第26回ニッセイ財団シンポジウム

「高齢社会を共に生きる」

―住民と地域の団体・機関の協働による安心して暮らせるまちづくり―

日

時：平成24年11月23日
（祝）

   13時〜17時
会
場 ：大阪国際交流センター
主
催 ：公益財団法人 日本生命財団
後
援：内閣府、厚生労働省、大阪府、大阪市
     
社会福祉法人全国社会福祉協議会
     
社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
     
社会福祉法人大阪市社会福祉協議会
協
賛： 日本生命保険相互会社
参 加 費： 無
料
参 加 者： 670名

開会挨拶

公益財団法人 日本生命財団
副理事長

濱口 知昭

皆様、日本生命財団の濱口でございます。
本日は、大変お忙しい中、全国各地から、かくも多くの皆様にご参加いただきまして、
誠にありがとうございます。心から御礼申し上げます。
さて、昭和６２年から、｢高齢社会を共に生きる｣という統一テーマで、開催して参り
ましたシリーズ･シンポジウムは、今回で２６回目を迎えることができました。これも偏
に、多くの方々のお力添えがあったからこそと心より感謝いたしております。
最初に、日本生命財団につきまして、ご紹介をさせていただきます。日本生命財団は、
昭和５４年に、日本生命保険相互会社の創業９０周年を記念して設立されました多目的
型の助成財団でございます。
私どもの主な助成活動の1つが、本日のテーマであります高齢社会における様々な
課題解決にご尽力されておられる団体の皆様方に対して、助成をさせていただくことで
ございます。その他に、これからの日本を創っていく若い人達のお力になれればという
ことで、「児童・少年の健全育成」のための助成をさせていただいております。また、
私達の生活基盤である環境の保護・改善について研究されておられる方々に助成をさ
せていただいております。これら３つの分野を中心に助成活動を続けておりまして、こ
の３３年間に行って参りました助成件数は１万５千件を、そしてその金額は１５５億円
を越えています。
高齢社会分野につきましては、助成を開始いたしました昭和５８年ごろは、認知症
高齢者ケアや在宅サービスがほとんど展開されていない状況にありました。そのよう
な 中 で｢地 域 福 祉 の 推 進｣に 先 進 的 に 取 り 組 も う と し て い る、特 別 養 護 老 人 ホ ー ム や
社会福祉協議会などに助成申しあげ、在宅サービスの開発や認知症高齢者の対策に力を
入れていただきました。これらの助成成果は、介護保険制度の創設や一連の社会福祉
改革において、いささかなりともお役に立てたのではないかと考えております。
その後、少子･高齢化がますます進む中で、認知症高齢者ケアに引き続き取り組むと
ともに、近年は､高齢者の生きがいづくりや健康の維持・増進、さらには高齢者が積極
的に参加できる社会システムづくりなど、「共に生きる地域コミュニティづくり」を
テーマとして助成を行っています。
本日のシンポジウムですが、冒頭に評論家、ＮＰＯ法人「高齢社会をよくする女性の
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会」理事長、そして東京家政大学名誉教授としてご活躍されている樋口恵子さんにご
講演をしていただきます。
その後、平成２１年１０月から２年半にわたり助成を受けて事業に取り組んでこられ
ました３つの団体から、事業の経過とその成果をご発表いただきます。
最後に、桜美林大学大学院教授の白澤 政和先生のコーディネートのもとに、発表い
ただく３団体の方に加えて認知症の方を地域で支えるしくみづくりを展開されている
社会福祉法人麗寿会理事の福島 廣子さんを交えた総合討論をしていただきます。
今回のシンポジウムが、高齢者が自ら参加して生きいきと暮らせる共生社会づくりや、
要介護の高齢者を地域で支える共生コミュニティづくりへ向けて、少しでもお役に立
てれば幸いに存じます。
また、今回のシンポジウムの開催にあたりまして、ご後援をいただきました内閣府、
厚生労働省、大阪府、大阪市、全国社会福祉協議会、大阪府社会福祉協議会、大阪市社会
福祉協議会に対しまして、心から御礼を申し上げます。
最後になりましたが、今日一日が、ご来場の皆様にとって有意義なものとなりますよ
う祈念して、開会のご挨拶とさせていただきます。

−3−

目

次
（ページ）

第１部

講演

｢人生百年 すべての人に居場所と出番」………………………………………… 6
ひぐち

樋口

（
第２部

けいこ

恵子

）

評論家、ＮＰＯ法人「高齢社会をよくする女性の会」
理事長、東京家政大学名誉教授）

実践報告（高齢社会先駆的事業助成成果報告）

（実践報告）

｢ハイブリット・ケア
（地域分散型サテライトケア）の展開と新たな地域づくり｣ ……14
みやじま

宮島

（

わたる

渡 長野県・社会福祉法人恵仁福祉協会常務理事・
総合施設長

）

（実践報告）

「認知症の人、家族、介護者が安心して暮らせる町づくりを目指す『認知症フレンド
シップクラブ』活動」 …………………………………………………………… 22
い

で

井出

（

さとし

訓 北海道・NPO 法人認知症フレンドシップ
クラブ理事長）

）

（実践報告）

「いつまでも住めるまちづくり～一人も見捨てない認知症応援事業～」………… 30
しもぞの

下薗

第３部

まこと

誠（大阪府・社会福祉法人朋和会所長）

総合討論

｢住民と地域の団体・機関の協働による安心して暮らせるまちづくり」……………… 44
しらさわ

コーディネーター：白澤

まさかず

政和（桜美林大学大学院老年学研究科教授）

（ゲスト報告）

｢認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり－若年性認知症の方のサロン活動と
徘徊高齢者のＳＯＳネットワーク－」
ふくしま

福島
討論
シ ン ポ ジ ス ト：福島

ひろこ

廣子（社会福祉法人麗寿会理事・総合施設長）
廣子

宮島

渡

井出

訓

下薗

誠
（敬称略）

ご参考

高齢社会先駆的事業助成一覧………………………………………… 63
高齢社会シンポジウムの開催一覧…………………………………… 69
高齢社会ワークショップの開催一覧………………………………… 72



−4−

第１部

講

演

｢ 人生百年 すべての人に居場所と出番 ｣

●

講師

樋口

恵子（ひぐち

けいこ）

（評論家、ＮＰＯ法人「高齢社会をよくする女性の会」
理事長、東京家政大学名誉教授）
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第1部

講演

「人生百年 すべての人に居場所と出番」
［講演要録］

樋口
［略

恵子 （ひぐち

けいこ）評論家、
NPO 法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長、
東京家政大学名誉教授

歴］
東京大学文学部美学美術史学科卒業、
東京大学新聞研究所本科修了。
時事通信社、学習研究社、キヤノン株式会社を経て、評論活動に入る。
東京家政大学教授、
「女性と仕事の未来館」初代館長。
現在、
評論家、NPO法人「高齢社会をよくする女性の会」理事長、
東京家政大学名誉教授、
「高齢社会NGO連携協議会」共同代表
注：要録中の図表は、講演者の了承を得てニッセイ財団にて追記した

Ⅰ．
「人生百年時代」、この時代に
生まれたことを喜び合おう

長寿社会実現の第一の条件は平和 若い人

１、世界（国連）が評価した

が命を失った

を中心とする理不尽な大量の死をもたらす
ものは大戦争であり第2次大戦では350万人
日本の昭和20年の平均寿命は男子23.9歳、女

日本の長寿社会への取組
超高齢化が時々刻々進む日本社会

子37.5歳であった

人生50年、60年から人生100年と言われる

第二の条件は生活水準の一定の豊かさであ

社会となり、たった半世紀の内に日本人の

り、このことがかつて治療困難だった若い

生き方は大きく変わった

人の命を奪う悪疾の克服や公衆衛生の
発達、飢餓や貧困の撲滅をもたらす
未だに悪疾、疾病、部族間抗争に悩むサハラ
以南のアフリカ数か国は平均寿命40代

一生を支えるシステム作りが政策課題の第
一 に 本 当 は 必 要 で あ る が、混 迷 を 極 め る
政治はその課題に十分取組めていない その
ことに失望はあるが絶望はしていない

国連は10月1日を高齢者の日としているが、

それは、
「初めて迎える人生百年時代を幸せ

2012年高齢者白書の最初の発表を日本の

に」と地域の中で奮励努力する人たち が

東京で行った それは日本が平均寿命、
高齢化

全国で増えているからであり、
耳をすませば

速度、高齢化率という指標で世界最高水準

希望のささやきが聞こえる

にあり、そして長引く不況の中にあるにも

何はともあれ人生100年時代と言いうる

かかわらず、介護保険、医療保険、年金制度

時 代、と て も い い 時 代 に 生 ま れ て き た と

を整備し認知症に果敢に取り組み、さらに

自覚していただきたい

は楽しいデイサービスや地域づくりへの

長寿は平和と豊かさの所産でありこれを

果敢な取り組みをしている点を評価してのこ

世界に広げることが大切

とである 高齢化は世界中に広まり、途上国
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ほどその速度は速い 日本はモデル提示す

介護費用、医療費かかる時代の到来

る責任を課されている。

中学時代の同級生、仲良し4人の女性グル―

こ の 白 書 の 副 題 はCELEBRATION＆

プで毎年年末には音楽会に行っていた ２

CHALLENGE（祝福と挑戦）であり、長寿

年前から一人が認知症に その後も遠巻き

時代の特質を言い得て妙である

に見守ってきたが事故が起こり遂に介護型

２、生き方モデルのない「人生百年時代」

有料老人ホームへ入所 昨年末から音楽会

高齢社会を考える際には二つの視点が必要
である

は3人に
高校時代の1学年年上の仲良し４人の女性グ

一つは個人的視点であり「個人の人生が90

ループ４人の中でスタスタ歩いてあなたの

年、100年となる時代に、新しい人生の生き

講演を聞きに行けるのは私一人のみと聞か

方とその生き方を充足させる個人意識の

され驚いた 一人は、脳卒中の後遺症で片麻

改革と社会システムを構築すること」
である

痺となり室内のみの生活 二人は女性に多い

二つ目は社会的視点であり「人口構成が

運動器障害 骨折転倒、骨粗鬆症で外出は庭

変化し、
かつて5 ～ 6％であった65歳以上人口

までがやっとで３人が外へ出られない。

が今や24％、そして今世紀半ばには4割とな

しかし79 ～ 80歳の自分たちや80 ～ 81歳の

る この激変の中でどの世代が何を受け持

一年上の人たちが生まれ育ったのは、平均

ち、あ ら ゆ る 世 代 で 超 高 齢 社 会 を 支 え る

寿命男子46歳、女子49歳時代 当時は戦争中

仕組みを構築すること」である

で国のために死ぬのが使命だったが、今、国
や社会はよく生きよ、しっかり生きよと言
う 子ども時代に「死ぬための教え」を受け
てきた自分にとって、命を大切にしていい
という時代になったのはなんと言っても大
きな喜び 身近な同年代8人全員生きている
ことが驚き 体に様々な不自由は抱えてい
る80歳が珍しくない時代になった 認知症
の友人はだんだんわからなくなるようだが

高齢社会の到来は祝福と受け止めるのが

我々のことは今も覚えてる 訪ねてもらう

前提ではあるが、
人生100年時代を生きる生き

こ と は う れ し い ら し く、そ の 時 に は 他 の

方にモデルが存在しないことも事実であ

入居者に対して誇らしげに胸を張る 一つ上

り、戸惑うのも当然だ

の足が不自由な3人は頭はしっかりしてお

70代以上夫婦仲良くとは言ってもそのよう

りＣＤやＤＶＤを楽しんでいる

な文化はかつて存在しなかった

私たちは今新たに船出する「日本人生百年

孫のかわいがり方にしても、膝にのせてか

丸」に乗り合わせた初代乗組員であり、この

わいがることはできても思春期の孫息子、

時代を共に生きることを喜び合おう かつ

30過ぎの孫娘にどう対応するか、ひ孫への

て生きたくても生きられない時代があった

接し方は日本の人生60年型文化には存在し

生まれて間もない子の10人に一人が1年以

なかった 日本の伝統は社会の単位を家族

内に命をなくしていた 今や生まれた子の

としてきたが、その家族のかたちも中味も

ほとんどが成人し65歳を超える時代

激震し大きく変わろうとしている

人生100年があながち大げさではない
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今年の9月に発表された統計によると、

２．健康を心掛けることは「大介護時代」を
生きる国民の責務

100歳 以 上 が 約5万人、99歳2万人 以 上 100

健康を保つこと、介護状態になることの

歳10万人時代も遠くない

予防もこの社会に貢献する 健康とはたと
え障がいを持っていてもその人なりの一番
いい状態を保つこと 健康は人生の手段で
あって課題や目的ではないと思うが、社会
全体にとって、一人一人が健康を心掛ける
ことは国民の責務であることを考え直す時
が来ている。
介護保険法第４条「国民は、自ら介護状
人生100年あるいは人生90年と言う時代は、

態となることを予防するため、加齢に伴っ

人類として生き方の蓄積が空白であった

て生ずる心身の変化を自覚して常に健康の

後半の人生を埋めて行く、時代に刻み込ん

保持増進に努めるとともに、要介護状態に

でいく時代

な っ た 場 合 に お い て も、進 ん で リ ハ ビ リ

私たちは「人生百年丸」初代乗組員当事者

テーションその他の適切な保健医療サービ

同 士 で あ り、壮 絶 に 意 見 を 戦 わ せ な が ら

ス及び福祉サービスを利用することによ

最大多数の人の幸せのためのモデルを作る

り、その有する能力の維持向上に努めるも

責務を、
時代からも、
また、
国際的にも与えられ

のとする

てしまった それが国連の言う挑戦あるいは

②国民は、協同連帯の理念に基づき、介護保

課題ということであろう

険事業に要する費用を公平に負担するもの
とする」
介護保険の費用は現在8兆円だが、ここ10

Ⅱ.「人生百年時代」は「大介護時代」

数年で17兆円になると見込まれている

１．ケアを必要とする人が爆発的に増加する

実際にはさらに増える可能性も

「人生百年時代」
人生百年社会は目の前の課題から見ると

講演 ―話の泉―

大介護時代 他者のケアや見守り、支えが
必要 乳幼児の保育、
要介護認定される前の少
し判断力が弱ったり心身が弱った一人暮ら
しの人、何らかの障がいをお持ちの方など
ケアを要する人が急増する
100年の人生の中で個人がどういう形でか
かわるかは多様であろうが、家族でなくと
も他者のケアを人生の中に少しづつ織り込
まなければ支えられない社会 子育て、近隣
への目配り、特に年老いた人たちへの支え、
介 護 保 険 が 当 然 大 き な 柱 で は あ る が、
ケアを要する人がこれほど増える時代は今が
初めてである
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フィンランドでは男女共同参画局が健康省の
中にある 即ち健康省男女共同参画局である こ
の国の国是は「みんなが健康で男女ともに働き
税金を払うこと」 女性も9割が働いており専業
主婦というカテゴリーはない だからこそ障
がい者や様々な事情のために働けない人や子ど
もに福祉が提供できる そしてこの国では、北欧
諸国の中でも珍しく、学校で子どもに昼に温か
い食事（給食）を出す それは、たとえ家庭環境に
格差はあっても、
子どもは全員が健康に育っても
らう必要があるから 朝夕満足に食べられなく
とも昼一食だけでも健康が保てる食事を提供す
る 福祉実現のためには男女ともに平等に健康
で働き税金を納めてもらうこと だから健康局
に男女共同参画課があるとのこと

3．大介護時代の到来

を見あわせコミュニケーションできる時代

大介護時代の原因 厚労省資料によると

100歳と0歳は無理としても90歳の人と10代

物価平準化してみた国民一人当たりの医療

若者がデスカッションできる時代 90代の

費は約2000万円 そのうちの半分を70歳ま

人は若者から学びエネルギーをもらい若い

でに使い、残りの半分を70歳以降の人生で

人は一昔前なら歴史博物館や公文書館でし

使 っ て い る 医 療 と 言 う ケ ア も75歳 以 上

か出会えない言葉や知識に出会える 空間

人口が急増するこれから爆発的に増える

と息遣いを共にしながら生の体験を聞くこ

ま た 介 護 保 険 利 用 者 も75歳 以 上 は75歳

とができる 地域は人生100年の多様な年代

未満の7倍 今は65歳～ 75歳人口と75歳以上

の人々が共に住む社会であり横の多様性と

人口が半分半分であるが今後は75歳以上が

縦の多様性を生かした交流が可能「人生

急増する見込み

百年時代」
の「祝福」
の一つは生
（なま）
の交流、

介護問題は少し前まで一部の人、具体的に

生（なま）な話し合いを通して同じ時代、空

は、長男夫婦だけが背負う負担であった

間を共にしながら過去の体験をしっかりと

当時、
親はそう長くは生きていなかった

次の世代に伝えることができること

昭和一桁の時代に50歳位の人の親が生存して
５．
「人生百年時代」の祝福と多様性を

いた割合は父親１割未満、
母親でやっと２割

さらに生かそう

戦前は齢50歳になるとその家系での最年長
者となる人が8割 ところがここにきて持ち

私 た ち は「 人 生 百 年 時 代 」の 祝 福 を 既 に

親率（親生存確率）が急上昇している

得ている ベトナム戦争帰りの屈強な若者

2009年 調 査 で は50歳 ～ 55歳 の 人 で 両 親

たちの中の多くが精神異常（PTSD）症状を

共生存33％、父親のみ生存6.8％、母親のみ

生じ、戦争の被害としての自己破壊をきた

40.5％ つまり8割の人は親を持っている

したことを知った 広島、長崎、沖縄戦を生

50歳で孤児になることは少数派であって、

き抜いた人たちがただ「生き残った」とい

皆一様に娘であり息子として共に老いてい

うだけで罪の意識（ギルティ）にさいなまれ

く両親をなくしてしまうと自分自身の歴史・

たことを知った ひめゆり資料館で体験者

過去が途切れてしまった寂しさを覚える

の方々が語り部としてその過酷な経験を人
に話せるようになるまでに戦後30年という

４．
「人生百年時代」は多様性（DIVERSITY）の時代

年月が必要だった

地 域 の キ ー ワ ー ド は 多 様 性 で あ り、地 域

韓 国 や 日 本 に お い て、戦 時 中 に 性 的 に

ほど多様な人が住むところはない 横の

虐待された慰安婦と呼ばれる人々が、その

多様性の最たるものは本来男と女 そもそも

つらい経験を整理し、語ってよいと皆から

多様性とは違いを認めて対等に扱うＩＮＣ

勇気づけられ、
言葉を獲得し人に伝えられる

Ｌ Ｕ Ｓ Ｉ Ｏ Ｎ（ 包 摂 ）に つ な が る が、日 本

ようになるために40年を要した 歴史の動

社会には未だに様々な不平等があるため男と

きがあり20年30年という時の流れを経てよ

女の多様性が豊かとは言えない

うやく語りだした。
少し若い友人は原爆を受けた 胎内被ば

「人生百年時代」の新たな多様性は縦の多様
性と言うべきものだろう

くであったが、その事実を結婚相手の父母

0歳 か ら100歳 代 ま で の 人 た ち、100年 前

に告げたのは、自身の子供の無事な出産を

に生まれた人と0歳が呼吸を共にし、目と目

確認した後であった
−9−

原 爆 被 害 者 た ち が 長 生 き し て、生 き 証 人

家族で介護できたのは人生60年時代だったか

としての生（なま）な体験をぶつけ続けたこ

ら」と応酬した「看取り三月」
「末６０日」と言

とで、米大統領との直接対話が実現した

われた時代に嫁が帯も解かず介護したのは、

早死していたらできないことだった

その期間が2－3カ月であったからこそ 当時

長寿を生かそう ダイバーシティを生か

は「介護」という言葉すらなく「お世話」
「看護」

してつらく悲しい体験ばかりでなく、喜ば

「面倒見る」などと言っていた 介護の定義も

しい体験や経験を語り伝えて行こう そん

「心身の不自由な方のお世話」から、
「できるだ

なコミュニケーションのあり方を地域の中

け本人の能力を生かし自立した生活へ」とい

で広げていくことが必要

うものに変化した 嫁自体も当時30代が中心

22 ～ 23世 紀 の 歴 史 学 者 が 今 の 時 代 を 評

であったものが現在では60代、70代の嫁も

し「20世紀後半から21世紀になり人間はま

出現した 長寿化の副産物として介護自体が

しな行動をとり、戦争も少し減り、より助け

重厚長大化し2世代分の介護が必要となった

合うようになった。血縁でなくとも支え合

介護の内容もまた変わった スパゲッティ症候

い、戦争をできるだけ阻止しようとしたの

群と言われるような状態での介護 本来なら

は20世紀後半から21世紀にかけて人類で

ば看護師等の医療従事者でなければできない

最初に普遍的長寿を獲得した人々であった」

ような世話をも家族に委ねられている

と言われるような時代にしよう

そういう状況の中で、家族介護者の負担を
軽減するという当初の目的はある程度果たし

６．介護保険発足から今日までの歩み

えたと言える

介護保険設立（2000年４月施行）後、10数年

2009年 か ら は 介 護 従 事 者 の 待 遇 改 善 問 題

間の間にも介護の中心とされる家族は大きく

に、この後のシンポジウムでコーディネー

変化した

ターとして登場される白澤先生と共に取り組

そもそも介護保険創設にあたって厚労省

んだ「介護保険をよくする1000万人の会」の

は、必要な介護のすべてを介護保険で提供す

運動は経営者層も巻き込んでの大きな広がり

るとは言っていない 介護保険の設立は家族

をみせ、
「介護従事者等の人材確保のための介

介護の負担を軽減するためであった かつて

護従事者等の処遇改善に関する法律」として

は介護のすべてを家族が担っていた その８

結 実 し た 30,000円 の 要 求 を 行 い14,000円 の

割以上は女性であり、男性は配偶者の夫がほ

待遇向上を獲得した そのための基金が時限で

とんど 家族は介護で夜も寝られず昼もゆっ

つくられた

くりできずへとへとになり介護地獄と言われ

その運動では次の3つのスローガンを掲げた

た こ の 過 酷 な 負 担 を 軽 減 す べ く「 介 護 の

① 介護はあらゆる動物の中で人間しかしな

社会化」という名で導入されたのが介護保険

い人間の証明です

数 年 前 政 府 は「 骨 太 の 方 針 」で 毎 年2100億

人間以外の動物はもとより人間であって

円、5年で１兆円以上の節減を目指す政策が

も、貧しい社会では高齢者を支えることはで

とられ 社会保障費も聖域とせず節減される

きず姨捨伝説は世界中にある 20世紀の社会

こととなった そもそも介護保険導入に関し

は 漸 く 平 和 と 一 定 の 豊 か さ を 回 復 し た 20

ては激しい議論・反対があった ノスタルジー

世紀の国連は高齢者への対策、児童、女性、障

を持つ人たちは「かつてやれたからこれから

がい者等これまで差別されてきた人々への

もできる」と主張したが、現状認識派は「昔、

人権宣言を次々と行ったが、高齢者もその一つ
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② 人間の証明としての介護を社会のどこ

に子どもは一人

に位置付けるかで社会の質（品格）が決まる

90歳 近 く ま で 元 気 で あ っ た 夫 婦 の 親 が4人

ＱＯＬというがＱＯＳ（クオリティ・オブ・

同時に倒れる これを「同時多発介護」と呼ぶ

ソサエティ）が問われる

血縁だけでは見られないのが大介護時代の

③ 介護する人が幸せでなければ介護される

前提 血縁以外が支え合う介護の「地産地消」

人も幸せになれない

地域の中でどのように支え合う社会を作るか
がこれからの大きな課題

７．
「介護の支え手」としての家族の大変化

と く に 男 性 の 家 族 介 護 者（ 息 子 ）が 増 え、

家族（世帯）の類型は今、大変化をしている

介護者全体の3割を超えた今、
働き盛りの男女の

65歳以上を含む世帯のうち一番多いのは老夫

介護離職を極力なくすよう、企業も地域も

婦の世帯で二番目はお一人様世帯 この二つ

協力してほしい 只今私は「介護離職ゼロ作戦」

で合計50％を超える ここ2 ～ 3年急速に増加

を提唱中である

し第三位になったのが高齢者と独身の子とい
う組み合わせ 今の70 ～ 80歳から団塊までは
数人の兄弟姉妹がいた 親もそうは長生きせ
ず、長生きしても長男の嫁が面倒を見た とこ
ろが今の50代半ばから下は2人兄弟時代 皇太
子ご出生の1960年（昭和35年）の出生率は記念
すべき「2」を記録した。

独身者が急増し老いた親と未婚の子どもの
組み合わせが増えている 無縁家族や無縁
社会と言われるのは当たり前 子どもが少な
ければ孫も少ない 孫を持たない中高年を「孫
レス族」と言い「孫レス族は社会的祖父母に
なろう」と提唱している 嫁は介護者の中から
姿を消しつつある、夫方の親は夫方で妻方の
親は妻方で見ることが定着 夫の親を見るの
を嫁と言うなら嫁はもはや絶滅危惧種と言わ
ねばならない 二人しかいない子どものうち
一組のみは近くにいるが他の子どもは日本
中、いや世界中に散らばっている 30キロ以内
− 11 −
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第2部

実

践

報

告

（高齢社会先駆的事業助成成果報告）

●

講師

宮島

渡

井出

訓

下薗

誠

（長野県・社会福祉法人恵仁福祉協会常務理事・総合施設長）

（北海道・NPO 法人認知症フレンドシップクラブ理事長）

（大阪府・社会福祉法人朋和会所長）

※実践報告につきましては、当日の発表内容と事業報告書等を
もとに作成いたしております
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［実践報告］

「ハイブリット・ケア（地域分散型サテライトケア）の展開
と新たな地域づくり」
宮島 渡 （みやじま わたる）長野県・社会福祉法人恵仁福祉協会 常務理事・
総合施設長

［略

歴］1987年 社会福祉法人 特別養護老人ホーム生活指導員、1991年 医療法人恵仁会を経て、
1993年 社会福祉法人恵仁福祉協会 特別養護老人ホームアザレアンさなだ施設長、2008年より現職。
［その他の役職］NPO法人 全国小規模多機能事業者連絡会 副代表、NPO法人 長野県宅老所・GH連絡会 理事長、
全国社会福祉経営者協議会 介護保険事業委員会 委員、NPO法人 地域生活サボートセンター 理事

【社会福祉法人恵仁福祉協会の概要】

トルにもありますようにこのことをサテラ

当法人が所在する上田市真田町は、長野

イトケアという名前で呼んでいます。要す

県の東北部に位置し、周囲を山々に囲まれ

るに、これまでは地域の中で生活困難が起

た中山間地域で、集落は 2 本の川沿いに点

きたときに、ただ単に困った人を収容する

在しています。農林業、観光業が主な産業

というのがこれまでの施設の役割でした。

だが、日中は 3,000 人以上が真田地域から

しかし、これからの施設の役割というの
は地域の中にある小規模な拠点を整備し、

上田市中心地方面に勤めに出ています。
真田町は1958 年に３つの村が合併して作

それを人材、あるいは財政的にバックアッ

られた町で、生活圏域は４つの小学校区 36

プし、また、そこから365日のホームヘルパ

自治会に分かれています。1993 年、当法人

ーや訪問看護、あるいは３食の配食サービ

が特別養護老人ホームを開設した当時の

スなどを自宅に宅配するということで、

人口は 11,000人あまり、高齢化率は 12％程

自宅、施設との間の地域をしっかりと耕して

でしたが、2006 年 3 月には近隣の 1 市 1 町

いこう、広げていこうというのが当法人の

１村と合併し上田市の一部となり、2012 年

コンセプトです。そういう意味では大きな

現在の高齢化率は 27%を超えています。

施設というよりは小さな施設を作っていく、
すなわちサテライト、人工衛星のように

2006 年

地域の中にサービスを展開していくという

2012 年

（合併時）
人口（人） 11,578
高齢化率

24.78%

11,036
27.42%

当法人は、地域住民の要望を受けて1993

宅幼老所戸沢の家

年に特別養護老人ホーム、デイサービス、

特養 40床、ショート 22床

認知症通所介護

ショートステイ、在宅介護支援センターな
どを備えた複合施設として、町の中心に
立地した旧真田町高齢者施策の中核拠点と
して整備されました。当法人の一つの特徴とし
サテライト特養

て、施設の拡大ではなくて、在宅に拠点を

小規模多機能大畑の家
地域生活支援センター
えん

いっぱい作って、網の目のようにサービス

【旧上田市】

を展開するという考え方です。事業タイ
− 14 −

真田グループホーム

のが一つの特徴です。展開する際には四つ

⑴全国的に施設への待機者が急増する中で、

の小学校区に、小規模な認知症向けのデイ

当施設においても利用の申し込みが数多く

サービス、あるいはグループホーム、ある

出されている。しかし、待機者のきめ細か

いは住宅、あるいは本体の施設からサテラ

な分析ができていないため、待機者がどの

イトで出ていった小規模な特別養護老人ホ

ようなニーズを持っているのかが明らかに

ームといったものをそれぞれの小学校区に

されていない。また、どのような人が在宅

一つずつ整備して、全体を夜間型の訪問

生活より施設に入居する方が本人にとって

介護、あるいはホームヘルパー、訪問入浴、

望ましい姿なのか検討されていない。

訪問看護、そして、365日の配食サービスと

⑵待機者のニーズを明らかにした結果、

いったもので地域を支えていくというよう

在宅サービスの組み合わせで生活が継続でき

なことをしております。

ないのは、単にフォーマルな介護サービス

施設が開設して、19 年になり、開設当初

提供だけでは地域での生活には限界がある

に比べて、人口は減少する一方で単身世帯

のではないか。そしてそのことが、検討さ

や高齢者世帯が増加しています。当然、

れず必要なサービスやネットワークの構築

高齢化率は急増し特に疾病や要介護状態に

ができていない。

陥りやすい 75 歳以上（後期高齢者）の割合

⑶地域住民が介護を身近な問題として、

が高まっています。また、合併をきっかけ

主体的に関わることが求められるが、高齢

に中心部や利便性の高い地域に人口が流出

世代や身内に介護する人がいる人にとって

し山間地域では村落機能が崩壊する『限界

深刻であるが、その他の世代や身近な問題に

集落』が進んでいます。旧来型の自助･相互

なっていない人の意識が広がりづらい。

扶助的組織を維持することが困難化し、集落

⑷市町村が逼迫する財源の中で、介護サー

内の力だけでは「集落力」を強化できない

ビスの充実を目指すことに多くの問題を抱

背景が顕著に現れてきました。最近、地域

えている。また、保険者である市町村は、

の懇談会で「何が問題か」という問いに対

合併をすすめる事で体力を強化する一方、

して「地域で子供を見なくなった」
「日中若

身近な顔の見える関係の中で介護・福祉

い人がいないので、買い物や通院に行けな

行政が行き届かなくなると懸念される声も

い」
「畑や田んぼが荒れてしまう」などの声

聞かれる。

が聞かれ、高齢者のみの地域の問題が深刻

⑸「地域包括ケア」の時代が期待される

化しています。

一方、サービスや機関が縦割りのため、要
援護者への生活の継続性とそれに対する総

【地域の抱える課題】

合的な支援を担える機関やネットワークが
なく、現実的は生活がバラバラにされ、

法人が 20 年に及ぶ実践の結果、身近なと

機関ごとにたらい回しにされる危険性がある。

ころで介護サービスを受けことができるよ
うになり、比較的軽・中等度の要介護者は

【助成事業に取り組む目的】

在宅サービスを利用して自宅で暮らすこと
ができ、重度者が施設を利用する流れが作

法人ではこれまで、地域でも 24 時間 365

られました。しかし、この間にいくつかの

日施設と同じレベルで介護や生活支援が受

課題も明らかになりました。以下法人が

けることができる体制づくりを目指し、

想定する地域や高齢者の課題を列挙します。

施設機能を地域に分散させる「地域分散型
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な事業所のハイブリット、そして、大規模

サテライトケア」を実践してきました。
しかし、これらの実践を通じ上記のよう

な施設のメリットと小規模な例えば６人の

な様々な課題が見えてきました。そこで、

デイサービスとのメリットです。逆に言え

これらの課題の整理と問題の分析、その

ばそれぞれがデメリットを持っているので、

検証、地域分散型サテライトケアが充分に

メリットでお互いのデメリットを打ち消し

その機能を発揮できる基盤づくりを改めて

合うということです。

推進していく新たな事業の構築と地域社会

【助成事業に期待される成果】

への課題提起を図ることを 2 年 6 ヶ月本事
業に取り組む目的としました。

助成を通じて現状の分析と必要な事業を

概念図です。私たちがやってきた実績、

構築することで以下のような成果を期待し

そして、今回掲げておりますハイブリッ

ています。

ト・ケアです。ハイブリットというと、横

⑴将来への不安の解消

文字で恐縮ですけれども、一番よく聞いた

施設機能を地域に分散する事で、地域で

ことがあるものとすれば、ハイブリットカ

の暮らしが継続出来るであろうと推測して

ーというのがあります。エンジンと電池を

地域分散型サテライトケアを進めて来まし

組み合わせて、省エネルギーでハイパワー

た。しかし、実際には施設待機者が減る事

な自動車ということです。即ちここでは

はありません。その理由は、待機者の多く

ハイブリットとは“いいとこ取り”という

が先々への不安を抱えているからです。

意味とします。ですから、エンジンのいい

そこで、待機者への 6 カ月に１度のニー

ところと電池のいいところを使って問題を

ズ調査の実施と、入居判定会議を組織して
公正な施設入所の流れを作ることで、
「いつ
でも必要な時に利用できる」ことを待機者

1993年（平成 5 年）開設
1998年（平成10年）グループホーム
開設
2000年（平成12年）介護保険法施行
第1期市町村介護保険事業計画
スタート
2002年（平成14年）宅老所開設
2003年（平成15年）
第2期市町村介護保険事業所計画
スタート
2005年（平成17年）サテライト特養
開設
2006年（平成18年）改正介護保険法
新生上田市誕生
第3期市町村介護保険事業所計画
スタート
2009年（平成21年）
ニッセイ財団助成事業スタート
第4期市町村介護保険事業計画
スタート
2010年（平成22年）
ニッセイ財団助成事業2年目
2011年（平成23年）
ニッセイ財団助成事業3年目
2012年（平成24年）
第5期市町村介護保険事業計画
スタート

理念モデル

助成事業

地産地消

現実達成

にアピールしたり、待機者へのニーズ調査
時に必要なサービスについての相談を受け
ることやアドバイスを提供することで、
将来への不安を解消し、実質的な待機者数
を減らすことが期待できます。
⑵身近な交流の「場」づくりで住民の意識
を高める。
市町村合併後 6 年が経ち、そのメリット
とデメリットも明らかになりました。その

行政計画
の実現

うちデメリットのひとつが、行政機関や
住民同士が顔の見える関係が希薄になった
ことです。その結果、
・交流の機会や場が少なくなった。

解決していこうという意味です。
では、何と何をハイブリットしていけば

・介護場面でも同様に要支援、要介護者

いいのか。施設という大型のサービスの良

は日中、様々なデイサ—ビスセンター

さと在宅のサービス、そして、地域の住民

に通い近所との交流が無くなる。
・近隣の住民もデイサービスで日中不在

の皆さんたちと私たちのようなフォーマル
− 16 −

になり、訪ねに行く必要が無くなる。

事業を実施します。主体は住民だが介護や

そうなれば、さらに

生活支援についての知識やノウハウ、情報
やマンパワーが無い、そこで法人が推進役

・お互い無関心になり交流がさらに少な

になり長期的な視点で「地域づくり」を

くなる。

推進するきっかけになることが期待できます。

そこで、民生児童委員の進めるサロン
活動の支援や宅老所やグループホームなど
の地域の拠点以外の地区に法人が独自にサ

【助成事業の実施内容】

ロンを設置し、住民の自主的な運営を支援

⑴ 特養入所申込み待機者の実態調査を実施し、

することで、住民同士が関心を持ち合い

高齢者のニーズと今後在宅生活を継続して

意識することを取り戻していくことが期待で

いく上で必要なサービスのあり方を検証し

きます。

ます。その上で、特別養護老人ホームへの

⑶フォーマルとインフォーマルサービスの

入所パス委員会を設け、
「必要な人が必要な

組み合わせによる地域支援の実現

時に必要なサービスが使える仕組み」を作

高齢者ひとりひとりの生活は、様々な

ります。(特別養護老人ホーム入居判定委員

資源の組み合わせで成り立ちますが、これ

会を年 2 回開催）

までは、家族や近隣住民の持つ機能を前提

⑵ 地域に分散したサテライト（宅老所・

に介護施設が持つフォーマルな機能を自宅

グループホーム・小規模多機能）を中心と

や地域に宅配するだけでした。しかし、

した地域住民とのネットワークづくりのた

課題でも記述した通り、家族構成の変化や

めの「運営推進会議」を既存の地域密着型

世帯単位の縮小化、合併などをきっかけに身

サービスで行われている菅平・真田・大畑・

近な小地域での支え合いが機能不全を起こ

曲尾・中原の他に、戸沢・大庭・荒井・

しています。そこで、これまで小学校区に

横尾にも設置して、それぞれの活動を推進

置いていたすべての拠点に「見守り隊」や

していきます。

「応援団」を設けて、定期的に開催されて

・防災意識の統一、連携

いる地域密着型サービスの運営推進会議と

・施設と地域住民との関わり強化

同様の機能を持つことで、身近な場所での

・施設運営の住民理解

課題の顕在化、意識化、共有化を図りフォ

⑶ 「真田活き活きふるさと通信」を発行し、

ーマルサービスとインフォーマルなサービ

住民間の情報のつなぎと手として、地域福

スが融合することが期待できます。

祉・介護などに問題意識が持てるようにし

⑷ハイブリット・ケアを実現させる

ます。
（毎月 1 回発行。表紙は地域や施設の

様々な機関が持つ機能を組み合わせるこ

高齢者から子供、家族など。通信員を募り、

とで相乗効果を生み出す「ハイブリット」

各地域の名産や催しごとなどの紹介、特集

的な取り組みを、介護や生活支援の中で

などを掲載します。）

住民・行政・事業者によって実現させます。

⑷ 地域福祉や介護について住民同士が語り

そのため、フォーマルなサービスを提供す

合う場を作ります。人と人とのつながりを

る当法人の地域分散型サテライトケアと

深めていくため、取組みの先進地の人を

地域包括支援センターの取り組みや身近な

招いて話を聞いて勉強会の開催・見学を行

地域住民の交流、支え合いのための「場」や

います。

「人」、
「イベント」
「意識」を組み合わせる

⑸ワーキングチームの活動で住民同士の支
− 17 −

え合いでインフォーマルサービス（見守り、
買い物代行、ゴミ出し、安否確認など）の
担い手をつくります。介護保険サービスと
家族で成り立っていた介護サービスを地域
の資源を掘り起こし、活用します。
⑹上田市の「第５期介護保険事業計画」に
真田町における「ハイブリット・ケア」を
提案、
「地域包括ケア」の実現を提案します。

【助成事業の経過】
⑴ 運営委員会、ワーキング関係
事業全体の運営について、大学教授、
行政職員、医師、地域住民による運営委員
会を組織して合計３回の委員会を開催し、
定期的に事業の進捗状況について議論しまし
た。最終回の行政との懇談会では、本事業
を通じて得た成果を今後の施策に活かして
いただきたい旨の要望書を上田市に提出し
ました。
また、具体的な活動は社会福祉協議会
職員、介護福祉士養成学校教員、障害者施
設長、地域住民によるワーキング委員会を
組織し、合計 12 回の委員会を開催して事業
の推進を図りました。
特別養護老人ホームの待機者に関する
実態調査検討委員会では、嘱託医師、大学
教授、地域包括支援センター所長、行政職
員が参加し特別養護老人ホーム待機者への
アンケート調査やヒヤリングを行いました。
アンケート(郵送調査)とヒヤリング(面接調
査)の結果【表１】、実質的な待機者が半減
し、要介護１、２といった比較的軽度者の
方や現在入院中、他の施設に入所中の方が

ワーキング会議

あり、さらに緊急性の高い待機者が限定さ
れていることがわかりました。
【表２・３】

⑵ 地域啓発（通信発行、セミナー）関係

また、この委員会は現在「特別養護老人ホ

地域に向けた啓発事業として、
「真田活き

ーム入居判定会議」として年２回の会議を

活きふるさと通信」というフリーペーパを

実施しています。

作成し、毎月１回真田地域の全戸に配布し
ました。表紙は身近な地域の方の写真を
− 18 −

掲載し、地元の伝承の祭りや史跡、お店の

がいないのではないかと懸念していました

紹介など、あまり介護や福祉とは関係のない

が、民生児童委員や福祉推進員の呼びかけ

内容を中心にしました。合計 27 号（準備号

によって、毎回 10 人程度の参加者があり、

を含む）発行し、読者から編集に参加する

身体的には健康だが、日頃人と交流する

人も現れました。現在は２回月に１回のペ

機会が無いことを訴える人が多い事がわか

ースで継続して発行しています。

りました。平成 23 年度は本原地域の「上原

「地域づくり」「安心した町づくり」「認

地区」で民家を借り上げ土日を除く毎日

知症」などをテーマにして合計 6 回のセミ

「いこいの郷」と命名し交流の場を開催し

ナーと１回のシンポジウムを開催し、地域

ました。上原地区は出早地区、表木地区、

での取り組みや行政の最新施策動向を学習

町原地区など新興住宅地域として広がり、

しました。参加者は地域選出の市会議員、

20 年程前に住み始めた人達が高齢化しており、

民生児童委員、一般住民、運営推進会議

いこいの郷には近隣の人達を誘い合って

委員などであります。また、地元の食材、

利用しています。運営は主に活用する人達を

昔懐かしい料理、地域の劇団のミュージカル、

中心に行われ、法人は側面的に支援してい

真田氏についての講演会など住民交流の

ます。現在、公民館のサロンは民生児童

イベント「みんなのつどい」を２回開催しま

委員が中心に開催され、法人はそれを支援

した。

しています。またいこいの郷は週３回の
開催で継続しています。
４つのグループホーム（曲尾・真田・菅平・
中原）、３つの宅老所（大庭・戸沢・荒井）
、
小規模多機能・サテライト特養（大畑）、
本体施設（横尾）の運営推進会議を開催し９カ
所の自治会で事業所を核とした情報交換、

民家借り上げ型交流事業

「認知症の人を地域で支える」セミナー

⑶ 交流拠点事業
地域の拠点づくり事業として、平成 22 年
12 月から開始した傍陽地域の「三島平・
穴沢地区」
「岡保・入軽井沢地区」長地域の
「角間・横沢地区」で月２回の公民館を活用
した交流拠点事業は、当初自治会では参加者
− 19 −

意見交換、交流の場が作られました。２カ

世帯構成の多様化、地域の支え合いの脆弱

月に１回の定期開催に加えて、11 月には

化、地域の少子高齢化など複雑に問題が絡

石川県加賀市の地域密着型サービスの運営

み合い、単純に行政や制度施策で解決でき

推進会議のメンバーとの交流会を開催（参

るものではなく、元気な高齢者同士の支え

加者 33 名）し、今後の課題の共有や親睦に

合い、小さな単位で地域協働、専門職と非

つながりました。その結果、平成 24 年３月

専門職の役割分担と協働などが求められて

25 日には法人本部がある地元の横尾自治会

います。

において、
「認知症サポーター養成研修」の

「ニッセイ財団高齢社会先駆的事業 ハイ

開催と「認知症徘徊 SOS ネットワーク捜索

ブリット・ケア（地域分散型サテライト

模擬訓練」を実施しました。
（参加者 90 名）

ケア）の展開と新たな地域づくり」として、

このように、少しずつ身近な地域で起き

「自助・互助・共助・公助」の役割の明確

る問題を共有し解決するための住民と行政

化と協働できる地域を目指した取り組みを

事業所の協働作業が始まりました。現在、

2 年 6 カ月実施してきました。

横尾自治会をはじめ運営推進会議の開催と

「ハイブリット」とはまさに混成による

運営推進会議の委員による研修会、視察

支え合いの仕組みを構築することで、でき

研修は継続して実施しており、今後は運営

ることは「自分」「家族」「近所」「自治会」

推進会議のある地域での認知症サポーター

「生活圏域」「施設」「事業者」「行政」と

養成研修の開催や「認知症徘徊 SOS ネット

段階的に支援のレベルを変えた自立を構築

ワーク捜索模擬訓練」を順次実施して行き

していくためにお互いの良いところを活か

たいです。

し合う関係づくりを行ってきました。
これらの活動は、即効性のあるものでは
なく、法人がこれまで進めて来た「地域分散
型サテライトケア」の新しい地域づくりの
形として根付いて行けるよう、既存の地域
密着型サービスで行われている菅平・真
田・大畑・曲尾・中原の「運営推進会議」
の他に、戸沢・大庭・荒井・横尾に設置し
て、それぞれの活動を推進していき、それ
ぞれの運営推進会議のある地域での認知症
サポーター養成研修の開催や「認知症徘徊
SOS ネットワーク捜索模擬訓練」を順次

認知症サポーター養成研修

実施して行きます。

【今後の課題、展望】

住民間の情報のつなぎと手として、地域

介護保険施行から 12 年、介護に関するサ

福祉・介護などに問題意識が持てるように

ービスが充実しました。しかし、各種世論

「真田活き活きふるさと通信」を継続発行

調査では、老後の不安については払拭でき

し、定期的に地域福祉や介護について住民

ていない。もちろん、年金・医療・介護等

同士が語り合う場を発信し、定期開催を進

の社会保障制度の充実を求めると介護だけ

めていきます。

で は 安 心 し た 生 活 は 望 め ま せ ん 。一 方 、
− 20 −

健康だか外出や外部との交流が途絶えが

ちな高齢者の寄り合いの場として、
「いこい
の郷」と新たに大庭地区に「サロン大庭」
を展開し、比較的参加の少ない男性にも「ほ
ろ酔いサロン」を開き、近隣の人達が誘い
合って利用できる拠点を展開していきます。
行政との協働連携を更に広げ、大学や
医療機関など「入所検討委員会」メンバー
として関わりを強化し、それぞれの特性を
活かしながら地域の高齢者問題を共に考え
地域全体で協働できる体制を模索していき
ます。
それぞれ、地道な推進が必要であるが、
社会福祉法人としての使命と役割を自覚し、
地域に貢献し、豊かな地域生活の実現を
目指していきます。
最後に、このような機会を事業を通じて
支援していただいた公益財団法人日本生命
財団に感謝を申し上げます。

− 21 −

［実践報告］

「 認知症の人、家族、介護者が安心して暮らせる町づくりを
目指す『認知症フレンドシップクラブ』活動」
井出 訓 （いで さとし）北海道・NPO 法人認知症フレンドシップクラブ理事長
［略

歴］1991年 東京白十字病院内科病棟 看護師、1998年 北海道医療大学看護福祉学部 助手、講師、
准教授を経て2008年 教授
2007年 NPO法人 認知症フレンドシップクラブ理事長、
現在に至る
2012年 放送大学教養学部生活と福祉コース 教授
［その他の役職］日本認知症ケア学会 監事、北海道グループホーム協会 理事

【はじめに】

認知症フレンドシップクラブは、札幌市

札幌市とフレンドシップクラブの概要

を中心に 2007 年 3 月に、認知症を患いなが

北海道・石狩平野の南西部に位置する

ら暮らす方々、そのご家族や介護者の方々

札幌市は、大正 11 年の市制施行以来、近隣町

が、地域の中で安心して暮らせる町づくり

村との合併、編入によりその市域を拡大し、

を目指し、長年暮らしてきた地域での安心

現在では総面積 1,121.12km2 を 10 の行政区

した暮らしの実現を応援したいと願う人々

に区分し、それぞれにまちづくりが進めら

が、彼らの隣人（友人）として自由に集い

れています。気候は日本海型気候で、夏は

活動に加われる、そんなフレンドシップを

さわやか、冬は積雪寒冷を特徴としていて、

基調とした活動を展開していこうと立ち上

四季の移り変わりが鮮明です。ですが、

げられた組織です。

高齢者の暮らしという視点から気候特徴を

認知症フレンドシップクラブは、メンバ

みれば、冬季間の積雪は高齢者の屋外での

ーが納める会費と、心ある方々からの寄付

活動を制限し、閉じこもりといった問題に

によって活動のすべてを行っています。ま

影響を与えている実情は否めません。今日

た、クラブの活動に賛同してくださる地域

の札幌市の高齢化率は約 18％。超高齢地域

の店舗や企業に、メンバーに対する独自の

と呼ばれるほどの高齢化率を示してはいま

特典やサービスの提供をお願いし、メンバ

せんが、少子化の傾向や道内のその他の

ーが会費を納めるだけではなく、クラブの

地域からの呼び寄せなどの状況とも相まって、

活動を支えることでメンバーにとっても

徐々に高齢化が進んでいる現状です。

利益を得られる相互の関係性を築いています。
さらに、活動をご支援くださるこうした
店舗や企業などに対しては、クラブのホー
ムページやニュースレターに広告を出し、
より多くの方々に店舗や企業に関する情報
が伝わるようなシステムを作っています。
認知症フレンドシップクラブでは、地域に
暮らすそれぞれができるほんの小さなこと
でお互いを支えあい、その支えあいの中で
認知症の方々への支援を提供していくシス
テムを構築し、活動にご協力くださる方々
を地域の中でつなぐ「繋ぎ目」として力を
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集約しつつ、認知症の方々の支援にその力を

り、始めたサービスが、現在認知症フレン

向けていく独自の体制を作っています。

ドシップクラブが行っている活動の一つ、
フレンドシップサポーター活動なのです。

クラブのコアシステム

本事業では、独自のシステムのもとに立ち
上がった認知症フレンドシップクラブが具
体的な展開を模索しつつ始めていた、フレ
ンドシップサポーター活動をはじめとする
3 つの活動を軌道に乗せつつ地域に定着さ
せると共に、同じシステムにのっとったク
ラブの支部設立を進めることで、認知症の
人がどの地域に暮らしていても安心できる
町づくりを進めていくことを目的とし、
活動を行いました。

【助成事業の趣旨・目的】
認知症を患う方々には、今現在に至るま
でのその方なりの様々な暮らしがあります。
そしてその暮らしの中で、その方々が親し
み、楽しんできた様々な趣味や活動があっ
たはずです。例えば、映画を観る、ゴルフ
をする、コンサートに行くなどなど、誰も
が日常生活で楽しむ様々な活動と同様に、
そうした活動を楽しんでいたはずです。で
すが、多くの方々がその疾患のゆえに、慣
れ親しみ楽しんできた活動を制限せざるを
得ない状況となり、そうした活動をあきら
めている、ないしは、あきらめさせられて
いる現状があるように感じられます。そし
て多くの場合、その原因は、認知症を患い

【助成事業の内容と成果】

ながら暮らす方々の活動をサポートする人

① フレンドシップサポーター（サポ友）
活動

材やサービスがなく、一人ではできない、
出られない、出せないといった制限である

フレンドシップサポーター（サポ友）

ことが多いのではないかと思のです。そこ

活動は、認知症を患う方々の趣味的な活動

で、こうした認知症を患う方々の趣味的な

を担う“友人”を育成しサポートするシス

活動を担う“友人”としてのサポートシス

テムを作ることで、認知症を患っても、今

テムを作ることで、認知症を患っても、今

まで親しみ楽しんできた活動を可能な限り

まで親しみ楽しんできた活動を可能な限り

継続して楽しみながら、豊かで質の高い生活

継続しながら、豊かで質の高い生活を送る

を送る手助けが可能となるのではないか、

手助けを行えないだろうかと考え、立ち上

という考えに基づいたボランティアサポー

げたのが認知症フレンドシップクラブであ

ト活動です。助成事業においては、こうし
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たサポ友の養成講座を継続的に開催するこ

そんな中、たまたま知ったサポ友の利用

とで、ボランティアとしてサポートをして

申請をしてくださり、支援が始まりました。

くださる方々をより多く地域の中に生み出

A さんとは複数回にわたってプールでの

していくこと。そして、サポ友の利用希望

活動や美術館めぐり、散歩などの活動を一緒

者に対して継続的に友人としてかかわるサ

に楽しむことができました。ご本人の体調

ポーターを派遣し続けていくということ。

の悪化からサポ友の利用は終了となりまし

さらには、サポ友となった方々が認知症の

たが、利用中には笑顔がみられる回数も

症状やかかわり方などについての知識や

以前より増えたとの感想も、息子さんから

技術をより高めていけるような研修会を

寄せられていました。
助成事業期間中にサポ友が行った具体的

開催すること。これらを中心に、サポ友活動

な活動内容としては、食事、散歩、パーク

の定着を図ることを目指しました。
まず、2 日間（12 時間）の内容で構成さ

ゴルフ、水泳、美術館めぐり、スポーツジ

れるサポ友養成講座を、函館を会場として

ムへの同行やお話し相手など、さまざまで

1 回、札幌を会場に 2 回、帯広で 2 回の計 5

ありました。また、登録してくださってい

回開催し、合計で 173 名の参加者を得るこ

るサポ友を対象としたフォローアップの

とができました。また、その中から 36 名が

研修会も、計 3 回開催することができました。

サポ友としてのボランティア登録を申請し
てくださいました。登録してくださってい
るサポ友は、23 歳から 88 歳までと幅広く、
平均で 52.5 歳。男性 10 名、女性 26 名でし
た。また、介護士や看護師といった専門職
の方々をはじめ、会社員、教員、自営業、
主婦、リタイヤされた方など、様々な方が
サポ友として登録をしてくださいました。
サポ友の利用は、札幌圏内においては６

またサポ友活動では助成事業の初年度より、

名、延べにすると 44 回の利用がありました。

認知症の人の活動支援を行う学生ボランテ

また、新たに立ち上がった帯広事務局でも、

ィアを育てていくためにスチューデントボ

開催した 2 回の養成講座から生まれたサポ

ランティアを組成し活動を展開しました。

友が 4 回の活動を行いました。

卒業などのために人数は流動的ではありま

例えば A さんは、ご主人と二人暮らしで

したが、14 名でスタートしたスチューデン

した。認知症を発症して以来、離れて暮ら

トボランティアでは、近隣の病院で療養し

す息子さんが心配し、いつも連絡をとって

ている認知症の人の活動支援やクラブ主催

いたそうです。ですが、外出好きだった A

のイベントなどでのボランティア活動など、

さんがいつも家に閉じこもるように生活し

さまざまに支援活動を行うことができまし

ていること、また A さんの御主人では一緒

た。認知症フレンドシップクラブでは、こ

に連れだって外出することが難しい状況に

うしたサポ友やスチューデントボランティ

あることなどから、なんとか以前のように

アをこれからも各地の事務局で養成してい

好きだった美術館めぐりや水泳などの活動

くとともに、具体的な活動支援を通しての

を続けられないかと考えていたそうです。

サポートを地道に続けていきたいと考えて
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と、例えば、いつの間にかスポットを示す

います。

ステッカーもなくなっていた店舗や退会を
② 認知症フレンドシップスポット（DF ス

された店舗もあれば、積極的に商工会に働

ポット）活動

きかけてくださったり、チラシを配ってく

私たちが暮らす地域に、人と人との心の

ださっている店舗もありました。このこと

間に段差を作らないという意味におけるバ

から、スポットの認定に関してはこちらか

リアフリーの場所、特に認知症の人に対す

ら強く勧誘するのではなく、あくまでも

る理解を深め、認知症バリアフリーの場所

自発的な興味を持っていただくことから始め、

として地域の中に立つ店舗や企業などを一

徐々に理解を深めていってもらうような関

つでも多く生み出していこうとする活動が、

わりをとることの重要性を知ることができ

フレンドシップクラブが行っている 2 つ目

ました。

の活動、DF スポット活動です。助成事業

このことは、認定スポット数を増やすこ

では、こうした店舗や場所が一つでも多く

とができたことと合わせ、今後の事業展開

地域の中に増えていくことで、認知症の人

に役立つ大きな経験となりました。

やご家族が安心して出かけていける場所の
存在を知るようになること、またそうした
場所がたくさんある地域を作っていくこと
を目指しました。
地域や商店街、商工会などへの働きかけ、
またチラシの配布などの活動を通じ、申請
時点では７か所であったスポット数が、北
海道内では札幌に 9 か所、帯広に 6 か所、
石狩、函館、サロマに各 1 か所の合計 18
にまで増加しました。また、こうしたスポ
ットへの登録希望場所の中には、他の店舗
③ フレンドシッププロモーション活動

などに貼ってあるスポットのステッカーに
興味を持ち、連絡をして下さった方々もお

3 つ目の活動は、フレンドシッププロモ

られました。スポット登録をしてくださっ

ーション活動です。この活動は、仕事をし

た場所には、食堂、喫茶店、居酒屋、八百

たいと願う認知症の方々を登録し、その

屋、整骨院、福祉機器店など、様々な業種

一方でフレンドシップクラブが認知症の

がありました。こうしたことは、地道な

方々にもできる仕事を募集していくことで

広報の活動により、地域内でのつながりが

双方をつなぎ、認知症の人の就労支援を行

生まれてきた結果であると考えています。

っていこうとする活動です。助成事業では、

ですが、広報を行う中で課題も明らかになり

認知症の人の登録から派遣、仕事の募集と

ました。それは、登録してくださった場所

紹介というシステムの確立に向けた試みを

ごとに見られる温度差でした。確かに、ス

実施していくということと継続的な活動の

ポットとしての登録を持ちかけると、どの

展開に向けた足がかりを築いていくことを

店舗も決して嫌な顔はしない傾向がありま

目指しました。

す。ですが、認定を受けた後の状況をみる

計画当初は、教育機関におけるゲストス
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④ その他の活動

ピーカーとして認知症の当事者としての声
を学生たちに伝える仕事を依頼し、継続的

1)認知症の人とその家族、介護者への調査

な仕事の紹介と派遣を模索しました。です

助成事業としての具体的な３つの活動を

が、ゲストスピーカーとしての仕事は認知

続けていく中で、クラブの活動が認知症の

症の人が単独でこなすことが難しく、家族

人や家族の支援システムとなりえているの

または他の誰かの協力が必要でした。さら

か、また支援システムとして機能していく

には、登録を検討していた方々の認知症の

ために何が求められているのかを具体的に

状況が変化していく中で、自らの言葉で想

知るために、介護環境の現状把握、および

いを伝えることが難しくなり、ゲストスピ

認知症の人、その家族・介護者が抱く具体

ーカーとしての仕事や、当初予定をしてい

的なニーズの掘り起こしを行っていくとと

た認知症に関する Q＆A サイトへの書き込

もに、支援システムの構築に向けた示唆を

みなども難しい状況となり、認知症の人の

得ることを目的として、介護を担う家族を

登録と派遣、仕事の募集と紹介というシス

対象にアンケート調査を行いました。

テムの見直しを迫られました。

アンケートは A 県の認知症の人を支える

そこで、認知症の人の就労支援に関する

家族の会に登録している会員のうち、現在

先駆的な取り組みをしている方々（町田市

認知症の人を家族に持ち介護をしている人

の「折りづる工務店」
、奈良市の「絆や」
）

500 名を対象として行い、294（ 男性61 名、

に話を伺いつつ、フレンドシップクラブが

女性 233 名）の有効回答を得ました。現在

店舗のような独自の場所を構え、そこで

の介護保険では受けられないがあればいい

就労が可能となる労働を生み出しつつ就労

と感じるサービスや支援があるかを聞いた

支援をしていく方向性を模索し計画を進め

ところ、64%が「ある」と答え、そのうち

始めました。その中で、甘味処として営業を

の多くが「見守り」や「必要時にすぐに

していた店舗を借りた活動の可能性も浮上

利用できるサービス」と回答していました。

していたのですが、活動に専従で携わる

さらに、介護のために自分の時間が持てな

予定となっていた人材の調整がつかなくなり、

いと感じることがあるかを問うと、76％が

この計画も頓挫することとなってしまいま

「ある」と回答し、そのうちの 70%はお金

した。

を払ってでも自分の時間が欲しいと感じる

助成事業として計画をしていた就労支援

ことがあるとしていました。つまり、介護

活動は、残念ながらシステムの確立に行き

保険にはおおむね満足だが、個々のニーズ

つくことなく終わってしまいました。です

に即したサービス受給はなく、有料のサー

が、認知症の人への就労支援は、フレンド

ビスでも自分の時間が持てるならば利用し

シップクラブとしても可能な限り支援をし

たいと考えている家族が少なからずいるこ

ていきたいと願っている部分であることに

とが伺えました。有償サービスであること

変わりはありません。独自のデイサービス

が利用を控える原因となっているのではな

などを持たないフレンドシップクラブがど

いかと考えていましたが、利用する家族の

のような形で支援していくことが可能であ

側では有償でも必要を感じれば利用する

るか、今後も各事務局との連携の中で考え

意思があることが分かりました。

ていく予定です。
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2)支部事務局の設立

考えを、より多くの人に知ってもらいたい」

本助成事業の目標の一つは、近隣市町村

ということ、また、「地域に暮らす多くの

において同じシステムに基づく支部事務局

認知症の人の存在を地域の人たちに知って

を立ち上げ、認知症の人がどの地域に暮ら

もらいたい」ということ、そして、「認知

していてもサポートを届けられる体制基盤

症の人や家族を支援したいと願う仲間たち

を数多くの地に整えていくことにありまし

が地域の中にはたくさんいて、そうした一

た。まず、助成事業の開始と時期をほぼ同

人一人が手をつなぎ合うことによって認知

じくして函館事務局が立ち上がり、函館

症になっても安心して暮らせる町づくりが

地域における活動の定着を助成事業として

実際に目に見える形で進んでいくというこ

取り組むことができました。これにより、

とを、地域の人たちに知ってもらいたい」

函館でのサポ友養成講座の開催や他の団体

との思いがクラブ内で話し合われていまし

と連携した研修会の開催、更には函館と札

た。そうした中、札幌事務局と函館事務局

幌とをつなぐイベントの開催など、函館地

との連携企画を模索する中から、認知症の

域における広報と会員の獲得とを行いなが

人も一緒に参加して楽しめる広報のイベン

ら事務局活動の定着を進めていくことがで

トとして生まれたのが、函館-札幌間の 300

きました。また、第 2 年度下期においては

ｋm を、タスキをつなぎながら走る RUN

石狩市、帯広市で新たに事務局を立ち上げる

TOMO-RROW（RUN 伴）でした。これは

ことができ、それぞれにキックオフイベン

函館から札幌までのルート上にある認知症

トを開催することができました。特に帯広

関係の施設スタッフや入居者、通過する

事務局においては、サポ友養成講座の開催

地域に暮らす認知症の方、ご家族や介護者の

をきっかけに、帯広市で行っている 100 万

方々に声をかけ、それぞれの場所でそれぞ

人認知症サポーター養成講座受講者のフォ

れにタスキをつないでいただきながら 300

ローアップ研修を受託し、帯広市との協力

ｋm を走りきるという企画でした。2011 年

のもとに認知症にやさしい町づくりに取り

7 月 28-30 日の 3 日間をかけ、約 200 人以上

組む体制を整えることができています。現

の方々のご参加をいただき、札幌までの道

在、こうした事務局の設立は道内をはじめ

のりを走りきることが出来ました。スター

としてその他の地域にも派生しており、新

トからゴールまでのルート近郊の施設や

たな事務局の設立も打診されている状況が

地域の方々、当事者やご家族が多数参加し

あります。これらのことは、助成事業によ

てくださるなか、多くの笑顔が繋がりあう

って進めた事務局の設立と活動の定着とが

体験は、そこに弱さや障害を感じることの無

実り、それぞれの事務局での活動実績が

い安心して暮らせる町の姿を垣間見たよう

評価された成果であると考えています。

な思いがしました。このイベントは、一人
ひとりの力が小さくても、つながりあうこ

3)地域をつなぐ RUN TOMO-RROW

とで大きな力を生み出すことを教えてくれ

（RUN 伴）

るイベントとなりました。

フレンドシップクラブの活動を地域に
周知し、根付かせていくことを模索する中で、
「認知症の人のやりたいこと、できること
を支援するというフレンドシップクラブの
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人と人をつないでいくという変化を生み出
してきたのだと言えると思うのです。助成
事業によって対象地区に生み出した変化と
いうならば、地域の中に暮らす人々の思い
を繋いだこと、と言えるのかもしれません。
残念なことに、そうした変化を可視化する
ことは難しいことです。ですが、例えば、
支部事務局を立ち上げることで、その地域
に暮らす人たちをメンバーや利用者として
つなぎ始めました。また、RUN 伴でタスキ
をつないでくださった 200 名ほどの方々は、
その多くがフレンドシップクラブのメンバ
ーではありませんでしたが、その参加者の

北海道新聞

方々からもメンバーが生まれ、今年も RUN

【今後の課題、展望】

伴を走ろうと自発的に企画を進めてくださ

認知症フレンドシップクラブでは、サポ

る方々が現れました。そうした方々の働き

友活動をはじめとする 3 つの活動を軌道に

から、今年のラン伴では、恵庭市長や洞爺

乗せつつ地域に定着させると共に、クラブ

湖町副町長、函館市議等が参加してくださ

の支部設立を進めることで、認知症の人が

り、繋がりの広がりを感じることができま

どの地域に暮らしていても安心できる町づ

した。こうした状況は、地域の中に暮らす

くりを進めていくことを目指し活動を行い

人たちがフレンドシップクラブの行う活動

ました。こうした活動によってどのように

を通じてつながり始めていることの表れで

地域が変わったのか、また変わりつつある

あり、そのことこそがフレンドシップクラ

のかを考えるとき、フレンドシップクラブ

ブが町づくりに向けて対象地区に生み出し

の働きとは、サポ友が同じ趣味を持つ認知

てきた変化なのだと感じています。

症の方とつながって共に活動を楽しむ支援

認知症フレンドシップクラブが目指す

であることのように、人と人とをつなぐ

「認知症になっても安心して暮らしていけ

役割を担っているのだという認識を改めて

る町」を作るということはすなわち、認知

強く持ちます。確かに、支部事務局を立ち

症に限らず、いかなる弱さの中にある人々

上げることができ、それぞれの地域におい

でも、自らの弱さを弱さだと感じずに暮ら

て活動をすすめはじめています。ですが、

せる地域を作ることに他なりません。です

町づくりを進めていく上で大切なのは、何

がそのためには、弱さの中にある人々を取

らかの仕掛けを地域の中に投じていくこと

り巻く地域、社会全体がその意識を大きく

ばかりではなく、その仕掛けが投じられた

変えていくことが必要となるのだと思い

地域の人達を、どう仕掛けと一緒に変えて

ます。なぜならば、何かを弱さと見るその

いくのか、ということだと感じます。そう

基準は常に取り巻く社会の側にあるからです。

したその点から振り返るならば、フレンド

地域や社会全体の意識を変えていくことは

シップクラブはこの 2 年半を通じて地域の

容易ではありません。また、そのためには

中で多くの繋ぎ目としての役割を果たし、

地域に暮らす一人ひとりが個々に思いを持
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つだけでは、十分な力を発揮することがで
きないと感じています。認知症になっても
安心して暮らしていける町を目指すために
は、まず地域に暮らす一人ひとりが繋がり、
その力を集約され、地域に暮らす認知症の
人へと向かう具体的な活動に落とし込まれ
ていくことが必要だと感じます。そして、
その活動こそが、認知症フレンドシップク
ラブが担うべき働きなのだと考えます。地
域に暮らす人と人とをつないでいくことで、
地域のなかに変化を生み出していくことの
できる可能性を、フレンドシップクラブは
持っていると感じています。そうした可能
性への気づき、また繋がり合うことの重要
性に対する再認識を、今後の発展に尽力し
てくれる方々と共有できたことが、2 年半
の助成事業を通じて得た最も大きな成果で
もあり、今後もフレンドシップクラブが続
けていかなければならない活動なのだと考
えています。２年半の助成により得られた
多くの経験と知識とを糧に、これからも
認知症の方々の友として寄り添いながら、町
づくりに向けた活動を続けていきたいと願
っています。
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［実践報告］

「いつまでも住めるまちづくり
〜一人も見捨てない認知症応援事業〜」
下薗 誠 （しもぞの まこと）大阪府・社会福祉法人朋和会 所長
［略
歴］1983年 医療法人鴻池会入職、学校法人瓶井学園教務課長を経て2009年より現職。
［その他の役職］日本認知症ケア学会 代議員、介護支援ネットワーク協議会さかい 理事、堺市南区区民まちづくり会議委員、
さかい地域包括・在宅介護支援センター協議会 幹事、御池台校区まちづくり協議会 副会長、
庭代台校区まちづくり協議会 委員、花園大学非常勤講師

【社会福祉法人朋和会の概要】

【堺市南区の概要と助成事業
対象地域の現状】

何か人のお役にたつ仕事ができたらうれ
しいのに･･･という現理事長の思いから

堺市南区の概要

昭和 49 年特別養護老人ホーム年輪を開所

堺市南区域は、市域の南端に位置し、西

しました。

は和泉市、東は大阪狭山市、東南は河内

「失ったものを数えるな。残ったものを

長野市に接しており、泉北ニュータウンを

生かそう」
（パラリンピックの創始者 L.グ

中心とした計画的市街地とその周辺の農地、

ッドマン博士の言葉）を年輪のモットーと

集落地、丘陵地などからなっています。

して歩き始め、昭和 53 年大阪府のモデル

南部には自然や農業とふれあうことがで

事業として、堺市全域を対象とした「在宅

きる貴重な自然環境が残され、市民に親し

寝たきり老人入浴サービス事業」開始。

まれています。また、泉北ニュータウンに

昭和 55 年短期保護事業開始。昭和 57 年都

は快適な居住環境が広がり、泉北高速鉄道

市型特別養護老人ホーム増設。昭和 59 年

泉ヶ丘駅周辺には、多くの商業施設や公共

痴呆性老人専用居室改修
（2 人部屋 3、
個室 4）
。

施設が集積し、にぎわいをつくり出してい

昭和 62 年 デ イ サ ー ビ ス セ ン タ ー 開 所 。

ます。須恵器の窯跡も多く発見され、国宝

平成 4 年在宅サービス供給ステーション

の桜井神社拝殿や、無形民族文化財「こお

開所。平成 6 年デイサービスセンターＥ型

どり」などの貴重な歴史文化資産が受け継

開所。平成 10 年痴呆性高齢者グループホー

がれています。

ム開所。平成 16 年痴呆性老人専用住居
改修（個室 12）。（＊時代の流れを理解してい
ただくために、当時の名称を使用していま
す。）と時代とともに、
地域とともに成長し、
38 年という年輪を重ね、
入所定員 100 名、
ショートステイ、デイサービスセンター、
訪問看護ステーション、グループホーム、
居宅介護支援事業所、在宅介護支援センタ
ー、診療所を有する施設になりました。

無形民族文化財「こおどり」

また、ひとつの商業地域に拠点をかまえて
相談事業や地域の方々と顔の見える関係作

人口は、助成申請をした平成 21 年 7 月

りに取り組んでいます。

現在では、158,963人、65歳以上は 34,704人
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（21.8％）
。75 歳以上は 12,325 人（7.8％）
でしたが、

平成 24 年 7 月では、人口は 155,884人
（3,079 減）、65 歳以上は 39,282人（25.2％）
と 4,578 人増加しています。75 歳以上は
15,322人
（9.8％）と人口の減少と高齢者人口
の増加が急速に進んでいます。その中で、
一人暮らしの方が増加している傾向にあり
ます。
介護保険制度における要介護の状況は、
平成 21 年 4 月の時点で、
要介護認定者 6,056
人、平成 24 年 4 月では、6,989 人と増加し
ており、要介護高齢者増加の高い区域です。

この現状から見ても入所施設や在宅サービ

対象地域の現状

スなど施設の努力だけでは対応しきれない
状況だと考えます。

当助成事業の対象地域は、泉北ニュータ
ウンの中で朋和会の在宅介護支援センターが

泉北ニュータウンは47年近くの歴史を経

担当する御池台、庭代台、桃山台、上神谷

て、円熟した地域に成長しました。助成

の４つの地域（以下「助成事業対象地域」

事業対象地域も同様に成長してきました。

と言う）で地域の状況をグラフで見てみる

しかし、その内部では急激な少子高齢化、

と、初期入居者の高齢化の進展と子供の世

都市基盤の老朽化、コミュニティの弱体化、

代の都心回帰により、今後の認知症をはじ

犯罪の増加などの問題を抱えており、住民

めとする介護、ケア問題は深刻化すると予

もその問題に気付きながら解決の糸口をつ

測され、その対策が求められています。

かめぬまま、不安を抱え生活しているよう
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【助成事業の実施内容】

な現状ではないかと思えました。助成事業

◎事業活動の概略

対象地域も高齢化が進み、認知症高齢者
問題をはじめとする高齢者問題が深刻な課

実施時期

回数

運営員会

21 年～23 年

14

外部研修会参加

21 年～23 年

11

活動

題となり、世代間を越えて地域全体が支え
合う必要性が生まれてきています。

1

【助成事業の趣旨・目的】
泉北ニュータウンが誕生して 47 年目を
迎えています。当然のことながら、高齢

2

世帯や一人暮らし高齢者、昼間独居高齢者は
増えており、高齢化率も増加の一途をたど

認知症に関する地域住民の意識調査
講演会

っています。人口動態やコーホートを見て
も少子化現象があり、
高齢化は顕著であり、

全世帯への

高齢者にとって住みよい街になっていくに

カード配布

22/5

調査、分析

22/5～11

3

地域別講演会

21 年～23 年

4

運営委員の地域へ
の働きかけ

22/11

5

世代に応じた

は多くの課題が存在しています。
このことを踏まえ、高齢者、特に認知症
高齢者が住み慣れた地域で、安心して住め
るように、地域の人々に今以上の認知症へ
の理解や地域の認知症支援への意識の向上
と共通理解を促進していく必要があります。
そして、認知症高齢者を支える専門家の
体制づくりや地域の住民等が参加しやすい
地域づくりが必要です。そこで、地域の自治

啓発活動

会や民生委員、行政などと協力して、認知
症の理解や対応、介護者の技術習得、支え
合いづくりなど、地域の風土や風習を踏ま
えた活動を展開していき、地域の顔の見え

22/3

6

地域の拠点作り

7

地域の認知症

る支援体制の確立と継続を追求していきま

サポーター

す。つまり、大規模ニュータウンで、特別

活動グループの

養護老人ホームを運営する社会福祉法人が、

誕生と実践

22 年～23 年

7

13

23/3～

23/7～

地域の方々と共に地域の生活ニーズに応え
る仕組みを目指すことです。
１.事業推進のための運営委員会
認知症高齢者応援事業の地域を基盤とし
た組織形成のために、各自治会の会長や
民生委員・児童委員長の方々には、現在の
認知症に関する情報の提供と共有化を図り、
認知症の理解と支え合うことの大切さを軸
に組織参加を呼びかけました。
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具体的には、本事業の目的や実施計画の
必要性を理解していただくこと。高齢世帯
が中心となっていく傾向にある地域の今後
の対策などを共通理解していくことなどで
す。なお早期発見、声かけ支援のために、
郵便配達員、宅配配達員、銀行員、ＰＴＡ
役員、商店主など、幅広い協力者を求め
認知症サポーターのみならず、さらに濃密な
人々の組織を形成する方針を立てました。

第14回 最終運営委員会

当初、賛同いただいた運営委員は、堺市南

運営委員会を定期的に開催することで、

区区長をはじめ、南区自治連合会会長、在

企画の合意、実践活動の結果と再検討を行

宅介護支援センター年輪担当の４区域の自

い運営委員の活動に対する意識の向上と意

治会長、副会長、民生委員長、医師、学識

欲を高めました。特に第３回運営委員会で

経験者、堺市社会福祉協議会南区事務所、

は、今後の活動を左右する住民への意識調

福祉施設管理者、認知症の当事者団体など

査（後述）を検討しました。そして、その

が参加していただき、当法人担当者を含め

結果を踏まえて、今回の活動が動き始めま

ると２０名の船出となりました。そして、

した。

事業の名称が「認知症高齢者地域応援会」

［ 認知症理解のための運営委員の外部

と決定しました。

研修への参加 ］
運営委員の認知症の正しい知識、理解の
統一を図ることも必要であったことから、
運営委員、当法人事務局などが外部研修に
参加しました。参加した運営委員は、運営
委員会で内容を報告し、認知症の理解の
周知に努めました。その甲斐もあり、地域
の認知症理解の必要性について運営委員の
皆様の意識が徐々に高まりました。特に、
平成22年6月に参加したテーマ「デンマーク
の認知症ケア 医療・ケアサポート最前線」

第1回運営委員会会議

の研修では、世界で一番幸せな国といわれる
その後、運営委員会の活動内容の変化や

デンマークの認知症ケアの現状とこれから

増加に伴い、当法人では６名のワーキング

の課題等のシンポジウムが開催されました。

チームを創設、運営委員も実践活動に合わ

運営委員の中で助成事業対象地域の各代表

せた認知症推進連携担当員の参加や若年性

1名と事務局が研修に参加しました。デンマ

認知症支援団体や当事者の協力も得て、徐

ークの認知症医療、ケアサポート体制の

々に増加していき最終の運営委員会では、

先端で活躍する家庭医、認知症コーディ

４１名の運営委員となりました。

ネーター、理学療法士、地域高齢者精神
医療班のスーパーバイザーから、日本との
違いや連携の在り方、課題について学び、
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［ 調査対象および調査方法］

サポート体制の構築に役立ちました。

堺市南区の人口数に対する助成事業対象
2.認知症に関する地域住民の意識調査

地域の人口割合に合わせ、階層別無作為

［ 調査目的 ］

抽出法により抽出した助成事業対象地域の

地域の方々の認知症に対する理解や認知

成人 1,016 名を調査対象とし、自記式調査票

症の人に対する態度を調べ、その関連要因

を用いた郵送調査を実施しました。回答数

を探り、受容的な態度を促進するための啓発

は 332 件でした。
調査地域の所在する堺市南区は 2010 年 6

活動のあり方を検討することを目的として

月末現在、人口 158,275 人、65 歳以上の高

平成２２年５月に実施しました。
［ 調査の下地づくり］

齢者数 36,060 人、高齢化率 22.8％でした。
助成事業対象地域の総人口は 25,268 人で

調査の前段として対象校区住民への認知

あり、高齢化率 22.2％でした。

症に関する意識の高まりを促すことやこの
調査への関心を高めるために助成事業対象
地域とその周辺地域へ、認知症理解の講演
会「笑いと健康 認知症予防フェスティバ
ル」を３月に実施しました。また、５月に
は認知症に関する相談機関をすぐに探せる
ようにと冷蔵庫などの扉に貼れるマグネッ
ト型のカードを作成しました。これは全
世帯に配布していますが、特に小・中学校の
保護者の方々をイメージして作成したもの
です。また名刺サイズも同時に作成しまし
た。このカードは、認知症対象者やひとり
暮らしの高齢者の方々が持ち歩いていただ
けるよう作成したものです。
裏面には住所、
氏名、電話番号など記載できるように工夫
しました。
カード

分析対象者の性別は、女性が69％を占め
ました。年齢層別にみると、60歳代が最も
多く、家族構成は親と子のみ世帯が最も
多かったです。
認知症の人との同居経験の有無について
は、過去と現在を含めて同居経験「あり」
が15％を占めました。
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・認知症に関する知識、とくに行動・心理
症状やその対応についての知識の普及
・知識の普及とあわせて、地域において
認知症の人との関わりをもつ機会を増やし
ていくこと
・地域住民における高齢者へのポジティブ
なイメージを高めて、エイジズムを無く
していくこと
などを通じて、認知症の人への肯定的
態度を醸成させることが必要だと考えられ
ました。
認知症についての関心はとても高いので
すが、勉強会などの参加や介護のケアや
ボランティアの講習会の参加については、
「参加したいと思う」人よりも、
「そう思わ
ない」人が多く、思うほど意識が高くあり
ませんでした。

今回の調査分析や課題認識をもとに地域
に合わせた認知症の正しい理解の促進、
認知症の理解に関する意識の向上、認知症
の人に対する肯定的態度の促進の啓発活動
が始まってきました。
3.地域住民への認知症理解のための講演
会活動
対象校区住民の認知症に関する意識の

認知症の人に対する肯定的な態度のこと
です。「周りの人と仲よくする能力がある」

高まりを促すために、助成事業対象地域

に「そう思う」と答えた方が一番多くいま

とその周辺地域へ、認知症理解の講演会

すが、「普段の生活で認知症の人と関わる

や小学校校区を対象とした小地域ごと

機会があってもよい」に「そう思うか」という

の講演会を開催しました。また、地域の

ところでは大変低い調査結果が出ました。

企業への認知症サポーター養成講座受講

結果・考察：認知症の人を理解するための

促進にも力を注ぎ、開催することができ

有効な啓発活動を展開するには、

ました。
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平成 21 年
11 月

御池台校区で講演会開催「日常生活

の中で取り組める認知症予防」93 名参加
平成 22 年
3 月

「笑いと健康 認知症予防フェステ

ィバル」開催 栂文化会館

約 320 名参加

平成 23 年
7 月 シンポジウム「認知症の理解と地域
の支え合い実践の第一歩」開催
栂文化会館 約 350 名参加

6 月

庭代台校区で講演会開催「認知症の

理解と地域の支え合い」153 名参加
10 月

桃山台校区で講演会開催テーマ「認知

＊認知症に対する関心の高さが理解でき、

症理解と支える家族と地域」87 名参加

地域支援の意識も高めることができた講演
会となりました。
4 運営委員の地域への働きかけ
運営委員が地域のスーパーへ出向き認知
症啓発チラシの配布を行ったり、各地域の
商店会の店舗に依頼し、認知症啓発ポスタ
ーを掲示させていただきました。また、ス
ーパーにチラシを常設することもでき、運
営委員自ら認知症への理解を求める活動を
実施しました。自治会長や民生委員長の
方々に同行いただいて依頼したことが良い
結果をもたらしたと思います。

10 月

知症講習会・相談会を開催
11 月

平成 22 年

ボランティアグループ「木曜会」認

11 月 御池台：商店会、スーパーにチラ

20 名参加

認知症サポーター養成講座

シ常設

泉北

庭代台：スーパーにチラシ常設

自動車教習所 職員対象 40 名参加

桃山台：チラシを運営委員で配布
上神谷：ポスター掲示
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○御池台校区 福祉まつりに参加 「疑似
体験コーナー」を担当
○御池台小学校・おひさま企画 日曜参観
時に教育講演会（若年性認知症について）
を開催。
講演は若年性認知症の当事者と介護者、
専門家の体験談や認知症の正しい理解の
説明など。
5.世代に応じた啓発活動
認知症に関しては高齢者のみの啓発では
充分ではないことから、小学生への認知症
教室の開催や保護者対象にも講演会を小学
校主催で開催しました。世代間を通した
啓発ができました。
○小学生認知症教室
開催学校数

開催回数

対象学年

受講者数

４校

８回

3～6 年

547 名

○若年性認知症の当事者・家族と御池台校
区の住民とおひさま会員の交流会を開催
○特別養護老人ホーム年輪に慰問
御池台小学校 6 年生

○施設見学とふれあい体験実施
庭代台小学校 3 年生参加
＊各小学校とも継続して取り組んで欲しい
と依頼があり、地域の活動組織へと移行でき
た地域もあります。
（御池台、庭代台）
小学校での認知症教室等が継続して開催で
きた要因は、最初の相談時から自治会長、
校区福祉委員長さんたちと一緒に活動し
たことが大きいと思います。また、初回の
認知症教室（寸劇と説明）が校長、教員の方々
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に非常に高い評価を受けました。校長先生は

合い意識も高まり、認知症サポーター養成

教職員の勉強にもなるとも話され、継続して

講座受講者を中心に助成事業対象地域の中

実施していくことが決まりました。保護者の

の 2 つ の 地 域 で認 知 症サ ポ ー ター 活 動

方々には学校側から認知症教室の開催の

グループが誕生しました。当該地域の活動

趣旨などを説明していただきました。

は、自治会長が自ら要望し実現しました。
このことにより継続的な支え合い実践が

6.地域に活動拠点を作る

開始されました。

庭代台校区の近隣センターの空き店舗を
活用して、地域の方が気軽に立ち寄れる場
所を作りました。買い物のあと一息つける
場所、相談や認知症啓発の場所、趣味の
練習や公表の場所、サロン、講演会などに
使用することを目的としています。
平成 23 年 3 月
庭代台地域共生ステーション年輪を開設

平成 23 年 7 月
御池台校区に認知症サポーターの活動グ
ループ「おひさま」誕生
グループ員 32 名
「おひさま」では、おひさまのロゴを作成
しシール化しました。

＊現在、ひとり暮らしの男性の方々が買い
物帰りに立ち寄られたり、折り紙の好きな
方々が教室を開催しています。またウクレ
レ教室や三味線の教室、練習も新たに始ま
りました。介護相談も行い、地域の方が帰
り道がわからなくなった方を連れてきたり、
徐々にではありますが、地域に認知されて
きています。また、庭代台の認知症サポー

このシールは、おひさま入会者や賛同者、

ターの活動グループの拠点にもなり、認知

要援護高齢者に配布し、玄関に貼ってもら

症サポーター養成講座などが定期的に開催

うようにしています。これは、徘徊されて

されています。

いる方が同じマークを頻繁に見ることで、
自分は家の近くにいるように感じていただ

7.地域の認知症サポーター活動グループ

き、地域外へ行くことを少しでも防ぐため

の誕生と実践

です。また、要援護者宅では、災害等にあ

様々な啓発活動などにより、地域の支え

った時に自分の情報が救助者にわかるよう
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平成 23 年 7 月

に、カプセルに情報を入れ、そのカプセル

庭代台校区に認知症サポーターの活動グ

を冷蔵庫に入れておく「命のカプセル」を

ループ「きずな」誕生

お配りしました。その際にもロゴのシール
を使い、玄関に貼るようにしました。この

グループ員

116 名

ことは、消防署、警察署にも認知していた

「きずな」では、自治会の予算にも計上

だいています。
この活動がきっかけとなり、

することになり安定的な基盤ができました。

御池台地域全体で取り組むことになりまし

活動は「庭代台地域共生ステーション年輪」

た。
「おひさまシール」を 1,000 戸に貼るこ

を活動拠点として、定期的な認知症サポー

とを目標にしています。

ター養成講座の開催やステーションをＰＲ

さらに平成 24 年 3 月 「おひさま」と年

して、生活の相談、居場所づくりを展開し

輪共同で徘徊ＳＯＳネットワークを形成し

ています。
「きずな」の会員には、オレンジ

ました。このネットワークは、地域会館の

のペンダント式ボールペンを提供して、

FAX に協力してくださる方々の FAX 番号

地域にオレンジのきずなを作ろうとしてい

を登録し、探してほしい連絡が入ったら

ます。目標は 1,000 人です。

特徴を聞き取り、専用の用紙（人の姿の輪

「きづな」の活動を紹介します。

郭が描いてあります）に書き加え FAX を
送信するというものです。受け取った方は
家の付近を見て、
該当者らしき人がいたら、
保護と連絡をしてもらうというものです。
現在の「おひさま」の活動は、要援護高齢
者や認知症の方々の見守り活動やひと声活
動などを実施しています。
また、おひさまや当法人職員、識者など
と共同で若年性認知症の人と家族と地域の
支え合いの会「希望の灯り」を立ち上げま

平成 23 年

した。農地を借りて、野菜の販売などを

6 月 認知症サポーター養成講座 庭代台

目標に当事者や家族と一緒に、ボランティア

地域共生ステーション年輪にて開催

や就労の機会を作ろうと活動を始めたとこ

6 月 独立行政法人福祉医療機構「ＷＡＭ」

ろです。

機関誌に掲載される（地域共生ステーショ
ン年輪）
9 月 認知症サポーター養成講座２回開催
庭代台地域共生ステーション年輪にて開催
11 月 「きずな」認知症予防「健康ウォー
キング」実施
12 月 「きずな」、共生ステーション年輪
庭代台限定のフォトコンテスト開催
「きずな」をＰＲする目的として開催
平成 24 年
1 月 「きずな」役員会開催。次年度の自
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この「気にかけること」の意識が増幅さ

治会予算に計上を要望（実現しました）
2 月

認知症サポーター養成講座

れたことは、この事業の成功の一つと考え

開催

ます。

共生ステーション年輪にて。
3 月

一方で、二つの地域には認知症支援の活

「きずな」きずな会員向けのスキル

アップ研修実施。

動グループが誕生しませんでした。それぞれ

（演者 若年性認知症の当事者・家族）

原因は異なっています。
一つの地域は、自治会加入率の低迷です。

【助成事業の成果】

地域で情報の伝達をする場合、自治会を通

2年半にわたり、
認知症啓発活動を皮切り

して行うことが多いと思います。その自治

に地域の運営委員を中心に活動を展開して

会に加入していない場合、情報は少なくな

きました。基礎になるのは、住民の意識や

ってしまいます。よって行事や物事の意識

地域の状況です。それゆえ意識調査を行い

の統一などが難しいのがわかります。加入

ました。また、調査に協力していただける

率が50％を切る場合は、その機能自体、

よう助成事業対象地域を中心とした大きな

存続の危機を感じます。自治会の加入率の

講演会を開催し、
2ヶ月後に認知症相談連絡

高さが地域活動の成果を左右すると考えます。

用などを目的に作成した、マグネット及び

また、もう一つの地域は、すでに地域

カードを対象地域全戸に配布し、すぐに

住民の支え合い実践が有意義に機能して

調査票を郵送しました。

いる地域でした。地域の子供から高齢者、

調査結果として、認知症の人を理解する

その先祖まで名前を把握しているところ

ための有効な啓発活動を展開するには、

です。自治会加入率は98％で、最近新しい

認知症に関する知識とくに行動・心理症状

分 譲 地 が でき た こ とで 2％ 減 少し た と

やその対応についての知識の普及が重要で

のことです。この地域は昔ながらの互助

あること。知識の普及とあわせて、地域に

の体系が残っており、地域の組織力、行動力

おいて認知症の人との関わりをもつ機会を

は素晴らしいものであることを実感しま

増やしていくことも重要であること。
また、

した。

地域住民における高齢者へのポジティブな

平成24年度からは、堺市では小学校区を

イメージを高めて、エイジズムを無くして

単位とした「堺市地域まちづくり支援事業」

いくことも、認知症の人への肯定的態度を

が創設され、地域の支え合い活動に拍車が

普及させるために必要であることがわかり

かかってきました。

ました。そして、調査結果後、前述した

私ども社会福祉法人の専門とする介護

活動を地域ごとに開催していきました。

技術やその知識を、地域の方々にも少なから

運営委員の認知症理解への意識もより高まって

ず理解していただき、見守りや支え合うこ

きました。そして地域住民の認知症の理解

との大切さをより一層意識されたことは、

に関する意識も高まり、地域自治会への相

これから到来する高齢化の波を穏やかにし

談も増えてきました。住民も気軽にどこへ

ていくことでしょう。高齢者にやさしいま

相談したらよいかが浸透してきたと思いま

ちは地域のみんなにやさしいまちというこ

す。御池台、庭代台に活動グループも誕生

とです。そしてその優しさは、将来は若者

し、継続的な支援や近所の方々に気をかけ

たち住みたいまちへと変化していき、永住

る意識が増幅されたと感じます。

志向地域となっていくことでしょう。
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地域と共に活動すること、支え合うこと
のきっかけをひとつでも実現できたことは、
社会福祉法人としての使命を果たすことに
なり、地域の皆様にとても感謝します。
今後、それぞれの地域活動にこれからも
社会福祉法人として地域の支え合いに参画
していきます。

【今後の課題・展望】
これからの課題は、地域の認知症サポー
ター活動グループの組織継続と質の向上に
あると思います。
活動が進むにつれ、活動グループへ参画
したいと考える新しい住民の方々が増えて
きます。その時の養成計画や担当者の育成
が必要となります。養成計画および育成担
当者を地域の専門機関と共同して選考し、
実施していくことが望ましいと考えます。
また、地域の行事ごとに認知症理解の
ＰＲを行うように計画し、認知症が身近な
ものとして感じるようにしていくことなど
も大切なことと思います。
地域の実態把握をきっかけとして、地域
の特性に合わせた支え合い実践活動を構築
していくための支援は、地域を把握し、
地域力を確認しながら、顔の見える関係を
構築し常に適切な信頼関係の距離を保ち、
地域自立力をつけていくことにあります。
この支援・援助をコーディネートできる経験
値の高いソーシャルワーカーや認知症ケア
専門士、認知症介護指導者を地域ごとに
配置できる体制は非常に重要であると考え
ます。今後、自治会が経験値の高いソーシ
ャルワーカーや認知症ケア専門士、認知症
介護指導者を雇用できる仕組みを作り、地域
包括ケア構想と響き合い、小地域、区単位
の支援体制を構築していくことが、これか
らの泉北ニュータウン再生の鍵になると考
えます。
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第３部

総 合 討 論
しらさわ

コーディネーター

白澤

まさかず

政和

（桜美林大学大学院老年学研究科教授）

［ゲスト報告］

「認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり

― 若年性認知症の方のサロン活動と徘徊高齢者のSOSネットワーク ―」
ふくしま

福島
討 論
シ ン ポ ジ ス ト

ひろ こ

廣子

（社会福祉法人麗寿会理事・総合施設長）

福島
宮島
井出
下薗

廣子
渡
訓
誠

［総合討論］

「住民と地域の団体・機関の協働による安心して暮らせるまちづくり」
白澤 政和（しらさわ まさかず）桜美林大学大学院老年学研究科教授
［略歴］大阪市立大学大学院修士課程修了。
大阪市立大学大学院教授を経て 2011 年より現職
現在、日本学術会議会員、社団法人日本社会福祉学会 会長、日本介護福祉学会 副会長、
日本ケアマネジメント学会 副理事長
［著書］
「ケースマネージメントの理論と実際」「介護保険とケアマネジメント」
「施設のケアプラン」「キーワードでたどる福祉の 30 年」
（以上中央法規出版）
「ストレングスモデルのケアマネジメント」
（ミネルヴァ書房）
「ケアマネジメント」
（編著、全国社会福祉協議会）
「『介護保険制度』のあるべき姿」
（筒井書房）

［ゲスト報告］

「認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり

福島

廣子（ふくしま

［略

ひろこ）社会福祉法人麗寿会 理事・総合施設長
特別養護老人ホームふれあいの森 施設長

歴］公務員・医療相談員・生活指導員・介護支援専門員を経て、1992 年ふれあいの森施設長、
1998 年総合施設長就任、現在に至る。
［その他の役職］介護認定審査会 委員 東洋大学非常勤講師、神奈川県児童養護施設外部評価調査員、
神奈川県認知症対策部会 委員、日本老年行動学会 理事

− 43 −

総合討論「住民と地域の団体・機関の協働による安心して暮らせるまちづくり」
うに、介護保険の制度だけでは、あるいは
医療保険だけで、私たちは地域で生活を続
けることはできないわけです。そういう意

桜美林大学大学院老年学研究科教授

白澤

味で私たちにとって非常に大事なのは、そ

政和

れぞれの地域の中でどう土台となる地域社
会を作り上げていくのか。そして、人々が
生活に困ったときに支えられる仕組みを作

Ⅰ. 地域で安心して生活できるしくみづくりを
目指した実践報告者の取組
（白澤）

り上げていくのかというのが今日３人の皆
さん方の具体的な話の内容ではなかったの
かと思います。

ただ今ご紹介いただきました

白澤でございます。本日は最初に樋口先生

そういうことで、今日は総合討論という

からお話をいただいたわけですが、その中

形で、どう私たちはそういう地域を作り上

でも家族の機能が大変弱くなってきており、

げていくのかを、皆さん方と一緒に残りの

隣近所がお互いに助け合うのが当たり前で、

時間で考えていきたいと思っております。

住民総動員をしていかなければ、この高齢化

つきましては、先駆的事業助成を受けて

社会を乗り越えられないのではないかとい

いただいた３つの事業者以外に、今日はゲ

うお話をいただきました。そして、その後、

スト報告をしていただこうと思っておりま

今回のニッセイ財団の助成を受けて２年半

す。先ほど申しました地域の仕組みをどう

の活動につきまして三つの法人の方々から

作り上げていくのかということで積極的に

地域での活動報告をいただいたわけです。

活動をいただいております社会福祉法人麗

最近よく「地域包括ケア」ということが

寿会の活動を、その理事であり総合施設長

言われます。住み慣れた地域の中で最後ま

をおやりになっておられます福島廣子さん

でできる限り長く生きられる。それも小学

から、お話をしていただきたいと思います。

校区や中学校区というような生活圏域の中

タイトルは、
「認知症高齢者を地域で支え

で生活が続けられるという社会を作ろうと

るしくみづくり―若年性認知症の方のサロ

いうのが地域包括ケアであり、今の日本の

ン活動と徘徊高齢者のＳＯＳネットワーク

大きな方向であるわけです。そのことにつ

―」ということで、お話をしていただこう

いて３人のご報告は、地域包括ケアを進め

と思います。その後で、皆さん方と先ほど

ていく上での大きな基盤についてお話をし

申し上げた地域づくりをどうしていくのかと

ていただいたのではないかと思います。

いう討論をさせていただきたいと思います。
それでは、福島さん、よろしくお願いい

どういうことかと申しますと、介護保険

たします。

や医療保険というのはそれなりに充実して
まいりました。そして、私たちはケアマネ
ージャーを介して介護保険のさまざまなサ
ービスを利用できる時代を迎えたわけです。
しかし、樋口先生の話にもございましたよ
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Ⅱ.ゲスト報告

ながら考えていく課題は、若年性認知症の

「認知症高齢者を地域で支えるしくみづくり

方をどのように地域で支えていくか。そし

―若年性認知症の方のサロン活動と

て、その仕組みを、どのように地域住民あ

徘徊高齢者のＳＯＳネットワーク―」

るいはさまざまな機関を巻き込みながら作

（福島） ただ今ご紹介いただきました福

り上げていくのかという報告と徘徊高齢者

島と申します。神奈川県の茅ヶ崎市から参

を地域で支えていく仕組みづくりをどのよ

りました。このような席にお招きいただい

うに作ってきたかという２点についてお話

たことをニッセイ財団に感謝申し上げたい

をさせていただきたいと思います。

と思います。
1. 若年性認知症の方のサロン活動「より道」

最初に「麗寿会」の概要を説明させてい

（鎌倉市）

ただきます。

①住民ニーズによるサロンの立ち上げ
それでは、鎌倉市で実際に活動を展開し
ております若年性認知症の方を支える仕組
みについてお話をさせていただきます。
サロンは鎌倉市の今泉台という地区にあ
ります。40 年前に山林を開発してできた住
宅地で、高齢化率が丁目によっては 47％、
平均で 43％ぐらいの地区です。鎌倉市でも
「鎌倉のチベット」といわれているぐらい、
雪が降ると最初に除雪車が出るという地域
神奈川県の地図を示しておりますが、丸で

です。道が１本しかないという所で、非常

囲っているところが２カ所あります。鎌倉

に高齢化が進み、不自由を感じています。

市と茅ヶ崎市です。法人本部は茅ヶ崎市に

その何丁目かの住宅地には若年性認知症

ありますけれども、鎌倉市までは車で約１

の方が何人か生活をしていらっしゃるとい

時間の距離です。各施設は茅ヶ崎市と鎌倉

うことです。かなり身近で通える所に若年

市、そして、茅ヶ崎市の隣町の寒川町とい

性認知症の方のサロンがあると、自分たち

う所で、２市１町にまたがっております。

も安心して、ここで暮らすことができると

それぞれの施設では入所部門と在宅部門の

いう住民ニーズを受けて立ち上げた背景が

サービスを併設した形で行っています。

あります。今、申しましたように身近な地域

そして、地域の中に根ざした存在という

で家庭的な雰囲気の中で集える場があって、

ことと合わせて施設のさまざまなノウハウを

地域住民の方たちにも自分たちのことを理

地域に還元し、地域住民とともに歩んでいく

解してほしいという、家族や本人の要望と合

施設運営を目指すというのが法人のコンセ

わせてできることを自分たちは仕事として

プトになっております。合わせてさまざま

還元していきたいという思いもありました

な高齢者の状態の変化に応じて住み替えが

ので、このような取組をしております。
基本的な考え方としましては、地域の中

できるようにということで、幾つかの施設

にはさまざまな方たちが生活していらっし

を用意している法人です。

ゃいますので、特別視するのではなくて、

私がこれから皆さまと一緒に情報提供し
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集まる場所があると、そこにいろいろな方

できてきていくということです。共に過ご

たちが寄ってきて、その中で交流を図りな

す時間を地域の中で作っていくことによっ

がら生活をしていきます。そして、若年性

て、地域住民の方たちが理解することによ

の認知症という病気になったけれども、ま

っての見守りとか、いざというときの支え

だまだできることもたくさんあるし、
また、

合いにつながっていると感じています。さ

地域にたくさんのことを戻していきたいと

まざまなインフォーマルなお茶会とか、イ

いう思いもあるということで、そこを何と

ベントを開催する中で若年性認知症の方の

か地域ぐるみで理解し、支え、住み慣れた

持っている力を発揮してもらおうというこ

町で安心して、ぎりぎりまで生活ができな

とで、さまざまな活動をしているのですが、

いだろうかということを考えています。

ＩＴ関係に勤めていた方は、パソコンがと

コンセプトとしてはボランティアや町内会、

てもお得意で、いろいろな広報誌を作って

そして、地区社協も含めて、目的を共有し

いただいたり、行事予定を作ってもらった

活動しているというサロン活動です。

りとさまざまな場面で持っている力を発揮

②ふれあいの場「より道」の事業活動

して活動されています。もう一人の方は技術屋

築 40 年ぐらいの民家を借り上げて、
内部

さんですけれども、庭いじりが好きだという

改修をして、
「より道」と名付けて、地域に

ことで、近所の人たちの庭の整備をする

居住していらっしゃるさまざまな方たちが、

ことで、そこから報酬をもらうような活動

散歩がてらにちょっとお茶を飲みに立ち寄

をされています。このような形で経済的な

ったり、トイレを借りに立ち寄ったりし、

活動と同時に持っている力を出していただき、

そこに集まっている人たちと会話を楽しん

お互いが支え合っているのが現状です。

で、何かを得て帰るという自然にふれあう

また認知症の方を理解する人を増やして

場所になるようにということで「より道」

いくということで、ボランティア講座を開いて、

と名付けています。

認知症の理解と支援、あるいはコミュニケ
ーションをどういうふうに図っていくか等、
ボランティアの育成なども行っています。
さらには、皆さんが集う中でさまざまな世
間話の中から支援ニーズの発見ができます。
そして、早期に課題解決に向けて支援できる
というのが非常に大きな効果を得ています。
自然な形の中に若年性認知症の方が参加を

このサロン活動では、当法人が実施する

し、そこで自分が生きているという実感を

事業を週３日間行っています。ここでは特

持ってもらう取組ということになります。

に若年性認知症のサロンという名付け方は
していなくて、いろいろな人たちが集う中で、
若年性認知症の方が交流を図りながら自然
な形でそこで時を過ごすという場を作って
いるというのが特徴です。
その交流の中で、
「認知症になると、こう
いうふうになっていくのだ」という理解が
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地域サロンの他に、当法人は回想法とパ

議論を重ねているところです。また、この

ソコン教室を認知症予防講座に位置付け講

地区は非常に高齢化が高い地区で住居環境

座を開いています。また地域の高齢者向け

は開発当時のままで、階段を上らないと玄関

に体操教室を開催したり、一人暮らし高齢

にたどり着かないという地区の特徴があり

者のために冷蔵庫にある一品を使ってどう

ます。外に出るのが億劫になって閉じこも

いう料理ができるか。栄養価の高いものは

りがちになっているのです。移動手段があ

どういうものができるかということで料理

るといいという町内会の意見を受け、施設

教室を開催しています。最近はスープの会

のデイサービスの送迎の空いている時間帯

が発足して、高齢者のためのスープの教室

に車をお貸しして、高齢者の方たちの移動

も開いていく予定です。

手段の確保に貢献してゆく方向で話が進ん

さらにサロンの特徴としては、地域住民

でいます。サロンは一軒屋ですから、幾つ

への利用解放ということを行っています。

かの間取りがあって、さまざまな活動がで

火木土の３日間です。北鎌倉の地区に立地

きるという状況です。何よりも住宅地の中

していますので、明月谷の谷戸の会や、地域

にありますので、
皆さんに馴染みがあって、

の高齢者の食事の場所として提供したりして

入りやすいという所で、地域の方々にとっては、

います。最近は学童保育が地域にありません

若年性認知症の方のサロンとしてスタート

ので、学校から帰った子どもたちがサロン

はしましたが、それ以外のさまざまな方

に集まって宿題をやっています。私も宿題

たちのより所になっているというのが現状

の面倒をみることも時々あります。親子

であるだろうと認識しています。身近な地域

連れで何世帯か立ち寄って、子育ての情報

で立ち寄れる場所がたくさんあると、認知

交換を行ったりしています。

症の高齢者に限らず、地域の高齢者の方た

また民生委員さんがコーディネーターを

ちが非常に安心して、お茶飲みサロンにも

して、趣味のサークル活動への開放というの

できるだろうし、そこの中での世間話から

を行っています。麻雀の会というのは認知症

ニーズの拾い出しができ、表には出てこな

予防にいいということでかなり盛況です。

い介護問題について早期解決を図る仕組み

民生委員さん自身もここに参加しながらや

ができるのではないかなと考えています。

っているという形で地域開放を行っていま

住民との協働というところでは、住民の

す。ここは利用のルールも作っていますが、

ボランティアの方たちがさまざまな形で食

サロンの鍵をもう一個作り、ボランティア

事会を行ったり、あるいは麻雀の会を開い

の責任者の方に管理してもらっています。

たりということで活動を展開しています。

③行政、地域の変化

以上が、サロン活動の報告です。このサ

このように平成 23 年４月からこのサロン

ロン活動を実際に実施してみて、一つはっ

活動を始めて、現在どういう状況かといい

きり言えることは地域の中にはさまざまな

ますと、地区社協や地域のさまざまなサロ

方たちが生活をしているということです。

ン活動をしている方たち、鎌倉市、神奈川

元気な高齢者もいれば、障害を持って、何

県の担当主管課の皆様の訪問を受け、サロ

らかの手助けを必要とする高齢者もいれば、

ンは今後の地域における高齢者介護、特に

子どもたちもいれば、若者もいればという

若年性認知症の介護の在り方を示すものと

ことで、それが地域だろうということです。

ご理解いただき継続的に活動できるための

そういう人たちを何も若年性認知症だから
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ということで特別視するのではなくて、その

併設の「在宅介護支援センター」に事務局

地域のいろいろな人たちの関わりあいの中

を設置し、24 時間体制でスタートしました。

で理解をし、支えていくことによって安心し

現状は有効に機能していると思っています。
②ネットワーク成功（早期発見）の要因は

てそこに住み続けることができるのです。
サロンは開所して１年になりますが、実

地域住民、行政、施設、関係機関との協働

績を積み重ねてまたどこかで「こういう結

その理由は何かというところなのですけ

果ですよ」という報告ができれば幸いかな

れども、年に何回か啓蒙活動をしています。

と思っています。

大きなシンポジウムを開催したり、地域を
回って認知症の理解とコミュニケーション

2. 徘徊高齢者のＳＯＳネットワーク―

の工夫という講座を開いたり、さまざまな

（茅ヶ崎市、寒川町）

形で茅ヶ崎、寒川町全域を回って講演活動も

次いて徘徊高齢者のネットワークのお話

行っています。この活動は行政と地区社協

しをします。人口は寒川町が５万人弱、茅

と私ども法人の職員が一緒になって行って

ヶ崎市が 23 万人程で、
高齢化率は共に 20％

います。「時間を惜しんでも、それはやり

弱ぐらいの地域です。
地形的には平坦地で、

ましょう」ということが合意形成されてい

温暖な気候の地域です。

ますので、毎年同じような繰り返しをしな

①ネットワーク形成のきっかけ

がら浸透させています。現状はサポーター

ネットワークを作るきっかけとなったのは

養成講座と絡み合わせながらやっていると
いうこともあります。

平成７年に発生した死亡事故でした。徘徊
をして、２日目にゴルフ場の側溝で発見

ネットワークの基本的な考え方は、発生

されたという痛ましい事故で、住民の方たちの

の予防、早期発見、身元確認、保護された

「二度とこういう事故が起きないように

高齢者のケア、家族のケアまでも含む総合

仕組みを作りたい」という思いの声を受けて、

的システムを構築しましょうということで

行政や警察、あるいは消防署も含めて、その

出来上がっています。
今日の議論のテーマでもあります、行政

他の機関も併せて検討会を重ねて出来

や地域住民、あるいは施設、ここに包括支

上がったシステムです。

援センターも含まれますが、さまざまな
関係機関と協働しながらシステムを運用して
いるという特徴があります。ネットワーク
の構成はここに示してありますように、警
察や消防署を含めて、民生委員さん、コン
ビニエンスストアと大手のスーパーにも協
力をお願いしています。協力してくださる
ところには、ＳＯＳネットワークの協力機
関ということで、シールを作って、玄関に
貼ってあります。大手スーパーでは、徘徊
このネットワークの立ち上げまで約２年間

をして、保護が必要な場合に防災無線が入

の検討期間を設けました。そして平成 10

ると、それを店内でアナウンスをしてくだ

年 4 月より当法人の特養「ふれあいの森」

さるという仕組みになっています。
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④ネットワークができて「よかった」と
思える地域の変化
ネットワークの利用状況は、増加傾向に
あり、平成２３年は９６件、平成１０年の
開始から合計６８３件になっています。平
成１８年に山形や東京から徘徊をしてこら
れて、保護されて、施設で何カ月かお預か
りしたという事例があります。
ネットワークの発足後、明らかになった
またネットワークに協力してくださって

課題として、連絡網が中断してしまうこと

いるこれらの機関の人たちは、施設の周辺

がありました。そこで、Ｓ０Ｓネットワー

や在宅であれば自宅のある所の周辺を１時

クの協力者を中心に自治会単位の小地域活

間探すというような仕組みになっています。

動を行い、認知症の理解とＳ０Ｓネットワ

「１時間以上はもういいですよ」というこ

ークへの協力の呼びかけを 1 年かけて全地

とで、夜の８時までは探していただきます。

域に実施しました。このことにより協力者

それ以後は警察に委ねるというような仕組

が増加しました。

みになっています。仕組みができてから、

ネットワークができたことにより、地域

死亡事故はゼロです。早期発見につながっ

や家族や行政、あるいは施設にそれぞれ変

ています。

化があります。特にここでは地域の変化と

③ネットワークの特徴

いうことで、認知症の理解が浸透してきま

このネットワークの特徴は事前登録制度

した。それは見守り支援活動や初動捜査に

です。これに登録して、行政と警察とネッ

協力するということが非常に地域に浸透し、

トワークの事務局が私ども法人になってい

住民の変化があったということです 。「家族

ますので、その三者でこの用紙は保管して

が身内の状況をオープンにすることができ

いるということです。個人情報のこともあ

ました」「在宅介護を継続する意欲が持て

りますので、かなり慎重な扱いを要してい

ました」という声にみられます。行政は

ます。

システムの牽引役として機能するようになって
きました。

もう一つの特徴は一時保護施設があると
いうことです。特に認知症の高齢者の方が
警察で保護されますと、警察の人が対応し
切れない場合、保護しますとすぐに「ふれ
あいの森」に一時保護の要請があって、警
察の人が連れて来るという仕組みになって
います。
これまでは身元が判明しないで、約１カ
月半預かった事例もあります。遠くは名古
屋や仙台、そして、岩手県の方から徘徊を

登録している家族に対してアンケートを

して、茅ヶ崎で保護されたという事例など

実施したところ、特に「気持ちの変化」と

もあります。

いうことで、「精神的な負担が軽減された」
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というのが 69.1％、
「登録したきっかけにつ

じて、ご参加頂いている皆さん方にご理解

いて」は「何回か迷子になった」というこ

していただければと思います。

とが 67.8％、
「ご本人の様子をご近所に伝え
ンにしてきているよ」というところが見え

Ⅲ.認知症の人に対して自然な形で
関われるしくみづくり

てきました。アンケート結果からも在宅介

そこで、今日は最初に認知症の話が出て

護の継続に少なからず影響を与えていると

まいりましたので、認知症に関わって活動

いうこととさらに地域住民への浸透という

された皆さんにお聞きしたいのです。認知

ことで、さまざまな広報活動を継続してい

症の人をその地域で支える以前に、認知症

きたいということになりました。

の人に対する私たちの肯定的な対応と誰か

ていますか」ということで「非常にオープ

まとめとしては、

おっしゃっていましたが、私たちが病気を

①住民と協働した地域づくりということを

きちっと理解し、そういう人たちに対して

このようなネットワークを通じて継続し

自然な形で関われる仕組みを作るためにど

ていきたいということ

ういうような努力をされてきたのか。

②地域ニーズを把握して、小地域活動を

これは３人の方にお聞きしたいのです。

展開することによって課題解決に向けて

まずは福島さんから下薗さん、井出さんと

の支援が可能になるのではないかなと

いう順番でお話をいただければありがたい

いうこと

のですが、いかがでしょうか。要するに、

③住み慣れた地域で「住み続けたい」とい

認知症の人、とりわけ福島さんのところは

う思いに私たちの法人がどれだけ寄り添

若年性の認知症の人たちに対する地域の受

うことができるかが重要ではないかなと

け入れが変わってきたということです。ど

いうこと

ういうようなことをやれば、こういう受け

になります。

入れというのが変わってくるのかという話

ちょっと足早になりましたけれども、私

をいただきたいのですが。

の話を終わりたいと思います。ご静聴あり
がとうございました。

（福島） この地域の方たちはなかなか
認知症の方の受け入れが難しい地域でしたの

（白澤） どうも、福島さん、ありがとう

で、最初は「誰もが認知症になり得る可能

ございました。それでは、もう一度総括の

性がある」というタイトルでチラシを作り

まとめのシンポジウムの方に入らせていた

まして、
「一緒に学んでみませんか」という

だきたいわけですが、先ほども申し上げま

ことで１軒１軒ポスティングをしました。

したように、さまざまな公的なサービスは

大体 2000 世帯ぐらいあるのですけれども、

それなりに整ってきたけれども、その土台

ポスティングをして、あとは町内会の回覧

となる地域というのをどう作り上げていく

板と掲示板に貼って、当日を迎えて、そこ

のか抜きに私たちは安心した地域での生活

には多くの方が参加してくださいましたの

ができないという中で、併せて４人のご報

で、「やれやれ、しめたな」と思いながら

告をいただいたわけです。

継続していったというのがあります。

私は、
「どうすれば地域のしくみづくりが
できるのか」ということを、総合討論を通

（白澤） それでは、下薗さんはいかがでしょうか。
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（下薗） 私たちのところは地域に認知症

（白澤） どうもありがとうございました。

のことで自治会や民生委員の方々がお困り

認知症の人を地域で支えるといったときに、

のケースがありました。ですから、まず

皆さん方３人の団体はそれぞれいろいろな

運営委員会を作るときにも、地域の方々に

講習会をやって、地域の人々の知識を深め

「認知症の正しい理解をして、支えていき

ることもやっておられるわけですが、一方

ましょう」ということを結構話をさせてい

でふれあうというのですか。体験をする。

ただいて、地域の自治会長さん、民生委員

一緒に関わるという活動の中で受け入れる

長さんがとにかく興味を持って、
「これは何

状況を作り上げてきたのだろうと思います。

とかしよう」としていただいたことから、

Ⅳ.地域づくりの基本は運営委員会

とても大きな拡がりを生んできたということ

①地域課題を議論する場としての運営

になります。

委員会
（白澤） それでは、井出さん、いかがで

その一つは、地域で支えるときにそうし

しょうか。

た土台みたいなものを抜きにはなかなか
地域づくりというのはできないのではないか

（井出） そもそも私たちが認知症フレン

と思うわけです。

ドシップクラブを立ち上げたきっかけとい

井出さんのところ以外は地域の中で拠点

うのでしょうか。それは自分目線で認知症

を持つということが一つです。これもとり

のことを考え始めたということだと思うの

わけ小学校区なんかのところで拠点を持っ

です。当時、私はまだ認知症というと、自

て活動するということをおやりになってこ

分のことというよりも、よそのおじいちゃ

られたわけです。それと、もう一つは地域

ん、おばあちゃんの問題ぐらいの認識でし

の人たちの運営委員会を持っておられると

た。ですが、自分もあと 10 年、15 年すれ

いうことです。これは福島さんのところも

ば高齢者の仲間入りと考えた時、自分は

お持ちでしょうか。先ほどのサロン活動「よ

認知症になって大丈夫なのだろうか。そう

り道」には運営委員会というのはあります

思ったのです。大丈夫なのだろうかという

でしょうか。

のは、自分が認知症になったときに、自分

こういうことを作る上で、今日のお話を

は住んでいる自分の町で本当に安心して暮

聞いていると、どこも運営委員会や活動拠

らしていけるのだろうか。仲間や友達はい

点というのが核になって、地域の活動が展

るだろうか。自分の好きなイタリアンを食

開しているということのように思います。

べに行けるだろうか。嫌がられはしないだ

そこで、まずは最初にこの運営委員会とい

ろうか、ということです。そうなったとき

うようなものがどういう意味を持っている

に、認知症を自分目線で考えてみよう。そう

のか。いろいろな団体の人たちが集まって

すれば、いろいろなことが見えてくるのでは

会議をするというのはそれぞれがご報告を

ないか。やらなければいけないことが見えて

いただいているわけです。そういうことで、

くるのではないか。そういうことを皆さんに

こういう運営委員会が大きな鍵になるのだ

訴え始めていくことで、少しずつ変わってき

ろうと思うのですが、このあたりについて

ているのではないのかと考えています。

は地域を作っていく恐らく基本の部分なの
だろうと思います。
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ただくようなきっかけにすることがとても

それでは、宮島さんの方から順番に、井

いいかなと思っています。

出さんのところはそういう拠点を持ってい
ないということなので、飛ばさせていただ
いて、３人にご報告いただきたいのですが、

（白澤） どうもありがとうございました。

いかがでしょう。

皆さん方が参加いただく道具に運営委員会
というのはなるのではないかというお話です
が、それでは、下薗さん、いかがでしょう。
（下薗） 私たちの所は最初から認知症の

恵仁福祉協会 常務理事・総合施設長

宮島

渡

ことについて困りごとがあった地域があり、
そこから出発していますので、意識的には
すごく持っていらっしゃったと思います。

（宮島） やはり認知症の問題だと、当事

そして、これを展開していく上でそれ以外

者に近いところにいる人にとってはすごく

の活動ですね。お祭りの活動であったり、

意識が高いのですよね。でも、そうでない

子どもの支援のことであったり、障害者の

人にしてみると、
「問題だと思うけど」と、

支援のことであったりと、地域は一つでさ

先ほどの下薗さんのアンケートではないの

まざまなことに着目して活動していたとい

だけれども、問題意識はあるのだけど、研

うことも幸いして、地域会館を拠点に自然

修には参加しないというような状況がある

とそちらで生まれていくというようなことが

のです。ですから、今回私どもも運営推進

できました。それはとても意識の高い地域

会議を拠点に設けていったというのは、一

だったからこそ、
できたことかと思います。

つは研修会に参加すると呼びかけしたとき
に参加してくれるだけでもう十分なのです

（白澤） どうもありがとうございます。

ね。参加してくれない方たちが非常に難し

それでは、福島さん、いかがでしょう。

い問題を抱えていると思います。そういう
意味で自治会、あるいは長寿会の方たちと

（福島） 私は鎌倉の地区について話をし

かにいろいろとお願いをするのです。そう

ます。茅ヶ崎はもう既に取り組んで長い期

すると、義務と責任からそこに参加するの

間経過して、かなりうまくいっています。

です。そして、
「そういうことか」と気付いて

鎌倉なのですが、構成メンバーは町内会の

もらうという一つのきっかけになるのです。

会長さんとか、ボランティアの団体とか、

自治会長さん自ら出席していただければ、
他の方たちも参加しやすくなるというふう

あるいは民生委員さんのそれぞれ町内で活
動している人たちが参加しています。

なことから、
「最初は疑心暗鬼で参加してい

そこの中で活動の１カ月の振り返りと、

たのだけれども、こういうことはこれから

この地区で何が必要なのだろうかというこ

必要だな」ということが参加してみてわか

とと、閉じこもりがちな人が地形的に多い

るということがあります。そういう意味で

ので、その人たちをどうしたら外出しても

は運営推進会議のような場を作ってやらざ

らえるかということがいつも議論する課題

るを得ないのです。
やらざるを得ないから、

として出ています。一つ一つ解決していこ

義務から、
「それは必要だ」と切り替えてい

うとしていて、ここの運営推進会議に参加
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する人たちは「自分たちは成長した。それ

協議会をやっておられるわけです。この拠

を地域にまた戻したい」という意見が多い

点というのは下薗さんの所も、宮島さんの

ですね。

所も小学校区という単位でおやりになって
おられるわけです。ところが、国は介護保

（白澤） 今３人からご報告をいただいた

険制度の中で地域というのは中学校区とい

わけです。運営委員会や運営推進委員会と

うのを考えていこうとしているわけです。

いうような名称でそれぞれおやりになって

小学校区でこういう展開をすることの意義

おられるわけですが、ここは非常に大きな

みたいなものをお聞きしたいと思います。

ポイントなのだろうと思います。最後に福

福島さんの所はどういう形で展開してい

島さんがいみじくも言っていただいた部分

るかというのは後からそのお話の中で伺う

とも関係するわけですが、運営委員会で、

ということにしたいと思うのですが、いか

地域で一体どんな問題があるのかというこ

がでしょうか。恐らく運営協議会と活動拠

とを議論するところまでどう発展させてい

点には大きな関係みたいなものがあるよう

くのかが重要だと思います。

な気がするわけですが、それでは、宮島さ
んからお答えいただけたらと思います。

先ほど最初に宮島さんがおっしゃられた
ように、最初にこういう運営協議会に参加
するときには嫌々参加されるというのも多

（宮島） 私たちが小学校区にしたのは、

いのだろうと思うのですが、そこをどうい

昭和の大合併の時に小学校区の整備があっ

うような形で今言うような地域の課題を見

たのです。昭和の大合併というのは昭和 30

つけ出して、その解決の方向に持っていこ

年半ばですから、
ちょうど 50 年ほど経過し

うかという福島さんがおっしゃったような

ているぐらいということになりますので、

形にもっていくかです。恐らく三つの地域

その当時に二十歳の人であれば、今は 70 代

ともそういう活動を行っておられたのだろ

ぐらいということです。ですから、多分そこ

うと思うのです。

では地縁があるのかなと考えたのが一つ

②地域の実情に合わせた活動単位

あります。実際に私たちの真田という地域

そういう意味で、さらに３人の方にもう

も三つの小学校と菅平という小学校がある

一歩踏み込んだお話をお聞きしたいのです

のですけれども、三つの小学校というのは

が、皆さん方は拠点をお持ちで、その運営

実を言うとそれぞれが三つの村で、昭和３５年
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に合併をしているということがあります。

地域特性が随分違う中で、それぞれの地域

ですから、当然地縁がそこに広がっている

に合わせた展開をしたいというお話です。
それでは、福島さん、いかがでしょう。

ということがあると思います。
それから、もう一つは、中学校区でもい
いのでしょうけれども、子どもたちの足で

（福島） 私たちの方は地域住民との話し

通えるぐらいの距離の中に拠点を作るとい

合いの中で、町内会ごとというのですかね。

うことは、認知症の方、あるいは高齢者の

鎌倉市には地区がありますので、地区ごと

方たちの活動がきめ細かく見えるのではな

ですね。今泉地区、今泉台地区、岩瀬地区

いかなということも期待して、小学校区と

というのが私どもの法人の関与していると

いうものを選択いたしました。

ころですけれども、今泉台の取組を見聞き
して情報を得て、あとの二つの地区でも身

（白澤） どうもありがとうございました。

近な通える場を作ってほしいと。地域差が

それでは、下薗さん、いかがでしょうか。

ありますので、「今泉台までは行けません」
ということで、通える所ということです。

（下薗） 私の所が小学校区にそれぞれし

構想としては地区ごとにという構想より、

たのは、ニュータウンという地域は一気に

きめ細かくというところですかね。

家ができていくというようなことではなく
て、ブロック、ブロックでだんだんと整備

（白澤） 今の話は、われわれは運営委員

していって、地域が少しずつ出来上がって

会を作っていく、あるいは地域の拠点を作

くるというようなことがあります。それぞ

るといったときにどういう地域の単位にし

れの時期が違いますから、どうしても風土

て進めていったらいいのだろうかというこ

とか、そういうのも全く違うような状況に

とです。得てして、この三つとも小学校区

あります。

という話が出てきているわけですが、この

それから、私どもが対象とした四つの地

三つの報告を比べると、少し広い範囲でや

域なのですが、ニュータウンの地域として

っていこうというのが国の流れなのだろう

は三つの地域がそれにあたります。もう一

と思います。ある意味では地域包括支援セ

つの地域は、
「こおどり」のこともお話をし

ンターが中学校区といった生活圏域を担っ

ましたが、昔からそこにずっと住んでいら

ているわけですが、その中でもよりきめの

っしゃる地域です。自治会の加入率にして

細かい対応をするとすれば、地域包括支援

も、その地域は昔からの互助がありますの

センターが小学校区ごとにどういうような

で、自治会の加入率が９８％です。他の地

展開をしていくのかという視点が大変重要

域であれば８０％、７０％、５０％という

な課題だということが、３人のご報告から

ような状況です。それぞれに抱えているこ

もわかる気がするわけです。

とが少しずつ違いますので、小学校区で一

地域によって必ずしも同じような問題を

つずつ温かくやっていくことの方が持続性

持っているわけではなく、地域のニーズは

があるのではないかというようなことは考

随分異なる問題があるのだと下薗さんもお

えました。

っしゃっているわけですから、そういう意
味では、地域で活動をしていく土台づくり

（白澤） どうもありがとうございました。
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です。一つは先ほどの住民の意識の醸成と、

のかと思うのです。

もう一つは仕掛けとしての地域単位をどう

ということで、この二つに分けて、４人

いうようにして、地域づくりをしていくの

の皆さんともどもお話をお聞きしたいと思

かについてお話しいただいたわけです。

うのですが、一つは地域づくりの中の拡が

Ｖ.地域づくりの拡がりと深まりへ向けて

りです。今までとはどういうような拡がり

次に少し考えてみたい問題というのは、

を工夫してきたのか。あるいは従来の民生

今回の４人のご報告をお聞きになり、
「こう

委員とか、自治会の皆さん方との関係とい

いうことをやりたいな」という思いをお持

うのをどういうように強固にしながら、広

ちになられた皆さん方もたくさんおられる

いつながりを作ってきたのかということを

と思うのですが、私の感想から申し上げる

少し皆さん方に苦労話も含めてお話をいた

と、一つはこういう地域づくりが随分拡が

だければありがたいと思うのです。
それでは、最初に井出さんからいかがで

りを持ってきたなと思うわけです。以前で

しょうか。

あれば自治会や民生委員が中心で、それに
ボランティアが追加する程度でした。この
自治会、民生委員もなかなか動かない自治
会、民生委員もあれば、随分アクティブに
動く民生委員、自治会もあるわけですが、

フレンドシップクラブ理事長

井出

そういう活動から、今回の活動報告では銀

訓

行が含まれたり、コンビニが含まれたりと
いうような大変大きな拡がりを持ってきて
いるというのが今日の４人のご報告の特徴

（井出） 拡がりという意味では、われわ

のような気がします。いろいろなお店屋さ

れは拠点を持たずに活動しているわけです

んも含んだ議論になってきているわけです。

ね。言ってみればコンテンツを持って、そ

それが１点です。

れを動かしているというようなところなわ

もう一つはこの４人の皆さんのご報告を

けです。ある意味その良さというのは施設

聞いていて、拡がりだけではなくて、深ま

であったり、そういう校区の中に閉じてし

りというのを持ってきているなというよう

まわないということなのかなと思ったりも

な思いがするわけです。それはどういうこ

します。ということは、われわれは事務局

とかというと、今までは地域というところ

をあちこちに増やしていくというような活

に形式的な関わりはできたのです。いみじ

動をしていますから、一つのところで活動

くも宮島さんが「地域には拠点はできたけ

が立ち上がって、その事務局のやっている

れど、そことの関わりは大変弱かった」と

ことを見て、
「うちでもこれをやりたい」と

いう話を冒頭されたわけですが、そういう

思えば、われわれのやっているコンテンツを

意味ではどういうように地域の人々の関係

そのまま持っていけるわけです。それをいろい

を深めていくのか。例えばそれぞれの法人

ろな事務局でやってくれるところがあれば、一

の機能で活動するだけではなくて、住民の

つのエリアだけに留まらずに、どんどんと拡げ

方々とどういうような関わりで深まりを

ていくことができる。同じシステムでそれを

作ってきたのか。この深まりというのも

やっていくことができる。そういう拡がりが

随分今回の報告での大きな特徴ではなかった

あるのではないかと考えます。
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それから、深まりということで感じるの

（宮島） 最初にご紹介申し上げましたと

は、例えば、近隣に認知症の方がいたりし

おり、私どもは平成５年からかなり地域に

ても、施設では認知症ケアの専門職だった

こだわって事業をしてきました。拡がりと

りするのに、自宅に帰ると専門職ではなく

いう意味では施設を中心としてかなり進ん

なってしまうということもあるのだと思う

だ地域だと思います。１万人の地域として

んです。施設では専門のケアをするのだけ

は 180 平方キロぐらいの広さがありますの

れども、自宅では専門職の服を脱いで、普

で、大きな地域なのですが、その中に小さ

通の住民に戻ってしまって、周りのことが

な拠点が９事業所あります。自治会数は 32

あまりよくわかっていなかったりする。周

公民館単位があるので、サロンを入れると

りの方も、近くにそんな専門の人がいると

11 ですから、３分の１の自治会にはそうい

は知らず、近いのだけれども、結構遠かっ

う拠点が作られているという意味で、かな

たりもするのです。そのあたりで、自分と

り拡がりとしては進んでいるところではな

住民の人たちとをどういうふうにつないで

いかなと思います。
ただ、この事業をさせていただく中で少し

いくのか。
そんなときにわれわれのやった
「ラン伴」

反省したのは、この法人があることというの

というイベントでは、みんなで走るという

がある面誤解されているということを住民

活動に参加する中で、隣にはこういう人が

の話から理解することができたということ

いたのだ。隣に専門職の人がいたのだ。そ

です。すなわち「法人のサービスを受けると

うしたことが、同じタスキをつなぐという

きはもう要介護状態なのだ。あそこを使うと、

キーワードに関わり合うことで見えてきた

結局われわれは地域の中で介護を受ける状

わけです。いろいろな周りの人たちが見え

態のときなのだ」というふうな誤解を持って

てきて、近くて遠かった関係が近くて近い

いたのですね。ただ、お話をしてみると、

仲になっていく。そうした地域の中における

介護状態に至る手前のところには事前準備

関係性が深まっていくということが起こって

が必要なのだということに対する理解が

きたと感じています。

そこで深まったということです。ですから、
その誤解を取っていくということです。

（白澤） どうもありがとうございます。

深まりというのは日常から非日常想定そ

井出さんのところの手法は他と違って、事

して非日常へというのを段階的に作ってい

務所を拡げていくことが活動の拡がりであ

くことなのかなと思います。普段から一緒

り、今は大阪まで広げて来たという話です。

に掃除をしたり、交流したり、消防活動を

そういう拡がりの中で、先ほどの話ではご

したりとかいうようなことが、自分がもし

ざいませんが、われわれがいろいろなお店

いざとなったら、この人たちとどう付き合

屋さんにアプローチするというのはなかな

っていったらいいのか。

か難しいわけです。そういうところへの拡

実際に自分が認知症になったときにはどう

がりということでの理解を拡げてきている

付き合ってくれるのかということが予行

ということに、大きな特徴があるのだろう

演習できるのです。

と思います。

Ⅵ.社会福祉法人の地域活動

それでは宮島さん、いかがでしょう。拡が
りと深まりを合わせてお話しいただけると。
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（白澤） どうもありがとうございます。

今日ご報告を頂いたのは社会福祉法人が３

方々とお話をするような拡がりが少しずつ

カ所です。社会福祉法人が地域に出向いて

少しずつできてきていました。

いくときに、住民との関係では一つの段差

認知症の徘徊の方がある地域でいらっし

みたいなものがあると思うのですね。介護

ゃったのですが、いつも道路に出て右に曲

保険のサービスをやっている事業者ではな

がっていく方が左に曲がったら声を掛けて

いかという感覚の中で、
「それを超えた住民

くれるというような方も地域の中に増えて

の方と一緒に地域づくりをするのだ」という

きたと、そんなことがあって、小さいこと

ことをご理解いただくのに骨の折れることも

なのですけれども、気に掛けてくれるとい

多いと思います。

うところができて、これは深まりにもつな

①活動への参加ステップ

がることだと思うのですが、そういうふう

そういう中では一歩越えて、お互いに同

な形で拡がりと深さが芽生えてきたといい

じ目線で仕事ができるように、いろいろな

ましょうか、浸透してきたという感じがし

地域の活動に法人自体が参加していくとい

ます。

うステップも非常に大事だというお話だと
思うのですが、下薗さん、いかがでしょうか。

（白澤） どうもありがとうございます。
それでは、福島さん、いかがでしょうか。

（下薗） 認知症高齢者地域応援会という
のが運営委員会の名称なのですが、それが
できるにあたっては認知症のことについて
理解をいただいて、参画していただき、自

麗寿会 理事・総合施設長

福島

治会長さん、民生委員長さん、校区福祉委

廣子

員長さんらの地域の方々が運営委員になっ
ていただきました。
最初に私どもは意識調査をしましたが、

（福島） 私のいる茅ヶ崎は保守的な地域

その前に認知症予防のフェスティバルを行

で、当時、認知症のケアをする施設は私ど

っているのです。そのことについて、各自

もの施設だけでしたので、比較的敷居が高

治会長さんらが運営委員であるので、チラ

くて、寄りづらいと感じていたようなとこ

シをお回しにするにしても、ＰＲするにし

ろがありました。

ても回覧で全部回すことができました。で

そこで私達から地域に出向いて行くことに

すから、その力は相当大きい力です。講演

しました。そして、地域との関係づくりを

会を開いて、地域の方々に気付いていただ

してきました。何年もかかりましたけれど

くということも十分浸透した中でフェステ

も、門前払いをされつつも各地区に出向い

ィバルが行われています。それから、地域

て理解を求めてきました。今では、認知症

に帰れば、会話の中で、今回は噺家さんに

に対して理解が深まったと思います。鎌倉

来ていただいたこともあって、
「とても楽し

で感じたことをお話します。ご夫婦と息子

かったね」と大成功を収めたのですね。で

さん世帯との同居のご家庭でした。認知症

すから、そこから「認知症についても考え

の奥さんをご主人が介護していらっしゃっ

ていきましょうね」というふうなことを運

たのですが、「うちは鉄のカーテンだから」

営委員の方々や民生委員の方々が地域の

と言われて、その言葉の意味合いがわから
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ないでいました。その後の訪問で、鉄のカ

（下薗） 二つの地域でいいますと、行政

ーテンの意味が理解できました。同じ屋根

も含めて、地域ケア会議をずっと以前から

の下で暮らしていながら、互いのコミュニ

行っていらっしゃいますが、高齢者の認知

ケーションがとれず、ご主人が一人で介護

症のことや精神障害の方のことに関する議

を背負うという現実がありました。認知症

論がされて、行政も含めて、そこで解決し

の方を介護している家族が孤立しないよう、

ようというようなことは御池台という地域

地域の中で認知症のことを「もう少しオー

はずっと以前からやっておられました。

プンにしていきましょう」という取組をし

その中で個人情報の問題については民生委

たりして、拡がりと深まりというところに

員さん方とその担当の行政や保健センターの

つなげていくという活動を行ってきました。

方々と集まって話をするというようなことで
解決の方向へ導いたり、逆にわれわれとしま

（白澤） どうもありがとうございました。

したら、
「高齢者のことについていろいろ情報

地域づくりというところにそれぞれ活動が

提供してください。知識を教えてください」

関心を深めているというのが私の感想です

というような形で勉強会を開催するというよ

が、その具体的な展開というのは今言った

うなことでやっていっておりました。

ような形で深まりや拡がりを作り上げてき
（白澤） 個人情報の方ではいかがですか。

たということです。
②地域づくりへ向けての情報の共有と
個人情報保護

（下薗） 個人情報についてはちょっと難

もう少し個別的なお話を聞きたいのです

しいところがあります。

が、こういうようなことを言ってもなかな
かうまくいかない問題というのは制度的に

（白澤） 宮島さん、いかがでしょう。

あったりします。例えば個人情報保護法と
いうような法律があり、地域の人たちの支

（宮島） 私たちの地域は古くて狭い地域

えを得たいが、それらの情報を提供できな

なので、問題を口には出さないけど、みん

いとか、あるいは地域の中で活動をやるた

な既に知っているのかもしれません。そこ

めの情報が得られないために、積極的に関

で表に情報を出して議論するというのは、

われないということもあるわけです。

もしかすると非常に新鮮なことで、かつ抵

そのあたりでいかがでしょうか。こうい

抗感のあることという感じがします。白澤

う苦労して、私たちは情報問題をクリアし

先生がお話のように非常に難しい問題だと

て、頑張っているのだといったことをお話

思います。狭い地域の中でそういう話をし

しいただきたいと思います。

ていくので、それは慎重に扱っていかない

下薗さんの所はいかがでしょうか。個人

と、大きな問題になるのではないかなとい

情報保護との関わりで地域の人たちの中で

うのは私の意識の中にあります。

事例の議論をするのは大変難しいと思うの
ですが、そういうことをどういうようにし

（白澤） 福島さん、いかがでしょうか。

てクリアしてやってこられているのか。い
かがでしょうか。

（福島） この問題はとても難しくて、な
かなか良い解決策がなくて、試行錯誤です
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が、町内会で個人情報の扱いについて地域

るのですが、それでもなかなかうまくいか

の課題が幾つか出されていますので、
「情報

ないという状況の中から地域で出てきたの

の共有をするために情報提供していいかど

は、同じ認知症の方々同士の支える会とか、

うか」とアンケートを取っているのですが、

家族会とか、支援する会とかがあれば、そ

半々ぐらいです。同意を得た人たちに関し

ちらにもしかするとその方は同じ境遇だか

てはいろいろな機関で情報を共有して、サ

ら相談を持ちかけるのではないだろうか。

ポートしていく形を模索しているところで

何とかそういうものを作れないだろうかと

す。非常に難しいと思います。

いう話が出てきました。そういう会を作って、
そこから扉を開けて、地域の方へ戻して、地

（白澤） 地域づくりをしていくと、間違

域の方々と住みよい町になるように声掛け、

いなく個人情報とプライバシー保護との関

気を付けるようなことにかけることをしな

係をどうするのかという問題が出てまいり

がらやっていこうというふうなことが自治

ます。しかしながら、私たちにとっては情

会の中から出てきたのはありました。

報共有するからこそ支えられる部分もある
という随分矛盾した中で、それぞれの団体

（白澤） どうもありがとうございます。

が苦労して情報の共有化、あるいは守秘義

仲間同士の関係づくりということに目を向

務の中で整理をしながら進めているのが実

けることによって扉を開いていくという試

態なのだろうと思います。

みを下薗さんの所ではおやりになろうとさ

③「閉じこもり高齢者」と地域とのつながり

れているということです。

もう一つ、いかがかなと思うのは、先ほ
ど申し上げた地域の中にそういう関わりを

Ⅶ.これからの地域づくりに向けて行うこと

拒否するような人たちがいるわけですね。

そろそろ総合討論の残りの時間もわずか

あるいは先ほどの井出さんの所なんかで１

となってまいりました。一人１分程度で結

軒１軒商店を回ってもなかなかご理解いた

構なのですが、今までやられたことニッセ

だけないという人たちへの関わりというの

イ財団の助成事業が終わったわけですが、

はどういうふうな展開の中で理解を得てい

今後どのような地域づくりを進めていきた

くというような議論をされているのか。

いかとそこでの課題について、大変短い時

誰かお一人でもお話をいただければと思い

間ですが、それぞれお話をいただければあ

ますが、いかがでしょうか。どうでしょうか。

りがたいのですが、宮島さんから順番にお

よろしい。それでは、どうぞ、下薗さん。

願いできますでしょうか。
①住民が進む方向に寄り添う

（下薗） 民生委員の方々とか、地域の周

（宮島） このたびの助成をいただいて、

りの方々とかで、認知症になって、そのこ

住宅借り上げ型のサロンを一つ開設しまし

とについて扉を閉ざしていらっしゃる方が

た。その助成が終わった後にもう１軒住宅

いて、でも、皆さんはそのことは知ってい

借り上げ型のサロンを開設することができ

る。しかし、なかなか心の扉を開けてくれ

ました。その二つをちょっと比較してみる

ない。どういうふうにしたらいいのか。声

と、以前に作ったのは女性を中心としたサ

掛けボランティアの方もそれでもめげずに

ロンだったのですね。女性の方たちがボラ

声を掛けるようなことをしていることもあ

ンティアで食事づくりをして、近所の人た
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今後の課題として持つことができました。

ちを呼んで、ご飯を一緒に作ったりすると
いう比較的従来見ていたようなパターンだ

（白澤） どうもありがとうございました。

ったと思います。

住民が進む方向に寄り添うというのが非常

もう一つの方は男性の方たちが「ほろ酔

に大事だという話です。

いサロン」と言って、お金を 200～300 円持
って、自分で食べるものを持ってきて、２

②地域の中のフェィスブック

時間ぐらい情報交換するというようなこと

井出さん、いかがでしょう。

を１カ月に１回行っています。そこには男
性がよく集まっていきます。最近は男性の

（井出） 私は、地域の中でフェイスブック

特に介護者とか、地域の方たちの男性の存

のような存在で在りたいなと思っているの

在が非常に強まってきていて、男性という

です。フェイスブックは皆さんもご存じだと

のはある面、組織運営のプロだったり、リ

思いますが、自分の小学校や中学の頃の友達

タイアした人なんかにはそういう方たちがい

とか、職場関係の友達とか、認知症ケア関係

ると思います。

の友達とか、自分の友達がそのフェイスブッ
クの中に登録されていて、みんなが何をやっ

そうすると、運営推進会議の自治会長さ
んと話をしても、趣旨が分かれば協力する

ているのかが、そこで見えてくるのですね。

と。参画するメリットとデメリットがはっ

友達というのは別に介護とか、認知症と

きりすればよくわかったと。そういう意味

かの関係だけでなくて、福祉や介護に閉じ

では、私は勝手にセミフォーマルと言って

ているわけではないわけです。いろいろな

いますけれども、自治会というのはフォー

仕事、企業に勤めていたりする。そして、

マルのようなインフォーマルのような、フ

そういう仲間が何をしているのかが見える

ォーマルに近づいた組織体組織とのつなが

わけです。ですから、認知症の仲間が何を

りを持っていると思います。そういう意味

しているのかが見え、彼らの活動に関して

ではうまくいけば地域の組織化が早く進む

何か必要があれば、それが可視化できて、

と思います。情でつながるよりも、役割や

目で見えて、この人たちは何か困っている

仕事、そして、展望としてつながっていくと

のだとレスポンスできるわけです。何か面

いう意味ではいいのではないか、あとはその

白いことをやっていれば、「それ、いいね」

「場」づくりや、
「イベント」
、
「機会」と「お

と「いいね」ボタンを押せる。そういった

金」ということが課題と考えています。

みんなが参加できて、
「いいね」とレスポン

ただ、最後に一つ今回の教訓としてわか

スできるような関係の中で、
「認知症」とい

ったことは、われわれはある面そういう介

うキーワードで仲間がつながっていける。

護や地域づくりのプロなので、私たちが先

そういったフェイスブックのような活動、

に進みすぎてしまうと、住民の方たちが付

存在、コンテンツ提供みたいなものが、こ

いて来られなくなってしまっているという

れからできていけたらいいかなと将来的な

事例もありました。そういう意味ではそこ

課題として考えています。

に暮らしている方たちのペースで一緒に考
えていくということで、焦らず進めていく

（白澤） どうもありがとうございました。

というのがとても重要なのだなということ

認知症の人を支える人や場所づくりを今ま

を今回助成をいただいて、実践して、

でやってこられたわけですが、そんな中で
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認知症の人がさまざまなネットワークを作

ことになっているのですが、その活動がど

り、そして、支えられていく仕組みを作り

んどんどんどん地域と共に進んでおります。

たいという思いだと思います。どうもあり

これはどこかの機会に成果をお話しできれ

がとうございます。

ばと思っています。

③地域の活動グループとの協働
（白澤） どうもありがとうございました。

それでは、
下薗さん、
いかがでしょうか。

働く場というのも非常に重要なポイントで
はないかというご提案です。
④地域の特徴の把握とコーディネーターの養成
それでは、福島さん、
いかがでしょうか。

朋和会 所長

下薗

誠

（福島） 私の方は、一つは地域にある社
会資源とどう連携し、立ち上げたサロンや
いろいろな形のものを有効に機能させてい

（下薗） 先ほどお話をした家族会、支え

くかということが大きな問題です。立ち上

る会のようなものがあるのですが、高齢者

げは簡単にできるけれども、それを継続的

に限らず、６５歳以下の若年性の認知症の

に機能させていくために牽引役が必要だと

方々についても地域にいらっしゃることが

いうことと、その地域の住民ニーズがどう

わかっていて、若年性の認知症の方も支えて

いうニーズなのか。それをキャッチして、

いこうというような動きに助成事業終了後

どういう関わりができるか。つないだり、

になっています。そして、認知症の人と

拡げたり、あるいは深まりを作ったりという

家族と地域の支え合いの会「希望の灯り」

のは地域特徴を把握しないと難しいのと地域

というのが先月 10 月に発足しました。

で認知症の理解をし、そこをうまくつなぎ、

特徴は地域の活動グループとともに作り上

深めていくというコーディネーターを養成す

げたものです。地域とともに作り上げて活動

る必要があると感じているところです。

していくということを基本にしております。
そして、もう一つの特徴がみんなで農地

（白澤） 今までの実践から福島さんには

を借りました。
大体１メートル 20 センチぐ

お話をいただいたわけですが、地域ニーズ

らいの巾で、22～23 メートルの長さの畝が四つ

をみんなで理解をし、それを解決していく

ぐらいあります。そこにホウレンソウやキ

という仕掛けをきちっと作っていくことが

ャベツや白菜やわけぎとか植えているとこ

非常に大事なのではないかというお話です。

ろです。それを収穫して、地域の拠点（地
それから、当然当事者やご家族の方も一緒

Ⅷ.地域の助け合う力、地域福祉力を
作り上げる時

に参画していただこうと考えています。な

時間が参ったわけですが、私の方で簡単

ぜなら、どうしても地域との交流、コミュ

に総括をさせていただきます。介護保険と

ニケーションをとることがなかなか難しい

か、医療保険という制度というのは非常に

状況があるので、できれば地域へリヤカー

画一的です。結局、誰が利用しても同じな

か何かで売って回りたいというような気持

のですが、今日４名の皆さんからご報告い

ちがあります。１月頃に白菜が収穫される

ただいたように、それぞれの地域の福祉力

域会館）で販売したいなと思っています。
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には大きな違いが生じてくるのではないで
しょうか。地域で助け合う力がついていく
ところと付いてこないところで、随分大き
な地域差が生まれてくるという時代を迎え
ています。
そういう中で、今日のお話の中で、例えば
認知症の人を含めて、住民がお互いに理解
し合い、支えられる根本的なまちづくりが
求められます。そこでの拠点づくりとして
の小学校区なり中学校区かは分かりません
が、拠点づくりと同時にそこでいろいろな
人々のつながりを作っていく運営協議会を
どう作り上げていくのか。さらに、そうい
う作り上げの中で、今日は拡がりという話
がございましたが、できるだけ多くの組織
や団体が参加していくことです。今日の樋
口さんの話では住民総動員で地域づくりを
していこうということです。こういう状況
を作り上げていくと同時にそれぞれの組織
が自分たちのやることを十分理解した上で
それぞれが役割を果たしていく深まりをど
う作り上げるのかということです。
そういうことが今回ご報告された中で実
践されておられました。今日お越しの皆さ
ん方にはぜひそういう活動での理念やノウ
ハウをそれぞれの地域にお持ち帰りいただ
き、地域の助け合う力である地域の福祉力
をみんなで作り上げ、素晴らしい地域を作
っていただきたいということをお願いし、
４人のご報告をいただいた皆さん方に感謝
を申し上げて、総合討論を終わらせていた
だきたいと思います。どうもありがとうご
ざいました。
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［高齢社会先駆的事業助成一覧］

（

  

昭和57年度〜平成24年度の97団体
助成期間：昭和57年度〜原則3年、
平成18年度〜原則2年半

）

平成24年度●社会福祉法人 玉美福祉会（大阪府東大阪市）
「地域包括支援センターを基盤とした『地域包括ケア』推進のための新しいコミュニ
ティづくり事業－子供から高齢者まで安心して暮らせるまちづくり事業－」
担当施設:高齢者ケアセンター向日葵
●特定非営利活動法人 鷹ロコ・ネットワーク大楽（東京都三鷹市）
「住民主体の傾聴・見守りのしくみづくり－大槌町仮設団地での福祉コミュニティ
形成事業」
平成23年度●地縁団体 半田市岩滑区（愛知県半田市）
「防災まちづくりから安住のまちづくりへ―地域が連携して進める見守り社会

実験―」
●特定非営利活動法人 老いと病いの文化研究所われもこう（熊本県熊本市）
「地方都市における

“終の棲家”としてのホームホスピスの可能性」
担当施設：ホームホスピス「われもこう」
平成22年度●社会福祉法人 円融会（兵庫県福崎町）
「住民の自立

・共生・参加による地域づくり―地域生活の相談からサービス提供ま
で、地域支援事業―」、担当施設：
（特養）サルビア荘、円融会研修センター
●特定非営利活動法人ワーカーズコープ（東京都豊島区）
「空き店舗を活用した高齢者のたまり場、

働く場―高齢化が進む多摩ニュータウン
にみんなで創るみんなのお店―」、担当施設：多摩ニュータウン
平成21年度●社会福祉法人 朋和会（堺市南区）
「いつまでも住めるまちづくり 〜一人も見捨てない認知症応援事業 〜」
担当施設：
（特養）年輪
●社会福祉法人 恵仁福祉協会（長野県上田市）
「ハイブリット・ケア（地域分散型サテライトケア）の展開と新たな地域づくり」
担当施設：
（特養）アザレアンさなだ
●特定非営利活動法人 認知症フレンドシップクラブ（北海道当別町）
「認知症の人、

家族、介護者が安心して暮らせる町づくりを目指す『認知症フレンド
シップクラブ』活動」 担当施設：法人本部
平成20年度●社会福祉法人 野の花会（鹿児島県南さつま市）
「尊厳に満ちる町でかけがえのないあなたの最期を―トータル支援パスでおもいを

つなぐ―」、担当施設：
（特養）加世田アルテンハイム
●特定非営利活動法人 『どーんと・せーの！！』
（徳島県海陽町）
「限界集落

“じいちゃん、ばあちゃん、ここで居れるでョ”応援事業」、担当施設：本部
事務所
平成19年度●社会福祉法人 高島市社会福祉協議会（滋賀県高島市）
「思い出を描いた絵図による認知症予防

・対策事業―ふるさと絵屏風を用いた回想
法で地域のまちづくり―」、担当施設：高島市社会福祉協議会
●特定非営利活動法人 ひろしまね（島根県邑南町）
「『超高齢化地域における持続可能で困らない集落運営システム』

の実現を目指した
支援態勢の構築と事業化」、担当施設：下地区自治交流センター
平成18年度●社会福祉法人 鴨川市社会福祉協議会（千葉県鴨川市）
「なの花プラン大作戦―安心と安全を支えるみんなが主役の福祉コミュニティづく

りへの挑戦―」、担当施設：鴨川市社会福祉協議会
●社会福祉法人 松江市社会福祉協議会（島根県松江市）
「わがまちを元気に！地域で創る包括ケア体制―地域包括支援センターを拠点とし

た包括サポートシステムづくり―」、担当施設：松江市市社会福祉協議会
●特定非営利活動法人 フェリスモンテ（大阪市）
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「高齢者交流

『おたっしゃサロン』の出前方式での展開―高齢者密集地域を支える仕
組みづくり支援―」、担当施設：おたっしゃ館中宮
平成17年度●社会福祉法人 宝塚市社会福祉協議会（兵庫県宝塚市）
「安心で安全なたのしいまちをみんなでつくるプロジェクト―日常生活圏域での住

民活動、話し合い、地域ケアの『場』づくり―」、担当施設：宝塚市社会福祉協議会
●社会福祉法人 都城市社会福祉協議会（宮崎県都城市）
「共遊

・共育・共生の福祉のまちづくり―身近な小地域における『共に』の視点からの
取り組み―」、担当施設：都城市社会福祉協議会
平成16年度●社会福祉法人 幸清会（北海道洞爺湖町）
「認知症高齢者が

『地域と共にある』暮らしのシステムの構築―小規模・多世代・福祉
間交流により関係が変わる―」、担当施設：
（特養）幸豊ハイツ（北海道豊浦町）
●社会福祉法人 茅野市社会福祉協議会（長野県茅野市）
「自分たちのまちは自分たちで創る―住民主体による地域福祉の推進基盤の形成と

コミュニティソーシャルワーク―」、担当施設：茅野市社会福祉協議会
●社会福祉法人 浦添市社会福祉協議会（沖縄県浦添市）
「高齢社会における地域生活支援コミュニティづくり推進事業―ゆいま〜る

（相互
扶助）の再構築―」、担当施設：浦添市社会福祉協議会
平成15年度●社会福祉法人 東北福祉会（仙台市）
「住民流のふくしなまちづくり―地域住民の福祉活動と地域密着サテライトケアの

協働―」、担当施設：せんだんの杜
●社会福祉法人 晋栄福祉会（大阪府門真市）
「ひとりでも介護が必要でも安心して暮らせるまちづくり―既存住居を活用した都

市型地域分散サービスへの挑戦―」、担当施設：ナーシングホーム智鳥
●社会福祉法人 水俣市社会福祉協議会（熊本県水俣市）
「プロジェクト

『M』―本当に地域の中で暮らしていくためへの挑戦―」、担当施設：
水俣市社会福祉協議会
平成14年度●社会福祉法人 東京栄和会（東京都江戸川区）
「ふれあい安心ネットワークシステムによる地域づくり―高齢者施設における地域

住民への対応に関する実践―」、担当施設：
（特養）なぎさ和楽苑
●社会福祉法人 宝山寺福祉事業団（奈良県生駒市）
「ちょボラで築く、

みんなが主役のまちづくり―情報企画集団と即応実戦チームを
核とする地域支援システムの構築―」、担当施設：
（特養）梅寿荘
●社会福祉法人 琴平町社会福祉協議会（香川県琴平町）
「ヒューマンサポートシャントセナ21―住民主体における保健

・医療・福祉総合推
進をめざして―」、担当施設：琴平町社会福祉協議会
平成13年度●社会福祉法人 柏寿会（岩手県一関市）
「活き、

粋、意気、生き、安心長寿のまちづくり―地域の活性化と高齢者の活性化、商
店街にお達者サロン―」、担当施設：
（特養）福光園
●社会福祉法人 旭川荘（岡山県岡山市）
「福祉サービスを核とした21世紀型福祉の街づくり事業―安心と多様性のある老

いの暮らしの支援に向けて―」、担当施設：
（特養）旭川敬老園
●社会福祉法人 慈愛会（福岡県大刀洗町）
「住み慣れた地域で暮らす高齢社会の実現に向けて―小地域住民活動を中心とした

地域福祉システムの構築を目指して―」、担当施設：
（特養）富の里（福岡県前原市）
平成12年度●社会福祉法人 釧路市社会福祉協議会（北海道釧路市）
「誰しもが共に暮らすことのできるマチづくりを目指して―住民主体で歩む地域福

祉活動を展開するために―」、担当施設：釧路市社会福祉協議会
●社会福祉法人 青森社会福祉振興団（青森県むつ市）
「わい、

ここで暮らしたい―住み慣れた場所で暮らせるための家族福祉（地域福祉）
の創造―」、担当施設：
（特養）みちのく荘
●社会福祉法人 津野町社会福祉協議会（高知県津野町）
「しあわせ実感の村づくり、

人づくり―地域トータルケアの実現を目指して―」、担
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当施設：津野町社会福祉協議会
●社会福祉法人 隆愛会（鹿児島県志布志市）
「高齢者と地域ぐるみの福祉活動事業―ふれ合い

・助け合い・支え合いの志布志町を
目指して―」、担当施設：
（特養）賀寿園
平成11年度●社会福祉法人 花輪ふくし会（秋田県鹿角市）
「高齢者

・障害者の暮らしを支えるまちづくり推進事業―施設、社協、行政、そして住
民との協働連携のなかで―」、担当施設：
（特養）東恵園
●社会福祉法人 サンピア（茨城県常陸太田市）
「地域ぐるみによる福祉のまちづくり事業―高齢者在宅サービスを中心に―」

、担当
施設：
（特養）松栄荘
●社会福祉法人 阪神共同福祉会（兵庫県尼崎市）
「住民参加による地域高齢者協働住居を求めて―グループハウスを中心に―」

、担当
施設：
（特養）園田苑
●社会福祉法人 豊和会（大分県竹田市）
「高齢者が安心して住める町づくり―町を越えた広域圏での地域福祉の構築―」

、担
当施設：
（特養）久住荘
平成10年度●社会福祉法人 富士川町社会福祉協議会（山梨県富士川町）
「住民による住民のためのあったか地域づくり―保健

・福祉総合相談事業と予防支
援福祉コミュニティ開発事業を中心に―」、担当施設：富士川町社会福祉協議会
●社会福祉法人 愛知たいようの杜（愛知県長久手町）
「やあ、

おはようといえるまちづくり―介護保険のスキマをうめるために―」、担当
施設：
（特養）愛知たいようの杜
●社会福祉法人 伊賀市社会福祉協議会（三重県伊賀市）
「フォーマルサービスとインフォーマルサポートの統合をめざして―ふれあいから

支えあいへ―」、担当施設：伊賀市社会福祉協議会
●社会福祉法人 高瀬会（和歌山県古座川町）
「つれもて暮らせるまちづくり―介護保険下の過疎地域における福祉サービスの向

上を目指して―」、担当施設：
（特養）古座川園
平成９年度●社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会（富山県氷見市）
「誰もが安心して心豊かに暮らせる氷見市を目指して―在宅福祉サービスのトータ

ルケアシステムの確立―」、担当施設：氷見市社会福祉協議会
●社会福祉法人 眉丈会（石川県羽咋市）
「住み慣れた地域で安心して暮らせる社会基盤の構築―21世紀に向けての総合的

な在宅福祉の基盤づくり―」、担当施設：
（特養）眉丈園
●社会福祉法人 青祥会（滋賀県長浜市）
「在宅と施設の往来自由なまちづくり―痴呆の予防からケアに至るトータルシステ

ムの構築を中心に―」、担当施設：
（特養）青浄苑、
（老健）長浜メディケアセンター
●社会福祉法人 宇治明星園（京都府宇治市）
「宇治市における痴呆性老人ケアネットワークの構築を目指して―社協

・施設・福祉
公社の協働によるシステムづくり―」、担当施設：
（特養）白川明星園、
（特養）宇治明
星園
平成８年度●社会福祉法人 的場会（栃木県市貝町）
「壁のない老人ホームづくりをめざして―高齢者が安心して暮らせる温もりあるま

ちづくり―」、担当施設：
（特養）杉の樹園
●社会福祉法人 三友会（群馬県伊勢崎市）
「福祉

・医療・保健の諸機関と地域住民のネットワーク推進事業―コンピュータ等に
よる情報のネットワーク化を中心に―」、担当施設：
（特養）愛老園
●社会福祉法人 至誠学舎立川（東京都立川市）
「ハイパワー高齢者福祉施設づくり―地域に役立ち、

地域に支えられる施設づくり
への取組み―」、担当施設：
（特養）至誠ホーム
●社会福祉法人 北九州市社会福祉協議会（北九州市）
「はつらつ長寿市民会議による明るい高齢社会創造事業―いきいきと参加する町づ

くり―」、担当施設：穴生地区社会福祉協議会
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平成７年度●社会福祉法人 慈恵会（岐阜県美濃加茂市）
「市民とともに創るやさしい街づくり事業―住民の声が生かされるシステムづく

り―」、担当施設：
（特養）さわやかナーシングビラ
●社会福祉法人 こうほうえん（鳥取県米子市）
「自らの健康は自らが築く健やかで豊かなまちづくり―保健

・医療・福祉の健康情報
ネットワーク事業―」、担当施設：
（特養）さかい幸朋苑（鳥取県境港市）
●社会福祉法人 三恵会（愛媛県新居浜市）
「誰もが人間らしく生きる喜びを分かち合える町づくり―保健

・医療・福祉の垣根を
越えた橋渡しを目指して―」、担当施設：
（特養）きぼうの苑
●社会福祉法人 ゆうなの会（沖縄県那覇市）
「支え合い助け合いのまちづくり事業―いいあんべー大名ぬくぬく―」

、担当施設：
（特養）大名
平成６年度●社会福祉法人 幸友会（青森県中泊町）
「過疎地域で福祉施設を拠点に地域福祉を進める事業―安心と納得のできる老いの

暮らしのために―」、担当施設：身体障害者療護施設 内潟療護園
●社会福祉法人 思恩会（山形県鶴岡市）
「高齢者も、

こどもも安心して暮らせる地域づくり推進事業―地域との連携による
福祉のまちづくりと人づくりをめざして―」、担当施設：
（特養）しおん荘
●社会福祉法人 恵清会（長野県松本市）
「地域高齢者の生活を互いに支える福祉のまちづくり―施設を拠点とした365日の

在宅福祉サービスを中心に―」担当施設：
（特養）真寿園
●社会福祉法人 寿楽園（佐賀県基山町）
「施設と在宅との往復切符のまちづくり―総合ケアシステムの構築をめざして―」

、
担当施設：
（養護）寿楽園、
（特養）寿楽園、
（老健）あおぞら
平成５年度●社会福祉法人 わかたけ共済部（福井県越前市）
「在宅要介護老人への福祉サービスの推進とネットワーク事業―みんなでやろさ

“たまて箱”―」、担当施設：
（特養）和上苑
●社会福祉法人 神港園（神戸市）
「都市型痴呆性老人在宅福祉総合サービス推進事業―みんなで支える痴呆性老人の

豊かなくらし―」、担当施設：
（特養）神港園しあわせの家
●社会福祉法人 喜成會（和歌山県和歌山市）
「みんなで安心して暮らせる地域づくり―ふれあいの

“わ”たすけあいの“わ”ささえ
あいの“わ”―」、担当施設：
（特養）喜成會
●社会福祉法人 恵心会（鹿児島県鹿児島市）
「在宅高齢者の尿失禁の克服と自立心の育成事業―すこやか介護で家庭に安心と希

望を―」、担当施設：
（特養）清谿園
平成４年度●社会福祉法人 慶美会（千葉県市川市）
「高齢者在宅福祉ネットワークの構築をめざして―在宅介護支援センターの活用を

通して―」、担当施設：
（特養）清山荘
●社会福祉法人 小田原福祉会（神奈川県小田原市）
「誰もがいつでも利用できる在宅サービスの構築をめざして―365日型サービスの

試み―」、担当施設：
（特養）潤生園
●社会福祉法人 るうてるホーム（大阪府四條畷市）
「四条畷市の褥瘡０をめざす保健福祉推進事業―在宅生活を支える365日のサービ

ス―」、担当施設：
（特養）るうてるホーム
●社会福祉法人 西海市社会福祉協議会（長崎県西海市）
「寝たきり予防総合支援システム開発事業―誰もが安心して暮らせる福祉の町づく

りをめざして―」、担当施設：西海市社会福祉協議会
●社会福祉法人 ひまわり会（宮崎県日向市）
「豊かに老いるまちづくり事業―くらしに根ざした地域福祉の試み―」

、担当施設：
（特養）永寿園
平成３年度●社会福祉法人 ノテ福祉会（札幌市）
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「特別養護老人ホームを拠点とした在宅老人におけるケアシステムの開発と実践

―在宅老人のグループハウス事業を中心に―」、担当施設：
（特養）幸栄の里
●社会福祉法人 仙台キリスト教育児院（仙台市）
「健康で豊かなむらづくり推進事業―児童から高齢者までの福祉コミュニティの

建設をめざして―」、担当施設：仙台キリスト教育児院・
（特養）シオンの園
●社会福祉法人 青山里会（三重県四日市市）
「安心して老える町づくり事業―アセスメントサービスシステム構築のためのコ

ミュニティワーク―」、担当施設：小山田特別養護老人ホーム
●社会福祉法人 周防大島町社会福祉協議会（山口県周防大島町）
「老人の生活を支えるまちづくり―365日毎日１食老人給食を中心に―」

、担当施
設：周防大島町社会福祉協議会
●社会福祉法人 蓬莱会（徳島県阿波市）
「在宅老人福祉推進と地域ケアシステム化事業―高齢者が安心して暮らせる町

・地
域づくり―」、担当施設：
（特養）蓬莱荘
平成２年度●社会福祉法人 名栗園（埼玉県飯能市）
「地域の寝たきり、

虚弱老人への食事等のサービスと回復―寝たきりにしない会の
実践―」、担当施設：
（特養）総合ケアセンター太行路
●社会福祉法人 ひまわり福祉会（島根県出雲市）
「在宅要介護老人への援助システムの多様化に対応する施策推進事業―小規模多

機能型老人ホームを実践して―」、担当施設：小規模多機能型老人ホームことぶき
園
●社会福祉法人 西中国キリスト教社会事業団（広島市廿日市市）
「健康老人および要介護老人支援態勢整備推進事業―安心して暮らせるまちづく

りを目指して―」、担当施設：
（特養）清鈴園、廿日市高齢者ケアセンター
●社会福祉法人 泰生会（大分県宇佐市）
「痴呆性老人総合ケア推進事業―サテライト方式によるまちづくり

・ひとづくり運
動―」、担当施設：
（特養）宇佐ナーシングホーム泰生園
平成元年度●社会福祉法人 太田福祉記念会（福島県郡山市）
「在宅老人への保健

・医療・福祉サービス推進事業―事例を通しての保健・医療と福
祉の統合の試み―」、担当施設：
（特養）あたみホーム
●社会福祉法人 大阪市社会福祉協議会（大阪市）
「老人福祉の町づくり促進事業―高齢者を支える大都市型地域ネットワークづく

り―」、担当施設：北区社会福祉協議会
●社会福祉法人 仁南会（奈良県御所市）
「在宅の要援護世帯に対する援助活動ネットワーク推進事業―元気で長生き根っ

この会の活動を通して―」、担当施設：
（特養）国見苑
昭和63年度●社会福祉法人 新川老人福祉会（富山県魚津市）
「在宅福祉管理システムによる訪問活動―介護支援センターを始めとする施設機

能の拡充を中心に―」、担当施設：
（特養）新川ヴィーラ
●社会福祉法人 篤豊会（石川県加賀市）
「在宅老人の総合援助推進事業およびシステム化―加賀地区における医療、

保健、
福祉の協働化の隘路―」、担当施設：
（特養）慈妙院
●社会福祉法人 早蕨会（愛知県豊橋市）
「老人福祉施設を拠点とした在宅福祉サービスの推進とネットワーク化―在宅福

祉サービス365日24時間体制の確立―」、担当施設：
（特養）さわらび荘
●社会福祉法人 水光会（熊本県宇城市）
「施設を拠点とした地域ケア事業―住民参加によるケアネットワークづくり―」

、
担当施設：
（特養）しらぬい荘
昭和62年度●社会福祉法人 春風会（静岡県沼津市）
「在宅要援護老人の地域ケア事業―福祉

・保健情報の提供と福祉・保健・医療の連携
―」、担当施設：
（特養）あしたかホーム
●社会福祉法人 新生会（岐阜県池田町）
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「痴呆性老人や寝たきり老人が安心して暮らせる町づくり―特別養護老人ホームを

核にした地域ケアシステムづくり―」、担当施設：
（特養）サンビレッジ新生苑
●社会福祉法人 彦根市社会福祉協議会（滋賀県彦根市）
「在宅を基本とした痴呆性老人の介護システム推進事業―ボランティアを軸にした

支え合い―」、担当施設：県立老人福祉センター和風荘
昭和61年度●社会福祉法人 立正会（岩手県北上市）
「在宅ねたきり、

痴呆性老人等に対する援助活動とネットワーク推進事業―施設福
祉と在宅福祉の有機的連携をめざして―」、担当施設：
（特養）敬愛園
●社会福祉法人 長岡老人福祉協会（新潟県長岡市）
「痴呆性老人の在宅ケアの機能向上と援助事業―痴呆性老人のデイ

・ケアを通し
て―」事業、担当施設：
（特養）わらび園、こぶし園
●社会福祉法人 普仁会（北海道帯広市）
「在宅痴呆性老人のケア

・ネットワーク作り事業―安心してボケられるまち作りを
めざして―」事業、担当施設：(養護）普仁園、
（特養）愛仁園
●社会福祉法人 日本原荘（岡山県津山市）
「痴呆性老人に対するケアの方向を見いだすための研究会事業―地域で生活するた

めに求められるもの―」、担当施設：
（特養）第３日本原荘
昭和60年度●社会福祉法人 糸満市社会福祉協議会（沖縄県糸満市）
「在宅老人の保健

・福祉のシステム化とサービス事業―協働して共同体意識を育
む―」、担当施設：
（特養）沖縄偕生園
●社会福祉法人 新生会（群馬県高崎市）
「在宅痴呆性老人の福祉ネットワーク事業―よこ社会の人間関係を目指して―」

、担
当施設：
（特養）榛名憩の園
●社会福祉法人 祷友会（香川県丸亀市）
「痴呆性老人のケア

・システム推進事業―在宅福祉サービスのネットワーク化を目
指して―」、担当施設：NPO法人長寿社会支援協会
昭和59年度●社会福祉法人 横須賀基督教社会館（神奈川県横須賀市）
「老人のコミュニティ

・ケア―福祉と保健の地域づくり―」事業、担当施設：横須賀基
督教社会館
●社会福祉法人 東京弘済園（東京都三鷹市）
「在宅痴呆性老人の地域ケアに関する研究と実践事業―痴呆性老人を地域で支える

ために―」、担当施設：
（特養）東京弘済園
昭和58年度●社会福祉法人 聖徳会（大阪府松原市）
「痴呆性老人のケアを考える事業―保健、

福祉のネットワークから―」、担当施設：
（特養）大阪老人ホーム
昭和57年度●社会福祉法人 健光園（京都市）
「高齢者地域共同住宅および地域援助事業―距離ゼロの実験―」

、担当施設：
（特養）
健光園
※タイトルは当シンポジウムで発表時のもの

− 68 −

− 69 −

− 70 −

− 71 −

− 72 −

− 73 −

− 74 −

