課題



102 4. モデル事業実施報告

4）住民・・広報・啓発・取・組・状況、気・・・ 成果・課題



1034. モデル事業実施報告



この事業は、厚生労働省老人保健事業推進費等補助金により行ったものです

専門的援助と住民主体の福祉活動の協働を進めるために
～新しい総合事業における要支援者等への支援を考える
厚生労働省平成27年度老人保健健康増進等事業
要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉活動の協働に関する調査研究事業報告書

平成28年３月

社会福祉法人全国社会福祉協議会

要支援者等への支援における専門的援助と住民主体の福祉活動の協働に関する調査研究委員会

　〒100-8980
東京都千代田区霞が関３－３－２ 新霞が関ビル
TEL 03－3581－4655 FAX 03－3581－7858

　　（全国社会福祉協議会地域福祉部）

印刷 大東印刷工業株式会社

※本書の無断複写・複製・転載を禁じます。
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