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参
加

環境が変われば「役割」も変わる



コロナの5月・・・自粛 

人と交流しない　家から出ない生活 

息苦しさ、ストレス、モヤモヤ 

「どっかいきたい、自由に動きたい」衝動



¥



まだまだやれることがある 

その方に眠る・隠れる「可能性」を 

専門として探し出し「輝かせる」のが 

仕事ではないだろうか？



本当に今の能力で出来ないの？

引き出せる

専門家



介護保険の第1条

（目的）

介護サービスを提供する目的を「（要介護者が）尊厳
を保持し、その有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう

必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付
を行う」と規定している。



じりつ支援

自律

他律

自立

依存



出来る のに使えていない

使い方がわからなかった力

時間がないから　介助者が すぐに手を出す

危ないから といって させない

環境が今の能力に合っていない

出来るよう
になった

出来ないと
思っていたこと



潜在能力



通所介護における地域での参加における 

有償ボランティアは良い

ケアプランや通所計画書等で 

その社会参加の記載がある事

参加の場にスタッフが同行し 

利用者への支援や見守りが実施されている

生活を送る上での 

満足感や達成感を得ることができる

労働基準法における雇用関係 

管理監督のもとではないこと

時給でなく成功報酬型 

１回一ついくら？の考え



細目動作



ここができない

細目動作で分析（買い物編）

買い物ができる？　

① カゴ を持つ

② 品物のところに行く

③ 品物を選んでカゴに入れる

④ レジに 行く

⑤ レジに 並ぶ

⑥ カゴを 台の上に 置く

⑦ 会計を待つ

⑧ 言われた金額 を 出す

⑨ おつりとﾚｼｰﾄを受け取る

⑩ カゴを持って移動する

⑪ 袋に 買った品物を入れる

⑫ カゴを 戻す

⑬ 袋を持って 店を出る



少量頻回
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たくさんの日常業務は「日常生活訓練」になるものばかり
1日の通所介護のスタッフの業務

お茶入れ　お茶出し　台拭き　洗濯干し　たたみ　血圧測定　体温測定　再検 
体操の促し　体操の指導　体温計消毒　活動の準備　食事準備　片付け　連絡 
掃除機かけ　窓拭き　担当者会議　アセスメント　送迎　送迎車掃除　 
イベント活動の準備　明日の名簿作成　出勤簿　監査資料　勤務表　 

イベントの計画　お風呂の誘導　日常生活の介助　等々

スタッフにしか 
出来ない専門的仕事

利用者が役割を持つ 
生活訓練になる活動

血圧の再検　家族関係者への連絡　 
担当者会議　出勤簿　勤務表　送迎 

生活介助　等々

お茶入れ　台拭き　お茶出し　洗濯干し 
たたみ　活動の準備　体操の誘導　指導 
掃除機かけ　終了後の掃除　明日の名簿作成 

　等々



掃除機練習 バス利用

昼食準備のお手伝い昼食準備のお手伝い



家事動作　訓練・評価
給料袋



活
動
　
畑
　
農
業



活
動
　
マ
ジ
な
釣
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介護される立場 
自宅では徘徊や問題行動のある方 
調理はヘルパーさんがしている方

担い手・誰かのために 
保育園ではノコや釘が打てるヒーロー 
サポートがあれば社会貢献できる 

出来る部分はないだろうか 
その方と共に「その可能性」を見つけ輝かせていく！ 

介護される立場の視点を変えてみる

介護保険法　（第一条　目的） 
（要介護者が）尊厳を保持し、その有する能力に応じ 

自立した日常生活を営むことができるよう 
必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る給付を行う　と規定している。



高齢者のできる事

＋ ＝

社会や団体 
の困り事

役割 
社会参加活動



屋内外の歩行 公　園＋ ＝ ゴミ拾いで広報誌
に載っちゃった



散歩 
人付き合い

学　校＋ ＝ 校門挨拶運動 
防犯パトロール



昔の経験 
畑　料理　木工

保育園 
子ども＋ ＝ なんやかんや



計算・計画 
売り子

通所介護 ＋ ＝ 駄菓子屋



木工 
手工芸

地域 

PTA　自治会 ＋ ＝ バザーへの出店



裁　縫 小学校＋ ＝ 雑巾プレゼント



裁　縫 小学校 
家庭科授業 ＋ ＝ 家庭科教師 

補　助



印鑑おし 
シール貼り

弁当屋 ＋ ＝ 納品で 

1個1円で稼ぐ



TSUMIKI  PROJECT   ECO CYCLE

廃材の焼却に年間500万 
廃材の活用を検討していた 
もったいない　ECO 

下請け業者会でunityFBを見る

高齢者の役割と社会参加を目的 
プロジェクトは進むけど 
木材が高い　材料がない 
調達できていない 
保育園や親御さんは 
欲しいけど・・

廃材を活用資源へ 
木材の無料提供 
福祉との連携

高齢者の役割作り 
材料の調達 

福祉の啓発・普及

保育教材　人繋がり学習 
高齢者と接する機会 

じいちゃんばーちゃんの「凄さ」 
楽しくあそんで！！切る削る押す 

子ども好き
建設業廃材 ＋ ＝ 積み木 

プロジェクト



２０１８.５.２９　１７：５０～

KKB スーパーJチャンネル　





積み木 
作れます

物産館 
せごどんの村 ＋ ＝ 1個50円で 

稼いでいます



DM便 

法人・事業所に「①委託費として」支払い 
決められたメイトのエリアを担当 

モデルで姶良市加治木・福岡大牟田よりスタート

「DM便」委託費→謝礼の流れ  
高齢者施設

業務委託契約

ヤマト運輸

事業所は利用者に対し受け取った 

委託費の②全額を謝礼（有償ボランティア）という形で支払い 

事業所にDM便が来た上で端末へ登録 

配達の手配から全てを事業所が実施 

高齢者事業所と利用者様の関係の中で、事業所がしっかり謝礼を払う 

高齢者の活動における見守りや賠償等もサービスの一環として事業所が行こなう

床屋に行こうかな！　旅行の貯金に！



屋外歩行 
見当識

クロネコ 
ヤマト ＋ ＝ メール便 

1件25円で稼ぐ





元気にデイ 
卒業

通所介護 ＋ ＝ みんなを元気に 
したい



高齢者の能力を活かした 
たくさんの活動がある！ 

塗り絵 
手工芸 

季節のイベント 
ご飯準備 
体温計消毒 
洗濯物たたみ 
体操 
台拭き 
等々

保育園の教材作り 
請け負います！ 

小学校に雑巾プレゼント 

そうめん流しの極意！ 
教えてやっど！ 

デイ・ガソスタ・美容院 
の洗濯やりましょか？ 

体操の先生は利用者同士 

デイでのお仕事リスト

高齢者に「ありがとう」の機会を作る



＝

① 
高齢者の出来る事

② 
社会や団体

・ ・

＝・ ・

＝・ ・

＝・ ・

③ 
社会参加・役割


