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東京西部保健生協：大原さんち
２０１２年オープン当時のスタッフの皆さん

◆足立区まちづくり「みまもりたい」
◆荒川区まちづくり「コープのなかま・荒川」
◆北区まちづくり「まちづくり♡北」
◆品川区まちづくり「しなが輪」
◆目黒区まちづくり「コープのまちづくり目黒」
◆杉並区まちづくり「福祉のまちづくり・杉並」
◆練馬区まちづくり「みんなのチカラ」
◆東久留米市まちづくり「生協のわ」
◆八王子市まちづくり「生協の支え合いネットワーク」
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地域社会の課題を率直に知り、学ぶ
が１１月より開講しました。
すべての人々が地域、暮らし、生きがいを共に創り
「ふつうの幸せ」をみんなが手にする社会へ
第１講

東京のまちづくりと地域包括ケアシステム

１０月２５日（水）

お話のポイント

地域包括ケアシステムを考えるということ
は、少子高齢化の中で≪ケア＝世話≫が求め
られる場面が増えることに対して、どうやっ
て対処するかを考えること。

服部真治さん
（医療経済研究機構研究員）

≪対応する方法は４つ≫
１．〈ケア＝世話〉を必要とする状態をむやみに増やさないようにすること。
２．
〈ケア〉に関わる人を増やして、数多くの〈ケア＝世話〉を寄せ集める方法を考えること。
３．寄せ集めた〈ケア＝世話〉を、必要としている人に対して効果的に割り当てること。
４．〈ケア＝世話〉の問題を家族の内部に留め置かないで、地域や社会で引き受けること。
そのために必要なのは

・スポーツ組織参加率が高いと転倒率が低い

地域づくりによる介護予防

・人との交流が週１回未満から健康リスクに
・サロン参加群で要介護認定率が低い

地域の課題を分析してサービス提供体制等を構
築することや、高齢者になるべく要介護状態と
ならずに自立した生活を送っていただくための
取組を進めることが重要！

・前向き感情で認知症リスクが半減
・笑わない人は脳卒中リスク１.６倍増
・役割を担って社会参加している男性はうつ発症
リスクが７分の１
健康年齢も上がり、７０歳まで働きたいと思っている
高齢者は６割以上もいる。しかし・・・
実際は、高齢者が働く場はなく社会的な活動もしてい
ない。

社会参加を誰がどのように支援するか
この輪の中に
生協も入ります

≪事例紹介≫
山口県防府市の「幸せます健康くらぶ」は、高齢者のために、
イオン防府店で行う体操やおしゃべり会と買い物送迎を、行
政、事業、ボランティアが連携して取り組み、右図に近い形
で成功している。
≪参加者の感想より≫
服部さんのお話から、地域包括システムは住民参加の度合いがポイントで、
地域に根差した事業や組合員の力を活用できる生協こそ、自治体にもっと積極的に“生協ができる
こと”を提案していくことで地域社会への参加を拡げるチャンスになると実感しました。
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第２講

地域を支える仕組みとキーパーソンの実践から学ぶ

『地域包括支援センターの今とこれから』

１１月２４日（金）

地域包括支援センターの役割と課題

齋藤 健一さん

（八王子市高齢者あんしん相談センター高尾所長）

地域包括支援センターとは
３～４職種のプロのチームが専門性を生かして対応する
「ご近所に設置された高齢者へのよろず相談所」

からだのプロ
保健師

プロのチームが暮らしを
サポート！

●主に受けられるサービスは４つ
「権利擁護業務」
「総合相談支援業務」
「介護予防ケアマネジメント業務」
「包括的・継続的ケアマネジメント支援業務」

認知症地域支援員

主任ケアマネジャー

認知症のプロ

介護保険・マネジメントのプロ
社会福祉士

相談・社会資源のプロ

国の示す地域包括ケアの深堀り＆推進「我が事まるごと地域づくり（地域
共生社会の実現）にむけて、これから介護保険と障がい者福祉の共生サービスの創設や、機能強化
をすすめていかなければならないが、地域包括支援センターだけで担うには厳しいのが現状…。
●センターの課題
業務量が過大、業務量に対して職員数が少
ない、専門職の確保、職員不足、
地域団体、自治体、関係機関との関係等

一人の職員が高齢者
７８００人をみる？！

５６万市民のいる八王子市。
センターは１７ヵ所。

地域の困りごとが増えてくる社会では「お互いさま・支えあい」
「自助（自分力）のアップ」×「互助（ご近所力）のアップ」が大切になります！

地域と多職種の事例検討会を重ねて見えてきたこと
～地域包括支援センターと地域連携の実践～

梅原

悦子さん

（中野区中野地域包括支援センター所長）

高齢化が進む中で地域の中でも心配事が増えてきた。 ・施設に入所してもらえないか
火の心配・孤立死・ゴミ屋敷・徘徊・介護力

・専門家に任せれば安心？

お茶飲みに誘いたいけど・・・
誘ったらかえって迷惑かしら？

今日はディサービス
明日はヘルパーさん

介護保険のサービス利用で地域のつながりが切れてしまうことも見えてきた

まずは地域の中で身内になる！

地域の方と多職種の事例検討会スタート！
２０１７年１０現在 参加者５０人～６０人
地域の方２０人前後、ケアマネジャー２０人前後
地域の開業医２～３名、訪問看護 数名
福祉用具２、３名 通所介護・訪問介護・薬局等

一緒に火の用心！

盆踊り参加、一緒に一杯！広報活動など

地域に住む人は地域の力で！生協もともに地域の身内になりましょう
≪参加者感想より≫地域包括支援センターの役割や地域連携の実践についてお話いただき、地域包括
支援センターが、それぞれの地域で行政や住民など様々な関係者の繋がりづくりのセンター機能を果たさ
れていることがよく理解できました。『生協とつながりたいと思っても誰に連絡したらいいかわからない』という
お二人の講師からの率直な言葉には、ハッとさせられました。
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空家から
笑顔あ ふれる サロンへ
杉並区の東京西部保健生協では、２つの
常設型の「サロン」を運営しています。
空家を活用した「サロン」を開設するに
＊１

きずなサロン ひまわり

「協同の家・大原さんち」

作家、大原富枝さんのご自宅は、杉並区の閑
静な住宅地の中にありました。
大原さんが亡くなられた後、家は故郷である
高知県本山町に寄贈され、その後は空家になっ
たままでした。このあたりは、ぐるりと見渡し
てもスーパーやコンビニもなく、気軽に食事を
する場所もないことから、東京西部保健生協で
は 「こ こを 借り て高 齢者の たま り場 が作 れた
ら。
」と考えていました。
２０１２年、本山町のご厚意でこの空家が借
りられることとなり、同年８月にオープン。以
来地域の方々の居場所として愛されています。

大 原 さ ん ち の 一 か 月の プロ グ ラ ム の メ イ ンは

毎週水曜日に開催される「サロンひまわり」です。

最初に来た参加者の方がＤＶＤをセットして、

皆さんが揃ったら座っていてもできる「ころばん

体操」でスタート。そして体操のあとはスタッフ

の 方 が たて て くれ た お抹茶 と お 菓子 を 頂き な が

ら、思い思いの時間を過ごします。また、水曜日

は 大 原 さん ち を知 っ てもら う た めに 農 家の 方 に

庭を貸して野菜市も同時に開催しています。

「重い野菜が近くで買える、新鮮、安い。」と好
評です。

また、サロンの他にも、短歌の日、憲法カフェ

の日、押し花の日と多彩です。子どもたちも楽し

い居場所にしたいと、放課後囲碁教室を隔週で開

催したり、「おばあちゃんの放課後」と題して月

末の土曜日を解放しています。

「 夏 休 み に は ２ 階 のふ すま に 思 い っ き り お絵

かきしてもらったの。秋にはおはぎづくりをやる

代表の横井妙子さん
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あたっては修理や改装を行う必要があり、
そ れ はコ ー プ共 済連 の 地域 支 えあ い 助成
や、医療福祉生協連、東京都生協連、地域
生 協 から の 支援 を受 け て行 う こと が でき
ました。
家の中の片づけや草取りなどをはじめ、
開 設 に向 け た準 備や サ ロン の 主体 的 な運
営は、組合員のボランティアの方々が大き
な力となりました。
開設後は杉並区社会福祉協議会の「きず
なサロン」の事業委託を受け、地域の協同
の家として、お子さんから高齢者の皆さん
の 居 場所 と なっ てい る ２か 所 のサ ロ ンを
紹介します。

その１

のよ。そしてね、ここは、杉並区から長寿支援
の認定をうけているので、参加者には１ポイン
ト５０円のシールがもらえるの。ポイントを貯
めると杉並区の商品券に交換できるから、参加
する楽しみもあるのよ。
」と横井さん。

運営する側も、参加する側も
楽しんでいる様子を、ポスターの

みんなのたまり場

「松下さんち」

していただけることになり、東京西部保健生協の

「サロンは体操を必ず入

ゲームをしたり、詩集を
が、２０１７年内は月１回の「おしゃべりカフェ」

いいかな。他には認知症の方やそのご家族も気軽に

り、レコードをかけて音楽を聴きながらのカフェも

一緒に読んだり、歌った

と、２階を解放した「ＹＹ子どもの部屋」を月に

＊１

地域支えあい助成

みな、松下さんちでした。

１月の本格オープンが楽し

えているの。」とお世話役の山北さん。

わっているから、絵の教室もできたらいいなって考

るよう改装したのよ。運営には、元美術の先生も関

部屋』として、２階の一部屋を自由に使ってもらえ

クも行う予定なの。子どもたちには『ＹＹ子どもの

の地域には診療所が無いから、年１回は健康チェッ

参加できる『オレンジカフェ』も開催したいし、こ

と時を過ごします。ひと段落ついたところでお菓

操にもなるゲーム「ラミィキューブ」で楽しいひ

操をしてから、１階では折り紙、２階では頭の体

「おしゃべりカフェ」は、まず参加者全員で体

２回開催しています。

２ ０ １ ８ 年 １ 月 が 正式 なオ ー プ ン と な り ます

れて、あとは折り紙や

ラミィキューブは、数字の書か
れたタイルを用いて遊ぶイス
ラエルのテーブルゲーム。

２番目の常設サロンが誕生しました。

る岡本さんのご厚意で、空家となったこの家を貸

の娘さんであり、東京西部保健生協の組合員であ

あります。この家に住まれていた松下さんご夫妻

学校の隣に「みんなのたまり場・松下さんち」は

子どもたちのにぎやかな声が聞こえてくる、小

その２
子とお茶でおしゃべりタイム。

生協と地域の NPO
やその
他の団体が協同して地域のく
らしを向上させる活動を支援
するコープ共済連の制度。
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大 原 さん が優 しく 微笑 んで 見 守っ てい る「 協
同の家・大原さんち」でした。
ハロウィンの拠点にもなりました。
お菓子のかわりにお手玉をあげた
ら翌年は１５０組も親子が訪ねて
きて、３回に分かれて入ってもらい
ました。

生協ではさまざまな形で地域の見守り活動をすすめています。
今回は東都生協からの情報です。

第２回

城西センターでは、普段在宅のご高齢の組合員が
不在時は、商品をお届けせずに手紙を残し、セン
ターへの連絡後に再度訪問することを徹底してい
ます。配達担当から状況を聞き取り、少しでも異
変を感じた場合は、地域包括支援センターや自治
体へ連絡し安否確認を行っています。
≪配送エリア：新宿区・千代田区・板橋区・豊島区・北区≫
配達担当の伊藤さんと河田さん

高齢組合員の割合が年々増えています。特に気をつけているのは、
一人暮らしの組合員です。前週の商品がそのまま・普段在宅なのに
不在・その他異変を感じた場合は、担当やセンターから連絡を入れ、
連絡がつかない場合は自ら直接訪問し安否確認を行っています。
≪配送エリア：八王子市・あきる野市・日の出町・町田市・相模原市≫

本間センター長

先日、路上で具合が悪くなり、動けなくなっていたご高齢の
方がいたため、配達中に居合わせた女性スタッフが介抱し、
ご家族の元まで無事に送り届けるという事例がありました。
今後も女性ならではのきめ細かい対応を強みとして、地域と
連携した見守り活動を行って参ります。

加藤センター長

配送エリア：葛飾区・荒川区・足立区・台東区・文京区・墨田区

配食は、基本的に毎日配送していますので、日々のご挨拶を大事にしなが
ら、見守り活動を行っています。ご利用される方の約 7 割は 70 歳以上の
高齢者ということもあり、前日のものがそのまま残っていた場合は、すべ
て安否確認を行います。その大半は大事に至らずに済んでいますが、中に
は緊急を要する事例もあり、見守り活動を担っている以上、常に緊張感を
もって取り組んでいます。≪配送エリア：都内 17 区、17 市と神奈川県の一部≫
滝戸部長
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東京の地域生協における見守り事例
ＶＯＬ.１

生協の宅配編

生協の宅配は、毎週ほぼ同じ曜日の同じ時間に、同じ担当者が商品をお届けしています。
こうした日々の業務から配達担当者は地域をよく知り、組合員や高齢者と直接お会いする機会も多いのが生協
の見守りの特徴のひとつです。その特徴を生かし、自治体との「地域見守り協定」の締結をすすめ、地域の高
齢者などの異変に気付いた時は、生協の組合員か否かに関わらず事前に取り決めた連絡先に速やかに連絡・通
報を行っています。今回はその中から宅配事業の業務中の見守り事例をいくつか紹介します。
●なんか変だなと思ったらまず話しかけます

●子どもたちのことも見守っています

業務終了後に配送センターから外部駐車場に向

車両の近くで泣いている小学生を発見したので

かう際のことです。センター出口付近でご老人の

声を掛けたところ、外国人であまり日本語が話せな

方がうろうろしていたので話しかけました。自分が

いお子様でした。家や学校も聞きとれない状況だっ

どこから来たのか、どこへ向かおうとしているのか

た事もあり、近くの小学校まで連れて行ってあげた

わからないと話していました。周囲は既に暗くなり

ところ、身振りで「ここだ」とわかったので、先生に状

かけていました。認知症の方だったら危ないと思い

況を報告して引き渡しました。授業を終え、集団で

付近にいた職員へ報告しました。ご老人の方はし

学童に行くことになっていたところ、校門から 1 人で

ゃべる際に手が震えていたので、

出てしまって迷子になられたようで、他の子もその

センターに常駐していた所長にも

子を探していたとの事でした。

直ぐに報告しに行きました。その
後、所長が対応し警察を呼んで
保護してもらいました。

●オレオレ詐欺の未然防止事例も！

●感謝の声も寄せられています

戸別訪問中、玄関先で年配の方と話している時に

81 歳になる。先週、家の庭でホースに足が引っ

かかってきた電話が「甥が 100 万円を取りに来る予

かかり転んでしまい起き上がれなかった。うちの

定だったけど、交通違反をしてしまったので、代理

前を生協の方が通ったので思わず声をかけて

の人が来ることになった。」という、まさに詐欺と思

起き上がるのを手伝っていただいた。親切に接

われる内容でしたので、了解を得て電話を代わり

していただいて本当に助かったし、ありがたかっ

ました。「警察に通報します。」と話すと、相手から

た。私が家に入るまで見守っていて

は、「他人が何で首突っ込むんだ！」と怒鳴られ、

くれて名前も言わずさわやかに去って

電話が切れました。直ぐに警察へ連絡し、娘さん

いかれた。その後、病院でみてもらった

にも連絡して事情を説明。約束の時間になっても

ところ、打撲していた。本当に痛くて

電話の相手が来なかったので仕事に戻りました

起き上がれなかったあの時に助けて

が、心配だったのでその後再訪したところ警察が

いただかなかったらどうなっていたの
かと思う。≪寄せられた声より≫

来ていたので事情を話しました。
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今回は荒川区と東久留米市のまちづくりを紹介します。

「コープのなかま・荒川」
東京の下町風情が今も残る温もりのあるこの荒川区では、地域に密着した医
療生協と地域生協が毎月定例会を開いて活動しています。はっぴいもーる熊野前商店街の『熊まねき堂』
を拠点に、午前は定例会で話し合い、午後には『荒川コープカフェ』
を開催し、毎月ゆったりとした午後の居場所となっています。現在の
参加メンバーは、コープみらい・東都生協・東京ほくと医療生協・東
京ふれあい医療生協、オブザーバーの荒川区社会福祉協議会です。
午後のコープカフェについては、これまでメンバーが試行錯誤を重ねて
開催してきましたが、現在では荒川区社会福祉協議会の事業である『ふ
れあい粋・活(いきいき)サロン』の中のひとつとして位置づけ、医療生
協組合員のボランティアや地域包括支援センター、みまもりステーションなど多くの協力を得ながら運営
しています。
今年度はまちづくり活動の周知と少し元気がない商店街が再び活気
を取り戻すきっかけになれたらと、春休みには地域の子供向けに『商
店街探検ツアー』を企画しています。この地域の子どもから大人ま
で誰もがイキイキと暮らせるように、これからも温もりのあるホッ
トなまちづくりの力になれるよう、メンバーが知恵を出し合い、
想いをひとつに楽しく活動していきます!!

「生協のわ」
東久留米市まちづくりでは、「ひとりぼっちにし
ない」
「安心して住み続けられるまちづくり」を目指して活動し
ています。西都保健生協を中心に地域生協との連携企画の開催を
したり、定例会にて居場所づくりや見守り活動の情報交換をして
います。今年度は、８月、社会福祉協議会地域福祉担当者の方と
の懇談会、１１月、
「くらしフェスタくるめ」にてパネル展示と
特別記念講演会の共催協力をしました。

参加しているメンバーは、コープみらい・パルシス
テム東京・東都生協・西都保健生協の４生協です。
今後は地域にどのような課題や困りごとがあるの
か、連携してできることはないかなど模索し、お互
いの活動を学び合いそれぞれの生協で役立てていく
「くらしフェスタくるめ」での「生協のわ」の展示

ための話し合いをすすめていきます。
7

