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１．庁内連携体制構築 
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１－１）御坊市職員認知症研修                              

（１）目的 
御坊市が制定を目指している、認知症の本人の視点を重視した「認知症になっても安心して

暮らせるまちづくり条例（仮）」に共感し、条例素案作成ワーキングチームのメンバーとして参加

している日本認知症本人ワーキンググループ代表の藤田和子さんから、誰もが暮らしやすいま

ちとはどういうまちなのか。認知症の本人の視点から語っていただく。 

 

（２）開催日時 
平成３０年８月９日（木） 

○１回目 ： ９時３０分～１１時（９０分） 

○２回目 ： １３時３０分～１５時（９０分） 

 

（３）受講人数 

１２１人 

 

（４）内容 
講演：「認知症になっても自分らしく暮らしていくために」 

 ～当事者の声を日頃の業務に活かそう～ 

一般社団法人 日本認知症ワーキンググループ 代表  藤田 和子さん 
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（５）受講後アンケート結果（回答者 113 人／回答率 93.4%） 

【問１】 本日の研修を受講して、認知症に関するイメージは変わりましたか︖ 

７割以上の職員のイメージが変わった。 

 
 
 
 
 
 
 

【問２】 具体的にどのように変わりましたか︖（複数回答） 

認知症に関するイメージが変わった点として、本人の声を聴くことの重要性、認知症になってもで

きることがある、が多かった。 

また、その他の意見には、認知症に対してネガティブなイメージからポジティブなイメージに変わ

ったことや、認知症の人が全て重度ではないこと、支援のあり方も変わっている点など現状を知る

機会となっていた。 

 
 

 
 

 
その他の記述内容 
No その他の記述 

1 “この様にしてあげた方が良い”という先入観を捨て、本人がどうしたいのかを聴き、そのサポート

が出来る様になりたいと思いました。 

2 ・本人がずっとやっていたことは、体が覚えていることがある。 

・普段と違うことが自分に起きていたら、きちんと病院で脳を診てもらうことが大切である。 

・認知症のことは、人権（困ったこと、変えてほしいこと等）の問題である。 

・できる日とできない日があるので、一度できないからとあきらめない。 

3 イメージが重度だったので、診断初期のイメージが無かったです。 

4 家族の理解が必要。 

5 キーボードのラックが丁度欲しかったので作ってもらいたいです。でも、希望の方が多くて負担

になるのなら大丈夫です…。 

6 暮らしやすいまちを作っていくことが重要。 

46.0%

54.9%

28.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

認知症になってもできることがある

認知症の本人の声を聴くことが重要

地域の理解があれば住み慣れた地域

で暮らせる

  人数 割合 
変わった 84 74.3%
特に変わらない 28 24.8%
無回答 1 0.9%

計 113 100.0%

  人数 割合 
認知症になってもできることがある 52 46.0% 
認知症の本人の声を聴くことが重要 62 54.9% 
地域の理解があれば住み慣れた地域で暮らせる 32 28.3% 

変わった, 

74.3%

特に変わら

ない, 24.8%

無回答, 0.9%
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No その他の記述 
7 全てあてはまります。特に自身の経験上、地域の理解が大事だということを改めて感じました。 

8 早期の診断が可能となってきてことで、診断後の人生が長くなり、当事者に対する支援のあり方

（地域・社会の受け止め方？）が大きく変わっていると感じた。 

9 認知症に対してはネガティブなイメージが先行していましたが、（特に交通安全に関して）様々

の取り組みの紹介を受けて、ポジティブに捉える、本人の意思を尊重して出来ることに取り組む

ことのできる場所があればよいと感じました。 

10 認知症には途中の段階があり、その間は案外普通にすごせる事が分かった。 

11 認知症の人もいろいろな人がいると思いました。わりと若い方の話を直接聞いたのは初めてだっ

たため。 

 
 
【問３】 受講された後、「認知症の人」や「地域で⽀えること」への認識に変化はありましたか︖ 

約半数の人の認識が変わり、４割以上の人が今後認識を深めていく重要性を感じていた。 

 
 
 

 

 
 
 

【問４】 本日の藤⽥さんの話を受けて、⾃⾝の業務や⽴場で、今後役⽴てたいと思ったことがあれば教えて
ください。また、「地域とともに暮らす」という視点で（市の職員という⽴場でなくても）すでに⾃分⾃
⾝で取り組んでいることや、やってみたいこと、アイデア等あれば⾃由に記載してください。 

No 今後役⽴てたいと思ったこと・取り組んでいること・やってみたいこと 
1 “認知症だから何もしなくても良い”というのではなく、本人のやりたい事、出来る事を見つけ、本

人の役割としてやってもらう事が家族・地域の一員として疎外感を感じさせる事なく、本人らしい

生き方につながり、重要であるという印象を受けました 

2 “みんなの問題”という視点を持つことが大切だと感じた。認知症だけでなく、様々なことに対し

て、そういう視点を持って業務に役立てたいと思った。 

3 「自分らしく」という言葉が大事だと気づきました。相手の気持ちを理解できるよう努力したい。ど

うすれば出来るのか提案していくべきだと感じました 

4 「総活躍のまち」を実現するためには、全ての方が「やりたいこと、できること」を言える、やれる地

域をつくっていくことが重要で、そのためには様々な方の考え方や立場を皆が理解し合うことが

大切であると感じました 

5 「認知症にやさしいまち」ではなく「みんなにやさしいまち」（動物、こども、障がい者、環境等）を

目指していければいいなァと思います。人にもやさしく自分にもやさしく…して行けばみんなに

やさしくなれるのかも。 

6 「認知症の人」というのだけを特別扱いするのではなく、全ての人が生きやすい、共に協力して

生きることができる環境が大事だと思いました 

7 「本人」さんの力を信じる。その上で、サポートしていきたいと思いました。 

  人数 割合 
大きく変化した 5 4.4%
以前からの認識が深まった 48 42.5%
今後認識を深めていく重
要性を感じた 

47 41.6%

その他 2 1.8%
無回答 11 9.7%

計 113 100.0%

大きく変化した, 4.4%

以前からの認識が
深まった, 42.5%

今後認識を深め
ていく重要性を
感じた,41.6%

その他, 1.8%
無回答, 9.7%
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No 今後役⽴てたいと思ったこと・取り組んでいること・やってみたいこと 
8 ・認知症本人となっても、自身の業務を行いたいと思いました。病気を理由に負けないよう、親し

い人たちの助けをかりながら、強く生きたいと思います。 

・本人ガイドを認知症の方（以外にも）へ渡せればよいと感じました。 

・自分が認知症になったときに、暮らしやすいまちにしたいです。 

9 11 年前とは認知症をとりまく状況は変わってきましたが、まだまだ若いうちは認知症が身近なも

のとは思えないのが通常だと思います。藤田さんの貴重なお話を聞いて、前向きに暮らしていく

ことの大切さを多くの人に知ってもらえたらと感じました 

10 相手に理解を求めすぎない接し方が大切。時の流れや感じ方の差の多い中、個人の特技を引

き出しながら一緒に生活（暮して）して行く事を忘れない様に致したい（心掛けていきたい）。 

11 安否確認や見守りを「さりげなく」行っている。普段の近所づきあいの中でも「何でも相談してよ」

の仲になっておく。 

12 同じ人間なので偏見はもともともっていなかったが、「本人の気持ち」という点が重要だと感じた。

そういったものも配慮していきたいです。 

13 介護の仕事をしていますが認知症の方と家族の声が異なる時、家族の声で動いてしまいがちで

すが、本人の声を聴くことが重要だとあらためて思いました。 

14 カミングアウトしやすい環境づくりを取り組みたい。 

15 行政の立場というよりは、地域の一員として取り組むことが多く重要であると感じる。 

16 訓練指導時の対応。 

17 これまで「認知症」という事案に対して、画一的な捉え方をしていましたが、個々それぞれ状況が

異なり、十把ひとからげに取り扱うことが正しくないということが判りました。認知症となった人であ

っても、そのそれぞれの状況に応じて、可能な最大限を考慮した対応を心がけたいと思います

（←交通安全施策、免許証返納の案内等に関し）。 

18 自宅の家の向いに認知症のおじいさんが住んでいました。その方は 1 年前に亡くなりましたが、

家族の方と親しかったこともあり、おじいさんに会うたびに声をかけたりしていました。たわいのな

い話しをすることにより、おじいさんを一人にしない、孤立させない、普通に生活できる環境だと

思います。 

19 自分の親など何か変化を感じたら、声をかけるなど気づきてあげる事もこれからは必要だなと今

日感じました。 

20 自分の立場ではなく、相手の立場・視点にたって考えていくことが大切だと思いました。 

21 全ての地区の出前講座の実施。地区からの需要があってからでなく、市側から実施することを

すすめてみてはどうか。 

22 生活の相談があると、どうしても介護サービスや障害サービスが使えるか、ということを考えがち

だったのですが、本当に不便なところはそれ以外のサービスでまかなえない部分にあるのでは

ないかと気付かされました。 

23 早期発見が大事だと思った。相手が認知症かどうかわからないかもしれないと思った。広い心で

対応するべき、本人が遠慮して負い目に思っているならなおさら…と思った。 

24 地域住民の一人ひとりのやりたいことができる「プラス情報」を発信し続けることが大切で、自分

自身のアンテナとキャッチ力を高めたい、これからも人権教育と啓発に努めていきたいです。 

25 地域のつながりを大切にしていきたい。 

26 調子のいい時と悪い時があるという話を受けて、認知症の人と接する際はその時の状況を把握

し、判断し、手を差し出すことが重要であると感じました。 

27 出前講座の事務局をしているので、積極的に利用してもらおうと思った。 

28 認知症＝できない、たくさんの事ができる。近くに支える人がいる。作る事が大事→できるよね！

避難所での生活ってどうなんだろう？ 

29 認知症だから…という固定概念をなくして、同じ目線にたってコミュニケーションをとっていきた

いです。 

30 認知症である、ないに関わらず、人と人との交流が基本であると感じた。 
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No 今後役⽴てたいと思ったこと・取り組んでいること・やってみたいこと 
31 認知症である人またはそれ以外の障がいをもつ人、全員に対して特別扱いすることなく普通に

接していきたいです。「地域とともに生きる」とうい言葉がお話しの中で何度も出てきました。普通

に接するということは相手の事を理解していないとできないと思うので、人を理解することを心が

けて生活していきたい。藤田さんを支えるご家族のお話もぜひ聞いてみたいです。 

32 認知症当事者の方が、プラスの情報を発信していくことは、認知症の方にとってとても勇気づけ

られるのではと思いました。 

33 認知症に対する先入観を持たずに対応していくことが必要。 

34 認知症になったからといって、「100 が 0 になるわけではない」という藤田さんの言葉が印象的で

した。その日の調子によって異なるし、人によっても異なると思うので、その人ができることを、そ

の人の役割としてやり続けてもらうことが大切かなと思いました。自分の家族や市民の方と接す

る時もその意識を忘れないようにしたいです。 

35 認知症の方でも活躍できる、自分らしく暮らせるんだという事がわかった。さしのべた手をキャッ

チできるように気づける自分になりたい。 

36 認知症の方と接する事があれば、しっかりと本人の声を聞き接する事が出来るようにしたい。 

37 認知症の方に対する本人本意の考え方、ご本人の意志を尊重していく必要性を改めて確認す

ることができた。その方がこれまで生きてきての経験技術をうまく引き出してあげることが重要。 

38 認知症の方に出会ったら、助けなくてはならないという考え方でしたが、これからはこっちが勝手

に決めつけて助けるのではなく、本人ができる事は応援して、本当に助けを求めている時に助

けるように心がけます。 

39 認知症の方の見方を変える。偏見をもたない。話を聞いたり、本人の意見を尊重する。 

40 認知症の方にプラスになる情報を発信してければと思いました。また、本人の前にやっていた仕

事や趣味などを社会で活かせるような提供をしていければと思いました。 

41 認知症の方も、これまでと変わらない生活を望んでいるということをふまえ、その方の望んでいる

ことを汲み取れるようにしていきたい。 

42 認知症の人の立場また状況を考えて支えていく必要があると思った。 

43 藤田さんは家族の理解、協力があって本当にすてきに生活できていると思います。まず、自分

に一番近い人の理解、協力が必要であると感じました。 

44 本人の声を聴き、理解し、本人さんが住みやすい町作りを考えていかなければと思いました。 

45 本人目線の支援の大事さがわかった。 

46 やはり家族の支えが大事だと思います。86 才の認知症の母と家族でなんとか仲良く暮らしてい

ます。 

 
 
【問５】 藤⽥さんに伝えたいメッセージがありましたら、ぜひご記載ください。 

No 藤⽥さんへのメッセージ 
1 「認知症」について正しい知識を持ち、できるだけ多くの人に伝えていきたいです。 

2 「本人が置き去りになる」ということについて沢山話していただけて、私の認知症への認識が少し

変わった気がしました。ありがとうございました。 

3 ・普段は福祉の立場から、認知症の方々を支援することを考えていました。しかし、藤田さんの

生活面でのお話を聞き、私が認知症になっても、自分でやりたいことをしっかり家族に伝えて、

自分らしく生きることを続けたいと思いました。 

・私は日本認知症本人ワーキンググループがあるということを知れてよかったです。 

4 ありがとうございました。 

5 ありがとうございます。考え方が変わりました。 

6 アルツーハイマーがあっても頑張っている姿はすごいと思う。 
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No 藤⽥さんへのメッセージ 
7 一見は、ほとんど症状が出ていない様に思いますが、本当はもっと大変なのでしょうね。認知症

特有の症状が年月と共に出て来るのでしょうが、ガンバッテ下さい。またネット等で今後の活動

を拝見させて頂きたいと思います。ありがとうございました。 

8 遠方から足を運んで頂きありがとうございました。 

9 遠路おつかれのところありがとうございました。人それぞれに「自分らしさ」は異なる、その言葉に

共感しました。 

10 おいしいものを考えて、これからも作って「らしく」暮らして下さい。 

11 お身体大切に、活動を続けて下さい。 

12 お体に気を付けて、頑張って下さい。 

13 今日お会いして思ったことは、とても認知症には見えないということ。いずれ、私もなると考えると

怖いと思っていたけど、藤田さんの活動やワーキンググループがあると知れて良かったです。 

14 今日の講演会、とてもこれからの生活に役立つ内容でした。ありがとうございました。 

15 今日は貴重な時間ありがとうございました。 

16 今日はじめて本人さんの思いを直接きかせて頂きました。どういったことを考えているのか非常

に気になっていたので大変よかったです。 

17 今日は当時者の声を聞けてよかったです。なかなか当時者の声を聞く機会がないので！ 

18 高齢の両親がいて、介護が近い将来必要になると思いますが、お話をうかがって色々なことで

前向きになれました。 

19 きれいです。美人です。お上品です。娘さんもきれいです。お話わかりやすいです。 

20 ご家族の愛情がすごく伝わってきました。一人でも多くの人が認知症に対するイメージや思いを

正しく理解できるよう。今後もご活躍をお祈りしています。 

21 ご本人の経験を情報発信してくれて、当事者の方たちも心強いと思います。引き続きご活躍を

お祈りします。 

22 これからも活動を続けて、みんなに認知症の事などを認識を深めて下さい。 

23 これからも頑張って下さい。 

24 これからも元気に活動していってください。藤田さんの家族は理解をして接しておられて、良い

環境で生活されていることが大変いいことだと感じました。 

25 これからも全国の認知症の方々が自分らしく暮らしていけるように頑張って下さい。私も少しは

認知症の事について勉強していきたいと思います。 

26 これからも認知症の場合でも、プラスのイメージ、ポジティブなイメージを発信し続けて下さい。

そのことで救われる多くの同じ境遇の方がいると思います。本日はありがとうございました。応援

しております。 

27 今後も多くの人々に講演を通じて、認知症になっても変わらず生活できるまち作りができるように

考えを広めていただきたいです。 

28 今後も生の声の発信（ご活躍）をお願い致します。本日はありがとうございました。 

29 今後も認知症になっても出来ることを、多くの人に知らせていただけばと思います。 

30 自分の病気を理解し、前向きな姿勢で今後とも頑張って下さい。認知症の方のために、今後と

も御活躍をお祈り申し上げます。 

31 趣味の料理を楽しみながら、自分のペースで自分だけで頑張りすぎずに、認知症のことを多く

の人に知ってもらえるように日々のことを取り組んでください。また、お話を聞くことができれば嬉

しいです。また、御坊にお越しください。 

32 すごく活き活きしていた。輝いて見えた。 

33 遠い所ありがとうございました。 

34 とてもおだやかで、明るく、毎日の生活をしやすくする工夫（夜ご飯の段取り）を聞いて、認知症

だから、と言う考えが自分の中でなくなりました。自分の家族にも、思いやりをもって暮らしたいな

と思いました。 

35 とても勉強になりました。これからもいろんな事を学んでいきたいと思いました。 
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No 藤⽥さんへのメッセージ 
36 亡くなった祖父が軽い認知症でした。認知症といっても身の回りのことはある程度自分でできて

いたので、むしろ周囲の認識の変革が重要と思いました。 

37 認知症と上手くつきあって苦難を乗りこえて、日々楽しく過ごされているようにお見受けしまし

た。これからもマイペースで楽しくお過ごし下さい。横で座っておられました、娘さんが立派だと

思います。娘さんもどうか自分の人生楽しくお過ごし下さい。 

38 認知症と診断された方のお話をうかがうのは初めてのことで、大変勉強になりました。直ちに何

かが出来るかというのはわかりませんが、今後自分の生活や仕事の際に、これまでと違った視点

での選択を行なうことが出来ると思います。ありがとうございました。 

39 認知症になった本人の声が、認知症と判断されたばかりで不安な人、ひいてはこれから発症す

るかもしれない全ての人の光になるんだなと感じました。藤田さんのペースでこれからもがんば

って下さい。 

40 認知症の方のお話しをはじめて聞かせていただきましたが、これからもがんばって下さい。 

41 認知症の知らない事ばかりでしたが、藤田さんのお話を聞いて考え方が変わり、勉強になりまし

た。ありがとうございました。 

42 認知症は本人や家族だけの問題ではなく、地域全体で取り組んでいかなくてはいけないのだと

改めて思いました。本日はどうもありがとうございました。 

43 認知症は人権問題だというのがよくわかりました。 

44 認知症は人ごとではなく、いつ自分がなるかわからないと以前から思っており不安でしたが、今

日藤田さんにお会いして、自分らしく前向きに暮らしているお話しを聞けて、何だか少し不安が

軽くなったように思います。ありがとうございました。 

45 認知症を理解するきっかけとして、本人さんからの貴重な話を聞くことができてよかった、ありがと

うございました。 

46 話を聞いて認知症へのイメージが変わりました。 

47 藤田さん、本日はお話をしていただきありがとうございました。大変勉強になりました。藤田さん

の活動も色々な人に希望を与えていると思います。これからも頑張って下さい。 

48 藤田さんが家事やさまざまな活動を、前向きに、周りの方や家族とお互いに支え合いながら行っ

ている様子が伝わりました。認知症になったからといって何もできなくなるわけではなく、みんな、

その本人（認知症の方）の存在が必要だと思っているし、もし、私が認知症になっても必要とされ

たいと思います。以前よりも認知症に対しての正しい理解は広まっていると思うし、さらにそんな

世の中にしていけたらと思いました。ありがとうございました。 

49 藤田さんの方が私よりもいろいろ考えていて、人生を工夫して生きているなと思いました。私も毎

日頑張ろうを思います。病院のくだりは、病院もルールとかがあって出来なかったんじゃないかと

思います。私も個人的には警察の方に任せた方が安心かとも思います。話し合ってどう対策し

ていくか考えたらいと思います。 

50 本日は遠い所ありがとうございました。藤田さんのお話を聞けたからこその気づきがたくさんあり

ました。御坊市の目指す「認知症にやさしいまち」は「してあげられること」ではなく、自分事として

本人の方の意思を尊重して取りくんでまいりたいと思います。鳥取、カニの産地なのでうらやまし

いです。 

51 本日は遠くから御坊にお越しいただきありがとうございました。条例作成のため色々なご意見よ

ろしくお願いします。 

52 本当にすばらしい家族ですね。出来なくてもせめず、自然にフォーローする。ウチもそんな家族

になれるように努力したいと思います。 

53 本人に寄り添うこと、人と人とのつながりの大切さを藤田さんのお話から教えてもらいました。あり

がとうございました。 

54 勇気を頂きました。ありがとうございました。 

55 私にも娘が居るのですが、遠くに嫁に行ってしまったので、近くで側に娘がいる藤田さんがうら

やましいです。娘さんによって若さとか、世の中の流れを教えてもらっていると思うので！！ 
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No 藤⽥さんへのメッセージ 
56 私の母が認知症で、向きあって生活しています。日々わからなくなって来た事も増えてきていま

す。現実につらさもありますが、母が笑顔ですごせる様にと心がけています。周りが同じ方向で

支える難しさもありますが、今日、元気を頂きました。頑張って下さい。 

 
 

【問６】  回答者の所属部署（記載者分のみ N=79） 

※人数の多い順、部・課混在、記載のまま掲載  

 

 
 

 

 

 

 

 

  

所属部署 人数 
税務課 7 
社会福祉課 7 
健康福祉課 7 
下水道課 6 
市⺠課 6 
都市建設課 5 
企画課 5 
保育園 4 
国保年⾦課 4 
防災対策課 3 
農林水産課 3 
総務課 3 
財政課 3 
介護福祉課 3 
消防本部 2 
情報推進室 2 
商工振興課 2 
住宅対策課 2 
ねんりん 1 
水道事務所 1 
生涯学習課 1 
御坊中学校 1 
議会事務局 1 

計 79 

7
7
7

6
6

5
5

4
4

3
3
3
3
3

2
2
2
2

1
1
1
1
1

税務課
社会福祉課
健康福祉課

下水道課
市⺠課

都市建設課
企画課
保育園

国保年⾦課
防災対策課
農林水産課

総務課
財政課

介護福祉課
消防本部

情報推進室
商工振興課
住宅対策課

ねんりん
水道事務所
生涯学習課
御坊中学校
議会事務局
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受講後アンケート用紙 
 

受講後 アンケート 

１．本日の研修を受講して、認知症に関するイメージは変わりましたか？    

１．変わった（質問 ２ へ）      ２．特に変わらない  

         

２．具体的にどのように変わりましたか？（複数選択可）     

１．認知症になってもできることがある     ２．認知症の本人の声を聴くことが重要  

３．地域の理解があれば住み慣れた地域で暮らせる    

    

その他（具体的にあれば記載してください） 

 

 

 

３．受講された後、「認知症の人」や「地域で支えること」への認識に変化はありましたか？ 

１．大きく変化した         ２．以前からの認識が深まった  

３．今後認識を深めていく重要性を感じた       ４．その他   

         

４．本日の藤田さんの話を受けて、自身の業務や立場で今後役立てたいと思ったことがあれば教えてく

ださい。また、「地域でともに暮らす」という視点で、(市の職員という立場でなくても）すでに自分自身で

取り組んでいることや、やってみたいこと、アイデア等あれば自由に記載してください。 

 

 

 

 

５．藤田さんに伝えたいメッセージがありましたら、ぜひご記載ください。   

 

 

 

 

６．あなたの所属と氏名（任意）を教えてください。     

    

所属                               氏名（任意）                   

         

アンケートへのご協力、ありがとうございました。 
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（６）研修風景 
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２．会議の運営支援等 
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２－１）認知症コーディネーター会議（ええ和、ごぼう）                 

（１）会議開催の目的 
御坊市の認知症施策等についの意見交換。（月１回、第２火曜日開催。） 

 
 
（２）メンバー一覧  

                               （順不同、敬称略） 

 
キャラバン 

メイト 氏名 事業所 担当 
（地域・医療・介護）

認
知
症
コ

デ

ネ

タ

 

★ １ ⻄ 美智子 
ケアランド御坊 
（介護⽀援専門員協会日高・御坊⽀部） 

ケアマネジャー 

 ２ 中家 嘉章 御坊保健所 ⾏政 
 ３ 南 多代 御坊社会福祉協議会 福祉 

★ ４ 上 かおる 御坊市役所健康福祉課 健康増進係 ⾏政 
★ ５ 辻村 一彦 御坊市役所介護福祉課 高齢福祉係 ⾏政 
★ ６ 湯川 光永 介護⽼人保健施設 リバティ博愛 施設 
★ ７ 藤本 和人 コミュニティケアゆうゆう 地域・推進員 
★ ８ 玉置 哲也 認知症対応型デイサービス あがら花まる 地域・推進員 
★ ９ 松下 将樹 小規模多機能 日高博愛園しおや 地域密着・推進員
★ 10 楠山 順子 在宅介護⽀援センター 名⽥・塩屋 地域・推進員 
★ 11 橋本 真美 在宅介護⽀援センター 湯川 地域・推進員 
 12 ⻑峪 賢一 国保日高総合病院認知症疾患医療センター 医療 
 13 楠本 祐史 国保日高総合病院地域医療連携室 医療 

★ 14 寺澤 幸美 北出病院（認知症看護認定看護師） 医療 
★ 15 宮崎 敬一 グループホームあがら花まる 地域密着 

地
域
包
括
⽀
援
セ
ン
タ

 

★ １ 塩路 芳基 御坊市地域包括⽀援センター  

★ ２ ⿊⽥ 悦子 御坊市地域包括⽀援センター  

★ ３ 谷口 泰之 御坊市地域包括⽀援センター 推進員 

★ ４ 丸山 雅史 御坊市地域包括⽀援センター 推進員 

★ ５ 北山 麻紀 御坊市地域包括⽀援センター  

★ ６ 堀⽥ 佳代 御坊市地域包括⽀援センター 推進員 

 ７ 服部 春香 御坊市地域包括⽀援センター  

 
アドバイザー︓鈴⽊ 英一（NPO 法人地域生活サポートセンター） 
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（３）会議開催経緯 

回 日時 内容 

第１回 
平成 30 年 5 月 8 日（火） 
10 時〜11 時 40 分 

１．昨年度までの取り組み 
２．今年度の取り組みについて 
３．その他 

第２回 
平成 30 年 6 月 11 日（月） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 

第３回 
平成 30 年 7 月 9 日（月） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 

第４回 
平成 30 年 8 月 20 日（月） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 
３．その他 

第 5 回 
平成 30 年 10 月 9 日（火） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 

第６回 
平成 30 年 12 月 11 日（火） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 
３．その他 

第 7 回 
平成 31 年 1 月 8 日（火） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 
３．その他 

第８回 
平成 31 年２月 20 日（水） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 
３．その他 

第９回 
平成 31 年 3 月 9 日（火） 
13 時 30 分〜15 時 

１．取り組み報告 
２．今後の予定 
３．その他 
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（４）議事録 

第１回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 5 月 8 日（火） 10 時〜11 時 30 分 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 ⻄、中家（同⾏︓東）、南、上、辻村、湯川、藤本、玉置、松下、楠山、橋本、 
楠本、寺澤、⿊⽥、谷口、丸山、服部 
アドバイザー︓鈴⽊（地域生活サポートセンター） 

議 題 １．昨年度までの取り組み（ごぼうホッとサロン、他） 
２．今年度の取り組みについて 
３．その他 

１．昨年度までの取り組み（事務局より別添資料で説明） 
○ごぼうホッとサロン 

・以前参加した介護者は、それぞれの立場で意見を言い合えるからいいとの意見。 

・デイのスタッフからも「行きたい」という声がある。本人さん同士の会話を聞きたい。 

・ホッとサロンから介護認定につながった方もいるので、空白の期間を埋める仕組みのひとつ

ではないか？ 

○意見 

・入院している本人と違うイメージだったので、病棟看護師ももっと本人サミット等に参加しても

らいたいと思った。 

・認知症サロンというものをやっている。ほぼ毎日、院内で。多いときは１４～５人。 

・人材チームづくり研修、施設職員にセンター方式が根付いてきている。 

 

２．今年度の取り組みについて 
・御坊市版本人ガイドの作成をメインの活動にしたい。 

・本人から認知症のイメージを変えることを発信する。 

・ネガティブな情報ではなく、前向きになれるものを地元の人から発信する。 

・あがら花まるでは、ぞうきんづくりをして小学校との交流をしている。 

・本人ミーティング実施方法は、色々検討する。本人の言うことを真に受けてみよう。 

・名田地区サロンへの働きかけ。社協との連携をとりながら地域づくりを考えていきたい。 

 

３．その他 
・スーパーでの万引き被害等について、もしかしたら認知症が原因等もあり得るので、店舗等に

啓発して行く必要があるのではないか。 

・警察署と協定締結を検討している。 

・保健所へ通報がくる精神障害の方については、警察も線引きが難しい状況である。 

・人材チームづくり研修について、施設で実際に取り組んでみた事例報告会みたいなものを開

催することを検討。 

 

※今後、会議の日時について、第２火曜日の午後１時３０分～３時に変更。 
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第２回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 6 月 11 日（月） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 ⻄、中家、南、上、湯川、藤本、玉置、松下、楠山、橋本、楠本、寺澤、⿊⽥、谷口、丸山

議 題 １．取り組み報告（スターチス収穫、事業所の連携） 
２．今後の予定（ごぼうホッとサロン、条例制定に向けて） 

１．取り組み報告 
○スターチス収穫 

・本人たちが笑顔で取り組んでいたのがよかった。 

・フラワーボーイズも、行きやすい場所とかハウスの大きさとかみんなのことを考えてビニール

ハウスを選んでくれた。 

・各事業所に花を持ち帰り、ドライフラワーにしてくれる。 

・花言葉とともに、認知症の啓発活動に貢献できることを考えたい。 

・これまではグッズづくりだけの参加だったのが、収穫から参加したことでさらに世のため人の

ためになっていると実感できたと思う。 

・収穫に参加できなかった方も、持って帰った花を喜んでくれた。 

 

○事業所の連携 

・あがら花まるから始まった、地域密着型３事業所による大工仕事の連携。お互いの事業所

の取り組みを勉強できる。本人同士の交流にもなる。作業も意欲的に取り組んでいる。 

・日本認知症本人ワーキンググループの公開イベントに参加（別紙本人の声参照）。 

・サロンとの交流 

浜の宮サロンで認知症サポーター養成講座実施。ボランティアとの調整不足でうまく進まな

かったところがある。反省を踏まえて、今後の取り組みを考えていきたい。 

 

２．今後の予定 
○ごぼうホッとサロン 

次回は６月１９日、宝の湯で開催予定。 

参加したくても、交通手段がなく、参加できない人が多い。今後検討必要。 

 

○条例制定に向けて 

認知症に関する条例であるが、「合理的配慮」等について、障害の担当と連携して条例を考え

ていく必要もあるのではないか。 
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第３回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 7 月 9 日（月） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所 5 階 大会議室 

参 加 者 ⻄、湯川、藤本、玉置、松下、楠山、橋本、楠本、宮崎、⿊⽥、谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告（全国合同セミナー参加報告、条例ワーキングチーム会議、あがら花まる
の紀央館高校との交流について） 

２．今後の予定（ごぼうホッとサロン、今後の事業打合せについて） 

１．取り組み報告 
○条例の素案作りワーキング会議を実施したことを報告。 

 

○谷口及び楠本氏が全国合同セミナーに参加。 

楠本氏「全国の様々な立場の人と情報交換をさせていただき勉強になったが、改めて自分が仕

事している御坊市の取り組みは素晴らしいと実感した。これからもっと地域を知っていくために

様々な場面に顔を出させていただきたい」と抱負を語った。 

 

○あがら花まるが紀央館高校との交流を今年も実施 

インターンシップに来られた学生たちに対して、利用者自身から「あの子たちにお礼をしたい」と

の申し出があり、夏の高校野球大会に向けて千羽鶴を折り寄贈する取り組みを昨年度実施し、

学校や保護者からも地域に支えられている実感を得られたと好評だったので、今年度も６月から

千羽鶴を作って野球部を激励。本日、学校へ訪問予定。 

 

○藤井地区でペタンクとグランドゴルフ大会について 

あがら花まるの職員が毎年参加していたが、今年初めて利用者２名がペタンクに参加したいと

申し出あり。利用者が出るとは伝えてなかった。利用者２名、地域の人１人でチーム編成。 

後日、地域の人が「職員がプレーして、利用者は応援と思っていた。あの人ら、ルールも何もわ

かってない人がそんなことできるんか？今度から事前に申請してほしい。」との声があった。 

あがら花まるとすれば、区費を払っているので「住民」として参加したつもりだが、なかなかまだ理

解が進んでいないと実感した。利用者はいきいきとプレーしていた。 

サロン活動の中でも、理解がなく「もう認知症になったんやったらサロンと違ってデイサービスへ」

と排除される方がある。そのような現状がまだまだあるので、これから啓発もしっかりしていかない

といけないのでは？ 

 

２．今後の予定 
・ごぼうホッとサロンを８月７日に実施予定。前回同様、宝の湯で開催。 

・７月１７日、永田先生が来られて今後の取り組みを打ち合わせ。行方不明に関する取り組み等、

圏域の町と取り組み出来そうなことも検討する。 
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第４回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 8 月 20 日（月）13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 南、湯川、藤本、玉置、松下、楠山、橋本、楠本、宮崎、谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告（ごぼうホッとサロンについて、条例について） 
２．今後の予定（認知症サポーター養成講座について） 
３．その他（推進員研修に参加して、博愛会竣工式、ゆうゆう祭り） 

１．取り組み報告 
○ごぼうホッとサロンについて 

６月の開催に続き、宝の湯で８月７日に開催。 

合計３３人参加（うち本人６人、家族１５人） 

由良町からも視察に来られていた。「どうすればこんなに人が集まるのか？各事業所に○名ず

つというような声かけをした方がいいのか？」等の質問があった。人集めが目的ではなく、「集

める」場所でもなく、「集まる」場所と「やりたいこと」が重要であり、地域の今ある資源に着目し

てやればいいのでは？と提言。 

みんなそれぞれのやりたいことで過ごしていただいた。孫、ひ孫とともに参加した方もいて、宝

の湯を楽しんでいた。 

このような会場で継続してやりたいという方も多くいた。一方、会議室のようなところでいろんな

意見を聞きたいという方もいた。勉強会の希望もあり。 

遠くから宝の湯まで来れない方もいる。送迎の問題。 

事前の申し込み制をどうするか？自由に参加できる雰囲気にするほうが居場所になりやす

い？ 

ただ、事前に申し込みあったら、本人が来ないときに「あれ？」という気づきになることもある。 

事業所の制服を着て参加するのと、私服で家族たちとともに参加するのとでは自分の気持ち

が違う。 

 

◯条例について 

・予防について、現場にいると「備え」が大事だとわかっていても、なかなか言えない雰囲気が

ある。条例をきっかけに言えるようになれば。 

・一人の人から作る資源が、新たな人の資源になる。そういうことが「備え」になるのではない

か。 

・成功体験を現場に落としこんで現場で共有することが大事。 

 

２．今後の予定 
○認知症サポーター養成講座について 

９月に産直市場よってって御坊店で開催予定。きっかけは、店長が万引き行為をした方に対

するマニュアル（発見時にすぐ警察通報）に疑問を抱いたことから知人に相談（博愛園岸野さ

ん）。 

警察の万引き行為を疑われた高齢者に対する高圧的な態度にショックを受け、何とかしたいと

相談を受け、サポーター養成講座受講に繋がる。その後のアクションミーティングにも前向き

に検討してもらっている。 

今年度に入ってから、サポーター養成講座の内容を「本人視点」を盛り込んだものに編集。ア

ンケートの回答も、前向きな言葉が多くみられるようになった。 

 

３．その他 
○推進員研修に参加して（今年度、御坊市より２名参加） 

若年制の事例を聞いて、若年性の方への支援から始まる地域づくりは勉強になった。 

認知症の川柳を募集している地域の事例、啓発にはいいだろうと思ったが、資金をクラウドフ

ァンディング使って集めるやり方は、次につなげるためには今後どうしていくのだろうかと気に

なるところであった。 

「ないものはない」というキャッチフレーズが響いた。 
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グループワークで行政の方が多く、予算の相談、サポーター養成講座や認知症カフェの実施

方法等についての話し合いが多く、事業を「しなければ」という雰囲気があった。 

 

○９月２９日、博愛会の日高川町の事業所竣工式 

地域交流事業を開催予定。コグニサイズ実施、そのあと、認知症の理解を深めるため、劇団ス

ターチスで寸劇予定。  

 

○ゆうゆう祭り 

２４日に予定していた夏祭りを台風の影響を考え９月６日に延期。小規模しおやは 24 日で実

施予定。 
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第５回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 10 月 9 日（火） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 楠山、湯川、松下、橋本、楠本、⻄、辻村、谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告（合同セミナー参加報告、認知症の本人が語り合う全国の集い参加報
告、日高病院健康フェスタ） 

２．今後の予定（ごぼうホッとサロン） 

１．取り組み報告 
○合同セミナー参加報告 

・あがら宮崎さん、包括丸山が参加。全国から２２０名程度参加。 

・本人のサプライズトーク。 

介護の認定を受け、障害の就労支援も受けている。パートナーとパンを作っている。仕事を

している時が一番楽しい。発症当時はとても暗い顔していたが、今はパンを作ることに情熱を

注ぎ、明るく暮らしている。 

・御坊では、障害の関係者との連携があまりできていない部分があるので、今後は検討してい

きたい。 

・大崎市の報告。こころの声アンケートの取り組み報告。５年前の調査と昨年の調査で変化を

分析。生き生き百歳体操に本人が参加。その人たちの地域で役に立ちたいという気持ちを

尊重した取り組み。 

・秋田県羽後町、交通機関との連携の報告。自動車学校で認知症カフェを開催。 

・鳥取市、推進員の思い。一人では取り組めない。一人の当事者、登山好き。認知症になって

諦めていたが、みんなで登山の企画。本人がそれで自信を取り戻し、今では一人で登山して

いる。 

認知症カフェに参加した当事者の声「ここがすごく居場所がいい」と言ってくれるが、それが

ゴールではない。地域にそういう場が広がることが大事。 

推進員が描く地域と当事者の思う地域のズレを埋めていく必要性がある。 

 

◯認知症の本人が語り合う全国の集い参加報告 

静岡市で開催。全国各地から、約７００名が参加。 

午前中は、本人ミーティングを実施。午後からシンポジウムで、午前中の本人ミーティングの話

を前提に、藤田さんが進行役で意見交換。別紙参照。 

静岡市内でも、就労のできるデイサービスが始まった。仕事をして収入を得ることが与えるプラ

スの影響は大きい。 

別紙にまとめてみたが、本人たちが発した言葉を書いて読み返してみると、人が暮らしていく

上で「当たり前」のことばかりと感じた。 

 

◯日高病院健康フェスタ 

認知症に焦点を絞ってブースを設けたが、子供づれの人が多数で興味が薄かった。 

１人、相談ブースに相談あり。 

 

２．今後の予定 
○ごぼうホッとサロン １０月２３日に開催。 
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第６回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 30 年 12 月 11 日（火） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 楠山、湯川、松下、橋本、藤本、楠本、⻑嶝、⻄、玉置、宮崎、辻村、 
谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告 
（名⽥地区焼き芋交流会、ゆうゆうで地域交流イベント、ごぼう本人サミット） 

２．今後の予定（ケアニン上映会、ごぼうホッとサロン）  
３．その他 

１．取り組み報告 
○１１月２２日名田地区焼き芋交流会実施。 

幼稚園や小学校にもチラシを配布。高専生２人が手伝いに来てくれた。民生委員たちも多くご

参加いただき、延べ約２００名の参加で今後も継続して地域との交流を図りたい。 

 

○１２月５日、ゆうゆうで地域交流イベント実施。 

ピザ窯を使用して焼き芋したりぜんざいを振る舞い地域住民と交流。またバザーも実施。 

 

○１１月１２日ごぼう本人サミット 2018 実施。 

市内外の本人が１１名参加。当日の映像鑑賞。楠山さんと参加された方が「昔と違って、今は

こんな私でも参加できる居場所を作ってくれることが本当にありがたい」と話されていたとのこ

と。 

 

２．今後の予定 
○ケアニン上映会 

日本認知症本人ワーキンググループ（JDWG）とケアニン制作会社のワンダーラボラトリーと企

画で、「ケアニン」の上映を予定。「認知症の本人とともに鑑賞し、本人たちから感想を話し合っ

てもらう」という内容で実施予定。 

開催日時は２月ごろで予定。開催場所をどうするか？ 

以下、開催場所案。 

ごぼうの郷、小規模多機能しおや、地域の公民館、ケントハウス、日高病院大会議室、

WAWAWA、中川邸、カラオケボックス、学校（看護学校）、お寺（源行寺） 

モデルとして実施するのであれば、どこの地域でも開催可能な場所がいいのではないか。 

お寺は、都市、地方に限らずどこでもあるので、お寺での開催で検討してみる。 

 

○ごぼうホッとサロン 

・宝の湯での開催は概ね好評。その一方、中には会議室でやる家族同士の交流もまたやって

ほしいとの声も。 

・家族の介護を経験した方たちが、今後介護をする人たちのために「役に立ちたい」と思って

いる人もいる。そういう人たちの居場所もあっていいのでは？ 

・栄養のことを知る機会とかあればいい。何かしらテーマを設けて奇数月に開催したい。 

 

３．その他 
・１月１８日に全国合同セミナーがあり、包括谷口としおや松下氏が参加。 

・１２月１５日 塩屋地区で焼き芋交流会実施予定。  
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第７回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 31 年 1 月 8 日（火） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 ⻄、南、湯川、楠山、藤本、玉置、松下、宮崎、橋本、辻村、谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告（「旅から始まる市町を超えた友情プロジェクト」参加報告、しおや焼き芋
交流会、その他） 

２．今後の予定（人材チームづくり研修）  
３．その他 

１．取り組み報告 
○「旅から始まる市町を超えた友情プロジェクト」参加報告 

認知症フレンドシップクラブによる応募型企画「be orange」に、岐阜県恵那市の認知症地域支

援推進員が中心となって、福岡県みやこ町、大分県由布市、そして御坊市の推進員により、

認知症の人が由布市への旅行を通じて、本人同士の出会いや認知症になってもやれること

があるという前向きな気持ちになれるようにサポートをするというプロジェクトを企画。御坊市の

山際さん親子が参加した。 

一緒に参加した、玉置氏より報告。 

玉置：「旅サポ」のつもりで参加したが、認知症だからといって、何でもやってあげることじゃな

く、自分で出来るだけやってもらう。それが自信や自己肯定感に繋がると感じた。 

実際に転倒しそうになったり、リスクもあったが、それ以上に本人が得られたことが大きかった。

「また旅行に行ってみたい」と本人の声。 

 

○しおや焼き芋交流会 

しおや焼き芋交流会に地域の方等約１００名近く参加。近所の方のお手伝いもあった。子ども

も多く来てくれた。あがら花まるの利用者多数来てくれて、法人を超えた連携、利用者間の交

流ができた。民生委員５名参加。差し入れ等を持ってきてくれた。 

 

○その他 

西山さんの家の畑で、あがら花まるの利用者とスタッフで玉ねぎを植えている。 

しおやの利用者の畑を手入れしてほしいとの依頼あり、借りる予定となっている。 

 

２．今後の予定 
○人材チームづくり研修の日程 

★事例共有ワークショップ（活かし方） ２月５日（火）午後 

★取り組み報告会 ３月１３日（水）午後 

 

３．その他 
○映画ケアニン上映会を、源行寺で３月６～８日のどこかで開催調整。 

あがら５日地蔵餅まきの予定 。グループホームにも地蔵の祠建設中。餅まきの際に作る餅

を、ケアニン上映会でぜんざいに使用できそう。 

チラシを作成し、関係者に配布。本人とともに参加してもらうよう呼びかける。 

 

○サポーター養成講座 

２月１９日、名田中学校 １年疑似体験、２２日２年生サポーター養成講座 

２月２１日、湯川中学校 ２年サポーター養成講座 

 

○ボランティアフェスティバル 

３月１０日（市社協主催） 

 

○ホッとサロン、勉強会を３月に予定。 
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第８回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 31 年 2 月 20 日（水） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 ⻄、湯川、楠山、玉置、松下、宮崎、橋本、谷口、丸山 

議 題 １．取り組み報告 
（合同セミナー参加報告、サポーター養成講座、湯沢町との交流、ふじたカフェ） 

２．今後の予定（ケアニン上映会、博愛焼き芋、ごぼうホッとサロン） 
３．その他（寸劇について） 

１．取り組み報告 
○合同セミナー参加報告 

運転免許証の取り組みで、警察や免許証返納後のことに取り組んでいる事例が参考になった

（千歳市）。そのほか、認知症カフェの取組み等の事例。 

 

○サポーター養成講座 

・２月１９日、名田中学校 １年生で高齢者疑似体験、22 日に２年生認知症サポーター養成講

座実施予定。 

・２１日、湯川中学校認知症サポーター実施予定。 

高齢者疑似体験は中学生に軍手を装着してスターチスの花カード作成を体験。すごく大変

だということを実感したとの感想いただく。でも、できることがあるというプラス思考に持ってい

ける体験になった。ステキ体操 GO！GO！GOBO も一緒に実施。 

 

○湯沢町との交流 

湯沢町にピンクのスターチスを一箱送る。大変喜んでくださり、いっぱい写真を添えて手紙を

送ってくれた。湯沢町では御坊のために別枠でサツマイモをつくってくださるとのこと。引き続

き、交流を続けていきたい。 

 

○ふじたカフェ 

年明けに大成幼稚園と落ち着きをして、その餅をふじたカフェでぜんざいに使用。 

３月に紀美野町在住の落語家を呼ぶ予定。 

 

２．今後の予定 
○ケアニン上映会 

ぜんざい係、湯川さんが担当してくれる。源行寺との調整と買い出しもしてくれる。 

駐車場がそれほどスペースない（墓地の前に 10 台程度？）。源行寺と調整。 

○博愛焼き芋 

焼き芋のドラム缶を追加で作成予定。その試し焼きとも兼ねて、バーベキューを４～５月ごろ実

施予定。 

○ごぼうホッとサロン 

３月７日、排せつについての勉強会開催予定。 

 

３．その他 
○寸劇についての意見について 

市民からのご意見について、検討。演じる側が「面白ければいい」という捉え方が本人を傷つ

ける可能性があるということを肝に銘じて、内容を再検討しないといけない。 
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第９回 御坊市認知症コーディネーター会議 議事録 
日 時 平成 31 年 3 月 19 日（火） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

参 加 者 楠本、南、楠山、湯川、⻄、松下、藤本、松下、寺澤、谷口、北山、丸山 

議 題 １．初期集中⽀援チーム検討委員会について 
２．取り組み報告（ケアニン上映会、事例報告会、ホッとサロン交流会、認知症担当者市

町村連絡会、御坊市認知症のひとともに築く総活躍のまち条例） 
３．その他（新年度について） 

１．初期集中⽀援チーム検討委員会について 
○北山から報告 

チーム員会議を毎月１回、サポート医３名が輪番制で参加。１回につき１時間〜１時間半程度

の会議。初期でないケースも相談する場合あり。 

平成２９年度から引き続きケースが２件。３０年度新たなケースは９件。 

平成４月〜今日現在、新規の介護申請３６９件。認知症がきっかけの申請は５０件。 

申請以外の認知症の相談件数は１４９件。 

実感として、認知症の相談は増えている→チームで検討必要なものを精査。 

個別ケース２例紹介。 

 

○物忘れ相談会 

各市町で実施、御坊市は、７、１０、１月で開催計画したが、１０月１件、１月１件の計２件。 

１０月は８３歳の女性一人暮らしの相談。広報を見て申し込み。鍋焦がし等の自覚あり、相談。

相談会場の場所を間違う等の気になることもあり。 

１月は５５歳の女性。夫が新聞記事を見て申し込み。若い頃から気になることがあった。最近は

頭で考えていることと口から出る言葉が違う。買い物したときにお釣りをもらったあとに「お釣り

は？」と聞いてしまう等の症状あり。受診の必要性訴え、認知症疾患医療センター紹介。診断

は問診とテストの結果、認知症ではなく、何らかの発達障害（ADHD 等）との診断。本人は認

知症ではないとの診断で安心したとのこと。 

 

２．取り組み報告 
○ケアニン上映会 

認知症の本人の参加は１２名で、その他スタッフ等入れて３５名の参加。 

本人とケア関係者が一緒に映画を観るという試みは初だったが、本人と一緒に観ることで、自

分自身の業務に照らし合わせたり、本人も自分に置き換えて観て、色々と考えることができて

よかった。また、本人がぜんざいを作ったり会場設営をする活躍の場ができたことも良かった。

 

○事例報告会 

参加者は報告者含めて５０名近く参加。あのようなブースを設けての開催は初の試み。 

アンケートも概ね好評。事例が１回１０分という時間が短いということと、会場の狭さで事例に集

中して聞こえなかったことが改善点。 

次回、報告したいと思うか？の質問には肯定的な意見多数。 

１つの空間で、施設と居宅の事例を同時に聞けるのはよかった。 

 

○ほっとサロン交流会 

大王製紙によるオムツに関する勉強会。参加者は約２０名。満足度は高かった。 

 

○認知症担当者市町村連絡会 

県の施策担当者が集まる研修及び情報交換。山口県宇部市の認知症初期集中支援チーム

の取り組み報告。情報交換の場では、各地域の取り組みを共有。色々やっているが、推進員

とチーム員との連携ができていなかったり、縦割りの考え方で仕事がやりにくそう。認知症カフ

ェをやらないといけないという固定概念があって、本人視点からの取組みという状況ではない

地域が多かった。 
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○御坊市認知症の人とともに築く総活躍のまち条例 

新年度の４月より施行。非常に注目度も高いが、条例ができて終わりではなく、条例の理念達

成のために、これからもコーディネーターの皆さまとともに地域づくりに取り組んでいきたい。 

 

３．その他 
○新年度について 

新たにコーディネーターを追加検討している。引き続き、皆様にもコーディネーターとしてご協

力をいただきたい。 
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２－２）御坊市認知症にやさしいまちづくり条例（仮）ワーキング           

（１）目的 
認知症になったからという理由等で閉じ込められる、安心のために外出させないといったような

社会ではなく、これまでと変わらない、好きに暮らしていける、自分らしく暮らしていく社会の実

現のために、「未来志向」の条例を本人の視点で、本人とともに作っていきたい。 

 
（２）条例ワーキングメンバー一覧  

                               （順不同、敬称略） 
氏名 ⽴場 所属等 

１ 中島 彰一 医師 中島医院 
２ 玉置 哲也 介護職 認知症対応型あがら花まる 
３ ⻄ 美智子 介護職 ケアランド御坊 
４ 楠本 祐史 病院相談員 国保日高総合病院地域医療連携室 
５ 山際 裕三 本人  
６ 北山 善子 家族  
７ 永⽥ 久美子 アドバイザー 認知症介護研究・研修東京センター研究部⻑ 
８ 藤⽥ 和子 本人 日本認知症本人ワーキンググループ代表 
９ 曽根勝 一道 本人 若年性認知症の人と家族と地域の⽀え合いの会 希望の灯り
10 下薗 誠 パートナー 若年性認知症の人と家族と地域の⽀え合いの会 希望の灯り
11 中村 晋也 ⾏政 御坊市総務課 
12 狩谷 晃司 ⾏政 御坊市企画課 

コーディネーター︓鈴⽊ 英一、小森 由美子（NPO 法人地域生活サポートセンター）  
事務局︓介護福祉課 

 
（３）開催経緯 

回 日時 内容 

第１回 
平成 30 年 6 月 27 日（水） 
13 時 30 分〜15 時 

１．開会挨拶・条例の目的説明 
２．⾃己紹介 
３．意⾒交換 

第２回 
平成 30 年 8 月 10 日（水） 
13 時 30 分〜15 時 

１．開会挨拶 
２．経過報告 
３．⾃己紹介 
４．意⾒交換 

第３回 
平成 30 年 11 月 13 日（水） 
10 時 30 分〜12 時 

１．開会挨拶 
２．⾃己紹介 
３．資料確認 
４．意⾒交換 

第４回 
平成 31 年 1 月 15 日（火） 
14 時〜15 時 30 分 

１．開会挨拶 
２．意⾒交換 
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（４）議事録 

第１回 御坊市認知症認知症にやさしいまちづくり条例（仮） 議事録 
日 時 平成 30 年 6 月 27 日（水） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

出 席 者 中島 彰一、⻄ 美智子、楠本 祐史、玉置 哲也、山際 裕三、北山 善子、曽根勝
一道、下薗 誠、中村 晋也、狩谷 晃司、谷口 泰之 

事 務 局 ⽥中 孝典、辻村 一彦、丸山 雅史、コーディネーター 鈴⽊ 英一 

議 題 １．開会挨拶・条例の目的説明 
２．各⾃⾃己紹介 
３．意⾒交換  

１．開会挨拶・条例の目的説明 
認知症になったからという理由等で閉じ込められる、安心のために外出させないといったような社

会ではなく、これまでと変わらない、好きに暮らしていける、自分らしく暮らしていく社会の実現の

ために、「未来志向」の条例制定をしたい。 

行政が〜してあげる、というような条例にはしたくない。 

 

２．各⾃⾃己紹介 
 

３．意⾒交換 
【課長】 

予防という概念は重要なのかもしれないが、要するに健康のために必要なものである。認知症になら

ないために、というものではない。 

【鈴木】 

公明党の骨子案、今のところ、医療に偏った内容になっている。JDWG から、「暮らし」という観点のと

ころから意見を出している。 

【下薗】 

他市で制定されている条例を読んでみたが、しっくりこなかった。「やさしいまち」とは何だ？予防と

は？とこの機会に様々な立場の人たちに問うた。ある作業療法士は、認知症を先送りすることだ、と言

った。また、仙台市の石原医師は、MCI と言われた人が 1 年何もしなくても発症しない人もいる。だか

ら予防ということをあまり軽はずみに言わないほうがいい、と言った。 

普通の暮らしや生活しているところに認知症の人がいる。その向こう側をどうつくり上げていくか。そう

いうビジョンを持った条例が必要なのでは。安心して外出できるまちになったらいい。 

【鈴木】 

予防、より備えるという言葉の方がいいのでは？国民の責務として、本人もふくめて、「地域全体で備

える」ことが重要。 

【曽根勝さん妻】 

今住んでいる地域は、安心感がある。一人で外出しても誰かが声かけてくれるので。認知症にやさし

いまちは、家族にもやさしいまち。 

【北山】 

先日、本人（山際さん）が外に出て家に帰ってこないことがあって心配し、色々な人を巻き込んで大騒

ぎをしてしまったが、本人にとったら帰り道に友人の家に寄ろうと思っていただけだったから、申し訳な

かったなと思う。 

【山際】 

ホンマにみんなに迷惑をかけた。周りに迷惑かけたら悪いと思うともう家から出やんほうがええんかなと

思う。 

【北山】 

本人が「申し訳ない」という気持ちにさせてしまった自分が、本人に対して「申し訳ない」と思う。近所に

本人が認知症ということを周知しても「え？しっかりしてるやん、大丈夫やろ？」と言われる。そこがもど

かしい。 
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【山際】 

頭の中、「ボケているとき」と「しっかりしているとき」がある。それは自分でもわかっている。 

【中島】 

周りの方の知識不足による偏見。進行の段階によって状態が違うことを周知することが必要。 

【下薗】 

本人も色々生活を工夫している。結果がどうあれ、その努力をしていることを肯定し、そこを認める。間

違っても失敗してもいいんだよと声をかけられる人の存在、また、ダメなこともちゃんと否定できる存在

も必要。 

【中島】 

認知症と診断されたことにより、まわりの見方が変わってしまうので、逆に診断しないほうがいいのかも

しれないと思うこともある。認知症になるのは人間の自然の経過の一部である。加齢的なものと考えた

方がいいと思う。 

【下薗】 

認知症の人も役割を持ったらできる。子ども食堂で役割を持っている。子どもたちにとっては、認知症

の曽根勝さんではなく、近所のおっちゃんという存在。 

【鈴木】 

長野県上田市で「安心の会」という組織があり、会長が認知症の本人。認知症の人が会長になれない

ような会は意味がないというスタンスで活動している。 

【曽根勝】 

認知症になったことが恥ずかしいと思っていたけど、認知症になってもできることがある、やれることが

ある。少しでも役に立てることがある。そう思うことで、地域に出ることができる。それを僕は伝えたい。 

【楠本】 

病院に勤めている立場から何ができるか。本人たちに言われて病院の改善しないといけないところを

教えてもらっている。本人たちと一緒に安心して利用できる病院を考えたい。 

【西】 

住んでいるアパートの管理人が認知症だと聞いたが、会って話すと普通に思う。認知症と診断された

後にレッテルを貼られることが問題だと思う。関わっている女性が、銭湯に行くのが日課だったのに、

今は本人が「無理」と決めてしまうことがある。無理ではなく、やりたいことが言える、今までの暮らしを

継続できるような地域を、当事者とか家族の話を聞いて、自分ごととして考えていきたい。 

【狩谷】 

認知症にやさしいと聞くと、守ってあげるというイメージだったが、ごぼう総活躍のまちづくりを仲間たち

と一緒に進めていくにつれ、また本人たちの活躍を見て、意識が変わった。 

【中村】 

認知症のことについて、サポーター養成講座等で習ったぐらいなのでほとんど知識もないが、こうやっ

て皆さんの意見を聞きながら一緒に条例制定を目指して取り組みたい。 

【山際】 

自分は認知症とわかっているからいい。自分では失敗しないようにと思っている。失敗しても、まわりに

何と思われようと自分は気にしない。でも、失敗したときにまわりの人は「あの人おかしい」というような

目で見られるため、隠そうとする人がいる。そんな人（本人）に「そんなこと気にしなくていいよ」と教えて

あげたい。まわりが大目で見てくれる地域になれば、隠さなくてもいいし、もっと気楽に過ごせると思

う。 

【玉置】 

今日、この会議に参加するとデイサービスの利用者に伝えたら「歳をとったら好きにさせてもらえる条

例」を作ってくれとお願いされた。例えば、デイ行ったらお風呂入りたくない人を無理やり入れるので

はなく、入りたくないという選択肢も尊重してほしい。「お風呂入って亡くなる人いても、入らずに亡くな

る人はおらんやろ？」と。そんな声も一つひとつ大事にしながらこの条例づくりに関わっていきたい。 

【下薗】 

こうやって本人や家族も入り、様々な人たちが自由に発言しながら、みんなでつくりあげる条例が本当

にいいと思う。 

【辻村】 

認知症になってもその人であることには変わりない。２４，０００人が住んでいるから、２４，０００通りの人

生がある。山際さんが、頭の中が正常な時とそうでないときがあると言っていたが、どのような状態でも

山際さんであることには変わりない。そういうことが伝えられる条例をつくりたい。 
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第２回 御坊市認知症認知症にやさしいまちづくり条例（仮） 議事録 
日 時 平成 30 年 8 月 10 日（水） 13 時 30 分〜15 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

出 席 者 藤⽥ 和子、曽根勝 一道、下薗 誠、山際 裕三、北山 善子、玉置 哲也、⻄ 美智
子、楠本 祐史、中村 晋也、狩谷 晃司 

事 務 局 ⽥中 孝典、辻村 一彦、谷口 泰之、丸山 雅史 
コーディネーター 鈴⽊ 英一 

議 題 １．開会挨拶 
２．経過報告 
３．⾃己紹介 
４．意⾒交換  

意⾒交換 
【藤田】 

認知症にやさしいとは、誰にとってやさしいのか？ 認知症の人に対してやさしいまちというよりも、誰

にとってもやさしいまちであってほしい。 

一人ひとりの暮らしに対しての工夫。 

最初にショックを受けるのが、自分が不安だと思って、病院に行ってからの対応。その対応次第で、自

分が認知症であることを隠してしまう。そんなことがあっては、認知症にやさしいまちとはならない。 

初期からのアプローチが大切だ、といっても医療側から古い認知症感で対応されることが多いのでは

いけない。医師会等にも理解を求める行動が必要。 

私は携帯電話の機能を使っているが、こういうツールを使えるようになれる機会、教えてもらうとか、そう

いう機会があればいい。できないと決めつける（まわりも本人も）のではなく、やってみると思えるよう

に。 

これからの暮らしの工夫、具体的なものが付随してあるといい。 

本人としては、今までどおりの生活を継続したい。例えば、美容院に行くとか買い物とか。行きづらさ

は出てくるけど、今まで行ってたところに行きたい。 

介護保険のサービスに繋げるとか、そういうルートだけを示されると辛い。 

精神障害者手帳のこととか、本人から聞いたことが役立ったりはしているけど、認知症の人だからとい

うだけで、そういうルートを示すのではなく、認知症になっても行きたいところに行けるようにしてほし

い。 

施設をいっぱいつくる、カフェをいっぱいつくることが「やさしいまち」なんだろうか？ 

医療の現場も、できることを考えてもらえたら良いなと思う。 

条例として作っておけば、動きやすい。 

関心を持ってもらって、自分も役立つんだという気持ちになってもらう。 

知らない人に声かけられてびっくりするかもしれないが、声かけた理由が理解できれば安心するかもし

れない。困ったから相談に行く、という場所をつくるのではなく、いつでも気軽に誰でも寄れる場所の

ほうが話をしやすい。 

認知症の人にやさしいまちとは誰にもやさしいまち、というが、認知症の人たちだけが集まっている空

間が安心できるということではなく、実際は地域では認知症じゃない人も一緒に過ごしている。認知症

の人のためだけにするのではなく、認知症の人だけが過ごしやすい空間ではなく、誰もが過ごしやす

い空間が必要。 

【北山】 

色んなことができなくなってきたことがあるけど、藤田さんが色々やってみようと言ってくれた。本人は

迷惑かけるから、と家にこもってしまうけど、気軽に出て行けるような地域になることがいい。 

【山際】 

病院に行ったら、自分の行きたい診療科がわからない。でも、そのときに知らない人に声をかけられる

と混乱する。 

【下薗】 

曽根勝さんと付き合ってて、食器とか片付ける作業とかして、みんなの役にたちたいという思いでして

いるが、失敗することもある。 
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講演で人前で話すことで自信をつけ、散歩に行って道がわからなくなったら声をかけて住所を言って

帰ってこれる。そういう機会が多くあると、本人の自信につながり、地域にも良いと思う。 

先日、三重県志摩市へサーフィンに行った。専門職とかパートナーとか言われる人は、一緒にやら

ず、見守っていることが多い。でもそれは違うと思う。一緒に何かをすることによって、同じ目線で対等

な立場で話をすることが大事。 

条例をもとに、地域づくりの勢いをつくる。 

自治会で、何かあったら電話くださいと伝えているが、ほとんど電話はない。地域の人たちの理解が

進んでおり、自治会で解決できている。気にかけるようにしていくことが大事。 

病院でソーシャルワーカーをしてたころ、院内で休憩スペースを作ったら、みんなそこに寄った後に診

察に行く。そこでみんなで声を掛け合う。そうすると院内で迷わない。地域で休憩できる拠点とかあれ

ば、そこから道に迷うことがないのかも。 

今までも、今でも、困りごとに対する課題解決という視点ばかり。 

ニュータウンに空き店舗ができて、そこを拠点に誰もが寄れる場所を作った。病院とか施設に認知症

カフェをつくることがナンセンスだとわかった。地域で気軽に寄れる場所があれば、認知症カフェなん

ていらないと思う。 

【曽根勝】 

サーフィンは楽しかった。これからも、色んなことにチャレンジしていきたい。そのためには、バディは

必要。 

地域を歩いていれば、気軽に声かけてくれる人がたくさんいるまちが安心して暮らせるまち。 

【楠本】 

最近は医療側もかなり福祉を意識するようになってはきているが、まだ「医療サービスを提供する」とい

うドライなところもある。 

病院から出たら責任を負えないというのはどうかと思うが、課題があった場合には検討をすることは必

要だと思う。 

電子カルテに記載していれば次につながることがあると思う。 

【鈴木】 

市役所にも誰で立ち寄れる休憩スペース作って、どこに行きたいとか、ふだんのよもやま話を聞ける

場所を作ればいいかも。市役所がモデルになって市内にそういうスペースが増えるといい。 

【玉置】 

地域で新たなものを 1 から作るということではなく、今ある地域のコミュニティを活かす。 

施設を利用することによって、逆に本人が地域と繋がることがある。 

【西】 

地元の人との連携取れていない。認知症の人が仕事をしようとヤスリを持っていたところ、近所の人が

「包丁を持ってる人がいる」と警察に通報。また別の人で、友達の家に行こうと思って道に迷い、警察

の捜索もしてもらった。そのことが本人の自信喪失になってしまった。 

人と人との付き合いがうまくいけば、暮らしやすくなればいい。 

【中村】 

条例をつくるとなると、難しい言葉であったり、行政から押し付けるような内容になりがちであるが、

色々な人たちの声を反映できるものにしたい。 
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資料︓条例に対する利用者の声（あがら花まる） 
認知症にやさしいまちづくり条例に対する利用者の声 

●●様 
「人生楽しく生きがいのある暮らしをしたい」 
「（やさしいまちを作るには）、人間性を養わないといけない。小さいうちからしっかりと教育を受けて、人間性
を養い、人に対する優しい気持ちを持って関われるようにしたらいい。そうすることでよい人間関係が築けると
思う。」 
▲▲様 
「地域のために出来ることは何でもしたい。みんなの⼒になってあげたい。」 
「人間関係をよくして友達を増やすことで、助け合って生きていけると思う。」 
「でも、常に回り近所の人達とともにいると、⾃分もしんどくなるので、干渉しすぎないようにもしてほしい。」 

★条例に対する意⾒として 
「生きることに対する興味に繋がると思います。」 

■■様 
「近所づきあいがなくなっていったのも、若い人たちが⾃分の住んでいる周りに増えたからだと思う。」 
「本当は近所づきあいも大切やと思うけど、今の時代中⼼になってやる人が居ないし、何かやろうと声を上げ
たら⾃分の肩にかかってくる。だから皆“ことなかれ主義”の人が多いと思う。」 
「物事を中⼼になってしてくれる人を作る事が大切だと思う。」 
「⾃分も何か言うたら、「（周りから）偉そうにしている」、とか⾃分に何かの役を持ってこられるし、人の前に
⽴つのは嫌いやから、そーっと暮らしているのが一番と思っている。」 
「⾃分は認知症と思っているけど、今の生活には特に不便はないよ。そのまま時間は過ぎていくから。」 
「条例を作ってくれるのはありがたいことやと思おうけどいろいろと難しいと思うよ・・・。」 
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第３回 御坊市認知症認知症にやさしいまちづくり条例（仮） 議事録 
日 時 平成 30 年 11 月 13 日（水） 10 時 30 分〜12 時 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

出 席 者 玉置 哲也、⻄ 美智子、楠本 祐史、山際 裕三、北山 善子、永⽥ 久美子 
藤⽥ 和子、曽根勝 一道、下薗 誠、中村 晋也、狩谷 晃司 

外部ゲスト 巻⽥ 菊夫（本人）、榎⽥ ゆり（川崎市栗⽊台地域包括⽀援センター） 

事 務 局 ⽥中 孝典、谷口 泰之、コーディネーター 鈴⽊ 英一、小森 由美子 

議 題 １．開会挨拶 
２．各⾃⾃己紹介 
３．資料確認 

①条例⽂案、②内容案、③（条例案に対する）市内認知症の本人・家族の声、 
④参考資料︓「認知症とともに生きる希望宣言」リーフレット（ＪＤＷＧ） 

４．意⾒交換 

１．開会挨拶 
○事務局で取りまとめた案（骨子）について、過不足意見交換、検討により、磨きをかけたい。 

○この条例が、御坊市に暮らす認知症の本人の希望となるように期待しているところ。 

 

２．意⾒校交換 
○条例の目的についてと市内認知症の本人・家族の声について 
＜本人・家族の声（資料）について＞ 
【玉置】 

本人が条例をつくる趣旨をよく理解した上での声はなかなか聴けなかったが、どういう町だったら住み

やすいか、今困っていることはあるか、という切り口で日常的な会話の中で聞いた。 

【藤田】 

これ（本人の声）を聴いたことは、すごいことだと思う、こういうことをこれまでは聞いてくれず、聴いてみ

ると、こんなに一人ひとりが、思いを持って、こうして欲しいということを持っている。８０代でも、９０代で

も持っている。 

みんながやっているんだったら、私もやろうか、とどんどん声を上げることが出来る状況を作ることが出

来る、ということを発信していくのは重要なことと思う。 

【谷口】 

９０歳を過ぎたからと言って見捨てないでほしい、わたしだからこそできることがあるんだ、と聞いた（直

接聞いた）。 

【藤田】 

私が１１年前になった時は、若くしてなることが信じられない状況だったので、若年性を知ってもらうこ

とであえて「若年性」とつけてきたけど、昨日参加しながら、別に高齢でも若年でもわからなくてもいい

んじゃないかな、という気持ちがだんだん強くなってきて、年齢が高いからといって、できないとか決め

つけられるのではなく、自分でもやりたいと考えている人もいるから、これまでは若年性と高齢を分けら

れがちだったが、それを取っ払っていくと、高齢者だけのことということではない、ということが明確にな

っていくのでは、と思った。 

【曽根勝】 

アルツハイマーという病気になってしまって、人の前に行くことは恥ずかしい事と思って、人の前に行く

ことが出来なくなってしまいました。 

アルツハイマーになっても、楽しく誘ってくれる人たちがいるんだなぁ、ということがとてもありがたいなと

思っている。これからもアルツハイマーでもできることはやっていかなければならないな、と思った。 

【巻田】 

条例はいいと思う。どうしても国の作っているものでは難しくてわからないし、細かいところまで決めて

はいないので、市独自で条例を作られるのはいいこと。 

ただ、神戸では認知症予防、発症予防ではなく進行予防として考えていて、認知症に対する勉強を

することを念頭にあげているので、その点はいいと思う。 
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御坊の方々、本人ではない方々がどういう考え方なのかは知らないが、認知症に関わっている人は勉

強もされているし、いろいろご存知だが、認知症に関わっていない人は、「そんなもん知らんわ」という

対応をされることがどこでも多いので、活動している豊岡市でも、フォーラムをしても施設の人は参加し

てくれるが、普通の市民の人は参加されないので、それをどうやって告知していくか、が難しいと思う。

条例を作って、それを市民にいかに広げていくかが問題だと思う。 

条例を作るだけでなく、浸透させていくことが大事。 

【谷口】 

条例（の目的や内容）を説明するガイド的なものを作ろうと思っている。 

【下薗】 

ガイド的なものは当然必要だと思う。ガイド的なものも、市全体としてとらえているので、それを地区へ

おろすような仕組みが必要だと思う。大きくとらえるだけでは、人との関係がぼやけてしまう。 

私たちも地域（地区）という一つの空間にいると、近づくことも離れることもできる、その空間をどう作っ

てくか、が大事だと思う。ガイドがあれば、私たちの地域ってこういうことよ、というのを作っていくことが

できる。小学校区単位で、認知症のことも含めて、地域福祉活動計画を作った。その先まで委員会を

作って、結果が出たので、地域で報告会を行った。地域の中で生きることとして話し合いや実践にもっ

ていけたらすごくいい。 

市の地域福祉計画として、大きなのはあるが、うちとは違う、自治会としても作ろう、と地区全員にアン

ケートをとり、いろんな声を聞いて、地区委員会で決めていった。１０年計画の中で具体的なもの、抽

象的なものがある。経過と結果を地域の人達に伝えることまで行っている。 

この地域で望んでいることは、自治会の小単位ごとにそういうものができないか、と考えている。 

条例ができあがったら、そこまで（近所レベルで）やってほしいと思う。 

【鈴木】 

今やっている（市の）地域づくりの中に「条例」を入れて（位置付けて）いけばいい。 

【谷口】 

日常生活圏域は６つ。 

【山際（北山）】 

自分が話したことが、そのまま文字になっていいなぁと思った。「これＯＫや」。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜事務局の内容案と条例案の違い＞ 
【中村】 

法律には、背景など前文がくっつけられることが多い。前文がついている自治体、ついていない自治

体がある。御坊市では、前文がついた条例は、前例がない。 

【田中】 

「前文」と「目的」の内容が重なる部分があり、前文にもいい文言があり、それをあわせたのが（資料）３

枚目の目的の内容としている。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜目的の⽂案について＞ 
【巻田】 

言い回しになれてないせいか、「認知症になっても」という言葉に違和感がある。 

【藤田】 

「認知症になってからも」と継続している表現になればいいか。 

最初の「この条例は、・・・・」これを市民の人が読んだ時に、未来志向？新しい概念？、なんのこっち

ゃ、と思うのではないか。 

【下薗】 

「未来志向に転換し、認知症とともに・・」とすれば。 

【藤田】 

新しい概念とは「認知症になったら終わり」じゃないよ、ということだと思う。 

【巻田】 

未来志向に転換し、新しい概念で認知症とともに生きていく… 

今まであった発想を、新しいことに転換し、みんなで動いていく、（認知症に対する）新しい概念をもっ

て認知症とともにいきていく、みんなで動いていく。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
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＜この目的の⽂案を現場から⾒るとどうか＞ 
【楠本】 

条例なので、文言が日頃見慣れない、難しいと思うが、条例なので、こういう記載でいいと思う。 

ご本人の意見が一番ということはわかるが、町づくりを考えるなかで一番小さなくくりは家族だから、本

人を尊重することと、家族のことも入ってくるといいのではないか。仕事柄（病院相談員）家族と接する

ことが多いので、家族視点になってしまうのかもしれないが、家族があって本人が安心するのではな

いかと思う。 

【藤田】 

目的の中で、誰のための何のために、がぼやけてしまうと思う。 

主治医が BPSD は、理解ある家族や周囲に囲まれている本人は出てこない、と確信していると言われ

た。 

家族が大変だよね、と対策をしていたのを、本人が「自分たちがこう感じている、こう思う」ということを発

信している。皆さんが本人になったときの事を考えなければいけない。皆さんが今知っている本人をど

うしようと思う条例ではだめだと思う、自分がなった時に、この町で自分らしく生きられるのか、この条例

でいいのか、ということを考えて作らないといけないと思う。家族以外の別の人に支えられている人もい

っぱいいると思う。 

昔のように家族制で家族がいっぱいいるのではなく、どんどん出て行って、家族というものが変わって

いっている。家族のことを書くと、かえって家族がきつくなるのではないか、「本人（とともに生きる）パー

トナー」としての家族という意味あいならよいのかも。 

【玉置】 

支援者、という言い方が好きではないが、当事者と関わっている中で、その方が前向きになってもらえ

るための杖代わりになれるツールとして（条例）活用できたらいい。 

自分の反省点として、「お前ら専門職、専門職っていうけど、ホンマに私らの事を分かっているん

か！！と言われたことがある。本心は分からない、前向きになるための手伝いとしか伝えられなかっ

た。当事者の方の本心は、家族ですらわからない部分はあるけれど、少しでもわかろうとする努力はし

ていきたいと思うし、そういった方々が、自分の思いを発信することを後押しするものとして、この条例

があったらいいと思うし、わかりやすくかみくだいたものがツールとして使えればいい。イラストとかがあ

ったらいいと思う。 

【西】 

目的の中の「希望を持って」が素敵だなと思う。 

自分が、条例に当てはまる状況になった時に、自分が希望を持てる状況になったらと思う。 

本人があきらめるのではなく、周りもあきらめるのではなく、ということをかみ砕いて説明できること、わ

かりやすく伝えることができる、ということが重要になると思う。 

条例ができたからといって、それ「守りましょう」にはなかなかならない。理解してかみ砕いてわかりやす

く伝えられるようになったらいいのかな、と思う。 

【北山】 

後で伝えていくのは難しいし、伝えたからといって終わってしまったらそれも問題。 

でも、何かを発信することで、ちょっとした意識が変わればいいことだと思う、そのきっかけがこの条例

であってほしいと思う。 

【谷口】 

「目的」のところは、事務局で修正していく。 

【田中】 

完璧な条例ではなく、これからもどんどんかわっていくと思う。ベースでできたものが施行するなかで、

必要なことを付け加えながら進化させていきたい。 

【下薗】 

変わってはならないものがある、市のエンブレムとして。そこから変化するものはあるが、エンブレムは

ぶれるもではなく、私はこのエンブレムのためにやっている、ということがほしいと思う。目的の部分に

入っていたら、と思う。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜理念について＞ 
【谷口】 

理念は目的と重複することが多いかも知れない。 

【辻村】 

１項は「認知症になってからも」で統一すれば。 
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【藤田】 

２項の「その者」を「本人」には変えられないか。 

【永田】 

（所謂、条例の）常識を変え、本人、年配の方、市民に読んでもらうために、できるだけ調整した方がよ

い。 

【下薗】 

「制限せず」→「できることを伸ばす」、前向きの表現に変えた方がいい。 

【藤田】 

「家族」というところは、友人や専門職なども信頼できるパートナーとして、本人に関わってる、動くこと

も多い。（家族ではない人の）活躍のしかた、意志が尊重された動きができる様になってきている。 

「家族および・・」というだけでいいのか。いきなりパートナーと書いても、市民の皆さんにはわからない

と思うけど、なんか、ねられないかな（工夫できないか）と思う。 

【下薗】 

家族という言葉をとってもいいのではないか。「認知症の人、市民がそれぞれ・・・」とか。 

【谷口】 

市民の中に家族もいる、というとらえ方。実際に、病院へも友達（幼馴染）と行った人もいる。 

【中村】 

「家族」という言葉を入れているのは、国の新オレンジプラン（認知症の人やその家族の視点の重視）

に拠ったところ。 

【藤田】 

本人・家族をセットにしてやっていくこと自体が、「本人の意思」と「家族の意志」を天秤にかけるような

ことになり、そこが変えられない。 

自分も家族が支えてくれているからこそ、こうしていられる。いちいち「家族が」と言わなくても、 

家族はできることを静かにやってくれている。（混乱する中でも）まずは、本人がどうであるか、本人が

安心できることを作ってあげましょうよ、ということを言わないと、「この人はわからないから」ということ

で、家族が（家族の視点からのことを）、わーと言ってしまう。 

家族が大事ではないと思っていることはない、悩ましいところだが、市民の中に家族が入らないんです

か、とは言わないと思う。 

【巻田】 

ご家族が病院に一緒に行けない方が、パートナーはいっぱいいたが、診察室に入れない。病院まで

パートナーの方と一緒に行っても、本人しか入れない。 

医師の話を聞いても本人には、覚えきれないから、家族でなくてもパートナーは診察室に入りたいが、

病院は、家族でなければだめだ、と言う。 

「家族」という言葉を入れてしまうことで、自分はパートナーとして動いているが、ここには入らないんで

はないかと思われるのではないか。 

【山際】 

「あっちの窓口、こっちの窓口行けと言われても、わからない。ややこしいわ・・・」 

「先生の話も抜けてしまうんや」 

【下薗】 

自分は、診察室に入れた。病院からは一旦断られたが、「本人から一緒に来てほしい」と言われたの

で来ている。不安の中で診察をうけることが、よいこととは思わない。という、本人の意向の確認と、医

師の言葉でと入れた。 

【楠本】 

先生たち（病院）も、家族に連絡するということを教育されていて、「パートナー」という概念が浸透して

いないという事は少なからずある。説明して、本人が希望されている、伝えないといけないことが生きて

いかないといけない、それは病院としても必要なこと。そういう人がいる、という概念がうまく表現できれ

ばいいと思う。個人情報をうるさくいうように教育されているので慎重になる。 

【曽根勝（妻）】 

本人を中心にした条例という柱があるのに、そこに家族の声を入れられるとすごく広がってしまうと思

う。柱は当事者を中心に据えて、その当事者が活躍しより良い暮らしができることが一番。 

御坊市の実態はわからないが、「家族」という言葉（概念）が強い地域かどうかがわからないが、個人的

には、家族の声・思いは入れてほしい気持ちはあるが、条例では、認知症の人一本で通した方がよい

と思う。基本理念として。 

【藤田】 

パートナーとか、支える側の人の役割を、本人が信頼しているパートナーが本人と一緒に活躍できる。

それが友達の時もあれば家族の時もあり、専門職の時もある、そういうことが説明できれば、その一文
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を追加することが大事だと思う、言葉だけが拡がってもだめ。本人が信頼している存在。もちろんそれ

が家族であることもある。 

本人は、誰にでも負担をかけたくない、と思って生きている。よい理解が深まるといいと思う。 

【下薗】 

その辺が、ガイドに入るといいのではないか。一本スジを通しておいて、丁寧に説明する。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

＜条⽂全体として＞ 
【谷口】 

行政は「責務」、市民には「役割」としている。 

【田中】 

（６条の）「認知症の人の提案を受け・・」は、ちょっとややこしいか。 

【谷口】 

暮らしやすい、暮らしにくいを教えてほしい、という感じのこと。 

【巻田】 

どういうところが暮らしやすいか、暮らしにくいところを確認し・・・。 

【谷口】 

山際さんのような提案をして頂けると、行政としては取り組みやすい、確認と提案。 

役割と書いているが、何かをやってほしいということではない。 

【藤田】 

確認ではなく、認知症とともに暮らしながら経験する中で、とか、体験する中での気づきを本人の視点

からよりよい暮らしを実現するために、暮らしている中で気づくことを発信することがよりよい暮らしを実

現することになる、それを身近な人や必要機関に発信していくのが役割、とそう言ってもらえれば。 

聴いてくれる人がいれば、安心できる。 

【下薗】 

認知症の人が暮らしやすい町でありつづけるために、認知症の視点からよりよい暮らしを実現し、地

域の関係者に発信するものとする。本人の役割、本人も一市民であり、一消費者である。 

【藤田】 

「備え」がピンとこない。結局予防と理解されるのではないか、という怖さがある。 

【下薗】 

認知症ケア学会で話された内容を紹介。暮らしの中でいろいろなものに備えて、認知症にならないた

めにではなく、なったとしても大丈夫なようにそなえておく、という話が合った。 

【田中】 

「認知症の人の提案を受けて」が、市民にとっては圧がかかる話になりはしないか（気になる）。 

【永田】 

「認知症とともに生きていくこと」の理解。今の本人がどう生きているかを知りつつ、自分もこれから生き

ていくことを考えてみる、だから、よりよく生きていくために備えよう（ということ）。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

これから 
【谷口】 

今日の意見をもとに、修正案を早い段階でまとめます。予定としては、２月前半には成案にしたい。３

月議会で。 
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第４回 御坊市認知症認知症にやさしいまちづくり条例（仮） 議事録 
日 時 平成 31 年 1 月 15 日（火） 14 時〜15 時 30 分 

場 所 御坊市役所２階 ⻄会議室 

出 席 者 ⻄、楠本、玉置、山際、北山、曽根勝（夫妻）、下薗、中村、狩谷、谷口 

事 務 局 ⽥中、辻村、丸山、コーディネーター 鈴⽊ 英一 

議 題 １．開会挨拶 
２．意⾒交換  

１．開会挨拶 
６月から会議を重ねて、４回目となる今回は議会上程前の最終の会議となる予定。これまで皆様

からたくさんご意見いただいたことに感謝を申し上げます。条例を作ることが大事であるが、完成

するまでのプロセスが大事だと思っている。このプロセスを見える化することが条例づくりに繋が

り、これが実際の地域づくりに繋がっていくと思うので、本日もどうぞよろしくお願いいたします。 

 

２．意⾒交換 
【中村】 

前回の会議で出た意見をもとに修正。資料の網掛け部分を法制担当で修正。細かなところは最終的

に法制担当で審査をする予定。 

第５条 認知症の人の役割 発信するところを多くイメージできるように。 

認知症になってからも→これからも 

第６条 市民の役割 認知症の人に対する理解→認知症に関する理解を深め 人の理解だけではな

く、認知症ということの理解も必ず必要になってくるのではないか？ 

【曽根勝】 

第５条 発信するものとする、という言葉は「僕がせなあかんのか」と思ってしまう。アルツハイマーという

病気に私もなって、アルツハイマーと言われたことによって人に話すことが恥ずかしいと思ってしまうこ

とにならないように、人に伝えたいと思っている。人に喜んでもらえることなんてできないのではないか

と思ってた。こういう場で私の声を聞いてもらえるのは本当に嬉しい。もっとできることを理解してくれる

人が増えていってほしい。 

【下薗】 

何を伝えるか？当たり前のことというと差が出てしまうが、「希望」とか前向きなキーワードを入れるとより

伝わる。認知症の人も障害の人も一般の人も、誰にもやさしいまちになることを目指すための条例かと

思うし、そのために認知症の人も声を出していいんだという条文になればいいと思う。 

【鈴木】 

本人の視点で気づいたことというと、何かよくわからないので、自らの思いや希望を発信する。一人ひ

とりの希望や思いを伝えるというふうにしたほうがやわらかい感じにならないか？ 

【田中】 

条文のタイトルに「役割」という言葉あることで義務感を感じてしまうのか？ 

【鈴木】 

市民、事業者等も役割と書いてあるので本人も役割とする方が分かりやすいとは思うが、役割と言って

おきながら「できる」といっちゃうと曖昧になると思う。発信するでいいのでは？ 

【下薗】 

この条文を見て、5，6，7 条の並びがそれぞれの役割を明記しているし、要は「みんな一緒なんだよ」

ということを書いてある気がして、とてもいいなと思う。 

【鈴木】 

７条の事業者と関係機関は性質が全く違うものなので、条文を分けてはどうか？ 

【中村】 

分けてもいいと思う。 

【谷口】 

７条の４に書いている「福祉サービス」について、福祉を抜いた方がいいのでは？買い物等の一般的

なサービスとして。 

【鈴木】 

必要なサービスや支援、という言葉でどうか？窓口改善とか、買い物しやすい支援みたいな。 
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【田中】 

一般的に認知症の人に対するサービスとなると、福祉が先にイメージしてしまうので、そうじゃない、消

費者的、社会的なイメージを伝えたい。 

【下薗】 

曽根勝さんが地域のサロンに行ったら、何か役割があるわけではなく、コーヒーを出されて上げ膳据

え膳のような状態であった。消費者という立場、市民の一員という立場で地域で暮らしたいという思い

を伝えたい。「認知症の人」という考え方、暮らし方はできるだけしたくない。できれば支援という言葉も

抜きにしてもらいたい。暮らしに関わるサービス、というような表現はどうか？ 

【曽根勝妻】 

地域にポイントカードがある。１人１枚しか使えなくて家族が代理で使えない。本人がポイントカードを

使って買い物するとレジが混んでしまった。そのとき、お店がレジを２つに分けてくれた。そういうサー

ビスの提供の仕方を考えてくれたら安心して買い物ができる。ほんのちょっとした工夫だけど、そういう

ことが大事。 

【鈴木】 

環境の整備や工夫に努める、というのはどうか？ 

【鈴木】 

７条の「従業」ということばには、就労も含まれる？ 

【中村】 

雇い主側から見て従業員が認知症を発症したとしても就労を継続できるようにという意味合いで。 

【鈴木】 

仮に認知症になったとしても継続して働くことができ、認知症になってもできることを活かして新たに働

き始めることもできるというイメージでいいか？ 

【中村】 

従業でき→働くことができ、の方が伝わりやすいか？企画課からも提案があった。 

【鈴木】 

１条のところだが、まちづくりを目指す、ことが目的なのか？実現すること、が目的なのか？ 

【田中】 

実現することが目的だと思っている。 

【下薗】 

市民とともにという言葉には、対する言葉もあるのではと思う。 

【鈴木】 

認知症の人、と分けずに市民の一人として捉えるのか、それともあえて認知症の人という存在を明確

にするのか。 

【下薗】 

前回の会議で家族という言葉を抜いた方がいい、認知症の人の視点から作る条例だという声が出た

ので、認知症の人という立場を明確にした方がいいのかと思う。 

【玉置】 

条例の名前がどうなるかによって違うのかな。認知症という言葉がいつまで使われるのだろうか。 

【下薗】 

どんな人であっても名前で呼んでもらえるような地域。徘徊という言葉を使わない宣言をしている自治

体あるが、認知症の人なんて言葉を使わない、使わなくてもよくなった地域となればいい。ただ、現状

では認知症の人という言葉は必要なんだと思う。 

【玉置】 

認知症対応型って名前が付いていると「利用しづらい」という声があって葛藤したことがある。認知症

があっても堂々と利用できるサービスを目指してきた。 

【下薗】 

御池台の地域福祉活動計画のタイトルを悩んだが、最終的に「どんな人にも住みやすいまち」に落ち

着いた。みんなで考えたタイトルがこれに落ち着いた。 

【谷口】 

第４条の重要課題という言葉について、藤田さんからのご意見で、重要課題というのは以前からそうで

あって、未来志向に転換する中でこの言葉に代わるものがないのかな？と。 

【下薗】 

新たな未来に向けての決意を表す条例で、第１条に未来志向を書いてあるし、この部分は削除しても

いいのかも。 

【曽根勝妻】 

課題と言われるのがちょっと引っかかる部分がある。 
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【田中】 

課題という言葉がどうしてもマイナスイメージ。未来や希望といったような、もっと明るいイメージが膨ら

むような言葉がいい。 

【鈴木】 

ニュアンスとして、行政課題、大事な施策というような意味なんだろうけど、やっぱりあえて課題は入れ

ないほうがいいかも。 

【谷口】 

２条の認知症の定義が、介護保険法の引用しかないのかな？と藤田さんから意見があった。藤田さん

の意見では「この引用だと、どうしても従来の、進行した認知症というイメージが先行してしまうので

は？私や丹野さんたちのような存在は“あの人たちは認知症じゃないんじゃないの？”って思われてし

まう。でも私たちも認知症によって生活に支障が出てきているわけで、ちゃんと認知症ということを理解

してもらうためには、この介護保険法からの引用だけでいいのか…」と。 

【中村】 

この定義をつくる際に参考にしたのは、神戸市と大府市の条例。両市とも、条文の中に色々と病名等

記載しているが、おそらくこの介護保険法からの引用だと思われる。 

【下薗】 

御坊の言葉で「認知症」の定義を作ってみてもいいのでは？診断前後の「空白の期間」の人たちもこ

の条例の対象になるべきであって、そうすると介護保険法からの引用じゃないほうがいい気もする。御

坊市は認知症とは（古い発想）そんな風に捉えていないんだということを胸張って言える条例にすれ

ばいいと思う。 

【谷口】 

山際さんは、認知症と診断されて、気持ち的に何か変化があった？ 

【山際】 

何も変われへん、（日常的な暮らしは）普通やと思っている。 

【曽根勝妻】 

本人は認知症と診断されてから、（空白の期間が）６年間ありました。 

【辻村】 

「認知症の人」という言葉の定義を作ればどうか？ 

※「認知症の人」の定義追加検討。各自持ち帰り、案を事務局に伝える。 

【下薗】 

生活と暮らしを統一した方がいいかも。タイトル、方言で作って見たらおもしろい。それはガイドで入れ

てもいいかも。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

タイトルについて 
【谷口】 

条例のタイトルについて、４回の会議を重ねてきた内容を踏まえて検討いただきたい。仮タイトルとし

て「認知症にやさしいまちづくり」としていたが、今日の会議での意見等からも、「やさしい」という言葉

を使わないほうがいいのでは？ 

【下薗】 

「認知症の人とともに」という言葉がやっぱり必要だと思う。 

【辻村】 

認知症という言葉をなくす条例。 

【田中】 

目的としてはなくしたいのだが、今の段階ではそのタイトルを条例に入れると説明しづらいので、ガイド

でそういう目的を盛り込むことも検討する。 

【鈴木】 

認知症の人とともに暮らすまちづくり条例。本人視点から見て、本人に主体性のあるタイトルにした

い。 

【曽根勝】 

（認知症と診断されても）それがどうした？という気持ちになれるように。自分も市民としてやっていきた

いという気持ちは強い。 

【下薗】 

富士宮市の当事者である佐野さんの言葉「認知症それがどうした俺は俺」という言葉を聞いて曽根勝

さんは「認知症になって何が悪いんや」という気持ちに変わった。 
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【鈴木】 

ともに暮らす→ともに築く、とするのはどうか？そのあとにまちづくりと続くと「築く」「つくる」と被ってしま

うので、「まち条例」とするのはどうか？ 

【辻村】 

認知症の人と、の対象は（本人含め）すべての市民ということで、これまでのキーワードである「総活

躍」を入れるのはどうか？ 

【田中】 

まちづくりをすることが目的ではなく、そういうまちを実現することが目的であることから「まちづくり」と入

れないほうがいい。 

【楠本】 

認知症という言葉は入れたほうがいいのか？他の言葉が見当たらないので今のところ入れて将来的

に違う言葉に変えていく、認知症という言葉をなくしていくというイメージであれば、最初から入れない

ほうがいいのかとも思ったが、ただ今の段階では何の条例なのかわからなくなってしまうから、これで

いいと思う。 

【谷口】 

本来は、この条例をつくらなくてもいい、ということが理想であるが、今はそうではなく、未来志向の条

例をつくってまちをつくり、最終的にこの条例が廃止されればという理想。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

タイトル「認知症の人とともに築く総活躍のまち条例」 
【下薗】 

認知症の人、と区切るのではなく、認知症の人も市民の一人として入っているという意味で、総活躍と

いう言葉はとてもいいと思う。（全員賛成） 

【曽根勝妻】 

（今までの）認知症の人への“支援”じゃなく、（本人も）みんな一緒に地域をつくっていくということがい

い。 

【谷口】 

本日皆さんからいただいた意見をもとに、最終的な条例案を作成して、中村さんと相談しながら３月議

会上程に向けて準備したい。 

【中村】 

２月１０日ぐらいを目途に、完成させたい。最終的に総務でも審査があるため、なるべく今月中にはあ

る程度、形を作っておいてほしい。 

【谷口】 

先ほど皆さんにお願いした「認知症の人」の定義も含め、１月末までにその他気づいた点等もご意見

いただきたい。 
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（４）条例 

 

 

43



 
 

 

  

44



 
 

条例作成プロセス 
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条例リーフレット（3 つ折り） 
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３．認知症の方本人の活躍 
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３－１）本人サミット                                      

（１）目的 
認知症の方本人や家族が、認知症になっても安心して暮らせるまちを実現するため、日常生

活から見える地域資源の現状や課題等を本人や家族等から情報収集を行う。 

 

（２）開催日時・場所 
日時：平成 30 年 11 月 12 日（月）11 時～15 時 

場所：倉庫ミュージアム WAWAWA 

 
 

（３）参加者 
55 人（本人 13 人、家族 7 人、支援者 12 人、⾏政 13 人、その他 10 人） 

 本人 家族 支援者 ⾏政 その他 備考 計 
御坊市 9 5 11 5  30
広川町  1 1  2
日髙川町   1  1

有田市 1  1 2  4

みなべ町   1 1 社協 2
海南市 1 1 2  4
和歌山市   1 認知症支援協会 1
和歌山県   1  1
鳥取市 1  藤田さん 1
京丹後市 1   1
川崎市   1 榎田さん（包括） 1

その他   4
日経新聞１人 
エーザイ３人 

4

運営支援   3
櫻井さん（映像） 
鈴⽊・小森 
（地域生活サポートセンター） 

3

計 13 7 12 13 10  55
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案内チラシ 
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（４）映写スライドでたどる当日の流れ 
当日のスクリーン 
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当日のスクリーン 
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当日のスクリーン 

 

 

54



 
 

（５）本人サミット風景 

スタート前の会場内の準備状況 

 

少しずつ集まり始め 
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御坊市介護福祉課 田中課⻑の挨拶でスタート 

 

参加者各自、自己紹介 
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まずは一曲「ふるさと」…伴奏はハーモニカ山際さん、ピアノ楠本さん、ギター丸山さん 

 
 

しばし歓談 
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藤田和子さんから「認知症とともに生きる希望宣言」紹介 

 
私の希望は… 

 

またお会いしましょう︕ 
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無事終了、お疲れ様でした︕ 
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３－２）ごぼうホッとサロン                                   

（１）目的 
介護家族の居場所づくり。 

 
（２）対象 

御坊市民および御坊在住の方を介護されている方、介護を経験された方、ご本人。 

 
（３）開催経緯 

回 日時 場所 計 家族 本人 スタッフ他

第１回 平成 30 年 4 月 10 日（⽊） WAWAWA 23 10 4 9

第２回 平成 30 年 6 月 19 日（火） 宝の湯 34 11 7 16

第 3 回 平成 30 年 8 月 7 日（火） 宝の湯 33 15 6 12

第４回 平成 30 年 10 月 23 日（火） 宝の湯 31 9 6 16

第５回 平成 30 年 12 月 7 日（火） 宝の湯 25 7 4 14

第 6 回 平成 31 年 2 月 14 日（火） 宝の湯 23 4 4 15

第 7 回 平成 31 年 3 月 7 日（火） 
福祉センター 
※勉強会 

27 20  7

  計 196 76 31 89

 
 

※宝の湯で行うきっかけ 

前年の本人サミットに参加してくれた宝の湯の専務が「うちを使ってもらってもいい」とご意見

いただき、開催となった。 
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（４）当日の様子 
お風呂に入りたい人は入り、ご飯食べる人もお茶する人も、みんなやっていることがバラバラだ

ったが、本人同士のテーブルも自然とでき、いつのまにか「本人ミーテイング」も始まっていた。 

それぞれやりたいことを参加者本位で（本人や支援者関係なく）できていた。 

 
最後は山際さんのハーモニカで締め、他のお客さんもいる中で、大盛り上がりであった。 

宝の湯の専務さんも「使っていただけて嬉しい」と言ってくれた。 

美浜町の包括支援センターからも参加があり、「難しいこと考えるより、こういう場が大切ですよ

ね」と言い、また一緒にできることをやっていきましょう、と話した。 
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ひ孫とツーショットも… 

 
 
初めての参加した人も、ビールで元気に？ 

最近元気がなく気になっていた。 

「食事もそんなに食べたいとは思わない。」 

とのことでしたが、着いて注文したのは、豚生姜焼き

と”生中“、美味しそうに生ビールを流し込み、生姜

焼きも次々と口に運び、完食。 

「やっぱ、ビールなかったら飯が喉通らんわ…！」 

少し顔色が悪かったが、食べ終えた頃にはほんのり

と赤くなり、ビールのおかげで、食欲が戻った。 

他の事業所の人や本人さんたちも談笑し、「ちょっと

行ってみようかな」とあがらに興味を示される。 
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３－３）本人の活躍場面                                   

■スターチス収穫で事業所間交流（平成 30 年 6 月７日） 

９事業所からたくさんの方が一緒にスターチスを収穫。

事業所の違う利用者同士の会話も弾み… 

「あら、ひさしぶり！あなた今どうしてるの？」という再会

もあり！村上君を幼少期から知っているおばあさんは

「あきらくん、こんなに立派になって。うれしいわ〜」と

再会もあり、皆さんとてもいい笑顔。 

 

収穫したスターチスは、各事業所で持ち帰り、ドライフ

ラワーにして花カードの材料として作成してくれる。 
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■法人の異なる３つの事業所が本人の特技を活かし、PC の作業台を共同製作 

きっかけは、市役所で、他社で購入したパソコンモニターラックを見て「これ、作れるんじゃない？」か

ら、サイズを図り、設計図を手書きで作成。 

 

 

 
大工の技術を頼りに依頼 
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作業を引き継ぐ 

認知症対応型デイサービスあがら花まるで、岸さんが作っている PC モニターラックの部品を、別の認

知症対応型デイサービスのコミュニティケアキタデゆうゆうに「やすり掛け」の作業を引き継ぎ、共に製

作。 

 

 

  ●この板のやすりかけをお願い︕         ●これ、売れたらええな〜。しっかり磨くわ︕ 

 
 
やすり掛けが終わったら、小規模多機能型居宅介護事業所のしおやで塗装作業して、また岸さんとこ

ろに戻って組み立て作業を行う。 

 

作業に取り組んでいることをスタッフから聞いた孫は、「おじいちゃん、すごいよ！」「おじいちゃんがそ

んな活躍するなんて…」と、孫からもモニターラックの注文が入った。 

 

  

65



 
 

■インターンのあの子らに感謝したい（平成 30 年７月９日） 

毎年、地域密着型複合施設あがら花まるには紀央館高校からインターンシップで施設を訪問してお

り、昨年から「甲子園をめざしてがんばってほしい！」と千羽鶴を送っていた。今年も夏の高校野球に

向けて「インターンのあの子らに感謝したい」と、本人たちが６月から千羽鶴を折り始め、球児たちに手

渡した。球児や監督からも感謝の言葉をもらい、高校球児と本人とのつながりが続いている。 
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■何でも作ってみたいから仕事ほしい︕ 

認知症対応型デイサービスあがら花まるに通う原さんの作品。箱庭に架かる「太鼓橋」の曲線は、火で

あぶって曲線をつくるというこだわり。実はすごい技術を持っている。本人は「なんでもやってみたいか

ら、なんでも仕事ほしい」と言う。 
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４．認知症地域支援人材・チームづくり 
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４－１）本人とともに歩む認知症ケアの実践から学ぶ人材・チームづくり                

（１）目的 
 本市では、２カ年（H28～29 年度）にわたり、御坊市認知症支援地域人材・チームづくりプログ

ラムで、センター方式を道具にした本人本位の認知症ケアの考え方と実践方法を学んできた。

今年度においては、センター方式を日常のケアの道具として利活用しながら、職員（多職種）

の認知症ケア、認知症の人の支援のスキルアップに役立てている実例として、長野県上田市

の「特別養護老人ホームローマンうえだ」が１０数年にわたり現場で取り組んできたセンター方

式の利活用による組織的な介護人材育成への活かし方を学ぶ。 

 
（２）開催日時・場所 

日時 ： 平成３０年９月２７日（木）１４時～１６時３０分 

場所 ： 御坊市福祉センター４階会議室 

 
（３）講師 

○櫻井 記子氏（社会福祉法人 ジェイエー長野会 教育顧問） 

○小森 由美子氏（長野会認知症研修・実践報告会スーパーバイザー） 

 
（３）参加者 

２６人 

研修案内 
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（４）映写スライド 

法人の取り組み
• 認知症介護の専門性を高める
• 地域包括ケアを担う人材育成
• キャリアに応じた生涯学習

人材育成

• 健康でいきいきと働ける職場環境
• 北欧式トランスファー

労働環境

改 善

• 地域に開かれた施設
• 地域づくり

地域連携
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認知症を生きる当事者
その人の思いや生き方、生活機能の変化、
病態像、病期、
そのひとらしさを観察する目線、人間観、援助観など・・・

これらの情報や知識を得ただけではケアは前にすすまない

その先
関係者が当事者視点と本人や家族、地域と共に歩むプロセス
を共有・連携し、⻑い経過を⽀える

現場をよりよく変えるために

ありのままの「声や姿」
日々関わりながら本人の声を内側から受けとめる
アセスメントとケア実践

自然とその人全体を捉えるように職員が変わり
必然的に本人本位のケアと課題解決に向けて
周りも少しづつ動いていく

現場でやるべきこと・できることは何か
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約 15 年にわたる現場に即した人材育成に⽿を傾ける… 

 
 

終了後、博愛園を訪問 
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４－２）本人とともに歩む認知症ケアを実践するための事例共有ワークショップ     

（１）目的 
９月に行ったセンター方式の利活用による組織的な介護人材育成の研修を踏まえ、実際に

それぞれの現場で仲間と事例を共有することを目的にワークショップを開催し、事例のまとめ

方を学ぶ。 

 
（２）内容 

○事例のまとめ方（事例共有シートの記入方法） 

○ワーク１ ： まとめたい事例について話し合う 

○ワーク２ ： 安心して報告するために 

 
（３）開催日時・場所 

日時 ： 平成３１年２月５日（火）１３時３０分～１６時 

場所 ： 財部会館 

 
（４）講師 

○小森 由美子氏（NPO 法人地域生活サポートセンター） 

 
（５）参加者 

２７人 

 
（６）映写スライド 

76
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（７）グループワーク︓安⼼して報告できるために 
ワークで出た意⾒ 
○ 発表の形式は、一人で前に出るのは緊張するから、施設のメンバー数人で発表したい 

○ 発表はイスに座ってやりたい 

○ 人数いると緊張するので、部屋を分けて、グループ別にして人数を減らすとプレッシャーが

なくなるのではないか 

○ 瞑想を取り入れた報告、聴いている人には目を閉じてヒーリングミュージックをかけると本来

の力が発揮できる 

○ウイスキーボンボンを配ってくれると話しやすい 

○ 前で発表するならみんなに後ろを向いてほしい 

○ 和気あいあいの雰囲気（笑いがある）と発表しやすい 

○ 具体的にその人の言葉を言ってくれて、そんな場面があると気付きやすい 

○ 少人数でグループワーク的 

○ 質問は言葉を選ぶがワークなら普通の言葉でしやすい 

○ ４～５人に少人数がいい 

○ 資料があると頭に残りやすい 

○ 一人ずつ意見を聞けるといいのではないか 

○ ざっくばらんな堅苦しくない雰囲気 

○ 相槌をうつなど、共感してくれる雰囲気があるとありがたい 

○ 共通した事例をテーマとしてあげてもらえれば、共感した意見がでやすい 

○ グループワークだと意見がでやすい 

○ 発表する時に、事例を実行していく側は大変だが、現場でどんなふうにしているのか、写真

などを使ってもらえるとわかりやすい 

○ 発表する側と聞く側が交流が持てるように、事前にお茶会などがあると、コミュニケーション

がとれて楽しいのではないか 
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４－３）みんなでつくる認知症ケア 取り組み報告会                    

（１）目的 
認知症ケアに関する取り組み事例を共有し、認知症ケアの質向上に役立てる。 

 
（２）開催日時・場所 

日時 ： 平成３１年３月１３日（水）１３時３０分～１６時 

場所 ： 市役所５階大会議室 

案内チラシ 

 
 
（３）参加人数 

約５０人 
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（４）当日の流れ 

当日のプログラム 
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オリエンテーション 
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（５）報告事例 
 

１．「笑顔がみたい」 
日高博愛園しおや（⼩規模多機能型居宅介護）                           

★ 取り組んでみようと思った⼀番の理由 
活気がなく表情が乏しい事もあり、本人にとっての快と思える暮らしを送ってもらいたいと思ったため。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】 
松下 将樹、廣辻 優子、谷岡 和子、川崎 陽平、中村 貴美代、小池 真理、南 知美、小出 ⼤祐、北垣 恵美 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの カラオケ、マッサージ、おしゃれ（化粧） 
得意なこと 農作業、園芸 
好きな⼀曲 だんな様、好きになった人 

本人の⾔葉 
※気になる⾔葉を⼀つ記⼊ 

●寝かして 
しんどい時（夜間不眠のため） 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ８２歳 介護度 要介護１ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅱｂ 
性 別 ⼥性 

病 名 認知症、パーキンソン症候群、高⾎圧、逆流性⾷道炎 
住まい 自宅 

経 過 

⼀人暮らしで在宅生活をされ、家族も遠方に住まわれている事もあり、逆流性⾷道炎を患った際に不安を
感じ始める。その後、⼿⾜の震え等も⾒られ、受診し検査を受けた際にパーキンソン病の疑いがあると診断さ
れる。変わらず生活を送っていたが、精神的に不安定な様子も⾒られ、活気なく運動量も低下してきている
事もあり、専門的にリハビリを⾏う必要性を感じ、⽼健施設へ⼊所。３か⽉後の⼊所期間を経て退所後、
在宅生活を再開される。活気がない様子に変わりなく、運動する気⼒もあまり⾒えない様子があった。 
リハビリに関しては意欲的に⾏った様子ではあったが、それ以外の部分では意欲が⾒られない事もあり、寝て
過ごす事が多く⾒られた。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子（平成 30 年 12 ⽉頃） 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
・ほとんど⾔葉を発しない。 
・ボーっとしている。 
・静養室で寝ている事が多い。（日中） 
・何をするにも意欲がなかった。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・⼀日中寝て過ごしていたこともあり、⾜に⼒が⼊らず転倒のリ
スクが高い。 

・ずっと寝て過ごす為に、昼夜逆転がみられる。 
・そのために時間が分からない。 
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本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
・無気⼒な様子が⾒られる。（何もしたくない様子）
・⾷欲はあり。 
・トイレが間に合わない。 
（移動することに時間がかかっているためであり、⾜元
がよくなれば失禁なくトイレに⾏けるようになるのではな
いか、そのことで本人も自信を持てるのでは…） 

数年前までは自分で何でもしていた。（家人より） 
サロンにも通い、いつも楽しそうにされていた。（友人より） 
畑仕事をして、できた野菜を配っていた。 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｄ-４シート 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・夜間不眠の改善。（日中に起きて過ごす時間が増えれば、夜にゆっくり休めるのでは） 
・帰宅願望の理由の追求。（家が恋しい、家族に会いたい、生活⽤品の不⾜分を取りに⾏きたい） 
・メリハリのある生活⽀援。（更⾐、日中はフロアで過ごす） 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・以前までされていた事として、毎日日記を書いて頂くことで、⼀日の生活にリズムが持てるのではないか。 
（無理にすすめない） 

・センター方式のＤ-４（24 時間生活変化シート）を使い、職員全員で K さんの情報の共有をした。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子（平成 31 年 2 ⽉） 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
・日中はフロアで過ごされている。 
時々、机に顔を伏せていることがある。 

・移動は歩⾏器、杖。 
最近は杖歩⾏で移動できている。 

・毎日、朝化粧をしている。 
・⾜しっかりしたいからリハビリするよ。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・夜間、幻視︖寝ぼけているのか︖意味不明な事を話さ
れることがある。（毎日ではなく時々であること。その時々
で⾒えている物、気になっている事が違う） 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
・⾷欲は有り 
・杖歩⾏にて⼀人でトイレへ⾏かれたり、⾜のマッサージを
されている。 

・朝、化粧するのが習慣になっている。 
（⼀日の生活として、朝から化粧をする、マッサージを⾏
うことを本人の日課として自分からするようになってきてい
る。） 

少し前までは、何でも自分でしていた。買い物もバスに乗っ
て出ていき、通院もしていた。（家人より） 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｄ-４シート 
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４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・夜間不眠の改善 
・メリハリのある生活⽀援 
・夜間、意味不明なことを話されることがあり、Ｄ-４シートへ記⼊したヒントを職員で共有し、⾔葉かけに活かす。 
・以前に⾒られた帰宅願望がなくなったのは、週に⼀回リハビリの為、家へ帰っているからではないか︖ 
自宅に帰りたい気持ちも、ずっと過ごすのではなく、気になる為ではないかと考えている。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・本人の希望もあり、下肢筋⼒向上の為、週⼀回訪問リハビリを開始する。 
・毎日、日記を書いて頂く。（無理にすすめない） 
・センター方式のＤ-４（24 時間生活変化シート）を使い、職員全体で K さんの情報を共有した。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

・毎日日記を書いて頂く。（無理にすすめない） 
・センター方式のＤ-４を使い、K さんの情報を共有した。

・K さんの体調や気分に配慮しながら声かけを⾏った。 
・Ｄ-４シートに記⼊したヒントを職員で共有し、⾔葉かけ
に活かすようにした。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｄ-４シート 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
・Ｄ-４シートへの記録を⾏った。  ・定期的なミーティングを⾏い、K さんの情報などを共有した。 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
・以前は何をするにも意欲がなかったが、自分から進んで
物事をすることが増えた。 

・表情が豊かになった。 
・自ら発⾔されることが増えた。以前は聞き取りにくかった
が、⾔葉も聞き取りやすくなった。 

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
介護を過剰にやりすぎていた。 
（本人のできる事まで職員がしていたのではないかと考え
るようになった。） 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

・毎日、日記を書く。（無理にすすめない） 
・朝、化粧をする。 
・⾜のマッサージをする。 
（⼀日の生活に、リズムを持って過ごして頂く。できる事
を増やしていただくためにも、自発的にしたい事を伝えても
らいたい。） 

本人様の気分や体調に配慮しながら⾏う。 

  

86



 
 

新たにやってみたいこと 
職員と⼀緒に本人様の生活⽤品で必要なものを買いに⾏く。（化粧品・パットなど） 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
・Ｄ-４シートを使うことで、自分が休みの時の情報もよく分かり、本人の状態で統⼀したケアができたと思う。 
・本人の⼀日のリズムが感じられるようになった。 
・本人の昔の情報をもっと詳しく知って始めたら、会話から本人の様子を引き出せたのではないか︖時間がもっとあれば
・気にかけるようになった。職員にとって良かったと思う。 
・本人と⼀緒に職員も変わったと思う。 
・利⽤者様全員にするのは⼤変。 

 

 

２．「認知症の症状から⾃分の変化に⼾惑い悩み、⼼を閉ざしてしまったが… 
〜人と関わり・地域の繋がりから、笑ってもの忘れがある事を話せるように〜」     
日髙博愛園指定居宅介護支援事業所                   

★ 取り組んでみようと思った⼀番の理由 
認知症からの短期記憶障害があるが、独り暮らしが継続できている。しかしながら、些細なことで本人の不安も多
く、また、今後の生活への課題も多い。不安に対しての地域や人の関わりが必要となっている事例である事から選
択。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】 
楠山（担当ケアマネジャー）・坂口（コミュニティケアキタデ ゆうゆう職員） 
木下、松本、小山、岸野、中岡、湯川（博愛 居宅⽀援事業所メンバー） 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの
人に頼られること、人と話をすること。 
地域の海・浜、⾙殻拾い、ヤドカリの飼育。 

得意なこと ⼿仕事全般 
好きな⼀曲 坂本九さん「上を向いて歩こう」 

本人の⾔葉 
※気になる⾔葉を⼀つ記⼊

●また、忘れた。かわいそうなもんや 
●あわれなもんじょ 
置忘れ・もの忘れが再三あり、自分に⾔い聞かせるように、いつ
も独りごとのように⾔う。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 91 歳 介護度 要介護１ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅱｂ 
性 別 ⼥性 

病 名 アルツハイマー型認知症、脳梗塞（既往） 
住まい 自宅 

経 過 

現住所の地域に生まれ、嫁ぐ。夫と二人漁業（網引き）に携わり、二人の子供に恵まれる。高齢となり漁
業を引退しても、近所の方に頼まれれば破れた網の修理をしていた。H23 年、夫が脳梗塞を発症し⽚⿇
痺となり、献身的に介護をする。H24 年、夫が他界し、独り暮らしとなる。夫が他界した時は、寂しさから落
ち込み、再三涙する日々が続いた。 
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H29 年、徐々にもの忘れが多くなり、本人が通院しているクリニックに相談・御坊市地域包括⽀援センター
に医師より連絡が⼊り、当事業所が訪問依頼を受ける。以前より夫の介護の事や高齢者実態調査で関わ
っていた事から顔⾒知りの関係であり、訪問相談にも⼼を開いてくれる。介護保険の新規申請を⾏い、要介
護１の認定を受け、居宅⽀援開始となる。 
家事能⼒は高く、その場で意思決定もしっかりされており、このまま⼼を閉ざして孤⽴しないようにと週 2 回デ
イサービスから人との関わりや居場所づくりを⽀援する事となる。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 

不安そうな表情で、話すとすぐに泣いてしまう。 

本人の⾔葉や声・様子 
もの忘れに対しての不安が⼤きく、自分の記憶に混乱してい
た。日記をつけていたが、日や事柄に辻褄が合わないようにな
っていた。そのため、近所の方への被害的な訴えがあったり、事
実が記憶できず話しの内容が変わっている。感情の起伏も少
し⾒られた。再三、頭痛の訴えがあった。 
●ボケてしもて、ようわからんようになった。 
●ボケにきく薬はないんやと。 
●私は近所の人と話すのは嫌いや。集まったら人の悪口や。 
●⼥所帯やと思って⾒下げられる。情けないもんや。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・身体に良い薬と聞くと、購⼊してしまう。（市販・通販等） 
・薬の服⽤がきちんとできない。受診内容を憶えておくことがで
きない。受診に⾏ったことを忘れてしまうことも。 
（体調管理への不安） 

・近所の方への被害的な訴えがあった。 
（近所の方とのトラブルが⼼配） 

・地域の方との交流はあるが、集まりや関わりを好まない。 
（孤⽴してしまわないかと不安） 

・不安な事を相談できる人がいない。 
本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 

●何があったか知らんけど、娘はピタッと来なくなった。 
私の事を怒っている。最近は、⾒かけても口もきかな
い。 

●近所に親戚は多いけど、相談できる人はいない。 
⇒⻑男︓京都府在住、年に２回程帰省。必要時に

は電話で連絡。 
⇒⻑⼥︓同地区に在住しているが疎遠。認知症が

発症した頃に、何かトラブルがあった︖気持
ちの⾏き違い︖ 

⇒家族との交流が少なくなっている。相談できる人がい
ない。 

・⻑男 
「⺟と姉は気性が同じであり、すぐに喧嘩してしまう。お互いに
譲らない。何があっても姉には連絡しない方がいい。」 
・⺠生委員 
「○○さんは、しっかりしている。もともと、しっかりもので地域の
人とも交流している。」 
・近所の人 
「○○ちゃんは、昔から頼りになる。姉御肌やな。」 
・デイサービス 
「不安なのか特定の人としかコミュニケーションをとらない。」 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
花まるシート（アセスメントシート） 
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４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・本人が本人らしく、もの忘れがあっても前向きに自分の生活が送れること。 
・住み慣れた地域から孤⽴せずに、自信を持って暮らすこと。 
・人との関わり、地域の繋がり、安⼼して笑って話せる居場所。 
・相談できる人がほしい。 
・体調管理。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
【デイサービス⇔居宅⽀援事業所】 
・変化があった時は電話ですぐに報告。本人の不安を軽減できるよう検討し、対応。 
・緊急時の対応︓台風時や体調不良時は、連携し対応。 
・デイサービスの休みが続いた時は、訪問し本人の状態を伺う。 
・活動時の写真を共有。 
【地域】・⺠生委員との交流、地域の情報交換。 
【事業所内】 
・変化があった時は、報告・連絡・相談会議にて職員間で共有。事業所職員全員が、誰でも対応できるようにする。

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①人と関わり、同じ悩みを持つ方との交流から、
もの忘れへの不安の軽減に繋げる。不安を、
安⼼に。（自分だけじゃないという気持ちを持
ってもらえるように。） 

 
 
 
 
②本人が地域の繋がりをもって、地域で孤⽴せ

ずに不安なく暮らすことができる自信をつくる。

①デイサービス利⽤ 
最初は特定の方しかコミュニケーションを図ろうとしなかったので、座る
席に配慮したり活動への声かけを⾏い、顔なじみの人を増やして多
くの人と繋がれるように関わる。 
ホッとサロン参加︓職員と⼀緒に参加する事で安⼼してもらい、多く
の参加者と話す事ができるように促していく。 
自宅︓台所に写真や⼿作りカレンダーを貼る。 
服薬管理︓薬剤師による訪問、日付⼊り電波時計使⽤。 
②地域活動への参加 
名⽥地区でのスターチス活動、焼き芋交流会に参加を促す。頼ら
れることで役割を持って、地域活動に参加して自信に繋げることが
できるよう関わる。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
モニタリングシート、センター方式 C-１-２（私の姿と気持ちシート） 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
【デイサービス⇔居宅⽀援事業所】 
モニタリングシート、写真の共有、本人の状態に変化がある時の連絡・連携、更新時のサービス担当者会議 
【担当ケアマネジャー⇔医師・薬剤師】必要時の電話・FAX での相談・情報共有、必要時の訪問 
【居宅⽀援事業所内】報告・連絡・相談会議での必要時の状態や⽀援内容の共有、緊急時の対応・連携 
【包括⇔居宅⽀援事業所】認知症コーディネーター会議での報告、必要時の相談 
【地域】⺠生委員との交流 
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７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

●時代も変わるもんや。昔やったら、歳とってボケたら
オバ捨て山に捨てられた。今は、高齢者と⾔うて、
⼤事にしてくれる。楽しい所にも、連れてってくれ
る。ありがたいもんや。（本人サミット参加後の⾔
葉） 

●私は独り暮らしやから、誰にも迷惑かけずにいられ
る。子供らと⼀緒やったら、忘れてばっかりやから、
怒られてばっかりや。今みたいに、暮らす事ができや
ん。（最近は時々⾔う） 

●家で居たら、朝、仏壇に向かって「おじいちゃん、お
はよう」と⾔うだけや。話す相⼿もなく、独りごとばっ
かり。楽しい時間があるのは嬉しい。皆に仲間に⼊
れてもらえて、泣けてくる。 
（ケアニン上映会参加時の⾔葉） 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
・徐々に本人が強くなっていった。誰にでも話せるようになった。
孤⽴感がなくなっていった。 

・笑って他の人に、もの忘れがある事を話せるようになった。 
・進んで活動への参加を希望するようになった。役割をもって、
自信に繋がっている。 

・不安のある人に対して、アドバイスや聞き役をするようになって
いる。 

・生活に自信がついて、⾏動⼒が強くなった。そのため、体調不
良を感じたら、独りで受診に⾏って内容・処方を憶えていな
い。 

・バスに乗っての外出ができている。降りるバス停を忘れた時は、
乗った時に運転⼿に聞くことができる。 

・忘れないようにと、家の中は本人が覚書した物が多い。収拾が
つかなくなることもある。 

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
・地域の人の集まりは嫌い、と常に話していたが、本人は人との
関わりが本当は嫌いではない。明るい性格であり、話す事が好
きである。 

・人に頼られる事や、役に⽴てることがしたい。 
・色々と物知りであり、教えてもらう事が多い。 
・⾏動⼒のある、たくましい人。地域の事は何でも知っている。 
・認知症になっても、集中して作業ができる。⼿際がいい。 
・名前は忘れてしまうけど、顔は憶えてくれている。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

①日々の家事を、自分のペースで続けてほしい。 
 
 
 
②地域から孤⽴せずに、明るく前向きに生活していっ

てほしい。 
 
 
③体調の安定が図れて、元気に暮らしてほしい。 
 
 
④⾏きたい所に、自由に外出してほしい。バス・タクシ

ーに乗っての必要時の外出も続けてほしい。 

①生活の⾒守り。もの忘れの不安が軽減できる関わり。自分で
商品を選べる買い物⽀援。今⾏えている家事が、これからも
継続できる関わり。 
（認知症デイサービス対応） 

②地域の方との交流への、無理のない促し。家に引きこもらず
に、人と関わる機会を持つ事ができるよう⽀援。活動への参
加促し。生活において、不安な事への相談対応。 
（地域活動、ホッとサロン等への参加） 

③服薬管理への⽀援。受診相談、必要時の受診同⾏。医
師・薬剤師との連携。 
（薬剤師︓居宅療養管理指導） 

④毎日の散歩や墓参りを、続ける事ができるよう⾒守る。バスに
乗っての外出も不安が無いか、これからも⾒守っていく。 

新たにやってみたいこと 
・本人と共に地域の方が集まれる、スターチスサロンの⽴ち上げ。 
・本人と⻑⼥の繋がり。⇒高齢者実態調査から、⻑⼥との関わりを持っていく。 
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⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
・住み慣れた場所で生活をし続ける事が、本人にとって生きがいに繋がっている。 
・⼀緒に活動していく中で自分達は、認知症とか⽀援者とか関係なく仲間になっている。 
・介護保険＝サービス利⽤だけではなくて、人との関わりや地域の繋がりが⼤切。 
・認知症になっても関わり方で、新しくできることが増えてくる。 
・認知症の初期段階の時点で関わることで、不安を和らげて生活の継続ができることがわかった。 

 

 

３．「やりがいと活気をもって日々を過ごしてもらうために…」 
地域密着型複合施設 あがら花まる                       

★取り組んでみようと思った⼀番の理由 
気分の浮き沈みがあり、くもった表情で過ごしている事が時々あるため。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】 
ユニットスタッフ︓⽟井、松本、平原、富永、酒⽥、⽥中、研修メンバー︓小川、森口、⻄、千葉、勝丸 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの 若い時の話や歌、すき焼き、ケーキ、コーヒー 
得意なこと 掃除（細かく隅々までする） 
好きな⼀曲 ⻑渕剛、ピンクレディ、中森明菜 

本人の⾔葉 
※気になる⾔葉を⼀つ記⼊ 

●ごめんなさい、●すみません 
うつむき、表情も良くないときに、「どうしたの︖」「⼤丈夫︖」等、声
かけをするとよく返ってくる⾔葉。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ５７歳 介護度 要介護３ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ａ２ Ⅳ 
性 別 ⼥性 

病 名 若年性アルツハイマー型認知症 
住まい グループホーム 

経 過 

結婚する以前は美容師の卵として働いていた。自宅では愛⽝を飼っており、毎日⼀緒に過ごしていた。夫は
昔から亭主関白で、厳しい人であった。 
H25.12 日高病院脳外科を受診し、相談することとなる。 
H26.8  日高病院精神科を受診し、若年性アルツハイマー型認知症と診断される。話のつじつまが合わ
ない、家事などが出来なくなって夫にから強く当たられたり、家事をさせてもらえない状況であったため、気分
転換にとサービス利⽤を考える。 
H27.6  介護保険申請を⾏う。本人は前向きで素直な性格であるが、本人の認知症の進⾏に伴い、家
事等出来ない事が増える中で、夫の苛⽴ちも増し、きつく当たってしまうような事も出る。 
H27.9  デイサービスの利⽤を開始するも、夫の反応が良くない状況が続いている。 
H29.3  デイサービスから小規模多機能型居宅介護へ移⾏を⾏い、週１回の宿泊も利⽤するようにな
る。 
H29.6  家人様の希望にて、グループホームへの⼊居となる。（要介護３） 
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３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
・⻑渕剛の歌を聴きながらお世話すると「●いいなー」「●ジーンとく
るよ」等⾔われ、涙ぐみながらサビの部分を口ずさむ。 

・色々なお⼿伝いをお願いすると「●はい」と快く引き受けてくれる。
・お話をしている時は声に張りもあり、笑顔もよく⾒られる。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・役に⽴ちたいという思いがあり、お⼿伝い等をお願いすると快く引
き受けてくれるが、上⼿く作業を進めることができない為、どのよう
にして伝えたらよいか困っている。 

・排泄や⼊浴、⾷事に更⾐、全てのケアにおいてなかなか意思疎
通ができず、指示も⼊りにくい。 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
・椅子に座っている時は、うつむいて服やズボンを
触っている事が多いことから、⼀人で居ると落ち着
かないのではないか。 

・不安そうな表情をして⽴ち上がり、ソワソワされ、
落ち着きがなくなることが時々あるが、声かけをす
ると「●私、ここにいても邪魔になりませんか︖」な
ど、申し訳なさそうに⾔われる。 

家族より 
夫が昔から亭主関白で、本人にも厳しかったようだが、認知症と診
断されてからは、特に本人に対して強く当たってしまっていたとの事
であった。 
介護サービスの利⽤にも消極的であったが、少しずつ受け⼊れてく
れるようになり、グループホーム⼊居にも繋がった。 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
アセスメントシート等 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
日中、表情がくもり、ふさぎ込んでいるような感じになるのは「自分はここに居ていいのか︖」「職員さんの邪魔になってい
ないか︖」と思い込まれているのが原因ではないかと考え、表情がうかない時などはスタッフが声かけをしたり、お⼿伝い
などを頼み本人さんを頼ることで、本人さんの「申し訳ない」という気持ちを晴らしてもらう。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・本人さんと職員が世間話等をするときは、お話をよく聞いてくれる他の利⽤者さんも交え、３〜４人で和気あいあい
とお話しできる環境を作ったり、本人さんの好きな⾳楽を流し、⼀緒に歌ったりする。 

・「私、ここに居て邪魔になりませんか︖」と気分が落ち込んでいる時、よく⾔われるので、本人が安⼼できる声かけや
働きかけをする。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①好きな歌（その歌）の時代にどんなことをされていたの
かなどの会話 

②散歩 
③認知症カフェ（ふじたカフェ）への参加 
 
④買い物同⾏ 
 
 

①昔の歌を聴いてもらい、思い出話などをしてもらえるよう
な雰囲気、環境づくり。 

②⼤空や花を⾒てもらうことで気分転換を図る。 
③同ユニットの⼊居者以外の人も居るので、緊張しないよ

う間を取り持つ。 
④カートをひくなど役割を持ってもらう。スーパー等は広い

為、はぐれてしまわないように気を付け⾒守る。⾷料品
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⑤掃除等の家事⼿伝い 

以外にも本人さんの服などを買いに⾏く時も同⾏しても
らい、好みのデザインや色を実際に選んでもらう。 

⑤⾏程と⾏程の間はスタッフがフォローに⼊り、悩むことなく
進める事ができるようにする。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
・同ユニットの各スタッフに内容を説明し、本人さんの活動やお⼿伝いなどをしてくれた際は、様子や⾔葉、⾏動を記録
してもらう。 

・同ユニットスタッフに、積極的に本人さんに声かけをし、活動やお⼿伝いをお願いしてもらえるように協⼒を仰ぐ。 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

・日頃の日常生活の中で、表情が穏やかになって
きた。 

・「●何かお⼿伝いしましょうか︖」等、本人さん発
信からの発⾔が増えてきた。 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
本人さんの人の役に⽴ちたい、何か⼿伝いたいという気持ちを尊
重し、これは出来ないだろうと勝⼿に決めつけず、色々な事にチャ
レンジしてもらう。出来ないことがあれば、スタッフが⼿伝ったり、他の
出来る選択肢を残しておく事で、本人さんも⻭がゆい思いをせず、
やりがいや達成感を持って物事を進めていけるようにしていきたい。

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
夜勤でスタッフが動き回っていると、自分から「●何か⼿伝いましょ
うか︖」と⾔ってくれるようになり、取り組み当初より少しずつではあ
るが、笑顔も増え前向きになってきてくれているように感じる。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

・認知症カフェ（ふじたカフェ）参加時、他の利⽤者さんと
お話しされ談笑しており、花カード作成やお菓子を⾷べ、
穏やかに過ごされていた。 
色んな人とお話ししたり、活動する事で本人さんも笑顔
になり、良い刺激になっている。 

その反⾯、買い物同⾏など場所が広く、人が多い所だと落
ち着かず、うつむいたり離れた所まで歩いて⾏ってしまう。い
きなり広い所へ出るのではなく、地域サロンなど場所も広く
なく人も多くないような所から、本人さんの負担にならない
よう徐々になれていってもらえたらと考える。 

新たにやってみたいこと 
スタッフの人数がなかなか合わず、ここしばらくは⾏けていないが、その日の状況等を加味して、可能であれば本人さんが
好きなコーヒーを、他の利⽤者さんと⼀緒に近くの喫茶店に⾏ける時間を設け、喜んでもらいたい。 
また、若く体⼒もあるので、無理のない範囲でどんどん色々な所へ⾏き、色々な事にチャレンジし、活⼒と自信を持って
もらえるようにこれからも⽀援していく。 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
・本人さんに役割を持ってもらう事で、自信に繋がったのか笑顔が⾒られた。今後も続けて⾏ければ…と思います。 
・今回の取り組みを⾏った事で、本人さんの新たな⼀⾯を知ることができた。 
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４．「ご利⽤者様が落ち着いて過ごせる環境作り」 
きのくに福祉会 ごぼうの郷（特別養護⽼人ホーム） 

★取り組んでみようと思った⼀番の理由 
日常生活の中で不穏な⾔動、⾏動が多々あり、⼼穏やかに過ごして頂きたい。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】 
熊代光男/介護職員、上山寿/介護職員、寒川和哉/介護職員、フロア介護職員、ケアマネジャー 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの 歌をうたう事、歌を聴く事、⾷べる事、コーヒーが好き 
得意なこと カタログページめくり 
好きな⼀曲 串本節 演歌 

本人の⾔葉 

●筋引かんといてよ〜 

口癖となっている。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ８８歳 介護度 要介護１ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅱｂ 
性 別 ⼥性 

病 名 先天性知的障害者、胃潰瘍、低ナトリウム⾎症、尾骨骨折 
住まい 特別養護⽼人ホーム 

経 過 

生まれながらに知的障害であり、若い頃は近くの工場で短時間軽作業労働をしていたが、怪我をしてからは
⾏かなくなった。兄弟８人いるが全員疎遠である。自身の居室で⼀日テレビを観たり、カセットを開き（主に
演歌）過ごしていた。同居の義姉が死亡してからは、同居の甥夫婦との生活を続けていた。 
胃潰瘍の既往あり⼊院してからは不穏状態になり、在宅の生活が継続できなくなり、特別養護⽼人ホーム
⼊居となる。 
⼊居当時、進んで⾏為をされず、唾液の臭いが強く、他者の方より苦情があったため、マスクを勧め、現在無
くてはならないアイテムとなった。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
⾷事を提供すると… 
●筋引っ張る、●痛い、痛いよ〜、●⾷べれんよ〜 
トイレ誘導時に… 
●しっこ⾏ったら筋引っ張るんやで〜 
⼊浴の声かけ… 
●筋引っ張って風呂⼊れんねで〜 
唾液で濡れたマスクを常に交換されている 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・不穏時の声かけ、落ち着いて頂く方法、⼤声で怒鳴られる。 
・⾷事、口腔ケア、排泄、⼊浴、生活全般がスムーズに⾏えてい
ない。 

・マスクの使⽤量が多い。 
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本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
こだわりが強い（固定観念） 
感情⾯が敏感である（喜怒哀楽が激しい） 

興奮される事が多々あり、穏やかに傾聴し、寄り添い、安⼼して
頂けるように⽀援する。 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
施設ツール 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・感情⾯が敏感であり、誤りや事実を指摘し、説明すると不必要に興奮されてしまうので、自尊⼼を傷つけないような
声かけが必要である。 

・本人様の理解を深め、人間関係構築に努める。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
本人様のペースに、タイミング、リズムを尊重しながらも、工夫した⽀援を⾏う。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①個浴での⼊浴を拒否されるので、特浴にて⼊浴して頂
く。 

 
②ニット帽子を着⽤してもらう。 

①「ミカン風呂に⼊りませんか」と、機嫌を損ねない良い印
象が残る声かけ。特浴、⼊浴剤の事前準備（⼊る⼊
らないに関わらずスムーズな⼊浴介助を⾏う為） 

②頬の筋が引っ張るという目線、意識、不穏な⾔動を、
気を紛らわし、少しでも⼼穏やかに機嫌よく過ごして頂
く。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
リラックスし、負担をかけない特浴   ⼊浴剤   ニット帽子 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
申し送りにて成功事例の共有（具体的な流れ、統⼀の声かけ） 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
⼊浴介助ができる様になりました。 
ニット帽子で穏やかな表情を⾒せられる場⾯が多くなった。 
トライする事に意味があると分かった。 

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
ニット帽子によりストレス軽減となった。 
アイテムを提供する事で、本人様の目線を少しでも変えて頂けた。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

⼼穏やかに過ごされ、安定した日常生活を送ってほしい。 季節に応じた帽子の変更、および他のアイテム 
（検討中） 

新たにやってみたいこと 
・歩⾏不安定の為、運動を⾏い全身の筋⼒低下を予防する。（ラジオ体操、歩⾏運動） 
・他者との交流。（⼀緒に同じテーブルでの⾷事や会話） 
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⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
本人様の意思を尊重しながらも、新たな可能性を⾒出し、お客様が笑顔で暮らせる自分らしい生活を⽀援していくこと
が⼤事である。 

 

 
５．「本人・家族ともに精神的負担とならないように生活ができるよう考えていきたい」 

ケアプランサービスキタデ（居宅介護支援） 
★ 取り組んでみようと思った⼀番の理由 

本人・家族ともにお互いにストレスとなっているため、それぞれに負担を軽減でき、本人も家族も望む暮らしをしてほ
しい。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】ケアマネジャー 橋本、地域包括⽀援センター 丸山 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの ドライブ、⾞の運転、三色団子（以前は、お酒・釣り・将棋）
得意なこと ⾞の運転（本人の中では今でも得意） 
好きな⼀曲 涙そうそう、島育ち 

本人の⾔葉 

●もう早く死んだらええんよ 
どんな風に暮らしていきたいか︖と聞いた時に、どんなことをした
いか︖など未来形で聞いた時に発する。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ７６歳 介護度 要介護３ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅲｂ 
性 別 男性 

病 名 
H24.6 糖尿病、高⾎圧、 H27.5 アルツハイマー型認知症 
H30.3 アルコール依存症、 H30.5 急性腎盂腎炎 住まい 自宅 

経 過 

妻と娘と三人暮らし。以前はトレーラーの運転⼿の仕事をされ、その後 H27 年までタクシードライバーをされ
ていた。その頃から怒りっぽく、もの忘れがみられるようになりアルツハイマー型認知症との診断を受けていた
が、薬を拒否され服⽤はしていなかった。退職後も⾞の運転が好きで、毎日午前中に目的もなくドライブに
出かけ、午後からは好きなお酒と好きな物を⾷べる生活を繰り返していた。尿失禁も多くなる。 
H29 年 3 ⽉、もともと怒りっぽい性格であったが、妻に暴⾔や暴⼒が目⽴つようになる。妻が市役所に相談
し、介護保険の申請に至る。要介護１との認定結果で、橋本が担当することとなる。下肢筋⼒低下あり、
⼿すりレンタルする。12 ⽉頃には数回⾞をぶつけたことをきっかけに、自ら免許証の返納をされた。 
H30 年 3 ⽉、介護保険の更新のための受診により、糖尿病の悪化とアルコール依存症から⼊院。 
退院後、インスリン注射が必要となり、断酒のためデイサービス利⽤開始となる。 
H30 年 5 ⽉、腎盂腎炎のため⼊院。留置カテーテルを挿⼊したままの退院となる。退院後、再度デイサー
ビス利⽤をすすめたが、本人拒否。お酒を断つことはできたが、毎日のように家族に「⾞でどこかに連れて⾏っ
て」と強く訴えるようになる。家族も身体的・精神的負担となっている。 
退院後、下肢筋⼒低下が進み、妻に暴⼒を振るうが、妻もやり返すようになる。 
本人には「リハビリ」と説明せずに、訪問リハビリを開始したが、スムーズにリハビリできない日が多い。 
H31 年１⽉、午前３時頃に妻のカギを持出し、⾞を運転して出かけてしまい、単独事故を起こす。 
⾞が廃⾞になったことでドライブの機会が減り、本人のストレスは増⼤している。 
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３．取り組み始めた頃の本人の様子 
  （本人の姿） 
 

 

本人の⾔葉や声・様子 
●何もしたくない 
●早く死んだらいい 
●家にいても退屈 
●おまえは黙っとけ（妻に対して） 
●デイは絶対⾏かん 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
意欲がなく、問いかけに対して後ろ向きな発⾔が多い。 
糖尿病であるが、暴⾷する。（夜間もあり） 
家族が疲れているところ、ドライブに連れて⾏けと無理を⾔う。 
思い通りにいかない時は、妻に暴⾔・暴⼒あり妻もストレスとなっ
ている。 
下肢筋⼒低下が著しく、歩⾏不安定で転倒あり。 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
・「●早く死んだらいい」と⾔いながらも、家族にかまっ
てほしい。 

・外⾯はよい。他人には気を使っている。 
・⻑年ドライバーの仕事をしていたことから、⾞に乗って
いないと不安定となる。 

・昔から亭主関白であったが、妻に追い越されないか
不安があり、暴⾔・暴⼒をふるう（以前の自分を取
り戻したい）。 

妻より 
・娘が不機嫌の時は機嫌をとる。 
・事故の処分を気にしている。 
・甘いものが好きで執着あり、家族の分まで⾷べてしまう。 
（夜間も） 

・好きな歌（涙そうそう・島育ち） 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・自由気ままの性格であるため、指示や強制はしないようにする。 
・ストレスが溜まらないようにする。 
・看護師の娘の介護・看護・⽀援は絶対的に必要。 
・これまで亭主関白で生活してきたため、妻や娘の⽴場が上にならないようにしつつ、妻のストレスも増⼤しないよう配
慮する。 

・ドライブ以外に、何か楽しみや生きがいを⾒つける。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・事業所内で事例検討を⾏い、主任ケアマネジャーからアドバイスをもらった。 
・妻と信頼関係を築き、その都度思いや本人の様子を聞き取ったり、何かあった時などすぐに連絡できるよう、携帯電
話でやりとりをしている。 

・訪問リハビリでの身体の様子やその日の調子を、担当理学療法⼠に電話連絡してもらっている。 
・何かあった時や困った時は、包括⽀援センター丸山さんに相談した。 
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６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①地域包括⽀援センター丸山さんと自宅を訪問し、⾳楽
鑑賞をしながら、⼀緒におやつや将棋を楽しむ。 

 
 
 
 
②外出⽀援 
 
 
③訪問リハビリの担当を交代し、様子をみる。 

①本人の体調を考慮し、無理強いはせず自由気ままを尊
重する。 
⼀緒に好きなおやつを⾷べながら歌を聞き、特技の将
棋を他者と⼀緒に楽しむことを思い出してもらえるよう
工夫したが、布団から出て来てもらえなかったため、生
演奏、生歌だけ聞いてもらった。 

②ドライブが⾏けておらず、閉じこもり傾向にあるため、⾞い
すでのドライブに誘った。好物の甘い物をおやつに誘った
が断わられる。 

③なかなかリハビリが進まないため、⼀度担当理学療法⼠
を変えて様子を⾒る。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
地域包括⽀援センター丸山さんとは、その都度電話連絡を⾏った。急な訪問も同⾏してもらった。 
居宅事業所内で事例検討や報告を⾏った。 
妻とは密に連絡をとったり、事務所に来てしゃべってもらっている。妻にイベントごとにも参加してもらい、他の地域包括⽀
援センターの職員さんにも、状況を知ってもらっている。 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
・気が向かない時は絶対動いてもらえないし、しゃべらなくなる。 
・できなくなったことをしたくないし、人にみられたくない（︖）。 
・今まで「歌は嫌い」と⾔っていたが、実際生演奏、生歌を聞いてもらう
と、表情もよく本当は歌が好きであることがわかった。とても喜ばれた。

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
・「嫌い」と⾔っていても、本当は好きなこともあり、上⼿く引き出せてい
なかったことに気づいた。他にも引き出せることがあるかも知れない。 

・本人に何かをするよう声かけするばかりではなく、五感で感じてもらえ
ることを考えていきたい。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

①自主トレーニング 
②髭剃り 
 
 
③歌 

①訪問理学療法⼠から、簡単にできる自主トレーニングのアドバイス。
②もともとキレイ好きで、散髪や髭剃りは小まめに自分で⾏っていた。

最近は洗身など、娘さんの介助で⾏っており、散髪も難しくなってき
ているが、髭剃りだけは自分でするよう声かけしてもらう。 

③時々訪問し、歌を聞きながら昔のことを思い出したり、他者との関わ
りの楽しさを思い出してもらいたい。そして、前向きに意欲が出るよう
働きかけたい。 

  

98



 
 

新たにやってみたいこと 
・昔、得意であった将棋を思い出してもらえそうなので、対戦する。 
・⼀緒に歌を歌う。 
・⼀緒に三色団子を⾷べる。 
・⼀緒に⾞いすドライブに出かける。 
最終目標→本人が納得するデイサービスを利⽤し、気分転換や機能訓練や⼊浴ができ、また家族さんの負担軽減に
も繋げたい。 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
本人・家族、双方の⽀援で中々前に進みにくいケースですが、⽀援チームでじっくり丁寧に関わることで、本人の楽しみ
や“いい顔”を引き出せるのではないかと思います。また、それによってご家族の精神的負担が少しでも軽くなるような好
循環が生まれればなぁ、と考えます。 
これからも継続して⼀緒に関わっていきたいです。（丸山雅史） 

 

 

６．「孤独を感じず 毎日を過ごしてもらうために」 
日高博愛園 特別養護⽼人ホーム 

★取り組んでみようと思った⼀番の理由 
安⼼して生活してもらえる関係を築き、笑顔をたくさんみたいと思ったから。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】木下、山⻄、松本、阪村、久堀、浦部、⾚松、細⽥、小林、中村 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・ 
好きなもの 

⾷べること（カレー、きゅうりもみが特に好き） 
みんなと歌うこと、おしゃれすること 

得意なこと 家庭菜園、みんなとしゃべること 
好きな⼀曲 はとぽっぽ 

本人の⾔葉 
●⾏かねばならぬところがあるの 
夜中に起きた時 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ８７歳 介護度 要介護５ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 M 
性 別 ⼥性 

病 名 
アルツハイマー型認知症、慢性尿路感染症、高⾎圧、骨粗しょう症 
緑内障 住まい 特養 

経 過 

若い頃、⼤阪へ奉公に⾏き、会社に勤めていた。帰省し、結婚し、二人の子どもを出産する。子どもが自⽴
した後は、夫と二人（しばらくは姑と３人）で暮らしていた。夫と農業をしていたが、H18 年に夫が逝去した
後は、⼀人で暮らしていた。80 歳位までは、農業をしていた。農業をやめた後も、野菜や花を家庭菜園して
いた。⻑男は、毎週末に様子を⾒る為に帰省していたが、H29.7 から⼊院され１か⽉位帰省できなかった
頃から、幻覚妄想や独語などの症状が現れ、精神科へ⼊院。退院後は小規模多機能型を利⽤しながら
⼀人暮らしを送っていた。H30 年 1 ⽉末転倒し、骨折で⼊院。退院後、⾷欲低下し、脱水となり⼊院。
退院後、当施設⼊所となる。 
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３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 
 

本人の⾔葉や声・様子 
廊下の⼿すりをつかみ、決まった場所から離れず、⾷事に声か
けするも、「●いかんよ」と⼤きな声で拒否されることがある。 
●もしもし、○○、あのね、Ｍやけどね 

→電話代がかからない、受話器も不要という電話で息子さ
んと話をされている。 

●上へいくんやで、下と違うで 
●ごはんまだか 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・その場から動いてくれない理由は︖ 
・話の内容が理解しにくい（なぜ上︖下︖なのか） 
・廊下を⾏ったり来たり、他者の居室に⼊って、ベッドに寝ようとし
たりされる。落ち着きなく動いていることがある。 

・⼤きな声で叫んだり、職員の話を聞こうとされず、怒ったりする
事が多い。 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
・淋しい 
・顔⾒知りがおらず、話をする方もいない。職員とも関
わりが少ないため、⾒ず知らずの人の話しは聞きたく
ないのではないか。関わりをたくさん持つことが必要。

・⼀人になる時間を減らそう。 

息子 
⾯会にいくと、連れに来てくれたと思っている。帰る時に、帰りづら
い。興奮するので、職員に申し訳ない。 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｂ-３シート、Ｃ-１-２シート 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・本人様と関わりを持ち、生活歴を知る。（もっとＹさんのことを知ろう） 
・Ｙさんの気持ちになって考えてみる。疑問に感じた⾔葉も、少しは理解できるかも知れない。 
・他の利⽤者や、職員と顔⾒知りの関係を築く。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・センター方式のシートを活⽤し、ケース会議で情報共有する。 
・変わった様子や、追加したい情報は、都度、申し送りに⼊⼒し、いつでも、誰でも確認でき、追加できる。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①⾏事への参加 
 
②⾷堂ではひとりぼっちにしない 

Ｙさんのことをよく知る 
 
 
 
③排尿の量・性状の観察を⾏う 

①⾏事に参加する時に、お化粧をすることで、気分をあげて参
加してもらう。（お化粧は日課だったようなので） 

②職員や⼀緒に話ができる利⽤者がそばにいる状態にする。本
人様の過去の話をすると落ち着かれ、喜んで話をしてくれるた
め、会話を広げ、新たな情報収集をする。同じテーブルの利
⽤者と関係がうまく築けるよう、職員が間に⼊り、交流が図れ
るようにする。 

③アンモニアが蓄積することで、意識混濁が起こったことがあり、
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 注意が必要。 
取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 

センター方式Ｂ-４シート 
⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 

・センター方式のＢ-４シートを１人１枚記⼊してもらい、集計して⼀覧にし、ケース会議で話しあう。 
・１週間に１回、短時間で情報交換。（気づいたことや、うまくいったケア方法、失敗した方法等） 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 

 
 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
・自分のことを話しする時は前のめりになり、積極的に話をしてく
れる。鏡を⾒ることも好きで、自分のことが⼤好き。 

・人と関わることが好きで、同じテーブルの方に自分から話しかけ
ている。顔が⾒えなければ⼼配されている。 

・職員と同調した時は、「●なあ」と冗談めかした顔で⾔われる。
明るい性格。 

・⼤きな声を出された時も、落ち着いて話してもらうよう伝えると、
深呼吸し、ゆっくりと話してくれる。 

・ごはんもお粥も⾷べたい。 
本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 

・顔⾒知りの利⽤者さんもでき、職員にも積極的に「●ねえちゃ
ん」と声をかけてくれるようになった。 

・怒っているイメージが強かったが、話をするとたくさんの笑顔を⾒る
ことができた。また、同じテーブルの方のお世話をしてくれている。

・他者との関わりが増えると、息子さんの名前がでてくることが少な
くなった。自分の兄弟の話をされることが増えた。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

①他の利⽤者との関わり。 
 
②活き活きとした、若々しさを忘れないでほしい。 
③美味しく⾷事を⾷べてほしい。 
④自分の意思を話してほしい。 

①関わりを持ち続け、Ｙさんの話をしてもらい、笑顔で話してもら
う。⼀人で過ごすことがないよう、気にかける。 

②⾷堂の席は変えず、顔⾒知りの方と関係を継続していく。 
③⾏事等へ参加する時は、お化粧をしていく。 
④Ｙさんが希望する⾷事を提供できるよう、他職種とも連携して

いく。 
新たにやってみたいこと 

散歩、自然や植物との関わり、家族様から馴染みのものを持ってきてもらう。それを使っておしゃれをする。写真を飾った
りして、安⼼できる環境作りを⾏う。 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
・たくさん話をし、本人の生活歴を知ることで、会話の幅が広がり、関わりが深くなった。 
・毎日積極的に関わることで、顔⾒知りの関係を築くことができ、「●ねえちゃん」と呼び⽌められ、話しかけられるように
なった。先⼊観ではなく、関わることが⼤切。 

・知り得た情報を共有することで、⼀人では気づかなかったことも知ることができた。 
・息子さんと話すことが減っているのは、関わりが増えて、淋しさが紛れたのだとよいなぁ。 
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７．「去年の年末から、居住先が変わられたことにより、BPSD が出現しており、関わっている
メンバー皆でこれからのケアについて考えていきたい」 
有料⽼人ホーム御坊シルバーハイム・ケアプランセンターケアランドきのくに 

★取り組んでみようと思った⼀番の理由︓I さんのことをもっと知りたい  

【⼀緒に取り組んだメンバー】介護職員・ケアマネジャー 

１．ご本人はこんな人（紹介） 
好きなこと・好きなもの ・他者との交流や会話できる場所 ・世話やき 

得意なこと 
歌（昔、家の近くに日高こうじが来てカラオケ教室を開いてくれ
ていた） 

好きな⼀曲 曲名は不明だが演歌が好き 

本人の⾔葉 
●おまん、今度いつ来る︖ 
●ご飯何⾷べたい︖ 
交流のあった友人に話をしていると考えられる。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ８１歳 介護度 要介護３ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅱａ 
性 別 ⼥性 

病 名 認知症、変形性膝関節症、糖尿病 
住まい 有料⽼人ホーム

経 過 

結婚し３人の娘に恵まれる。農家とたばこ屋を兼業、夫は自営。10 年ほど前、夫が他界し、本人もその後
認知症を患い、タバコ屋を閉める。去年頃までは週５回のデイサービスとショートステイを利⽤されながらご自
宅で生活を送られていたが、認知症症状の進⾏により、夜間など徘徊⾏為が⾒られた為、家族様の介護
負担が⼤きくなり、ハイムへ⼊居となる。以前より、場所、時間、娘との関係性など理解ができない状況であ
った。電話をかけた相⼿先が自分のかけた相⼿と違ったことからトラブルになり、義⻭を何回か作っては失くさ
れたり、郵便物や家の鍵を失くされたり、炊飯の仕方が分からなくなるなど、生活上⽀障をきたしていたと家
族からの話。昔からの馴染みの友人がおり、⼊居前までは本人のお世話をよくしてくださっており、⼀緒にご飯
を⾷べたり、寝泊まりをするほどの仲であったそうだ。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
⼣⾷後、利⽤者様が各居室に戻りだし⼀人になると… 
●ほな、帰らしてもらいます 
と、玄関や出口を探し、フロア内を歩きだす。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
玄関や出口を⾒つける為、各利⽤者様の居室を開けたりしてい
る。今の場所や時間等が理解できず困っている。歩くことで⾜が
疲れ、⾜の痛みを訴えている。これからの時間をどう過ごすか理解
できず困っている。 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
⻑期記憶が保たれている事により、⻑年暮らしてこ
られた自宅への認識が強い。 
現状についての環境変化に認識を持たれていな
い。 

⾏動は制⽌せず⾒守っているが、他者の方とのトラブルにつながら
ないように⾒守りを⾏う。歩き疲れると椅子に座り込む。「今日は
もう遅いんで泊ってください。」と声かけを⾏うと、荒⽴てる様子は
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（いつもデイサービスに通所していた為、通所してい
るような認識ではないか︖） 

なく、居室へ誘導、ベッドへ休まれるが、その時により⾏動は何度
も繰り返される。（職員より） 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ａ-１，Ａ-３、Ａ-４、Ｂ-１、Ｂ-２、Ｃ-１-１、Ｃ-１-２、Ｄ-１、Ｄ-２シート 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・いつも家族や友人と接していた状況から、にぎやかなことが好みではないか︖ 
・孤独感や淋しいという気持ちは本人には⾟く、不快ではないか︖ 
・不安やストレスとなっている要因を、チーム全体で共有しながら考える。 
・今までの生活状況や既往歴などの情報から、本人への理解を深める。 
・本人の⾔動や⾏動から、次に起こり得ることを推測しながら対応を⾏う。 
（何に困っているか︖何をしたいと思っているか︖） 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・花丸シートにて、今までの経緯を知っていただく。 
・既往歴についての知識を深める為、病状について調べ共有。 
・異⾷⾏為が１度あり、ネットより⼀般的な知識を取り寄せ、職員には対応方法やなぜおこるのかの理由、今後の対
策法など、知識を深めて頂けるよう皆で共有してもらった。 

・⾔動、⾏動の妨げはせず、本人に寄り添うこと。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①他者の方の居室に⼊って⾏かれた時は、他の事に意識
を向けて頂けるような声かけを⾏う。「フロアのほうで他者
の方が待ってくれていますよ」など。 

②他者の方のおむつや私物、服等を自分の居室に持ち
帰る⾏動があった時は、なるべく本人の目に⼊らないよう
な所に保管場所を工夫した。 

 
 
③異⾷⾏為があり、パッドのポリマーをむしり口に⼊れ咀嚼

しており、「●あんたも⾷べな。」とおっしゃったため、「私に
もください。」と慌てず対応し、その後、口の中の物も飲
み込まず出してくれた。 

④帰宅願望があり、⼣⾷後フロア内を出口を探し歩き回
ることが毎日のようにあり、⾏動に対しての制⽌や否定
はせず⾒守る。その後、疲れると本人はフロアの椅子に
座り、「●⾜が痛い」と休まれるので、声かけのタイミング
を⾒計らい「今日は、もう遅いんで泊っていってくださ
い。」と伝えると、徐々に落ち着いてくださる。 

①⾏動に対し否定は避け、他者の方が留守の場合は居
室に鍵をかけるなど、その方のプライバシーも守る。 

 
②相部屋の方の私物は、部屋の仕切りが簡易なことか

ら、本人もよく自分の物と間違えることが多々あり、なる
べく目に⼊らない様、おむつ等もタンスにしまう。職員が
他者の方の物だと気付く場合は、そっと持ち主の方に返
しておく。 

③否定はせず、まずは本人の話を傾聴し対応。今後は代
替え⽤として、軽⾷の準備をするなど対応に取り組んで
いたが、その後異⾷⾏為はない。 

 
④杖歩⾏だが、不安定であり、転倒の危険性がある為、

⾏動はそっと⾒守る。様子を観察しながら本人に寄り添
う。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
同上 
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⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
申し送りにて生活状況を共有。ネットより、⼀般的な知識であるがプリントアウトし、職員に認識していただく。（既往歴
との関係性や BPSD 症状についてなど） 

７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 
変化は⾒られず、ホーム内を歩かれている。 
●⾜痛い、●家へ帰ります。 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
淋しさ、不安や孤独感を感じている。 
認識している自宅へ帰りたい。 
時間もわからない。 
いつも交流していた友人を探しているのでは︖ 
 

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
環境の変化により、ストレスや不安を抱えられており、介護者側が
普段の様子や何気ない⾔動に⽿を傾け、その事を共有する事で
も何かケアのヒントとなる糸口がつかめるのではないかと感じた。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

①他者との交流と人への気遣いの⾔葉 
 
 

①共有フロア内での交流の場において、⾒守りや寄り添い、会話
の内容の把握（トラブル等の防⽌） 
会話等により脳への刺激や活性化を図る。 

②杖歩⾏ 
 

②変形性膝関節症により、歩⾏は不安定であることから転倒のリ
スクが高い為、⾒守りは必要だが、歩⾏能⼒はまだあり、このま
ま継続していただきたい。 

③笑顔（いつもニコニコしているが、気分の浮き沈
みがある。） 

③コミュニケーションにて信頼関係を深める。 
本人からの話の傾聴により、場⾯場⾯に寄り添った⽀援を⾏う。 

新たにやってみたいこと 
・自宅で暮らされていた頃の馴染みの家具や物品などがあれば、お持ちいただくよう家族様に伝えており、なるべく落ち着
ける環境を整える。 

・本人がまだまだ出来ることを⾒つけ出す。 
（介助は必要だと思われるが、出来ることで、喜びであったり自信を取り戻して頂くきっかけを作る。） 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
今の状況としては、ご本人に変化等は⾒られないが、今後症状がますます進⾏していく可能性も考えられる。少しでも
本人が本人らしく安⼼して生活が送れるよう、介護職側で連携し⽀援していく必要がある。 
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８．「趣味や特技を活かし、私らしく過ごせる為に」 
介護⽼人保健施設 リバティ博愛 

★ 取り組んでみようと思った⼀番の理由 
施設生活の中で帰宅願望、夜間不眠、フロアの中を歩き回る等の不安定な状態を改善し、ご本人の笑顔を増や
したい。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】三階フロアメンバー７人、看護師７人 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの
歌、⼤正琴、計算（小学校高学年の計算可） 
人と話す事（昔の話を好んでする） 

得意なこと 計算、⼤正琴、歌、編み物 
好きな⼀曲 ⻘い山脈 

本人の⾔葉 
●どうしたらいいんですか︖ 
職員が慌ただしく動いている時に、うろうろ歩いて職
員に訴えてくる。 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ８１歳 介護度 要介護２ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅳ 
性 別 ⼥性 

病 名 
第⼀腰椎圧迫骨折、骨粗しょう症（H29.12.2） 
アルツハイマー型認知症（H30.2.7） 住まい ⽼健 

経 過 

生まれは H 町 W。兄弟は 10 人兄弟で、小さい頃は下の子の⾯倒を⾒たと話す。結婚で Y 町に嫁ぐ。本
人の話しでは、若い頃東京に⼀年住み、料理関係の仕事をしていたとのこと。東京から帰ってきてすぐ結婚
し、結婚後は子育てをしながら主婦業。子どもを２人産み、主婦業の傍ら編み物が得意だったため、近所
の人に教えたりしていた。子育てが終わって、40 歳ぐらいから Y 町の造船所にて事務職を 20 年間してい
た。「●厚生年⾦があって、安⼼して今生活できるんやよ。」と話す。 
夫は海運業をしていたが、60 歳で死亡。⻑男も G 市で自⽴。⻑⼥は H 町に嫁ぐ、夫が死亡後⼀人暮ら
しを続けていた。ボランティア活動に活発に参加し、コーラスや⼤正琴を⾏っていた。 
H29.12.2 第⼀腰椎圧迫骨折後、デイサービスを利⽤していたが、徐々に認知症状が出現し⼀人暮らし
が困難になる場⾯が多くなり、ショート利⽤などを繰り返し、リハビリ目的で H30.2.6 ⽼健⼊所となる。 

３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

 

本人の⾔葉や声・様子 
●どうしたらいいんですか︖→不安そうな表情。 
●何かする事ないですか︖→仕事を探している感じ。 
●いつ帰るんですか︖→⼣方近くになると職員に訴える。 

⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 
・夜間不眠 
・夜間トイレの場所がわからず、ベッドサイドで排泄する。 
・⼣方になると帰宅願望が強くなり、５分きざみに「●いつ帰
れるんですか︖」と聞いてくる。 

・他者の世話→他者が乗っている⾞いすをついて転倒の危
険性が伴うリスクがある。 

・依存⼼→⼤柄な男性に対して依存⼼が強い。 
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・フロア内を歩き回る。（理由は不明） 
本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 

１．常に何かすることを探している。 
→フロアをうろうろしながら、職員を⾒つけると「何

か私にする事ないですか︖」と聞いてくる。 
２．誰かに話し相⼿になってほしい。 

→隣にいつも座っている人がいないと不安がる。 
３．⼀人暮らしだった為か家の事が気になる。 

→留守宅の家が⼼配でならない。 

・息子さんは「昔からよく働く人だった。」と話す。 
・⻑⼥さんとは気性が合わず、２人とも話すと喧嘩になる為、
会わない方がいいと⻑男が話す。 
（本人からも⻑⼥の話しは出ない。） 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｃ-1-2、Ｂ-2、Ｂ-3 シート 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・役割や、やりがいのある何かを⾒つけること。（人の役に⽴つ・仕事をするなど） 
・本人の趣味を理解し、楽しみの中、安⼼できる関係をつくっていくこと。 
・孤独感をなくし、人と関われる環境をつくること。 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
・カンファレンス、日々の記録（Ｄ-４、申し送りノート）を⾏い、情報の共有と⽀援方法を探る。 
→１回／１日、日勤帯でその人の出来事を話しあい、申し送りノートに記⼊し、意識の共有化に努めた。 

・不穏時の対応方法の統⼀。 
→「●いつ帰るんですか︖」と⾔われた時は、「今日は泊りですよ。」と答える内容を統⼀した。 
（今まで、職員⼀人ひとりがバラバラな対応をしてきたが、返答を統⼀することで、本人が納得してくださった。） 

・ご本人の趣味や特技を生活の中で取り⼊れるタイミングを臨機応変に変化させる。 
（時間帯に応じて取り組む内容を変えた。） 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

①計算ドリル 
→午前中「●何かする事ないですか︖」と聞かれた時

に渡すと、集中してやってくださる。 

①昔していた仕事を思い出してもらうため、「この事務仕事
お願いしますね。」と声かけを⾏った。 

 
②歌、⼤正琴 

→寂しさや孤独感を軽減する為に、フロアの皆さんとの
交流を深めていく。 

②-1 歌の本をいつでも⾒れる所に置く。 
  -2 楽譜が⾒えにくかったり読めないと⾔われる時があっ

たので、職員が側で⾳階を⾔い、⼀緒に演奏した。
③席替え等の環境整備 ③本人が安⼼できる相⼿を横に座ってもらった。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
センター方式Ｄ-４シート 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
・Ｄ-４シートへの記録（２週間） 
・その日の日勤者で⼀日の様子を話しあい、次の日の日勤者に伝えられるよう申し送りノートに記⼊する。 
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７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
・隣に誰かがいるだけで安⼼した表情になる。 
・何かできる事を⾒つけると集中して取り組んでいる。 
・⼤正琴をしている姿は真剣に楽譜を読もうとし、笑顔の表情が多
くなった。 
・計算ドリルをしている時は集中して取り組み、計算が終わると「●
間違っていないか確認お願いします。」と職員に持ってきて、自分の
仕事だと思って⾏っていた。（事務員だった頃の仕事に生きがいを
持っていた表情に⾒える。） 

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
・朝⾷後など、職員が慌ただしく動いている所を⾒ると、「●何かする
事ないですか︖」と必ず聞いてくださることに着目し、何がしたいのか
を洞察するため、センター方式Ｄ-4 シートを使い観察した。 
職員が忙しそうに動いている時に、自分も⼿伝わなければならないと
いう世話好きの性格から、「●何かすることないですか︖」の⾔葉に
つながっているのではないか︖と判断した。フロア職員で検討し、この
声かけの時には、午前中は計算ドリル、午後は⼤正琴や歌等をし
て頂くことで、落ち着いた時間を過ごして頂けることに気づいた。 
・ご本人の「できる⼒」や「人に役⽴ちたい」という思いが実現されて
いくと「困った⾏動」が軽減した。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

①計算ドリル 
事務仕事をしていた頃の、やりがいのあるひと時をつく

る。 
②⼤正琴をひき、皆さんと⼀緒に歌を歌うこと。 

①何かやりたい事を探している時に、仕事をしてもらう感覚
でドリルをして頂く。 

②⼀日⼀回でも⼤正琴に触れる時間を作る、増やす。 
また、いつでも⾒れる所に歌の本を置いておき、歌を歌
える環境をつくる。 

新たにやってみたいこと 
①趣味や特技の継続 

・楽譜を⾒やすいように⼤きくする。 
・他の利⽤者と合奏できるよう、他の楽器を⽤意する。 
・フロアで⼤正琴等を披露する場を作る。（ボランティアでステージで⼤正琴をやっていた頃を思い出してもらう。） 

②夜間の排泄が失敗なくできる環境づくり。 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
①施設という集団の利⽤者のひとりに焦点を当て、「その人の思い」や「できる⼒」を探すために、フロアメンバーが「⼀人

のあなた」を観ることの⼤切さを知った。そして「より良いケア」を目指すチームが芽生えた。 
②本人との会話やご家族から情報を得て、生活してきた環境や趣味を知る事ができた。 

→利⽤者の人生歴を知る事の重要性を再確認できた。 
③ご本人の⾏動の変動がなぜ起こるのかをフロアメンバーで観察する事により、ご本人がどんな思いを持ち、その⾔葉を

投げかけているのかを知ることができた。（忙しそうだからお⼿伝いしてあげたいという思いを知った。） 
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→フロアメンバーが統⼀した対応をする事により、ご本人が「納得できる時間」や「できる⼒」を発揮し、笑顔で過ごす
時間が増えていった。（計算ドリル等） 

 

 

９．「信頼できる人を増やそう」 
居宅介護支援事業所 中紀 

★ 取り組んでみようと思った⼀番の理由 
⾏政嫌い、医者嫌いで、誰も信⽤できない、誰の⾔うことも聞き⼊れられない、このままじゃ孤独で亡くなってしまう
のではないかと考えたから。 

【⼀緒に取り組んだメンバー】留置先生、とめきクリニック看護師さん、ヘルパーさん 

１．ご本人はこんな人（紹介） 

 

好きなこと・好きなもの 
医学書籍、クラッシック⾳楽、腕時計、革靴、 
ポテトチップスうすしお 

得意なこと 計算、洞察⼒、情報の容量 

好きな⼀曲 ハチャトゥリアン「仮⾯舞踏会」 

本人の⾔葉 ●誰も信⽤できやん 

２．基本情報とこれまでの経過 
年 齢 ９２歳 介護度 要介護１ 認知症高齢者の日常生活自⽴度 Ⅱa 
性 別 男性 

病 名 前⽴腺肥⼤、慢性気管⽀炎、脳出⾎ 
住まい 自宅 

経 過 

神⼾で生まれ、⼤⼿銀⾏で定年まで勤めた。 
定年後、知り合いの紹介で、白浜の保養所で勤めた。白浜から神⼾までの帰りに、現住所を気に⼊り、妻
と二人で移住。数年前に妻と死別し、⼀人暮らしとなる。 
H25~要⽀援で御坊市包括で担当されヘルパー⽀援を利⽤。 
H30.11 ⽉〜要介護１となり当事業所で担当、現在は週 3 回のヘルパー⽀援、週１回の訪問看護を
利⽤中。 
身の回りのことは概ね自⼒でできているが、お風呂は１年以上⼊っていない、着替えも１週間に１回程度
である。また、内服ができておらず、⾷事も偏りがある。さらには喫煙もされており、体調悪化が懸念される。こ
だわりが強く、他者との関わりを嫌う性格であるため、近所との付き合いはなく、⽀援者の助⾔も聞き⼊れら
れない。 

 

３．取り組み始めた頃の本人の様子 
（本人の姿） 

エアコン、温風器、電気ストーブ、空気清浄機を２台作
動させている部屋の中で、肌着の上にブレザーを羽織り、
下はバッチ。⾷べこぼしなどで⾐類は汚れている状況。オ

本人の⾔葉や声・様子 
●きつい事⾔ってごめんよ、病気がそうさせてるんや、堪忍し

てよ 
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フィスチェアに座って煙草をふかし、テレビは⼤⾳量で⾒て
いる。 
机の上には、通信販売（⾷べ物、電化製品）のカタロ
グや領収書、書類などが散乱している。本人の中では整
理できていると思っている。 

●○○先生、ちゃんと顔⾒て話し聞いてくれたな。嬉しかっ
たよ。 

●自分で決めたいんや、勝⼿なことせんといて 
⽀援していく上で困っていたこと・悩んでいたこと 

⽀援者側の助⾔等を聞き⼊れてもらえないこと、身寄りが
ないので⼊院された時や法的な判断が必要な場合に困
る。 

本人の⾔葉や様子から気づいたこと・考えたこと 本人以外の家族や関係者から得た情報 
⼀人で自由にやっているように思えたが、何をどのようにし
ていったら良いのか、また伝えたらよいのか、思考の整理が
つかずにしんどい思いをされているように感じる。 
本当は、孤独と闘っているように考える。古い年賀状を持
ってきて、「●わしはこんだけ付き合いしてきた」と振り返っ
ている姿から推察。 

人でも物でも気に⼊ったらとことん追求するため、自分の期
待との相⼿との間にギャップが生まれると強い失望や喪失感
を感じられることがあると思う。 

情報を得る時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
 

４．本人を⽀援していく上で、本人にとって「⼤切なこと」、「必要なこと」と考えたこと（⽀援の方針） 
・本人の中で、最期をどのように迎えていきたいか、本人の意向の確認 
・本人の気質に柔軟に対応できる⽀援チーム（地域の方も含む） 
・疎遠になっている家族の意向を確認 

５．⽀援方針を職場や関係者間で共有するために工夫したこと 
本人のこだわりや気質を書⾯に残し、関係者に配布。 

６．取り組んだこと 
取り組んだ具体的な内容 取り組む時に工夫したことや配慮したこと 

・往診に来る前の日に、居宅を訪問し、本人と往診の際
に先生に伝えたいことや、体で気になっていることについ
てまとめる。 

・２週間前に１回医師の往診時に同⾏する。 
⼀般状態の確認だけでなく、医師に少し雑談をする時
間をとってもらい、本人が喜ぶ話題や⾯と向かって診察
してもらえるように依頼する。 

医師と本人との関係性が築けるように、話題提供をしたり
と、話しやすい雰囲気を作るよう配慮している。 

取り組む時に使ったツール（センター方式の場合はシート名を記⼊） 
 

⼀緒に取り組んだメンバーや関係者との⽀援方法や情報などの共有方法 
電話連絡や連携シートを活⽤しての情報提供。 
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７．本人の変化 
（現在の本人の姿・⾔葉や声） 

本人に主治医の往診を勧めた頃は、「●医者は病気をみ
て患者をみてないから、往診に来てもらっても何にもならん」
と⾔われていたが、「●ましな医者もいてるもんやな」に変わ
ってきている。 

 

取り組みを通して、気づいたこと、わかったこと 
目まぐるしく変化を遂げる高度情報化社会の中で、私たち
が忘れかけている「人と話をする時は目を⾒て、相⼿の事
をかんがえながら話さないと」、昔、義務教育や家庭教育
で教わったことが改めて⼤切な事であると再認識させてもら
いました。 
表に出てくる⾔葉だけが本⾳ではないことに気づきました。

本人についての⾒方やとらえ方で変わったこと 
今の本人さんの生活スタイルや⾔動などの特性だけで⽀
援を考えるのではなく、今の本人を作ってきた背景を知りた
いと思った。 
厳しいことを⾔われても腹⽴たしく思わなくなった。 

８．本人にとっての「いいひと時、いい⼀日、よりよい暮らし」のために考えていること 
本人に続けてほしいこと そのために、続けていきたい⽀援 

クラシックを聴いたり、様々な書籍に興味を持ち続ける。 
こだわりのある生活を続ける。 

健康で過ごすための⽀援（薬をきちんと飲む、清潔にす
る。バランスの良い⾷事をとる）。 

新たにやってみたいこと 
沢山の知識やユーモアをもたれている方であるため、自宅に引きこもっているのはもったいない。デイサービスなどを利⽤し
て活躍できる場を作っていきたいと思っています。 

⼀緒に取り組んだメンバーから伝えたいこと 
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（６）アンケート結果 
回収 N=45 

職種 人数 割合 
介護職員 11 24.4%
ケアマネジャー 8 17.8%
管理職 3 6.7%
訪問介護員 3 6.7%
その他 5 11.1%
無回答 15 33.3%

計 45 100.0%
 
【問１】 本日の９つの報告について「いいね︕」と思った取り組みを、３つ教えてください。 

「いいね！」の多い順にみると、①博愛園（居宅介護支援）、②居宅介護支援事業所中紀、③日高

博愛園（特別養護老人ホーム）であった。 

その理由として、以下が挙げられていた。 
・ その人らしさを引き出して、出来る力を活かす手伝いができていてすごかった。 

・ 取り組みを通して、利用者と職員の距離、職員間の関係性が良くなってきているのがよかった。 

・ 発表の内容が分かりやすく、説明も工夫されていたので勉強になった。 

・ 本人視点、本人の思い、本人らしさを尊重した取り組みだった。 

・ 他職種で連携し取り組んでいた。 

・ 皆さんの粘り強い支援。 

・ サービス事業所だけでなく、地域とのつながりを作って行くことができ、自立支援の良い例だと感

じた。 

・ 取り組みの中で医師への働きかけもあった。今後医療との連携の中で、そういう機会は増えてくる

と思った。 

・ 一つ一つの積み重ねや情報の共有等、その方をとり囲む環境も含め、情熱を持ち、取り組んでお

られた。 

 

  事業所 いいねの数

1 
日髙博愛園しおや 
（小規模多機能） 

6

2 博愛園（居宅介護⽀援） 32

3 
地域密着型複合施設あがら花まる 
（グループホーム・他） 

4

4 ごぼうの郷（特養） 6

5 
ケアプランサービスキタデ 
（居宅介護⽀援） 

15

6 日髙博愛園（特養） 16

7 
ケアランドきのくに・御坊シルバーハイム
（居宅介護⽀援＆有料⽼人ホーム） 

6

8 リバティ博愛（⽼人保健施設） 15

9 
居宅介護⽀援事業所中紀 
（居宅介護⽀援） 

31

 

6

32

4

6

15

16

6

15

31
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①日髙博愛園しおや

②博愛園

③地域密着型複合施設あがら花まる

④ごぼうの郷

⑤ケアプランサービスキタデ

⑥日髙博愛園

⑦ケアランドきのくに・御坊シルバーハイム

⑧リバティ博愛

⑨居宅介護⽀援事業所中紀
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No 「いいね︕」と思った理由 
1 いい方向へいった感じがする。 

2 意欲低下への働きかけは何がきっかけとなるか難しいところもありますが、本人のために色々と考え

て取り組んでいたので良かったと思います。 

3 色々な方法で取り組みを行われていた。 

4 聞きやすかったから。 

5 サービス事業所だけでなく、地域とのつながりを作って行くことが出来、自立支援の良い例だと感じ

ました。 

6 在宅のナースなので、身近に感じることが出来た。 

7 支援者のかかわりや視点が柔軟である。 

8 指示しているフォーマット以外に写真や資料、事例に実際に使ったフォーマットなど、色々な資料を

用意して聴く側に非常に分かりやすく工夫していた。 

9 しっかり取り組まれて、発表もわかりやすかった。 

10 写真など用意してくれていたので、入居者の生活感がよくわかった。 

11 その人らしさを引き出して、出来る力を活かす、手伝いができていてすごかったです。 

12 それぞれの取り組みによって、利用者様の笑顔が戻り、生活が豊かになってきた様子が伝わった。 

13 他者の方との関係性も良好であるよう、見守りを行う。 

14 とても聞きやすかったです。 

15 とてもわかりやすく説明してくれた。 

16 取り組みの中で医師への働きかけもあった。今後、医療との連携の中でそういう機会は増えてくると

思いました。 

17 取り組みを通じて、利用者と職員間の関係性が良くなってきているのがよかった。 

18 取り組んだシートや写真等を工夫されていた。また、聞き取りやすい早さや話し方であった。 

19 どれも良かったが、自身も在宅のケアマネをしていることもあり、イメージがすごく伝わった。 

20 何を伝えたいか、という事が伝わる発表でした。 

21 発表者がイキイキしている 

22 発表者の方が対象者に対して愛情をもって接しておられるんだなと感じました。 

23 発表者の方の努力されていることが伝わってきました。 

24 発表の内容が分かりやすく、説明も工夫されていたので、勉強になりました。 

25 一つひとつの積み重ねや情報の共有等、その方をとり囲む環境も含め、情熱を持ち取り組んでおら

れたので。 

26 本人の意向、心によりそった支援であったと思います。 

27 本人の事を考え、想像することで対応し、職員が統一してケアを行っていることの大切さが分かりまし

た。 

28 本人の視点、本人の思い、本人らしさを尊重した取り組みだった。他職種の連携に取り組んでいた。

29 本人の習慣をうまく引き出されている。 

30 本人の得意なこと、趣味を引き出せている。 

31 みなさんの粘り強い支援。 

32 メンバーの取り組み、利用者さんへの思いが良く伝わってきました。 

33 読んでいる所をペンライトで照らしてくれているのは、聞いていて分かりやすかった。写真や実際に

取り組む時に使ったシートを見せてもらうと分かりやすかった。 

34 利用者にとってよりよいい生活を送れるように取り組まれていると思いました。 

35 利用者の声を第一に考え、色々な工夫をしていた。 

36 利用者の好きな事の中から何か内容を決めていたので。 

37 分かりやすかったから。 
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【問２】 取り組み報告を聞いて、今後のケアに活かしたい、やってみたい、と思ったことはありましたか︖ 

ほぼ全員が今後のケアに活かしたい、やってみたいと思っていた。 

  人数 割合 
たくさんあった 13 28.9%
あった 31 68.9%
特になかった 1 2.2%

計 45 100.0%

 
 
【問３】 今回のような「取組報告会」は、認知症の人の個別ケアや地域⽀援の実際に役⽴つと思います

か︖ 

 全員が「役立つ」と思い、６割以上が「おおいに役立つ」と感じていた。 

  人数 割合 

おおいに役⽴つ 29 64.4%

ある程度役⽴つ 16 35.6%

思わない 0 0.0%

計 45 100.0%

 
 
【問４】 今回のような「取組報告会」で、自分が関わっているケース等について、報告をしてみたいと思います

か︖ 

 「思う」が３割を超え、明確な「思わない」は６．７％と少なかった。「どちらともいえない」が半数以上

を占めており、報告については概ね前向きに捉えられていると考えられる。 

  人数 割合 
思う 14 31.1%
思わない 3 6.7%
どちらともいえない 24 53.3%
無回答 4 8.9%

計 45 100.0%

 
 
【問５】 「取組報告会」に参加した感想やご意⾒を教えてください。 

 参加した感想・ご意⾒ 
他事業所の取り組みが参考になった、本人を知ること、理解することの大切さを再確認できた、情

報を共有することが大事、BPSD 症状に合わせた対応や声かけが大変勉強になった、支援してい

く上でのヒントにしたい、今後のケアの向上につなげたいなど、有意義であったという意見が多か

った。 

また、３回発表することは次の発表で工夫できるのでよかった、座学ではなく移動しながらだった

のでメリハリがついて集中できた、取り組むことで職員の勉強になっていた、といった意見も多かっ

た。 

たくさんあった, 
28.9%

あった, 
68.9%

特になかった, 2.2%

おおいに役⽴つ,
64.4%

ある程度役⽴つ, 
35.6%

思う, 
31.1%

思わない, 
6.7%

どちらとも, 
53.3%

無回答, 8.9%
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No 感想・ご意⾒ 
1 １回ごとに座席移動があり、切り替えができ、一つ一つ集中して聞くことができました。 

2 いろんな所での関わりを知ることが出来る機会となったので、良かったです。ありがとうございました。

3 大勢の前で話をする機会はあまりないので、良い経験ができた。今回の研修に参加したことで、入居

者さんの深い一面を知ることができたので、今後のケアの向上につなげていきたいと思います。 

4 聞こえずらいブースもありましたが、各ブースの方々の取り組み方が大変勉強になりました。 

5 今日はとても勉強になりました。ありがとうございました。 

6 御坊市介護事業所（スタッフ）のボトムアップに協力していきたいです。 

7 様々な利用者に対して行われた介護や支援について、理解することが出来ました。勉強になりまし

た。 

8 三回発表する方式を使ってだったので、３回目になると落ち着いて発表者が話されていたことが良

かったと思いました。一回だけだと、ホッとすることもあるが、上手に出来なかったとき、次に工夫でき

るところが良かったです。他の施設の報告をゆっくり聞けたように思いました。 

9 その人の今までのことを知ることで、本人に対する見方が変わって、一緒にできる事、本人のやりた

いことを見つけることが出来るんだなぁと思った。今日はありがとうございました。 

10 大変勉強になりました。 

11 たくさんの発表を聞く機会が持て、良かったと思います。職員にとっても取り組むことで勉強になった

との意見も多く、今後も取り組んでいければと思います。 

12 ただの座学より移動しながらだったので、自分の中で１ブースずつメリハリが持てて分かりやすかった

です。認知症の BPSD 症状に合わせた対応、声かけの仕方など、大変勉強になりました。 

13 とても勉強になりました。 

14 取り組んだ内容の発表で、皆で共有するのがすごく良いと感じました。取り組んだメンバーも、業務

プラスワンで大変だっただろうなと感じます。事業所や施設の中でもこういったものができたり、構え

ずに取り組んでいけたらいいのになぁ、と思います。 

15 認知症の取り組み、情報共有、生活や本人の口癖などから本人の心情を理解することの大切さを再

確認できた。 

16 人前で発表するということは難しいことやとわかりました。 

17 勉強になりました。色々な考え方や接し方があると改めて感じました。 

18 他の事業所の発表を聞いて、今後、取り組みを行う時の参考になることもあり、良い勉強になりまし

た。 

19 他の施設、在宅の取り組みが聞けて、こんな考え方もあるんだなぁと、これから支援していく中でヒン

トになると思った。この報告会の方法は初めてでしたが、ずっと聞いてばかりよりはよかったです。 

20 他の施設や職種の方の意見や考え方など、勉強になることが沢山ありました。 

21 利用者と関わっていく上で、その人の事を知ることはとても大切なことだと学びました。 

22 色々な発表を聞けたことが良かったです。 

23 他の事業所がどのように取り組みをしているのか聞くことが出来て良かった。また、取り組みを行った

中でより支援チームでのケアの仕方や方針などについても共有、統一を今まで以上にしていくことが

出来たのではないかと思いました。報告会のスタイルも発表者の近くで聞くことが出来たので、分かり

やすく、聞くことにも集中することができました。 

24 考え実践することはできますが、文章にしてまとめることは大変な作業だと思います。みんなでやれ

ばできると思います。 

25 皆さんの日々の取り組みを聞け、その人をよりよく知り、会話の幅を増やし、信頼関係の構築に努め

ておられるのだと改めて「継続は力なり」思う心が大切だと感じました。 

26 ３か所で発表することで、少しリラックスして発表されていたと思います。そのため、聞こえにくかった

時もありましたが。 
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今後にむけた改善点 

同時に３か所での報告であったため、聞き取りづらいという意見があった。また、報告時間や質疑応答

も、もう少し時間があればよかった、という意見があった。 

No 感想・ご意⾒ 
1 ３組だと少し聞き取りにくかったので、２組ぐらいが集中できると思いました。時間をもう少し長い方が

よかったです。少し事例が多かったので、もう少し事例が少ないとよかったです。 

2 ３グループに分けて報告発表するのは非常に良いアイデアだと思ったが、部屋も別々であればなお

よかったかも。他の事例発表の声が聞こえてきたりすることで、集中力に欠ける部分もあった。 

3 質疑応答の時間が短かったように思います。”どうアプローチしたか”があまり明確でない方が何人か

いらっしゃったようです。 

4 社協の３F と４F を使うのがいいと思います。ガラスにはると、逆光で見えにくい。カーテンを閉めてパ

ネルかカーテンに貼るのがいい。 

5 スペースの関係上仕方ないのでしょうが、報告聞き取りにくかったです。 

6 スペースの関係で、他の報告の声が聞こえ、報告者の声が聞き取りにくいこともあった。 

7 一つのフロアですると声が重なる。 

8 一つの部屋で３か所の事例報告があったので、報告者のしゃべり方で全く聞こえないことがあったの

が残念です。 

9 前を向いてしゃべってほしい。せっかくの良い事例がもったいない。隣の発表者の声が入ってきて、

集中できない。 

10 良い報告であっても発表者の声が小さいと聞き取りにくく、内容が伝わりにくいのが残念でした。 
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（７）報告会風景 
会場内、３か所で同時に報告スタート。どの報告も、熱⼼に聞き⼊っている。 

 

それぞれが椅子を持って次の報告へ移動。 

 
休憩は中央に⽤意された、飲み物・お菓子でホッと⼀息。 

 
まとめ 

 

報告者から感想を⼀⾔ずつ 
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５．その他 
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５－１）ケアニン映画観賞会                                 

（１）目的 
認知症の人とのかかわりを通して介護の仕事に本気で取り組んでいく映画を、認知症の人と一

緒に見る。 

 
ケアニン チラシ 

 

 
（２）日程 

平成３１年３月６日午後 

 
（３）参加者 

約３０人 
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来る⼈にぜんざいでもてなそう︕ 

 

味は大丈夫かしら… 

 

慣れた手つきで… 
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いよいよスタート… 

 
 

終了後、近くの⼈達と… 
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５－２）本⼈の視点に基づく施策・事業の点検と改善                  

（１）目的 
認知症の人の意見や暮らしの実状をもとに、施策・事業を点検し、改善していくプロセスを試行。 

①本人が参画しながら、地域の施策・取り組み等を点検・改善していくためのプロセスや方法

等を企画する。 

②本人が参画した取り組みの成長と課題、多様な取り組み方法の成果と課題、多様な取り組

み方法について検討する。 

③自治体において有効かつ実行可能な方法論を明らかにする。 

※平成３０年度老人保健健康増進等事業「認知症の人の意見に基づく認知症施策の改善に

向けた方法論等に関する調査研究事業」の試行地域として実施。 

 
（２）事業報告会報告資料 

平成３１年２月９日に行われた調査研究事業の事業報告会にて報告。 
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５－３）メディア掲載一覧                                   

 

No 年⽉日 取材・掲載誌 掲載内容 

1 2018 年 6 ⽉ 29 日（⾦） 日高新報 
「本⼈重視の認知症条例」 
御坊市が制定へ 初の検討チーム会議開く

2 2018 年 6 ⽉ 29 日（⾦） 紀州新聞 
御坊市発「本⼈視点」条例制定へ 
当事者や家族まじえて検討開始 

3 2018 年 9 ⽉ 
市役所ロビー 
INFORMATION 

アルツハイマーデーの啓発 
（市内の認知症の⼥性が書いた⾊紙） 

4 2018 年 9 ⽉ 18 日（火） 朝日新聞 
「⼈の役に⽴つ」⽣きがいに 
料理・洗濯…「仕事」任され笑顔 

5 2018 年 11 ⽉ 14 日（水） 日髙新報 
「集いの場、来てよかった」 
御坊市認知症本⼈サミット 

6 2018 年 11 ⽉ 14 日（水） 日髙新報 
「発想を未来志向に転換」 
認知症条例制定へ素案を検討 

7 2019 年３⽉ 16 日（土） 紀州新聞 
「認知症条例可決、４⽉施⾏」 
御坊市 3 ⽉定例議会閉会 

8 2019 年３⽉ 16 日（土） 日髙新報 
「認知症の⼈と築くまち」 
全国先進 御坊市議会が条例案可決 
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１）2018 年 6 ⽉ 29 日（⾦） 日高新報︓本⼈重視の認知症条例 
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２）2018 年 6 ⽉ 29 日（⾦） 紀州新聞︓御坊発「本⼈視点」条例制定へ 
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３）2018 年 9 ⽉ アルツハイマーデーの啓発︓御坊市役所ロビーの液晶にて京さんの⾊紙上映 
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４）2018 年 9 ⽉ 18 日（火） 朝日新聞︓「⼈の役に⽴つ」⽣きがいに 
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５）2018 年 11 ⽉ 14 日（水） 
日髙新報︓「集いの場、来てよかった」御坊市認知症本⼈サミット 
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６）2018 年 11 ⽉ 14 日（水） 
日髙新報︓「発想を未来志向に転換」認知症条例制定へ素案を検討 
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７）2019 年 3 ⽉ 16 日（土） 
紀州新聞︓「認知症条例可決、４⽉施⾏」御坊市３⽉定例議会閉会 
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８）2019 年 3 ⽉ 16 日（土） 
日髙新報︓「認知症の⼈と築くまち」全国先進 御坊市議会が条例案可決 
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