
 ｢多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」
実施報告書

平成30年度　教養教育科目/実践知・感性（実践知）
実践型社会連携教育

岡山大学医学部　岡山大学地域総合研究センター



 
2015

1 2

 

 

 

 
90

80 1

 

 

 

 
31 1 20  

 

1





 

3 
 

 
 

�� 概要�

授業テーマ「島の高齢者の暮らしを考える」 
介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する教育について、及び、福

祉・介護施設や医療機関が地域社会・地域経済に果たす役割の評価に関わる事業として、多

様な学生が介護・福祉・医療の多職種連携および地域医療・ケアの問題点を自主的に考える

場を提供する。 
 
実施期間� 平成 30 年度第 3 学期 
位置づけ� 教養科目（全学部対象）� 2 単位 
 
実施場所� 岡山県笠岡市（第 1 回北木島及び白石島、第 2 回笠岡市内） 
（笠岡市の概況）�

岡山県南西部にあり西を広島県福山�市に

接する市。大小 �� の島々からなる笠岡諸

島を含む井笠地方を代表する都市で、人口

������ 人（平成 �� 年 � 月 � 日現在）で、

島しょ部をはじめ高齢化と人口減少対策

が課題となっている。�

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � (C)Yahoo Japan, (C)Geo Catalog 

指導教員 
岡山大学� 大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳� � �  
岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
岡山大学� 大学院保健学研究科� 教授� 西田真寿美 
 

連携教員 
川崎医療福祉大学� 医療福祉学部 医療福祉学科� 准教授� 竹中麻由美（非常勤講師） 
笠岡市地域包括ケア推進室� 室長� 西江雅子（外部講師） 
 

参加学生 
岡山大学 16 名、ハルピン医科大学 1 名（留学生） 
川崎医療福祉大学 5 名 
 

参加社会人 
笠岡市� 今城� 慶太 

3
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Ⅰ� 背景と教育目標 

医療・介護・福祉サービスは、社会的共通資本※1としての性質を持ち、特に日本では比較

的公平なサービスが提供されていると国際的な評価が高い。しかし、世界一の高齢化を背景

として高齢者の介護、医療に関する問題が国民にとって切実なものになるとともに、「医療

崩壊」という言葉が各種メディアで叫ばれ、医師不足や公立病院の閉鎖などの問題が起きて

いる。地域医療、特に島しょ部や中山間地域ではその問題は顕著となり、他にも赤字体質の

病院、国民健康保険の財政的な危機など、医療制度の先行きに影を落とす問題は多い。 
本授業では、岡山県笠岡市の島しょ地域の医療・介護・福祉サービスを社会共通資本とし

てしっかりと機能させ、地域住民が安心して生活できるためには、どのような条件が必要か

について、問題提起と考察を行うことを目的に実施した。  
 
Ⅱ� 研究計画 
� 福祉・介護施設や医療機関が地域社会・地域経済に果たす役割の評価 

① 島しょ地域を中心として、地域住民のさまざまな介護・福祉・医療ニーズに対応し

て欠かせない役割を担っている介護・福祉施設、医療機関、関係機関の機能を学び、

地域社会、地域経済における役割について検討する。 
② 地域福祉計画、介護保険事業計画、医療計画の中でのこれらの施設の位置づけやこ

のような計画の策定手法についても検討する。 
③ 地域福祉・介護・医療の従事者や地域住民、行政関係者とも連携しながら、地域社

会の中で介護・福祉・医療サービスを過不足なく提供する方策について検討を行い、

安定的な施設運営や人材の定着促進に資する方策を探る。 
 
Ⅲ� 平成 30 年度授業内容 
（１）現場体験、実際の課題に触れることを重視した科目�

SGU（スーパーグローバル大学創成支援事業）などの諸計画の中で、実践人は「実践知」

を身につけた者と定義づけられている。そして、実践知は【リーダーシップ】【チーム力】

【判断力】【責任】【気概】【会話力】【創造力】【行動力】【統率力】【決断力】などをさす。�

こうした力を身に着けるために、従来の座学による講義から得る知識に留めず、学生が介

護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する社会現場の体験により様々な

人や課題に触れながら、生の驚き・得心等の感情を伴って獲得することにより“実践人”を

                                                   
1� 社会的共通資本とは、「ひとりひとりの人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本

的権利を最大限に維持するために不可欠な役割を果たす」「自然環境、社会的インフラ、制

度資本の三つの範疇」「制度資本として特に大切なのは教育と医療」�宇沢弘文『社会的共通

資本』（岩波新書）より�

 

 

5 
 

目指すことが、本授業の主目的として位置付けている。もちろん、あくまでも学生レベルの

実践人であり、真に実践知がついたと実感するのは社会に出て経験を積んでからのことに

なる。そのとき、振り返って、大学の学びが自分のベースになっていると実感できることが

重要となる。�

すなわち、社会のパートナーと連携し、そうした学びができるよう設計されたものが実践

型社会連携教育科目である。�

また、岡山大学の第三期中期計画における「グローバル実践型教育」に関しては、グロー

バル化に関する目標を達成するための措置として、スーパーグローバル大学創成支援

「�����������������������������������������������プログラム：世界で活躍できる実践

人を育成する」事業の目標達成のため、次の取組を行うと定めている。�

今回の対象を全学として、文系、理系、医歯薬系の学生から幅広く募集し、授業では、留

学生は中国からの �名であるが、過去にはフランスからの留学生が �名参加している。�

こうした点に留意して、次のポイントを踏まえたカリキュラム編成を行った。学生が異分

野（介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携）、異社会（大都市とは異なる

岡山県内で最も少子高齢化が進行する社会）、異文化（日本が古来由より受け継いできた島

の歴史、文化、風土、暮らし）の経験により、現場で必要な、対話力、創造力、行動力、統

率力、決断力を涵養し、実践の現場で適切な判断をくだすことができる能力（グローバル実

践知）を修得する。�

�

（２）授業の作り方�

実践型社会連携教育科目をつくるにあたり、以下のような手順を踏み開発にあたった。�

�

������� 現場のパートナーの確保�

教員は、自らの研究や卒業生を通したつながりなどを基に、学生を受け入れたり、

学生に課題を与えてくれたりする企業や地域団体等を確保する。受け入れ先を見

つける部分を、授業の一環として受講する学生自身が行うこともある。�

今回の授業では、訪問先の笠岡市笠岡諸島で地域活動を展開する���笠岡島づく

り海社にコーディネートを依頼し、福祉施設や会議施設、学習や協議を実施する会

場、宿泊所など、受け入れ先と集いの「場」の設定を依頼した。�

また、笠岡市から保健福祉部門の担当者や岡山大学卒業生で笠岡市に勤務する

職員にも、当日の講義や現地視察のアテンドを依頼するなど、教員は準備に相当の

時間を費やした。�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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題や問題意識の設定や自らが考えた解決策が、社会（今回の学習で

は島の暮らしの向上策）に対して有効か否かを気づかせることを学

習の狙いとした。会の終わりに市民の代表や笠岡市担当責任者から

コメントを頂いた。�

◆振り返り� 履修者全員から授業の各ステップでレポートの提出を義務付けた。

また、グループワークではグループごとにパワーポイントによる提

案書を作成、提出を義務付けた。�

こうして、最終の振り返り授業では、各人のレポートに対してコメ

ントを加えながら、すべての学生が振り返りを踏まえた発表を実施、

学習目標の達成、様々な技術や知識の獲得、社会に対する関心や責任

の意識、得た知見を確認して、気づきと今後の学びに向けた視座など

について議論を深め、互いの成果を確認した。�

�

������� 教育効果、社会との互恵性を評価し、授業の改善を繰り返す�

大学で実施した事前学習では授業の趣旨、目的、ねらい、実践型授業として現地調査の

心構えや留意点、現地でのマナー、ワークショップの進め方などについて大学院医歯薬学

総合研究科の浜田淳教授と大学院保健学研究科の西田真寿美教授が講義を担当した。 
第 1 回の現場活動（島しょ調査）では、川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科の

竹中麻由美准教授や笠岡市地域包括ケア推進室西江雅子室長の指導協力を得て、医療福祉

分野の専門的な知見や自治体が展開する介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職

種連携に関するサービスについて学びを深めた。さらにワークショップの実施については

竹中麻由美准教授の指導により効果的な熟議の時間を設けるよう工夫した。 
社会全体のコミュニティ政策の観点や学生と島の皆さんとのコミュニケーションを深める観点

からは、地域総合研究センターの三村聡センター長が話題提供とコーディネートを担当した。 
また、現地での授業、食事、地域交流、宿泊に利用した「石切りの杜」は、伝統ある石

材産業や、豊かな自然を活かした学習及び交流を目的とした、自然活動体験のための社会

教育施設であり、豊かな心と健やかな身体の育成、そして笠岡諸島の活性化に繋がること

を願い、北木小学校の校舎を活用して設立されている。その目的に合致した利用にふさわ

しい利用態度、生活態度、マナーで臨むことを指導した。 

学生たちは利用ルールを順守して、退去時には全員が利用した全ての部屋、トイレ、廊

下、階段の清掃を入念に実施した。 

第２回の現場活動（「��� 年度�笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ

推進会�合同研修会」への参加）では、介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種

連携に関するサービスに従事する３団体の報告に合わせて、学生たちが、第 1 回現場活動

で得た学習成果を笠岡市の広く市民に向けて発表・報告した。その予行演習にも学生たち

は自主的に時間を設けて、入念な準備を行った。また、本学習を担当した、浜田淳教授、

竹中麻由美准教授が講演、三村聡教授がアドバイザーとして登壇、西江雅子室長も現状報

告するとしたプログラムを提供することで、大学の専門的知見及び大学と自治体との社会

連携を笠岡市民に明示、大学の力を活かすことで、社会との互恵性や連携性を確実なもの

とする工夫をした。 
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������� 学習計画の策定�

現場のパートナーと協力して、学習計画を作成した。計画は、以下の通り３段階

に分かれる。事前学習で課題を明確にし、現地調査の目的を学生たちは理解し、授

業の準備に入った。こうして�度にわたるフィールドワークを経て、現地での活動

や報告を行っている。その活動の後で、主担当教員の浜田淳教授が中心となり、振

り返りの授業を組み込むことで、現場体験では理解の落とし込みが不十分であっ

た点を、学生が提出した報告書を活用しながら意見交換を行い、教育効果を高めた。�

�

�

�

�

������� 上記計画に沿って実施した�

�

◆事前学習� 集団行動のマナーとリスク、社会調査の基礎、現場・課題に関する理

解、学習目標の明確化などを事前学習で実施した。�

◆現場活動� 現地調査、ヒアリング、参与観察により、地域福祉・介護・医療の従

事者や地域住民、行政関係者との意見交換を通じて、学生自らが実践

できる提案づくりをグループに分かれて実施し、それをパワーポイ

ントにまとめ報告、教員や自治体職員がコメントした。また、入居者

への直接ヒアリングも試み、自らの立場で考える機会を与えた。� �

� こうした現場活動を通して、事前学習で得た知識と、現場で感じた

現実とのギャップを整理、気づきを得ることにより、自らの意識の改

善と工夫を伴うことを狙いとした（社会で生きる力を身に着ける手

がかりを得ることを学習の目標に置いた）。�

◆報告討論� 学生は、現地（島民）の皆さんと、島での暮らしや学び、気付き、訪

問目的、学習目標に対する質問を交え、気づきや成果について討論し

た。こうした時間（交流会）を設定、そこでの学生と島民の皆さんと

の会話のきっかけづくりを教員がコーディネーター役としてリード

した（昼間の現地調査で感じたことや、生起した疑問に対する疑問や

答えを、島民の皆さんとの夜の交流会を通して裏付ける、或いは確信

を持つことを狙いとした）。�

◆報告発表� 学習成果をまとめて発表する。�

二日目は、訪問先グループごとに学んだ成果をパワーポイントにま

とめ、現地での教員や自治体職員の講義を加えたうえで報告会を実

施した。また、学びをさらに深化させることを学習の狙いに置き、「私

たちは、島の暮らしをサポートするために〇〇することを実行しま

す」という宣言スタイルで「自らが出来ることを考える（地域の課題

解決策を考える）」提案書の作成をゴールとしたワークショップを実

施した。�

また、�回目となる現場活動では、「��� 年度�笠岡市愛育委員協議

会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会�合同研修会」に参加し

た。研修会のテーマは「地域共生社会～お互い様の地域づくり～」

で、笠岡市で介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連

携地域で活動する団体報告に合わせて、学生たちが市民に対して活

動内容を発表・報告する機会を設けた（来場者約 ��� 名））。�

これはオープンハウスと位置付けられる手法で、実践型の学びを広

く社会市民の前で報告することにより、そこでの反応、意見を求

め、自分たちの学びの検証を市民（社会）から得ることにより、課

事前学習� 現場活動・教室での報告や討論� 発表・振り返り�
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（訪問先）� � 地域密着型通所介護事業所「だんだんの家」 

認知症対応型生活介護（グループホーム）「あいあい」 
地域密着型通所介護事業所「すみれ」 
地域密着型通所介護事業所「ほほえみ」 

（宿泊研修所）「石切りの杜（もり）」https://ishikirinomori.jimdo.com/ 
 
岡山大学と川崎医療福祉大学の学生たちが、笠岡市の白石島と北木島にて、介護ケア施

設を訪問して、地域社会の実像を学んだ。 
4 班に分かれての現地視察で、白石島は①デイサービス「だんだんの家」、②認知症対

応型生活介護「あいあい」、北木島は③デイサービス「すみれ」、④デイサービス「ほほ

えみ」を訪問した。 
午後からは、島内巡りを体験、瀬戸内の島の歴史や文化、そして落ち着いたのどかな空間

と多島美にもふれた。 

 

 
授業終了、学生たちは島の皆さんと交流会を開催した。学生たちは島のコミュニティの

結束の強さや少子高齢化が進む地域の課題を直接ヒアリングした。陸地に比べて制約条件

や不便さなど課題が多いものの、とても元気に生き生きと暮らす島の暮らしぶり、島の良

さやについて本音の話を学生たちは伺うことができた。その夜、学生たちは深夜まで、視

察報告書の作成作業を行った。 
主担当の浜田淳教授と連携担当の三村聡センター長は、合宿所から宿へ移り、全体の流

れの確認と今後の指導方法について意識合わせをした。 
翌日、朝から、西江雅子室長の講話を受け、自治体や地域の医療ケア組織・団体が直面

する課題について学び、その内容を踏まえて、竹中麻由美准教授のコーディネートでワー
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授業終了以後、授業の改善点について関係教員で議論した。 
本学習への改善点は、社会からの授業評価と効果測定の実施が不足している点である。 
来年度は学生の報告発表内容を、現場活動を実施した訪問先の介護・福祉・医療施設の

皆さん、交流会を実施した島民の皆さん、笠岡市合同研修会に参加した多職種連携サービ

スに関係する市民の皆さんに評価いただき、地域社会にどのような影響や効果をもたらす

ことができたか、要望事項や学生たちへの期待、反省点や改善点などを検証するための手

法を考案、学生へのフィードバックも含め実施することを確認した（例えばアンケートや

ヒアリングの実施による互恵性の検証）。 
�

�

�� 授業実施内容�

まず大学で事前学習を実施、授業の趣旨、目的、ねらい、実践型授業として現地調査の

心構えや留意点、ワークショップの進め方などについて大学院医歯薬学総合研究科の浜田

淳教授と大学院保健学研究科の西田真寿美教授が講義を担当した。 
 
【オリエンテーションと講義】�

10 月 2 日（火）16 時 20 分～18 時 30 分（岡山大学津島キャンパス） 
「オリエンテーション」 
「高齢社会における地域包括ケアの重要性と島しょ部における課題」 

岡山大学� 大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳 
「少子高齢社会と地方創生」 

岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
【事前講義】�

11 月 13 日（火）16 時 20 分～18 時 30 分（岡山大学津島キャンパス） 
「フィールドワークの経験」 

岡山大学� 大学院保健学研究科� 教授� 西田真寿美 
「フィールドワークのプログラム確認と学ぶべき視点」 

岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
�

【滞在型現地実践型授業】�

（実施日）11 月 17 日（土）~18 日（日） 
（場� � 所）� 岡山県笠岡市� 笠岡諸島「北木島」と「白石島」 
（指導教員）� 岡山大学� 大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳 

岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
川崎医療福祉大学� 医療福祉学部医療福祉学科 准教授� 竹中麻由美 
笠岡市� 地域包括ケア推進室� 室長� 西江雅子 
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（訪問先）� � 地域密着型通所介護事業所「だんだんの家」 

認知症対応型生活介護（グループホーム）「あいあい」 
地域密着型通所介護事業所「すみれ」 
地域密着型通所介護事業所「ほほえみ」 

（宿泊研修所）「石切りの杜（もり）」https://ishikirinomori.jimdo.com/ 
 
岡山大学と川崎医療福祉大学の学生たちが、笠岡市の白石島と北木島にて、介護ケア施

設を訪問して、地域社会の実像を学んだ。 
4 班に分かれての現地視察で、白石島は①デイサービス「だんだんの家」、②認知症対

応型生活介護「あいあい」、北木島は③デイサービス「すみれ」、④デイサービス「ほほ

えみ」を訪問した。 
午後からは、島内巡りを体験、瀬戸内の島の歴史や文化、そして落ち着いたのどかな空間

と多島美にもふれた。 

 

 
授業終了、学生たちは島の皆さんと交流会を開催した。学生たちは島のコミュニティの

結束の強さや少子高齢化が進む地域の課題を直接ヒアリングした。陸地に比べて制約条件

や不便さなど課題が多いものの、とても元気に生き生きと暮らす島の暮らしぶり、島の良

さやについて本音の話を学生たちは伺うことができた。その夜、学生たちは深夜まで、視

察報告書の作成作業を行った。 
主担当の浜田淳教授と連携担当の三村聡センター長は、合宿所から宿へ移り、全体の流

れの確認と今後の指導方法について意識合わせをした。 
翌日、朝から、西江雅子室長の講話を受け、自治体や地域の医療ケア組織・団体が直面

する課題について学び、その内容を踏まえて、竹中麻由美准教授のコーディネートでワー
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主担当の浜田淳教授と連携担当の三村聡センター長は、合宿所から宿へ移り、全体の流

れの確認と今後の指導方法について意識合わせをした。 
翌日、朝から、西江雅子室長の講話を受け、自治体や地域の医療ケア組織・団体が直面

する課題について学び、その内容を踏まえて、竹中麻由美准教授のコーディネートでワー

�

写真�

�

�

�

�

写真�

�

�

�

�

写真�

�

�

�

�

写真�

�

�

�

�

写真�

�

�

�

�

写真�

�

�

�

 

8 
 

授業終了以後、授業の改善点について関係教員で議論した。 
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クショップと報告会を実施した。随時、チームごとにコメントを浜田淳教授が加えて、さ

らに深い学びを得た。 
班ごとに視察結果と課題解決に向けた提案は次の通り 

1. 白石島� 町の暮らしを考えるデイサービス「だんだんの家」への訪問 
2. 多職種連携地域包括ケア～認知症対応型生活介護「あいあい」in 白石島～ 
3. 働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつくるためにデイサービス「すみれ」 
4. 北木島グループワークデイサービス「ほほえみ」 

 
どの報告も、とても内容の濃い提案であった。 
お借りした合宿所の清掃を行い、晴々とした笑顔で船着き場へ戻り、北木島を後にして

笠岡港へ無事帰港した。 
 

 
 

 
 
（プログラム） 

11 月 17 日（初日） 
8:50� 住吉港出発（幸進丸など 2 艘） 
【白石島班】 
9:10� 白石島着 
午前� � 地域密着型通所介護事業所「だんだんの家」 

認知症対応型生活介護（グループホーム）「あいあい」 
昼食� 白石島公民館和室 
午後� 地区踏査→教員と学生（住民の案内あり） 
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15 時に白石港から船で北木島へ、15 時 10 分頃北木島着 
【北木島班】 
9:25� 北木島（豊浦港）→徒歩にて移動 
� 午前� � 地域密着型通所介護事業所「すみれ」 
昼食（豊浦会館） 
午後� 地区踏査→学生のみ 

＊終了後，車で北木島研修センター（石切の杜）へ移動 
9:40� 北木島（大浦港）→徒歩にて移動 

午前� 地域密着型通所介護事業所「ほほえみ」 
昼食� 北木島研修センター（石切の杜） 
午後� 地区踏査→教員と学生 

＊終了後，徒歩で北木島研修センター（石切の杜）へ移動 
 
【白石島班・北木島班】合流 
15 時 30 分� 北木島「石切の杜」集合 
15 時 30 分� オリエンテーション� 浜田淳� 教授 

グループごとに報告・発表内容まとめ作業 
18 時� � � � 住民との交流会 

� � � � ＊北木島研修センター2 階（石切の杜） 
 

11 月 18 日（二日目） 
7 時 30 分� � 朝食 
9 時 30 分� � 講義� 「島の暮らしと地域包括ケアの実情と課題」 

笠岡市地域包括ケア推進室� 西江雅子� 室長 
解説と質疑応答 浜田淳� 教授 

（小休憩） 
10 時 30 分� 各班発表� 西江室長や教員がコメント 
12 時� � � � 昼食 
13 時� � � � ワークショップ「気づきと自ら何ができるか提案」 

川崎医療福祉大学医療福祉学部医療福祉学科 竹中麻由美 准教授 
� � � � � � � まとめと総括 浜田淳� 教授 
14 時 30 分� � 会場片づけ 
15 時 10 分� � 退所点検 
15 時 30 分� � 港へ移動乗船 
16 時 30 分� � 笠岡港着、解散 
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クショップと報告会を実施した。随時、チームごとにコメントを浜田淳教授が加えて、さ

らに深い学びを得た。 
班ごとに視察結果と課題解決に向けた提案は次の通り 

1. 白石島� 町の暮らしを考えるデイサービス「だんだんの家」への訪問 
2. 多職種連携地域包括ケア～認知症対応型生活介護「あいあい」in 白石島～ 
3. 働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつくるためにデイサービス「すみれ」 
4. 北木島グループワークデイサービス「ほほえみ」 

 
どの報告も、とても内容の濃い提案であった。 
お借りした合宿所の清掃を行い、晴々とした笑顔で船着き場へ戻り、北木島を後にして

笠岡港へ無事帰港した。 
 

 
 

 
 
（プログラム） 

11 月 17 日（初日） 
8:50� 住吉港出発（幸進丸など 2 艘） 
【白石島班】 
9:10� 白石島着 
午前� � 地域密着型通所介護事業所「だんだんの家」 

認知症対応型生活介護（グループホーム）「あいあい」 
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どの報告も、とても内容の濃い提案であった。 
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（プログラム） 

11 月 17 日（初日） 
8:50� 住吉港出発（幸進丸など 2 艘） 
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15 時に白石港から船で北木島へ、15 時 10 分頃北木島着 
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クショップと報告会を実施した。随時、チームごとにコメントを浜田淳教授が加えて、さ

らに深い学びを得た。 
班ごとに視察結果と課題解決に向けた提案は次の通り 
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2. 多職種連携地域包括ケア～認知症対応型生活介護「あいあい」in 白石島～ 
3. 働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつくるためにデイサービス「すみれ」 
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（プログラム） 

11 月 17 日（初日） 
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【白石島班】 
9:10� 白石島着 
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【市民と共に学ぶ教育】�

笠岡市「認知症サポーター講座」と「市民公開講座」への学生参加 
12 月 8 日（土）午前� 認知症サポーター講座 

午後� 公開講座「H30 年度 笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・

ヘルスアップ推進会 合同研修会 
会場：笠岡市保健センターギャラクシーホール 

 
笠岡市において、「認知症サポーター講座」と「H30 年度 笠岡市愛育委員協議会・栄

養改善協議会・ヘルスアップ推進会 合同研修会」が開催され、約 300 名が来場した（当

日のプログラムは別添参照）。 
テーマは「地域共生社会～お互い様の地域づくり～」、地域住民が安心して暮らせる地

域づくりにつながる特色ある活動が報告された。冒頭、地域共生社会の実現に向けた現状

等について笠岡市地域包括ケア推進室西江雅子室長から話題提供があり、それを受けて、

地域を支える「愛育委員協議会」、「栄養改善協議会」、「ヘルスアップ推進会」の三団

体から、現場での活動報告があった。その要諦は、急速に

少子高齢・人口減少社会がすすむなかで「スキンシップの

上手でない親」「孤独な高齢者」「認知症の高齢者」が増

えおり、また、子育てや介護をする日々の生活の中で、健

康状態の課題が生じたとき、自分ひとりや家族だけでは対

応できない事象が急増している。こうした課題を解決する

ために、地域の様々な組織が相互に連携しあいながら、乗

り越えようとする実践現場からの報告がなされた。 
例えば、健康づくりの取組がきっかけとなり、「地域」の人と人とがつながりを生みだ

す機会となり、見守り・声掛け活動や高齢者見守り、健康問題の把握や孤立予防など、総

合的に地域包括ケアシステムが構築され、もって健康な町づくりにつながっている様子に

学生たちは感銘を受けた。 
続いて、学生たち二チームが、先日の北木島と白石島の地域包括医療ケア実習で学んだ

内容を報告させていただいた。 
さらに、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の浜田淳教授、川崎医療福祉大学医療福祉

学科の竹中麻由美准教授が「地域共生社会の実現～わが事丸ごとの仕組みづくりについて

～」と題して講演した。 
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最後に岡山大学地域総合研究センターの三村聡センター長が、7 月豪雨災害の話題を踏

まえながら市民協働とコミュニティパワーの重要性が地域医療ケアシステムを支えている

との観点からコメントした。 
岡山大学ではこのプログラムを実践型社会連携教育として位置付けており、①大学での

事前学習、②島での現地視察実習・ワークショップ・課題解決に向けた提案書作成、③今

回の市民合同研修会への参加と意見交換・情報交換、④大学での振り返りと気づき学習と

続き終了した。 
笠岡市の諸団体、島の皆様、笠岡市の皆様のご理解・ご協力により、学生たちは多くの

学びの収穫を得たと確信した。 
 
H30 出席者数内訳.pdf 
30.12.8 合同研修写真講師用.pdf 
H30 年度愛育・栄養・ヘルス合同研修会アンケート結果.pdf 
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H30年度愛育・栄養・ヘルス合同研修会出席者数

全 262名

愛育 栄養 ヘルス

笠岡 16 9 2

番町 4 7 2

富岡 14 6 3

今井 2 8 2

金浦 3 6

城見 6 8 9

陶山 6 8 2

大井 9 9 1

吉田 8 6

北川 5 5 3

新山 4 8 2

大島東 5 3 2

大島中 5 3 1

大島西 5 3 2

横江 10 4

神島 4 5 1

神外 4

高島 1

白石 2 3 1

北木 2 5

北木西 3 3

飛島 1 1 1

真鍋 1 1

六島 1 1

合計 121 107 34
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愛育・栄養・ヘルス�

合同研修会� 写真�

� 開会あいさつ� 愛育� 淺野会長� � 開会あいさつ� 長野部長�

� 西江室長� 話題提供� � 西江室長� 話題提供�

� 活動発表� ≪栄養委員≫� � 活動発表� ≪栄養委員≫�
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� 講演�

� 講演� 浜田先生� �� 講演� 竹中先生�

� 講演�

� アドバイザー� 三村先生� �

� 閉会あいさつ� ヘルス� 齋藤会長�
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H30年度愛育・栄養・ヘルス合同研修会アンケート結果

１ 年代・担当委員について

30以下

1% 40代

6%

50代

14%

60代

40%

70代

37%

80代

3%

２ 研修内容で最も印象に残った内容
●笠岡市の現状について

・笠岡市の人口減少・少子高齢化の人口統計。

・高齢化が進み，施設に入っている割合が大きいこと。

●各団体活動発表について

・各団体の活動内容がわかり易くまとめて説明され，よ

かった。

・皆様がそれぞれ工夫されて素晴らしいと感じた。

・災害にあった方に栄養委員さんが厳しい状況のなか，

地域の方のために炊き出しを行っていたこと。

●学生発表について

・学生さんたちがいろいろな課題を見つけて解決策を考

えたことがとてもありがたいと思った。

・学生が地域のために頑張ってほしい。大学の取り組み

を続けてください。

・学生がフィールドワークとして笠岡諸島に関わっている

のを初めて知った。若い感性で感じ取ったことを将来生

かしてほしい。

・学生の発表では，島の人たちの気持ちになって大変よ

く調べられていた。

・学生の発表「同じ言葉でもとらえ方は違う」ということ

・今後は島だけでなく笠岡のいろんな地域にも行ってほ

しい。

・島での問題点は笠岡全体の問題点だと思う。

・2日間だけではなく 1週間くらいでじっくり深く島の実

情を知ってほしかった。

●共生について

・地域を支えているのは一人ひとりであるということ。

・「わが事」「丸ごと」の地域づくり。すべての人が支えあ

い，安心・安全の暮らしの確保。

・住民がそれぞれちょっとした気遣いで地域のつながり，

健康の推進につながり，市全体の豊かさを生み出す。

●つながり・連携が大切

・若い人・お年寄りそれぞれにできることがありそれぞ

れのつながりを大切にし地域全体で皆を支えあってい

く。

・住民と行政の連携が必要であること

・ほかのボランティアとの協力が必要であること

・住民同士のつながり・助け合いが必要だと思った。

・「わが事」「丸ごと」の地域づくりが大切。

●その他

・経験したことのない高齢化社会を迎えるのが不安だっ

たが，自分にできることをやればいいんだと少しほっと

できた。

アンケート回収 164件／参加者 262名

アンケート回収率 62.6%
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３ 今後，委員活動に生かしていきたいと思った内容
●地域とのつながりを大切に

・地域の人たちに声かけして一緒に活動していきたい。

・これからも老若男女，声かけをしていきたい。

・人とのつながりを大切にしていきたい。

・委員活動は，自分の地区では輪番制で，その時だけの

ことだと思っていた。でも委員を外れても地域の方々と

今まで通りの声かけやふれあいを積極的に続けていこ

うと思った。

・どう地域の活動をつなげていったらいいのか，体操を

しているが出てきてほしい人が参加できない。

・若い世帯の方だと「つながり」を好まれない方もいらっ

しゃるので距離感は難しいが，周りの委員さんなどに助

言頂きながら活動をしていきたい。

・共生社会はとても大事。介護は減らないと思うがみな

で助け合えばなんとかなりそうな気がしてきた。

・初めての声かけがなかなかできなかったけど，あまり

深く考えず毎日のひと声の挨拶からしたいと思う。

・委員活動に出るということは，地域とつながっている

とありがたく思っている。再認識した。

・一人一人の力が寄り添って積み重ねて，小さな力を大

きくしていきたいと思った。

・周りからこうしたらいいではなく，本人たちの気持ちを

考えてこう暮らしたいなどの気持ちを大切にできるこ

とを一緒に考えていきたい。

●他の団体や機関と協力して

・地域で，隣近所でつながって生活していることを念頭

に他団体との連携をしながら活動していくことを大切

にしたい。

・気づきをそのままにしておかず，小さな事でも誰かに

話し相談してみることが大切で，他のメンバーとまた他

の団体，あるいは行政窓口に気軽に伝え相談すること

が大切だと強く感じた。

・地域での支えあいは自然におだやかに，3種類の団体

にそれぞれの役割を心して参加したい。

・栄養委員＋愛育委員＋福祉委員＋まちづくり協議会を

１つにまとめるような組織作りを早急に考えてみたら無

駄なく進められるのでは？今は，地域によってバラバラ

だと思う。

・各団体の横のつながりが大切だと思ったが，現状とし

て 1人の人がいろいろな役を重ねてになっているので

大変なところもある。

●周りと協力して

・1人で頑張るのではなく，仲間と一緒に活動を続けてい

く。

●地域の人にもこの経験を伝えていきたい

・1年間の愛育の活動だが，これからもこの経験を活かし

地域の人に伝えていきたい。

・学ぶだけでなく，地域の人々にもっと普及していきたい

と思った。

●できそうなところから継続していきたい

・地区をあまり頑張りすぎず，ゆるやかに見守っていきた

い。分からないところ，困ったことは，先輩の意見を取り

入れる。

・大きな事はできなくても，小さな事を継続して出来れ

ばと思った。

・今のままでいいのかな。

・薄い信頼，細いつながりくらいからならできそうだなあ

と感じた。

・(私は)少し年がいっているが年寄りには年寄りにでき

るボランティアがあると思って頑張ってみる。

●まずは自分が元気で幸せに楽しく

・自分自身が元気で幸せでないと，他の人たちのお世話

や見守りや協力もできないと思う。

・自分も楽しみながら人への関わりやボランティアがで

きたらいいと思った。

●身近なところから

・もっと身近な人の心を理解してあげたいと思った。

●活動をパワーアップしたい

・ボランティアでは限度がある。栄養委員でＮＰＯ又は会

社を興し，地元に生産力を高めるようにする。（タニタ食

堂のように）
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【まとめ】�

12 月 18 日（火）16 時 20 分～18 時 30 分（岡大津島キャンパス） 
岡山大学� 大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳 

岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
（川崎医療福祉大学の学生については竹中麻由美教授） 

本授業のまとめとして、振り返りと気づきの時間を設け、教養科目としての学びの意義、

社会とのかかわりの重要性、高齢社会を生きるための力の大切さについて、学生から提出さ

れたレポートをもとに、大学院医歯薬学研究科浜田淳教授がまとめの講義と評価を行った。 
なお、岡山大学で、現在検討を進めている「実践型社会連携教育」の定義は下記の通り

であり、本授業は「A」タイプに属する。 
 

実践型社会連携教育のタイプ分けの基本 
判断基準 記号 解� 説 

社会連携した実

践活動の度合い 

Ａ 

��地域や企業等の現場に出向き、 
��その時間数が全授業時間数の３分の１以上 
��成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をす

ることが望ましい） 
の３条件を満たす。 

Ｂ 
地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者とのディ

スカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講師が講義する

だけの授業は対象としない。 

学修環境として

のグローバル要

素の付置 

Ｇ＋ 社会連携して学修する現場が外国または国内の外国人コミュニティで

あるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。 

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学ぶ

授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。 
 

 �

 

15 
 

�� 学生レポート�

 
サンライフ笠岡にて 

経済学部� 2年 
認知症サポーター養成講座 
認知症、言葉としては小学生のころから知っていたが、その詳細については全く知らなかっ

た。だが、現在では4人に1人は重い認知症を患っていて、軽度の人はもっと多くいると学ん

だので自分がまだ認知症になる年齢ではないと思っていたが、集中してお話を聞くことが

できた。加えて、講師の方々の非常に上手な寸劇や小さな男の子の絵本の朗読など、こちら

が意識的に集中をしようとしなくても話に入り込むことができた。本当に迫真の演技をさ

れていたのが印象的だった。 
また、講座を受講する前は「認知症の家族は大変だろうなあ」と他人事のように思っていた

が、このような認知症サポーター養成講座を開いている団体であったり、地元の住民同士の

助け合いが必要なのだと考えを改めるきっかけとなった。 
認知症のおばあさん役をされていた方が実際に認知症の姑さんに泥棒扱いされたときに

「存在を否定された気がした」と言っていたことが忘れられない。毎日、自分の時間を費や

してお世話しているのにそのような言葉をかけられたら、自分ならばショックで固まって

しまうと思う。その後、彼女は、実年齢は80代なのに自分自身を20代だと思っている姑さ

んとお友達のように接したという。目から鱗が落ちる思いだった。おそらく身近に認知症を

患っている人がいてお世話をしていたら「なんでわかってくれないの？」、「なんでちゃん

としてくれないの？」などの気持ちが心中に渦巻いていると思う。その結果、認知症患者を

変えようとする。しかし、そうではないのだ。患者を変えるのでは無く自分自身を柔軟にし

て患者に対して接することが一番大切なのだ。 
今回の講座は時間にしては短かったと思う。だが、認知症についての知識だけではなくその

中で多くの気づきを与えてくれたという点でこの講義に参加することができて本当に幸運

だった。 
愛育・栄養・ヘルス合同研修会 
想像していたよりも多くの料理教室やオリジナル体操を広める会があって正直、驚いた。笠

岡駅の少しさみしげな印象から笠岡市はあまり地域の運動が活発ではないと勝手に思い込

んでいたからだ。合同研修会に多くの住民が出席されていたことや熱心に耳を傾けている

様子から笠岡市について真剣に考えている方ばかりなのだと思った。 
発表では緊張して上手に話せなかったのが悔しい。正直2，30人ほどの前で発表すると思っ

ていたのでその��倍もの観客がいてサプライズだった。サプライズと言えば、浜

田先生の発表の中で私がレポートに書いたことが出てきて心臓が止まるかと思

った。しかし、「��、��代の私たちよりも��～��代の住民の方がはるかに活発だ

った」というフレーズを聞いて観客が笑っていたのを聞いて、良かったと思った。 

21



 

14 
 

【まとめ】�

12 月 18 日（火）16 時 20 分～18 時 30 分（岡大津島キャンパス） 
岡山大学� 大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳 

岡山大学� 地域総合研究センター� センター長・教授� 三村聡 
（川崎医療福祉大学の学生については竹中麻由美教授） 

本授業のまとめとして、振り返りと気づきの時間を設け、教養科目としての学びの意義、

社会とのかかわりの重要性、高齢社会を生きるための力の大切さについて、学生から提出さ

れたレポートをもとに、大学院医歯薬学研究科浜田淳教授がまとめの講義と評価を行った。 
なお、岡山大学で、現在検討を進めている「実践型社会連携教育」の定義は下記の通り

であり、本授業は「A」タイプに属する。 
 

実践型社会連携教育のタイプ分けの基本 
判断基準 記号 解� 説 

社会連携した実

践活動の度合い 

Ａ 

��地域や企業等の現場に出向き、 
��その時間数が全授業時間数の３分の１以上 
��成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をす

ることが望ましい） 
の３条件を満たす。 

Ｂ 
地域や企業等の現場に出向く、または現場の課題を抱える当事者とのディ

スカッション等の活動が１回以上ある。ただし、単に外部講師が講義する

だけの授業は対象としない。 

学修環境として

のグローバル要

素の付置 

Ｇ＋ 社会連携して学修する現場が外国または国内の外国人コミュニティで

あるなど、異文化の環境に深く入っていく授業。 

Ｇ 留学生と日本人学生が協同することにより異文化理解を進めつつ学ぶ

授業、海外とのテレビ会議など多言語で討論が行われる授業など。 
 

 �

 

15 
 

�� 学生レポート�

 
サンライフ笠岡にて 

経済学部� 2年 
認知症サポーター養成講座 
認知症、言葉としては小学生のころから知っていたが、その詳細については全く知らなかっ

た。だが、現在では4人に1人は重い認知症を患っていて、軽度の人はもっと多くいると学ん

だので自分がまだ認知症になる年齢ではないと思っていたが、集中してお話を聞くことが

できた。加えて、講師の方々の非常に上手な寸劇や小さな男の子の絵本の朗読など、こちら

が意識的に集中をしようとしなくても話に入り込むことができた。本当に迫真の演技をさ

れていたのが印象的だった。 
また、講座を受講する前は「認知症の家族は大変だろうなあ」と他人事のように思っていた

が、このような認知症サポーター養成講座を開いている団体であったり、地元の住民同士の

助け合いが必要なのだと考えを改めるきっかけとなった。 
認知症のおばあさん役をされていた方が実際に認知症の姑さんに泥棒扱いされたときに

「存在を否定された気がした」と言っていたことが忘れられない。毎日、自分の時間を費や

してお世話しているのにそのような言葉をかけられたら、自分ならばショックで固まって

しまうと思う。その後、彼女は、実年齢は80代なのに自分自身を20代だと思っている姑さ

んとお友達のように接したという。目から鱗が落ちる思いだった。おそらく身近に認知症を

患っている人がいてお世話をしていたら「なんでわかってくれないの？」、「なんでちゃん

としてくれないの？」などの気持ちが心中に渦巻いていると思う。その結果、認知症患者を

変えようとする。しかし、そうではないのだ。患者を変えるのでは無く自分自身を柔軟にし

て患者に対して接することが一番大切なのだ。 
今回の講座は時間にしては短かったと思う。だが、認知症についての知識だけではなくその

中で多くの気づきを与えてくれたという点でこの講義に参加することができて本当に幸運

だった。 
愛育・栄養・ヘルス合同研修会 
想像していたよりも多くの料理教室やオリジナル体操を広める会があって正直、驚いた。笠

岡駅の少しさみしげな印象から笠岡市はあまり地域の運動が活発ではないと勝手に思い込

んでいたからだ。合同研修会に多くの住民が出席されていたことや熱心に耳を傾けている

様子から笠岡市について真剣に考えている方ばかりなのだと思った。 
発表では緊張して上手に話せなかったのが悔しい。正直2，30人ほどの前で発表すると思っ

ていたのでその��倍もの観客がいてサプライズだった。サプライズと言えば、浜

田先生の発表の中で私がレポートに書いたことが出てきて心臓が止まるかと思

った。しかし、「��、��代の私たちよりも��～��代の住民の方がはるかに活発だ

った」というフレーズを聞いて観客が笑っていたのを聞いて、良かったと思った。 
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多職種連携と地方包括ケアのワークショップ 
工学部� 2 年 

今回は、笠岡市役所にて認知症サポーター講座と合同研修会に参加した。認知症サポーター

講座は、認知症に関して精通する地元の職員からなる組合の方々の協力のもと行われた。私

は、生まれてこの方ずっと岡山に住んでいるが、そのような組合があることは知らなかった。

サポーター講座では、認知症の患者に対してどのような対応、介護、考えを持つべきか、そ

して患者だけではなく、それらを介護する家族の気持ちなども学んだ。実際に体験された方

のお話や、分かりやすい寸劇のおかげで、あまり認知症に対して免疫のない私でも容易にそ

のつらさ、苦しさを理解することができた。実際、もともと持っていた固定概念などは誤り

である部分が多く、改めてちゃんと知るよい機会となった。 
午後からの合同研修会は、愛育委員さんをはじめとする、3 団体により部分別に仕事を任さ

れている組織が合同で現状と今後どうするべきかを話し合うというものであった。パート

別に分けられていることで、それぞれの役割に従事することができ、少人数の方たちだけの

負担になることを防いでいた。そこで発表されるデータは、どれも数値的であるものが多く、

組織の存在意義、目的、活動内容、結果などが明記されていた。学生のプレゼンと大人のプ

レゼンはやはり違うものがあることを痛感した。 
私たちは、代表して登壇して発表する機会を得た。内容はつたないものではあったが、300
人以上の前で発表することもなかなかないので貴重な時間となった。 
 

最終レポート 
経済学部� 2 年 

私は、以前から授業や本、映画などから認知症について学んでいたので、認知症サポータ

ー講座で学んだことは、ほとんど知っていましたが、介護体験者の方の話を聞けて、とても

参考になったと思います。「おおらかで、寛容な気持ちをもって接する」というのは、認知

症の方に対してだけではなく、普段からみんなに対してそうあるべきだと思うので、気をつ

けたいと思いました。 
午後の合同研修会では、まず参加人数が多くて驚きました。地域について真剣に考えてい

る人たちが、意外と多くいるのだと思いました。愛育委員、栄養改善委員、ヘルスアップ委

員の各団体の方の話や、2 班と 3 班のプレゼン、また、竹中先生や浜田先生の話を聞いて、

地域の助けを求めている人々を救うのは、人と人とのつながりだと思いました。知らない人

の家を何度も訪ね、様子をうかがったり、地域の食生活の改善を促そうとしたり、認知症サ

ポーターの方たちもそうですが、地域のこと考え行動できる人がいるというのは、とても素

晴らしいことだと思いました。 
私は、小学生の頃は、愛媛県の田舎に住んでいたので、登下校など、道で知らない人にあ

っても「おはようございます」や「こんにちは」のようにあいさつをしていました。自分が

住んでいた地区の行事では、しめ縄づくりや、公民館で遊んだりもしました。中学生になっ
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て、田舎から、県庁所在地であり、愛媛でも都会である松山市に引っ越しました。小学生の

ときから「道で会った人にはあいさつをする」というのが頭に入っていたので、普通にあい

さつしたら、軽く会釈されるだけでした。そのことを友達に話すと、「あいさつ？道で会っ

ただけの人にそんなのせんよ。マンションとか、近所の知っとる人にはするけどね。」と、

言われました。自分の中では、誰にでもあいさつするのが普通だったので、不思議な気持ち

になりました。また、小学生の妹に聞いて、公民館で遊ぶような行事はないということを知

りました。 
当たり前だと思いますが、都会は田舎ほど地域の人々と交流する機会はありません。自分

が今住んでいる地域も元気なあいさつはほとんど聞こえてきません。今思うと、自分が小学

生の頃にしたことはとても貴重な経験だったと思います。しかし、都会と田舎のどちらがい

いかということはわかりません。それぞれに良さがあると思います。人が人を助けるという

関係も、田舎ではそれが目に見えてわかり、都会では豊富な税収など人が多いことで充実し

たサービスが受けられ、それが還元されていると思うので、目に見えないだけで、助け合っ

て生きていると思います。笠岡市では、行政サービスと各団体の方の活動の両方が、ある程

度充実しているのではないかと思いました。今回、各団体の方の話や、自分の過去の体験に

ついて思い出してみて、自分の住んでいる地域を客観的に分析し、今、この地域に何が必要

なのか、どうすればもっと住みやすい場所になるのかなど、改めて考えるよいきっかけにな

りました。 
 

多職種連携と地域包括ケアのワークショップ 
工学部� 2 年 

今回，この授業の一環として笠岡市でおこなわれた認知症サポーター講座と合同研修会

に参加させていただいた．午前の認知症サポーター講座では認知症の人がどんな行動をと

ってしまうのか，日常生活にどのような支障が出てしまうのかなどを学ぶことができた．そ

の講座の中でも特に，認知症の劇は印象にも残り分かりやすかった．自分がついさっきまで

していたことが思い出せなかったり，考え方が狭まり物事を人のせいにしてしまうなど，世

話をする周りの人からしてみるとおかしく感じられる行動でも，認知症の人からすればど

こがおかしな行動なのかが分からず理由も分からないまま怒られることで，疎外感，孤独感

を感じてしまうのだと分かった．認知症は一部の高齢者だけがなるものだと思い自分には

関係のない話だと思っていたが，最近祖父にも認知症の症状が見え始めたことで興味を持

つようになった．今回の講座に参加することで，認知症の人の考え方，どのような対応を心

がければいいのかなどが少しわかったのでこれから先認知症の人と関わる機会があれば，

実践したいと思った． 
� 午後からは愛育委員・栄養改善委員・ヘルスアップ委員の皆様と合同研修会を行った．今

回の会場は思っていたよりも大きく，笠岡の人たちも関心を強く持っているのだと感じた．

講演を聞きに来ていた方の多くは高齢の女性の方々だった．笠岡は高齢化が問題になって

23
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いるが，その問題について危機感を持っているのもまた高齢な方が多いのだと思った．研修

会ではヘルスアップ推進会の皆さんは“一人ひとりが，自分の健康について考える意識を持

てる人を増やす”というスローガンのもと様々な年代の人に身体を動かす大切さや方法を伝

えていると分かった．その中にある百歳体操は白石島のだんだんの家に訪問した際に，利用

者の方が行われていたのでこのヘルスアップ委員会の活動が島の人にも浸透しているのだ

と感じることができた．また，愛育委員会の方のお話で高齢者の方とのかかわりで，簡単な

あいさつや声掛けをするだけでもその人の健康を確認できるし，少しの会話でいつも通り

の生活が送れているかを気付くことができると分かった．このような普段の小さな行動が

島の人々を守っていくことに繋がるのだということに気づかされた． 
� 今回の島訪問，認知症サポーター講座，合同研修会を通して小さな島で生活する高齢者

の方々の暮らしを少しだが感じることができた．島の人のように自分のことは自分ででき

る高齢者の方は認知症になりにくいのではないかと思うほどの力強さがあった．また，自

分も少しでもその人たちの力になれるような関わり方ができたらなと思わされた授業であ

った． 
 

多職種連携と地域包括ケアのワークショップ 
~笠岡市での認知症サポーター講座と合同説明会を終えて~ 

経済学部� 2 年 
� 先日の笠岡市での認知症サポーター講座を受け、学んだことや感じたことが多くありま

した。まず、笠岡市の方がパワーポイントを使用しながら、認知症について説明してくださ

いました。認知症の症状の一つに中核症状があります。記憶障害や見当職障害、理解・判断

力の障害がこれらに当たります。これらについて具体例をあげながら詳しく説明して頂き

ましたが、自分でも想像しながら話を聞いていたので、とても印象に残りました。また、こ

れらの障害に対応策も教わりました。認知症に関する概要を説明の後に職員さんによる寸

劇がありました。寸劇のなかでは、おばあちゃんとお嫁さん、孫の三人で、認知症のおばあ

ちゃんへの家族の接し方が表現されていました。その中で、おばあちゃんは同じことを何度

も聞く、夏服を着ている、ケーキを食べたことを忘れている、カバンの中が汚く、異様なも

のが入っている、財布を盗られたと思っている、それを人のせいにするなど、この短い寸劇

のなかでも認知症とみられる症状がいくつもうかがわれました。これらの症状に対する家

族の対応はあまり良くなかったのではないかとおもいました。おそらく、おばあちゃんも劇

のような対応をされると、不安になったり、一人ぼっちだと感じてしまい、寂しく思うので

はないかと思いました。劇の後におばあちゃん対する家族の対応はどうだったかグループ

で考える時間がありました。そこで、自分だったら、おばあちゃんにどんな言葉をかけます

か？という話題があり、今時間を聞いたばかりなのに、すぐに同じことを聞く場面では、私

はおそらく、何度も教えてあげるのではないかと自分なりに考えていましたが、友達の意見

は、「さっき言ったよ」と言ってしまう、というものでした。私も今は自分の近くに認知症
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の人がいないので優しくしないと、劇のなかでのような対応はいけないと思いつつも、実際

に介護をする立場になった際に、優しく接することができるか不安になりました。イライラ

したり、いやな気分になってしまうのではないかと思います。 
� そんな不安を抱いていると、実際に介護を経験した方が経験談を語ってくれました。介護

者には 4 つの気持ちのステップ存在し、「とまどい・否定」「混乱・怒り・拒絶」「割り切り」

「受容」です。特に、第 2 ステップと第３ステップを繰り返すようです。ここで、この繰り

返しを抜け出せると、受容の最終段階に進むことができます。第 4 ステップに進むことが

理想ですが、なかなか容易に進むことができないので悩んでいる方が多くいると思います。

次に進むために、自分（介護者）の時間をつくることが大切だと話されていました。そうす

ることで、介護者の気持ちも軽くなり、介護をすることへの気負いも和らげることができる

と話されていました。デイサービスやヘルパーさんの力を借りていくことも必要で、介護を

一人でしなければならないということはないと気づくことは大変重要であると何度も言わ

れていました。その方自身は、介護に対する考え方を改め、嫁・姑の関係を友達のように接

するようになることで、気持ちがすごく楽になり、そこから、介護がうまくいくようになり、

姑さんと仲良くなることができたと話されていました。そして、その方が、介護を経験して

感じたことも話してくださり、とても共感し、自分のことのように感じました。また、その

方が読まれたどの俳句もとてもすばらしくて、実際に経験した人だからこそ詠めるものだ

と思いました。さらに、私は誰でもいいので介護者に「ありがとう」とひとこと言ってあげ

てください、というその方の言葉がとてもよく印象的でした。その一言で介護している人は

楽になる、救われるのです、というのです。このような超高齢社会である世の中なので、こ

れから私が介護をするという場面も必ずや訪れると思います。その時に、劇のような接し方

ではなく、お話のように、接することができるようにしたいです。また、介護をする中で、

つらくなった時には、一人で抱え込むのではなく、他の誰かに手を差し伸べてもらうことも

大切だと感じました。反対に他の人が困っていると、私が力になり、声をかけてあげようと

思います。「ありがとう」と。 
� 午後からは保健センターに移動し、笠岡市の地域の方との合同研修会に参加しました。そ

こでは、健康に関する地域活動や事業の説明などがなされていました。まず、会場に入って

驚いたことが、会場を埋め尽くすぐらいの人数が参加されていたことです。およそ 300 人

ほど参加されていたのではないかと思います。つまり、それほどに健康に興味関心を持つ方

が増加しているのだと感じました。研修会のなかで、栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会・

愛育委員協議会の活動報告があり、どの団体の活動も地域についてよく考えられており、住

民に寄り添い、地域に不可欠な者であると感じました。また、お互いの活動にそれぞれが協

力し合っているということがとても魅力的で強みでもあると思いました。この 3 団体で笠

岡市を支えてきたということが大変よく理解できました。私も先日の笠岡諸島での活動を

発表しました。自分の発表時には、緊張してしまって、うまく話せず、あまり記憶もないの

ですが、もう一つの班が発表している際に、地域の方が、よくお話を聞いて、そうなんだと
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いるが，その問題について危機感を持っているのもまた高齢な方が多いのだと思った．研修
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言われているのを見て、ここにきている方々がすごく興味を持ってくださっていました。笠

岡市の方は本当に健康について関心を高め、また、実際にボランティア活動として行動を起

こされており、地域包括ケア推進としてモデルとなるような地域だと感じられました。 
� この授業を通して、認知症に関する多くの知識を得られたことはもちろん、地域活動の実

態や地域の方の意見を実際に耳にすることができ、とても有意義な時間を過ごすことがで

きました。笠岡市のような地域活動がどの地域でもなされていくと、うまく機能していくの

ではないかと思いました。また、そのためには、何よりも、関心をもつことが第一であり、

さらに、お互いに協力して進めていくことが大切だと思いました。 
 

多職種連携と地域包括ケアのワークショップ課題レポート２ 
経済学部� 2 年 

今回の笠岡市の保健センターでの体験はとても新鮮なものでした。まずは認知症サポー

ター養成講座についてです。この講座は実際の認知症サポーターの方が開講してくれてい

たものだったのですが、すごくわかりやすく、ためになるものだったと思います。まずはわ

かりやすく認知症とは何か、どのような種類があって、それぞれの原因や特徴などを教えて

もらいました。自分は認知症というものを漠然としか把握していなかったのだと講座の冒

頭に自覚することになりました。そして次に印象に残っていたのはサポーターの方々の寸

劇です。寸劇があるとは言っていたので軽い気持ちで受け取っていたのですが、実際は寸劇

というより演劇に近く、すごく本格的なもので見入ることができました。演劇の内容自体は

認知症の祖母との生活の一面をみるという簡単なものだったのですが、その演劇を踏まえ

た質問は講座の核心を突くものであったと思いました。自分がその立場ならどのように祖

母と向き合うのかということでした。またどのように接するのが正しいのかということで

したが、自分はそこですぐに答えを出すことができませんでした。少し考えたのちに一般的

でありきたりな答えしか出せなかったのが悔しかったです。そこからのちはこれから認知

症との向き合い方をどうするべきなのかということのヒントを与えてくれるような話がた

くさんありました。講座の後半は本当にこれからの自分の身に起こりうることだと思って

より真剣に取り組むことができました。 
そして午後からは笠岡市の方々が集まっての講演会がありました。その講演会はこの授

業を支えてもらっている先生方はもちろん、笠岡市役所の方、笠岡市民の方など様々な人が

あつまり笠岡市の未来について話し合っていくというものでした。冒頭に笠岡市役所の方

が笠岡市の高齢化の現状分析とこれからの推移について分析していたのですが、そこでひ

とつ疑問に思ったことはグラフを見ていくと高齢者の割合が徐々に増えていくのと、それ

に伴って笠岡市の人口というのは全体的に徐々に減っていったのですが、０歳から５歳未

満の子供の数などは予測推移的にはあまり減っていなかったので、疑問に思いました。その

グラフからほとんど予備知識のない自分が単調な考察をすると、確かに右肩下がりで人口

は減り続けていくかもしれないが生まれてくる子供の数が減らないのであればある程度減
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ったところで、当初の人口より少なることは避けられないにしても、小規模にはなると思い

ますがコミュニティの大きさは変わらなくなるのではないかと思いました。しかし、島など

極端に山の中や立地が厳しいところにあればコミュニティがなくなるということも十分に

あり得ると思うし、実際、現在の日本でもなくなってしまった街もあると思うのですが、笠

岡市などのその県の一角を担っているような市はなくなるようなことはないんじゃないか

と思いました。ここまで極端な話をしてしまえばそもそもの課題に対する答えとは大きく

かけ離れてしまっているとは思うのですが、この問題を考えたときに自分が率直に抱いた

感想はこれでした。２回も笠岡市へ行かせていただいて本当に貴重な体験をすることがで

きて、有意義な時間を過ごすことができました。何より休日に先生や友達と遠くへいくとい

うこと自体が自分にとってはすごく楽しかったです。 
 

認知症サポーター養成講座に参加 
工学部� 2 年 

� 今回、笠岡市の認知症サポーター養成講座に参加して、認知症について考えることができ

た。まず、認知症がどのような病気であるのかが分かった。認知症は脳の細胞が少しずつび

まん性に死んで脳が委縮したり、血管が詰まって脳の一部が死んだりすることにより引き

起こされる。また、症状としては、記憶障害、見当識障害、理解。判断力の障害、実行機能

障害などがあげられる。記憶障害は加齢による物忘れとは違い、例えば何を食べたか思い出

せない人に対し、認知症の人は食事をしたこと自体を忘れていたりする。見当識障害とは時

間や場所、人物などに対しての状況判断ができなくなることであり、季節感に合わない服装

をしたり、周囲の人との関係が分からなくなったりする。これの二つの症状は早くから現れ

る。またこれらの症状がもとになり、元気がなくなったりするなど心理的な症状もでてくる

ということがわかった。 
� そして、この認知症の人にどのように対応すべきかも学べた。まずは、早期発見、早期治

療が大事で、これはどの病気でも変わらないのだと思った。そしてそのためには、認知症で

あるということを早く受け入れることが大切なのだと分かった。そして認知症の人にどう

接すればよいか、寸劇をもとに考えることができた。初めて知ったのは、認知症の本人にも

自覚があることで、認知症の症状に最初に築くのが本人だということだった。一番不安に思

って、つらいのは本人だということが分かり、強くいうことやイライラした態度をとること

は患者をさらに傷つけることになる。そのことを踏まえると、認知症の人を受け入れて相手

を尊重して優しく対応しないといけないと分かった。 
� 僕はまだ身近な人が認知症になったことがない。しかし、これから自分の祖父母や両親が

認知症になって介護しなければならないということは十分にあり得る。対応の仕方はわか

っていても、そういう状況になったときに自分がしっかり対応できるかと考えると、正直な

かなか認知症を受け入れられないだろうし、イライラもしてしまうと思う。今だって、時々

帰省した時、おばあちゃんと話をしていて同じ話を何度もされ、それにイライラすることも
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ある。しかし、今回の学んだことを生かし、一人で抱えずいろんな人に相談して介護してい

くことが大事で、そうしてやっていかないといけないと思った。また、僕自身が認知症にな

るかもしれない。周りの人に迷惑をかけないためにも、運動をしたりするなど予防をしない

といけないと思った。今回、認知症には孤独がよくないということも分かった。このことか

らも今からたくさんの人といい関係を築いていかないといけないとおもった。その点でも

今回、この講義を受講して島に行ったりしてたくさんの人と関われたことはとてもいい経

験になった。ありがとうございました。 
 

他職種連携と地域包括ケアレポート② 
「12 月 8 日の認知症サポーター研修と合同研修会を受けて」 

医学部� 保健学科� 3 年 
認知症サポーター研修は以前にも授業で受けたことがあったが、今回はキャラバンメイ

トのお一人に実際に認知症家族の介護をされた方がおられたため、その方の実体験に基づ

いた研修を受けられたことがとても大きな学びになった。認知症介護をしている家族の気

持ちにおいて、4 つのステップを踏みながら受容の段階へと進むといわれているが、その過

程である混乱・怒り・拒絶の段階が一番つらい時期であったことがよくわかった。特に印象

に残った話は、「おばあちゃん」と声をかけても返事がなかったのは自身を 20 代だと思っ

ているからだと気づき、「〇〇さん」と呼び方を変えたことで、嫁姑の関係から、新たな友

達のような関係に変わったという話である。認知症介護は本当に辛く、実際に介護をされて

いる方のお気持ちは計り知れないとは思うが、このような話を聞くことで、認知症介護のす

べてがネガティブなものではなく、新たな家族形成への一つの条件だととらえることもで

きることが分かった。 
また、近所の人にもあらかじめ協力を得ていたら、たまたま徘徊に気づかなかったときも

近所の人が連れてきてくださったという話があったが、認知症介護は一つの家族の単位で

できるものではないということが改めて理解できた。近所の人にも理解を得て、あたりまえ

のように協力し合えるように、地域に住む全員が認知症サポーターとなるような社会を作

ることが理想だと感じた。上記に書いたように認知症介護は新たな家族形成のきっかけと

なる可能性がある。同様に、近所付き合いもまた認知症サポートを通して新たなポジティブ

な関係を生む可能性があるはずだと感じた。 
合同研修会では、笠岡市でどのような地域サポートが行われているのかがよくわかった。

特に愛育委員さんの地域の見回り活動は素晴らしいと思った。特定の疾病や障害を持った

方だけを訪問するようなシステムではなく、地域住民にまんべんなく関わるサポート体制

は本当に重要だと思う。現在の日本は独居高齢者の割合が高く、今後も増え続ける見込みで

あるが、たとえ一人で住む高齢者が増えたとしても、このように地域全体で見守り、声を掛

け合うことができれば疾病の予防や介護予防につなげることができるだろうと思う。岡山

だけでなく、日本全体でもこの地域の見守り活動は取り組むことができたらいいなと感じ
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た。 
今回の研修では認知症介護も、超高齢化社会への対応も、地域のつながりなくしては不可

能だということが実感できた。現代の日本は近所との関わりも希薄になり、家族の単位も核

家族化していく一方であるが、この日本の大きな課題をひとつの条件として、新たな社会の

形成が促されていることを感じた。私自身も近所の人と積極的に挨拶をすることはなかっ

たが、身近なところから新な関係づくりを始めていきたいなと感じた。 
 

多職種連携と地域包括ケアのワークショップ レポート 
経済学部� 2 年 

今回の認知症サポーター養成講座を受けて、認知症について理解できたことがたくさん

あります。まず、認知症を引き起こす主な病気としてアルツハイマー病というものはよく知

っていましたが、その他にも、パーキンソン症状や幻視を伴い症状の変動が大きいのが特徴

であるレビー小体型認知症や、司令塔役の前頭前野を中心に傷害されるため我慢したり思

いやりなどの社会性を失い「我が道を行く」行動をとるという特徴がある前頭側頭型認知症、

脳梗塞・脳出血・脳動脈硬化などのために神経の細胞に栄養や酸素が行き渡らなくなり、そ

の部分の神経細胞が死んだり神経のネットワークが壊れて、意欲が低下したり複雑な作業

ができなくなったりする脳血管性認知症というものもあるということを知ることができま�

した。 
また劇を通して、認知症の症状についてより詳しく理解することができ、今後自分の祖父

母や両親が認知症になった時の正しい接し方についても学ぶことができました。まず、認知

症の人は季節などが分からなくなるため、季節感のない服を着たりします。その時には、「な

んでそんな服きているの？おかしいよ。」と否定するのではなく、「今何月かな～？」などと

聞いて今の季節をわからせて正しい服装を教えてあげるのがよいということがわかりまし

た。そして、自分はいまケーキを食べたのに食べたことを忘れて、自分だけが食べていない・

除け者にされているなどと言ったり、自分の物などがなくなると、家族などの身近な人のせ

いにして、その人を犯人扱いするということにも成りかねないということがわかりました。

このような場合、私は何もしてないし罪がないにも関わらず責められて腹が立つかもしれ

ないけれど、認知症の人からしても、自分は何も悪いことをしていないのに、きつく言われ

たりしてよく理解できないし、家族に受け入れてもらえないような気がして面白くないし、

寂しい気持ちになるということもわかりました。認知症の人が自分のことを疑ってきたり、

おかしなことを言ってきたとしても、きつく注意するのではなく、「誰にでも間違えること

はある」と言って優しく間違いを指摘してあげることが大切だということを思いました。こ

のようなことが自分の身に起こった場合、この劇から学んだことを思い出して実践してみ

ようと思います。 
そして、2 班と 3 班の発表や先生方の発表などを聞いて、まず生徒たちの発表はとても素

晴らしく、ただ同じ講義を受講していて同じだけの知識を持っている人とは思えないくら
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いの出来で、とても感心して聞いていました。先生方の発表では、私たちが訪問した島の現

状を再確認でき、その島を守るために地域共生社会や地域包括ケアの面から今私たちがす

るべきことについて考えることができました。認知症サポーター養成講座の時、実際に認知

症の人のお世話をしていた人の実体験を聞くことができ、やはり家族でピリピリしたりす

る状況になると思うけれど、認知症の人に自分から寄り添い、仲良くなって、楽しくお世話

をすることが大切だということを学ぶことができました。 
 

多職種連携と地域包括ケアのワークショップ 
工学部� 2 年 

私は、今回の北木島・白石島への合宿、認知症サポーター養成講座、愛育・栄養・ヘルス合

同研修会を通して様々なことを学びました。合宿では、現代の日本で深刻化している、「少

子高齢化」、「地方の過疎化」の問題を抱えた島の現状を自分の目で確かめることができまし

た。島は、本土よりもこれらの問題が深刻です。島に行くまで、私は「過疎化の進んだ島は、

島民の活気が失われているのではないか」、「島民も非常に深刻に捉えているのではないか」

と、マイナスのイメージを持っていました。また、今の島の状況が 20、30 年後の日本の状

況になるかもしれないので、自分にとってもとても身近な問題だと思い、とても不安でした。

しかし、島民との交流を通し、島から帰るときにはそのような不安な気持ちがあったことを

忘れるほどに、島民の方々の活気や生きる力を強く感じることができました。島民の方々の

ような強い活力があれば、もし将来少子高齢化などの問題がもっと深刻化したとしても、強

くその問題に立ち向かうことができるのではないかと思いました。また、別の日本が直面し

ている深刻な問題として、「高齢者の認知症問題」があります。現代の日本では、高齢者の

約 7 人に 1 人が認知症です。認知症という病気は、本人が記憶障害により強くストレスを

感じるだけでなく、介護する側も同様に大きなストレスを抱えてしまうため、介護する側が

どう本人に向き合っていくかが重要視されています。私は、この講座を通し、介護する側が、

認知症について、きちんと深い知識と理解を持ち接するだけではなく、介護する人の周りの

人たちが積極的に協力し、サポートしてあげることが重要なのではないかと感じました。ま

た、認知症の重大な症状として、物とられ妄想があげられます。介護している一番身近な人

を疑ってしまう例がとても多いのが現状です。それは、介護している側にとっては間違いな

く一番辛いことです。しかし、認知症の方の記憶がないことへの不安から人を疑ってしまっ

ているということを理解してあげ、優しく接してあげることが大切だと思いました。愛育・

栄養・ヘルス合同研修会では、自分たちが学んだことを地域の人たちに伝えるだけではなく、

笠岡市の現状と今後についての講演を聞くことができました。笠岡市の地域が一体となっ

た行事や取り組みの多さにも驚きましたが、それ以上に合同研修会に来ていた人の多さに

とても驚きました。地域の現状を知り、地域が抱えた問題に対し「この地域が」ではなく、

「自分に」何ができるかを考え、自発的に取り組もうとする人々の姿勢に、私は強い感銘を

受けました。このような地域が増えていくことで、日本全体として、大きな規模で深刻な社
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会問題に立ち向かうのではなく、笠岡市のように、人任せにするのではなく、一つ一つの地

域、一人一人の小さな規模でも真剣に社会問題について考えることができたら、結果的に日

本全体の暮らしがよりよいものになるのではないかと思います。 
 

認知症講座で学び考えたこと 
工学部� 2 年 

認知症の講座を受けてまず驚いたのが、85 歳の役半数、95 歳の約 8 割がかかっていると

いうその確率の高さです。お年寄りに多いとは思っていましたが、ここまで多いとは思いま

せんでした。また他に認知症について自分の認識と違っていたことは、症状が軽いうちに適

切な治療を受ければ、病気の進行を遅らせたり、症状を改善したりできるということです。

認知症は一度かかってしまうと、そこからの症状の改善は絶対にないものだと考えていま

した。年を取ってくると、定期的な健康診断がもちろん重要ですが、それに加えた専門の医

療機関での認知症の診断によって早期発見することが大切だとわかりました。また、認知症

といえば、物忘れが激しくなるというくらいの症状しか認識していませんでしたが、ほかに

も時間や季節の感覚が薄れる、感情表現に変化があらわれるなどの症状があることを知り

ました。 
認知症の母親の介護をされていた女性のお話が印象に残りました。第一段階のとまどい、

否定から第二段階の、混乱、怒り、拒絶、第三段階の割り切り、第四段階の受容がどのよう

なものであったかを実体験を聞いてよくわかりました。第二段階のときの話を聞いて、想像

を超えて大変なのだろうと思いました。人によっては第三段階の割り切りに入っても、また

第二段階に戻ってしまうということでした。女性は最後には、認知症である母を自然に受け

入れられるようになったということでしたが、母と呼び掛けても反応してくれない母に対

して、名前にさんをつけて呼ぶということを聞いて、認知症は悲しい病気だと感じました。 
日本は高齢化の社会でこれからも高齢化が進んでいくので、我が国にとって認知症は重

要な課題だとわかりました。本当に認知症について知らなかったことが多くて、今まではそ

んなに大きな課題という認識をしていなかったので、まず基本的な知識を得ることが大事

だと感じました。まず認知症の定期的な診断と、治療によって少しでも認知症にかかる人を

減らしたり、症状を軽くしたりすることが重要で、認知症の人の家族などの介護者は正しい

知識をもって接するべきだとわかりました。私の中では、お年寄りのみんながみんな認知症

の診断をよく受けているイメージがないので、もし受診率が低いのであれば、診断の普及が

必要だと思いました。認知症の人は、物忘れが激しいことに加えて、怒りっぽくなったり、

便意、尿意をかんじにくくなることによる、排せつの失敗などの症状もあるので、介護者は

本当に大変です。だから、介護者がうまく息抜きすることも大事だと感じました。劇に登場

したお母さんのように強い言い方になってしまうのは、多少は仕方がないことですが、紙芝

居のこうちゃんのように認知症の方に対して寛容な心を持つことがなにより大事だと思い

ました。 
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公開講座レポート 

留学生 
12 月 8 日、認知症サポーター講座を受けました。最初聞いたとき、まとめて認知症の方の

ために、いちいち何をしようと教えてくれると思いました。でも、そうではなかった。講座

だから、やはり知識を伝えるべきだ。認知症の症状や引き起こす原因とかをいろいろ勉強し

ました。とても役に立つものです。連想すると、来たばかりのとき、スーパーの前に出会っ

たあのおばあさんはもしかして認知症かな？慌ててぐるぐる徘徊して、時間をきいたばか

り、またきく。あの時、おばあさんは方言を言っている、私は理解できないで、何も手伝え

なかった。ちょうど後悔しています。認知症は誰でも聞いたことがあるけど、現実に会って

も、思い出せない。そんな意識がないからだ。 
そして、印象深いのはあの劇です。認知症の症状は直接目の前に現れる。認知症の方の不安

と家族の混乱と悩み。穏やかに対応するのはなかなか難しいことです。でも、落ち着いて、

冷静に対応すると、きっと前と比べて、少し良いになる、もと幸せになるはず。 
治るより、予防の方が。まとめて、二つポイント� １．運動。2．食事。高齢者は分かりま

せんが、研究室の皆は、昼ご飯は大体コンビニの弁当。これで十分なのか？ 
自分の力だけでなく、みんなで一緒にサポートします。一人で何とかするという考え方を捨

て下さい。認知症の方でも、家族でも、ボランティアでも、一人で解決する問題ではない。

認知症の方は、この病気になると、受け入れるしかない。うけいれたら、お医者さんと家族

にそうだんし、なるべく病気を最大限に抑える。家族だったら、気持ちを調整して、近所の

人や介護施設の人なんどにきちんと相談します。隠す必要がない。みんなの力で、認知症の

方に静かで幸せにいきています。 
午後は、三つの組織が発表しました。栄養改善協議会、愛育委員協議会、ヘルスアップ推進

会。みんながいろいろ工夫をしましたと感じました。食事、体操はだんだんの家に表現しま

した。そして、前の岡山マラソンも生活習慣病予防の一つと思っています。見守り、声掛け

活動もちゃんと進んでいるとおもう。あしたの世界を望んでいます。私自身として、外で誰

と視線があったら、取りあえず、お辞儀と声掛けします。これは愛育委員協議会の見守り、

声掛け活動かよく分りませんが、とてもいい気分です。 
あと、20 代の人はなんでいつも眠いと感じているだろう？たぶん、世の事にあきているか

もしれない。はははははは。 
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多職種連携と地方包括ケアのワークショップレポート 

工学部� 2 年 
私は、ワークショップのオリエンテーションで、「島の現状を五感で感じてほしい」とい

う言葉が自分の中で強く残っていたので、それを意識して取り組もうと一つの目標をもっ

ていた。そのため、無駄な偏見が生じないように、敢えて自分で北木島について調べるとい

うことは特にしなかった。しかし、実際その効果もあってか今回の北木島でのワークショッ

プを通じて様々なモノを五感で感じることができたと考える。 
【視る】という点では、かつては栄えていた石切り場の断面は圧倒されるものがあった。

そのため、私は最後のプレゼンで、そういった風景を日本の絶景百選に申請することを自分

ができることとして挙げた。【聴く】という点では、人の声が少ないように感じた。人口が

減少していることも関係しているのか、ケアセンターや宿泊施設以外での会話をほとんど

耳にしなかった。島の人たちは高齢であるにもかかわらず、大変活力にみなぎっていた。そ

の声も少なかったのでいささか寂しく感じた。【嗅覚】に関して言えば、言葉にするのは少々

難しいが、空気が岡山市内よりさらに澄んでいた。そのためなのだろうか、2 日間で喫煙者

を一人も見なかった。【味覚】に関しては、自発的に動くよう特に意識した。例を挙げると

すれば、積極的に島内でパンを売りまわっている昔ながらのトラックで購入した。中には、

今まで見たことのないサンドイッチのようなものもあった。また、宿泊施設で出される料理

はオードブルが多かったが、朝食の献立にあったひじきは島で採集したものであった。普段、

家庭で口にしているものに比べて、太く、噛みごたえのあるもので食感を楽しむことができ

た。最後に、【触れる】という点では、島で作られた石を実際に触ってみたり、島の土壌に

触れたりした。石に関して言えば、冷たかったけれども、人の温かみが感じることができた。

また、ケアセンターの手伝いを体験させてもらう機会をもらった時には、９０歳を超える高

齢者にも力強さがあり、驚いた。現地の人々は不便だとは感じていないと言っていたが、そ

の生活力も力強さの一つの要因であるかもしれない。 
これらを通じて、最も感じたことは、人はいないかもしれないが、残すべき文化があるの

ではないか、ということだ。プレゼン資料を作成するにあたり、自分の中では、北木島を梶

子島のように、完全にキャンプ場などの自然を活かしたプレイゾーンにするのはどうかと

いう意見に行き着いた。島から笠岡に移住してもらうことで、笠岡市役所の議題にも挙がっ

ている、島に払う援助金に関しても必要なくなるうえコストカットにつながる、人口が増え

ることで人口や働き口に関する問題も多少解決するのではないかと考えたからである。し

かし、冷静になり今思えば、そうするのも一つではあると思うが、やはりその上では、島特

有の文化を守っていくための方策についても審議すべき事項であると考える。 
今回のワークショップを受けて、答えのない問題に取り組むことが難しいことであると

再確認することができた。ありがとうございました。遅れてしまい申し訳ありませんでした。 
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多職種連携と地方包括ケアのワークショップレポート 

工学部� 2 年 
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多職種連携と地域包括ケアのワークショップレポート課題 
経済学部� 2 年 

� 笠岡諸島での「高齢者の暮らしを考える」という題材として始まったこのプロジェクトは、

高齢者との交流を通じて島の暮らしを考えるということでした。つまり、島の暮らしは高齢

者にとって病院やスーパーマーケットなどの施設が不足しており、少子高齢化により人手

が足りておらず不自由な環境下にあるのではと簡単にとらえていました。しかしながら、そ

の先入観の入った思い込みは実際とは全く相反するものでした。島での暮らしはお互いに

支えあう、島の住人すべてが家族のようにあたたかい方たちばかりでした。このワークショ

ップでは笠岡諸島の白石島や北木島に訪れて介護施設の現場での調査および島でのフィー

ルドワークなどを通してさまざまな情報の取得、地域住民との交流、グループでの話し合い

など貴重な時間を過ごしました。 
� まず初めに、私たちのグループは、白石島の認知症対応型生活介護（グループホーム）あ

いあいさんを訪れお話を聞き、施設を見学させていただきました。こちらのあいあいさんは

旅館を改装し造られたグループホームでさまざまな認知症レベルの方々が暮らされていま

した。さまざまなレベルの方がいるからこそ、各々のできることはそれぞれ異なり、お客様

ができることは見守り、できないことを支援するというお客様の尊厳を重要視されている

ように感じられました。実際に施設の方にお話をお伺いした際に、同じ言葉でも人によって

受け取り方は異なり、優しく声をかけたつもりでも、ほかの人にとっては気の障る言い回し

であったりすることもあり、それぞれのお客様に適した話し方や接し方をされているとお

っしゃっていました。旅館であったために階段の横幅が広く、その構造を生かして今は昇降

機を設置していました。また、通常の浴槽の他に特殊浴槽があり、各部屋はそれぞれのお客

様の生活スタイルにあうように工夫されており、和室のお部屋や窓から落ちないように板

が張り付けてあるお部屋、クローゼットの扉が取り外されているお部屋などがありました。

食事面では、細かく砕かれたものやお粥状のものなどお客様一人一人にあったお食事を提

供されていました。施設の方のお話の中で、資格の有無よりもお客様の気持ちを考えられる

ことが第一だというものがありました。あいあいさんではパート勤めの方もいらっしゃる

ようです。技術的なお仕事ができるできないに関わらず、思いやりがなによりも大切である

ということを強調されていました。このようにあいあいさんでは理念として掲げている「愛

にあふれた� おもてなしの心を大切にし� ゆっくり� のんびり� 過ごしていただく。」や運

営方針である「入居者の尊厳を重んじます。」「思いやりをもって� 入居者と共に生活しま

す。」をまさに実行に移されており外部から観てもそのような雰囲気が感じられました。私

たちのグループは特にこの相手の尊厳を尊重することと技術面よりも思いやれる気持ちが

大切であるというあいあいさんのすがたが大変印象に残り、また、感銘を受けました。あい

あいさんではこのグループホーム以外でも活動されており、介護保険では扱われていない

ような食事補助のために弁当を宅配されているそうです。その弁当配達を通じて、高齢者の

方の安否確認や体調観察などの目的とされています。さらに、月に二回医師が、週に一度看
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護師が笠岡市からあいあいに来られて診察などをされます。そして、救急時には水上タクシ

ーで本島の病院で手当てや手術などを行います。白石島から入院などで笠岡市の病院を探

す際には、どこの病院が入院を受け入れてもらえるかということを、笠岡市の病院側も情報

を提供しながらお互いに連携をとっているそうです。これらのことから、実際に島には病院

は存在しませんでしたが、入院や緊急性のある治療・手術などを行えるよう島と笠岡市が連

携を取りつつ医療面での不足している部分を補っていると感じられました。また、島内での

地域住民の支え合いをはじめとする包括ケアがなされているのではないかと考えられまし

た。 
� グループホームあいあいを訪れた後に、私たちは白石島を地域の方に案内して頂き、フィ

ールドワークに出かけました。白石島には多くの家屋が立ち並んでいましたが、三分の一程

度の住民しか住まわれていないそうです。年末や長期休暇になると、帰省してこられる方も

いらっしゃるようですが、この割合を聞いて、過疎化がやはり進行していることは間違いな

いと感じました。白石島はたくさんの自然に囲まれ、海水浴場も有名です。しかしながら、

私たちがこの島に訪れた時には海水浴の季節は終了していたので観光客の姿はなく、私た

ちが歩いていても地域の方にお会いする回数も少なかったように思いました。けれども、と

きたまお会いする地域の方は散策している私たちの姿を見つけると、快く歓迎してくださ

って「来てくれてありがとう」の言葉までも頂きました。非常に嬉しく思いました。島の地

形は急な坂も多く、車が到底通行できないような幅の狭い道などが多く高齢者が歩くには

不向きであるように感じられました。白石島では伝統的な行事が多々行われていたようで

す。案内してくださった方のお話では、毎年学年から女の子が一人選出され巫女さんとなり

お祓いをしていたそうです。また、白石踊りは特に有名です。このような恒例行事も少子高

齢化とともに徐々に失われつつあります。伝統行事が消えゆくことは大変残念なことであ

り、地域の方々の交流の場や精神のよりどころを失うことに匹敵すると島の方もおっしゃ

られていました。住民の方皆さんは家族のようにあたたかいアットホームな雰囲気に包ま

れており、本当にいい方たちばかりでした。 
� フィールドワークを終えると、白石島を離れ北木島に向かいました。北木島で他のグルー

プと合流し、翌日のプレゼンテーション発表へむけて準備を始めました。そこでは、お互い

に意見を出し合い、私も積極的に発言することができました。グループのメンバーがそれぞ

れ感じたことをまとめ、一つのグループの見解とすることは大変に困難なことであり、時間

を要するものでした。しかしながら、お互いに感じたことや考えたことを意見交換すること

で自分とは異なった見解を知ることができました。また、このワークショップではランダム

にグループが構成されており、私たちのグループには川崎医療福祉大学の学生もいて、専門

的な視点から島での高齢者の暮らしについて考え、独自の見解がなされており、興味深かっ

たです。グループ内には進行を務めグループを先導し、各個人の意見をまとめ上げる人もい

て、尊敬の念を抱きました。このようにいろんな特性をもった人たちが集まり、初対面であ

るにも関わらず、一つのグループとなって協力し合い、一つのプロジェクトをなし得ていく
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ことは本当にすごいことであり、この授業ではそのような貴重な経験ができることが大変

魅力的であるように感じられました。夕食時になると、北木島の住民の方々がお越しになり、

学生と教師、地域の方々で会話をしながら食事が盛大に盛り上がりました。住民の方のお話

は大変興味深く、時間を忘れるほどでした。また、私たちにも優しく話しかけてくださり、

私たちが話しやすい環境を作ってくださいました。実際に住民の方とこんなに近くで生の

声をきくことができ、有意義な時間となりました。夕食後、学生だけのフリータイムとなり

ました。各班は入浴後、眠い目をこすりながら、パワーポイントや原稿の作成など終えきれ

なかった発表準備を進めました。私たちの班は夜遅くまで時間がかかりましたが、満足のい

く発表準備をすることができました。 
� 翌日、まず初めに、笠岡市役所地域包括ケア推進室の西江さんの講義を受けました。その

講義では統計値や資料などを見せていただきました。講義を受け、島での高齢者の暮らしの

問題がより身近なものに感じられました。例えば、先ほど救急時には水上ボートが救急船に

なると述べられていましたが、市役所の方は、その船の乗り場まで連れてくる人がいないと

言われていました。この他にも、さまざまな課題点に触れられており、まだまだ私が理解し

ていない問題がたくさん潜んでいることを改めて感じられました。お話の後、各班が順番に

発表しました。発表では、各施設の訪問や地域調査を通して感じた島での課題やその解決策

が出されました。各グループに共通していたのは、少子高齢化による過疎化問題とその対応

として若者を島に呼び込むということでした。若者を勧誘するために具体的な事業を上げ

ている班もいました。また、逆に、住人に島を出てもらい、みんな笠岡市で暮らすのはどう

かというユニークな意見も出ていました。これに対して、市役所でもそのような議題がでた

ことがあると言われていて、とても驚きました。私たちのグループのまとめとしては、白石

島では地域包括ケアシステムの構築がなされつつあるのではないかということ、高齢化問

題に伴って増加する老老介護や認認介護に対応するため、介護者の担い手の確保と介護技

術の継承の必要性、その人財確保のために、島の現状を知ってもらえるような「知る」機会

の提供と若者の機会参画へのインセンティブ（動機付け）を構築する必要があるというもの

です。この動機づけというものは私が発案したもので、若者が参加してくれるようにするに

は、何か大きな事業やイベントではなく、海水浴での訪問、最近はやっているようなインス

タグラムでの美しい景色を映したいというような動機が起きるようにすると、その結果、島

での暮らしのことをもっと知ってもらえるのではないかと思いました。各班の発表後、先生

方や市役所の方からコメントをいただきました。私的には、自信をもって終えた発表だった

と思っていたのですが、市役所の方から島へ勧誘し訪れた人がいても島に住み続けてくれ

る医者や住民がいない、訪問介護は市役所が交通費などを支援しても金銭面で余裕ができ

ない、島民が外部の人を受け入れてくれるかということ、介護予防について触れていないこ

となどたくさんの手厳しいご意見をいただきました。自信を持っていただけに、少し残念な

気持ちになるとともに、もっと自分のことのように親身になって考える必要があるとはっ

とさせられました。 
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� 昼食休憩が入り、午後からは川崎医療福祉大学の竹中先生からワークショップのご指導

がありました。これまで見てきたように島には課題がたくさんあるが、その問題に対し、他

人事で終わらせないようにということで私たちができることはなにかを考えました。また、

課題ばかりではなく、長所もたくさんあったので、「ちから」に注目し「ちから」を活用す

ることを考えました。午前中にご指摘いただいたことが午後のワークショップでより実践

的なものになり、身近な問題となり、親身になることができました。ワークショップの最後

には自らが個人で問題に対して実際に行動できること、達成できることを発表しました。み

んなのさまざまな意見を聞いて、問題に取り組むために大きな事業を起こすことはできな

くとも、個々人でできることはたくさんあるのだと感じました。予想以上に多くの意見があ

り、また、他の人の発表を私自身も実行できるものも多くありました。もし、午後のワーク

ショップがなければ、プレゼンテーション発表で終わってしまい、他人事のように完結し、

もう島の現状とは関わらなかったかもしれません。どんなに小さく些細なことでも自分に

もできることがあると気づくことは大変うれしく光栄なことでした。 
� 私はこの授業を通して、たった二日間でしたが、多くのことを学び、さまざまな貴重な経

験ができたと心からそのように感じました。島民の方々と触れ合えたことももちろん、高齢

者の暮らしを肌身に感じたこと、共同で生活する際の協調性、個人の異なった能力や異なっ

た考え方、島の方のやさしさ、相手の立場に立って考えること、実践することの大切さを学

びました。私は、この授業は友人に誘われたので応募しましたが、そのような動機がまさか

このような体験ができるとは思いませんでした。この授業に参加したことで得たものがた

くさんありました。もっと多くの人に島の暮らしについて知ってもらいたいと思います。ま

た、この授業に興味を持っていただいてたくさんの人に参加してもらえれば嬉しいです。 
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ワークショップに参加して 
川崎医療福祉大学 医療福祉学科� 3年 

ワークショップ初日はグループに分かれ北木島にあるデイサービス「ほほえみ」を見学し、

北木島の島内を地区踏査した。その後参加したメンバー全員と北木島住民の方と夕飯を頂

きながら話を聞くことが出来た。デイサービスでは��代後半から��後半までの女性の方が�

人程度利用していた。まず利用風景として高齢者の方がカルタをしている様子を見学した。

その後利用者の方に学生が�人ずつ付き話を聞いた。私が話を聞いた方は��歳の女性でデイ

サービスには週３回利用していた。心臓と腎臓に病気を抱え一ヶ月に１回島外の病院に通

院しており、服薬、食事制限を行っていた。自宅は山の上で息子夫婦と暮らしており女性の

介護はお嫁さんが行っていた。お嫁さんはほほえみで介護職として務めているそうだった。

島で暮らしていく上で大変なことはないかと聞いてみたが通院などで島からでなければな

らないが島で暮らしていく事に不満はないし不便はない、島でずっと暮らしていきたいと

言っていた。デイサービス訪問後の地区踏査では、地区内に�つしかないマーケットに行き

話を聞いたが台風などで商品が足りなくなることはなく、事前に島の住民も準備をしてい

るので問題は無いと言っていた。地区には住宅は多く、密集しているようだったが空き家が

古くなり壊れかけているところもあった。採石場もあったが最近使われてなく石が積み上

がっているだけの場所もあった。ここまでを見て、島には、娯楽施設もあまりなく、病院や

買い出しもしまだけでは賄えず島外に出なければならない状態があると思った。高齢者が

多くなる中施設も十分になく、島で終末期を迎えることも難しい現状で島で暮らしていく

のは限度があると感じた。しかし、島に住む方々には島での暮らしが�番であり、島での暮

らしに不便を感じていなかった。そのように島の人が感じるのは何があるのか気になった。��

�日目にはグループ発表と保健師の方からの話を聞いた。��

そこで北木島の方はなんとかなると思っている人が多いと保健師の方から聞き、島の方が

不便を感じていないのはそのようなところにもあるのかと考えた。それだけではなく島で

の島民同士の繋がりが強いことから困り事が起きたとき助けてくれる人がいることも関係

しているのではないかと考えた。��

今回のフィールドワークでは島での暮らしについて知ることが出来たことも大きかったが、

他大学の他学科の方と話が出来ることが大きかった。自分が知っていて普通だと思ったこ

とが普通ではないとわかった。例えば高齢者に関する入居施設や通所施設についてなど福

祉を学ぶ上で知っていることを知らないということがわかった。また、考え方の違いも多く、

着眼点にも違いがあることがわかった。学校で学ぶ上で視点の違いについて知ってはいた

が、実際に経験することで共通認識しているだろうという考えを正すことができ、とても充

実したものとなった。考えをただすだけでなく自分が知っている知識について知らない人

に伝えることができ自分の中でその知識についてどれだけ知っていて話せるのか知ること

ができた。また、視点の違う意見を聞くことで自分の視野が狭いということも実感できた。

多職種連携が必要だといわれているが、多職種が集まることで様々な視点から支援を考え
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ていくことができるということを今回のグループワークで強く実感することができた。�

 
「ワークショップに参加して」 （3 班） 

川崎医療福祉大学 医療福祉学科 3 年 
1. 施設職員、住民、島づくり海社担当員からのヒアリング  
①私は午前中の時間で北木島の通所介護施設すみれハウスを見学した。職員からは、北木島

における福祉施設の沿革、すみれの活動内容についてお話を伺った。かつての笠岡諸島には

福祉施設が無く、サポートが必要な一人暮らしの高齢者は船に乗って陸地部へ行き、福祉サ

ービスを受けていた。しかし、その移動に係る負担は大きく、島での福祉施設の開所を望む

住民の声が高まった。そこで、2006（平成18年）に法人格を取得した「かさおか島づくり

海社」が翌年、海社デイサービス「ほほえみ」を立ち上げた。その後、「すみれ（北木島）」

「だんだんの家（白石島）」「うららの家（真鍋島）」と順に開設し運営している。すみれ

が拠点としている建物は、かつての石工が働いていた工場を利用しているのだという。すみ

れの一日は、利用者の送迎、健康チェック（体温、血圧、脈拍などを測定）、お茶、機能訓

練、入浴、レクリエーション、口腔ケア等を行う。共同スペースには利用者が四季を題材に

し、共同して作った塗り絵などが飾られていた。食事は手作りで、外の畑から採れた野菜を

使い、提供している。また、時には利用者にも料理をお願いすることもある。ただし、お味

噌汁などの簡単なものを作ってもらうという。島からは若者が出ていき、一人で暮らす高齢

者が多い。そのため、もしもの事が起きるとどうしようもなく、島から出て入院や入所を考

えるしかないというのが現状だということを理解した。  
②午後の動きは、地域踏査と島づくり海社担当員・住民からのヒアリングを行った。北木島

は花崗岩の産地として名が知られている。すみれ利用者から伺った話では、花崗岩は大阪城

の堀に使われていたと聴き、驚いた。当時は石工を営む住民が多かったが、ほとんどの人は

石工を辞めており、閑散とした工場の様子がうかがえた。海沿いにある道路は車の交通量が

比較的ある方だった。住宅密集地の道路は車がすれ違うには足りない幅であった。昔ながら

の日本家屋が多く、今回の踏査で新築は見られなかった。  
北木島にはスーパーなどの買い物が出来る場所は一カ所で、買い物に行けないお年寄りが

多くいる。そこで、島づくり海社が取り組む「島のきずな便」についてお話を伺った。国・

県の援助を受けながら、イオンモール倉敷と連携し、週1回住民から商品の注文を受け、郵

送で北木島にまとめて配送される。担当職員が車や船を使い自宅まで商品を届ける取り組

みである。ただ、商品を届けるのではなく、地域の見守りを行う役割を果たしている。しか

し、人件費が課題となっており、配送には多くの人の力が関わっているため、人件費を反映

すると商品の値段が高くなってしまう。今後の課題だと担当者は説明した。  
2. 体験から感じたこと  
地域踏査では、特に空き家が多く見られた。屋根が老朽化によって崩れ落ちている家や依然

として綺麗な状態な家もあり、島づくり海社担当者と一緒に回らないと気付かなかった点
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ていくことができるということを今回のグループワークで強く実感することができた。�

 
「ワークショップに参加して」 （3 班） 

川崎医療福祉大学 医療福祉学科 3 年 
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である。班のまとめでは、この空き家を「カフェ」に造り変えていくことを考えた。切り出

して使われていなさそうな花崗岩をカフェに利用し、新たな観光客を呼び込むことはでき

ないかと考えた。地域の資源に注目していく力を養うきっかけになった。  
ワークショップに参加して印象に残ったことは、お年寄りの方も元気なことだった。すみれ

には90歳代の利用者もいた。自身の体験を元気よく話している様子が見られた。また、踏査

中には町内会長を務める方の自宅に訪問した。毎月一回、お宮掃除、百歳体操や社会福祉協

議会と協力してサロンを開いて茶話会を行う。「会長を務めるのは大変だが、参加する人の

楽しむ顔が見られると嬉しい。」とお話を伺った。私は、班内のまとめ作業をしているうち

に、元気な地域住民の力を何かに活かせないかと感じた。例えば、北木島での石工の歴史を

語り部として島外の人にも伝えていくことを考えた。石工は花崗岩を切り出し、加工する際

に微細な粉塵が発生し、それを吸い込むことで「じん肺」を引き起こす原因となっていた。

この体験を労働災害の体験として伝えていくことで、社会からの関心を集めるのではない

かと考えた。「自身の体験を話したくない」という想いもあると考えられ、実現は難しいと

感じたが、地域の住民に社会としての役割をもってもらうことは、自己効力感の充足や社会

的な承認をもたらす機会になるのではないかと考えた。  
終わりに、初対面の学生と関わることは、初めは緊張したものの、自分なりに福祉を学ぶ学

生として協力し考えを出し合い、発表準備などを行った。また、集団生活の中でも自分の役

割を見つけ、食事の準備片付けや掃除に積極的に参加することが出来た。私自身の成長に繋

がったと感じる有意義な体験となった。 
 

白石島・北木島でのワークショップを終えて 
川崎医療福祉大学 医療福祉学科 ３年 

私は、白石島の施設訪問と地域踏査を行った。このワークショップに参加しようと思ったき

っかけとして、大学でのソーシャルワーク実習は施設に行ったため、地域を見ることが少な

かった。そのため、このワークショップに参加して、この白石島を福祉の視点から問題を発

見することを目標に活動を行っていきたいと考え参加した。 
施設訪問では、地域密着型通所介護事務所だんだんの家へ訪問した。この施設は、週３回(火、

木、土)運営しており、８人の利用者がいる。利用者のうち、利用する日と回数はばらばら

であった。施設の特徴としては、4つあった。１つ目は水分補給を徹底しており、健康管理

をしていた。2つ目は100歳体操という体に軽い重りを付けて体操をすることを体操の一環

として行っていた。3つ目は利用者のできることを維持できるようなレクリエーションや創

作活動を行っていた。4つ目は家であまり会話をしていない人がいるため、施設で話し相手

になるといった対応をとっている。利用者の特徴として、この島特有であるがいつもは１人

暮らしをしている人が５人おり、島には家族はいないという。また、この施設は施設のある

地域に住んでいる人のみ利用することができるため、顔見知りの人ばかりだと利用者は言

っていた。この施設を利用する理由としては、この住み慣れた地域で過ごしたいからだとい

 

35 
 

う。だから、この通所介護を使いながら、この島に住んでいるということも分かった。また、

基本的に介護度が高いほど一週間に使う回数も多かった。1日の流れとしては9時頃送迎、

手洗い、バイタルチェック、水分補給、座った状態でのボールを使った体操、おやつ(この

時間に脳トレをする人も)、100歳体操、昼食、入浴する人は入浴、レクリエーションやトラ

ンプなどを使った利用者同士の遊び、歌を歌ったりしてもらう時間、3時に終了してから送

迎するという流れだった。 
この施設での問題点について考察してみると、3つあった。1つ目の問題としては、利用者の

中でデイサービスを利用していないときは、１人暮らしの状況になる人が5人もいた。理由

は2つあり、１つ目は家族がこの島を出て行ってしまい１人になってしまったからだ。2つ
目は、利用者本人が島を出ることなく地元で過ごしていきたい、1人で何でもしたいと思っ

ているからだ。2つ目の問題としては、サービスを提供する職員の若手不足がある。この施

設では、笠岡市本土から通ってきている20代の職員がいたが、1人以外は、60歳を超えた人

がいた。つまり、施設での介護者の高齢化により、老々介護になりつつあるということが分

かった。まとめとして、普通の施設でも起こるような問題点(認知症の人への対応など)もあ

ったが、島特有の問題点が出てきており、施設職員だけではどうしようもできない状況にな

ってきているということが問題でもあるとわかった。 
次に午後に行った地域踏査で出てきた問題点や気づいた点について４つあった。1つ目は島

全体を回れたわけではないが、店が少なく感じた。店といっても、理髪店が数件かあったが、

食べ物や日常生活の必需品が売っているようなスーパーは１回所しか見つけることができ

なかった。地域踏査をしている際中に、家の前に段差がありながらも、押し車を使って坂の

ある道を通りスーパーに向かっている高齢者を見かけた。 
2つ目は、教育機関が閉まっている、またはこん今後閉まる予定であるという状況である。

保育園は、保育園に通う子供が一定以上いないため保育園を開くことができていない。また、

小学校は今後休校の予定にあるという。このように、子供の人数が減ろうともこの島で子供

を養っていこう思いがあったとしても、そのための社会資源が無くなってしまうという問

題があることが分かった。3つ目は、普通車が通れる道路が限られているということである。

これも地域踏査をしているときに感じたことだが、とても道が狭い場所が多くあった。また

住民の移動手段はシニアカーやバイクといったものを主として使っていた。私の行った施

設は車を使って送迎をするが、近くまで車が停めれないことがあると言っていた。このよう

に、道が狭かったりすると、今後島を活性化する際に良い道がないと活性化しにくいと感じ

た。4つ目は、地域の住民で白石踊りを祭りとして行っていたり、イルミネーションを島の

一角で行ったりと、住民間の触れ合いや活動の場があると分かった。また島には寺がたくさ

んあり、お参りをした際に祈願やお願い事を昔は得していたとわかった。また、島で行われ

る神楽は子供の晴れ舞台となる場所でもあるとわかった。このように、この白石島では、人

口が減少し、高齢化してきている現在でも、住民間のつながりや島独自の文化を大切にして

いることが分かった。 
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島での問題点や気づいた点を挙げたが、島の中で住民間のつながりはしっかりしており、文

化を受け継いでいこうという動きがあり、島独自の関りがあるとわかった。しかし、今後施

設介護をしている年代が後期高齢者となり、介護を受ける側となればこの島では受け止め

きれない問題となってくるであろう。そのためにも今現在の解決策として、島を出て福祉サ

ービスが充実している場所へ引っ越すという方法をとっている人もいる。だが、この島で暮

らしたい、住み慣れた場所にずっと住みたいという人にとっては島を出ることはしたくな

いだろう。ここでの私の考えとしては、この島を出ることがなく、島の文化や住民のつなが

りを断つことなく、この島で福祉や医療が完結するシステムを作ることが必要だと考える。

また、若者を呼んで地域を活性化させることによって産業の充実を図り若者が住み着きや

すく、今後の介護の担い手を増やしやすくする必要があるとも考えた。しかしこれは、1 人

の力ではどうしようもなく、市役所と連携したり、福祉や医療の充実を図るためには専門職

とも連携したりしていく必要があると考える。 
 

「ワークショップに参加して」 
川崎医療福祉大学� 3年 

私は、北木島のワークショップに参加した。体験した内容としては、まず、僕たちは1日目

の午前中に白石島にあるグループホームあいあいにお邪魔させてもらった。そのグループ

ホームでは1ユニット9人の利用者と20人の職員がいてとても楽しそうに利用者同士が会話

をし、利用者と職員、職員同士もコミュニケーションがとれているように感じた。島の中で

生活していると顔見知りの関係や親しい関係になり、地域の人たちと身近に手助けや支援

ができることで「つながり」ができていくと思った。グループホームの職員の話で印象に残

ったことが3つほどある。 
一つ目は、グループホームでの生活は家庭の延長線上であるという言葉でした。その言葉の

意味としては、利用者がまるで自分の家のように安心し、リラックスした気持ちで普段の生

活を送ってもらえるように利用者の気持ちに寄り添って支援することが大切と学んだ。 
二つ目は、利用者とのコミュニケーションで同じ言葉や声かけでも利用者にとっては捉え

方が違うということでした。例えば、同じ言い回しでも人によっては強く言われているよう

に聞こえ、優しめに言うと逆にバカにされているように聞こえてしまう。そのため、利用者

の感情や気持ちを把握し、その人によって言葉の捉え方が違うということを意識すること

が重要と学んだ。 
三つ目は、若い職員が知識や技術を身につけることも大切だが、思いやりや寄り添いの心を

持って関わることが必要であることでした。そのため、利用者本位の支援をするときにまず

は利用者のことを一番に考え、その人に合った支援方法や内容を見つけていくことが必要

であると感じた。次に、午後から白石島の地区踏査を行った。別の班と合流して島の中にど

のような施設があり、地理的にもどういう場所なのかを山に登って一望し、島の中を周って

確認した。島の中での良いことや生活しやすいこと、便利なことを自分なりに考察し、逆に
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島の中で何が不十分で必要としているかを実際に見ることができた。実際に島の中を歩い

てみて感じたことは、道を歩いていると狭く、斜面が緩やかであるが坂道だったので歩いた

りすると少し疲れた。白石島には高齢者が多くいるので若者がしんどいと感じるよりも、も

っとしんどくなったり足が重くなったりすると思った。山を登っているときも段差が多く、

距離も長かったのでそういう面では歩きやすい環境を作り、距離が長いので手すりをつけ

ることも必要と感じた。他には、私も尾道の向島という小さな島に住んでいるので環境的に

も少し似ているのかなという感じでいたのですが、白石島の人たちは本当につながりが強

く、地域の人たちを気にかけ、常にかかわりがあるように感じた。私の地元では、隣や近所

までしか、なかなか情報が行き届かないのに白石島では、全体で島の人たちが互いに意識し

て関わっていることを目にすることができた。 
地区踏査が終わった後に白石島を出て北木島に行った。到着したらグループホームで学ん

だことや地区踏査で気づいたこと、気になったことを班ごとでまとめていく作業を行った。

そのときに自分の意見を述べ、班の意見を聞き、全員でフィールドワークをして白石島や北

木島で体験したことを振り返りながらまとめた。夕食事に北木島の人たちといっしょに談

笑しながら北木島のことやここでの生活について教えていただいた。まだ自分が知り得て

いない情報や1日の流れ、幼少期の話、北木島の伝統などを聞き、食事を介して楽しくお話

しすることができた。そのときに地域の人たちとその日に見た白石島や北木島の感想や疑

問点などを投げかけたりして白石島や北木島について理解を深めることができ、実際の島

で暮らしている人だからわかる苦労の話を聴かせてもらった。自分たちが普段、生活してい

ると身近にものを買うことができ、すぐ手に入り多くの社会資源に恵まれているが、島の人

たちはなかなか買えない中でもインフォーマルに周りの人たちと協力して「ともに」生活し

ていることが分かった。地域の人たちと2時間くらい交流を行い、地域の人たちの考えや気

持ちなどが少しは理解することができ、情報を集めることができた。そのあとに夕食前にま

とめ途中のパワーポイントに地域住民との交流で聞いた話や北木島の魅力について書き加

えたりして完成させた。 
2 日目では、午前中に笠岡市の地域包括ケアシステムについて講義を受けた。講義を聞いて

感じたことは、住み慣れた地域の中で支えあい、安心した生活を送れるかについて行政だけ

ではなく、地域住民もいっしょになって考えていくことも必要だと思った。講義の後に、前

日の夜にまとめたパワーポイントを各班で発表を行った。ここでは、自分たちの目で見た島

の現状や地区踏査のなかで感じたことを発表し、とても満足のいく内容だったように感じ

た。午後のワークショップでは、この 2 日間体験した中で自分たちが思う島の資源や環境

について見つめなおし、北木島に対して人を呼び込むためのアプローチについて意見を発

表した。そこでは、多くの意見が出て自分が思いつかなかったところがあったので勉強にな

った。これで北木島のワークショップでのプログラムは終了した。私は、白石島や北木島を

2 日間勉強させてもらい、とても多くのことを学んだ。島の中で高齢化が進む中でどれだけ

住み慣れた地域で生活していくことができるのかについて重視し、島の様子や現状を照ら
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し合わせながら考えた。実際の地域の社会資源や人間関係を目にして「知る」ことでよりよ

い支援や生活が送れるのかなと思った。ソーシャルワークでは人と環境の相互作用で成り

立っているので間近に見ることができ、とても実りのある有意義な時間を過ごすことがで

きた。この北木島のワークショップで体験したことを活かして頑張りたいと思った。 
 

ワークショップに参加して 
川崎医療福祉大学 医療福祉学科� 3年 

１．認知症共同生活介護（グループホーム）あいあいの見学を通して  
白石島にあるグループホームあいあいは6つ島があるうちの唯一の施設・居宅系サービスに

分類することができる。ほかの島では、訪問介護、通所介護はあるものの施設・居宅系のサ

ービスがないことから在宅で介護ができなくなった場合、介護が必要になった場合に施設

に入所するということになった場合、陸地部の施設を利用することになる。  
グループホームあいあいの見学をし、旅館を改装して運営されており、1人1人のゆとりの

ある居室であったような印象を受けた。また、短期利用者が利用できるように部屋が設けら

れていた。職員は20名いるうちの10名が島外の者であるということを伺い、島内での担い

手が不足しているのが課題であるように感じた。利用できる人数が9人と限られており、職

員は利用者のその日に応じた支援を行っており、朝の申し送りなどで利用者の情報共有を

し、体調に応じて食事などを変更するなどの工夫がなされており、小規模であるからこそで

きるサービスではないかと考えました。  
この施設を見学するまで知識を身につけた資格保有者が介助者や介護の担い手に必要なの

ではないかと考えていた。しかし、資格に関して、職員に質問した際、の有無よりもどれだ

け利用者に寄り添うことができるのかが重要だということを伺い、自分の考えを見直すき

っかけとなった。資格を取得するにしても島内に学ぶところがないため、陸地部まで学びに

行かないといけない環境にある。また、資格を取得したとしても島でその資格を十分に使っ

ていけるかについては需要としている方が少ないため需要と供給が合わないといった問題

も発生する。島の介護において必ずしも資格が重要というわけではないことが分かった。利

用者に寄り添うということだがこれはこの施設の理念でもある「愛にあふれた おもてなし

の心を大切にし ゆっくり、のんびり 過ごしていただく。」にもつながり、利用者に寄り添

うことがいかに重要であるかについて気付かされた一面でもあった。  
見学を通して問題に感じた点としては、介護する側の高齢化も進んでいることだ。今は、介

護を必要とする人に対して介護をする人はいるが、介護する側が介護される側になったと

きに介護をする人がいないといった問題が生じるのではないかと考えた。今は、緊急時の医

療体制や地域包括ケアシステムの構築などシステムが十分に整っているように感じたが介

護をする担い手が高齢化により十分な人材を確保することができなくなった場合、現在ま

で構築されたシステムが失われることになるのではないかと考える。  
私は、将来のことを見据えて介護の担い手の確保が必要になってくるのではないかと考え
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た。そのためにはグループ発表においても発表したように若者の参画や島外の方にも島を

知っていただく機会が必要なのではないかと考えた。島の実態を知るだけでなく、実際に島

に住み住民どのような暮らしをしているのかを同じ地域に住むことで発見していくことも

重要になってくるのではないだろうか。  
2.講義を聞いて考えたこと  
島のフィールドワークを行ったが一日で行ったため、私がフィールドワークを行った白石

島やその他の島についても知っている情報が少なかった。白石島、北木島は元気旗というも

のがあり、元気だったら旗を立てるといった取り組みが行われていることが市役所の地域

包括ケア推進室の方のお話しを聞くことで初めて知った内容であった。元気旗は旗が立た

ないと周りに住んでいる住民が様子を見に行くといったことがなされており、島民同士の

支えるあいのあるということが分かった。また、百歳体操などの健康づくりや介護予防への

取り組みがされており、この体操を行なうことで人が集まりコミュニケーションの場にも

なるとともに島民が開催する場所に行って、話をすることはある意味で健康づくりにつな

がるのではないかと考えた。  
フィールドワークをしている際に住民の方から約 350 件あるうちの約 100 件が空き家であ

るということをお聞きしたため空き家を活用するのはどうかと考えたのですが講義を聞い

て、すでに島づくり海社が活動をされていることが分かりました。実際に島づくり海社は移

住を希望される方に対して空き家紹介や島の短期滞在体験などに活用されていた。私たち

のグループは課題として介護の担い手不足を挙げ、そのためには住み込み型の地域参画計

画が解決策として挙げられるのではないかと考えたのですが、空き家を利用することで住

み込み型地域参画に参加してくださる方の住居を確保することができるのではないかと考

えました。 
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白石島の現状	

•  過度な高齢化。 

•  生産人口が少ない。 

•  働き口が少ない。 

•  子ども数が年々減りつつある。 

原因と課題	

•  介護は家族のこと、自分たちの問題だから、身内だけ
で解決しようとする。	

•  誰にも相談できずに、状況が悪化し、結果的に、ど
うしようもなくなって島を出てしまう。 

典型的な村意識	

結論	

•  デイサービスの重要性を知ったうえで、それを利用する
かどうかは当人の自由である。入らない人を何度も説得
してデイサービスに通わせるようなことはできない。また、
それを利用しなくとも島を出ていく可能性はある。	

今後、島のデイサービスと利用者のニーズの不一致の解決、
また、本土の高齢者の受け入れ体制を整える必要がある。	

島のデイサービスの課題と対策と
結論について	

対策	

•  デイサービスの重要性について知ってもらう。 

「高齢者の方の日常生活の支援」	

実際に運動能力が改善され、前まではできなかった動きがで
きるようになった方がいらっしゃいました。	

介護者の負担を大きく軽減させ、長期的な介護をすることが
可能になる。	

「リハビリテーションによる運動能力の維持、改善」	

この2点だけでも、介護者にとっては大きな助けになる。	

デイサービスでは、	
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�� 学生発表�

１～4 班のスライド（1 ページ 8 スラで配置） 

班が変わったら改ページ 
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町の暮らしを考える	

李 雪花（M2）・柚木 康輔（3年） 

中川 海帆（2年）・西村 一輝（2年） 

西崎 慎太郎（2年）・今城 慶太（社会人）	

〈1班〉	

活動内容	

　　デイサービス「だんだんの家」 

•  体操など、デイサービスの活動への参加 

•  職員の方へのインタビュー 

•  利用者の方とのお話 

 

　　白石島巡り 

•  島の生活環境を観察 

•  観光地巡り	

職員の方のお話	

•  「だんだんの家」は、週3回（火、木、土）活動している。 

•  朝来たら、手洗いとバイタルチェック。 

•  血圧、体温、脈拍の測定。 

•  体操、入浴 

•  利用者は一人暮らしが多いから、話し相手になる。 

•  レクリエーションなど、本人ができる範囲で活動をする。	

白石島巡り	

•  島の生活環境 

	

とにかく道が狭い	

かなり急な道が
多い	

活動報告	

• デイサービス「だんだんの家」への
訪問 

• 白石島巡り	

デイサービス「だんだんの家」	

•  昨日（11/17）は、8人の高齢者の方が利用。 

•  活動は、簡単な体操を通じての、高齢者リハビリ
テーション。 

•  ティータイムや昼食、お風呂など、日常生活の支
援。 

•  レクリエーションの一環として、展示作品などの作
成。 

活動風景	

体操のようす	

インタビューのようす	

観光地巡り（国際交流ヴィラ）	
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１班：町の暮らしを考える
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２班：多職種連携地域包括ケア
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解決策	

① 島を資源として残し、住民は笠岡
へ移住する	

② 島に働き口をつくり、人口を増や
す	

その他の提案	

• 在宅ワークができる社会	
　→昔住んでいた住民が帰ってきて仕事ができる	

• 人が帰ってきたら、訪問看護ステーションをつくっ
て島で介護できるシステムをつくる	

ご清聴ありがとうございました。	

観光を盛んにする	

• 採石場跡地を観光名所にする	
• 空き家の再利用	
• 石でつくられた石カフェ	
→認知症カフェとしても活用する	
・石窯パン、石窯ピザ	

• 名産品	
→島の住民が育てた野菜料理、島で獲れる魚料理	

• 既存のお祭りに人を呼ぶ	

まとめ	

• 島の人々のあたたかさを肌で感じることができた	

• 人口減少はひとえに止めることはできない課題	

• それでも、その土地の文化は守っていきたい	
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働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつ
くるために	

３班	
岡山大学　原田実結	
	岡山大学　難波美佳恵	
岡山大学　谷口効治	
岡山大学　吉田陸	
岡山大学　藤山瑞生	

川崎医療福祉大学　樋口貴司	
	

	

知ったこと	

北木島の採石場	

現状は	
l 人口は全盛期の１０分の１	
l イノシシによる畑被害	
l 島づくり海社による	
　買い物支援活動	
l 町づくり協議会による	
６つの島共同の大運動会	

豊浦すみれに訪れて	

島民の方々との交流	

老人会会長の豊島さん夫婦を訪れて	
　	
■豊寿会の活動	
愛ランド（月２回）での	
　　　　　　　　　健康体操	
グランドゴルフ	
いきいきサロン	
お宮掃除	
	
	

課題	

l 働き口の無さによる人口減少	
l 加齢によって島を出ざるを得ない高齢者	
	
→「こどもの声が聞こえなくて寂しい」	
　「最後まで島で暮らしたい」	
	
	
	
	

３班：働き口をつくり、一生暮らせる北木島をつくるために
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４班：北木島グループワーク
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わたしたちがこのワークショップで	
めざしていること 

	

20181002	
浜田淳（医歯薬学総合研究科）	
三村聡（地域総合研究センター） 	

参加者と協力者	

•  岡大の学生、留学生・教員、川崎医療福祉大
学の学生と教員、北木島の方々、NPO法人島
づくり海社、笠岡市役所、岡大OBなど参加	

•  外部講師としては、岡山大学・西田真寿美教
授、川崎医療福祉大学・竹中麻由美准教授、
笠岡市役所・西江雅子保健師などを予定	

•  ⇒この講義は、多くの方々の協力で成り立っ
ている！	

「地域包括ケア」とは？	

•  高齢者や障がい者や子供たちが、（障害や病
気があっても）医療・介護や買い物支援、見
守りなどの生活支援を受けながら、住み慣れ
た地域で安心して暮らしていけること	

•  ⇒このＷＳでは、島の人たちはどんな暮らし
をしているだろうか、必要なサービスは身近
な所で提供されているだろうか、といったこと
を、問題意識としてもってほしい	

北木島合宿	 平成27年10月24日（土）～25日（日）	

←↓北木島宿泊研修
所（旧北木島小学校）	

↑北木島大浦港桟橋	

↑笠岡～北木島海上タクシー	

多職種連携と地域包括ケアのワーク
ショップ	

•  2010年から開催。真庭⇒新見⇒美作⇒総社
⇒笠岡（白石島）⇒瀬戸内⇒笠岡（北木島）
⇒笠岡（北木島）の7回。	

•  2015年度から、正規の実践型社会連携の授
業として実施	

•  形は、講義＋1泊2日のワークショップ（笠岡
諸島の北木島・白石島）＋笠岡市で市民公開
講座	

	

「多職種連携」とは？	

•  医療や介護の現場では、医師や看護師や介
護福祉士やケアマネなどの「多職種」が協力
しながら、サービスを提供	

•  ⇒多職種連携の重要性が増している	
•  ⇒このＷＳでは、いろんな分野の学生、教員、

住民、行政、NPOなどの人たちが集い、学び
合う、といった意味。	

事例紹介	

•  これまでのワークショップでは	

左上　グループディスカッション	

右　灰干し工場インタビュー	

右上　元石切り工にインタビュー	
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�� 資料�

スライドは 1 ページ 8 スラで配置 
 
�� 月 � 日�

 
20181002 学生への趣旨説明.pptx＝＝＝浜田先生 
「オリエンテーション」 

 
 
�� 月 �� 日�

(西田)フィールドワークの経験 2018.11.13.pdf===西田先生 
 
 
�� 月 � 日�

★H30 合同研修開催要領 修正案.docx 
修正：2018.12.8 合同研修会（西江さん資料）.pptx 

10月２日　オリエンテーション

（参考） 
平成３０年１０月１日 

ＮＰＯ法人かさおか島づくり海社 
理事長� 鳴本 浩二� 様 
 

岡山大学地域総合研究センター教授� 三村聡 
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科教授� 浜田淳 

 
多職種連携と地域包括ケアのワ－クショップへの協力について（お願い） 

 
時下，ますますご健勝のこととお喜び申し上げます。 
この度は，ご多忙の中，ご協力いただきありがとうございます。 
本授業は，多種多様な専門分野からなる岡山大学，川崎医療福祉大学の学生、留学生、OB

と教職員が一泊二日で合宿し，地域の医療・介護の問題，まちづくりと地域包括ケアの問題

を理解し，話し合い，解決方策を見つけることを目的としています。学生は，地域に赴き，

現場の問題に直接触れることによって，実践的な問題解決能力を身につけることができる

ものと考えております。 
つきましては，御多忙とは存じますが，貴施設で実習させていただくとともに関係職員の

皆様の御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
 

記 
１� 日� � 時� 平成３０年１１月１７日（土）から１８日（日） 
２� 場� � 所� 笠岡市北木島・白石島 
� � � � � � � 宿泊所� 笠岡市北木島宿泊研修所「石切の杜」 
３� 参 加 者� 岡山大学学生１７人，川崎医療福祉大学学生５人 
� � � � � �   教員３人，社会人３人 
４� 内�   容� 「いつまでもこの島で元気に暮らし続けるために」 

＊実習計画書を同封しております。 
５� 担当教員� 岡山大学地域総合研究センター教授� 三村聡 

岡山大学大学院医歯薬学総合研究科� 教授� 浜田淳 
� � � � � � � 川崎医療福祉大学医療福祉学部� 准教授� 竹中麻由美 

 
（連絡先） 
岡山大学大学院医歯薬学研究科 
教授� 浜田� 淳 
ＴＥＬ� ０８６－２３５－７１７１ 
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皆様の御協力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 
 

記 
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３　笠岡市の市民講座など	

•  12月8日（土）笠岡市で	
•  （午前中）認知症サポーターの養成講座	
•  （午後）笠岡市の市民公開講座で、笠岡市の
人たちと交流、市民とのグループワークを行
う	

おわりに	

•  わたしたちは、このWSをこのように位置づけ
ています。	

•  みなさんは、みなさんなりに、このWSに参加
する目的を考えてもらえたら、と思います。	

このWSで体験してほしいこと	

•  いろんな人から話を聞くこと	
•  島の人たちの暮らしを知ること、想像すること	

•  ワークショップに参加して、ＷＳのやり方を知るこ
と（⇒グループワークでは、各個人が積極的に
参加してほしい。発信すること、場数を踏むこと）	

•  いろんな人と話をすること、	
•  みんなで交流すること　	
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これまでのWS紹介	

• 瀬戸内市では…	

小規模多機能施設「縁路香」	

ワークショップ	

１　合宿事前講義	

•  11月6日（火）16時20分～合宿事前講義	
•  この講義では、北木島合宿の内容、フィール
ドワークやインタビューの仕方について、講義
する。	

•  外部講師としては、岡山大学医学部保健学
科の西田真寿美教授（フィールドワークの専
門家）にお願いしている。	

瀬戸内市いこいの村	

長島愛生園	

今年度の日程	

• 別紙を参照されたい	

２　北木島の合宿	

•  11月17日（土）~18日（日）	
•  笠岡諸島の北木島の「石切の杜（もり）」で合宿	
（内容予定）グループに分かれて	
１　デイサービスでの聞き取り	
２　グループホームでの聞き取り	
３　公民館での聞き取り	
	
⇒グループで発表	
⇒テーマを絞ったワークショップ	
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11月13日　事前講義



�３０年度 ��月８日� 笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会� 合同研修会�

�

目的�

これまでの２年間の研修で，地域共生社会や地域包括ケアシステムについての

総論を学んできた。今年度は，健康づくりのボランティアである愛育委員・栄養

委員・ヘルスアップリーダーが，地域住民が安心して暮らせる地域づくり（地域

共生社会）につながっているお互いの団体の活動を知る。�

また，団体の活動が地域共生社会のどの役割を担っているのか，各団体に期待

されることについて認識できる。�

テーマ� 地域共生社会� ～お互い様の地域づくり～�

月日・会場� ���年 ��月８日（土）� 笠岡市保健センター� ギャラクシーホール�

時間� 受付�����～������ 研修会�����～������ �

対象者� 愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会� 計）約���名�

講師�

岡山大学大学院� � 医歯薬学研究科� 教授� � 浜田� 淳� 先生�

川崎医療福祉大学� 医療福祉学科� � 准教授� 竹中� 麻由美� 先生� �

コメンテーター� 岡山大学地域総合研究センター長・教授� 三村� 聡� 先生�

備考�
今年度は愛育委員協議会が主担当で行う。�

会場準備は当日午前中予定。委員の控室として研修室，調理室使用可。�

�

≪当日流れ� 案≫�

内容� 時間� 備考�

受付� � �����～������ �

開会� �����～������ 開会あいさつ（健康福祉部長・愛育会長）�

導入� �����～�����（��分）� 笠岡市職員より現状等の話題提供�

活動発表� �����～������ ３団体より� （��分×３団体＝��分）�

学生発表� �����～�����（��分）� 地域実習での学びを発表（地域共生社会に関する）�

講演�

外部講師�
�����～������１時間��

◆地域共生社会の実現で，地域が今後どう変わっ

ていくのか。�

◆他市町での活動状況の事例から，ボランティア

団体が地域共生社会の実現に向けて担う役割�

閉会� �����～������ 閉会あいさつ（ヘルス会長）�

�

≪� 愛育・栄養・ヘルス� 役割分担� ≫�

◆開会あいさつ：淺野会長����� � � ◆閉会あいさつ：ヘルス会長� � ◆司会：城戸会長����� � � �

◆マイク係� � ：栄養さん� � � � � �◆接待：久一会長�２人�����

◆質問� � � � ：伊藤映会長����� � ◆花� ：山縣会長�����

◆受付･会場誘導･アンケート回収：山縣会長･天野会長�１人�����栄養さん３人�ヘルスさん３人�

◆活動発表：妹尾会長����，栄養さん１人，ヘルスさん１人�

◆駐車場係：畝迫会長�２人����，栄養さん３人，ヘルスさん３人�
61
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あとがき SDGs を視野に入れた社会連携教育の重要性 
地域コミュニティを維持・発展させるためには、個人の力量や地域だけでは実現できない

地域の課題がある。いま地方創生の潮流に沿って地方自治体が、それぞれの役割を果たす必

要があることは申すまでもない。笠岡市笠岡諸島の北木島や白石島にみる、島しょ地域の生

活環境や医療ケアシステム、暮らしの安心・安全を確保することは、国や自治体の責務であ

る。その一方で、島の皆さんの生活は自らの努力や NPO の参画による共助、そして行政や

福祉機関の熱意あるサービスにより支えられている。学生たちは、北木島や白石島において

ケア活動を展開している関係者のみなさんの現場を拝見し、そこで伺った生の話に心を動

かされた。同時に、島の過疎化が進むなかで学生たちが出した知恵や意見を活かすことがで

きる SDGs（Sustainable Development Goals）活動を大学として考案する責務を感じた。 
もちろん、一般的には、地域主役のまちづくりに活かす知恵と行動力を地域住民自身が持

ち、自らの手で作り上げていこうとする参加型の「志」が大切である。ただし、急速に進む

高齢過疎化・少子化は、住民だけの努力だけでは解決し得ない。医療・ケアへの対応策を見

出し、実行に移すためには、「瀬戸内文化」に由来する幸福な暮らしを維持しようとしてい

る島の暮らしを学生たちが学び、小さなことから参画する視座が重要であると確信した。 
また、学ぶべき要諦は、豊かな島の自然環境のなかで人々の営みを支える地域コミュニテ

ィが、大きな時代の変遷やうねりに洗われながらも、古来より受け継いできたコミュニティ

パワーとでも言えようエネルギーが支えとなり、今なお地域の暮らしを支えている「生きる

力」の源を学生たちが発見できたことであるといえよう。 
こうした経験を経て、笠岡市保健センターギャラクシーホールにて開催された「H30 年度 

笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会 合同研修会」では、「地域共生社会

～お互い様の地域づくり～」と題して、地域住民が安心して暮らせる地域づくりにつながり

特色ある活動が報告された。急速に少子高齢・人口減少社会がすすむなかで「スキンシップ

の上手でない親」「孤独な高齢者」「認知症の高齢者」が増え、また、子育てや介護をする日々

の生活の中で、健康状態の課題が生じたとき、自分ひとりや家族だけでは対応できない事象

が急増しており、地域の様々な組織が相互に連携しあいながら、こうした課題を乗り越えよ

うとする実践現場からの報告に、学生たちは更なる気づきを得ることができた。 
また、学生たちも先日の北木島と白石島の地域包括医療ケア実習で学んだ内容を多く市

民の前で報告する機会を得ることができ、さらに、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の浜

田淳教授、川崎医療福祉大学医療福祉学科の竹中麻由美准教授が「地域共生社会の実現～わ

が事丸ごとの仕組みづくりについて～」と題して講演され高い評価を頂いた。 
現在、岡山大学は SDGs への取り組みをテーマに掲げて、社会連携を本格的に開始した。

参加した学生たちが、官学民が一体となった社会連携教育をとおして、地域の課題解決への

参画意識を感じ取る教育の実践を通して、鍛えられた人材を地域社会へ送り出して参りた

い。 
岡山大学地域総合研究センター長・教授 三村 聡 
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高齢過疎化・少子化は、住民だけの努力だけでは解決し得ない。医療・ケアへの対応策を見

出し、実行に移すためには、「瀬戸内文化」に由来する幸福な暮らしを維持しようとしてい

る島の暮らしを学生たちが学び、小さなことから参画する視座が重要であると確信した。 
また、学ぶべき要諦は、豊かな島の自然環境のなかで人々の営みを支える地域コミュニテ

ィが、大きな時代の変遷やうねりに洗われながらも、古来より受け継いできたコミュニティ

パワーとでも言えようエネルギーが支えとなり、今なお地域の暮らしを支えている「生きる

力」の源を学生たちが発見できたことであるといえよう。 
こうした経験を経て、笠岡市保健センターギャラクシーホールにて開催された「H30 年度 

笠岡市愛育委員協議会・栄養改善協議会・ヘルスアップ推進会 合同研修会」では、「地域共生社会

～お互い様の地域づくり～」と題して、地域住民が安心して暮らせる地域づくりにつながり

特色ある活動が報告された。急速に少子高齢・人口減少社会がすすむなかで「スキンシップ

の上手でない親」「孤独な高齢者」「認知症の高齢者」が増え、また、子育てや介護をする日々

の生活の中で、健康状態の課題が生じたとき、自分ひとりや家族だけでは対応できない事象

が急増しており、地域の様々な組織が相互に連携しあいながら、こうした課題を乗り越えよ

うとする実践現場からの報告に、学生たちは更なる気づきを得ることができた。 
また、学生たちも先日の北木島と白石島の地域包括医療ケア実習で学んだ内容を多く市

民の前で報告する機会を得ることができ、さらに、岡山大学大学院医歯薬学総合研究科の浜

田淳教授、川崎医療福祉大学医療福祉学科の竹中麻由美准教授が「地域共生社会の実現～わ

が事丸ごとの仕組みづくりについて～」と題して講演され高い評価を頂いた。 
現在、岡山大学は SDGs への取り組みをテーマに掲げて、社会連携を本格的に開始した。

参加した学生たちが、官学民が一体となった社会連携教育をとおして、地域の課題解決への

参画意識を感じ取る教育の実践を通して、鍛えられた人材を地域社会へ送り出して参りた

い。 
岡山大学地域総合研究センター長� 三村� 聡 
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