
地域地域地域地域連携連携連携連携をををを考考考考えるえるえるえる

みまみまみまみま～も～も～も～もくんくんくんくん

●暮らしやすい地域にするため、さまざまな
機関とのネットワークをつくり調整します。

●介護に関する相談や悩み以外にも、福祉や
医療など何でもご相談ください。

●要支援１・２と認定された人は介護保険の
介護予防サービスを利用できます。

●支援や介護が必要となる恐れの高い人は、
市区町村が行う介護予防事業を利用できます。

さまざまなさまざまなさまざまなさまざまな方面方面方面方面からみなさんをからみなさんをからみなさんをからみなさんを支支支支えますえますえますえます

●皆さんが安心していきいきと暮らせるよう、み
なさんの持つさまざまな権利を守ります。虐待へ
の対応や、成年後見制度の紹介や、消費被害な
どに対応します。

何何何何でもごでもごでもごでもご相談相談相談相談くださいくださいくださいください

総合相談総合相談総合相談総合相談

自立自立自立自立してしてしてして生活生活生活生活できるようできるようできるようできるよう支援支援支援支援しますしますしますします

介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント

みなさんのみなさんのみなさんのみなさんの権利権利権利権利をををを守守守守りますりますりますります

権利擁護権利擁護権利擁護権利擁護

包括的包括的包括的包括的・・・・継続的継続的継続的継続的ケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメントケアマネジメント

地域地域地域地域包括支援包括支援包括支援包括支援センターはセンターはセンターはセンターは包括支援包括支援包括支援包括支援センターはセンターはセンターはセンターは6565656565656565歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口ですですですです歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方のののの相談窓口相談窓口相談窓口相談窓口ですですですです

保健師保健師保健師保健師・・・・看護師看護師看護師看護師、、、、社会福祉士社会福祉士社会福祉士社会福祉士、、、、主任主任主任主任ケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーケアマネジャーの専門職が、
高齢者が「地域で、その人らしい生活を送るために」

このような支援を行っています。

大田区内大田区内大田区内大田区内 20202020カカカカ所所所所のののの地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターでセンターでセンターでセンターで
1111ヶヶヶヶ月月月月 10000100001000010000件件件件 のののの相談相談相談相談にににに対応対応対応対応していますしていますしていますしています。。。。

0000 1000100010001000 2000200020002000 3000300030003000 4000400040004000 5000500050005000 6000600060006000 7000700070007000

住宅問題住宅問題住宅問題住宅問題

虐待・権利擁護虐待・権利擁護虐待・権利擁護虐待・権利擁護

経済問題経済問題経済問題経済問題

家族問題家族問題家族問題家族問題

在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係在宅福祉関係

入院・転院入院・転院入院・転院入院・転院

施設入所関係施設入所関係施設入所関係施設入所関係

住宅改修・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係住宅改修・福祉用具関係

区のサービスについて区のサービスについて区のサービスについて区のサービスについて

その他その他その他その他

介護保険関係介護保険関係介護保険関係介護保険関係

一人一人一人一人のののの相談相談相談相談がががが一一一一つのつのつのつの内容内容内容内容でででで終終終終わらないわらないわらないわらない
ということということということということ。。。。ここここここここ数年数年数年数年、、、、ケースのケースのケースのケースの相談相談相談相談がががが
多問題化多問題化多問題化多問題化してきていますしてきていますしてきていますしてきています。。。。

10000100001000010000件件件件のののの相談相談相談相談ですがですがですがですが、、、、相談相談相談相談のののの
内容内容内容内容はははは各種各種各種各種15000150001500015000件件件件にのぼりますにのぼりますにのぼりますにのぼります これはあくまで、

地域包括支援センターに
たどり着くことのできた件数。

地域包括支援センターＮＨＫ全国アンケート

調査時期 ２０１０年８月～９月

回答センター数 ３３０９（回答率７９．５％）

• １人暮らしの高齢者で、介護が必要な状態だと
思われるのにサービスを利用していない人

３万８５８８人

→ ただしこの数字はあくまでも

『氷山の一角』

・・・・独独独独りりりり暮暮暮暮らしらしらしらし、、、、またはまたはまたはまたは高齢者高齢者高齢者高齢者のみののみののみののみの世帯世帯世帯世帯がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・集合住宅集合住宅集合住宅集合住宅でででで暮暮暮暮らすらすらすらす高齢者高齢者高齢者高齢者がががが多多多多いいいい。。。。

・・・・会社勤会社勤会社勤会社勤めでめでめでめで、、、、職場職場職場職場とととと生活生活生活生活のののの場場場場がががが別別別別のののの方方方方がががが多多多多いいいい。。。。

私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴私私私私たちのたちのたちのたちの働働働働くくくく大都市大都市大都市大都市のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの特徴特徴特徴特徴

近所付近所付近所付近所付きききき合合合合いやいやいやいや、、、、人間関係人間関係人間関係人間関係がががが希薄希薄希薄希薄なななな傾向傾向傾向傾向にあるにあるにあるにある。。。。

自分自分自分自分でででで意識的意識的意識的意識的にににに関関関関わりをわりをわりをわりを持持持持たなければたなければたなければたなければ、、、、容易容易容易容易にににに
孤立孤立孤立孤立してしまうしてしまうしてしまうしてしまう。。。。



ＮＨＫ「首都圏ネットワーク」放送
平成２０年10月9日特集

都会都会都会都会でででで暮暮暮暮らすらすらすらす

おおおお年寄年寄年寄年寄りのりのりのりの現実現実現実現実 大森大森大森大森

一人暮らし。
認知症があるケース。自らはＳＯＳを出せない。
第三者が金銭詐取の形跡あり。

Ａさん８９歳 女性

手手手手をさしのべたのをさしのべたのをさしのべたのをさしのべたのは・・・は・・・は・・・は・・・

高校時代高校時代高校時代高校時代のののの同窓生同窓生同窓生同窓生、、、、電話電話電話電話だけのつながりだけのつながりだけのつながりだけのつながり。。。。
心配心配心配心配だけれどもだけれどもだけれどもだけれども行行行行けない・・・けない・・・けない・・・けない・・・。。。。

Ａさんの場合

同窓生同窓生同窓生同窓生

電話だけの細い糸

本人

同窓生

本人
ケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャーケアマネージャー

デイサービスデイサービスデイサービスデイサービス

後見人後見人後見人後見人

ヘルパーヘルパーヘルパーヘルパー

医医医医 師師師師

支援支援支援支援センターセンターセンターセンター

行行行行 政政政政 大都市部の高齢者の現状が
あります。

このような状況になるまで

「 気づかれない！ 」

このような人が特別な人ではないんです。
だれでもこのような状況になる可能性はあります
私たちが日々働いている中でも
このような人たちとの
関わりが急増しています！

少人数の職員体制の中、
ともすれば・・・、

相談に来ることができた高齢者に対して、
サービスを提供するだけの対応に終始しがち。

本来本来本来本来のののの地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターのセンターのセンターのセンターの役割役割役割役割をををを果果果果たしたことにはたしたことにはたしたことにはたしたことには
ならないならないならないならない。。。。

それではそれではそれではそれでは、、、、今後今後今後今後のののの更更更更なるなるなるなる高齢化高齢化高齢化高齢化やややや、、、、
多問題多問題多問題多問題をををを抱抱抱抱えるえるえるえる高齢者高齢者高齢者高齢者にににに対応対応対応対応できなくなるのはできなくなるのはできなくなるのはできなくなるのは明明明明らからからからか！！！！

まるで
、

もぐら
叩き！



私たちが関わる大都市部地域
社会のこれからは、

「「「「一人暮一人暮一人暮一人暮らしでらしでらしでらしで
９０９０９０９０歳歳歳歳！！！！そして・・・そして・・・そして・・・そして・・・、、、、
なおかつなおかつなおかつなおかつ、、、、認知症認知症認知症認知症」」」」

というケースがごく普通になる。

素朴な疑問・・・

いざいざいざいざ、、、、介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったらになったらになったらになったら、、、、誰誰誰誰がががが
相談相談相談相談にににに来来来来れるのでしょう・・・れるのでしょう・・・れるのでしょう・・・れるのでしょう・・・？？？？？？？？？？？？

介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったらになったらになったらになったら、、、、
いつでもいつでもいつでもいつでも相談相談相談相談にににに
来来来来てくださいてくださいてくださいてください！！！！！！！！

平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年４４４４月発足月発足月発足月発足！！！！

東京都保健福祉計画東京都保健福祉計画東京都保健福祉計画東京都保健福祉計画 モデルモデルモデルモデル事例事例事例事例

（（（（平成平成平成平成24242424～～～～26262626年度年度年度年度））））

おおたおおたおおたおおた高齢者見守高齢者見守高齢者見守高齢者見守りネットワークりネットワークりネットワークりネットワーク

『新たな都市型ネットワークモデル！』 平成２０年１月「おおた高齢者見守りネットワーク」発足！

発足当時発足当時発足当時発足当時
１５１５１５１５名名名名からのスタートからのスタートからのスタートからのスタート！！！！

包括支援包括支援包括支援包括支援センターセンターセンターセンター
７７７７名名名名

介護事業所介護事業所介護事業所介護事業所 ５５５５名名名名
ダイシンダイシンダイシンダイシン百貨店百貨店百貨店百貨店

３３３３名名名名

みんな
若いなぁ～～

後後後後 援援援援

大田区大田区大田区大田区・・・・大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会大田区社会福祉協議会・・・・ 社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会社団法人東京社会福祉士会・おおた・おおた・おおた・おおた社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会社会福祉士会
社団法人社団法人社団法人社団法人 大森医師会大森医師会大森医師会大森医師会 ・・・・ 大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科医師会社団法人蒲田医師会大森歯科医師会社団法人蒲田医師会 ・・・・ 蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会蒲田歯科医師会
大田区薬剤師会大田区薬剤師会大田区薬剤師会大田区薬剤師会 ・・・・ 地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会地域力推進六郷地区委員会 ・・・・ 大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会大田区介護支援専門員連絡会

東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療東京都健康長寿医療センターセンターセンターセンター

協賛病院 ７ 協賛施設 ４

協賛医療・介護事業所 ３４

協賛企業 ２５

現在現在現在現在はははは！！！！
私たち地域で働く専門職たちが、
地域に暮らす皆さんのためにできる

３３３３つのつのつのつの安心安心安心安心！！！！

① ② ③



医療医療医療医療やややや介護介護介護介護がががが必要必要必要必要になったときにになったときにになったときにになったときに、、、、
関関関関わりのあるわりのあるわりのあるわりのある専門家専門家専門家専門家たちにたちにたちにたちに、、、、
相談相談相談相談やサービスをやサービスをやサービスをやサービスを依頼依頼依頼依頼できるできるできるできる安心安心安心安心。。。。

①
毎月毎月毎月毎月１１１１回回回回。。。。地域地域地域地域のののの高齢者高齢者高齢者高齢者のののの異変異変異変異変にににに
気付気付気付気付くくくく視点視点視点視点をををを学学学学ぶためぶためぶためぶため、、、、約約約約100100100100名名名名のののの
地域地域地域地域のみなさんがのみなさんがのみなさんがのみなさんが参加参加参加参加されていますされていますされていますされています。。。。

元気元気元気元気なななな頃頃頃頃からからからから日常的日常的日常的日常的にににに地域地域地域地域のののの専門職専門職専門職専門職とととと
つながっているというつながっているというつながっているというつながっているという安心安心安心安心。。。。

②

あなたが、もし外出先で突然倒れるなど、身元が確認できない状況で
救急搬送された際、迅速に身元確認が行えるようにするためのものです。

また、認知症の方の徘徊などの際にも身元確認に役立つものです。
キーホルダーが目印になり、搬送先病院や警察などが、地域包括支援
センターへ連絡し、あなたの登録状況を確認することができます。

・

担当さわやかサポートの連絡先が記載されています。 本人を確認するための番号（登録番号）が記載されています。

高齢者見守高齢者見守高齢者見守高齢者見守りキーホルダーりキーホルダーりキーホルダーりキーホルダー登録登録登録登録システムシステムシステムシステム

〈〈〈〈表表表表〉〉〉〉 〈〈〈〈裏裏裏裏〉〉〉〉

平成２４年度から
大田区のサービスとして
スタートしました！！

対象者１４万人！
平成25年８月現在 登録者

１１１１７７７７,３２６３２６３２６３２６人人人人！！！！

秋田県仙北市

宮城県石巻市

広島県
竹原市

熊本県人吉市

新潟県胎内市

佐賀県
小城市

徳島県

長野県長野市

大阪府吹田市

北海道帯広市

茨城県土浦市

徳島県海陽町

５５５５年間年間年間年間のののの
みまみまみまみま～～～～ものあしあとものあしあとものあしあとものあしあと

東京都
町田市

東京都
中央区

東京都大田区生東京都大田区生東京都大田区生東京都大田区生まれまれまれまれ！！！！見守見守見守見守りキーホルダーりキーホルダーりキーホルダーりキーホルダー！！！！

愛知県豊川市

愛知県岡崎市

愛知県岡崎市
『あんしん
見守りキーホルダー』

広島県竹原市
「あんしんホルダー」

熊本県人吉市
「ひとよしＳＯＳキーホルダー」

愛知県豊川市
「いなりんお守り」

東京都中央区
「中央区見守りキーホルダー」

東京都町田市
『高齢者あんしん
キーホルダー 』

茨城県土浦市
「高齢者見守りキーホルダー」

新潟県胎内市
『救命ホルダー
胎内たすく！ 』

全国の自治体に広がっているキーホルダー登録事業登録事業登録事業登録事業



いくつになってもいくつになってもいくつになってもいくつになっても楽楽楽楽しみにしみにしみにしみに
出出出出かけるところがあることかけるところがあることかけるところがあることかけるところがあること。。。。
そこにはそこにはそこにはそこには自分自分自分自分のののの役割役割役割役割があるがあるがあるがある。。。。
何何何何よりよりよりより「「「「元気元気元気元気でいようでいようでいようでいよう、、、、いたいいたいいたいいたい！！！！」」」」
というというというという思思思思いをいをいをいを持持持持つことができるつことができるつことができるつことができる日々日々日々日々であることであることであることであること。。。。

③ 商店街組合商店街組合商店街組合商店街組合・・・・大田区大田区大田区大田区とととと連携連携連携連携してしてしてして、、、、
サロンづくりにサロンづくりにサロンづくりにサロンづくりに取取取取りりりり組組組組んでいますんでいますんでいますんでいます！！！！

その名も！

「「「「大田区立新井宿第一児童公園大田区立新井宿第一児童公園大田区立新井宿第一児童公園大田区立新井宿第一児童公園」」」」はははは、、、、
一昨年一昨年一昨年一昨年まではこんなまではこんなまではこんなまではこんな公園公園公園公園でした・・・でした・・・でした・・・でした・・・。。。。

スタッフとスタッフとスタッフとスタッフと一緒一緒一緒一緒ににににみまみまみまみま～～～～ものものものもの活動活動活動活動をしてくれるをしてくれるをしてくれるをしてくれる
みまみまみまみま～～～～もサポーターもサポーターもサポーターもサポーターがががが、、、、地域地域地域地域にににに６０６０６０６０名誕生名誕生名誕生名誕生しましたしましたしましたしました！！！！

募集要項募集要項募集要項募集要項

対象

会費 前期・後期各２，０００円

本事業に賛同し、基本的に
月１回以上活動できる方

期間
●前期：４月１日 ～９月３０日

●後期：１０月１日～３月３１日

（半年毎、更新可能）

サポーターサポーターサポーターサポーター特典特典特典特典

サポーターサポーターサポーターサポーター証証証証、、、、及及及及びびびび、、、、活動活動活動活動のののの際使用際使用際使用際使用するエプロンをするエプロンをするエプロンをするエプロンを
配布配布配布配布しますしますしますします。。。。

活動活動活動活動にににに必要必要必要必要なななな学習会学習会学習会学習会などになどになどになどに参加参加参加参加できますできますできますできます。（。（。（。（園芸園芸園芸園芸などのなどのなどのなどの
知識知識知識知識がなくてもがなくてもがなくてもがなくても大丈夫大丈夫大丈夫大丈夫ですですですです））））

理学療法士理学療法士理学療法士理学療法士がががが指導指導指導指導するするするする、、、、月月月月1回回回回のののの公園公園公園公園リハビリやリハビリやリハビリやリハビリや、、、、食事会食事会食事会食事会、、、、
そのそのそのその他自主他自主他自主他自主グループグループグループグループ活動活動活動活動にににに無料無料無料無料でででで参加参加参加参加できますできますできますできます。。。。

そのそのそのその他他他他、、、、イベントイベントイベントイベント開催開催開催開催などのおなどのおなどのおなどのお知知知知らせをしますらせをしますらせをしますらせをします。。。。

１１１１

２２２２

３３３３

４４４４

一緒一緒一緒一緒にににに、、、、
地域地域地域地域づくりにづくりにづくりにづくりに

取取取取りりりり組組組組みましょうみましょうみましょうみましょう！！！！！！！！

みんなでみんなでみんなでみんなで土土土土をををを耕耕耕耕し・・・し・・・し・・・し・・・

みんなでペンキみんなでペンキみんなでペンキみんなでペンキ
をををを塗塗塗塗り・・・り・・・り・・・り・・・

みんなでみんなでみんなでみんなで花花花花をををを植植植植え・・・え・・・え・・・え・・・
木木木木のののの枝枝枝枝をををを切切切切り・・・り・・・り・・・り・・・ こんなこんなこんなこんな風風風風にににに生生生生まれまれまれまれ変変変変わりましたわりましたわりましたわりました！！！！！！！！！！！！



公園の隣の名店街会館！

ここで介護予防の様々な講
座をスタートしました。

＜みま～もレストラン＞ ＜ノルディック・ウォーク＞＜パソコン教室＞

大人気大人気大人気大人気！！！！みまみまみまみま～～～～もももも講座講座講座講座・・・・・・・・・・・・。。。。「「「「介護予防介護予防介護予防介護予防のスパイスがのスパイスがのスパイスがのスパイスが満載満載満載満載ですですですです！」！」！」！」

大森柳本通大森柳本通大森柳本通大森柳本通りりりり商店街商店街商店街商店街にににに「「「「アキナイアキナイアキナイアキナイ山王亭山王亭山王亭山王亭」」」」新装新装新装新装オープンオープンオープンオープン！！！！

ステーション「アキナイ山王亭」

「アキナイ山王亭」は、大田区が、空き店舗等を活用した
お休み処やトイレ等の提供への補助を行う

「商店街コミュニティ活性化事業」を利用して、
大森柳本通り商店街振興組合が閉店した履物屋を改修。

２３２３２３２３年度年度年度年度はははは年間年間年間年間７０７０７０７０講座講座講座講座！！！！
２４２４２４２４年度年度年度年度はすでにはすでにはすでにはすでに１００１００１００１００のののの講座講座講座講座やイベントをやイベントをやイベントをやイベントを開催開催開催開催！！！！！！！！

第８回東京商店街グランプリ
「準グランプリ受賞！！」

平成25年！公園の全面改修が決定！ ひとつの取り組みを通して・・・

自治体自治体自治体自治体
（本来縦割り）

商店街商店街商店街商店街

○
○

課

□
□

課

△
△

課

△
△

屋

□
□

屋

○
○

屋

保健
医療

福祉専門職の
集合体

地地地地 域域域域

形だけのネットワークは機能しない。実際を取り組みながら
生まれる関係。それが本来のネットワーク！！



キーワードは、「社会参加」

いくつになってもいくつになってもいくつになってもいくつになっても、、、、持病持病持病持病があってもがあってもがあってもがあっても、、、、１１１１人人人人でででで外出外出外出外出できなくてもできなくてもできなくてもできなくても、、、、
そのそのそのその人人人人なりのなりのなりのなりの社会参加社会参加社会参加社会参加のののの『『『『 場場場場 』』』』がある・・・がある・・・がある・・・がある・・・。。。。
ひとつのひとつのひとつのひとつの大大大大きなきなきなきな施設施設施設施設よりよりよりより、、、、地域地域地域地域にそんなにそんなにそんなにそんな場場場場がたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることががたくさんあることが重要重要重要重要
なんですなんですなんですなんです！！！！！！！！

いくつになってもいくつになってもいくつになってもいくつになっても、、、、行行行行きたいきたいきたいきたい場所場所場所場所があるがあるがあるがある！！！！
それはそれはそれはそれは、、、、気軽気軽気軽気軽にににに訪訪訪訪れることができるれることができるれることができるれることができる場所場所場所場所。。。。

行行行行きたいときたいときたいときたいと思思思思えるえるえるえる場所場所場所場所！！！！
そこにはそこにはそこにはそこには、、、、友人友人友人友人・・・・知人知人知人知人がいてがいてがいてがいて、、、、自分自分自分自分をををを待待待待っていてくれるっていてくれるっていてくれるっていてくれる。。。。

必要必要必要必要としてくれているとしてくれているとしてくれているとしてくれている。。。。

社会参加
介護保険
在宅医療

専門職の介入時期

「「「「みまみまみまみま～～～～もももも」」」」のののの4444つのつのつのつのつなつなつなつながりがりがりがり

①地域包括支援センターと多様な専門職
（医療・保健・福祉およびその他の専門機関）
②専門職同士のつながり
③地域包括支援センターと高齢者・住民
④高齢者と専門職

これら4つの関係性を醸成しつづけるための手段として、

地域づくりセミナー、みま～もレストラン、
キーホルダー、みま～もステーションなど、
そしてその他の多様なイベントがあるのです。

地域連携のためのキーワード

発想の転換！！

医療連携

医療・介護連携

地域包括ケア今、なぜ
必要なのか・・・？

決決決決してしてしてして見失見失見失見失ってはいけないことってはいけないことってはいけないことってはいけないこと！！！！

・地域に暮らす、地域で働く、すべての人たちで支え合う
体制づくりのため。（制度内連携・制度間連携・専門職連携

がゴールではない！）

・専門職だけの自己満足・一方通行は成就しません！
（恋と同じ！）

・まちづくりの視点！

ネットワークネットワークネットワークネットワークはははは 「「「「目的目的目的目的」」」」ではなくではなくではなくではなく「「「「手段手段手段手段」」」」

・・・・何何何何のためにネットワークをつくるのかのためにネットワークをつくるのかのためにネットワークをつくるのかのためにネットワークをつくるのか？？？？
・ネットワークを・ネットワークを・ネットワークを・ネットワークを使使使使ってってってって何何何何をするのか・・をするのか・・をするのか・・をするのか・・？？？？

住民同士住民同士住民同士住民同士のののの日常日常日常日常のおのおのおのお付付付付きききき合合合合いからいからいからいから、、、、
必要必要必要必要なななな時期時期時期時期にににに専門職専門職専門職専門職につながりにつながりにつながりにつながり、、、、
適切適切適切適切なななな支援支援支援支援につながるシステムづくりにつながるシステムづくりにつながるシステムづくりにつながるシステムづくり！！！！



私たち専門職が築くネットワークは
誰のため？

地域のため、高齢者のため、家族のため・・・？
やらなければいけないから・・・・？

こんな気の重い、
苦痛な

ことはありません！！

自分自分自分自分たちのたちのたちのたちの本来持本来持本来持本来持っているっているっているっている
専門性専門性専門性専門性をををを発揮発揮発揮発揮できるできるできるできる
仕事仕事仕事仕事をするためをするためをするためをするため！！！！

生死に関わるぎりぎりの状態で
通報により初めて介入！

（こんなときは専門職も
へったくれもない！）

ネットワークの最大の効果 シナジー効果！
１１１１＋＋＋＋１１１１＝＝＝＝２２２２ ではなく、
さらに大きな効果を得ることができる。

ネットワークのネットワークのネットワークのネットワークの利点利点利点利点

①新規事業や大規模事業が可能となる。

自組織にはない資源や能力を持つ組織と
ネットワーク組織を組むことで、
新たな事業が可能となる。

②学習効果

参加組織間のメンバーが交流することにより、
各組織の専門的な技術や知識を習得できる。

③組織の正当性と地位の向上
ネットワーク組織による規模の拡大や組織力の向上により、
ネットワークに参加している組織は、社会的地位の向上や
信頼を確保することができる。

（連携した相手の評判が悪い場合には、自分たちも「同じ」
とみなされ、自組織の評判を下げるリスクもある）

④課題の解決
同じ活動をする組織間での交流と情報交換は、
自分たちが直面している課題解決に向けての
知恵やヒントを得る機会となり、対応の迅速化が図れる。

大都市部大都市部大都市部大都市部におけるにおけるにおけるにおける
新新新新たなたなたなたな連携連携連携連携のキーワードのキーワードのキーワードのキーワード！！！！

Ｗｉｎ－ｗｉｎ！

それは・・・・それは・・・・それは・・・・それは・・・・、、、、

こちらから、写真で
つづる「おおた高齢
者見守りネットワー
ク」４年間の歩みを
見ることができます。

ブログブログブログブログ 「「「「 みまみまみまみま～～～～もとともにもとともにもとともにもとともに歩歩歩歩んでんでんでんで －－－－地域包括支援地域包括支援地域包括支援地域包括支援センターセンターセンターセンター沢沢沢沢のののの気気気気のののの向向向向くまま・くまま・くまま・くまま・感感感感じたままじたままじたままじたまま－－－－」」」」
「「「「おおたおおたおおたおおた高齢者見守高齢者見守高齢者見守高齢者見守りネットワークりネットワークりネットワークりネットワーク」」」」のののの取取取取りりりり組組組組みがタイムリーでごみがタイムリーでごみがタイムリーでごみがタイムリーでご覧覧覧覧になれますになれますになれますになれます。。。。

ＵＲＬＵＲＬＵＲＬＵＲＬ ：：：： http://noborisawa.blog121.fc2.com/


