
　ＧＴホールでの第２回「たけのこ広場」の開場

前、みんなで会報の製本作業と配布資料づくりを

しました。

　会報「たけのこ広場」は、一昨年７月の第1回

ＧＴホールイベント当日に第１号を発行。10月の

ＧＴホールで通巻第６号となりました。会報とイ

ベントの名前は同じです。どちらも認知症の介護

に携わる人たちが気軽に集える場にしようと考え

たからですが、この１年で目に見える成果があっ

たと思います。第１回の「たけのこ広場」以降、

仲間は徐々に増え、現在は20家族(50人)を超えて

います。最近の特徴は介護者だけでの参加が目立

つということです。患者さん本人を連れてくるこ

とがむずかしいのです(それだけ困難な症状だと

いうこと)。また、介護を終えた皆さんが仲間と

して残ってくれるケースも増えています。

　認知症の介護は心身ともに非常に負担の大きい

ものです。しかし、介護保険制度は介護者支援に

はあまり目が向いていません。認知症の介護に関

係する多くの市民が集い、仲間作りをし、体験を

話し、情報交換することが大切です。「たけのこ

広場」を通じてより良いコミュニケーションづく

りができればと思います。

たけのこ広場たけのこ広場

― 10月30日―
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高齢者福祉の総合窓口に

　地域包括支援センターは、地域の高齢者の「健

康の維持」「保健・医療・福祉の向上」「生活に

必要な支援」を“包括的に”行うための中核機関

です。つまり年をとっても介護される状態になら

ないように健康指導し、もし要介護状態になった

ら、医療と介護保険、それ以外の福祉サービスや

地域資源をうまく組み合わせて、快適な老後を送

れるよう支援するところなのです。主な業務は―

―

１．介護予防のケアプラン作り

　新設される介護予防サービスの実施計画 (ケア

プラン)を作ります。保健師(看護師)が担当。

２．総合的な相談と支援

　高齢者の相談を受け、総合的な支援策を講じま

社会福祉士が担当。

３．ケアマネの後方支援

　高齢者の状態にふさわしい介護プランが行われ

るよう、ケアマネを支援します。新しく誕生する

主任ケアマネ(ケアマネの上級職)が担当。

　目黒区では地域包括支援センターの業務は民間

に委託し、公正に運営されるよう「運営協議会」

を設置します。協議会委員は①介護事業者、医師、

看護師、社会福祉士など②介護サービスの利用者

(一般区民)③権利擁護などの関係者④学識経験者

―などで構成されます。

保健師や主任ケアマネと仲良くなろう

　現在、高齢者の相談窓口としては介護保険課、

高齢福祉課、障害福祉課などが本庁にあり、出先

④地域包括支援センターの創設
　４月から、福祉保健サービス事務所内に「地域包括支援センター」と

いうものが設置されます。高齢者の生活を総合的に支援する地域のセン

ター機関で、保健師(または看護師)、社会福祉士、主任ケアマネジャー

の３人体制です。

シリーズ 介護保険制度改革
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■保険料は値上げ

　第３段階(住民税本人非課税)の人で月3,520円が4,300円になる予定。

■軽度の人にはサービス制限

　要支援１と２には家事代行サービスを認めず、筋トレなどに振り向けます。「認知症や病気、

けがで状態が不安定な人」は筋トレ対象外。また要介護１以下では福祉用具のレンタルを制限

されます。

■ケアマネの待遇アップ

　ケアプラン１件8,500円だった報酬が13,000円(要介護３以上)に。担当件数も50件から35件

にし負担を軽減。「利用者への丁寧で親身な対応、サービス担当者会議(ケアマネがヘルパー、

デイの職員、担当医などを集め定期的に行う)の開催などを求める」としています。

■新サービスは期待できない

　地域密着型の新サービスに関し、区は「補助制度を実施し、業者の参入促進を図る」として

いますが、今後３年間での整備計画は下表の通りです。従来型の特養や老健、小規模特養の計

画はゼロですから、ショートステイの「取れない状態」は解消されません。国は施設から在宅

へを謳っていますが、お寒い現状が続きます。

　保険料の負担は増えますが、サービス内容はさほど向上しないということのようです。利用

料が定額制などに変わるサービスもありますから、ケアマネにきちんとした説明を求め、納得

のいく介護計画にしてもらいましょう。

改正介護保険 気になるところ
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機関としては――

［福祉保健サービス事務所］　地域活動をする保

健師が常駐し、福祉相談や認定申請の受付、介護

認定調査などを行います。５カ所あります。地域

包括支援センターはここに同居します。

［保健センター］　総合的な保健・福祉の相談窓

口で、認知症の講演会や相談会、家族会を行って

います。目黒と碑文谷の２カ所。

［在宅介護支援センター］　ケアマネジャーが介

護に関する相談や申請、ケアプラン作りをします。

区内に14カ所あります。

　これに地域包括支援センターが加わるわけです

が、福祉保健サービス事務所の保健師との住み分

けはどうするのかなど、詳細はまだ不明です。と

りあえず、ケアマネや事業者には言いにくい相談

や苦情は、遠慮せずにここに行く、という習慣を

つけるということでしょう。そして今までの担当

保健師との関係は切らないようにしておくのが良

いと思います。



♪♪10月21日
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

TBSラジオの収録とケアサービス・上野さん
の見学。来客の多い日でした。

代々木公園。おだやかで、
結構な散歩日和でした。
キャトルのケーキも大変
ケッコウでした。

11月18日

10月30日

トランプの“神経衰弱”って、認知症でも結構、
楽しめるんだ！　発見でした。

12月2日
見学に来られたSさんも、
一緒に音楽を楽しみました。

12月16日
クリスマス会。29人も集まって大賑わい。境野さんファ
ミリー提供のモミの木を手に記念撮影です。柴山さんは
11月に40日以上も入院したそうですが、元気に歌って、
食べて･････。よかった。

GT ホール



８月後半から本格準備

　２月に目黒保健センター、社会福祉協議会、高

齢福祉課に企画書を提出し、３月10日にホールの

使用承認を得ました。８月１日付けで目黒区の後

援名義使用が承認され、ここから準備は本格化。

８月11日に目黒保健センター、東部保健福祉サー

ビス事務所、社協と第１回の実行委員会を開き、

予算、保健師の態勢、外部スタッフ、広報計画な

どの大枠を決めました。

　ちらしは保健センター、福祉保健サービス事務

所、福祉関係部課で500枚、在宅介護支援センタ

ーで300枚を配布。社協から民生委員協議会、ミ

ニデイ連絡会、図書館(区民センター、八雲)、病

院(東邦大橋、共済、東京医療センター、本田、

日扇会、厚生中央)などに送ってもらいました。

住区センター、老人いこいの家、町会掲示板など

にはポスターも貼りました。９月21日の介護事業

者連絡会ではちらしを220枚配布した上で、５分

間のアピールをしました。

　９月下旬、電話受付スタート。10月５日付け区

報に掲載されてから申し込みや問い合わせが本格

化し、個別相談の予約は７組受け付けました。

専門医と保健師による面接相談

　当日は10時半から準備にかかりました。個別相

談コーナーはバックヤードに３室設け、ホール内

は昨年よりゆったりとレイアウトしました。

　個別相談は高橋正彦(東京都老人医療センター

)、楢林洋介(楢林神経内科クリニック)、宮永和

夫(群馬県こころの健康センター)の３氏に、それ

ぞれ区の保健師が付いて行いました。予約者に一

人キャンセルが出ましたが、当日の飛び込みもあ

り、８組の相談を受けました。面談結果を記した

フェースシートを作成、たけのこと所轄の福祉保

健サービス事務所で継続してフォローします。

第２回たけのこ広場 at 中目黒GTホール
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たけのこ広場

10月30日(日)に、中目黒GTプラザホールで第２回たけのこ広場を開催しました。

参加者は前回をやや下回りましたが、それでも約100人が集まり、

相談会、交流会、ミニデイ、音楽会と実りある秋の一日を過ごしました。
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交流・懇談会とミニデイ

　交流会とミニ

デイは介護者の

参加が前回より

少なく、募集の

面で課題を残し

ました。しかし、

介護保険課・村

田課長、高齢福祉課・菊地係長、健康福祉計画

課・岸本係長と、福祉関係部署のキーパーソンが

参加してくれたのは収穫でした。事業者の参加は

昨年並み。若年認知症 彩星の会、世田谷・おし

ゃべり会、北区福祉サービス課など、ビジターの

参加が目立ちました。交流テーブルの進行役には

前回に続き、認知症介護研究・研修東京センター

の小野寺敦志さんが当ってくれました。

　ミニデイのテーブルでは、好きな映画や懐かし

い昔の目黒の話、花札やトランプ遊びなどで過ご

しました。

フィナーレは音楽会

　ジャズの演奏とみんなで歌おうコーナー。新し

く女性のジャズボーカルが参加、国立音楽院グル

ープからも３人が来てくれて、フィナーレは盛り

上がりました。相談に来た人たちも皆、最後まで

楽しんでいき、あらためて音楽の力を感じました。

□

　地域の人たちと介護、医療、行政の関係者が一

堂に会することのできるこの場は貴重です。今年

も10月に開催の予定です。協力おねがいします。

たけのこ広場

　11月３日、新宿スペースセブンで行われた

「市民発！介護なんでも文化祭」は、600人を

超える来場者がありました。参加者の半数は

40・50代の介護世代でしたが、意外にも３割

ほどは20・30代の若い人たちで、介護の仕事

に従事している人の多さが目立ちました。

「介護の達人コーナー」「企業の出展コーナ

ー」「介護者交流コーナー」などへの評価が

高く、企画内容が“介護の今”にジャストミ

ートしたことが伺えます。しかし、高齢者を

同伴する参加者は少なく、ミニデイコーナー

は課題を残しました。

　特設ステージでは若年認知症の患者さんに

よるコンサートが行われました。家族や支援

者のサポートで懸命に、しかし楽しそうに歌

う姿は、認知症になってもできることはたく

さんあるんだということを、来場者に強く印

象付けました。認知症介護研究・研修東京セ

ンターの永田久美子さんと在宅ケアを支える

診療所ネットワークの苛原実医師による対談

も行われました。認知症のあるべき介護の形

と制度とのひずみ、ねじれといった現象が指

摘されました。認知症の高齢者にとって、住

み慣れた町で、家族や近隣、介護や医療の当

事者、行政の人たちに見守られて暮らしてい

くことの大切さが話されました。

□

　たけのこ関係からは楢林医師、松尾保健師、

田道ミニデイの於保さん、わきあいあいの岡

田さん、大道芸の佐藤さんがスタッフとして

参加しました。草の根で広がった宅老所の運

動が「小規模多機能サービス」を生み出した

ように、家族会・介護者の会のこうしたムー

ブメントが、認知症の啓発を促し、介護保険

制度の改良につながっていくと思います。市

民発！介護なんでも文化祭は今年も11月３日

に新宿で開催の予定です。(竹内弘道)

報 告



　 10－12月の活動から
■ケアサービス上野さんが見学に
　10月21日、(株)ケアサービス・上野浩文さんが

来所しました。ケアサービスは今後、認知症対応

デイサービスを積極展開していく計画で、すでに

目黒区では鷹番で１号店をスタートさせています。

上野さんは第１回のGTホールたけのこ広場に、

事業者連絡会の幹事として協力してくれた方です。

その後、デイサービス分科会でのたけのこの講演

でもご尽力いただきました。認知症ケアのソフト

面を充実させていきたいと、皆の意見を聞いてく

れました。

■代々木公園へ紅葉探し
　11月18日の例会終了後、有志で代々木公園へ散

歩に行きました。まだ紅葉には少し早かったので

すが、その分暖かな陽気で、秋の一日をのんびり

過ごしました。帰りには表参道の今里さんの娘さ

んのお店「キャトル」でケーキセットを堪能しま

した。

■TBSラジオで放送
　11月20日(日)朝７時40分放送の「メイコのいき

いきモーニング」(TBS系全国11局ネット)で、た

けのこの活動が紹介されました。現役の立場から

今里智恵子さん、介護OGとして松尾うた子さん、

ボランティアでは村上歌子さんが堂々とコメント

しました。制作クルーのシグナスフォー・杉田薫

子さんと古橋正夫さんは事前取材もきちんと行い、

収録にもたっぷり時間をかけてすぐれた内容にし

てくれました。番組の記録をCDで提供してくれ

ましたので、希望があればいつでもダビングしま

す。

■サンデー毎日に掲載
　サンデー毎日の短期連載『若年認知症の「真

実」』の２回目(11月27日号)で、たけのこの活動

が詳しく紹介されました。釘本みずゑ記者は若年

認知症家族会 彩星の会を中心に長期取材し、６

月にはたけのこにも足を運びました。４頁×３週

の連載で、第１回目では、GTホールたけのこ広

場で相談医を務めた西村知香、高橋正彦、宮永和

夫医師も写真入りでコメントされていました。丹

念な取材に基づいた良い内容だったと思います。

■介護雑誌「ほっとくる」の読者アンケート
　12月２日の例会時に、次号の「ほっとくる」特

集記事のためのアンケートに協力しました。10人

の方がアンケートに答えてくれました。謝礼には

掲載誌が送られてくることになっています。

 　 
　 介護・福祉関連情報
■目黒区地域福祉審議会
　10月11日と12月７日に開催。「目黒区保健医療

福祉計画」「介護保険事業計画」「健康目黒21」

「子ども条令」「障害者自立支援法」などについ

て審議しました。

　目黒区保健医療福祉計画案では、重点施策のひ

とつに保健センターによる「家族会への支援」が

掲げられています。その中で「関係機関、団体と

の連携」事業に、家族会たけのこへの支援が明記

されました。

　18年４月から施行される改正介護保険制度は、

細部に不明確な点が多く、全容が見えるのはまだ

先のようです。

　 セミナー・研修
■目黒区介護者セミナー
　10月７日・８日、湯河原のホテル観山で行われ

ました。このセミナーは毎年、高齢福祉課の主催

で開催されているもので、今年の参加者は21人、

たけのこからは青木、竹内、宮本の３人が行って

きました。初日は夕方から３班に別れて交流会。

高齢福祉課、福祉保健サービス事務所の人たちも

加わり、介護の苦労について意見を交換しました。

２日目は東が丘特養の理学療法士・渡邉昌弘さん

による講義「負担を軽くする介護方法」を聞き、

その後、南部事務所の伊藤保健師も加わり、

「ベッドサイドの移乗方法」についての実技研修

を行いました。セミナー終了後に特別に時間をも

らい、GTホールたけのこ広場と介護なんでも文

化祭のアピールをしました。

□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(世話人・竹内弘道)　℡ 3719-5527

　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


