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①テスト事業実施までの経緯

②就労的活動支援事業～防府市の考え方～

本日の内容

③テスト事業の成果



①テスト事業実施までの経緯



防府市の高齢者支援について



【参考資料】防府市 市広報 令和５年１月１日号



？

テスト事業実施の経緯

①日々活動的に過ごせているか
②社会参加の場があるか
③日々の生活に役割、楽しみ（いきがい）を持てているか

防府市では一人ひとりの高齢者にあった活動の場を提案！！

支援期間 その後の生活

どちらに進むか

心身の状態を維持するために重要なこと



高齢者のニーズと地域資源をマッチングすることが生活支援コーディ
ネーター（SC）の役割です。

テスト事業実施の経緯（生活支援コーディネーターの役割）

民間企業での
就労的活動

地域での
就労的活動



テスト事業実施の経緯（生活支援コーディネーターの役割）

高齢者を活動的にするための資源には様々なものがあり、
高齢者一人ひとりに適切な資源を提案するSCの業務は膨大である

市場サービス

地域の様々な
もの

住民活動

地域での
就労的活動

・サロン
・介護予防教室
・お助け隊
・地域食堂 等

・学校での役割
・自治会での役割
・住民活動での役割 等
高齢者のできることに応じた役割の創出

・保険外ヘルパー
・スポーツジム
・便利な道具(商品） 等
高齢者の生活に活かせるものすべて

・公園、図書館、喫茶店などの場所
・山、川、海などの自然
・ベンチやトイレ等の役立つもの
・地域の人 等



テスト事業実施の経緯

民間企業に対して、『こんなことができる高齢者が活躍できる場
はないですか』と個別のケースごとに交渉し創出する必要がある。

☞民間企業での就労的活動はマッチングまでの業務負担が大きい。
SCに依頼すると業務過多となり機能しない可能性がある。

民間企業での
就労的活動

・高齢者ありき（能力・希望）で考え、創出する場
＝高齢者の好きなことやできることを活かせる場を創出する。

・賃金を得るためのものではなく、いきがいの提供が目的の場

就労的活動の場

『就労的活動支援コーディネーター』
を配置し実施

就コ



就労的活動支援事業
～防府市の考え方～



就労的活動支援事業とは

就労的活動支援コーディネーター
（地域支援事業実施要綱抜粋 令和３年度～配置可能）

○役割がある形での高齢者の社会参加等を促進することを
目的として「就労的活動支援コーディネーター」を配置
することができる。

○就労的活動の場を提供できる民間企業・団体等と就労的
活動の取組を実施したい事業所等とをマッチングし、高
齢者個人の特性や希望に合った活動をコーディネートす
る。



就労的活動の場のイメージ

通いの場 就労関係の場

就労的活動の場

役割を持って
行ける場所

就労の場通いの場

定期的に役割を持って通う場所。
通いの場と就労の場の中間的な場のイメージ。



就労的活動支援コーディネーターの業務



就労的活動支援コーディネーターの業務

就労的活動支援コーディネーター

過去の経験や得意なことを
活かして活躍できる場が欲し
い。
役割やいきがいを持って定

期的に通える場があることは、
元気に過ごすためには重要で
ある。

活動する方
（高齢者）

活動の場
（民間企業等）

民間企業側は人手不足の解
消や業務効率の改善につなが
る。
業務を細分化し、職員でなく
てもできる業務や、普段やり
たいけど手が回らない業務を
高齢者が実施。

両者の想いを実現するためのマッチングをしていくのが仕事



【参考】ハローワーク・シルバー人材センター・就労的活動支援

一般就労

フルタイム

一般就労

パートタイム

ボランティア活動

（有償）

ボランティア活動

（無償）

ハローワーク

シルバー人材センター

就労的活動支援

コーディネーター

・会員制
・高齢者が生きがいを得るための就業
・請負または委託
・臨時的かつ短期的な仕事
・報酬あり

・雇用契約
・高齢者に限定せず
・仕事ありき
・給料あり

・基本ボランティア等（無償・有償）
・高齢者が生きがいを得るための活動
・高齢者の役割の創出
（通いの場の1つというイメージ）

・自立支援（短期集中との連動）
・高齢者ありき（能力・希望）

高齢者の背景に応じてシルバー
やハローワークと連携して対応



就労関係の事業との関係（高齢者の状態像による関わりの違い）

シルバー人材

ハローワーク等

就コ

・元気高齢者
直接各窓口へ

・要支援1・2、事業対象者
（C型で元気になった人）
・プレフレイル状態の人
・包括が関与している人
※いろいろなことができる
が、身体機能等に少し低
下がある人が対象者。

介護事業所 民間企業

地域・農業関係等

社会福祉協議会

介護事業所 民間企業 地域・農業関係等

コーディネート

就労の場 就労的活動の場
同じ活動場所でも活動の内容が異なる

ボランティア
防府市人材サポート事業
産業雇用安定センター 本人の体の

状態に合わ
せた活動へ
➡自立支援



テスト事業成果報告



就労的活動支援事業とは？！ ➡ 役割・いきがい支援事業

就労的活動支援とい
うと「仕事」をイ
メージしてしまう…

「仕事」となると
ハードルが高いと
感じてしまう…

やりたいことは高齢者に役割・
いきがいを持って生活（社会参
加）してもらうこと。

『役割・いきがい支援』
がぴったり！！

役割・いきがい支援コーディネーター（YC）と名称を変更しています。



テスト事業の概要と成果

【期間】
令和４年8月～現在まで

【活躍の場】
市内の介護施設（主に通所事業所）
（協力事業所数 26事業所）

【役割・いきがい支援コーディネーター】
防府市通所サービス連絡協議会

【マッチング件数】
11件（相談件数 全15件）
現在1件調整中、3件はマッチング不可



M様
年齢 81歳
性別 女性

事例 1

今までの生活等

元気な頃は工場でねりもの形成の仕事をし、
退職後はシルバー人材センターで家事支援
(掃除･洗濯)を行っていた。
自転車で転倒した事をきっかけに膝の痛みが
悪化し、令和4年4月に両膝の人工関節置換
術を受け5月に退院。
退院時は、伝い歩き、屋外はシルバーカーで
移動する状態。
シルバーカーで近所のスーパーまで買い物に
行けるようになることを目標に短期集中サー
ビスを利用。
最終的には通常の家事や庭や畑での作業、自
転車で買い物にいくことが可能に。
ペタンクや体操等の地域の活動も再開した。

地域の為に何か役に立つことができればとい
うことで今回のモデル事業に相談があった。

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

テスト事業の成果



事例 1

高齢者(お客様)との会話
食器洗浄・洗濯作業・裁縫作業・
洗濯作業・畑作業

主な活動内容

本人の想い

事業所の想い

人員不足なので、洗濯作業や裁縫、利用者との
話し相手でも少しでも職員のサポートをして頂
けるとありがたい。

家にいてもすることがないので何か活動し地域
の役に立ち、少しでも長く元気に過ごしたい。

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

テスト事業の成果

本人の強み・できること

シルバー人材センターで家事支援をしていたこ
ともあり家事には自信がある。

マッチング後

本人にとっては得意な家事を活かして地域貢献
しながら、利用者とも楽しく話せるものである
ため、役割・いきがいを持って参加できる場所
になっている。
令和５年２月からは事業所で始まった畑作業に
も協力しながら活動している。

YCの想い

本人の強みを活かしたマッチングを目指した。
最終的には自転車で行けるようになることを
願い車で5分の事業所に依頼した。

今回のモデル事業のこ
ともあって事業所とし
て畑作業を始めた。
今後、畑作業ができる
方を紹介していただけ
るとありがたい。

事業所の声



A様
年齢 76歳
性別 女性

事例 2

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

病院で40歳から75歳まで35年調理の仕事をし
ていた。退職後、自宅で転倒して骨折し股関節
の手術を受けた。
退院後は自宅の階段が登れない、自分で入浴が
できない、買い物に行けない等日常生活に困り
ごとがあった。
短期集中予防サービスを利用し、困りごとが解
決できたことで、本人から復職の希望が出てき
た。
シルバー人材センターで調理関係の仕事をした
いと思っていたが、長時間の立位保持に自信が
無かったので踏み切れずにいた。

いきなりの復職はハードルが高いと考え、まず
は就労的活動から始めようということで今回の
モデル事業に相談があった。

テスト事業の成果

今までの生活等



事例 2

調理補助作業・盛り付け作業・
洗い物作業

主な活動内容

本人の感想

事業所の感想

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

テスト事業の成果

本人の強み・できること

長年の調理経験があるため、調理関係の業務で
あれば活躍できる。

YCの想い

最終目標は調理関係への復職ということだった
ため、調理の補助ができる事業所を探した。
今回の事例のように、役割・いきがい支援事業
を復職のステップにするのもいいと思う。

今回のモデル事業で調
理の活動に自信がつい
たので、暖かくなった
らシルバー人材セン
ターへの登録も検討し
たい。

活動者の声35年の調理経験を活かして活動できている。
今は復職より、現状で満足している。

約20人名の利用者の食事を調理担当が１人で買
い出しから料理まで行っていたため、業務に余
裕がなかった。
aさんが来てくれる日は調理担当者が余裕をも
て、また、aさんが盛り付け方の提案などもし
てくれるため、欠かせない存在になっている。



その他の事例
家事支援

押し花教室

入居施設と併設した通所事業所のレクで押し花
教室を実施。
押し花が得意な女性が活躍している。
利用者も普段やらないことなので意欲的に参加。

介護事業所で、事例１同様に、家事支援として、
女性が2名活躍している。事例１の内容に加え
消毒作業や運動の補助等も実施。

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

テスト事業の成果

囲碁・将棋

通所事業所で、利用者の囲碁と将棋の対戦相手
として、いずれも男性が活躍している。

習字教室

通所事業所のレクで習字を実施。
書道が趣味の女性が活躍している。
書道ができるスタッフがいないため、事業所と
しても助かっている。



その他の事例

役割・いきがい支援コーディネーターＹＣ

テスト事業の成果

趣味作品の提供

趣味活動のペーパークラフト作品を介護事業所
へ無償で提供。
事業所で使ってもらうことで、本人は意欲的に
趣味活動に取り組むことができる。

お菓子作り

通所事業所のレクで、スタッフと一緒にお菓子
作りの支援を実施。
お菓子作りが得意な女性が活躍している。

傾聴活動

通所事業所で、主に認知症の方の傾聴を実施。
自身も進行性の病気だが、何かの役に立ちたい
と思っている女性が活躍している。

YC

短期集中サービス等を利用し、自立
を目指す過程での相談です。
一人ひとりの強みに着目し、その方
がいきがいを持って活躍できる場を
考え、事業所と交渉しています。



まとめ

短期集中サービスやケアマネジメントを通して把握した高齢
者の好きなことや得意なことと、それを活かせる場所をマッチ
ングする取組みは、高齢者がいきがいをもち、活動的な生活を
送るために大変有効であった。

３ヵ月の短期集中予防サービスで「元の生活」を取り戻した
高齢者が、サービス終了後もその状態を維持するには、活動量
の確保が課題となる。
今回のモデル事業のように、「就労的活動支援コーディネー

ター」が積極的に民間企業と交渉し、「就労的活動の場」を創
出していくことで、高齢者の社会参加が増え、元気な状態を維
持していくことが期待できると考える。



まとめ（今後の課題）

【今後の課題】

事業所としては、テスト事業の高齢者の活動によって、職員の
負担軽減につながっている部分もあるが、活動の際の送迎等、負
担になっている部分もある。
事業の継続性を考えると、送迎等の事業所側の負担軽減が必要。
また、送迎ありきの活動になると、本当の意味での自立支援に

はならず、デイサービスの延長という認識にもなりかねない。
そこで以下の２点を今後の取組課題として考えている。

〇協力事業所の増加
〇介護事業所以外の民間企業へのアプローチ

どの地域に住んでいても、徒歩や自転車等自分で『就労的活動
の場』に行くことができる体制を整えていく必要がある。


