
　こどもの頃、よく新聞紙(しんぶんがみ)で金太

郎のかぶとや進駐軍の帽子などを折って遊びまし

たよね。でも、いざ作ってみようということにな

ったら、どうもうまく折れない。こんなはずじゃ

なかった、くやしいというわけで、社会福祉協議

会に「新聞紙の工作ボランティア」の募集を頼み

ました。そしたら灯台下暗しで、応募してきたの

が、なんと大橋手品クラブで毎年、来てくれてい

た平島良一さん。新聞紙でいろんなものを作って

見せてくれました。たけのこの元わんぱくたちも

平島さんの指導ですぐ折り方を思い出し、次々に

作品を仕上げていきます。ボランティアの女性た

ちもワイワイ言いながら、楽しげに新聞紙をひっ

くりかえしていました。

　祐天寺の小杉さんが作ってくれた竹とんぼやブ

ンブンまわしもそうですが、日本人の知恵が創っ

たむかしのおもちゃや遊び道具は、シンプルだけ

どあったかい。たけのこにはぴったりですね。

たけのこ広場たけのこ広場

― ７月15日―
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新聞紙を使って工作
昔懐かしい、かぶとや帽子づくり
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地域密着型サービスは６種類

　国は「在宅介護」を勧めています。しかし要介

護者の半数にものぼる認知症高齢者の介護を在宅

でまっとうすることは、現状では非常に困難です。

地域密着型サービスは症状の変化や生活状況に合

わせ、複数のサービスを「同じ事業所の顔なじみ

のスタッフ」から24時間・365日、切れ目なく受

けられるのが特徴です。地域密着型には６種類の

サービスが考えられています。そのうち2つは今

までになかったタイプのサービスです。

　図で説明しましょう。モデルケースは認知症の

夫を妻が介護している二人暮し世帯とします。夫

は週３日、近所の小規模多機能型事業所(⑤)に通

い、別の２日は⑤所属のヘルパーの訪問介護を受

けています。残りの２日は妻が一人で介護してい

ますが、適宜、夜間の訪問介護(⑥)を入れ、身体

を休めるようにしています。緊急の用事ができた

ときや介護の疲れが出た日などは、デイからその

ままお泊まり(ショート)にしてもらいます。妻が

短期入院するような場合は、夫は⑤に長期滞在を

します。いよいよ妻の介護が無理になったら、夫

は併設のグループホーム(③)などに引越しますが、

時々は家に戻り、妻と１日過ごします。

小規模多機能型施設とは

　小規模多機能サービスのモデルになったのは宅

老所です。前に見学に行った大井町の「温々(ぬ

くぬく)」は、２階建ての古民家を改修したもの

でした。１階がデイとヘルパー事務所、２階が10

床程度のお泊りスペース(ショート)です。そこに

は「住んでいる」人もいます。今回の小規模多機

能事業所からは、宅老所の「住む」という機能が

“除外”されてしまいました。「お泊り付きデイサ

ービス」です。これでもなじみのデイホームでシ

ョートステイもできるという点は大きな前進でし

ょう。しかし小規模多機能ホームが別棟に「住

む」ための施設を併設するとなると、経営的にも

負担が大きく、グループホームの整備でさえまま

ならない目黒区では実現に疑問符が付きます。

新しいタイプの特養

　地域密着型の特養(①)は実質、定員10人以下の

ユニットが３つ(合計29人)で構成されると考えら

れます。特養ユニット化の方針が決められている

からです。特養の新設計画がない目黒区では、既

存の施設を改築して地域密着型に転換するのでし

ょうか？

　地域密着型特養はできるだけ自宅に近い環境に

との考えから、「サテライト型の特養」というの

も提案されています。街中の民家を改修して、既

存の特養の出張所(サテライト)のようにするとい

うものです。民家などを活用するということから、

定員５人程度の小拠点を数ヵ所合わせてひとつの

事業所にすることも考えられています。この方が

目黒では現実的でしょうか？

認知症対応型デイサービスの拡充

　現在、認知症対応デイは区内には４つしかあり

新しい基準を設けて対応するサービス

①　 定員29人以下の特別養護老人ホーム

②　 定員29人以下の介護専用型有料老人ホーム

今までもあったサービス

③　 認知症高齢者グループホーム

④　 認知症対応型デイサービス

新しく設けられるサービス

⑤　 小規模多機能型居宅介護

⑥　 夜間対応型訪問介護

地域密着型サービスの６タイプ

③地域密着型サービスの創設
　要介護状態になっても住み慣れた町で暮らし続けたい。そんな高齢者

の思いに応える介護メニュー、「地域密着型サービス」が来年４月から

導入されます。近所にある小型のデイホームでショートステイもできる。

デイに行かない日は、そこのヘルパーが訪問介護に来てくれる。そんな

「小規模でも多くのサービス機能を持つ」事業所が地域密着型の中核と

考えられています。

シリーズ 介護保険制度改革

ません。厚労省は「認知症デイは利用料が一般デ

イと比べ３割ほど高いことから利用が進んでいな

い」と考えています。しかし本当はその存在が知

られていないことに原因があるのではないでしょ

うか。昨年のたけのこ広場でも相談者の全員が認

知症対応デイを「知らない」「勧められたことが

ない」と言っていました。 

　地域密着型では「認知症対応型デイサービス」

(④)を在宅介護を進める上での重要な柱としてい

ます。来年４月からはグループホームや小規模特

養などの共用スペース(リビングなど)を活用して、

数名の利用者を受け入れることができるようにな

ります。一般デイの一部を仕切って認知症デイを

併設することも勧めています。この併設スタイル

は目黒区立の特養ではすでに行われていて、わた

したちは大いに助かっているやり方です。

前途は険しい？

　地域密着型サービスでは、市区町村が事業者の

指定や取り消し、また地域の実情に応じた基準の

変更ができるなど、地方自治体が裁量できる部分

が大きくなっています。その一方で、厚労省は

「小規模多機能型施設」について、①「通い」の

実績がある人が、その状態や希望に応じて随時

「訪問」や「泊まり」を利用できる。②「居住」

は“併設”で対応し、小規模多機能型事業所を一

定期間継続利用していた重度の者に限定する。③

利用者は25人の登録制にする。－などの窮屈な

規定をしています。地価が高く、事業進出がむず

かしい目黒で、こんなにしばりの多い事業がすぐ

に整備されるのでしょうか。区の対応を取材し続

けていきたいと思います。

地域密着型サービスは、24時間・365日体制で、在宅介護を支援する

自宅(在宅介護)

⑤小規模多機能型事業所

 ⑥夜間対応型

　訪問介護
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①小規模特養ホーム

（サテライト特養）

②小規模老人ホーム

③グループホーム

有床診療所

来てくれる 通う

泊まる
通う 来てくれる

④認知症対応

　デイサービス
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

松木栄子さんが庭の笹を伐ってきてくれたので、
飾りを作って、七夕祭りになりました。

新しい音楽ボランティアがこの日から登場。その
準備中に･･･。キーボードを叩きあって、小学校
の音楽室みたいになりました。別のグループは大
切なお仕事、会報の製本作業に精を出しました。8月5日

7月15日
新聞紙で、いろんなかぶりものを作ってみたら、いっぺん
にこども顔に戻ってしまいました。みんな似合ってますね。

8月19日
カレンダーづくりの合間に、堀口さんは
親子で手遊び。保健師さんも加わって、
楽しそう。

9月2日
グループ“アミカ”の手話ダンス、すっか
りたけのこの風景になりました。



　「痴呆」から「認知症」に用語変更したのを機

に、厚生労働省は今年度を「認知症を知る１年」

と位置付け、国民キャンペーンを展開しています。

これは「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」構想

の一環でもあります。

10年後に向けてサービスモデルを転換

　10年後には団塊の世代が高齢者の中核になりま

す。認知症高齢者の数も飛躍的に増えると予想さ

れています。現在170万人と言われている認知症

の人は、10年後には250万人になると推計されて

います。

「寝たきりの人に対する介護」を想定して作られ

た介護保険は、10年後に向けて、認知症の人を想

定した「身体ケア＋認知症ケア」モデルに転換す

ることが決まっています。

「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」構想

　この構想は「2015年には、認知症を理解し支援

する人が、地域に数多く存在すること。すべての

町が“認知症になっても安心して暮らせる地域”

になっていること」を目標にしています。中間年

である2010年には、①認知症を学んだ住民が全国

で100万人程度に達し、地域の“サポーター”に

なっている。②認知症でも安心して暮らせる“モ

デル地域”が各都道府県でいくつかできている。

―ことを到達目標にしています。

「認知症を知る１年」キャンペーン

　10ヵ年構想の１年目にあたる今年は「認知症を

知る１年｣として、次のような事業が展開されます。

１．認知症サポーター100万人キャラバン

　―認知症ケアの知識があるボランティアによ

　る学習会(住民・企業・学校)の開催

２．認知症の当事者(や家族)による“認知症にふ

　さわしいケアプラン”作りへの取り組み

３．認知症でもだいじょうぶ町づくりキャンペー

　ン2005

　―認知症の人を地域で支える先進的活動事例

　の募集と顕彰

認知症介護研究・研修東京センターを事務局に、

「早期発見」「地域医療ケア」「介護サービスの

質の向上」「人材の育成」「認知症ケアモデルの

確立」「権利擁護」「家族への支援」「ネットワ

ークづくり」などの活動が行われる計画です。

　このキャンペーンを国民的な規模で推進してい

くため、７月には有識者による「認知症になって

も安心して暮らせる町づくり100人会議」が設立

キャンペーン「認知症を知る１年」◆トピックス

認知症の人はこんなに増える

250
200
150
100

（万人）2002   2005   2010   2015
6.3 6.7 7.2 7.6%

10年後に向けて３つのサービスモデルの転換

　１．介護予防の推進

　　　「介護」から「介護＋予防」へ

　２．認知症ケアの推進

　　　「身体ケア」から「身体ケア＋認知症ケア」へ

　３．地域ケア体制の整備

　　　「家族同居」から「同居＋独居」へ　
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たけのこ広場

されました。幹事(発起人)代表にはさわやか福祉

財団理事長の堀田力氏が就任、日野原重明、永六

輔、生島ヒロシ、吉行和子などの著名人が名を連

ねています。

キャンペーンの陰で、認知症ケアの現状

　「身体ケア＋認知症ケア」へとサービスモデル

を転換すると言っていながら、現実の介護保険の

運用では、認知症高齢者に対する「サービスの引

き締め」がじわりと進行しています。長時間の身

体介護、見守り中心の介護、散歩介助などの利用

の制限です。

　長時間の介護がいけないという理由には、サー

ビスが効率的に行われず、介護保険が無駄づかい

されているという考えがあるようです。「用務」

(トイレ介助などの仕事のこと)はテキパキと済ま

せ、早く次の訪問先へ行けというわけです。しか

し、認知症の人はスピードや効率には非常に弱い

のです。ゆったりと寄り添うように接するという

のは、認知症介護の基本中の基本です。

　「用務が伴わない」散歩は認めないと言います。

この場合の用務とは“買い物”などのことです。

安心できる、なじみのヘルパーとゆっくり散歩だ

けする、そうしたケアの大切さが無視されていま

す。30分や１時間の「用務をこなすだけ」の訪問

介護は認知症の人の心の平安を乱すだけです。２

時間や３時間のゆったりした時間はどうしても必

要です。家族にとっても30分では用事もできない、

休養にもならないのです。認知症ケアモデルへの

転換とこの現実とのギャップ。給付費圧縮のため

には、わかっちゃいるけど‥‥、ということなの

でしょうか？
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たけのこ広場

「認知症を知り地域をつくる10ヵ年」構想

2005年の到達目標

・認知症サポーターが全国で100万人

　程度になっている。

・認知症でも安心なモデル地域が各県

　に複数できている。

認知症サポーターが地域に数多く存在

し、すべての町が、認知症でも安心し

て暮らせる地域になっている。

多くの住民が－

　・認知症の特徴

　・予防に有効なこと

　・認知症への対応

　・地域で支えること

などを考え、地域づくりのモデル

をつくる。

2010年(中間年)の到達目標

モデル地域のイメージとは－

・早期発見　病気を公にできる

・地域の小さな助け合いが活発

・予防～ターミナル、関連ネッ

　トワークの有効な稼働

・地域医療ケアチームの支援体制

・徘徊者の町ぐるみ支援体制

2015年の到達目標



　 ７－９月の活動から
■日経新聞に掲載
　日本経済新聞・高橋恵理さんが７月15日の例会

と糀田、能勢(上目黒)、青木さん宅を訪問取材。

８月17日夕刊「生活コミュニティー」欄に写真入

で紹介されました。

■目黒区地域福祉審議会
　７月26日、「目黒地域福祉計画・介護保険事業

計画」を青木目黒区長に答申。その際、①サービ

スを総合的に展開・運用する。②整備の遅れてい

るミニデイなど「福祉コミュニティづくり」を促

進する。③住宅マスタープランと地域福祉計画を

整合させる。④現在のサービスを評価し、重点の

再配分をする。―との会の要望を区長に伝えまし

た。

　会議のなかで、「認知症患者に対する見守りや

散歩介護の利用が制約・後退している」と問題提

起。会長から「介護保険とその他のサービスを組

み合わせた認知症介護の体制を考える」「介護保

険サービスを利用できていない認知症患者をサー

ビスにつなぐ知恵を考える」等の発言を得ました。

■ミニデイ検討会
　９月で討議の結論を出し、10月３日に目黒社協

会長宛に「検討結果」を提出しました。内容の詳

細は次号で報告します。これに伴い、検討会の活

動は今後、「ミニデイ連絡会」に移行します。

■介護総合雑誌「ほっとくる」の取材
　９月２日、主婦の友「ほっとくる」編集部の梅

澤聡さんが来所、「認知症ケアの最前線」をテー

マにたけのこの活動を取材していきました。

■アンケート調査に協力
　都立保健科学大学・鈴木裕子さんの卒業研究

「認知症高齢者を介護している介護者の精神的健

康」のための調査に協力しました。鈴木さんは同

居の祖母が認知症で、母が碑文谷保健センターの

家族会「すずらん」で活動しています。

 　 
　　ひと・往来
［入会］
■Ｙ・Ｍさん 淳子さん　五本木在住。

■Ｒ・Ｙさん 明子さん　世田谷・上馬在住。

［新ボランティア］
■平島良一さん
　これまでも大橋手品クラブの会員として、協力

いただいていましたが、今後は手品と工作でレギ

ュラー参加してくれます。ハーモニカも上手で、

とても85歳には見えません。碑文谷在住。

■音楽ボランティア
　境野規美さん(さかいの・のりみ　八雲)、古澤

万里子さん(三田)、宮崎恵子さん(中目黒)が、８月

より音楽ボランティアとして参加してくれました。

［協力者］
■小杉栄さん
　祐天寺のみよし通り商店街で｢江戸華竹とんぼ｣

のおじいさんとして知られています。日本古来の

遊具の存続とふるさと目黒の思い出づくりに一生

懸命な小杉さん。松尾うた子さんを通じ、手製の

竹とんぼとブンブンまわしを寄贈してくれました。

［ご逝去］
■岡元矩さん
　７月４日、転院先の病院で永眠。85歳でした。

４月に「嚥下」「痰吸引」などの理由から東山特

養ホームの退所を余儀なくされ、国立病院での療

養を経て、６月に武蔵小杉の病院に移ったばかり

でした。たけのこ発足時からのメンバーでした。

■田邉テルさん
　７月６日早朝、東京共済病院で永眠。４月に100

歳を迎えられたばかりでした。昨年３月に入会、

今年に入ってから脳梗塞で入院し、その後リハビ

リのため老健・ケアなかめぐろに入所していまし

た。ご家族によれば「大往生」だったそうです。

■冨田清さん
　８月31日、入院先の昭和大学烏山病院で永眠。

75歳でした。昨年のたけのこ広場から参加、毎月、

熱心に活動されていました。７月例会でキーボー

ドを楽しそうに弾いていた姿が忘れられません。

　　　　　　　　　　□

　慎んで三人のご冥福をお祈りします。

　　介護・福祉関連情報
■区立施設のデイとショートの新ホテルコスト
［デイサービスの食費］　１日あたり600円

［ショートステイの滞在費と食費］　

食費

滞在費　　相部屋

　　　　　個室(従来型)

平均的な費用

1,380円

320円

1,150円

※｢利用者負担限度額｣の認定を受けた人は食費300～650円、
　滞在費(個室)320～820円

□ミニデイサービス＆家族会

　第１・第３金曜日　９時半～12時

　中目黒スクエア  ℡ 3719-0694

□年会費　3,000円(家族単位)

□連絡先

　たけのこ(代表・青木篤三)　℡ 3716-7502

　目黒保健センター　℡ 5722-9504

　東部保健福祉サービス事務所　℡ 5722-9702

　目黒区社会福祉協議会　℡ 3714-2534

目黒認知症高齢者と家族の会

たけのこ

人人


