
 

 

 

平成 23 年度 老人保健事業推進費等補助金 

老人保健健康増進等事業 

 

 

認知症を知り 地域をつくる 10 ヵ年の最終目標に向けた 

「’12-’14 わが町アクションガイド」の 

開発と検証に関する調査研究事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特定非営利活動法人 地域生活サポートセンター 

平成２４年（２０１２年）３月 

 
  



3 
 

１章 調査研究概要 

１．研究事業の背景と目的 

 １）背景 

全国的に社会の超高齢化が進行しつつあり、今後、認知症の人の急増が確実に予

想されている。認知症の人と家族を支援する医療や介護サービスの拡充が進められて

いるが、認知症の人の急増をより地域社会全体で支えていく新たな構想とその実現が

急務となっている。  

そのため厚生労働省は 2005 年度に「認知症を知り地域をつくる 10 カ年構想（以

下、「10 か年構想」とする、図表１）を提起し、認知症サポーターの養成、多様な町

づくりモデルの蓄積、本人ネットワークの普及、本人と家族の意見を活かしたケアマ

ネジメントの拡充を 4本柱とする全国キャンペーンが全国各地で展開され、重曹的な

成果が得られてきている。 

一方、「10 か年構想」が提起されてすでに 6年余りが経過し、その実現に向けた各

自治体の進捗状況の格差が生じていることが課題となっている。また、地域全体を取

り巻く環境が変化してきており、認知症の本人・家族や地域に生じている課題の多様

化・複雑化、より早期からの支援の必要性等支援に求められる内容や方法の進化・深

化等の変化も生じており、全国一律の取組みではなく、各地の特性や実状に応じて各

地域がより主体的・効果的に取組みを進めていくことが求めらている。 

 

 ２）目的 

   そこで本調査研究事業では、「10か年構想」で掲げられた「2014 年度には、すべて

の町が認知症になっても安心して暮らせる地域になっている」という最終目標の達成

をはかるために、各自治体・地域が最終年度にむけた 2012 年度からから 2014 年度の

３カ年を最大限に活かしていくためのプロセスをガイドする、「’12－’14 わが町

アクションガイド」（以下、「わが町アクションガイド」とする）を検証調査に基づき

開発するとともに、前駆的軽度生活課題を持つ層の発見と効果的支援事例に関する調

査もとにした事例集を作成し、自治体関係者や地域社会全体にそれらを幅広く発信す

ることを目的とする。 
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図表１ 「10か年構想」と2014年度の到達目標 
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2．事業内容 
１）調査研究事業概要 

項目 内容 効果 

1．「わが町アクションガイド」の開発と検証   

１） 
「わが町アクション

ガイド」試案の作成 

・地域の多資源が参加して主体的・持続発展

 的に取組みが進展していくことをガイドす

るための骨子を委員会で検討。 

・取組みを着実に展開している全国各地の取

組み情報等も参考に、「わが町アクション

ガイド」の試案を作成。 

① 自治体職員等の、「新構想」の
最終目標の達成にむけた 

関心・意識の向上 

② 市町村の行政職員、地域包括
支援センター職員等が、これま

での取組みや地域の特性・実状

を見直し、最終年度までの 3 か

年を活かしたより主体的・効果

的な取組み（アクション）の創出 

③ 都道府県の行政職員が、市町
村による主体的・効果的な取組

みを推進していくための方策の

理解の向上、より適切・積極的

な助言・情報提供の実施 

④ 市町村ごとに取組みの進捗状

況の格差の解消 

⑤ 2014 年までに最終目標の達成
をはかる市町村・地域の増加 

２） 

ガイド試案に基づく 

試行調査の実施と 

検証 

・地域特性の異なる全国 8地域で、試案を 

もとにアクションチームを形成しながら、「わ

が町アクション」に関する試行を実施。 

・各地域ごとに経過記録調査、取組み参加者

へのアンケート調査および行政職員へのヒ

アリング調査を実施し、「わが町アクション」

の形成過程と結果に関する分析を行う。 

・8 地域の比較検討と全体的な分析を行い、 

 ガイド試案の有効性・妥当性、課題を検証。

３） 
「わが町アクション

ガイド」の作成 

・地域試行調査結果、地域リポーターの報
告とミーティング結果等を素材に、ガイ
ド試案の補強箇所の見直しを行い、自治
体や地域が取り組みを進めていくため
のステップを骨子とし、具体策をわかり
やすく盛り込んだガイド最終案を作成 

２．前駆的軽度生活課題を持つ層の発見及び支援事例調査と事例集の作成 

１） 

前駆的軽度生活課
題を持つ層の発見
及び支援事例調査 

・前駆的軽度生活課題を持つ層の発見およ
び支援のための多様なアプローチ（ルー
ト、方策等）に関する事例調査の実施。 

・収集した事例の行政担当者・取組みの推
進者にヒアリング調査を実施。発見や支
援の取組みの要点の集約・整理を行った。 

① 自治体行政職員、地域包括支
援センター職員、保健・医療・介

護サービス関係者、地域の関係

者等の、前駆的軽度生活課題
を持つ層への関心の向上 

② 自治体・地域が地元の資源を活
かしながら多様な発見ルートを

形成しながら、早期支援の体制

を築くことの推進 

③ 早期段階からの発見・支援ケー
スの増加 

④ 状態を維持しながら地域で暮ら
し続けられる人の増加 

２） 事例集の作成 

・収集された事例をもとに、他地域でも参考・

応用可能な内容・要点を整理した事例集を

作成した。、 

 

３．事業成果の幅広い発信 

１） 報告会の開催 

・公開で事業報告会を開催 

・参加者にアンケート調査を実施し、今後、 

 より多くの自治体・地域で、アクションガイド

等を用いた取組みの展開の可能性の確認 

① 今回作成したアクションガイド等
を活用して、最終目標達成にむ

けて取組む自治体・・地域づくり

の増加、取組みの着実な進展 
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２） 調査研究体制 

  【アドバイザリーボード:委員】 
        認知症の人と家族を支える地域づくりの積極的アクションの推進に関する実績 
    を有する自治体職員、医療・介護の事業者/組織代表、NPO代表、学識経験者、 
    認知症の本人および家族を委員とした。    
            (五十音順） 

 黒岩 尚文  特定非営利活動法人手のひら工房 代表 

 佐野 明美  認知症の人の家族（富士宮市） 

 佐野 光孝  認知症の本人（富士宮市） 

 鈴木 正昭   元・北海道庁職員 

 関 宣昭   特定非営利活動法人里山を考える会 代表 

 永田 久美子  認知症介護研究・研修東京センター 研究部副部長 

野中 博  社団法人東京都医師会 会長 

 堀 達也  埼玉県県民生活部ＮＰＯ活動推進課 ＮＰＯ活動担当 主査 

 水井 勇一  加賀市医療提供体制検討室 専門官 

           (以上、委員９名) 

 
  【実施主体】 
    特定非営利活動法人 地域生活サポートセンター 
 
３） アドバイザリーボードの主な検討内容、経過 

1回目：平成 23年 ９月 18日～19日  
○地域づくりの現状と課題の整理 

○アクションガイド試案の骨子について 

    ○前駆的軽度生活課題を持つ層の発見及び支援事例調査の方法について 

 

2回目：平成 24年 3月 22日  
○アクションガイド試案にもとづく試行調査成果と課題の確認・検討 

 ○試行地域の地域リポーターの報告、ミィーティング内容の確認と課題の検討 

   ○上記をもとにしたアクションガイドの最終案の検討 

○前駆的軽度生活課題を持つ層の発見及び支援事例集の内容の確認 
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２章 「’12～’14 わが町アクションガイド」の開発と検証   

１． 「’12～’14 わが町アクションガイド」試案の作成 

１）試案の骨子の検討 

 （１）方法 

第 1段階として「’12～’14 わが町アクションガイド」（以下、ガイドとする）

試案の骨子およびを検討するために、下記の点を中心に委員によりグループワーク形

式で集中討議を行った。 

① これからめざす地域のイメージ（具体的なビジョン） 

② 各地域で求められるアクションのあり方について 

③「10か年構想」の最終目標の達成にむけたアクションの進め方のポイント 

なお、地域の現状により即した実践的なガイド試案を作成していくために試行調査

予定地の地域リポーターに同席してもらい、地域の実情や今後の取組みの展開の可能

性・課題に関する情報提供も交えて、討議を行った。 

 討議で出された意見を一内容一ラベルとし、KJ法を用いて分類しながら、試案に関

する内容の整理を行い、整理した結果をもとにより具体的な骨子の検討を進める作業

を繰り返した。討議内容の逐語録に作成し、骨子作成の補強とした。 

 

（２） 骨子に関する検討結果 

地域での認知症への関心が高まっている一方、行政、専門職、住民そして当事者が 

   つながる機会が少なく、互いが孤立してバラバラの取組みに終始しがちであり、結果と

して認知症の本人・家族に支援が行き届かず生活を支えられていない現状、周囲も認知

症の人の支援への負担やマイナスイメージが解消できずむしろ強まる傾向にある問題

が提起された。 

    こうした現状を打開していくための検討結果の主な点は下記の通りである。 

○認知症の基本的知識の啓発・普及や一部の人のみが進める地域づくりの段階から一歩

踏み込んだ新たな地域づくりの展開が必要である 

○「教える―教えられる関係」、「専門職―住民の関係」、「支援する側―される側の関係」

を越えていくためのきっかけとなる場（機会）が必要である 

○地域にいる多様な立場、職種の人が出合い継続的に話し合う場が必要 
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○認知症に関して問題点や課題解決の検討を繰り返していても行き詰まったり、問題対

処に陥りがち。「当事者の視点」「地域で暮らす視点」にたって話し合い、日常の中で

無理なくできるアクション、自分が楽しく、自分にとってのつながりや暮らし、力の

充実、張り合いにつながるようなアクションを一緒に考え、とにかく動き出してみる

こと、共に汗を流す体験を重ねていくことが大切。   

   ○気軽に集まって出会い、互いに知り合い（学び合い）、話し合う機会をまずつくり、 

    具体的なアクションを考えながら、実行に移していく流れが必要。 

    

   以上の検討結果をもとにまとめた「わが町アクションガイド」のイメージやキーコンセ

プトを整理したのが下記の図表２である。 

 

 

 

 

      

      図表２ 「わが町アクションガイド」のイメージ・キーコンセプト 
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試案の骨子の検討 

  アドバイザリーの委員、地域リポーターが合同で、認知症の本人・家族、 

  地元で暮らす視点に立ちながら、これからの地域づくりについて話し合い 

  を重ねた。 
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 ２）アクションガイドの試案の作成 

  上記の試案の骨子をフレームにしつつ、地域づくりを展開している各地域情報を参考に、 

 主に下記のような内容によるアクションガイド試案を作成した。 

＊巻末資料編１．アクションミィーティング開催資料参照 

（１） アクションガイドを用いて「わが町アクション」を推進する主体 

① 市町村の認知症施策関連の担当部署、地域包括支援センター。 

②  「10 か年構想」の最終目標の達成にむけて地域で取り組む多様な主体 

例）地域密着型サービスの事業所組織 

地域の認知症支援のネットワーク（認知症地域支援連絡会等） 

社協、地域づくりの住民組織や NPO 等 

＊これらが主体となる場合は、取組む前に、市町村の担当部署や地域包括支援

センター、該当地域で地域づくりに取組んいる関係者と十分に話し合いを行

い、連携をはかりながら取組みを進める。 

    ③ ①と②が共同した推進主体 

（２）「わが町アクション」の進め方 

    ①「わが町アクション」の推進チームをつくる 

      ○「わが町アクション」を実際に推進していくコアメンバーを、関係者の話し合

いを通じて決める。 

         最初は十分に話し合いを行える数名から。  

取組みの経過の中で、推進チームとしてミッションを共有し、主体的に 

推進チームに参加可能な人を順次追加していく。 

      ○「10 か年構想」の最終目標達成をめざすことを推進チームの役割 

（ミッション）とすることを話し合い確認する。 

① 推進チームで「わが町アクション」にむけた「アクションミィーティング」の 

 具体的な企画を話し合う。 

      ○「アクションミィーティング」の全体概要（図表 ）をもとに、ねらいや全体

的な進め方を把握する。 

      ○地域の特徴や実状に合わせて、無理のない日時のスケジュールをたてる。 

  ○できるだけ集まりやすく話しやすい会場を確保・準備をする。 

② 「わが町アクション」の参加メンバー（アクションチーム）を募集する。 

       ○職種や立場を限定せずに、地域の人に幅広く参加を呼びかける。 
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      ○それまでの地域づくりの関係者以外に、積極的に参加をよびかける。 

      ○地元の認知症の本人や家族にも呼びかける。 

○参加希望者が、顔の見える関係を活かして他の人も一緒に参加するよう 

 よびかける。 

○4 回のアクションミィーティングにできるだけ継続しての参加を呼びかける。

ただし、4回フル参加できなくてもいいこと、途中からの参加も歓迎であるこ

とを伝え、義務的ではなく自由な参加を呼びかける。 

○事前におおよその参加予定人数を把握する。 

○可能な範囲で、参加者名簿を事前に作成する。 

   ＊1回目の参加当日に、参加者に自主的な登録をよびかけて 

    名簿作成する進め方も可能。 

     ④アクションミィーティングの開催準備 

○1回目で参加者に「わが町の実情」を伝えるための資料を用意する。 

   ＊すでにある自治体・地域の統計を活かして 

   ＊地域で暮らす認知症の本人や家族の実情に関する具体的な情報や 

    資料を用意（簡単なものでも、自地域の当事者の現状が少しでも 

参加者に伝わるように） 

      ○配布資料、ワークシート、アンケート用紙を参加予定者数準備 

＊基本フォーム（巻末資料）を参考に。 

＊地元のオリジナルバージョンの改良も可能。 

○参加者のグループ編成をする。 

         ＊一人ひとりが発言でき、自然なやりとりができるように、1グループの 

          の人数は６～8名程度、多くても 10人以内に。 

＊事前に名簿作成が可能な場合は、できるだけ多様な職種や立場の人が 

          混ざり合ってのグループを編成する。 

         ＊参加者が自町村全域にわたっている場合は、生活圏域/校区など、 

できるだけ小地域ごとにグループを編成する。 

         ＊行政（事務）職も、グループの一員として参加する編成にする。        

○ミィーティングの全体進行役を決める。 

         ＊開催概要書のプログラムにそって、全体の進行をする役の人を決める。 

          推進チームメンバー、行政事務職員・技術職員、地域包括支援センター

職員等。 
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○各グループに進行役を一人確保しておく。 

         ＊推進チームメンバー、行政担当部署の職員、地域包括支援センター職員、

地域未着型サービスの管理者（地域支援や運営推進会議の開催に積極的

に取り組んでいる人等）、グループワークの実績のある社協職員や 

地域の主任ケアマネジャー等 

         ＊進行役の役割は、アクションミィーティング各回のグループワークのテ

ーマについて、グループメンバーの一人ひとりが自由に発言できるよう

にを促すこと。まとめたり助言したりの必要はまったくなく、自分もグ

ループメンバーの一人として自由に発言できる。 

         ＊進行役の人にも、事前にアクションミィーティングの概要書を渡し、 

          ねらいやミィーティングの進め方を伝える。 

＊アクションミィーティングの開催前に短時間でも推進チームメンバー

と進行役が直接あって打ち合わせをしておくことが望ましい。 

＊（事前打ち合わせの時間が取れない場合も）アクションミィーティング

を実際にやってみた後に、やってみた感想や手ごたえ、課題、今後の進

め方についての話し合いを、自治体職員等推進チームメンバーと各グル

ープの進行役で行う。 

③ アクションミィーティングの開催 

       ○プログラム（図表 ）流れにそって進行する。 

         ＊参加者による話し合いの展開に応じて、時間は柔軟に変更を。 

         ＊参加者同士が、テーマにそって一緒に考え、話し合い、アイディアを 

          出しあって自分たちで創りだす主体的な動きをもっとも重視しながら 

          進行する。 

       ○話し合っておしまい、にならないよう、参加者の話し合いの具体を 

        ワークシート（図表 ）に記録することを促す（参加者各自、進行役）。 

       ○次回のミィーティングの予定を伝え、継続的な参加を呼びかける。 

○参加者に参加しての感想や気づきに関するアンケート記入を依頼する。 

⑤アクションミィーティングの開催後の振り返り（話し合い） 

○開催日当日等、短時間でも自治体職員等推進チームメンバーと各グループ

の進行役等で、振り返りの話し合いを行う。 

○やってみての感想や手ごたえ、課題、今後の進め方について話し合い、 

次回のアクションミィーティングまでの準備や次回の開催の改善に活かす。 
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⑥アクションミィーティングで得られたことを集約し活かす。 

       ○ワークシートの各項目ごとに話し合われた内容を集約する。 

○次回のミィーティングで集約結果を参加者に配布し、参加者が一歩先に話し

合いやアクションを進むための基本資料とする（これがないと、話しあいの回

数を重ねても、行きつ戻りつし、アクションへの展開に発展しにくい）。 

      ○アンケート結果を集約して活かす。 

・数量的な集約と同時に、参加者の自由記載を大事に活かす（アクションへの

積極的な意向、アイディア等を具体的に把握） 

○推進チーム・進行役の人たちがアクションミィーティングを通じて得られた 

成果を確認・共有する（次に進むためのヒントややりがいにつながる）。 

課題を具体的に話し合い、その後の進め方に活かす。 

      ○参加者にも集約結果を配布し、「自分たちの討議成果であり、わが町アクショ

ンにむけた一歩としてフィードバックする。 

    ⑦アクションミィーティングで得られたアクションプランが実践につながるための 

     バックアップを行う。 

      ○アクションミィーティングで企画されたアクションプランを多様な媒体を使

って情報発信する。 

      ○創りだされたアクションプランが主体的・具体的なアクションとして動きだす

ためのバックアップを行う 

    ⑧創りだされたアクションプランのその後の展開のフォローとバックアップを行う 

      ○創りだされたアクションプランのその後の展開状況の確認・支援を行う。 

＊あくまでも各地で開催アクションミィーティングの参加者（アクションチ

ームメンバー）が主体であり、創りだされたアクションプランの展開を自

主的に実践していく動きを、急がせずに、待つ。 

＊アクションチームメンバーに、アクションプランの実践に関連する地域の

関連情報の提供や地域の関係者とつなぐ等の、後方支援を行う。 

    ⑨アクションチーム形成・アクションプラン作り・地域支援の展開を、自治体/地域

内で継続的に推進し、「10 か年構想」の目標達成にむけてに活かす 

   ○自治体/地域の住民、当事者、支援関係者（保健・医療・介護・福祉等）に経過 

    情報を継続的に発信。 

  ○立場や職種を越えたアクションチーム・アクションを増やし、生活圏域/小地域

ごとの地域支援・きめの細かなネットワークを拡充していく。 
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３）試案に基づく試行調査 

 （１）試行地域 

   人口規模、高齢化率、地勢的特徴、これまでの認知症地域支援の主な推進役等の

地域特性の異なる 5地域（図表 ）を選定した。 

 

（２）試行方法  

     試行地域の行政担当者と認知症地域支援の主な推進役が「わが町アクション」

の推進主体となり、アクションガイド試案に基づいてアクションメンバーを募り、

4回のアクションミィーティングを開催しながら、各地固有のアクションを生み

出していく。  

 

（３）試行期間 

      平成 23年 10 月～平成 24年 3 月 

 

（４）調査方法 

③ アクションの創出プロセスの調査 
 各回のアクションミィーティングでの各グループの検討経過のワークシー

トを回収  

④ アクションメンバーに対する継続的アンケート調査 
各回のアクションミィーティング後にアンケート調査を実施 

⑤ アクションの推進役に対する継続的にヒアリング調査 
  各地域の行政担当者、主な推進者に試行の実施前、試行途中、試行後に 

認知症地域支援に関する地域の実情、取組みやネットワークの実態、 

試行に取組んでからの気づき、変化等に関して半構成的ヒアリング調査を実

施、    

    

           

図表３  「わが町アクションガイド」試行調査地域 

 

  

    

  

市区町村名 総人口（人） 65 歳以上（人） 高齢化率（％） 参加人数 

西東京市 194,369 40,255 20.7 45 人 

国立市 72,956 14,215 19.5 75 人 

鯖江市 67,877 15,042 22.2 30 人 

南足柄市 44,361 10,679 24.1 16 人 

湯沢町 8,264 2,488 30.1 30 人 
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西東京市（東京都） 

 国立市（東京都） 

  

南足柄市（神奈川県） 

  
     鯖江（福井県）                 

 
湯沢町（新潟県） 
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４）試行調査結果 

（１）参加者アンケート結果 

 
① 参加者アンケート（第１回目のアクションミーティング後） 

回答 ％ 

大変良かった  67.9% 

良かった  26.4% 

ふつう   5.7% 

あまり良くなかった   0.0% 

良くなかった   0.0% 

計 100.0% 

 
 

 

主な感想 

○立場の違う方々が話してくださる内容に「目からウロコ」でした。 

○身近な地域で活躍されている他職種の方々との意見交換は貴重だった。 

○様々な年齢や考えがあり、大変参考になった。この場があったから同じ方向を見ている方が

こんなにたくさんいることがわかった。その中で様々な意見が出たことが大変ためになった。 

○色々な取り組みをしている人たちが集まり、何か一緒に「アクション」ができるような元気をもら

えた。 

○永く住んでいても分からない事が色々あり、意見交換できてよかった。 

○具体的な地域の取り組みを知ることが出来た。 

○グループに分かれて話ができてよかった。 

○認知症について情報を得られた。 

○認知症の人の理解・支援・つながりについて町の現状や今後の取り組みをグループごとに分

かれて気軽に話ができて良かったです。これで終わらせずに動き出すことを期待している。 

○自分達でまちを作り上げる、作っていく一歩になった。 

○地域で助け合いの輪を作って広げていきたい。各グループか共有していることがわかった。 

 

 

 
  

大変良

かった, 
67.9%

良かった, 

26.4%

ふつう, 

5.7%
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感想（記述内容） 

No 感想 

1 ・色々な意見を聞く事ができました。今後更に多くの意見を聞きたいと思います。 

2 
・様々な年齢や考えがあり、大変参考になりました。この場があったから同じ方向を見ている方がこんなにたくさ

んいることがわかりました。その中で様々な意見が出たことが大変ためになりました。 

3 
・日頃見守りサービスや、ホットネットがそれぞれバラバラになっている感があり、それらをつなげていく働きが地

域作りには必要だと思った。 

4 ・未知の世界に入ったようなネットワークのすばらしさ。参加できて良かったです。 

5 ・色々な取り組みをしている人たちが集まり、何か一緒に「アクション」ができるような元気をもらえました。 

6 ・今はうまく考えがまとまらないが、人は人の為に生きる事が一番幸せなのかもしれないと思いました。 

7 ・色々な方々とお話できた事が良かった。 

8 ・西東京市に永く住んでいても分からない事が色々あり、皆さんとの意見交換ができて良かったです。 

9 ・おもしろかった。専門職が多かったので市民の人が入っていると良いと思った。 

10 ・少人数での話し合いは話しやすかった。 

11 ・大変有意義な場でした。立場の違う方々が話してくださる内容に「目からうろこ」でした。 

12 
・色々な人の意見が聞けてよかった。地域の中で話せるともっと具体的な話ができたかもしれないが、地域以外

の情報も聞けるメリットもある。 

13 ・様々な方、考え方を伺え勉強になりました。 

14 ・参加して良かった。知り合いも増え、知恵もいただきました。 

15 ・改めて気づかされる事が多く、新たに知る事もあった。 

16 ・自分たちでまちを作り上げる、作っていく第一歩になった。 

17 ・意識のある方が多くいるので、頼もしい。 

18 
・普段接する事がない市内の方々と話し合いができ、情報をいただけ関わりが持てた事をうれしく思います。こ

れからの西東京市にとって意義のある会だったと思います。 

19 

・時間が足りないくらい、たくさんの意見交換ができてとても良かったです。色々と「やってみたい人と」意見が出

ましたが、これを思いだけでなく、どう実現につなげていくかが大事だと感じました。小さい事から出来ることをし

たいと思います。 

20 
・身近な地域で活動されている他職種の方々と意見交換をすることが出来て貴重だった。日頃、自らが感じて

いる意見が他のグループなどからも出て同じ事を問題点としてとらえている方がいるとわかった。 

21 ・勉強になりました。 

22 ・いろいろな方のいろいろな意見を聞けて良かったです。 

23 
・地域に実際生活されている方のお話や、様々な職種の方の話が聞けて本当に参考になりました。また、グル

ープホームについての印象等聞けて良かったと思います。 

24 ・地域で助け合いの輪を作って広げていきたい。各グループか共有していることがわかりました。 

25 
・メンバーの方々の意見を聞くことができてとても良かった。その中で自分が出来ることが１～２つ見つかりまし

た。（考えていた事で、自分の行える事も含めて） 
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No 感想 

26 
・グループホームの方、支援センターの方、サポーターの方々など今活躍している事も理解できて良かった。

（課題も含めて） 

27 ・地域の高齢者、認知症の問題を普段とは違う視点から考えることができました。 

28 ・最初としてはまずまず新鮮だった。 

29 ・知らない事を確認できたことがありました。沢山意見が出て楽しかった。 

30 
・参加者のいろいろな話を聞くことが出来て参考になった。参加している人皆が何か役に立ちたいと思う気持ち

を強く感じられた。 

31 ・話す事ができて良かった。 

32 ・いろいろな方の意見を聞けて、有意義な時間だった。 

33 ・ワークショップの時間を割いて頂いたので良かったと思う。貴重な方たちとつながった。 

34 
・多様な方が集まられたことから今まで考えたことのない話も出来た。こうしたメンバーが集う事は良い。元気が

出る。 

35 ・自由な発言は有効だった。立場の違う方の意見が聞けて良かった。 

36 ・いろいろな方の話が聞けて良かったです。西東京の現状は早口で聞き取りにくかった。 

37 ・多職種の人たちとの意見が聞けて良かった。 

38 
・テーマが大きすぎて時間が足りないように感じた。ケーススタディのような比較的小さな方がまとまり易いと思

う。 

39 

・グループでのワークが進むよう、準備（役割分担）をしっかりしていれば良かったのでは。（こういう時こそ市職

員もファシリテートできるのでは？）グループホームの方や実態をよく知っている人からの提案・課題が出されて

も良かったのでは？ 

40 
・どのように進めていくか(グループワーク等)もう少し会の始めにサジェスチョンしても良いのでは？（ブレインスト

ーミングするにしても）話がまとまりにくい。 

41 ・時間配分がきびしい。 

42 ・いろいろな立場の人が参加するのは良いと思う。 

43 
・この様な機会は初めてかと？なかなか意見もまとまりづらかったが、回を重ね何か一歩でも進む事に期待した

いです。 

44 
・年代の近い方や年配の方といろいろな意見を聞けてとても参考になった。個人情報保護についても今後の課

題にしていきたい 

45 
・具体的な地域の取り組みなどを知ることが出来ました。「個人情報管理が本人の自由をうばう」事に気づかされ

ました。大事で大きな課題で 1団体（民間）での対応は難しい。⇒やはり町のバックアップが大事なのかと 

46 ・色々な方と気楽に思いを話で来てよかった 

47 
・「何が」できるのかを考えるきっかけになりました。自ら老いていくことを考えれば他人事で何と思いつつ受けて

いました。 

48 
・皆さんのお話を聞いて認知症についての情報を得ることができて勉強になりました。傾聴ボランティアとの組み

合わせでお役にたてれば幸いと思います。 
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No 感想 

49 ・色々な方々のお話が聞けたのが大変良かったです。 

50 ・色々な仕事の立場から話しやらを多く聞けて良かった 

51 ・認知症についてしっかりと勉強しなければと思いました。 

52 ・大変勉強になりました 

53 
・湯沢町における認知症対策等々の現状がわかり大変良かった。同時に、これからの事を考えると大変難しいと

実感！小さいことからできることから、と話がありましたが…。 

54 
・認知症についていろいろな方と話し合うことができ参考になりました。これからやるべきことやれそうなことを考

えるよい機会になりました。今後の会も楽しみです。 

55 ・今までと重複している問題が多かったと思う 

56 ・現在の課題も見えすべきことを考えるきっかけになりました。 

57 ・色々な人に参加してもらいたい 

58 
・認知症の人の理解・支援・つながりについて湯沢町の現状や今後の取り組みをグループごとに分かれて気軽

に話ができて良かったです。これで終わらせずに動き出すことを期待しています。 

59 
・何回か認知症の話は聞きましたが、こういう形でやったのはすごく良かったです。ちゃんと発表してくれる人が

いるので心配しないで自分の思ったことを話ができて大変良かったです 
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② 参加者アンケート（第２回目のアクションミーティング後） 

項目 項目計 

大変良かった 35.9% 

良かった 48.7% 

ふつう 12.8% 

あまり良くなかった 0.0% 

良くなかった 0.0% 

未回答 2.6% 

計 100.0% 

 

 

主な感想 

○具体的にできそうなことが出てきた。 

○皆と話し合うとアイディア等が次々と出て来て、色々と考えが浮かんできた。 

○実際に様々な活動をされている方がたくさんいたことに驚いた。そういう話を聞くうちに自らも

参加していく方法があるのではと思えるようになり、具体的ではないがイメージが出来てきた。 

○自分の周囲の方からネットワークを広げていこうと思えた。 

○地域を良くしていこう、という強い熱意を感じることが出来、有意義な時間を過ごせた。 

○前回つかみ所がなかったが、具体的に動きが見えてきて面白く感じた。 

○多数の課題が出たが、それを目的に繋げていけるように参加を続けたい。 

○何かできそうなことが見えてきた。どう人を巻き込み関わってもらうか、つながり作りの重要さを

感じた。 

○色々な立場の人の貴重な意見が聞けて新鮮だった。自分だけでは思いつかない発想があり、

このような機会は貴重だと思う。 

○短時間でも色々な人と話が出来てとても楽しかった。ネットワークづくりにこのようなワークショ

ップを企画したいと思う。 

 
  

大変良

かった, 

35.9%

良かった, 

48.7%

ふつう, 

12.8%

未回答, 

2.6%
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感想（記述内容） 

No 感想 

1 
・具体的にできそうなことが出てきた。いつもお目にかかっている包括の方以外の包括の方や市役所の方とお

話しできたことも良かったです。 

2 

・話し合いの中、また他の方のお話を聞く中で、実際に様々な活動をされている方がたくさんいらしたことに驚い

た。そういう話を聞くうちに自らも参加していく方法があるのではと思えるようになり、具体的ではないがイメージ

ができてきた。 

3 
・同じ考えを持った方たちと話し合うことで、いろいろなアイディアやイメージがふくらみ楽しかったです。身近な

ところから実現できそうな意見が出てよかったです。 

4 
・ミニデイをされている方のお話を聞くことができてとてもよかった。自分の周囲の方からネットワークを広げてい

こうと思えた。 

5 
・振り返りで前回のことを話せてよかったです。グループホームと地域のつながりでは、各グループホームの管

理者と地域から見る目との間にかなり差があると思いました。 

6 ・新しいグループ分けもあり、また違った話が聞けてよかったです。 

7 
・A グループの挨拶プロジェクトに参加しました。気持ちよい人間関係をつくるためには、挨拶は基本だと思いま

した。 

8 ・より具体的な行動、プランが提案された。 

9 ・弁護士、行政書士等の知識が必要。 

10 
・未知の世界に入ったような話し合いでした。アクションミーティングは知らないことばかり。皆様の足を引張って

しまっているのではないでしょうか。 

11 
・今回もいろいろな人の話を聞くことができてよかった。地域でいろいろな活動をしている方が多くいることも知

り、身近にこんな場所があったことも知り勉強になった。 

12 ・包括の業務の参考にもなり助かった。 

13 ・職域を超え、いろいろな話を聞けたのは良かったです。 

14 

・やってみたいことを具体的に挙げ、それぞれのグループで具体的に話し合え非常に興味深かった。ただ、テ

ーマが似たものもあり、グループにもばらつきが出たので似たようなテーマで合わせると（自然とリンクする内容

でもあったので）よかったのかなと思いました。 

15 ・話題が具体化して次はアイディアを出す場。急がず辛抱強くやっていく事が大事。 

16 
・様々な意見、活動の様子を聞けてためになりました。地域をよくしていこうという強い熱意を感じることができ、

有意義な時間を過ごせました。 

17 

・具体的に何かするということは大変難しいが、小さなことからの意識と公的機関の協力の場は必要だと思った。

思っていること、必要だと思っていることは皆同じであり、ワークショップがうまく動き、西東京市が住みよい街とな

るとよい。 

18 
・前回つかみ所がなかったが、具体的に動きが見えてきておもしろく感じた。包括支援センター等専門家など情

報を持っている所のアドバイスは重要である。 

19 ・このような流れで行うことは初回に説明した方がよかったのでは。知らないで欠席した人もいたかもしれない。 
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No 感想 

20 
・やってみたいことでの話し合いではやはり各グループとも似通っていた。具体的なアクション計画でグループ

に分かれて同じことを考えている人たちで話し合えてよかった。 

21 ・具体的なグループ分けができてよかった。 

22 
・先日話し合った内容に加えて再度時間をおいて話し合えたことで考えが多様になった。テーマ別に分かれて

同じ意識を持った方と話し合えて参考になった。 

23 
・まだまだ西東京市の知らないことがたくさんあり勉強になりました。地域によっては全然知らない事、わからな

いことばかりです。 

24 
・何かしたいと思っている人たちが集まっているので、その人たちと顔合わせができただけでも有意義な時間で

した。話し合いはもっと時間が欲しいくらいです。 

25 ・多数の課題が出たが、それを目的に繋げていけるように参加を続けたい。 

26 ・一つの目標に向けていろんな地区の方の意見が聞けて良かった。 

27 ・具体的内容を話し合えたのでよかったです 

28 ・具体的が出て良かったと思う 

29 ・たくさんの人の意見が聞けて考える参考になった。傾聴…ただ聞くことから始めればできるのかな 

30 ・前回とあまり変わらず。つかみどころが無いように思われる。重複していて進まない 

31 
・傾聴ボランティアの基本は難しと思ったのですが、話をしたい方の話に心を寄せるということで少しは理解でき

るのかな？ということです。 

32 ・何かできそうなことが見えてきた。どう人を巻き込み関わってもらうか、つながり作りの重要さを感じた。 

33 ・なかなか面倒ですが回を重ねるごとに具体化してきて最後にはきっといい結果ができるように思います。 

34 ・具体的な話で少し戸惑いました。 

35 ・具体的な話に至るまでが難しい。 

36 ・地域の人、その他…様々な人の話を聞き、頭の中が軟くなった気がする。参加して良かった。 

37 ・自分の町作りをするのは楽しい。もっと多職種の人達もやってもらいたい。 

38 ・普段関わりがあってもじっくり話すことが出来ないから、いい機会になった。 

39 ・多様な立場の人の意見を聞き、大変参考になった。 

40 
・色んな職種の人、地域での現状を聞くことが出来、良かったと思う。個人的には少しずつ横のつながりが持て

て、感謝している。 

41 
・短時間でも色々な人と話が出来てとても楽しかった。ネットワークづくりにこのようなワークショップを企画したい

と思う。 

42 ・色々と皆の考えが聞けて良かった。 

43 
・テーマ別に分かれた時、高木さんの実践している話がとても参考になった。体験した人の話からヒントをたくさ

んもらった。 

44 ・話し合ったことが実現出来れば、住みやすい地域社会になると思う。 

45 
・色々な立場の人の貴重な意見が聞けて新鮮だった。自分だけでは思いつかない発想があり、このような機会

は貴重だと思う。 
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No 感想 

46 ・情報が多くて良かった。 

47 ・自治会の災害弱者要支援マップを毎年見直しているが、認知症を入れるのを気付いた。 

48 ・現実の問題だけでなく、これから取り組み合いたいことを話し合えて楽しかった。先が見えてきたと思う。 

49 ・地域で生活していて、困った事が困らなくする事⇒地域で支えるって事かなと…。 

50 ・家族の人、グループホームの人の話が聞けたのは参考になった。 

51 ・自治会・福祉会・包括との連携が大事だと再認識した。 

52 
・専門職・民生委員・地域の人、それぞれの立場からの話を聞くことが出来て良かった。情報の共有、認知症の

人・家族へのアプローチなど苦慮していることなど。福祉施設も含めたネットワークづくりの必要性。 

53 ・皆と話し合うとアイディア等が次々と出て来て、色々と考えが浮かんできた。 

54 ・傾聴やカウンセリング等の研修をすると、認知症の人だけでなく地域の活性化につながると感じた。 

55 ・傾聴の仕方を話してもらい、勉強したいと思った。人と向き合うことの大切さ、病気と向き合う対応の仕方等 

56 ・認知症の人と接する具体的な方法を知ることが出来た。 
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③ 参加者アンケート（第３回目のアクションミーティング後） 

項目 項目計 

大変良かった 64.5% 

良かった 29.0% 

ふつう 6.5% 

あまり良くなかった 0.0% 

良くなかった 0.0% 

計 100.0% 

 

 

 

主な感想 

○話が具体的になり、出来るような気がした。 

○３回の話し合いでこれほど具体化していくことに驚きを感じている。 

○具体的な意見がどんどん出て、やる気が出てきた気がする。 

○市内のことについて知らないことがまだまだあり、新しい発見ができた。 

○「認知症」という部分に固執することなく、身近に来られる場所という点について、社協の視点

を用いたプランを考えることが出来、大変有意義だった。 

○話し合っていく中で、どのチームにも重なる部分があり、地域での絆が必要で、世代間交流

が必要だということを改めて感じた。 

○違う立場の人と話すことで、これは出来ないと決めて考えるのではなく、これも出来るのでは・

あれも出来るのではと考えていくことで、視野が広がると思った。 

○このワークショップに参加している人達はとても前向きに考えてくれているから、地域の中でも

このような人達をどんどん増やしていけたらと、あたたかい町になると感じた。 

○壁はたくさんあるが、根気よく続けていけば壁を乗り越えることができそうな気がした。 

○より具体的な意見が出て実現できそう。来年も引き続きこのようなミーティングが開かれる事を

希望します。 

 
  

大変良

かった, 

64.5%

良かった, 

29.0%

ふつう, 

6.5%
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感想（記述内容） 

No 感想 

1 
・地域の様々な施設を知ることができました。より具体化のためにワークショップを続けて活動を広げていけたら

と思います。ありがとうございました。 

2 ・テーマに沿った各々の意見や思い、地域とのつながりを大切にしたいという気持ちがよく分かった。 

3 ・新しいメンバーによる新しい意見が聞けました。話が具体的になり、できるような気がしました。 

4 ・たった３回の話し合いで、これほど具体化していくことに驚きを感じています。 

5 
・ふれまちルームをオープンな場所にして、知名度を高めていくことの大切さがわかった。ひきこもりの人を呼ん

で参加できるようにしたいと思った。 

6 ・今回の全参加者が、地域に関心を持ち、取り組んでいることが分った。よいきっかけ作りができた。 

7 ・参加したグループには関心があり、具体的にできたらよいと思い参加した。よい意見交換ができてよかった。 

8 ・より具体的な意見が出て実現できそう。来年も引き続きこのようなミーティングが開かれる事を希望します。 

9 ・非常に具体的で、実のある話し合いができた。 

10 
・初めてでしたが、多くの方の意見をお聞きすることができよかったです。全てのグループが繋がっているように

思います。 

11 
・前回休んでしまったのですが、内容としては深く理解できました。実現できるように協力させていただきたいと

思います。 

12 
・具体的な意見がどんどん出て、やる気が出てきた気がする。市内のことについて知らないことがまだまだあり、

新しい発見ができました。 

13 
・地域で生活している方の生の声が聞けてとても参考になりました。話を通じてグループホームの地域における

理解を知る事ができた。 

14 ・包括の課題・意見を生の声で聞くことができた。市民の方の貴重なお話を伺えてよかった。 

15 
・ワークショップの目的が認知症支援なのか、まちづくりなのかそれぞれのグループで扱いが異なる。地域の何

かの活動をするにも、場所を気軽に見つけられ使用できることができないと、地域活動は進まない。 

16 ・挨拶は基本ですが、広めていくのは大変。今日は具体的な案がたくさんでたので、一歩進めたと感じました。 

17 

・私の参加したグループでは、「認知症」という部分に固執することなく、身近に来ることのできる場所という点に

ついて社協の視点を用いたプランを考えることができ、大変有意義なものでした。自由に行くことのできる自分

の居場所は、認知症の人に限らず必要なものであり、多くの人が拠点に集まり、交わることによりさまざまな問題

の解決につながると思います。 

18 
・いろいろな意見が出て楽しかったです。壁はたくさんあるが、根気よく続けていけば壁を越えることができそう

な気がした。 

19 
・新メンバーが増え、新たな発見が出る可能性がある反面、グループワークの中では第 1回、2回の流れに戻っ

てしまうこともあった（具体的な内容でなく）。 

20 
・話し合っていく中で、どのチームにも重なる部分があり、地域での絆が必要で、世代間交流が必要だということ

を改めて感じました。高齢世代には自分も必ずなります。そのためにも今動くことが必要です。 
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No 感想 

21 ・具体的な話し合いができた 

22 
・新しいメンバーも加わり客観的な意見が多く出され意見交換されたことは良かったと思う。町民主体は難しいと

感じた。 

23 ・きれいな話だけでなく正直な意見も出て面白かった 

24 ・いろいろな方の意見が聞けて良かった 

25 
・町内会長さん、ゆざわ健康倶楽部さんが参加していたので現在の問題点、これからの展開していかなければ

ならない点まで話し合えてよかった 

26 
・皆さんいろいろな意見を聞くことができて良かった。なかなか話が進まずにいて何を発言したらよいのかわから

ない。 

27 ・今までよりも自由に話し合うをすることができたような気がします 

28 ・傾聴ボランティア４月発足してからアクションのサークルに呼んで頂いたりして実行したい。 

29 ・皆さんのお話をお聞きして大変良かったと思います 

30 ・メンバーが打ち解けあって意見がたくさん出た。 

31 ・３回目になり具体的な話になりよいと思う 

32 ・色々な人の目線で物事が見られてとてもいいと思う。 

33 
・色々なプランが出たため、どれもこれもやりたいと思ったが、そのプランの中の 1 つでも実行に移せたら嬉しい

と思う。 

34 ・種々な人達と話してみたかった。 

35 ・実現出来る・出来ないを抜きにして考えると、色々なアイディアが出て、楽しかった。 

36 

・立場の違う人と話し合えたことは良かった。 

よく笑えた！ → 楽しく考えることが出来たかな?! 

そんなこと出来るの? → ではなく、出来たらな～に！ 

37 ・自分以外の様々な立場の意見が聞けて有意義だった。 

38 ・実現出来そうな内容が多いと思う。思い切りと粘り強さがあれば出来そうだな。 

39 ・皆真剣に話し合いが出来、得ることが多かった。 

40 
・情報交換が大事。人間一人じゃないと感じられる地域作り。自分が必要とされていると感じてもらうような接し

方。 

41 
・実際に実践している人の話がとても具体的で参考になった。グループの話し合いもより具体的にイメージする

ことが出来た。色々な(高齢者)ボランティアに関わっている人に知ってほしい。 

42 
・このワークショップに参加している人達はとても前向きに考えてくれているから、地域の中でもこのような人達を

どんどん増やしていけたらと、あたたかい町になると感じた。 

43 

・違う立場の人と話すことで、これは出来ないと決めて考えるのではなく、これも出来るのでは・あれも出来るので

はと考えていくことで、視野が広がると思った。善悪ではなく、一人でも多くの人に聞いてもらうために、市役所

だからという立場もこえたアイディアがもらえた。 
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④ 参加者アンケート（第４回目のアクションミーティング後） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

主な感想 

○アクションには入れないけど、認知症への理解を広げることは私なりに出来るかもしれない。

できる事から始めてみたい。 

○“支援をしてあげる”視点ではなく、“こちらも助けてもらう”視点で動いていきたい。 

○オープニングで終わらせてはならない。強い気持ちで前に進むよう、自分なりに協力したい。 

○どのグループのアクションも、全て自らが認知症になった時のことを考えた時に、とても有り難

いと思えるものだった。最期までいきいきと暮らしていける街づくり、大切だと思った。 

○多くの同じような志を持つ人が集まり、前向きに具体的にアクションを起こしていく事で、様々

なアイデアや繋がりが生まれることを感じた。 

○具体的なアクションプランができてきて楽しみ。認知症は人ごとではないので「みんなのため、

そして自分のために」と考え、お手伝いできればと考えます。 

○取り組みが具体的に立案されて実行されることがわかり、前進してきた感じがした。 

○大変めんどうで、最初はどうなることかと思ったが、回を重ねる度に、意思統一がみられ、とう

とう立ち上げまで持ち込まれ、素晴らしいアクションミーティングだった。 

○４回だけの集まりで具体的な話に進み、皆の力が大きいことにびっくり、自分が参加していた

グループだけでなくいろいろなところにも顔を出してみたいと思った。 

○計画の段階から実践に向けたプログラムは評価される。今後はいかに実践、実効するかにつ

きる。 

  

項目 項目計 N=57 

大変良かった 43.9% 

良かった 43.9% 

ふつう 7.0% 

あまり良くなかった 0.0% 

良くなかった 0.0% 

未回答 5.3% 

計 100.0% 

大変良

かった, 

43.9%

良かった, 

43.9%

ふつう, 

7.0%

未回答, 

5.3%
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感想（記述内容） 

No 感想 

1 ・地域の人の集まる場所が必要だと改めて思った。 

2 ・みんなが考えている思いがとても強いから、たくましいと思った。 

3 
・「寄り合い場所をたくさんつくろう」のプロジェクトで世代間を越えた交流の寄り合い所がとても興味を持った。と

ても素晴らしい空間と活動だった。 

4 
・アクションには入れないけど、認知症への理解を広げることは私なりに出来るかもしれない。出来ることから始

めてみたいと思った。 

5 
・今まで未知の分野だったから、とても勉強になった。“支援をしてあげる”視点ではなく、“こちらも助けてもらう”

視点で動いていきたい。 

6 ・地域の人達が世代を越えて集える場所があることは素晴らしい。 

7 
・「自分の出来る小さなことから、考えながら、面白がって、一緒にやっていこう」という永田先生の言葉が心に残

った。 

8 ・ミニデイなど、とても活発で驚いた。個人宅の開放がすすめられるような施策がとられていて、参考にしたい。 

9 
・世代間の交流は認知症に関するだけでなく、地域で生活する上で必要だと再認識した。町全体の町づくりに

結びつくものかと思う。 

10 ・みんなでつながっていこうと思った。 

11 ・出来ることから、身近なことから取り組んでいること。 

12 

・どのプロジェクトもとても魅力的だった。出来ることは参加したい。 

・プロジェクトの内容を聞いて、思いついたことを下記に挙げる。 

知ってもらう→NPO フェスティバル、ボラフェス、市民まつりなどで PR 

寄合所づくり→空き部屋、空き家の活用(世田谷空き家プロジェクトのような…) 

小金井の「また明日」には見学に行きたい。 

“富山型”にも興味がある。 

13 ・皆の前向きな動き、とても必要なことだと感じた。これから勉強したい。 

14 ・多くの人とのつながりが出来た。 

15 
・今注目されているグループホーム、又地域の人達の寄り合い話しが出来るサロン、ミニデイ、本当にこれから

必要とされていること満載で手応えがあった。参加して良かった。感謝する。 

16 ・もっと行政が力を入れて欲しい。 

17 ・すでにアクションをしているグループがある事。 

18 ・グループホームの人達が地域と協力してまちづくりをする姿勢に好感をもった。 

19 ・オープニングで終わらせてはならない。強い気持ちで前に進むよう、自分なりに協力したい。 

20 ・多世代の交流による効果はとても奥深いものがあるから、実現出来る場を設けられればと考えた。 

21 
・どのグループのアクションも、全て自らが認知症になった時のことを考えた時に、とても有難いなと思えるものだ

った。最期までいきいきと暮らしていける街づくり、大切だと思った。 
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No 感想 

22 
・多くの同じような志を持つ人が集まり、前向きに具体的にアクションを起こしていく事で様々なアイディアや繋が

りが生まれる事を感じた。 

23 ・実りある最終会だった。日曜日だったらもっと参加者が多かったのではと残念に思う。 

24 
・前回からの参加者が多く、市民の参加が少ないと感じた。もっと市民の方に訴えていかないとアクションに移す

時に難しいと思う。限られた人しか知らないアクションになってしまうのではないかと思う。 

25 ・参加者を募集する段階でもう少し広くお知らせして来てもらう方が良かった。 

26 
・具体的なアクションプランができてきて楽しみです。認知症は人ごとではないので「みんなのため、そして自ら

のために」と考え、お手伝いができればと考えます。 

27 ・湯沢町もまだまだ捨てたものじゃないと感じた。 

28 ・色々な立場の人とつながり話等ができてよかった。これからも大切にしていきたい。 

29 ・湯沢の人たちが一つの事に、方向にと考えながら話し合いをもてたことがすばらしいと思った。 

30 ・人一人の力は小さいですが、大勢が出す力は大きいですね。 

31 ・取り組みが具体的に立案されて実行されることがわかり、前進してきた感じがした。 

32 ・まずは一歩踏み出すことが大切だと思いました。仲間作りとはやはりすばらしい事です。 

33 
・まだまだ雲をつかむような気持ちがいっぱいでおりますが、大きな事を目的に小さな事から始めさせてもらえた

らと思っております。 

34 
・大変めんどうで、最初はどうなることと思いましたが、回を重ねる度に、意思統一がみられ、とうとう４回目の今日

立ち上げにまで持ち込まれ、すばらしいアクションミーティングだったと思います。 

35 ・４回でこんなにも進んでいたのにびっくりしました。夢で終わらなければ。 

36 
・４回だけの集まりで具体的な話に進み、皆の力が大きいことにびっくり、自分が参加していたグループだけでな

くいろいろなところにも顔を出してみたいと思った。 

37 ・具体的にいろいろ進んでいるので、頼もしく感じました。 

38 
・できない、無理だ、町は何をしてくれる…具体的な話が進むうちに壁にぶつかることも多い。永田さんの応援メ

ッセージが、まさに自分たちに向けられているタイムリーな内容でありがたかったです。 

39 

・最初は話し合いだけで、なかなか具体的な案になるのか、又は沈んでいくのかと思いましたが、立場の違うたく

さんの方々のアイデアで形になってきたことに驚きました。永田先生の経験（認知症の人とのかかわり）話は参

考になりました。 

40 ・皆さんが楽しそうに話ができていてこれからの取り組みが楽しみです。 

41 ・アクション農園倶楽部、今現在方々で家庭菜園をされている方がいます。そういう方を講師に頼んだらどうか。

42 
・今回のみの参加でしたが、４つのプランが住民からでた自分たちのためのプランであることに非常に価値があ

るものと思う。是非、認知症の方が力を発揮できるようなものになってほしいと思う。 

43 
・地域づくり型の話し合いから、実行可能なアクションにつながったことは、凄いと思います。湯沢モデルとして

他の地域にも拡大していけると面白いと思います。本日はありがとうございました。 

44 ・計画の段階から実践に向けたプログラムは評価される。今後はいかに実践、実行するかにつきる。 
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⑤ 試行後の参加者の総括アンケート 

 

－１ アクションミーティング全体について 

メンバー 
項目計 

 

参加して楽しかった 42.1% 

自分の町・地域についての関心が高まった 44.7% 

いろいろな人とのつながりができた 50.0% 

認知症になっても安心して暮らせる町にしていきたい意識が高まった 52.6% 

 
 
 

－２ 今後のアクションミィーティングへの継続的な参加意向について 

メンバー 
項目計 

N=38 

実際に「アクション」をやっていくための話し合いを続けてみたい 44.7% 

他のアクショングループの人達とも話し合いを続けていきたい 44.7% 

アクション参加する仲間をもっと増やしたい 44.7% 

参考になる町以外の地域の取り組みを知りたい 23.7% 

その他 7.9% 

 

 

  

42.1%

44.7%

50.0%

52.6%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

参加して楽しかった

自分の町・地域についての関心が高まった

いろいろな人とのつながりができた

認知症になっても安心して暮らせる町にしていきたい意識が高まった

44.7%

44.7%

44.7%

23.7%

7.9%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

実際に「アクション」をやっていくための話し合いを続けてみたい

他のアクショングループの人達とも話し合いを続けていきたい

アクション参加する仲間をもっと増やしたい

参考になる町以外の地域の取り組みを知りたい

その他
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－３ 今後の「わが町アクション」への取組みについて 

参加者 
西東京

N=13 

湯沢町

N=6 

項目計 

N=19 

実行に向けての話し合い等、準備の段階から参加してみたい 30.8% 33.3% 31.6%

実際「アクション」が始まったら参加してみたい 15.4% 16.7% 15.8%

自分の地区でやってみたいことがあった 46.2% 33.3% 42.1%

まだわからないが、今後の「アクション」の取組み状況について 

知りたい 
23.1% 16.7% 21.1%

「新たなアクション」を作っていく話し合いに参加したい 15.4% 0.0% 10.5%

その他 7.7% 0.0% 5.3%

 

 

 

  

31.6%

15.8%

42.1%

21.1%

10.5%

5.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0%

実行に向けての話し合い等、準備の段階から参加してみたい

実際「アクション」が始まったら参加してみたい

自分の地区でやってみたいことがあった

まだわからないが、今後の「アクション」の取組み状況について知りたい

「新たなアクション」を作っていく話し合いに参加したい

その他
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（２） 試行調査の総括 

 

① 各地域ともアクションミィーティングの継続的開催を中心とした「わが町アクション」が展

開され、準備期間も含めて３～６か月の比較的短期間に、図表のような多様な成果が

確認された。 

 

② 「わが町アクション」を主催した行政職、推進チームの人たちから、想像以上の成果や

手ごたえが得られた、認知症の地域づくりを進めていく自信につながった、進め方のポ

イントが分かった等の意見が共通して得られた。 

 

③ 比較的短期間で多様な効果が得られ、12～14 年度にアクションが自治体/地域の全体

に広がっていくよう、「わが町アクション」をより計画的・継続的に実施して意向が確認さ

れた。、 

 

④ 「わが町アクション」に取組んだ地域の特性や、行政と共にすすめた推進チームのメン

バーは各地域で異なり多様であったが（地元の地域密着型サービス事業者組織、医

師・ケア関係者の地元連絡会、地域包括支援センター、自治会役員・民生委員）、同様

な成果が得られ、今回の「アクションガイド」試案は、地域や推進主体の違いを越えて 

       有効であることが確認された。 

 

⑤ 課題として、年度を越えた持続的展開を推進する行政側の方針・方策のあり方、地域

づくりに関する多様な分野・立場の人の参画や協働に向けた情報発信のあり方、アク

ションチームの主体性・活力を維持していくための推進のあり方等が各地域共通に提

起され、これら自体についても行政のみの課題とせずアクションチーム全員で課題解

決策を生み出していくことの必要性・可能性も提起された。 
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図表４  「わが町アクションガイド」試案に基づく試行による成果 

 

１． 立場・職種・世代を越えた連携拡充効果 

・それまで同じ地域にいてもつながりがなかった多様な職種、立場、世代の人 

たちが出合う機会・場となり、顔の見える関係を築けた 

  ＊特に、行政（事務）職が、地域住民や専門職と直接的な関係が築け 

   この点について行政職員から高い評価が得られた。 

           ・毎回、少しずつ仲間を呼び込んでの参加者像がみられ、地域の人固有の 

            つながりを活かした連携の連鎖が生まれた 

・日常生活の中でもつながりが生まれた 

      ２．「わが町」づくりへの関心・主体性が強まる効果 

           ・町の実情をよく知らなかったが、ミィーティングでの情報・意見交換を通じて 

            町のことをしることができた、わが町への関心が強まった 

           ・行政や専門職、人任せではなく、自分が考え動くことの大切さを実感 

           ・自分から取り組んでいきたいという主体性が高まり、周囲の人にも伝え手に。 

           ・アクションプラン作りの段階から、アクションを自主的に生み出し始めていく 

            動きもみられた。 

３．立場等の違いを活かしあった新たなアイディア・地域アクションの形成効果 

   ・行政のみ、専門職のみ、住民のみでは生まれなかったユニークで地元の生活   

    に密着したアイディアが各地とも次々生まれた（図表）。 

   ・認知症の人に関する話し合いをきっかけにしながら、地域の中で潜在していた 

    生活上の様々な困りごとや気がかりな人に関する地域課題の検討に発展し、 

    認知症に限定しないよりダイナミックなアクションの形成につながった。 

４．認知症（の人）に自然体、日常的に向き合う効果 

・認知症を特別にしないで、普通に、普段の中で、自然体で付き合っていく姿勢  

 が生まれた→近所や身近な人への関心、ちょっとした関わり・支援へ 

・自分ごととしてとらえ、自分の暮らし方、人とのつきあい、支え合いが豊かに 

       ５．「わが町アクション」を楽しみにしながら継続的に取り組む意欲形成の効果 

 ・参加による高い満足度、継続意欲が確認された。楽しみながらの参加    

     ・行政担当者も高い達成感、継続意欲が確認された。 

  ６．首長、行政幹部等に認知症の地域づくりの重要性・価値の高さが伝わる効果 

    ・5 地域のうち３地域では、参加者からの発案やつながりを通じて、今回の試

行の途中段階や最終段階に首長や行政幹部、議員などの参加がみられ、、 

メンバーとの共に熱心に話し合い、認知症の地域づくりを推進していくこと

への積極的な発言がなされた。 
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図表５ 医師らの呼びかけで医療・介護・福祉職・市民・行政職が共に 

わが町アクションミィーティングを継続的に開催 （国立市） 

 話しあいで生まれたアクションテーマ 

 ○市民の理解を高める研修 

 ○いつでも集まれる場つくり 

 ○ちょっとしたことを相談できる場づくり 

 ○デイサービスでやれないことを 

   やれる場つくり 

 ○見守り隊（男性ができること） 

 ○地元でちょっとした手伝い 

 ○本人・家族が情報を得られるサービス 

 ○「私は認知症」と言えるキャンペーン 

ベテランの医師も研修医も多職種・ 

市民と溶け込んでの話しあいが続いた。  

→ アイディアが次々とうまれる（下記） 
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５）「わが町アクションガイド」の作成 

 試行調査の結果、地域リポーターの報告とミィーティングの結果等を素材にガイド試案の見

直しを行い、各自治体や地域が取組みを進めていくためのステップを骨子（図表５）とし、 

ワークシート類や具体的な進め方を盛り込んだガイドの最終版を作成した（巻末資料参照）。 

 

 

 図表６  「わが町アクションガイド」：中心となるわが町ミィーティングの開催概要 
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資 料 編 

 

 

 

 

 

１．アクションミーティング開催資料及び実際例 

 

２．早期発見・支援の取組み事例から 
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１．アクションミーティング開催資料及び実際例 

 
１）第１回目のアクションミーティング（ワークショップ） 
（１）タイトル：認知症地域支援第１回アクションミーティング 
      「集まろう、話し合おう、わが町の今とこれから」 
 
（２）構成と流れ 

①認知症になってもお互いが安心して元気に暮らせる町を一緒につくろう 
～その可能性とポイント～（ワークショップナビゲーター）：４５分 

②自治体の状況（行政、又は、協議会関係者からの情報提供）：１５分 
③「今ある課題」と「こうなってほしいまちの姿・イメージ」を 
グループで話しあおう。（３０分） 

④身近なところで「やってみたいこと」をグループで具体的に話しあおう。 
（４５分） 
⑤「やってみたいこと」に取り組むために全体で共有しよう。（３０分） 
※次回、アクションプランづくりに向けて 

 
（３）実施における留意点 

①については、認知症の当事者が住み慣れた町で暮らし続けていくためには、

介護関係者、行政だけではなく、幅ひろい立場の住民が地域の課題や目指した

いことを共有し、具体的な活動・取組み（アクション）に参加することの“地

域にとっての働きとカタチの重要性”についての説明と実例の情報提供。 
 
②については、地域の現状、当事者の実情（当事者の困りごと）等がどうなっ

ているのかの情報提供。 
 
③④⑤については、各グループでの話あい。次回以降の話あい（アクションプ

ランづくり、ネットワークづくり）につなげていくために、「やってみたいこ

と」を具体的に共有する。グループで共有し、全体共有のためにグループごと

の「やってみたいこと」を報告する。 
・各グループについては、予めグループ分けをしておき、スタート時点からグ

ループごとに着席。 
・できるだけ多様な立場の参加者でグループを構成。 
・各グループに一人、話しあいの経過（各者が話した内容）を記録する役割を

つくる。（カード状の付箋紙等に記録して、同類のものをＡ３のコピー用紙

等に分類・集約していくと整理しやすい。当日の全体共有時に活かすことと、

次回に向けての第１回ミーティング資料として、参加者や関係者に配布。こ
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の情報を参加者のつながりを活かして、伝えてもらい、次回のミーティング

に参加する人を増やす。 
 

  
鯖江市 第１回アクションミーティングから 

 
 
（４）ワークショップナビゲーション資料 

  
 

  
 

  

この町の中で

○多くの認知症の人が暮らしています。
今後も確実に増えていきます。

○本人を支えようとしている家族、
福祉・保健・医療の専門職、行政関係者、
そして地域の人々も増えています。

お互いが、地域の中で
安心して元気に暮らせているでしょうか？

障害複合期症状多発期中核症状出現期元気・グレイゾーン

本人が生きていく
家族が支えていく

発症

ターミ
ナル

もの忘れ検診
予防マネジメント
地域交流
見守りネット

診断・治療
家族支援
若年性対策
孤立対策 行方不明防止策・/SOSネットワーク
権利擁護・虐待防止･拘束廃止 緊急対応、保護

啓発・
予防教室
サポーター
養成講座

医療サービス
ケアマネジメント ターミナル支援
居宅・地域密着型・施設サービス

地域の中で、様々なサービス・資源が増えているが・・・
認知症の人の「理解・支援・つながり」が育っていますか？

かかりつけ医・サポート医・専門医・認知症疾患医療センター

地 域 包 括 支 援 セ ン タ ー

行 政 各 部 署
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友

山場

本
人
の
状
態

死発症 症状多発 身体症状複合 終末

理解・支援・つながり不足
→本人・家族が
二重・三重のダメージ
→「障害」が増幅される
状態の低下が早い
・本人と家族が苦闘
・地域、医療・介護
必要以上の負担増

在宅サービス

グループホーム

理解・支援・つながりあり

本人、家族
周囲の人々が
互いに楽

＊

＊

＊
＊

自分らしい暮らし

家族や親せき
職場の人々
地域の人々
町内会、友人
民生委員さん
店、交通機関他
子供たち

病院・施設

＊どの段階でも
あきらめないで
より良い状態になるように

地域包括支援センター

ケアマネージャー
訪問介護・訪問看護
デイサービス・デイケア
ショートステイ、他

小規模多機能

かかりつけ医・専門医

（
地
域
包
括
ケ
ア
）

つ
な
が
っ
て
支
え
合
お
う

本人と家族は長い経過を辿る： 「理解・支援・つながり」の有無で人生行路に大きな差

＊

保健・行政サービス

いつでも・どこでも、大切な生活仲間

コーディネーター役:地域支援推進員、連携担当者等

認知症の人と共に
お互いが安心して元気に暮らせる町に！

＊これを理想で終わらせず、わが町で実現していくための
挑戦（試行錯誤）が、全国各地で進められています。

＊この町でも・・・バラバラの努力ではなく
「立場や職種を超えていっしょに」

話し合ってみましょう。
動きだしてみましょう。

＊「できないこと」の迷路で立ち往生するのではなく
「できること」をいっしょに見つけながら、
一歩一歩、具体的な取組みを進めていきましょう。
いっしょに、つながりを生み出し深めながら。

アクションミィーティングを一つの（新たな）スタートに！

１．認知症の人と共に
お互いが安心して元気に暮らせる町を一緒につくろう！

～その可能性とポイント～

全国各地の
実践をヒントに

一部の人の・一時的な
取組みで終わらずに
効果的・持続発展的な
町づくりを進めるために

認知症の人と共に暮らす町づくりを
効果的・持続発展的に進めていくための主なポイント

③できることから
ちょっと一緒に

身近な地域で動きだそう
＊日々のいつものこと、
得意ごとを活かして

②立場を超えて
身近な地域で出会い
話しあおう、学びあおう
＊どんな町であってほしいか
自分ごととして、夢を大事に

①認知症の本人・家族の
声と力を大切に

＊暮らしの現状・よりよく
暮らせる可能性を知ろう

④取組み経過を
ふりかえり、伝え合おう
＊（小さな）成果・課題を
活かしやりがいと広がりを

⑤推進チームを大切に
ビジョンを掲げて、息長く
＊わが町のこれからに
むけて楽しい企画を
立てながら

認知症の人と共に暮らす町づくりを
効果的・持続発展的に進めていくための主なポイント

③できることから
ちょっと一緒に

身近な地域で動きだそう
＊日々のいつものこと、
得意ごとを活かして

②立場を超えて
身近な地域で出会い
話しあおう、学びあおう
＊どんな町であってほしいか
自分ごととして、夢を大事に

①認知症の本人・家族の
声と力を大切に

＊暮らしの現状・よりよく
暮らせる可能性を知ろう

④取組み経過を
ふりかえり、伝え合おう
＊（小さな）成果・課題を
活かしやりがいと広がりを

⑤推進チームを大切に
ビジョンを掲げて、息長く
＊わが町のこれからに
むけて楽しい企画を
立てながら

①認知症の本人・家族の声と力を大切に
＊暮らしの現状・よりよく暮らせる可能性を知ろう

認知症と共に生きていくということ
その切実な体験
何を求めているか

どんな町であってほしいか

本当のことは
当事者でないと
わからない。

本人・家族の生活の現状や希望を
よく知らないまま

支援や町づくりが進められがち

町づくりが
表面的で
成果が
上がらない

「自己満足じゃあ、
ないですか・・・」
という厳しい
指摘も・・・。

急がば
回れ！

あなたの身近な地域にも
声を出せる機会

声を聴いてもらえる機会を
待っている認知症の人と家族が

きっといます。

町づくりで最も大切な資源は
認知症の本人と家族

＊身近にいる「一人」を大切に、声をじっくり聴く機会をつくろう
＊声を集め、現状・課題、希望、必要な支援の具体的内容を整理しよう

実例

これまでの
相談内容から、
声を集約し、
整理してみた

家族会で、現状
や希望を集中的
に話し合い、一
緒に整理した

相談や支援を
している人の声を
あらためて
聴いてみた

本人・家族に
聴き取りや
アンケート
⇒声を集約

地域で
本人・家族の
話を聴く会を
開催・話し合う
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②立場を超えて身近な地域で出会い、話しあおう、学びあおう

どんな町であってほしいか自分ごととして夢を大事に

・「いつもの関係者」だけでは、本人・家族を支えきれない。
取組みがマンネリ、尻すぼみ・・・。

・本人と家族を守り、生活の豊かさを保つためには、
専門職・行政職も、地域の人も、両方が大切。

・町のあらゆる人が、認知症と無関係ではない。

＊理解者や支援者が足りない・・・ようで、
町には認知症に関心を寄せ、支え手になる人が大勢いる。

＊よく知っているつもりの町・・・・のようで
よく知らない、お互いが出会えていない、話し合えていない。
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③できることから、ちょっと一緒に、身近な地域で動きだそう
＊日々のいつものこと、得意ごとを活かして

・問題やできないことだけに目を奪われずに

・悩んでばかりいないで、
「ちょっとできそうなこと」から、とにかく動きだしてみよう。
＊無理をせず、 すぐできそうなことから
＊構えずに、自分のいつものこと、得意・楽しみを活かして

・一人だけ、いつものメンバーだけでなく
「ちょっと一緒に」：地域の誰かに一声かけて一緒に

・頑張りすぎない
「ちょっと力を貸して」⇒他の人とつながるチャンス

他の人が力を出せるチャンス
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④取組み経過をふりかえろう、伝え合おう
＊（小さな）成果・課題を活かして、やりがいと広がりを

・ 先ばかり急いで、やりっぱなしにしないように
やってみた「その後の経過」を、丁寧に追っかけて確認を

・できていないこと、まだまだ・・・という課題も冷静に。

・一方で、（小さな）成果も丁寧にキャッチしよう。
現場にいってよく聞いてみる、みてみると
いろいろな動き、工夫、努力、変化が起きている。
☆どんなに些細なことでも、労をねぎらい、喜びあおう
⇒取り組んだ人たちのやりがい、次なる自主的な
アクションの推進力になる

☆地域の人たちと、課題と成果を具体的に、わかりやすく
伝えあおう、情報発信⇒次に取り組む人の貴重な参考

○取組み途中の段階でも、生まれた小さな成果を
みつけて、地域に積極的に情報発信しています。
協力してくださる方が喜んで、つながりが深まり、
自主的にますます内容の濃い取組みにつながっています。
地域の他の人からも反応が返ってきて、いい意味で
競い合うように取組みが広がっています。

(地域包括支援センター）

○サポーター講座の受講生や地域の事業者等に
取組んでみてのエピソードを書いてもらう「キラリシート」
を配っています。思いがけない素敵なエピソードが集まり
町の力に感激しています。地域のたくさんの人たちに、
町が動き始めていることをもっと知ってもらいたいです。

（市役所職員）

⑤推進チームを大切に、ビジョンを掲げて、息長く
＊わが町のこれからにむけて楽しい企画を立てながら

・ 推進チームがないと、町づくりがうまく進まない、
長続きしない。
▲熱心な人たちがいても、まとまりにくい
お見合い状態が起き、力を結集しにくい

＊わが町の町づくりを積極的・継続的に進めていくための
主体的な人たちが集まった推進チームが必要。
・多様な立場の人たちが主体的につくりだすチームを
行政の担当者のみの推進だと、管轄範囲内の
取組みにとどまったり、担当者の交代時に
取組みが失速したり、先細りにしがち

・何を目指して町づくりを進めるか、対話と実践を
重ねながら、ビジョンを具体化・共有しながら。
・町の現状をモニタリングしながら、新鮮に楽しい企画を

３．「今ある課題」と「こうなってほしい町の姿・イメージ」を
話しあおう。

○まずは簡単に、各自が自己紹介を（立場、名前） 5分
⇒進行役、記録役、報告役を決めよう。 1分位で

１）それぞれが自由に話してみよう、他の人の声を聞こう
①町の身近なところで一人ひとりが気になっていることや
困っていることは・・・

②こうなってほしい町の姿・イメージは・・・
＊無理、と決めつけず「こうなってほしい町の姿」を
具体的に書き出してみよう。

＊記録係の方へ：付箋紙1枚に、１つの内容を
どんどんメモしよう

３．「今ある課題」と「こうなってほしい町の姿・イメージ」を
話しあおう。

○まずは簡単に、各自が自己紹介を（立場、名前） 5分
⇒進行役、記録役、報告役を決めよう。 1分位で

１）それぞれが自由に話してみよう、他の人の声を聞こう
①町の身近なところで一人ひとりが気になっていることや
困っていることは・・・

②こうなってほしい町の姿・イメージは・・・
＊無理、と決めつけず「こうなってほしい町の姿」を
具体的に書き出してみよう。

＊記録係の方へ：付箋紙1枚に、１つの内容を
どんどんメモしよう

２）各自の声（付箋紙のメモ）を、話し合いながら整理してみよう。
付箋紙のメモを台紙に貼っていこう
＜①気になっていること・困りごと＞
・似た内容のメモをグループ分けして、
グループ別に台紙に貼ろう。
⇒どのようなグループ分けができたか
グループごとに大まかなタイトルをつけてみよう。

＜② こうなってほしい町の姿・イメージ＞
・似た内容のメモをグループ分けして、
グループ別に台紙に貼ろう。
⇒どのようなグループ分けができたか
グループごとに大まかにタイトルをつけてみよう。
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南足柄市 第１回アクションミーティングから 

 
 

  

４．身近なところでちょっと一緒に
「やってみたいこと」をグループで具体的に話しあおう。

１）「こうなってほしい町」にむけて
身近なところで「やってみたいこと」のアイディアを
各自がどんどん出してみよう。
☆認知症の本人や家族と「ちょっといっしょに」
できることも、考えてみよう。

・無理と決めつけないで・・・
・今の現状や立場に縛られずに
伸び伸びアイディアをだしてみよう。

＊記録係の方へ：付箋紙1枚に、１つの内容を
どんどんメモしよう

２）各自の声（付箋紙のメモ）を、話し合いながら整理してみよう。
付箋紙のメモを台紙に貼っていこう

＜身近なところでちょっと一緒に 「やってみたいこと」＞

・似た内容のメモをグループ分けして、
グループ別に台紙に貼ろう。
⇒どのようなグループ分けができたか
グループごとに大まかなタイトルを
つけてみよう。
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２）第２回目のアクションミーティング（ワークショップ） 
（１）構成と流れ 

①第２回アクションミーティングのねらいと流れ：１０分 
※席（最初）は、１回目のグループと同じグループで。 

②第１回ワークショップのまとめをもとに、グループで話しあってみよう。 
○「アクションプランづくり」に向けて：１５分 
○各グループで「やってみたいこと」を３つ程度に絞ってみよう：２０分 
 ワークシート１に各々メモしながら、グループで１枚にまとめよう。 
（例）サロン同士のつながりづくり、子供たちとグループホームの交流づ

くり、誰でも参加できる、日常の集いの場づくり 
 

③各グループから「やってみたいこと」のまとめ発表とグループ分け：３０分 
※各グループのまとめを板書して、同じもの、似たものを整理、４～５つ

程度の「やってみたいこと」を設定、各々が参加したい「やってみたいこ

と」ごとに新たなグループをつくる。（ひとつで、多人数になってしまった

場合は、グループで相談して、１グループでやるか、分けるかを決めても

らう） 
④ワークシートを使って、具体的なアクションの計画をたててみよう：７５分 

 
⑤第３回目のワークショップに向けて：１５分 

 

  

  

西東京市 第２回アクションミーティングから 
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（２）ワークシート 
 

 

第２回ワークショップ ワークシート１ 

 

  

第２回 認知症地域支援アクションミーティング

＜ワークシート １：話しあいメモ（個人）＞

１．１回目のまとめをもとに、もう一歩、グループで話しあってみよう！

地区名・町名 お名前

身近な困りごと・課題と思うこと こうあってほしい町のイメージ・姿

できること、できそうなこと

やってみたいこと
3つ選ぼう

☆

☆やってみたいことを具体的にリストアップして、グループ内で話しあって３つ選んでみよう。
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第２回ワークショップ ワークシート２ 
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３）第３回目のアクションミーティング（ワークショップ） 
（１）構成と流れ 

①第３回アクションミーティングのねらいと流れ：１０分 
※席は、２回目後半のグループと同じグループで。 

 
②第２回のアクションプランシートをもとに、グループで話しあってみよう。 
：６０分 
「アクションプラン」をかためていこう！ 
・それぞれのグループのアクションプランをより具体的に。 
（第２回目のアクションプランシートを使って（続き）） 

 
③各グループで「アクションプラン」をまとめよう：５０分 

○アクションシート（まとめシート）にまとめる。 
※アクションシートは、グループで１枚。 

 
④各グループのプランを互いに報告しよう：４０分 

・他グループからのアイデア（→シートに欄をつくっておく） 
 
 
 
 
 
 

  

西東京市 第３回アクションミーティングから 
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（２）ワークシート 
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４）第４回目のアクションミーティング（地域フォーラム） 
（１）構成と流れ 

①開会・あいさつ：１０分 
②アクションミーティング全体の説明（目的・経過）：１０分 
③ワークショップに参加して気づいたこと、発見したこと：１０分 
④各ワークグループからのアクション紹介：１グループ約１５分 
⑤今後のアクションへの応援メッセージ（ゲスト）：３０分 
⑥各グループごとに仲間づくり（アクションメンバー募集）：３０分 
⑦今後に向けて 

 

（２）開催例（新潟県湯沢町） 
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高齢者人口の11人に１人が認知症
（２３年１２月末介護保険認定者）

9,087 9,053 8,990 8,903 8,867 8,796 8,654 8,541 8,515 8,400 8,308 8,245

2,006 2,064 2,117 2,148 2,180 2,249 2,301 2,343 2,404 2,458 2,480 2,487

22.1% 22.8%
23.5% 24.1%

24.6%
25.6%

26.6% 27.4%
28.2%

29.3% 29.9% 30.2%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

0

5,000

10,000

15,000

20,000

H12 H13 H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23

（人）

総人口

高齢者人口

高齢化率

湯沢町の認知症の状況

24年1月31日
総人口8,249
高齢者人口
2,494
高齢化率
30.2％
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　　　年度 　～H７ H13 H15 H1７ H１８ H２０ H21 H22 H23 H24

　取り組み
県民介護

講座

認知症支援検討チーム （町)

認知症キャラバンメイト・サポーター養成

高齢者こころの相談会 (町)

町リハビリ事業

元気パワーアップ倶楽部 (町)

温水健康体操教室（町民アシスタント・ボランティア育成事業） (町)

地域けんこつ体操教室 (町)

地域いきいきサロン事業 (湯沢社協)

訪問支援員による訪問 見守りネット訪問(湯沢社協)

小規模多機能・グループホーム開設

お達者倶楽部開始（苗場福祉会委託）

認知症ケア普及啓発事業

認知症施策総合推
進事業

認知症の視点でサービスの見直

認知症支援実態

調査

住み慣れた家・地域での生活が続けられる（大目標）
認知症について正しい知識を持ち支援できる人が増える（中目標）
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できることから、ちょっと一緒に、身近な地域で動きだそう
＊日々のいつものこと、得意ごとを活かして

・問題やできないことだけに目を奪われずに
・悩んでばかりいないで、
「ちょっとできそうなこと」から、とにかく動きだしてみよう。
＊無理をせず、 すぐできそうなことから
＊構えずに、自分のいつものこと、得意・楽しみを活かして

・一人だけ、いつものメンバーだけでなく
「ちょっと一緒に」：地域の誰かに一声かけて一緒に

・頑張りすぎない
「ちょっと力を貸して」⇒他の人とつながるチャンス

他の人が力を出せるチャンス

認知症地域支援アクションミーティングで大切にしてきたこと

第１回 集まろう、話し合おう、わが町の今とこれから

認知症の人と共に
お互いが安心して元気に暮らせる町にむけて

町で気がかりなこと⇒こうなってほしい町の姿⇒「やってみたいこと」

第２回 やってみたいことの「アクションプランづくり」をしよう
「やってみたいテーマ」の整理⇒テーマ別のグループでアクションの討議

第３回 アクションにむけたプランを練ろう！アクションのイメージを共有

テーマ別のグループでアクションの具体化⇒企画をアクションシートにまとめよう

第４回 地域づくりフォーラム

地元アクションへの協力や参加を呼びかけよう

ミーティングメンバー：住民（介護者・ボランティア・町内会長・マンション関係等20人、
医療・介護関係5人、健康福祉課10人



58 
 

 

 

 

 

 

 

  

わが町のアクションプランを作ろう（1回目）

「今ある課題」「こうなってほしい町の姿」「やっ
てみたいこと」について話し合い

課題 どうなってほしいか 何ができるか

（認知症とわかってから）
お茶のみの人が来てく
れなくなった

気軽に寄りあえる場所
があるといいね

日を決めないで立ち寄
れる場所・・うちの近所
にスペースあるよ

時間が空いた時にお話
を聞くくらいなら手伝える
よ
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＜わが町アクション＞ 
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平成 23 年度 老人保健事業推進費等補助金 老人保健健康増進等事業 

 

認知症を知り 地域をつくる 10 ヵ年の最終目標に向けた 

「’12-’14 わが町アクションガイド」の開発と検証に関する調査研究事業 
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