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助成テーマ         

           認知症・介護予防に関する事業 
 

 

         

(1)団体概要 

平成 5年設立、平成 15年法人格取得。 

子育てと生涯にわたる自分育てを応援する生涯学習講座企画運営、相談、サロン、交流の

場を開設。認知症、在宅での看取りや尊厳死の学習会など、「ゆりかごから墓場まで」の学

習機会を提供。「入口は生涯学習、出口は福祉」をモットーに企画をしている。 

子育て支援としては厚労省・安城市委託事業「つどいの広場事業」、乳幼児学級の企画運

営、ボランティア養成として親子サポーター、病院ボランティア、託児、DV 被害者支援、

認知症サポーター、傾聴ボランティア、語り部、高齢者お出かけ見守り隊などを養成しボラ

ンティア活動の現場を作っている。シニア、壮年の人を中心とした弦楽アンサンブルは講座

後の趣味サークル結成から 10年、福祉の現場に音楽の楽しさを届けに行っている。 

生涯学習の基盤整備として託児活動、講座後のサークル活動支援や講師デビュー応援など

生きがい作りと学習成果還元の機会作りを意識してサポートしている。また傾聴と対話を大

切にした当事者支援としてグリーフ（喪失）ケア、子どもの発達ピアサポート、DV女性相

談の場を定例開催している。 

平成 26 年 5 月中心市街地に活動をとりまとめた拠点「ing ハウスここから」を開設。地

域福祉と生涯学習の二つのテーマで生きがいづくり・まちづくり・居場所作りに取り組む。 

街が本来持っている人との関わり合い、学び合いを大切に多世代共生交流空間をめざし “ま

ちの公民館”、もっと気楽な“セカンドハウス”としての居場所作り、市街地の福祉委員会



や商店街、事業所との協働を進め地域福祉の向上と同時に市街地活

性化を図るため、各種テーマサロン（グリーフケア、発達障がい親

向け子育て相談とひろば）、各種体験講座、まちの台所として食育

ステーション（食関連の事業）、認知症になっても住み慣れた町で

安心して過ごせるような認知症カフェ開設と外出支援により一人

でも多くの高齢者が介護度を上げずに地域で過ごせる環境作り、居

場所作り、デイサービスではなく地域にあって行きたいと思える場

所の開設と出かけられる手段としての外出支援を目指している。 

 

(2)助成金申請の背景と目的 

高齢化率の高い安城市中心市街地において、区画整理の影響もあり高齢者の孤立、買い物

難民、ひきこもり、認知症の発症、老々介護など危惧されている課題も多い。地域住民同士

のつながり合い、支え合う力を高め、そこに福祉・保健・医療、市民活動等の多様な資源を

繋げて、交流と情報提供のできる場作りにより認知症理解促進、介護家族の支えと介護予防

促進を図ると同時に商店街の力を借りることで認知症高齢者も安心して自分らしく暮らせ

るまちづくりを目指したい。 

(3)活動の概要、経緯（本事業期間における概要） 

1期 5～8月 ヒアリング調査（外出支援と生きがい

作り）・関係機関との関係作り 

＜※ヒアリング資料別紙 1 参照＞ 

 

ヒアリング調査については社会福祉協議

会の全面的な協力共催のご支援をいただ

いた。社会福祉協議会職員の立会いの下、

中央地区 13町内会、民生委員連絡協議会、

ケアマネージャーネットワーク、シルバー

人材センター等計 268 人にヒアリングを

することができた。 

7月~10月「七夕まつりボランティアセンター事業」、「高齢者お出かけ見守り隊養成講座」等

他の助成金事業のため本事業小休止 

＜※「高齢者お出かけ見守り隊養成講座」資料 2 参照＞ 

＜※「お出かけ見守り隊」ご利用の手引き資料 3・新聞記事参照＞ 

2期11～12月 「地域の居場所ってなあに～認知症ケ

アラーズカフェを具体例に～」開催 

＜※プログラム・講座まとめ別紙 4 参

照＞ 

歩いて行ける距離にこれからサロンや居

場所作りが盛んになってくる。ヒアリング

調査を踏まえ「行きたいと思える居場所、

サロン」とはどのようなスペースのことを

言うのか、先進的活動を見学しつつ、グル

ープワークを通して学習し、1~3月の実践

活動に向けて話し合いを設けた。延べ 106

人の参加。 

先進地視察 2か所＜講座の中に含む＞ 

3期 1～3月 居場所 (毎月 1回計 3回「元気カフェ」)

開催＜※プログラム・まとめ別紙 5 参

ヒアリング時に連携ができた地域包括性

支援センターや福祉事業所ケアマネージ



照＞ ャーの協力も得つつ、毎月 3 回の「居場

所作り」を実践してみた。これをたたき台

にして 4 月からの本格実施につなげてい

く。 

(4)活動の成果、到達点  

①関係機関のネットワーク作り 

ヒアリングや居場所開設にあたって、中央地区社会福祉協議会、安城市高齢福祉課、中

央地区 13町内会、中央地区民生委員会協議会、ケアマネージャー協議会(ケアマネット）、

地域包括支援センター、リハビリネットワークなど今後も関わりが深くなる機関と顔の見

える関係になることができた。 

「元気カフェ」やハウスの他の事業「パソコンクラブ」「キッチン一つにシェフ 10 人」

「陽だまりの会」(添付カレンダーチラシ参照)にもケアマネージャーに付き添われて要支

援者が参加可能になったのも、このヒアリングで事業を説明できたことの効果によるとこ

ろが大きい。 

 

 ②「高齢者お出かけ見守り隊」結成(講座自体は安城市市民活動補助金対象事業に選出) 

平成 27 年 4 月に介護保険制度が改正された。要支援 1・2 の軽度者について、訪問介

護・通所介護の予防給付の対象から除外される方向にある。そのサービスの担い手として

地域住民の支え合いや NPO、ボランティアの参画が期待されており、地域の見守り・支

え合い等の共助を自助と合わせて有力な社会資源の一つとして想定されている。しかし買

い物、お散歩、すでに始まっているかもしれない徘徊などのすべてに家族が寄り添えない

現状がある。かといって介護保険も利用できないといった状況のご家族の悩みに応じ、町

内会や在宅介護支援センターとも連携しながら、介護職領域を侵さない範囲の隙間活動を

担うボランティア活動の結成は急務である。 

養成講座は毎回平均 60 人ほどの参加者があり、延べ 352 人。終了認定者 48 人,全回参

加者 21 人だった。内容は認知症理解、介護家族理解、同行援助の仕方、傾聴、サロン活

動時の留意点、先進事例、高齢者疑似体験と共に同行支援からサロンでの聴き方などを学

習した。 

講座終了後ミーティングを重ね、「高齢者お出かけ見守り隊ご利用の手引き」にまとめ

5月に発足式を開催。現在依頼(4件)を受けて活動が開始されている。（新聞記事・手引き

参照） 

 

③認知症・家族介護者理解 

  中央地区内の福祉事業所の職員とケアマネージャー及び、地域包括支援センターの担当

者、家族介護者のネットワークの方により、認知症や高齢者、介護家族の心理、対話や傾

聴の進め方などの学習をした。認知症の症状の理解だけにとどまらず、家族支援の重要性

を知ることができた。 

 



④認知症カフェ等、先進地視察 

  春日井の先進地で介護者の集いから始まった喫茶と生活支援「家族介護支援センターて

とりん てとりん」や自宅開放型「ふれあいサロンかんらんしゃ」、「介護者おしゃべり

サロン」など、いろんなタイプの「地域の居場所」を見学させていただいた。つどいの空

間に何が必要なのか、主催者の思いや地域の中のどのようなスペースなのか、実際に出向

きその様子に触れることができ大いに参考になった。 

 

⑤介護事業者でなくてもできる連携を生かした介護予防事業 

  実際の通いの場「元気カフェ」の実験デモオープンに伴い、医療、介護、福祉、看護、

管理栄養士などたくさんの専門職の力をお借りすることができた。固定したプログラム開

発ではなく、連携先とつながることで実験的に「場」を開設することができた。また専門

職の皆さんも来たるべき地域包括ケアシステムに対する地域とのつながり方を模索して

いるということもあり、積極的に 3回の実験に参加していただけた。 

「介護予防」という考え方も予防以前に「希望」を持つこと、「生きがいをもつこと、

役割を持って高齢期を生きること」が重要であるということを導き出せたことは、介護事

業者ではない生涯学習団体として当団体が本事業に関わる意味と意義を得ることができ、

今後の事業展開に対する自信につながった。 

 

⑥設備・備品購入による環境整備について     

  

  食育の講座やサロンやカフェ等の他の事業にも「お茶」や「食

事」の要素を多く含ませて展開している。ワンディッシュプレート

はカフェのようにおかずを盛り付けることができ目先も変わって

楽しんでいただけと思う。また管理栄養士や保健センターのヘルス

メイトに参加型で一緒にひと手間関わってみんなでいただく食事

の提案をしていただいており、塩分測定器を常備することを勧めら

れ購入した。 

  寒さ対策としては遠赤外線暖房機、床暖房を購入。いただきものの中古の床暖房が全面

積をカバーすることができないでいたため買い足すことにした。合わせ

て、断熱シートも購入。当初床を工事して断熱材を敷き詰める計画をし

ていたが、かえって床面に段差を生じさせることが分かり、取りやめに

した。 

 

 

 

 

 

 



玄関入り口段差解消についてはなかなか良い案が出ず苦慮したが、デッキ式

の広い台を置くことで振り向きざまに踏み外すことのないよう入口踏込の面

を広くすることで案がまとまった。また下駄箱がなく靴があふれていたため、

今回下駄箱を作っていただいた。 

  今回「元気カフェ」では 3回ともパワーポイントによるミニ学習会が午後か

ら行われた。また、歌声や、動画をサロンの導入に取り入れたりと、プロジェ

クターのできることは多いため、ホワイトボードと合わせ購入させていただい

た。 

  イベント用看板も今までは小さく、目立ちにくかったためブラック

ボードを購入、今後道路や歩道に出して、イベントの PRに努めたい。 

  中古のピアノ(クラビノーバ)を提供していただいたが鍵盤が緩み、ハ

ンマーの音が大きく聞こえてしまいピアノの音を聞き取りにくくして

いたので、鍵盤の部品交換をし、いつでも歌が歌えるよう修理をした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

(5)成果を活かして、今後取り組みたいこと、抱負など 

  「外出の手立てと目的地」をセットで提供できるメニュー作りにとりかかりたい。 

 「外出の手立て」として「高齢者お出かけ見守り隊」(仮称)も別の助成金で取り組み、5

月すでに活動が始まっている。病院や買い物、行政手続きという目的だけでなく、行きた

いと思える「場」作りと共に外出同行支援ができるボランティアグループが機能したら、

目的地まで安全に道中も楽しくお連れすることができる。当団体の「元気カフェ」や他の

事業だけでなく、行きたいと思う場所、安心していられる場所がもっと地域に増えるよう

働きかけていきたい。 

  「元気カフェ」はお昼を挟んで 1 日デイの形だが「認知症カフェ」「認知症ケアラーズ

玄関ドアを手前に開けるた

めに、踊り場が狭くすぐの段

差のところで落ちる方が続

出。スロープを 2段の段差に

対応しようとすると歩道ま

でスロープが飛び出してし

まう。1段だけのスロープだ

と傾斜がきついため、体のバ

ランスを保てるか不安。 

考え抜いたあげく、手作りしてもらい完成 

したデッキとスロープ 



カフェ」と言わず、そのテーマを底辺に抱きつつ色々な方が入り混じることによる効果に

期待したい。「元気カフェ」だけでなくハウスで行われている他のサロンやミニ講座への

ケアマネージャーからの問い合わせも増えてきている。要支援者が安心して参加できる場

所として今後も内容の充実に努力したい。 

   

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「ここから元気カフェ」プレオープンイベント 

～自分のからだをもっと知ろう！～ 

１．目的 

人と交わり対話し、声を出して笑い、共に同じ時を過ごす、普通の家族が普通にしてい

ることを当たり前にでき、誰かの役に立つことができる場、生きがい体験につながる実験

的な場を開催し地域にとって必要とされる“場”の研究をする。 

  

２．日程と回数 

平成 28年 1月 16日、2月 20日、3月 19日（毎月第 3土曜日 9：30～15：30）の 3回 

３．プログラム 

当日の流れ、フォトアルバム、参加者の様子 

第 1 回 1月 16日 

＜延べ 21人＞ 

①リハビリネットワ

ークによる体操 

②昼食作りの手伝い 

③歌声ボランティア 

④ミニ学習「ストレ

スと病気の関係」ス

トレスチェック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2 回 2月 20日 

＜延べ 33人＞ 

①リハビリネットワ

ークによる体操 

②昼食作りの手伝い 

③歌声ボランティア 

マジックショー 

④ミニ学習「高血圧

と脳卒中」血圧測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別紙 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3 回 3月 19日 

＜延べ 34人＞ 

①リハビリネットワ

ークによる体操 

②昼食作りの手伝い 

③歌声ボランティア 

④ミニ学習「糖尿病

と食事のお話」血糖

値測定 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



４．開催して得られた結果 

 ①時間の流れについて 

お茶の時間から始めておしゃべりの時間を設けるパターンが不特定な人を集めるのに 

有効だということが分かった。顔見知りになる時間の後、体ほぐしや互いをパートナーにす

る運動という順に行うとスムーズにできる。 

 

 ②対象者について 

当初「認知症ケアラーズカフェ」の内容を想定していたが「認知症」や「ケアラーズ」と

対象者を限定して集めることよりも、誰もが遊びに来れる場、お互いの関わりから学び合え

る場のほうが豊かであることに気づいた。同じカテゴリーの人を集めるのであればディサー

ビスと同じになってしまう。ディサービスに行く前段階の方がどういう場であれば行ってみ

ようという動機につながるのか、自分から意志を持って行こうと思える能動的な場こそが 

地域に求められている場であり、そこがサービスを単に受ける場と大きく違う点である。 

 

 ③生涯学習と地域福祉の中間の視点を持つ地域の居場所の重要性 

当団体は生涯学習、社会教育の団体であり、介護事業者ではない。しかし、地域で少しで

も長く好きなことができ、生きがいを持って暮らしていくことは、むしろ生涯学習が扱って

こそのテーマである。今後ますます個の時代の生活に馴染んだ高齢者が増える中、生涯学習

メニューがまだまだ貧弱で、その多様性に応じきれていないために、介護保険が提供するサ

ービスメニューは今後さらに研究が必要となる。 

社会参加度の低い高齢者が突然の介護状況になったとき、近年のデイ嫌い、デイ拒否、行

ったとしても、仲間に加わらない参加拒否などが見られる。個人の意思と生きがい、社会参

加を元気なうちに引き出す努力がないままに介護サービスに突入してしまう不幸。生涯学習

と地域福祉のグレーゾーンを埋めるような地域の居場所、行きたいと思える場所の研究が

急務である。 

 

 ④専門職が介護前段階の人に触れる場 

 今回の試みで看護師、リハビリ専門の作業療法士、管理栄養士、認知症認定看護師、傾聴

ボランティア、ヘルパーなど、介護に関わる様々な業種の専門職に参加を呼びかけた。介護

予防の視点で介護前段階の参加者に直接伝えられることができる場として、新しい情報や知

識を存分に発揮し試し、地域包括ケアにおける連携実践として情報発信の場としてほしい。 

  ＜丁寧な説明と健康改善の計画をともに作成した事例＞ 

血糖値測定をして、数値が思わしくなかった参加者(70才代男性)に対し、看護師、管理栄

養士から食事のレポートを毎日つけるようにアドバイスがあった。はじめ反発心を持ったそ

うだが、取り組んでみたら数字として結果が現れ主治医から褒められたとのこと。もう少し

続けてみるとの報告があった。またある参加者(60才代女性)はこれまで何をしても体重の減

量ができなかったのが、看護師から丁寧に指導を受け、約束を果たすことにより 1か月で 5

キロの減量に成功したと聞いている。   


