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開会挨拶

公益財団法人 日本生命財団
理事長　脇　　英　太　郎

皆様、日本生命財団の脇でございます。 
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25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、簡単に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
多目的の助成型財団でございます。 

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32年間に行って参りました助成件数は１万４千件を、そしてその金額は153億円を越
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、冒頭に配偶者である大島渚氏の介護を15年に亘って続
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けておられる女優でエッセイストの小山明子さんにご講演をしていただきます。介護
を通してご主人と共に過ごされている生活の中での体験談を伺えるものと思っており
ます。 

その後、平成20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２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、日本社会事業大学大学院特任教授の大橋謙策先生のコーディネートのも
とに、発表いただく２団体の他に信濃毎日新聞社キャンペーン報道「笑顔のままで 
認知症 長寿社会」の取材班代表である五十嵐裕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、東京都、 全国社会福祉協議会、東京都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。 
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｢ 二人三脚で乗り越えた介護の日々
～今日も二人で～」
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第１部　講　演

［プロフィール］
1954年　大谷学園在学中、学園のファッションショーに出演した際“家庭よみうり”の 
　　　　カバーガールとなり、松竹にスカウトされ松竹に入社。 
　　　　デビュー作「ママ横をむいてて」に主演。 
1960年　大島渚氏と結婚 
1961年　松竹を退社し、独立プロ創造社の設立に参加 
　　　　大島渚監督の映画作品に出演 
1963年　長男出産 
1969年　次男出産 
1973年　創造社解散後、植物園（芸能プロダクション）に所属 
　　　　テレビ・舞台に数多く出演 
1999年　植物園解散 
2001年　小山明子事務所設立 
　　　　介護についての講演は全国各地で好評を得ている 

［主な受賞歴］
1966年　日本放送作家協会女性演技者賞受賞 
1970年　毎日映画コンクール助演女優賞受賞 
1971年　京都市民映画祭助演女優賞受賞 
2008年　第 25 回日本文芸大賞エッセイ賞受賞「パパはマイナス50点」

［主な著書］
1982年　「クロワッサン女性論セミナー」（平凡出版） 
1992年　「聡明な心くばりの本」（廣済堂）
1987年　「仲良きことはメイワクか」大島渚氏との共著（文化出版局）
1988年　「気だて気くばり気ばたらき」（リヨン社）
2001年　「いのち、輝く 」（経済界）
2005年　「パパはマイナス50点」（集英社）
2009年　「笑顔の介護力」野坂暘子氏との共著（かまくら春秋社）
2010年　「小山明子のしあわせ日和」（清流出版） 
2011年　文庫本「パパはマイナス50 点」（集英社文庫） 

（講演者の申出により講演内容は本記録集に掲載いたしませんので、 ご了承ください）

小山　明子（こやま　あきこ）女優／エッセイスト





− 6 −

● 講師 北山　佳生
（ＮＰＯ法人 どーんと・せーの！！理事長）

吉井　敦子
（社会福祉法人 野の花会理事長）

※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

第 2 部　実　践　報　告
（高齢社会先駆的事業助成成果報告）



［実践報告］

「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」

北山　佳生（きたやま　よしお）徳島県・NPO 法人どーんと・せーの！！理事長

［はじめに］
徳島県海

か い ふ

部郡の概要
　県最南部に位置し、海

かいよう

陽町・牟
む ぎ

岐町及び
美
み な み

波町の3つの町が太平洋に面して開けた
細長い地が海部郡です。面積は500平方km
余。県南の真珠とうたわれる美しい海岸や
豊かな森と温暖な気候に恵まれ、4つの
清澄な川が流れ、下流には程よい耕地を有
しています。
　ただし、ここも過疎・高齢化と少子化
の悩みの中にあり、面積の大部分を占め
る山地には伐期を迎えた人工林が放置され
てひしめいています。 
　一方で、海の魅力にひかれた若いサー
ファーの来訪、定着という明るい一面もあ
ります。

ＮＰＯ法人『どーんと・せーの！！』の概要
　恵まれた桃源郷の側面もあるのに活力を
失い続けてきた海部郡の「人口減少緩和の
応援」を目的として2006年に設立しました。 
　当初の2年間は、郡内をくまなく歩き、
協力者を募りながら、産業や暮らしぶりの
実態を調査し、空き家マップの作成、建築
業者の仕事づくりや縁結び応援のほかに公
施設の運営受託などを自主事業とする内に、
このままでは30年後は集落の消滅が待って
いるという現実を知りました。 
　3年目からニッセイ財団などの助成を頂い
て、徳島県最南端の海部郡海陽町の中山間
部を主なモデルとして「限界集落“じいちゃん、
ばあちゃん、ここで居れるでヨ”応援事業」
にほとんどのエネルギーを注いできました。

− 7 −

［略　　歴］1963年太洋無線株式会社に入社。（労働組合の書記長などを経験）。
1982年郷里（徳島県海部郡海陽町）にUターン、家業を継ぐ。
1983年株式会社ロリアンの初代徳島工場長。
1988年有限会社ル・クール代表取締役。
2006年より現職。

徳島県海部郡の位置
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［助成事業実施までの経緯］
人口減少社会に向き合う
　海部郡の人口は、この60年の間に5万人
から２万３千人に半減しました。今後の予測
では30年後にさらに半減、それから10年か
20年で10分の1ぐらいに減るのではないかと
いうことです。この予測数字は、ふるさと
海部郡が、何もしなければ限界集落どころ
か地域崩壊の状態になることを示していま
す。 

　この状況に向き合い、住民として出来る
事を積み上げていこうと考え、その事業の
一環が助成事業テーマの「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」です。 

モデル地区の状況 
　助成事業のモデル地区として選んだ海陽
町宍

ししくい

喰地区中山間部の7集落は、数字の上
では高齢者比率61％の限界集落です。

モデル地区の説明図

モデル地区の人口状況と予測は、表 1 の通りです。 

集  落  名 世帯数
５年後の予測 １０年後の予測

人 口 平均年齢
（才）

高齢者
比率（％）世帯数 人 口 高齢者

比率（％） 人 口 高齢者
比率（％）世帯数

久 尾

船 津

小 谷

塩 深

角 坂

広 岡

芥 附

地域合計

地域平均

21

32

21

25

23

17

29

168

̶

31

58

35

73

63

36

70

367

̶

80.3

69.4

71.4

58.5

56.4

56.9

61.5

̶ 

64.9

98

66

67

59

48

41

50

̶

61

15

27

17

23

22

15

27

146

17

41

22

59

57

31

59

286

100

61

72

53

53

35

49

̶

8

20

13

22

22

13

22

120

8

28

19

47

47

25

45

219

100

64

84

52

47

43

58

̶

予測の試算条件①出産・転出入なし（子供は転出算入）、平均寿命（男79、女86 歳）を基準 
　　　　　　　②労働者人口の都市部への流出を考慮していません。 

表1　モデル地区の人口等の状況と予測 　　　　　　　　　　　　　　　　　　2011年2月再調査



集落の現状
　数年後には集落の形態が崩壊するかもし
れない高齢者比率約100％の久

く お

尾集落の
住人は元気で支え合いの機能を残し（注）、
また角

かくさか

坂集落は後継者と職業に恵まれ、支
えあいもできています。一方、広

ひろおか

岡集落は、
高齢化率からは限界集落と言えませんが、
支えあいがあまりみられない集落です。
　総じて集落の支え合い機能は限界に近
く、外部の団体等も手伝う｢持続可能な
支え合いの仕組みづくり｣が急がれる地域
となっています。 

（注）久尾集落では、十分ではないが日常的に

相互の安否確認が行われ、毎週のように

寄り合っ てカラオケを楽しみ、棚田保護

や野生動物防護網の設置にも力を合わせ

ています。 食料品店が、命綱のように１

軒残っています。 

［助成事業の趣旨・目的］
　今回の助成事業は、地域が実質的な限界
集落となっても、そこで暮らせる安心感の
醸成と、地域を維持できる生活支援やその
仕組みづくりを行うことにより、「いつま
でもここで居れるでヨ」を目的とし、一つ
一つの事業の積み重ねが地域再生につなが
るような事業展開をめざしました。 

［助成事業の内容］
「どーんと・せーの!!」が取り組んだソー
シャルワーク機能
　広域町村合併により、周縁地域には行政
の目が届かない面もあり、住民にとっても
行政が遠くなって生活に支障が生じている
懸念があります。 
　モデルの旧宍喰町地区は、５年前の合併
によって文字通り端っこの地域となりまし
た。肝心な用は遠い本庁舎へ行く必要があ
り、行政・福祉サービスも隔靴掻痒の間遠

さの感があります。 
　そのような状況から「どーんと・せーの!!」
が住民のニーズをキャッチ、フォローし、
人や空き家などの地域の社会資源を活用す
ることにより課題解決に取り組みました。 

新しい支え合いサービスの開発と提供
　次のようなサービスを開発し、提供して
います。 

① 移動手段を提供する乗合便サービス 
　移動手段を持たない人のための送迎
サービスを行っています。2008年後半
から2010年度までの運用件数は170件で
あり、送迎先は表2のとおりです。 
　バス 停 ま で 歩 け な い 人 の た め に、
基本的に家から家までの送迎を行い、
途中の買物・時間待ちサービス、墓参
りや観光にも応えています。 
　これから老人が免許の更新ができな
くなる事態が増えてくるので、乗合便
サービスの必要性が高まってきます。 

行き先等

（掛け持ちの行き先を含む）

買　物
通　院
公機関・銀行
・施設等
駅等への送迎
墓参・帰省等
観　光

26％
23％

23％

15％
9％
4％

比率
表 2　乗合便の送迎先等

乗合便の新聞記事
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② 地域巡回、生活全般の支え合いサービス
　　　　　　　　　　　  （金銭管理は除く） 
ア、地域巡回

　血圧測定や問診をしながら、困ってい
る事や最近の出来事などを聞いたり、
生活支え合いサービスのニードを引き出
すための巡回を毎週行っています。 

イ、生活支え合いサービス
　サービスの内容は、畑の代耕、野生
動物からの防護網の補修、居宅等の補修、
墓地の代行管理、用水路の補修、除草、
庭や植木の手入れ、電気製品の軽度な
修理、簡易水道の清掃など総量としては
少ないですけど、多面にわたっています。
たとえば、畑がイノシシ、シカにより荒
らされ、収穫できないということになる
と、耕作放棄につながり、心身の健康を
損なうことにもなりかねません。そこで
畑の代耕と防護網の取り付けにより、
生活の支え合いをしています。また屋根
の補修は先日の台風で大きな効果を発揮
しました。 
　高齢化が更に進む数年後には、本当に
深刻な状態になるので、余力のある今か
ら支え合いの仕組みを作っていくことを
主眼に置いています。

③ 介護保険外の訪問型介護サービス
　通院・入所介助、散髪サービス等の
生活支援や短時間の介護を行っています。
ほかに、健康に不安のある地域住人や
社協と連携したＤＶ被害者等の短期預
かりをベースキャンプで行っています。
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畑の代耕サービスの記事

訪問して血圧を測っているところ

補修した屋根

種　類

生活
支援

その他（配食など）

時限介護
 食事・入浴介助・
 清拭等・清掃 

通院・入所介助
障子張り替え
散髪サービス
衣替え
食事介助
家の外周の清掃・
手入

4
6
4
2
2
7

4

3

件数 サービスの仕組み

当法人や地域連
絡協議会モッソー
の会員（看護師・
介護士など主に女
性）を派遣してサ
ービスを提供

社協
依頼（　　　　　　　　） （　　）

※

※依頼を受けた１～２時間の訪問介護

表 3　実施した訪問型介護サービスの状況



④ セカンドハウスプラン、空き家の斡旋、
　 サーフアーの定着

　空き地や空き家を調査し、海部郡に第２
の住まいはいかがですかと、売り込んだ
｢セカンドハウスプラン｣でしたが、新築に
ついては数件の問い合わせのみでした。 
　しかし空き家は、モデル地区とその
付近で主にサーファー達に10件の斡旋を
行うことができました。海部郡の美しい
環境を知ったサーファー達の定住支援が
できました。 定住した若いサーファー達
は地域に溶け込み、子を育て、看護や
介護等の労働力を補ってくれています。
このことは、地域にとっては大変明るい
面を作り出したと思います。　

⑤ 町づくり活動へ向けた地域の仕事づくり・
　 農業応援、住民への啓発活動

　シンポジウム・フォーラムや講演会
を開催し、仕事づくり・産業応援や
啓発活動を行っています。地域づくりの
一環として徳島県は、糖尿病の死亡率
が15年 連 続 で 日 本 一 と い う こ と で、
予防講習会を開催しました。その他に
大手漢方薬メーカーと連携した農業
支援等を模索しています。

⑥ 緊急連絡とよろず相談、地域拠点システ
　  ムづくり

　古い2階建ての空き家の民家を改修し
てベースキャンプ中里と名付け、ここを
モデル地区の活動拠点としています。
　このベースキャンプには、家具・
調度品・電気製品や食器類など400点が
周辺の住人から寄贈され、住人からも
期待されています。
　ここで独居者のためのサロンや宅老
サービス、地域連絡協議会の事務局や
緊急連絡・よろず相談の受付やDV被害
者の預かり、パン教室、漬物教室等を
行っています。
　最も相談が多かったのは、地デジに
対応するテレビの視聴に関する相談11
件で、通販で５台のテレビ購入のお
世話もしました。またサーファーが
休憩所として使用するなど、地域交流
拠点の一つになりつつあります。
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散髪サービス

仕事づくりフオーラムの 予告記事



⑦ 集落の地域連絡協議会｢モッソー ｣の設立
　「どーんと・せーの!!」が事務局となっ
て、モデル地区の７集落有志と林業後継
者グループの「木

も っ こ り

古里くらぶ」や20代の
若者も数人いる廃小学校OBの校友会で
構成する協議会を「モッソー」と名付け
て設立しました。中心メンバーは新老人

（団塊世代）であり、林業後継者グループ
が中核を成しています。 
★モッソーとは、この地の古い方言で「特
　に野暮ったい田舎者」という意味です。

現在取り組みつつあるサービスの開発と
町づくり活動
① 物々交換市場と林業後継者グループの
　 協力による直接販売所の設置

　この地では、戦後10年近くまで、里
や山の産物を海の産物と物々交換して
現金収入の少なさを補なってきました。
同時に一つの集落が他の集落に必要

だったので集落の生き残りが図られて
いたとも考えられます。それにヒント
を得て、お金を介在しないもう一つの
地域経済の実験の場＝物々交換市場と
交換できない物を販売する直接販売所
の設置を進めています。

② 小規模多機能型居宅介護の準備
　この地でいつまでも住みたいと望む
住人が圧倒的多数なので、地域密着型
介護を住人の手で作り上げたいと思って
います。既に用地・運用体制などの準備
は整っています。

③ 社会福祉協議会との連携
　地元社会福祉協議会が行う生き生き
サロンへの看護師の派遣や介護サポー
ター参加等により、社会福祉協議会との
連携を進めています。

④ 利用料金の設定
　各サービスの利用料金は、乗合便を除
いて無料で実施しましたが、利用者から
は気を使うから料金を設定して欲しいと
の声が強く、サービスの充実と事業継続
資金の確保のため適正な料金体系を検討
し、ほぼ料金設定ができあがりつつあり
ます。
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べースキャンプ中里

ベースキャンプで独居者達とのサロン

物々交換できなかった物品の直接販売所（建設中） 
★林業後継者グループ「木古里くらぶ」（もっこり くらぶ）と
　協働運営の予定。 



［今後の取り組み］
高齢者福祉等を介しての新たな町づくり活動
　集落を越えた「元気な高齢者がより多く
参加する老々介護の仕組み」を充実させる
など、福祉活動を介しての町づくりを展開
し、軌道に乗せ、次世代につなげていくこ
とにエネルギーを注いでいきたいと思って
おります。

地域拠点「ベースキャンプ中里」の充実と活用
　ベースキャンプでは以下のような活動等
を行い、さらなる活用を目指します。

☆小規模の宅老・サロンやパン教室・
漬物教室などに引き続き活用します。 

☆不安のある高齢者が、夜間の協同生活
所としてもっと活用できるように整備
します。 

☆空いている時には、地区住人や来訪客
の臨時宿泊所や会合場所として開放し
ます。 

☆若い調理士や介護士を育成（資格取得
の資金援助など）して、疑似デイや
配食サービスをもっと活発に行います。 

☆情報や問題解決ノウハウなどを蓄積
し、サポートとよろず相談機能を高め
ます。 

モッソーの拡充、広く外部と連携
　モッソーは、地域を変え得るパワーと
可能性を秘めています。組織拡充とビジネス
の可能性を見出して、さらに大きな力強い
組織にしたいと思っています。

空き家の活用協定、各集落にも地域拠点を
　モデル地区は、10年後には空き家が40 
軒も増えます。これを地域資源として活用
していこうではないかということです。空
き家を改修して、大震災時に備える避難所
や各集落の地域拠点としたいです。 

　そのために持ち主が地域に居るうちに、
「空き家を地域で活用することに同意する
協定」を結んでおくよう説得を始めていま
す。数年後には、全住人と一括の協定を結び、
行政の一筆の署名も得たいです。

大震災に備える地域のネットワークづくり
　次の東南海地震の想定震源域の上に位置
し、津波が最も早くやってくる地域で、
海岸部全滅の恐れがあります。そのために
多くの集落が一緒になって、大地震への備
え、心構えを十分持っておこうという運動
を目指しています。24年１月に高知大学・
関西大学とのフォーラムを予定していま
す。 

［まとめ］
限界集落問題は現役世代の問題　
　地域に次世代の担い手がいないと必然的
に限界集落となります。自ずと限界集落問題
とは、現役世代が地域でどのように生き残っ
ていくかという問題です。
　分け合うパイも働く場も少ない郡部では、
現役世代は生きづらい。郡部においては、
高齢者のためにも、仕事づくりを含めた現役
世代のネットワークの構築が必要であると
事業を進める中で改めて確信しました。

　ここに生きた満足感を後押ししたい
 モデル地区の人々は、高齢ながら何とか
元気で、盆暮れ前に収支の帳尻を合わせる
仕事を持っている人も少なくないです。大多数
は車の運転ができて、街へ遊山に出かけます。
集落には、十分ではないけれど支え合いの
仕組みがまだ残されています。野生動物に
圧迫されて生きていますが、温暖で清澄で
広々とした生活空間の中で、野菜づくり・
草刈りや村のお付き合いで忙しく、引きこもり
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などまず見当たりません。身体の痛みと健康
の不安や身内の心配を抱えてはいても、望ま
ない労働に追われる事は少ない。比較的に
恵まれた土地なのです。
　しかし、数年後の現実は厳しいです。例え
ば、危険だからと、高齢者が運転免許を更新
できなくなることも多くなります。
　高齢の住人に、「近い将来は？」と問うと、

「分からない。どうしようも無い。」という答
えが穏やかに返って来る事が多いです。この
言葉には、諦めもあるが、「ここに生きた
自分の人生は、これで良かったのだ。」とい
う満足感が漂います。

 その満足感を私たちは、後押しするために
現在行っている事業、予定している事業を進
めていくことによって、地域の本当の支え合
いの仕組みが自然に出来上がっていくこと
を期待し、信じて進めていきます。（拍手）
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［実践報告］

「尊
支え合う　ひろがる

厳に満ちる町でかけがえのないあなたの最期を

吉井　敦子（よしい　あつこ）鹿児島県・社会福祉法人野の花会理事長

［はじめに］
鹿児島県南さつま市の概要
　鹿児島県南さつま市は、薩摩半島の南西
端に位置し、平成18年に一市四町の合併に
より誕生した人口4万人程の市です。高齢
化率は35％となっております。

　うち助成事業を実施した加
か せ だ

世田地区（旧
加世田市）は半数強の２万２千人、うち65
歳以上が約１万３千人で、特徴としては、
独居及び高齢世帯のしめる割合が高い

（37％）地域となっています。

野の花会について
福祉に文化を
　昭和63年「福祉を拓き文化を創る」、
通称「福祉に文化を」を理念として、｢絵
と彫刻のある憩いの園」加世田アルテンハ
イムを創設。認可までの13年の長い間に多
くの内外の施設を見る機会がありました。
当時、日本の病院や施設の環境は惨憺たる
もので、人間の療養や生活の場ではなかっ
たのです。「福祉に文化を」と切に願い、
前理事長が洋画家でもあったので、一番
身近なところから芸術文化を取り入れ、
生活の全てにおいて既存の福祉施設の概念
から脱却した取り組みを始めました。
　　　 （紙面の都合上、取組の一部を掲載します）

福祉と文化と平和のあるエリア
　施設のある敷地全体を「福祉と文化と
平和のあるエリア」とし、環境や建物がそ
の人に与える感化は大きいという前理事長
の考えの下、全員で努力しました。重度の
認知症の方のご入居もあり、文字どおり「癒
しと安らぎのある空間に」と願いました。
300坪の大芝生には彫刻が点在し、庭の
一木一草にも心を通わせ、周りの自然につ
つましく溶け込み、建物と庭が一体となる
ように、優しく自然に帰するお年寄りの
生活の場にふさわしく配慮しました。

［略　　　　歴］1958 年より 13 年間産婦人科病院勤務。1988 年社会福祉法人野の花会を設立。絵と彫刻のあ
る憩いの園加世田アルテンハイムを創設 園長に就任。1992 年財団法人吉井淳二美術館館長。

　　　　　　　  1994 年老人保健施設ラポール吉井理事長。2004 年より現職。
［その他の役職］全国老人福祉施設協議会研修院長、日本介護支援協議会副会長

―トータル支援パスでおもいをつなぐ―」

、

鹿児島市

南さつま市加世田地区

南さつま市の位置

薩摩半島

南さつま市の位置

薩摩半島

桜島桜島

南さつま市の高齢者割合

15歳未満
11％

15～64歳
54％

65～74歳
14％

75歳以上
21％

（平成２２年国勢調査結果より）



認知症の方の生活を尊厳のうちに
　「認知症の方の生活を尊厳のうちに」と
願い、開設時から抑制・拘束なしの介護を
当たり前としました。ホームの中に生活
文化と芸術文化を取り入れ、衣食住生活の
すべてを文化ととらえ、居住空間を構築し
ました。 

衣
　「つなぎ服は抑制です」と訴え、「装いは
生きる喜び」をテーマに、お年寄りとケア
ワーカーが考えた、着やすく、その方のお
体の状態に合った介護しやすい服をデザイ
ンしました。これは平成７年にキリン財団
賞を頂きました。老いても輝いていたい
明るい装いで、アルテンハイムを美しいお
花畑にしようと、個性豊かなファッション
ショーなども行いました。

食
　当時、病院やホームではプラスチックの
食器がほとんどでしたが、陶器の食器にこ
だわり、認知症の方の「わあ、きれい」と
言われた言葉に励まされ、努力しました。

「変わりゆく病院食」という取材も特養な
がら参加を求められ受けました。

住
　加世田アルテンハイムは、建物も一つの
作品として地域に存在し、お年寄りの生活
や命を具象し、インスパイアするものであ
りたいと願いました。
 絵と彫刻のある憩の園 
　「認知症でも豊かな鋭い感性がある」とい
う医師の言葉に共鳴した前理事長の呼び掛
けに、全国の画家から65点の絵画が寄せら
れ、絵は住まいを整え、ホームは安らぎと
潤いの中にありました。癒しと安らぎの
環境は、創設時から当たり前とした抑制・
拘束なしの介護にも大きな力を発揮しまし
た。
廊下の絵 〜小さな天使たち展〜 
　愛媛県の児童養護施設・あすなろ学園の
子どもたちの絵です。しゃれた明るい色使
いに子どもたちの日常が伺われ、心が安ら
ぎます。小さな天使たちのコーナーは老健

（介護老人保健施設）にもあります。

（小さな天使たち展）廊下の一部

普段の食事（陶器の食器にこだわっています）
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霊安室のしつらえ
　新しい旅立ちにふさわしく、ステンドグ
ラスは野の百合とすみれ、ご遺体を安置す
る台は彫刻家の作品です。清らかな慰めに
包まれ、正面玄関の横にあります。
緑の中の小さな美術館
　緑の中の小さな美術館です。生活空間の
中に鑑賞空間を作り、絵との対話を大切に、
小さい美術館の使命を果たしたいと願って
います。年1回は福祉に関連のある企画展
をしています。

介護
　介護については、抑制・拘束なしを当た
り前として、「体のチューブを外そう」と
いう試みもしました。平成６年にチューブ
はずし学会へ出席し、バルーンから自然
排尿へ、経鼻、胃ろうから経口へ、それに
伴い口腔ケア、摂食嚥下リハビリ、経口
摂取への取組、同時に、義歯の無いお年寄
りをゼロにする運動を始めました。またお
むつゼロを達成の過程では、平成２年に

「ふつうのパンツでナイスキャッチ」をスロー
ガンにおむつカバーをゼロにしました。
平成23年、日中おむつゼロを達成、平均
介護度4.3〜4.6での試みで、だいぶ時間が
かかりました。「車いすから降りて歩いて
みよう」というのは、車いすに乗ってしまっ
たら、生涯降りられないと思っている人

が多く、理学療法士が歩行を促し、多くの
方が、歩けるようになりました。「水・食事・
排便・運動」を認知症軽減のために始め、
大きな効果がありました。

［助成事業の背景・目的］
　野の花会は、加世田地区における認知症
予防と改善に向けての様々な取り組みを
行ってきました。平成６年から介護予防
教室・認知症予防教室を行い、医学的根拠
に基づいた認知症ケアの実践として、認知
症専門外来を平成13年に併設のクリニック
で行いました。それに伴い、認知症相談会、
認知症専門の看護師による家族と本人のた
めの相談会を行いました。認知症予防教室
には、多くの方が参加され、そのフォロー
アップとして、自主事業のホームができま
した。その後、当時の厚生省によるグルー
プホームのモデル事業につながり、鹿児島
県で初めてのグループホームとなりまし
た。現在は、29室となり、「グループホーム
なでしこ」として運営しています。その
後認知症を専門にしたデイサービスを開設
し、医師のプログラムにより、脳活性や
個別対応も行っています。

（ふつうの家で絵に親しむように）
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「語る会」の発足 
　認知症対応型デイサービスを運営し始め
た時期に県立病院の呼びかけにより地域の
各関係機関が集まり「保健・医療・福祉に
ついて語る会」が発足しました。今回の
助成事業の基礎となった会ともいえ地域
連携の構築に向けての取り組みがここから
始まりました。地域連携の体制が進まない
領域の一つは、予防から重度までのさまざ
まなステージにおける認知症の方々の｢医療
と各機関の連携｣でした。通院や入院・
療養時に医療機関の各関係者との情報共有
や連絡が十分図れず、結果的に認知症の
状態悪化を招いてしまった事例もありまし
た。生活を支援していく上で、医療・福祉・
保健そして地域との連携は不可欠です。し
かし、地域でのトータルな支援システムは
機能しておらず充分な連携が図れていない
状況でした。 
助成事業の目的
　今回の助成事業は、このような現状を
改善し、システム化するために、各々の役割
を明確にしながら、ご自宅や病院、施設等
で生活やサービスが変わっても穏やかな暮
らしが続けられるように、ご本人やご家族

そして関係者が協力し機能的に効率的な
しくみを作ることを目的としました。医療
連携パスや福祉サービスネットワークに見
られるように、医療、福祉、保健が連携し、
暮らしの場が自宅、病院、施設へと変わっ
ても、その人の思いを尊重し、「たとえ
認知症になっても安心して暮らせる」ための

「トータル支援パスシート」（以下「トータル

支援パス」と言う）の開発を目的に事業が
開始されました。

［助成事業の実施内容］
　運営組織 
　運営組織として運営委員会、認知症講座
開設準備委員会、ワーキングチームを組織
しました。 
　運営委員会 
　事業の全体運営と支援パスの開発につい
て協議し、計画に沿った事業運営をすすめ
ていくことを目的としました。
　学識経験者や研究機関の協力をいただき
ながら、地域づくりのＮＰＯ法人や高齢者
ご自身の立場からご意見をいただける方、
そして、保健、福祉、医療機関や行政機関



− 19 −

の方々も参画いただけるようメンバーを
構成しました。

（構成員）
構成メンバー表（肩書・事業所名のみ）

認知症講座開設準備委員
　地域の方々に認知症を正しく理解し、
地域で支援し、「認知症になっても安心して
暮らせる街」への基盤づくりを目的とします。 
　地域の方々の認知症理解と意識啓発活動
を主な目的として運営される委員会です。
専門機関以外にも地域づくりに取り組む
NPO法人代表等を交え講座やイベント等の
企画・運営を行いました。

ワーキングチーム
　「トータル支援パス」の開発にあたり、

「トータル支援パス」の活用が想定される
機関の多くの職種により、その様式や試行
の方法等、具体的な内容を検討し、試行に
より随時様式の変更を行い、実用性の高い
パスの開発につなげていくことを目的とし
ました。 
　県立病院総看護師長を中心に、実際「トー
タル支援パス」を利用する、施設や病院の
看護師、ソーシャルワーカー等がメンバー
となり「トータル支援パス」の試行と様式
検討を行いました。ワーキングチームで
検討された様式の内容は運営委員会で報告
し、運営委員から出された意見やアドバイ
スにより内容の変更を行う作業が繰り返し
行われました。

（構成員）

 

「トータル支援パス」の完成を目指して 
　「トータル支援パス」の完成をめざし、ワー
キングチームを中心に試行と様式検討が
積極的に進められました。 
① 試行的アセスメントシート

　ワーキングチーム会議を開催し、認知
症に係る医療・看護・介護・生活等を
中心とした試行的アセスメントシートを
完成し、このシートをもとに県立病院
病棟看護師を中心とした勉強会を開催し
ました。 

大学教授 

大学院生 

県立病院総看護師長 

社会福祉協議会事務局長 

県健康企画課健康増進係長 

アルテンハイムリハクリニック本町院長 

南さつま中央病院医師 

県立病院認知症ケア専門士 

県立病院地域連携室副室長 

高齢社会を良くする女性の会鹿児島 

真愛病院看護師 

南さつま中央病院看護主任 

地域ボランティア団体代表 

ＮＰＯ法人代表理事 

地域住民代表 

社会福祉法人 野の花会 理事長 

社会福祉法人 野の花会 事務局長 

アルテンハイムリハクリニック本町理学療法士 

老人保健施設支援相談員、看護師 

通所リハビリ事業所管理者 

居宅介護支援事業所管理者 

訪問看護ステーション管理者 

介護老人福祉施設生活相談員 

鹿児島県認知症介護指導者（GH 職員） 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

●　 県立病院総看護師長 
●　 居宅介護支援事業所管理者 
●　 老人保健施設支援相談員 
●　 病院看護師長 
●　 主任介護支援専門員 
●　 通所リハビリ事業所管理者 
●　 認知症グループホーム管理者 
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　この結果、県立病院と地域の医療機関、
老人保健施設、居宅介護支援事業者の中
で試行的にこのアセスメントシートを
使用し内容の検討を行うことで協議が進
みました。 
　この段階ではそれぞれが必要とする
情報の整理が十分ついておらず、「生活」
や「意向」の内容に偏りがあるとの医療
関係者からの意見で看護サマリーや医療
情報提供書に記載されている項目も
様式に入れることになりました。また、

「記録に要する時間がかかる」とか「必要
な情報とその共有の方法が明確になって
いない」など各機関からたくさんの意見
をいただきました。 
　「とりあえず、試行して、その中から
課題を挙げていきましょう。」との合意
で試行が始まりました。 

② 事業への参画を呼びかける為の活動
　事業へ地域の他機関からの参画を得る
ための取り組みも重ねて行いました。 
　今回の事業の実施エリア内にある
医療、福祉、保健の各関係機関への法人
主催の講演会等への参加案内や個別での
事業説明等を行い、いくつかの医療機関
は新たに運営委員としてご参画いただ
き、「トータル支援パス」の取り組みの
中で、地域連携のネットワークが少しず
つ拡がってきました。

③ シンポジウムでの意見
　シンポジウムに参加頂いた地域の方々
や関係機関の方々のご意見は、「自分
自身の思いをしっかりと内容に入れて
欲しい」という地域の方々の思いと、

「治療の場で必要な情報は生活と直接つ
ながらない」「医療と介護の必要な情報
は違う」など現実的なご意見が多く出ま
した。

④ ワーキングチームの意見
　ワーキングチームのメンバーも各関係
機関の代表で構成されているためそれぞ
れの立場により、大きく意見が異なりま
した。当初、運営委員会でも議論となっ
た「トータル支援パス」の概念や医療
情報の管理の在り方なども意見が出され
ましたが、「認知症の方々の地域での暮
らしを支援する」という理念で「トータ
ル支援パス」を考え、ここからより良い
連携につなげていくことが大切であると
のことで２回３回と様式の改訂を重ねな
がら試行しました。

⑤ 地域の実態を十分把握するために、
　 ヒヤリングとアンケート調査

　「トータル支援パス」を活用していく
ためには、地域の方々の理解なくしては
実際の運用につながりません。認知症
ケアについて、地域の方々がどのような
理解で何を必要としているのか現状を
把握する必要がありました。そこで、
研究機関の協力のもと、２つの領域から
実態調査を実施しました。まずは認知症
についての調査、２つめは住みよい町づ
くりのために医療、福祉、保健について
住民が何を求めているのかを調査しまし
た。 
　アンケート調査と各関係機関へのヒヤ
リング実施後、「トータル支援パス」の
試行状況とアンケート等による地域ニー
ズのすり合わせを行いました。（例えば

「認知症になると診察に気を使う」「入院
すると認知症が進んでしまう」等）「トー
タル支援パス」の様式の検討において
アンケート調査やヒヤリングの内容を
反映させることができるよう、運営委員会
でも随時、調査報告の経過を研究機関か
ら頂きながらすすめました。
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［助成事業の効果］
「トータル支援パス」の活用状況
　検討、試行を重ねた「トータル支援パス」
の 様 式 が 整 い ま し た。 パ ス の 構 成 は、
①基本情報②サマリー③ケアマネ連絡票の
３部構成となっています。内容としては、
①基本情報・全６ページに医療保険や介護
保険情報・既往歴や各種サービスの利用状況
に合わせ、生活歴や本人、家族の意向など
も入ります。②サマリーは全３ページで、
病院や施設間での情報共有として利用され
ます。一日の生活リズムやご本人ご家族の
サービスに対する意向の項目も含まれてお
り、サービス提供側と利用側が同じ情報を
共有することにより必要とするサービスの
調整がスムーズになります。③ケアマネ
連絡票は全３ページで在宅時の状態、入院
入居前の状態、在宅生活継続条件等全般的
な情報が提供されます。介護支援専門員は
生活全般についての様々な情報を有してい
る場合が多く、連携には大きな役割を持っ
ています。今後も必要に応じた改訂を行い、
様式の内容もより使いやすいものへと見直
しをしていきたいと思います。最終の運営
委員会でも「看とり」の意向についての
項目検討も課題としてあげられました。

住民、医療、介護、行政の意識の変化
　平成22年度から184件の「トータル支援
パス」の試行ができました。 
　  　　支援パス試行件数（平成22年度）

　事業に参画した医師、看護師、パスを
利用したご本人から次のような意見が出さ
れています。地域住民お一人お一人を生涯
支援できる地域づくりができるという安心
感を持っていただくことができました。特
に、認知症の方は入院によるリロケーショ
ンダメージが大きく、認知症の症状をさら
に悪化させてしまうケースも多いため、 
パスによる情報の共有は欠かせないとの
共通の認識を持つことができました。

「トータル支援パス」についての意見 

特養 → 病院

老健 → 病院・施設 

病院 → 老健 

病院 → 特養 

病院 → 在宅・施設 

居宅（ケアマネ） → 病院・施設 

合　計 

5 件

80 件

22 件

8 件

20 件

49 件

184 件

医師 
１、支援パスに基本的な情報が入って
いるので、急な入院の患者さんも受
け入れやすい 

２、  介護保険の意見書作成の参考にな
り、記入しやすく時間の短縮になる。 

看護師 
　　各関係機関の連携もしやすいが、一
人の方を継続的に長く支援できる。 

パスを利用する本人 
１、自分の思いをまわりの人達に理解し
てもらえるパスへの期待は大きい。 

２、自分の思いがゆがめられたくない
シートを使ってほしい。
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支援パスのフェイスシートとなる（基本台帳１－１）シートです。生活歴やご本人・ご家族の願い、希望など
もこのシートに記入されます。支援パスの特徴でもある横の連携と時の経過に寄り追記される縦のつなが
りがこのシートでも見ることが出来ます。

（基本台帳３－１）シートです。既往歴の情報により、病状管理や生活への影響・入院履歴等もこの
情報で把握することが可能となり、本人からの聞き取りやご家族のあいまいな記憶の中で情報収集が
難しく、医師や看護師からは「情報がわかりやすい」との評価をいただきました。 

支援パス１－１（生活のようす） 

支援パス１－3（生活のようす） 
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施設利用や病院へ入院された場合の情報シートです。基本情報（フェイスシート）の別紙は共通ですが、
このシートはサービスの提供機関が変更になった場合、医療や看護、生活に加わる情報が機関ごとに
その都度記載されています。（情報提供書：サマリーの代用としても利用されています）

病院、施設を利用する時、ご家族やご本人の希望や思いを細かく共有することが難しく、病状や生活環境
の変化によりその思いも変わるため、病院・施設への希望と提供されているサービスを一覧で見るシート
です。病院・施設でのサービスの内容とご本人の希望、ご家族の希望が記載されます。

支援パス２（病院・施設でのサービス） 

支援パス２（病院・施設でのサービス）
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病院や施設では個々のご自宅での生活を把握することが難しい現状があります。居宅介護支援事業所
のケアマネやご家族、ご本人等からの情報により生活全般の状況が記載されます。個々の生活を理解
し、そこに視点をあてることにより、効果的な医療や介護のサービスの検討も可能となります。 

支援パス３（介護支援専門員）
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［今後の課題］
　「認知症になっても安心して住める町
加世田」を目指し、「トータル支援パス」
の活用を進めるためには、今後地域内の全
医療機関の参画を得るための医師会への呼
びかけ、行政機関の積極的参画を得るため
の努力は欠かせません。「『トータル支援パ
ス』はむしろお元気なころにご本人の思い
を書いて頂くことが大切。市の行う特定
検診で支援パスをご利用いただく方法もあ
ります」との意見もありました。 
　地域住民の方からは、「自分の本音を聞
いてくれるだろうか。自分の情報をさらけ
出していいのか不安」「『トータル支援パス』
への理解をもっと深める必要がある」とい
う声もあり、事例を重ねることで、地域へ
の活用を広げていきます。さらにこれから
も積極的に民生委員や地域のご高齢の方々
へ広く周知の機会を作っていきながら、
ご意見をうかがい、利用者、サービス提供
者双方にとって、利便性のある「トータル
支援パス」にしていきます。

［まとめ］
　今回の事業目的である地域で認知症を支
えるための「トータル支援パス」は整いま
した。行政や地域の医療機関を巻き込んで
の事業となりましたが、何よりも、認知症
になっても「このまちで暮らしていてよ
かった」と思えるまちづくりに、「トータ
ル支援パス」によるネットワークが活用さ
れ、拡がるよう願い今後も努力を続けたい
と思います。 
　「事業の継続」と「まちづくりを進める」
ことがこの事業にかかわっていただいた、
行政や病院、介護保険事業所、地域のすべ
ての方の願いと考えております。それが
実現するよう、地域の関係機関や病院、

介護保険事業所等に「トータル支援パス」
専用の端末を設置できたことは、大きなサ
ポートになります。認知症の方が、加世田
に住んで良かったと思えるような町にする
ために助成事業への思いをしっかりと継続
していきたいと思います。ありがとうござ
いました。 

（拍手） 
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第３部　総　合　討　論

コーディネーター

［ゲスト報告］
「取材を通して見えたもの」
五十嵐　裕

大橋　謙策

五十嵐　裕

北山　佳生

吉井　敦子

シ ン ポ ジ ス ト

［ゲスト報告］

「取材を通して見えたもの」

［略　　歴］1988年、信濃毎日新聞社入社。 
警察、経済、社会部キャップなどを経て、2007年から報道部次長（デスク）。 
2009年からキャンペーン報道「笑顔のままで　認知症―長寿社会」取材班代表（デスク） 
当キャンペーン報道は 2010年度新聞協会賞（編集部門）、日本ジャーナリスト会議（JCT）の
JCT 賞、ファイザー医学記事賞の大賞、日本認知症ケア学会・読売認知症ケア賞の特別賞を受
賞。

［著　　書］「認知症と長寿社会 笑顔のままで 信濃毎日新聞」（講談社現代新書） 
「迷い道 子育ては、いま 信濃毎日新聞」（河出書房新社）

五十嵐　裕（いがらし ゆたか）信濃毎日新聞社

［総合討論］

「みんながささえあう地域コミュニティ」

［略歴］東京大学大学院教育学研究科博士課程修了。日本社会事業大学講師、助教授、教授、大学院研究科長、
社会福祉学部長、学長を経て 2010年より現職。 
社団法人全国社会教育委員連合会長、東京都世田谷区地域保健福祉審議会会長、社会福祉法人中央
共同募金会理事、公益財団法人テクノエイド協会理事長。

［著書］『地域福祉』『社会福祉入門』（以上放送大学教育振興会）『地域福祉計画策定の視点と実践』（第一法
規）『社会福祉構造改革と地域福祉の実践』『介護保険と地域福祉実践』（以上東洋堂企画出版社）『コ
ミュニティソーシャルワークと自己実現サービス』『21世紀型トータルケアシステムの創造』（以上万葉舎） 

『福祉 21ビーナスプランの挑戦』（中央法規出版） 
『地域福祉の新たな展開とコミュニティソーシャルワーク』（社会保険研究所）ほか。

大橋　謙策（おおはし　けんさく）日本社会事業大学大学院特任教授
東北福祉大学大学院特任教授

日本社会事業大学大学院特任教授
東北福祉大学大学院特任教授

信濃毎日新聞社キャンペーン報道
「笑顔のままで 認知症−長寿社会」取材班代表

（　　　　　　　　　　　）

（　　　　　　　　　　　　　　）



（大橋）　ご紹介いただきました大橋です。
ただ今から、最後の総合討論を始めさせ
ていただきます。お手元の冊子を開いてい
ただくと、ニッセイ財団の脇理事長のごあ
いさつがあります。その中に「現在は『共
に生きる地域コミュニティづくり』をテー
マに『高齢社会における地域福祉、まちづ
くりの先駆的事業』や『高齢者の社会参加
システムづくりの先駆的事業』、『認知症
高齢者に関する予防からケアまでの総合的
な先駆的事業』を対象に、助成を実施して
います」と書かれています。 
　ご報告いただいた鹿児島の吉井さんの
実践は、この「認知症高齢者に関する予防
からケアまでの総合的な先駆的事業」に
該当する部分ですし、また、徳島県海陽町
の北山さんの実践は、「高齢社会における
地域福祉、まちづくりの先駆的事業」です。
今回は、２団体による２年半の実践の報告
を先ほどいただきました。そのお二人の
実践を基にしながら、ゲストとして、信濃
毎日新聞の五十嵐さんにご参加いただいて、
総合討論をさせていただきたいと思います。 
　五十嵐さんから、後ほど話があるかと思
いますが、信濃毎日新聞が取材をし、新聞
に連載したものが『認知症と長寿社会 笑顔

のままで』という本にまとまりました。講
談社の現代新書として発刊されています。
これは認知症ケア学会等も含めて様々な賞

を受賞をされている大変素晴らしい新聞
記事の連載ということになります。五十嵐
さんにはその内容も含めてお話をいただこ
うということで、これから総合討論会を始
めさせていただきます。

Ⅰ 共に生きる地域コミュニティづくりを
巡る今日の状況と実践報告者の取組
　３人の方々との討論を始める前に、資料
に基づいて、今日の状況を私からお話しさ
せていただきたいと思います。資料編51
ページの資料の上段をみてください。 
　この6月に改正された「介護サービスの
基盤強化のための介護保険法等の一部を
改正する法律の概要」が記載してあります。
その趣旨は、高齢者が地域で自立した生活
を営めるよう、医療、介護、予防、住まい、
生活支援サービスが切れ目なく提供される

「地域包括ケアシステム」の実現に向けた
取り組みを進めるという内容です。 
　この法律の大きな柱の一つとして、医療
と介護の連携の強化が言われています。ま
さに医療と介護を連携する、先ほどの吉井
さんの「トータル支援パス」（以下「支援
パス」と言います）がそれに該当します。
いわば吉井さんは、この介護保険の制度
改正の内容を先取りして南さつま市で実践
されたということになります。 
　2番目の趣旨は、日常生活圏域ごとに
地域ニーズや課題の把握を踏まえた介護
保険事業計画を策定するということです。
日常生活圏域というのは、主に中学校区単
位を想定しています。北山さんが今回の
実践の中で、全集落をくまなく歩いてニーズ
キャッチをするということを繰り返し繰り
返しやっているという取り組みが、これか
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らの介護保険の中では求められることにな
ります。北山さんの実践は、まさにそれも
先取りをしたことになります。 
　少し飛んで、４番目の趣旨は認知症対策
の推進ということが書いてあります。まさ
に、認知症が大変増大し、それを支えてい
くためには、保健、医療、福祉の連携もさ
ることながら、地域住民の協力なくしては
できません。そのことに今後、どのように
取り組んでいくかという問題になります。 
　そのページの下段の資料に、「地域包括
ケアシステムについて」と書いてあります。
その4番目「見守り、配食、買い物など、
多様な生活支援サービスの確保や権利擁護
など」として、「一人暮らし、高齢者夫婦
のみ世帯の増加、認知症の増加を踏まえ、
さまざまな生活支援（見守り、配食などの
生活支援や財産管理などの権利擁護サービ
ス）サービスを推進」と書いてあります。
つまり、介護保険にややなじみにくいと思
われていた見守りや配食という問題も、
介護保険の財源を使ってやらざるを得なく
なってきているということです。その実践
を北山さんはされています。先ほどのスラ
イドにあったように、あの7集落で、なん
と高齢化率が61％です。その七つのうち一
つは、平均年齢が80歳ということで、皆さ
んもため息をつかれたのか、声を挙げられ
ましたが、非常に厳しい限界集落の中で、
単に介護保険は点と点を結ぶだけではもう
やっていかれない。地域を挙げて、支え合
いの仕組みづくりをせざるを得ないという
ことです。このような状況が進んでいるわ
けです。 
　時間の関係がありますので、少し飛んで 
54ページは内閣府の「新しい公共支援事業」
というものです。そのページの下段は、

「地域支え合い体制づくり事業」とありま
すが、これは厚生労働省の事業です。55ペー

ジは、「女性・高齢者等活動支援事業」と
いうもので、農林水産省の助成事業です。
一番下に、事業実施主体は、協議会、ＮＰ
Ｏ法人、任意団体等とありますが。要する
にやりたいと思うところは手を挙げてくだ
さい、それを助成しましょうというように、
行政が何かやるという時代ではないという
ことをいっています。住民と行政が協働す
るということです。 
　56ページは、なんと限界集落などを含め
て、住民と行政が協働する地域づくりを進
める場合には、外部から人材を活用すると
いうことも可能だと、それを応援する総務
省の事業です。北山さんはＵターン組です。
長らく東京に出て、東京で仕事をするわけ
ですが、ふるさとへ戻ってこういう活動を
するという、いわば外部人材とは言えませ
んが、地元の人たちの気が付かないことを
北山さんは問題提起をして、何とかみんな
で住める、じいちゃん、ばあちゃんになっ
ても居続けられる町にしたいということです。 
　吉井さんの方は、施設を中心にやってき
ましたが、施設だけでは安定しない、安心
できない。住み続けられる町を作っていく
ためには、行政に働き掛けて、住民の参加
も得て、社会福祉法人が拠点になって、
保健、医療、福祉の仕組みを旧加世田市と
いう地域、あるいは南さつま市という地域
で作りたいという実践を２年間志していた
だいたということになります。今日の状況
を踏まえながら、お二人の実践がどうい
う位置にあるのかということを補足させて
いただきました。 
　今日は、せっかくゲストで来ていただい
たので、信濃毎日新聞の五十嵐さんから、
取材を通して分かってきたこと等を含め
て、お話をいただきたいと思います。 
　では、よろしくお願いします。
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Ⅱ ゲスト報告「取材を通して見えたもの」
（五十嵐）　私は長野から参りました五十嵐
と申します。今日はよろしくお願いいたし
ます。信濃毎日新聞というのは、長野県内
でシェアが60％を超えている地方紙です。
明治6年の創刊で、日本の一般紙としては3
番目に古いという歴史がありますが、歴史
的に見ても、今日も、毎日新聞とは縁もゆ
かりもない新聞です。 
　私は、2010年１月から半年間展開した
認知症問題のキャンペーン報道で専属の
デスクをしていました。ルポルタージュを
77回やり、全国、県内を含めて8回のアン
ケートによる調査報道をまとめています。
今日の短い時間で、報道の中身を紹介する
のは、なかなか難しいと思いますが、先
ほどご報告のあった先進的な事例報告の
足元で起きている現実、なぜ、そうした先進
事例のような素晴らしい取り組みが意味を
持ってくるのか、なぜそれが必要なのかと
いうことが、私ども報道機関が地域の足元
で見つめて、見えてきたということだと思
います。どちらかというと、報道は光とい
うより闇の方へ取材に行くのが常であり、
まずは現実を見てみようということで、
取り組みを始めました。 
　私はデスクでしたので、現場にはほとん
ど出ていません。10人を超える取材班それ
ぞれの取材と取材報告から見えてきたもの
ということで報告をさせていただこうと思
います。
 

1. 地域の中で孤立し分断されている高齢者
　取材で最初に見えてきたことというの
は、地域の中で孤立し、あるいは分断され
ている人々の姿です。家族、個人がそれぞ
れ分断されているように、私には見えまし
た。認知症の奥さまを一人で介護している
80歳を超えただんなさま、あるいはお母さ
んを一人で見ている40歳の独身の男性、あ
るいは独身の娘、あるいは一人暮らしで
生活がなかなか成り立たない中で、危険な
状態に陥っているというおばあさん。それ
ぞれの日常は、さまざまな意味で行き詰
まっています。助けてほしいと思っていて、
そうしたＳＯＳ信号は家の中で赤い点滅を
ともしていますが、家の外では音も光も見
えていないという状況を、私はある種
不気味に感じました。これほどの問題が
地域に起こっているのに、何の色もにおい
もしない。奇妙なものだと思いました。

２.「知られたくない」という家族の思い
　取材を進めるうちに、周囲の助力が少な
い背景には、もちろん地域社会の認知症に
対する無知、あるいは無理解もありますが、
私がここで厄介だと思ったのは、そこに
家族の皆さんがご本人の尊厳を守りたい、
今の様子を知られたくないというような
心理があることでした。例えば善光寺の近
くに古い町並みがあります。ここは長野市
の中心部ですが、高齢化率は山間部とほぼ
匹敵します。小学校も廃校になります。そ
して、多くの認知症の方が住んでいますが、
実態はよく分かりません。お互いに住民は
誰も教え合っていないし、知らせてもいま
せん。ここの区長さんや役員の方に取材を
すると、　「そんな人がいるんですか」と
おっしゃいます。これは隠しているという
ことでなくて、本当に知らないのです。 
　例えばある男性は、お母さんを連れて
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近所に買い物に行くことができません。誰
も知り合いがいないので、遠く離れた大型
店に行くことはできますが、近くのスー
パーには行けません。それはなぜかという
と、お母さん、あるいは自分を見る周囲の
目が非常に気になってしまって、つらく
なっていく。この地域の人々は、デイサー
ビスに行くときも、そっと車を止めてくれ
と依頼します。帰ってくるときもそっと
帰ってくるわけです。ですから、地域の人
は誰も知りません。あるいは、知っていて
も、そこは深入りしないのが優しさなのだ
というように住民も考えています。 
　ですから、取材で一軒一軒家を訪ねると、
ここも、あそこも、そこもそうなのだとわか
りますが、お互いにはそれを知らないという
状況が広がっていました。同情、哀れみの
視線を向けられるのが耐え難い。これは愛情
があればこその心理だと思います。しかし、
それゆえに一方で、支援を得られずに孤立を
生んでもいるわけです。そうした家庭の中で
の混乱と葛藤のうちに、悲劇につながってい
くということもあると思います。 

3. 自分たちの状況を周りに発信していく
　 ことの大切さ
　大橋先生からお話があったように、見守
りや配食等を介護保険制度でみるように
なっていくようですが、私どもが取材した
当時は、介護保険のサービスでは、そうし
たことはみてくれません。例えば徘徊が
あって、見守りが必要な場合もそれができ
ません。従って、知られるのが怖いという
意識をどこかで断ち切って、一歩踏み出し
て、自分たちの現在の姿を地域に投げ込
んでいくという勇気のようなものが、今
の状況を変えていくのではないかと取材
班では考えました。
　先ほどの小山さんのお話でもありました

が、自分たちの状況を周りに発信していく
ということが大事なのではないかと考えま
した。
　これは一例ですが、松本市街地に交通量
の非常に多い道路があって、そこにあるお
ばあさんがいつも立っています。雨が降っ
ても立っています。自宅がすぐ近くです。
息子さんが一人で面倒を見ていますが、
息子さんは会社に行かなければいけないの
で、会社に行くと、今度は帰ってくるのを
道ばたでずっと立って待っているわけで
す。このおばあさんは認知症ですが、雨が
降ってくると、近くの人がすぐに傘を取り
出して、おばあさんに差し出します。ある
いは、知らない人が話し掛けてくると、す
ぐにまた別の近所の人が出てきて、その
用件を聞きます。その地域の人がいつでも、
そのおばあさんを気に掛けているのです。
　ある朝、おばあさんが道に立たない日が
ありました。近所は大騒ぎになりました。
どこへ行ったのだ、どこかへ行ってしまっ
たのではないかと心配したわけです。実は、
この日は息子さんが初めてデイサービスへ
連れて行ったのです。この近所の人たちも
高齢化していて70歳を超えていますが、

「近所になぜ一声掛けていかないのだ」と
その息子さんをたしなめたそうです。息子
さんは、それで近所の支えにあらためて気
付いたと言います。これからデイサービ
スの回数を減らそうかなと思ったと言って
います。
　近所の人はそのおばあさんが外に出てい
てくれた方がむしろ安心なのだというので
す。家の中では遠慮して声を掛けられない
と言っています。いずれ自分たちも歩む道
だと思い、ばかにすることもないし、子ど
も扱いすることもないではないかというの
です。そうした近所の空気が、本人や家族
の現在を安定に導いているのだと思います。 
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４. 施設や行政から地域へのアプローチ
　同様に、介護施設も地域から独立しがち
です。つまり何をやっているのか、地域の
人はよく分からないのです。お年寄りが
毎日来て、毎日帰っているようだけれども、
一体何をしているのだろうというような
状況があります。これを打ち破るというか、
このような状況を変えている試みも長野
県内に幾つもありました。 
　上田市の特別養護老人ホームの例です。
ここは地域の老人グループが定期的にやっ
て来て、いろいろな物を作ったりしていま
す。例えば、認知症のおじいさんと地域の
お年寄りが碁を打っています。一手一手に
ほとんど意味はないようなのです。しかし、
認知症のおじいさんが碁を一手一手考えな
がら打っていく間がなかなか様になってい
て、そこを近所のお年寄りも一緒に楽しん
でいるというような話があります。
　それから、松本市のグループホームには、
小学生が遊びに来ました。おじいさん、お
ばあさんに小学生が「お名前を教えてくだ
さい」などと言っても、あまり反応はあり
ません。子どもたちは少し悲しそうな顔を
しますが、しかし、そうした触れ合いが老
いというものの意味を子どもたちに与えて
いるということが言えると思います。施設
の側が地域へ開いていく、こうした取り組
みがあるからこそ、接点や新しい輪が生ま
れてくるのだと思います。 
　もう一つ例を挙げると、在宅介護にとて
も熱心なケアマネージャーがいました。
一人暮らしのおばあさんは徘徊がすごいの
で、施設に入れた方がよいという話になる
のですが、このケアマネさんはまだ大丈夫
だというのです。まだまだ地域で暮らせる
というのです。そこで、行政が地域に置い
ている地域包括支援センターの担当者と話
し合って、区長さんに地域の理解を広げる

ための活動を一緒にやりませんかと持ち掛
ける。おばあさんが徘徊をして、いろいろ
なところでいろいろなことをしたときに、
地域が拒絶反応を起こしてしまっては、そ
の地域にはいられません。従って、地域の
方が弾力性を持っていく必要があるのだと
思います。そのために地区で勉強会を開い
てほしいというのです。区長さんは悩んだ
末にそれを受け入れました。なぜ悩んだか
というと、地域自体も崩壊しつつあるとい
うか、高齢化していて、あるいはお隣の人
のことはよく分からないというような地域
だったからです。しかし、これを機会に
地域も再編したいと考えて、勉強会を開き
ました。ここから、このおばあさんに対す
る視線がかなり和らいでいって、かなりい
い状態になっていると聞いています。

５. 実名報道を可能にした当事者の切実な
　  思い
　連載では、多くの人々が私たちの取材に
対しても、自分たちの今というものを社会
に投げ込んでくれる勇気を持ってくれまし
た。というのは、取材先の全員に、私ども
は実名による紙面掲載をお願いしました。
私どもの新聞は先ほど言ったように、60％
を超えるシェアがありますので、顔や名前
が新聞に出るというのは、地域の人にほと
んど分かるということです。しかも厳しい
症状や介護の難しさ、あるいは心の奥底に
あるどろどろした部分、葛藤までも実名で
告白してもらうというのは、大変なことだ
と思いますが、多くの人がこれを承諾して、
信濃毎日新聞には、毎日のように、認知症
の人の顔写真と言葉が出るようになりまし
た。 
　なぜそういうことが起きたかというと、
当事者の方が今の状況を何としても変えた
いという切実な思いがあって、私たちにそ
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ういう思いを託してくれたのだと思いま
す。このキャンペーンは大きな反響があっ
て、ファックスが鳴り続けました。この
問題を何とかしたいと地域が考え、いろいろ
なところで勉強会ができました。記者も呼
ばれていって、そこで問題について話し合
いました。 

6. 認知症対応型社会へ向けた８つの提言
　半年に及ぶ報道の最後に、取材班は紙面
で次の八つの提言をしました。 

　 ① 隠さずに済む社会へ踏み出そう
　 ② 断る施設をゼロに 
　 ③ 要介護認定を大幅に見直せ
　 ④ 情報提供や支援の地域拠点を 
　 ⑤ 介護職に教育と支援を
　 ⑥ かかりつけ医にもっと対応力を 
　 ⑦ 社会とつながり続ける環境を整えよう
　 ⑧ 介護の公費負担引き上げ論議を 

　新聞社が紙面で提言をするなどというこ
とは、うちの会社の場合、過去に例があり
ません。 
　この中の「⑥かかりつけ医にもっと対応
力を」というものがありますが、これは大
きな問題になっています。例えば認知症の
お年寄りの人が休日に肺炎を起こして、か
かりつけ医ではない緊急医のところに行く
と、内科の先生がいます。内科の先生がそ
の人を診る。ところが内科の先生が初めて
見る人だからなのかもしれないし、スト
レッチャーに乗せたことが原因かもしれま
せんが、暴れだします。結局、これだけ暴
れてしまっては診ることができないという
ことで、「お引き取りください」というこ
とになりました。 
　ところが、今度はいつも行っている精神
科病院へ電話をすると、「うちは肺炎は診

られません」ということになるのです。
認知症は診ているけれども、肺炎について
は対応できないというのです。そのとき、
家族は「じゃあ、認知症の人は病気になっ
たら死ねということなのですか」と言って、
電話を切ったといいます。 
　このおばあさんを救ったのは、別の病院
の医師でした。その人はおばあさんと目線
を合わせます。ひざを折って、おばあさん
の顔と同じ高さまで自分の顔を持ってき
て、「治ったら帰ろうね」と言います。そ
うしたら、おばあさんも落ちついていて、
それでようやく救われました。 
　要は、僕が何を言いたいかというと、か
かりつけ医というのは、認知症治療の専門
技術よりは、人間を見る技術が大事なので
はないかと思うということです。そうした
技術をかかりつけ医の方々がどうやって磨
いていくのか、スキルをどうアップするの
か、いろいろ問題があると思いますが、要
は専門的な知識の手前で、そうした人間を
見ていく姿勢というか、そのような基本的
なスキルを身に付ける必要があるのではな
いかと思いました。かかりつけ医に認知症
の対応力をもっと付けた方がいいだろうと
考えて、この提言を載せています。

7. 隠さずに済む社会へ
　最後に、私が申し上げたいのは、この
提言の中で、最初に掲げた「隠さずに済む
社会へ踏みだそう」についてです。これは
先ほど言ったように、長野県においてはい
ろいろな意味で隠されていました。それで
は家族、医療関係者、介護関係者、あるい
は行政、隣近所までが結び付くような大き
な輪ができません。その大きな輪を一人
一人の小さな単位で作っていくことが大事
だと思います。先ほどの実践報告のいわゆ
るパスポート的に情報を集約するという
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のも、まさにそういう取り組みだと思いま
すが、そうしたことをするためには、まず
はありのままの老いの姿を認めて、家族も
地域も皆それを認めて、嫌わずに受け入れ
ていくという価値観が大事になるのではな
いかと思います。 
　こうした活動は絶えずプライバシーが
問題になりますが、人権の最も基幹にある
命の尊厳は、社会で顔や名前が見えないよ
うな位置付けにするのではなくて、病気で
あっても、その中心にある人の人格が認め
られるような深みのある豊かさ、あるいは
そうした輪の中でこそ守られ、長寿社会は
笑顔を迎えることができるのではないか
と、私は１年間担当をしてみて思いました。
駆け足でさっと話してしまいましたが、私
の報告は以上です。

（総合討論に戻る）

（大橋）　どうもありがとうございました。
今、聞いておりまして、信濃毎日新聞の
購読率が60％ということで、ほとんどの人

が取っている状況の中で、認知症の方を
実名で報道するというのは大変なことだと
思ったのですが、ほとんどの人が参加して
くれたということですが、例えば親類の人
などは、「うちの親族の恥をなぜさらすん
だ」というような話はなかったのでしょう
か。

（五十嵐）　それはあると思います。そこは
丁寧にお願いするしかありません。遠く離
れた人はそのように思っていますが、先ほ
ど小山さんの話にもありましたが、身近で
介護をしている人にそんな思いはないと思
います。従って、一番身近で介護している
方からまず私たちが何を報道したいのかと
いうことを理解してもらう。そうすると、
親類の方も、「周囲は私が説得します」と
いう形にもなります。そのぐらい、今の
状況を何とかしてもらいたいと、報道にし
て社会問題にしてもらいたいという願い
が、身近で介護をされている方は強かった
のだなと思います。中にはあまりにもつらい
話で、赤裸々な部分があるので、「これは
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匿名の方がいいんじゃないですか」と言っ
たことがありますが、その人本人が「いや、
実名で行きましょう。」というようにおっ
しゃいました。そんなこともありました。

Ⅲ 地域の実情、地域住民の反応
1. 家族の限界、地域に色濃い排除の論理

（大橋）　今年は、「無縁社会」、あるいは「孤族」
という言葉が随分流行した年でもありまし
た。確かに東京都だけで考えると、毎年
2千3百人の方が孤独死しているわけです。
それほど、支える仕組みが本当になくなっ
てきてしまっているという状況です。しか
し、一方で家族に対する幻想は、まだ大変
色濃く残っているのではないかと思いま
す。私の地域で一人暮らしのお年寄りを
訪問したときに、自分の一人息子は大変親
孝行だと、大丈夫だとしきりに言われるの
で、われわれは引き下がってきましたが、
やはり孤独死が出て、あらためて、差し支
えなければ、どこに住んでいらっしゃって、
何分で駆け付けられて、その手段は徒歩な
のか、自転車なのか、自動車なのか、電車
なのかというようなところまで聞いたとき
に初めて分かったことですが、その一人
息子さんは、なんとアメリカのニューヨーク
に住んでいるのです。万が一の時、本当に
助けに来られるのかというところまで確か
めなければなりません。この家族への思い
と、実際、万が一の場合に支援できる態勢
にあるかどうかというものの認識のずれは
大変大きいのではないでしょうか。 
　厚生労働省は、2008年（平成20年）のとき
から、どうも行政だけでは限界だ、まして
や家族だけでも限界だ。行政と協働して新
しい地域を作らなければいけないのではな
いかというところへ転換をします。先ほど
言いました内閣府もそうですし、総務省も

そうですし、農林水産省も国土交通省も、
いずれも住民と行政の協働による新たな
地域づくりということを言っています。 
　今日の総合討論のテーマは、「みんなが
支えあう地域コミュニティ」ということで、
大変きれいです。しかし、地域というのは
そんなにきれいなのだろうかということ
を、これから話をしてみたいと思います。
　北山さんどうでしょうか。30年ぐらい、
地域を出て東京で暮らして戻って、自分の
思いを実現しようとして、簡単に受け入れ
てくれましたか。その辺はどうですか。

（北山）　私は田舎に帰って、27〜28年にな
りますが、やっと一人前だと近所で認めら
れ始めたのは3年ぐらい前からです。もどっ
てきていろいろ提案などしましたが、大抵
ははねつけられます。そんな状況でした。

（大橋）　ですから、例えば総務省は外部
人材も登用などと言っていますが、そう
簡単に地域は変わらないと思います。北山
さんはふるさとへ戻って27年ということで
すが、その27年のうちに、地域でようやく
認められたのが３年ぐらい前から、ちょう
どニッセイ財団の助成を受けるころからと
いうことになります。もともと地元の小学
校、中学校を卒業して、それで東京に出ら
れたわけでしょう。それでもやはりそんな
ものですか。その辺の心境を少しお話して
ください。
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（北山）　事実を言えばそういうことです
が、私があまり分かってもらう努力をしな
かったということももちろんあります。い
ろいろなものが重なってはいますが、基本
的には、これまでこのようにしてきたから、
これからもそうするのだという考え方が
非常に根強くあると思います。

（大橋）　私はよく言いますが、どうしても
日本は稲作農耕文化が何千年も続いてきた
ため、稲作は水田なので生産手段を移せな
いので、土着性が非常に強いのです。また、

「結い」などに代表されるように、農業
用水を確保しなければいけないので、これ
を守っていくためには共同性が非常に強く
要求されます。先ほど北山さんのお話の中
にも、用水の管理のような話が出てきまし
たが、このような稲作農耕文化が持つ共同
性と土着性というのは、裏を返すと、非常
に排除の論理です。外の人間を受け付けな
い。その地域の置かれている状況を十分踏
まえて地域づくりをやらないと、上っ面だ
けになってしまうということで、その辺の
苦労を北山さんはされているのだろうと思
います。同じ七つの集落の中でも、ある
集落は非常に助け合いがあるけれども、あ
る集落はなかなか厳しいという話を先ほど
されましたが、やはりそういうものですか。

（北山）　これも排除という問題が横たわっ
ておりまして、古い家同士が反目したり、
とても強い意見で横車を押す人がいてその
人が集落のいろいろなつながりを壊してし
まったなど、いろいろな積み重ねの結果、
そうなっていると思います。

2. 老いても、やはり、自分の地域に住みたい
（大橋）　先ほど、高齢化率61％という話を
されましたが、そこの約370人いらっしゃ

る住民の方々は、天涯孤独の人ではありま
せんよね。家族は当然、徳島県内にいるか、
あるいは同じ町内にいるか、あるいは全国
のどこかにいらっしゃるわけですね。地域
の住民の方々は、その家族の人たちに頼れ
ると思っているのでしょうか。そこはどう
でしょうか。

（北山）　特に最近になって、若者や現役
世代が働くという環境が非常に厳しくなっ
たので、田舎の方々も都会に行っている子
どもたちや縁者には頼れないということは
ひしと感じています。

（大橋）　どうですか、実際に息子や娘のと
ころに呼び寄せられて、出ていったお年寄
りもいらっしゃるでしょう。

（北山）　おります。そのような場合は、
直に入院というケースもありますし、介護
施設への入所を決めてしまうケースもあり
ます。その後フォローしてみると、幸せな
生活を送っているという形跡はあまり見ら
れません。

（大橋）　実際に７集落ほとんど全世帯を歩
いて、どういう生活問題があるかというこ
とを北山さんは調査されたわけですね。そ
の住民の方々は、年老いても自分の地域で
住みたいという要望はかなり強いものです
か。 

（北山）　はい。それはとても強いです。こ
んな所で住みたくないという声をしばらく
前には聞きましたが、私どもの活動も若干
は効果があると思いますが、出ていくとい
うことはあまり言わなくなりました。「な
ぜいるのですか」と言うと、「何とかなる
から」ということでした。
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（大橋）　確か７集落のうちの一つは、平均
年齢が80歳以上で、98％の高齢化率という
のは大変な地域ですね。本当にその実態を
皆さんにお伝えできないもどかしさを感じ
ますが、私も行かせていただいて、大変だ
なと思いました。それでも住民の方々は、
ここで暮らしたいと思い、北山さんも、そ
れを何とか支える町づくりをしたいという
状況でしたが、3年ぐらい前までははねつ
けられていたという地域性です。 

Ⅳ 福祉施設と地域
１. 地域に理解されなかった 「福祉に文化を」 
　吉 井 さ ん に お 聞 き し た い の で す が、

「福祉に文化を」という、大変素晴らしい
施設の運営、経営、実践もされていると思い
ますが、ああいう新しい感覚で施設を運営
するといっても、住民の方々にはなかなか
なじみがなかったのではないかと思いま
す。最初に始めたころの住民の方々の感想
というか、反応はどうだったのでしょうか。

（吉井）　開設したのが昭和63年ですから、
24年ぐらい前になります。その当時は、
老人ホームといっても、すごい山の中で、
最初に行ったところは、幾つも山をぐるぐ
る回って行くようなところでした。ここに
何も知らされないで来る人もあるだろう
し、もし、知らされてから来ても、これか
らこのような山の中でどうやって過ごすの
だろうかと、すごく不安になるだろうなと
いうことを思いました。

　町中に作りたいとは思いましたが、地域
の方の教えてくださった場所がほとんど山
の中でした。しかしその中でも近くに小学
校もあって、人家もあるというところを選
びました。そして今になって思うと、本当
に山の中に作ってしまったなと思います。
緑が多くて、ターミナルケアや終末期の
ケアにはいいのでとわざわざ選んでくださ
る方もありますが、もう少しにぎやかなと
ころが良かったかなと思います。人の動き
があったり、ダイナミックに生活できるよ
うな場所が良かったかなということも考え
ました。ずっとそれを思い続けていて、こ
の９月に町の中心地に新しい思いを込めた
施設が完成して、個室ユニットのケアホー
ムもその中に入りました。
　また開設当時は、ホームはほとんど箱形
の建物でしたが、私たちは建物の外観、
採光等ホームの既成概念から脱却したいと
思いました。そこで設計者にお考えいただ
いて、三角の屋根や直線のきれいな大きな
ガラス窓を使って、すごく明るい施設にし
ました。「お年寄りに何でこんな立派なも
のを作るの」と言われたり、お金はそんな
にかかっているわけではありませんが、「こ
れほどのものを何で作るの」と言われまし
た。
　しかし、そのときは、別に特別にいいも
のをお金をかけて作ったわけではなくて、
それが当たり前だと思ったのです。ですか
ら、そこが悲しかったのです。しかし、当
たり前のことでも、すごくぜいたくな施設
で、お金も高いといわれました。ある方と
町で会ったら、私の施設に入りたいと言う
のですが、「でも、高いんだってね」と何
人も言われ、理解いただくのに時間がかか
りました。ただ、ハードだけ良くても何に
もならないし、ハードは洗練された方が
設計をして、内装を趣味のいい人が考えた
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り、いろいろと思いを込めれば、いい施設
はできます。それよりももっと大切なのは
ソフトだということで、やはりソフトに力
を入れました。
　地域の方は、今になれば、アルテンハイ
ムはいろいろとデザインも考えて、最初か
らソフトが充実していることもわかってい
ただけるのですが、そのころは、何でこう
いうものを作るのかというのが同業者の中
にもありました。絵など必要ない。絵を入
れても１週間で破られるということでした
が、絵も彫刻も自由に触って、試して、い
ろいろなことを考えてくださいと開放して
絵との対話ということを大事にしました。
お年寄りは認知症ながら本当になじんでく
ださいました。ご入居の方には理解してい
ただけましたが、地域の方にはなかなかご
理解いただけなかったことと思います。

２. 貧困すぎる日本の社会福祉観
（大橋）　これは行政の方、地域住民の方も
含めて、どうも福祉というのは無駄な金を
使うというか、安かろう悪かろうでいいの
だという文化がありはしないかと思いま
す。先ほどの小山さんの話ではありません
が、もっと楽しむことや、美しいことを美
しいと感じられる生活環境がすごく大事だ
と思っています。 
　吉井さんのところは、先ほど食事のこと
が出てきました。食器は陶器だということ
ですが、確か最初のころは、有田焼か何か
の食器を使っていたのですよね。その辺の
話はいかがですか。

（吉井）　食器も色や形などのきれいな物を
使い、お料理屋さんに行ったと思えるよう
にしました。みなさんは食事が一番楽しみ
で、その後がお風呂だと言うのです。お
風呂も週２回を３回にして、入りたい人は

毎日にしたので、その分、スタッフは大変
でした。しかし、食事が一番の楽しみなの
で、献立も本当に心を込めて作りましたが、
やはり食器は陶器にしたい。ちょうどその
ときに、ホテルにもお店が出ている有田焼
のところを紹介してくださって、しかもそ
この方はご理解があり、特別にご協力をい
ただきましたので、そこの食器を使いまし
た。陶器の食器をみて、認知症の方が「わあ、
きれい」と言ってくださったことが大きな
励みとなりました。しかし、壊れるのもす
ごかったです。洗う方が今まで病院で、プ
ラスチックの物をぽんぽんと投げて洗う
習慣が身に付いていて、食器のお墓を作り
たいと思うぐらい、すごく食器が壊れまし
た。壊れた食器の山を見て、私も考えなく
てはいけないと思いまして、少し違う、安
い会社のきれいな物というようにだんだん
改善していきました。今でも、どうしても
そこしかない有田焼のものは使わせても
らっています。

（大橋）　驚いたことに、認知症の方が割る
のではなくて、職員の方が割るということ
ですね。つまり、それだけ職員の方々の
普段やっていることが荒っぽいということ
ですね。認知症の方々は、「わあ、きれい」
と言って喜んでくれる。そういう生活感覚
を豊かに受け止めていくセンスは、吉井さ
んのところはすごいなと思います。本当に
お花はたくさんあるし、彩りがすごくきれ
いです。もっと時間があれば、スライドを
いろいろ見せてほしいと思います。どうも
われわれは社会福祉に対する見方をもっと
多面的に見直してみなければいけないので
はないかと思っています。社会福祉観が
貧困すぎるのではないかと思っています。
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３. 地域住民の意識を変える
　同時に、先ほど言ったように、地域は
排除の論理があり、そして家族の恥意識が
あるということですが、今のお二人の話を
聞いていて、五十嵐さんどうですか。こう
いう取材をして、取り組みをするとすれば、
どうしたら地域住民の意識を豊かに変えら
れるのか、その辺の新たなキャンペーンで
はありませんが、新聞で、こんな素晴らし
い実践もあるというような紹介も逆にして
いただけませんか。先ほど暗いところを探
すとおっしゃいましたが、今度は美しいと
ころを探して皆さんに伝えていくというこ
とも、新聞の使命ではないかと思いますが、
いかがでしょうか。 

（五十嵐）　まさにそのとおりだと思いま
す。少し語弊がありましたが、暗いところ
から入って、暗さを見た上で、その中に見
える明るさというものが大事ではないかと
思います。単純に明るいだけでは、その明
るさの意味が分からないのではないかと
思って申し上げました。今の特に、絵を飾っ
ているというところに、私は非常に感銘を
受けます。認知症の人は何も分からないだ
ろう、絵など見ても心は動かないのではな
いかと思われています。見た目は動かない
ように見えます。向精神薬を打たれている
場合もあるでしょうが、傍から見ると、コ
ミュニケーションの力が非常に落ちている
ので、この人はもう分からなくなってし
まった人なのだと考えがちですが、実際は、
心の中にはものすごい葛藤があったり、
不安があったり、もちろん喜びがあったり、
楽しさがあったり。その意味では私たちと
何ら変わらないと思います。 
　福祉施設の中にきれいな絵がたくさんあ
るという風景は、その人たちの人間性を認
めているように映ります。尊厳を認めてい

る空間だと映ります。そういう姿を地域に
発信していくということが、次の課題に
なってくるのではないかと思います。そこ
の意識の改革や変化というもの、あるいは
ご自宅に在宅の場合も、汚くしていたのを
非常にきれいにしてみるなど、いろいろな
動きへつながっていくのかもしれません。
例えばそういう試みを地域へ発信していく
ということが、先生が今おっしゃった、い
ろいろな意味での意識の改革の第一歩にな
るのではないかと思って聞きました。 

4. 施設の実践を地域へ発信 
（大橋）　吉井さんにお聞きしたいのです
が、そうして施設の中は素晴らしい実践を
されていますが、やはり施設の中だけでは
限界がある。どうしても地域全体をもう少
し豊かにしていかなければいけない。施設
から発信していくという思いがあったのだ
ろうと思います。施設で実践しようとした
ものを地域に広げていくときに、どういう
取り組みをするとき困難さがあったので
しょうか。賛同者、理解してくれる人があ
まりいなかったというような問題もあるか
もしれません。その辺を具体的に認知症を
支えるという問題で、「支援パス」という
発想をされたのでしょうか。なぜ「支援パス」
を考えようとしたのか、その辺のことを少
しお話しいただけるとありがたいです。

（吉井）　「支援パス」を導入したいと思っ
たのは、先ほどもお話ししたように、施設
では割と穏やかに、抑制もされずに、おむ
つも外すという生活をされているのです
が、具合が悪くなると、入院される方もあ
り場所が変わると混乱されます。それだけ
でもすぐ抑制されて、トイレに行ける人な
のにおむつにされる。病院を変わるたびに
同じ検査を何日もされるということで、私
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は「支援パス」があれば、しなくていいこ
ともたくさんあるのに、もっと自然のまま
暮らせるのにということを思いました。
　それから、地域への発信ということは、
芸術文化にしても難しい絵ではなく、明る
い絵や家族のきずなということを特養を始
めていろいろと思わされたので、家族のき
ずなを考えるということで、兵庫県のお
年寄りの方ですが、昔の農家の生活や親子
三代で暮らしているようすなどのすごくセ
ンスのいいお人形を作られています。テレ
ビでも紹介されましたが、そういうお人形
を借りてきて、併設の山の中の小さな美術
館に展示して家族のきずなをもう一度考え
るということで、８千人程の人が来てくれ
ました。それで絵にも親しんでもらって、
ホームの中も見ていただいて、少し山奥に
作ってしまいましたが、そういうことで
地域に呼び掛け、社会の風を運んでもらう
という催しは何回かやりました。それから、
子どもや、懐かしい着物の展覧会などをす
ると、お年寄りも他の施設から見に来てく
れたり、マザーテレサの展覧会には、福祉
や看護学校の生徒さんも来てくれたりしま
した。
　現在はこのような地域への発信をしてい
ます。

（大橋）　日本の社会福祉というのは、1970
〜1990年の間に入所型の施設を随分作り
ました。現在、社会福祉施設と呼ばれる
のは９万５千ぐらいあるし、介護保険
施設だけを見ても、入所だけではありま
せんが、３万５千ぐらいあります。それを
運営している社会福祉法人が１万６千ぐら
いあります。この１万６千ぐらいある社会
福祉法人が経営している施設が、今、吉井
さんと同じように、地域に開かれてさまざ
まな発信をしてくれたら、地域住民の意識

は随分変わるかなと思います。吉井さん
自身はしゃべりづらいかもしれませんが、
吉井さんと同じような実践をやっている
法人というか、施設は、どのぐらいの割合
で全国にあるものでしょうか。

（吉井）　ご質問から少し外れているかもし
れませんが、昔は、絵を見ても、レースの
カーテンを見ても、「こういうものはすぐ
破るよ、３日ぐらいで」「絵もすぐ破るん
だよ」と言われました。それは閉じ込めた
り、抑制したりするから壊すのであって、
普通に暮らしてもらえば、きれいなものは
きれいとおっしゃるし、じっとたたずんで
見ている方もおられます。認知症であって
も、感性は残るということを信じて、私た
ちはそれを大切にしてきました。

5. 地域のシニアのパート職場として
　 施設を開く
　施設をきれいに保っていく一つの方法と
して、私たちが工夫していることをお話し
したいと思います。
　入居者は重度の方が多い（介護度平均4.3）
ので、このために若いスタッフをたくさん
募集します。寮も作って、福利厚生の部分
も努力すれば、若い方は来てくださいます。
しかし、お年寄りが気付く前にしてほしい、
お年寄りが言われる前にスタッフが気付い
て欲しい。そのように言いたくても言えな
い方の思いを察するということ、それから、
環境を昔に近く整えるということで、若い
スタッフにできない部分を補っていただく
ために、60 〜 70歳の方で、元気のある方
をシニアパートさんとして来ていただいて
います。１日３時間でも４時間でも、その
方々の思いが入ると環境もケアも変わり、
お年寄りがなじんでいただけます。
　人生100年の新しい働き方ということで、
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新聞で募集をしたら、40人ぐらいの方が来
てくださいました。自分の都合のいい時間
を提供していただいて、３時間ずつだった
ら３人で一人前ぐらいの仕事をしていただ
いて、環境も整い、ご入居の方の思いも受
けとめることができ、きちんと責任を持っ
てお仕事をしていただいています。例えば
食器をユニットケアでそろえる時に、右が
おつゆで左がご飯という配膳の仕方や盛る
お皿が分からない若いスタッフに教えま
す。そのようなことが、若いスタッフの
教育にもなるということです。
 

（大橋）　少し横道にそれてしまいました
が、しかし、今のところは大事なのでコメ
ントをしておくと、今、介護人材といって
若い人を募集するわけですが、若い人はあ
る意味で、生活感覚があまり豊かではあり
ません。お年寄りの生活感覚と若い人の
生活感覚が相当ずれています。はしの置き
方や、ご飯とみそ汁のおわんの置き方など
も全く変だという話です。そこで、サービ
ス利用者よりも少し若いけれども、シニア
でケアができる人に来てもらってやってい
るということです。実際に訪ねさせてもら
うと、非常にいい雰囲気でそれが行われて
います。 
　ですから、人材は20代の若い人がいいと
いうことには必ずしもなりません。体力は
あるかもしれませんが、生活を大事にして、
その人らしさを保障する、尊厳を守るとい
う意味では、かえってもう少し世代に近い
人たちが参加してくれた方がいいかもしれ
ません。それは一種のワークシェアリング
だと。つまり、１人分働くのを３人で分け
合って、お小遣いも入るというような新し
いやり方も吉井さんなどはやっているとい
うことで、それはとても面白かったです。
少しメーンの主題と外れるので、別にしま

しょう。

6. 施設が積極的に地域へのアクションを
　先ほどの施設のことですが、五十嵐さん
はデスクだったので、直接取材には行かな
かったのでしょうが、施設があまり開かれ
ていないという話をされましたが、どのよ
うな位置付けをしたらいいのでしょうか。
何か感想はありますか。私は、先ほど言っ
たように、もっと施設は開かれて、地域
住民の共同利用施設になる、よりどころに
なると思っていますが、五十嵐さんの先ほ
どの提言の２番目に「断る施設をゼロに」
とあります。実際には、施設というのはか
なり閉ざされていて、制度の壁があるので
単純ではありませんが、住民が緊急時に頼
れるところになりきれていないというよう
なことがあったのではないかと思います
が、どうでしょうか。

（五十嵐）　特養などは、今、何百人待ちと
いう状態が長野県でも続いています。広域
連合の中で、一つ一つの施設が何百人待ち
というような状態なので、家の近くに入れ
るかどうかも分からないというような状況
です。「姥捨山」と家族が考えるのも無理は
ないという状況です。われわれもそうです
が、普通、住民は日常的に老人の施設には
足を運びませんね。新聞で時々見たり、そ
ういえばあそこに看板があるな、というよ
うな意識でしかないと思います。 
　先ほど言いました上田市の施設では、
住民が施設を支え、活用する組織をつくっ
ています。交流を繰り返していくうちに、
住民のお年寄りに対する視線、認知症とい
うものへの理解も自然に深まっていくと思
います。
　ただ普通は、何の用事もないのに住民が
施設へ行くのは難しいと思います。まずは
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施設の側が住民へアクションを起こす。そ
うすると、その地域も高齢化しているので、
いずれ自分が行くところかもしれないわけ
です。あるいは、「あそこには何々ちゃんが
行っているのよね」という話になるのかも
しれません。いずれにしても、きっかけを
作って内側へ入り込んでいくと、先ほどの
ように、例えばこんなきれいな絵がある
施設なのだとわかるのです。絵というのは、
一つの象徴だと思いますが、それはケアの
象徴です。人間が中心にあるケアをしてい
るのだという意味だし、認知症であっても
中心にある人格を認めているのだという
メッセージでもあると思います。そうした
部分を地域に広げていくためにも、施設が
もう少し積極的に地域にアクションを起こ
していくということがいいと思います。

7. 地域で福祉サービスの隙間を埋める
　 ＮＰＯ活動

（大橋）　昨日、このシンポジウムの一環と
して、同じくニッセイ財団から助成を受け
て研究をしたグループから発表（注）があり
ました。その一つに大阪府の老人福祉施設
協議会が１ベッド５千円ずつ毎年寄付をし
て、大阪府内の生活困窮者を支援する社会
貢献事業をやっているという報告がありま
した。私は、株式会社と違って、社会福祉
法人という形なので、全国の社会福祉法人
はもっと地域貢献をしてほしい、地域に開
かれたものになってほしいと思います。そ
れが拠点になって、地域の支え合いを作っ
ていければと思っていますが、現実的には
なかなか難しいということです。 
　北山さんのところにも施設はあります
ね。しかし、施設に働き掛けようとはしな
い、あるいは、現に働き掛けたけれども、
反応がなかったとか。あまり考えませんで
したか。

（北山）　そこまでのレベルにまだ至ってい
ないのだと思います。私どもが地域密着型
介護をやりたいと思ったのは、既存の介護
施設に行って人生を終わるのは、どうも幸
せではないのではないかということがあっ
たので、少し最初から距離を置いているき
らいがあります。

（大橋）　北山さんは「新しい支え合いサー
ビスの開発と提供」ということで、介護
保険外の訪問介護型サービスや、生活全般
の支え合いサービス、移動手段を提供する
乗合サービスなど、いろいろなことをやっ
てくれているわけですが、実際にこういう
ことをやるとすると、既存の福祉サービス
を提供している事業所といろいろバッティ
ングする場合もあるのではないかと思いま
すが、その辺はどうだったのでしょうか。

（北山）　既存の介護サービスは社協もやっ
ています。それから、大きな介護施設が
デイサービスに迎えに来るということも
やっています。事実上は、社協と大型の
介護施設が競合しています。私たちは何を
するかというと、休日及び時間帯、天候に
より社協や大きな施設の介護サービスが来
られない時があります。そこで大雨の時や
夜中などに、私たちはＳＯＳを受けて行く
のです。つまり、重なり合わないように、
できるだけ補完関係を作っていったつもり
です。

（大橋）　ニッチ産業、すき間産業といわれ
ますが、既存の制度に乗って大規模にやっ
ているところのすき間を埋めていく、ある
いはきめ細かいニーズに応えるサービスの
提供をやるというのが北山さんが考えてい
るサービスと考えていいのでしょうか。
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（北山）　はい。

（大橋）　それがここでいう介護保険外の
訪問介護型サービスや、生活全般の支え合
いということになるのですね。現実には、
これがないと生きていかれないわけですよ
ね。 

（北山）　そんなケースもあると思います。 

Ⅴ 地域医療の重要性
１. 地域住民の最大の不安は医療

（大橋）　そういう中で、例えば先ほど、
血圧を測っているなど、訪問看護というも
のがありましたね。訪問看護もサービスを
やっていらっしゃるのですか。

（北山）　たまたまメンバーの中に少々優秀
な看護師がおりまして、地域の人の信頼も
非常に厚いのです。その看護師が中心と
なって、介護士や調理師などと一緒に巡回
をしています。健康相談や、「これもお
医者に行って診てもらった方がええよ」と
いうようなアドバイスなどをしています。

（大橋）　謙遜されていますが、北山さんの
奥さまが優秀な看護師でございまして、
今日も会場にいらっしゃっているはずで
す。北山さんはかっこよくしゃべっていま
すが、ちゃんと背後にはしっかりした奥さ
まがいらっしゃるということです。
　北山さんどうなのでしょうか、限界集落
というところで一番大きな不安は医療、
病気をした場合ですね。その辺の不安には
どう対応されようとしているのですか。

（北山）　確かに、医療問題が一番大きいで
す。どう対応すると言われても、もちろん
全面的な対応は十分にはできません。ただ、

今のところは、ニーズそのものがまだあま
りないので助かっています。これから地域
密着型介護をする上では、元気な年寄りが
短い時間交代で、何人かがいつも対応でき
るように、看護師さんやお医者さんの協力
を得て行う支え合いがいいのではないかと
思っています。 

（大橋）　宍喰地区には開業医の方はいらっ
しゃるのですか。 

（北山）　はい、おります。内科医と診療所
があります。 

（大橋）　その辺の協力はできているわけで
すね。 

（北山）　今、私どもはやっていることをそ
ばで見ていて、欠けている部分に出動する
ようにしているので、直接働き掛けとして
十分なものはしていません。 

（大橋）　まだ仕組みづくりまでは行ってい
ないということですね。 

（北山）　はい。 

（大橋）　吉井さん、先ほどの「支援パス」
というのは、福祉で『医』食住といっても、
なかなか対応できない部分があって、あそ
こで自宅、病院、施設がイコールだと書い
てありましたが、やはり医療機能がかなり
大事だということですね。 

（吉井）　加齢に伴い、病気の発症も多く
なっていくので、お医者さまとの縁は切れ
ないと思います。私どもは特養の中にクリ
ニックを作りました。今、閉めている状態
ですが、特養にお医者さまがいるというこ
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とがどれほどいいかということを体験した
ので、医療は本当に切れないものだと思っ
ています。
　ただ、志のあるお医者さんはいらっしゃ
いますが、一人だけでは体力が持たないと
いうこともあるので、やはり連携を取って
いただいて、私どもの施設をはじめ、地域
のお年寄りの方を守っていただきたいとい
うことを希望しています。

（大橋）　五十嵐さんどうでしょうか、長野
県は佐久病院の若月先生の素晴らしい
実践、そして今、テレビ等で有名になって
いる鎌田實先生の諏訪中央病院の実践とあ
りますが、事実、長野県は老人医療費が全国
で一番低いところです。保健、医療、福祉
の連携はそれなりにうまくいっていると見
ています。首をかしげていますが、どうで
しょうか。

2. 地域医療先端地域「長野」にも地域差が
（五十嵐）　いい活動ばかり報告していけ
ば、大変最先端地ということになるかもし
れませんが、やはりそれはご多分に漏れず、
どこの地域も高齢化し、疲弊している中で、
地域差はかなりあると思います。長野県は
比較的、先ほど言った佐久病院を中心に
山村医療の中心地というか、発信地として
全国からいい、若いお医者さんがたくさん
来て、その人たちがまた地域で育っている
といういい循環ができているとは思いま
す。 
　しかし、一方で、そうしたものに逆に頼っ
ているということであって、全体としてき
ちんとした仕組みがちゃんとできているの
かというところが問題点だと思います。私
たちが取材した時点では、ようやく幾つか
の地域で医療と福祉、介護が連携を始めて、
情報交換をしたり、カルテあるいは日常的

な生活の記録をお医者さんに見てもらうな
どといったことがちょうど始まった時期で
した。2010年の冬、あるいは2011年だった
と思います。

３. 地域包括支援センターのモデルとして
　 の茅野市の実践

（大橋）　今日のテーマは、「みんながささ
えあう地域コミュニティ」ということです。
大変素晴らしい考え方ですが、この理念を
実現しようとすると、システムを含めて難
しいわけです。今、介護保険で全国的に
普及した地域包括支援センターのモデル
は、広島県の尾道市の実践と、長野県茅野
市の実践です。尾道市の実践は、尾道の
医師会が中心になって、いわば福祉との連携
をやっているものです。私自身は、長野県
茅野市の実践の方が、介護保険の地域包括
支援センターのモデルに最も近いと思いま
す。既に厚生労働省の担当課長もそのよう
に言っているので、間違いないと思ってい
ます。私自身は、茅野市の行政アドバイザー
をずっとやっていて、そのシステムを作る
ことにかかわりました。 
　茅野市の場合は、人口５万７千人で、四つ
の保健福祉サービスセンターを作りまし
た。そこにはクリニックが入っています。
ですから、ちょっとしたことは必ずクリ
ニックに行っていただければ、そこでつな
げてくれる。ですから、初めから諏訪中央
病院などに行かなくても、身近なクリニッ
クに行けばいい。そこに行けば、保健と
福祉が結合していて、医療もつながってい
るという仕組みを作りました。
　それは全部行政の直営ではなくて、いろ
いろな医療機関が入ったりしています。そ
ういうクリニックがあって、訪問看護が
あって、訪問介護があって、デイサービス
があって、地域包括支援センター的に保健
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師、ソーシャルワーカー、主任ケアマネー
ジャーと呼ばれる人たちが全部そろってい
ます。その仕組みを2000年から作りました。
　ですから、住民からすれば、非常に身近
に頼れるところがあるという仕組みがで
きたわけです。従って、支え合いの体制づ
くりといっても、ただ皆さん仲良くしま
しょうというような単純なことではあり
ません。

Ⅵ 住民と行政が協働して、本当に責任を
持った取り組みを
　あと２〜３分しかないので、私の話でお
しまいにさせていただくことになります
が、資料編の47ページ以降に書いてあるの
は、先般終わった国会で、「地域の自主性
及び自立性を高めるための改革の推進を図
るための関係法律の整備に関する法律」と
いう大変長ったらしいものが出されていま
す。これは1990年から始まった社会福祉の
サービスの決定権をより市町村へ来年度か
ら下ろしますということです。ですから
社会福祉法人の許認可権も一部は市に下り
てくるし、介護保険でいうところの地域
密着型サービスも市町村が条例で定めると
いうことになりました。従って、皆さんも
多分そうだろうと思いますが、多くの国民
の方々は福祉の制度が悪いと国が悪いと
言っていましたが、これからは市町村が悪
いと言わなくてはいけない時代になってし
まいます。市町村が悪いということは、
市町村の首長が悪いのか、議員が悪いのか、
そういう人を選んだ住民が悪いのかという
ことを本当に考えなければいけない時代に
来てしまいました。誰かがやってくれるな
どという時代ではありません。 
　そういう意味では、住民の意識を変えて、
もっと住民が参加した計画づくりをしてい
かなければいけないという時代が今、来て

いるということです。その計画に基づいて
どういうサービスをやるのかというのが、 
51ページの資料です。あらためてお話しす
ると、介護保険法の改正で、「高齢者が
地域で自立した生活を営めるよう、医療、
介護、予防、住まい、生活支援サービスが
切れ目なく提供される『地域包括ケアシス
テム』の実現に向けた取組を進める」とい
うことで、医療、介護、予防というもの
が包括に提供されるということが一つで
す。日常生活圏域ごとに介護保険事業計画
を策定するということです。つまり、市町
村レベルの計画では駄目です、中学校区レ
ベルまで下ろしてやりなさいということで
す。あるいは、単身・重度の要介護者等に
対応できるよう、24時間365日の対応を求
めます。そのための定期巡回や随時対応
サービス、あるいは訪問看護と福祉サービ
スとを結合したサービスを提供しなさいと
いうことが出てきました。
　従来の保険であれば、そういうことで良
かったのですが、地域で暮らすというのは
それだけでは済まない。従って、下段の
資料に書いてあるような見守り、配食、
買い物など、多様な生活支援サービスを
やってください。そうしないと、地域で暮
らしていけませんねということをいってい
るわけです。 
　今日の報告は、北山さんはまさに、地域
で制度のすき間にあるものを丁寧に、住民
参加で地域に根差してやっていこうという
ことの実践をニッセイ財団の助成を受けて
やってきたということです。２年半前に、
ニッセイ財団の助成を受けて、やっとここ
まで来たということです。地域づくりは10 
年とよくいわれますから、よくここまで
モッソーという７集落の地域連絡協議会ま
でできたと思いますし、既に新しいサービ
スも開発して、提供をしているという状況
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にあります。 
　吉井さんは、そこのところを、施設を
拠点にして施設を運営している法人がもっ
と地域を変えていくということで、医療、
福祉、保健の連携の仕組みを「支援パス」
というところを通じて広げていきたいとい
うことをやってくださっています。まさに
介護保険サービスの先取りをした実践で、
ニッセイ財団が先駆的助成事業ということ
にふさわしいお二人の報告を今日は聞くこ
とができたと思っています。 
　本来ならば、もっと時間をかけて、一つ
一つ丁寧に論議をしたいわけですが、要は
認知症の高齢者の方でも、あるいは単身、
一人暮らしの高齢者の方でも、安心して住
んでいられる町を作りたい。それには行政
だけではやっていかれない。住民と行政が
協働して、本当に責任を持って、自分の住
んでいるところを豊かにする取り組みをす
る時期に来ているということです。そんな
ことで今日は、このシンポジウムを終わり
にしたいと思います。 
　せっかくゲストに来ていただいた五十嵐
さんには、十分話をしてもらう時間があり
ませんでした。申し訳ありませんが、これ
でおしまいにさせていただきます。どうも
ありがとうございました（拍手）。 
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（注）シンポジウム前日の10月29日に「第19回ニッセイ
財団高齢社会ワークショップ」を開催しました。

　　平成21年度から2年間「実践的研究助成」を受け
た８名の研究者が研究成果の発表を行いました。
発表内容については、日本生命財団ホームページ
をご覧ください。 
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［高齢社会先駆的事業助成一覧］

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）
　　　　　　 「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

（　	 　		　　）昭和57年度〜平成23年度の95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



− 58 −

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

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
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　　　　　●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
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）
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　　　　　　 「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）
　　　　　　 「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
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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）
　　　　　　 「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
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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
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ニッセイ財団高齢社会シンポジウム
「高齢社会を共に生きる」の開催一覧

回数 開催日 テーマ、講師、開催場所、参加人数

―生きいき安心のまちづくりと痴呆予防―
記念講演：長谷川　和夫、実践報告：3団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,100名

第18回
平成16年
11月26日（金）

―生きいき、みんなが主役のまちづくり―
記念講演：辻　哲夫、竹内　孝仁、実践報告：3団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者900名

第19回
平成17年
11月27日（日）

―みんなが健康で安心して暮らせるまちづくり―
記念講演：鎌田　實、本間　昭、実践報告：3団体
於：東京・日生劇場　  　　　　　　　　　　　　　　　　参加者1,200名

第21回 平成19年
11月29日（木） 

―みんなが健康で楽しく暮らせるまちづくり―
記念講演：武田　雅俊、大橋　謙策、実践報告：2団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　　 参加者850名

第22回 平成20年
12月6日（土） 

―長生きして良かったと思えるまちづくり―
記念講演：佐藤　愛子、記念報告：橋本　正明、実践報告：3団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,100名

第23回 平成21年
11月28日（土） 

―みんなで高齢者の生活を支えるまちづくり―
記念講演：鷲田清一、大國美智子、記念報告：山田尋志、実践報告：2団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　　 参加者850名

第24回 平成22年
12月4日（土） 

―みんなが支えあう地域コミュニティ―
講演：小山　明子、実践報告：2団体
於：日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者623名

第25回 平成23年
10月30（日） 

―共に支え合う地域コミュニティづくり―
記念講演：浅野　史郎、実践報告：3団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　　 参加者750名

第20回
平成18年
11月18日（土）

―福祉でまちづくりと介護保険―
記念講演：沖藤　典子、中村　秀一、実践報告：4団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,100名

第17回
平成15年
８月30日（土）

―介護保険と痴呆性高齢者ケアでまちづくり―
記念講演：外山　義、堤　修三、実践報告：4団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,300名

第16回
平成14年
８月31日（土）

―新世紀の福祉と介護保険―
記念講演：樋口　恵子、伍藤　忠春、実践報告：4団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,150名

第15回
平成13年
８月25日（土）

―介護保険の開始から新介護時代を展望―
記念講演：井形　昭弘、千葉　忠夫（デンマーク）、実践報告：4団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,100名

第14回
平成12年
９月２日（土）

（敬称略）
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―住民、施設・社協、行政の協働で築くまちづくり―
記念講演：ゲプハルト・ヒールシャー、濱口クレナ－牧子（ドイツ）
実践報告：4団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,100名

第12回 平成10年
９月５日（土）

回数 開催日 テーマ、講師、開催場所、参加人数

―地域における保健・医療・福祉の総合化を目指して―
外国人講師：オランダ、カナダ、実践報告：3団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,300名

第6回 平成４年
９月12日（土）

―地域福祉の過去・現在・未来―
記念講演：縫田　嘩子、実践報告：4団体、高齢地域福祉研究会の研究発表
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　参加者2日間延2,600名

第7回
平成５年
8月30日（月）

 31日（火）

―みんなで助け合い、高齢者を支える地域づくり―
外国人講師：韓国、中国、実践報告：5団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,300名

第8回 平成６年
９月10日（土）

―みんなでつくるトータル・ケア・システム―
記念講演：藤原　房子、実践報告：5団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,380名

第9回 平成７年
８月31日（木）

―利用者主体のケア・システムを目指して―
記念講演：キャンベル夫妻（アメリカ）、実践報告：4団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,300名

第10回 平成８年
９月７日（土）

―在宅福祉、在宅ケアの統合化を目指して―
記念講演：加賀　乙彦、実践報告：4団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,450名

第5回 平成３年
９月７日（土）

―地域社会のシステム化―
外国人講師：アメリカ、オーストラリア、実践報告：3団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　  参加者：1,300名

第4回 平成２年
９月11日（火）

―痴呆性老人が地域社会で生活し続けるために―
記念講演：遠藤　周作、実践報告：4団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,300名

第3回
平成元年
９月９日（土）

―地域ぐるみのケアサポート・システムづくり―
記念講演：鈴木　健二、実践報告：4団体
於：大阪国際交流センター　　　　　　　　　　　　　　　 参加者900名

第2回
昭和63年
９月29日（木）

―老人福祉の実践からの展望―
記念講演：河合　隼雄、実践報告：4団体
於：東京・全社協ホール　　　　　　　　　　　　　　　　 参加者560名

第1回
昭和62年
９月26日（土）

（敬称略）

―高齢者が安心して暮らせるまちづくり―
記念講演：村田　幸子、阿部　志郎、実践報告：4団体
於：東京・日生劇場　　　　　　　　　　　　　　　　　  参加者1,350名

第11回 平成９年
８月30日（土）

―新介護時代・介護保険の幕開けを見据えて―
記念講演：中根　千枝、堤　修三、実践報告：4団体
於：東京・メルパルクホール　　　　　　　　　　　　　  参加者1,050名

第13回 平成11年
12月４日（土）



− 65 −

高齢社会ワークショップの開催一覧表
回数 開催日 テーマ、講師、開催場所、参加人数

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―要援護高齢者に関する介護・福祉援助、高齢社会における地域福祉―

会　場：大阪国際交流センター2階　さくら 参加者：220名
第12回 平成16年

11月25（木） 

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―要援護高齢者に関する介護・福祉援助、
　高齢者の介護予防や社会参加のプログラム開発―

会　場：日生日比谷ビル7階　大会議室 参加者：150名

第13回 平成17年
11月28（月）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―認知症高齢者等のケア・予防、地域コミュニティづくり―

会　場：大阪国際交流センター2階　さくら 参加者：180名
第14回 平成18年

11月17（金）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―認知症高齢者のケア・予防および地域コミュニティづくりに関する研究―

会　場：日生日比谷ビル7階　大会議室 参加者：160名
第15回 平成19年

11月28（水）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―認知症高齢者のケア・予防および地域コミュニティづくりに関する研究―

会　場：大阪国際交流センター2階小ホール 参加者：170名
第16回 平成20年

12月5（金）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
―認知症高齢者のケア・予防および高齢者の社会参加に関する研究―

会　場：日生日比谷ビル7階　大会議室 参加者：140名
第17回 平成21年

11月27（金）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
　　　　―認知症高齢者の予防･ケアおよび地域コミュニティづくり等に関する研究―
会　場：大阪国際交流センター2階小ホール　　　　　　　　　　　  参加者：175名

第18回 平成22年
12月3（金）

テーマ：「高齢社会実践的研究助成　成果報告」
　　　　―認知症高齢者の予防･ケアおよび地域コミュニティづくり等に関する研究―
会　場：日生日比谷ビル7階　大会議室　　　　　　　　　　　　　  参加者：106名

第19回 平成23年
10月29（土）

テーマ：「目指すユニットケアならびに実践的研究報告」

会　場：日生日比谷ビル7階　国際ホール 参加者：230名
第11回 平成15年

８月29（金） 

テーマ：「介護保険、福祉でまちづくり」
―社会福祉法人の原点・使命・役割を求めて―

会　場：大阪国際交流センター2階　さくら 参加者：270名
第10回 平成14年

８月30（金） 

テーマ：「痴呆性高齢者ケアの新展開」
―グループホーム、ユニットケア、そして―

会　場：日生日比谷ビル7階　国際ホール 参加者：240名
第9回 平成13年

８月24（金） 

テーマ：「居宅介護支援事業者の経営戦略」
―ケアマネジメントの理論と実践―

会　場：大阪国際交流センター2階　さくら 参加者：290名
第8回 平成12年

９月1（金） 

（敬称略）
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テーマ：「在宅サービスの経営戦略」
―公的介護保険下で選ばれるサービスを目指して―

会　場：大阪国際交流センター2階　さくら 参加者：290名
第6回 平成10年

９月4日（金） 

回数 開催日 テーマ、講師、開催場所、参加人数

テーマ：「老人福祉施設の運営とシルバービジネスの経営」
―すべての福祉ニーズに応えるために―

会　場：大阪社会福祉指導センター　研修室 参加者：70名
第1回 平成6年

9月11日（日）

テーマ：「公的介護保険とケアマネジメント」
―施設・地域・行政の現実と将来展望―

会　場：日生日比谷ビル7階　国際ホール 参加者：110名
第2回

平成7年
9月1日（金）

テーマ：「痴呆性老人介護の新展開を求めて」
―痴呆性老人特養、グループホーム、老人保健施設の現状と展望―

会　場：大阪国際交流センター2階小ホール 参加者：200名
第3回

平成8年
9月8日（金）

テーマ：「公的介護保険への経営戦略」
―対策、準備、行動指針を探る―

会　場：日生日比谷ビル7階　国際ホール 参加者：340名
第4回

平成9年
8月29日（金）

（敬称略）

テーマ：「厚生省担当者会議の公的介護保険を読む」
―サービス提供機関としていかに考え、取り組むか―

会　場：たかつガーデン8階 参加者：200名
第5回 平成10年

4月25日（日）

テーマ：「介護保険施設の経営戦略」
―公的介護保険下で施設はいかにして生き残るか―

会　場：日生日比谷ビル7階　国際ホール 参加者：180名
第7回 平成11年

12月3日（金） 
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第25回 ニッセイ財団シンポジウム
「高齢社会を共に生きる」
―みんながささえあう地域コミュニティ―
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シンポジウム資料編

資料 1　「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」

社会福祉法改正部分		 	 	 内閣府ＨＰ抜粋…………P47

資料 2　「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の概要」

	 	 	 	 	 厚生労働省ＨＰ抜粋……P51

資料 3　「高齢者住まい法」の改正

	 	 	 	 国土交通省ＨＰ抜粋……P52

	 	 	 	 厚生労働省ＨＰ抜粋……P53

資料 4　住民と行政の協働による新しい公共創出国庫補助事業

①　内閣府「新しい公共支援事業」	 	 内閣府ＨＰ抜粋…………P54

②　厚生労働省「地域支え合い体制づくり事業」	 厚生労働省ＨＰ抜粋……P54

③　農林水産省「女性・高齢者等活動支援事業」	 農林水産省ＨＰ抜粋……P55

④　総務省「人材で地域を元気にする地域おこし協力隊、集落支援員、外部専門家」

	 	 	 	 総務省ＨＰ抜粋…………P56
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資料1-1

内閣府HP抜粋



− 48 −

資料1-2-1

内閣府HP抜粋
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資料1-2-2

内閣府HP抜粋
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資料1-2-3

内閣府HP抜粋
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資料2-1

資料2-2

厚生労働省HP抜粋

厚生労働省HP抜粋
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資料3-1

資料3-2

国土交通省HP抜粋

国土交通省HP抜粋
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資料3-3

厚生労働省HP抜粋
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資料4-①

資料4-②

内閣府HP抜粋

厚生労働省HP抜粋
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資料4-③

農林水産省HP抜粋
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資料4-④

総務省資料HP抜粋
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