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みま～もくん

『 地域住民と関係者がつながり高齢者を支えるしくみをつくる 』

医療・介護専門職の間では今、
空前の「連携」「ネットワーク」ブーム？！

～ おおた高齢者見守りネットワーク（みま～も）の取り組み ～

『 新たな都市型ネットワークモデル！ 』

平成２０年４月発足！

しかし現状は・・・・・・、
制度内連携・制度間連携・専門職連携
見守りネットワークが「専門職のネットワーク」
と矮小化されているのが現状。
地域の様々な社会資源、住民を巻き込んだ本来の
地域包括ケアの方向性にはほど遠い。

東京都保健福祉計画 モデル事例
（平成24～26年度）

おおた高齢者見守りネットワーク

協賛企業・事業所数８０！

スタッフと一緒にみま～もの活動をしてくれる
みま～もサポーター が、地域に８９名誕生しました！

一緒に、
地域づくりに
取り組みましょう！！

後 援
大田区 ・大田区社会福祉協議会
公益社団法人 大田区シルバー人材センター
地域独立行政法人 東京都健康長寿医療センター

協賛病院 １０

協賛施設 ５

協賛企業 ２７

募集要項
対象
期間

本事業に賛同し、基本的に
月１回以上活動できる方
●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）

協賛医療・介護事業所 ３８

会費

前期・後期各２，０００円

サポーター特典
１

サポーター証、及び、活動の際使用するエプロンを
配布します。

２

活動に必要な学習会などに参加できます。（園芸などの
知識がなくても大丈夫です）

３

理学療法士が指導する、月1回の公園リハビリや、食事会、
その他自主グループ活動に無料で参加できます。

４

その他、イベント開催などのお知らせをします。
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専門家
↓
限られた分野の学問や職業に
もっぱら従事すること 。

専門の垣根を越えて、
専門職が 「組織の理解を得て」、
生活の場 ＝ 地域に出て行く！

地域住民から見れば・・・

専門職から見れば・・・

元気なうちから日常的に
地域住民と医療・保健・福祉
専門職がつながる

地域の中で、様々な専門職、
専門機関とのネットワークを
構築することができる！！

安心！！

メリット！！

地域づくりを通して、住民と専門職がつながる仕組み！

みま～もが築いた７年間の軌跡 （キセキ）！

毎月１回。地域の高齢者の異変に
気付く視点を学ぶため、約100名の
地域のみなさんが参加されています。

ポピュレーション・アプローチ！

・住民を対象としたセミナーを毎月開催（参加者は毎回１００名）
・高齢者見守りキーホルダー
・アキナイ山王亭・商店街との連携 （みま～もステーション）
・新井宿第一児童公園の管理 （みま～もサポーターよる活性化）
・新井宿第一児童公園の大改修、公園遊具による介護予防
・「まちづくりが元気！おおた」登録事業
・ノルディックウォークの導入、大田区の二次予防事業
におけるノルディックウォークの新規採用

商店街組合・大田区と連携して、
サロンづくりに取り組んでいます！

２５年度は２３０講座、のべ参加数 １７００名！！
大森柳本通り商店街に「アキナイ山王亭」新装オープン！

その名も！
高齢化が進む商店街を
活気のある商店街に！

住民に存在すら忘れ去られた
公園を子どもや高齢者まで、
人がふれ合う場に！

どの状態にあっても、主体的に関わることが
できる。地域とつながるという視点が重要！

＜パソコン教室＞

＜みま～もレストラン＞

＜ノルディック・ウォーク＞
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わが地域包括支援センター 保健師うさ子！

大田区内20カ所の地域包括支援センターで
1ヶ月10000件の相談に対応しています。

人呼んで・・・、
「グイグイと人を巻き込む達人！！」
（日常の関係性の上で、背中を押されることを
待っている人がいる。その人が役割を持つこと
に、踏み出すために力を注ぐ）

住宅問題

10000件の相談ですが、相談の
内容は各種15000件にのぼります

虐待・権利擁護
経済問題
家族問題

保健師の視点って何？

一人の相談が一つの内容で
終わらないということ。
ここ数年、ケースの相談が
多問題化してきています。

「つなげる」ですかねぇ～～～

在宅福祉関係
入院・転院
施設入所関係
住宅改修・福祉用具関係

保健師の専門性って何？

区のサービスについて
その他

「健康な人と健康な地域をつくること！」でしょうか
視点と専門性をしっかりと持ち、地域に出張る！
（流されないために・・・・）

少人数の職員体制の中、
ともすれば・・・、

介護保険関係
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キーワードは、「社会参加」

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。

それでは、今後の更なる高齢化や、
多問題を抱える高齢者に対応できなくなるのは明らか！
本来の地域包括支援センターの役割を果たしたことには
ならない。

いくつになっても、行きたい場所がある！
それは、気軽に訪れることができる場所。
行きたいと思える場所！
そこには、友人・知人がいて、自分を待っていてくれる。
必要としてくれている。

いくつになっても、持病があっても、１人で外出できなくても、
その人なりの社会参加の『 場 』がある・・・。
ひとつの大きな施設より、地域にそんな場がたくさんあることが重要
なんです！！

大都市部における
新たな連携のキーワード！

それは・・・・、

大田区のまち工場は日本工業の根幹

ダイシン百貨店

大森柳本通り商店街

行政機関・企業・商店街・・・、
すべての機関・組織が、
都市部の急速な高齢化の進展の中、
今後のあり方の転換を求められる。

こうでなくちゃぁ
継続しないよ！

警察・消防

行政機関

大田区地域包括支援センター

3

2014/9/30

ネットワークは 「目的」ではなく
目的実現のための「手段」
ダイシン百貨店

大田区のまち工場は日本工業の根幹

大森柳本通り商店街

町づくりでつながり合い、
各組織・機関が

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

Ｗｉｎ！Ｗｉｎ！ を
感じる連携関係を構築する。
大田区見守りキーホルダー

住民同士の日常のお付き合いから、
必要な時期に専門職につながり、
適切な支援につながるシステムづくり！
警察・消防

行政機関

大田区地域包括支援センター

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！！

自分たちの本来持っている
専門性を発揮できる
仕事をするため！
生死に関わるぎりぎりの状態で
通報により初めて介入！

医療連携
医療・介護連携
地域包括ケア
今、なぜ必要なのか・・・？どうやって築けばいいのか？

・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！）

・具体的なネットワークを構築していくためには、
具体的に「つながる」ためのツールが必要！！
（事例検討、研修会、理解が行動につながらない・・・・）

（こんなときは専門職も
へったくれもない！）

大田区がめざす地域包括支援センターを核とした見守り体制
見守り・気づきのネットワーク

孤立死

ごみ屋敷

適切な時期に、制度による支援に
つなげられるか？

介護放棄

自治会・町会 等
民生委員

キーホルダー事業による
ネットワーク構築

協力企業、ＮＰＯ 等
情報

情報

地域包括支援センター

情報

・情報ターミナル・地域包括ケアの核
・サービスのコーディネート

連携

連携

介護事業者等

連携

ごみ屋敷
つながるためのツールとして

専門職・専門機関を
招いたセミナー等

医療機関等
警察・消防等

対応（継続的・迅速な個別支援のための）のネットワーク

「孤立死をなくす！」のではなく、
孤立死につながる 地域からの
「孤独」な状況にさせない！

個別対応が必要となった時に
迅速な個別支援に活かせるか

消息不明

これは、専門職だけではできません。
介護放棄

虐待

餓死
地域包括ケア＝まちづくり！
餓死
消息不明

虐待

孤立死
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※ みま～もの活動をまとめると・・・、

ブログ 「 みま～もとともに歩んで －地域包括支援センター沢の気の向くまま・感じたまま－ 」
「おおた高齢者見守りネットワーク」の取り組みがタイムリーでご覧になれます。

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

① 健康的な公共政策づくり
② 健康を支援する環境づくり
③ 地域力の強化

住民や地域、専門職へのエンパワメント！！

今、保健師の視点が
すべての地域で
求められています！！

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」６年間
の歩みを見ること
ができます。
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