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たけのこの本人年齢分布

たけのこ広場

 竹内伊代さんが９月１日で96歳になりました。たけのこ

での活動も10年目に突入、アルツハイマー歴は20年を超

えました。歴代の最高齢は土屋初子さんの107歳でした

から記録更新にはまだまだですが、これからも「認知症

の手本」となるような暮らし方を見せてほしいと思いま

す。

　たけのこの本人会員は現在25人。平均年齢を計算して

みたら79.52歳でした。このところ若年認知症の人が増

えているのですが、90代も増加しているので平均年齢に

は大きな変化はありません。年齢の幅が広がったという

ことです。最も多いのが70代の11人。半数以上の13人が

介護者とともに会合に参加できています。伊代さんも

“ほとんど皆勤賞”、いつも元気な顔を見せてくれます。

　介護者の年齢は目に見えて若がえってきました。30代

・40代・50代の“子世代”、“勤労世代”が多くなって

います。遠距離介護者も増えてきました。区外からペア

で参加するケースも出てきました。イベント「たけのこ

広場」やホームページを通じてアクセスしてきます。電

話での相談も多くなっています。

□

　たけのこは98年に活動をスタートしました。当初はほ

とんどが「夫婦・老老」家族でした。十年一昔。明らか

に日本の認知症介護の風景が変わってきています。

　

伊代は、96歳。
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３年ごとの「見直し」を経て疲弊した介護業界

　介護保険法には３年ごとの「見直し」が明記さ

れています。しかし、過去３回の改定の底流とな

ったのは「給付の適正化」という名の予算圧縮志

向です。利用者にはサービスの内容が規制され、

事業者には介護報酬の減額が行われました。介護

業界からの人材流出と事業の撤退が続いています。

改善されない特養の入所待ち

　国は「施設介護」から「在宅介護」へと政策を

シフトしました。大型施設はひとつ作るのに莫大

な費用がかかる上、認知症の介護には適していな

いからです。目黒区でも特別養護老人ホーム(特

養)の建設は９年間行われていません。しかし、

特養の入所を待つ人は900人に迫る勢いです。

地域密着型の整備が進まない。

その理由は････

　06年、在宅介護をサポートするため「地域密

着型サービス」というカテゴリーが新設されまし

た。従来からあった［認知症対応デイサービス］

と［グループホーム］に加え、［小規模多機能型

ホーム］［夜間対応型ホームヘルプ］を重点整備

する計画でした。目黒区ではダスキンが［小規模

多機能型］を開設したもののニチイに事業譲渡。

［夜間対応型ホームヘルプ］も昨年、事業休止と

なりました。採算性の低さが理由のようです。東

京都は地域密着型の補助金制度を拡充し「地主が

建設し、事業者にリースする」ことをすすめてい

ます。

　２ユニットというのは２階建て・各階９人定員

ということです。グループホームの運営会社によ

ると、この規模にすれば地主には８％の利回りが

期待できるとのこと。１フロアの広さは約300㎡

(90坪)が必要だそうです。都は“大地主”と“大

事業者”の組み合わせを考えているようで、「民

家を改修して小型でアットホームな」という本来

のコンセプトからは離れていくばかりです。東京

23区のグループホーム整備率は全国最低です。

目黒区に新しい特養ができる！

　旧都立大学跡地(都有地)で区立特養の建設計画

が進んでいます。定員は80人。中目黒ホームの大

改築と同時進行で、2013年開業の予定。併せて24

億円の費用を見込んでいます。中目黒ホームは全

個室の“ユニット型”特養に生まれ変わります。

　来年、旧目黒本町ふれあい工房跡地(区有地、

67坪)に１ユニットのグループホームができます。

すでに業者の選定を終え、年内着工の予定で住民

説明会を開いています。「単独型ショートステ

イ・30床」の計画目標もありますが、応募事業者

待ちの状態でまだ具体化していません。

目黒区の介護サービス

　介護保険制度がスタートして10年。国は「未完成な制度だから走りなが
ら整備・拡充する」といってきました。ではサービスはどの程度良くなっ
てきたのでしょうか。そしてこれからどうなるのでしょうか？

特集 

介護業界の“縮小”が続くなか、
公有地活用の新設ホーム計画も

   06年 09年

ケアプラン作成  66  41

ホームヘルプ  63  52

訪問看護   20  16

▼区内の主なサービス事業所数の推移

▼特養の入所申請者と待機者の推移(年度末)

           06年  07年  08年

申請者数    410   496   512 

待機者数    782   779   869

▼都のグループホーム資金計画シミュレーション

補助金 6000万円  オーナー負担 3000～8000万円

(２ユニット・18人定員)として

目黒区の介護保険サービスのメニュー(「ハートページ」記載分)

Ａ群　一般のサービス(従来からあり、どこの地域からでも利用できる)

特養(特別養護老人ホーム)　合計定員554人
１．区立東山(130人)　２．区立中目黒(44人)　 ３．区立東が丘(100人)　
４．青葉台さくら苑(90人)　 ５．駒場苑(50人) 　６．清徳苑(90人)　　
他に西東京市・八王子市などの15施設と特別契約(50人)

老健(老人保健施設)　合計定員 220人 
１．ケアなかめぐろ(100)　２．リハビリパーク目黒(120)

療養病床 (老人病院)　日扇会第一病院(45人)

デイサービス(通所介護)  29施設(＋近隣区に12)　　
※認知症対応型の５施設は06年度から地域密着型に分類(下記参照) 

デイケア(通所リハビリ)　３施設(＋近隣区に１)
老健２施設＋吉永通所リハ＋桜新町通所リハ

ショートステイ　６施設・72床(＋近隣区に２施設・78床)
東山(10)、中目黒(14)、東が丘(10)、さくら苑(22)、駒場苑(２)、清徳苑(14) 　　
他にエイト(品川区 24床)、ゆめてらす(世田谷区 54人)

医療ショートステイ　３施設
老健２施設＋日扇会(いずれも空床利用)

小規模多機能ホーム　１施設・25人定員
ニチイのやわらぎ目黒本町(登録定員25・通い15・泊まり ５)　

※その他　ケアプラン作成・訪問入浴・訪問リハビリ・福祉用具レンタルなど
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Ｂ群　地域密着型サービス
　　　(06年度スタートの新制度。目黒区民に利用が限定される)

認知症対応型デイサービス　５施設・56人定員
１．区立東山・いちょう(12)　２．区立東が丘・しいの木(12)　３．アームズ(10)
４．ディリィ(12)　５．ほのぼの(10)

認知症グループホーム　４施設・54人定員
１．こまば(９)　２．ニチイ・目黒本町(18)　 ３．ニチイ・都立大学(18)　
４．みんなの家目黒(９)　
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ミニデイのアルバムalbum ミニデイのアルバム album

8月7日7月3日
折り紙で七夕飾りを作りました。
永澤さんの願い事は？

7月17日

♪

8月21日

カレンダーを完成させて笑顔満開の
佐藤まきさん。

マジックの準備を待つ間に風船バレー。
自衛隊看護学院の若い二人にご機嫌の
竹内伊代さん。

国立音楽院の学生さんが久しぶりに参加。
カレンダー作りから手伝ってくれました。

9月4日
手話ダンス。見学者も多く、大賑わい。

♪



　目黒区は有料老人ホーム「マミーズホーム本

館」のベッドを２床借り上げ、緊急ショートステ

イ事業を始めました。介護保険外の事業です。

■マミーズホーム本館　目黒区中町1-27-17 Tel.  

5725-3885(９時～17時)　 担当：小川。

■受付 利用日の２週間前から。

■対象者　介護者に「緊急の事情」が生じた人。

介護者の病気・怪我・葬儀参加・虐待など。急な

出張も対象になりますが、休養や旅行など私的理

由は対象外。

■定員・日数　定員２人、６泊７日まで。

■送迎　なし

■申込方法　ケアマネに希望を伝え、手続きを。

先着順です。

■利用料金　１日あたり5,250円。利用初日に直

接施設に支払う。

　区内の緊急ショートステイはこの他東山ホーム

に１床あり、こちらは介護保険適用です。東山の

緊急ショートが優先となります。手続きはすべて

ケアマネが行うルールでが、すぐに連絡が取れな

い場合などは東山とマミーズ双方に直接電話し

「空き」を確認。そして「仮押さえ」するのが現

実的です。「手続きはケアマネがつかまり次第し

ます」と言いましょう。切迫した事情なのですか

ら、遠慮はいりません。

　権利擁護センター「めぐろ」主催。阿部医院・

清水惠一郎氏による講演です。リビング･ウィル

(Living Will)とは「生前の意思」という意味で、

一般的には尊厳死に関して使われます。終末期の

トピックス
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医療行為や臓器提供、また葬儀の際などの「こう

したい」という意思表示のことです。日本尊厳死

協会の会員数は12万人。自分が治る見込みがなく、

死が迫ってきたとき、自ら「死のあり方について

選ぶ権利を持とう」という運動をしています。

　病気の進行とともに自らの意思を理性的・論理

的に表示できなくなるのが認知症です。リビング

･ウィルは家族の肩にのしかかってきます。でき

るだけ早い時期に成年後見制度などを利用するこ

とを考えましょう。成年後見制度には２種類あり、

申請の窓口が違います。

①法定後見制度

対象　判断能力が不十分で、すぐにも後見人が必

　　　要な人

窓口　家庭裁判所(霞ヶ関)

②任意後見制度

対象　将来、判断能力が衰えたときの不安に備え

　　　たい人

窓口　公証役場(目黒)

いずれも権利擁護センター「めぐろ」で相談でき

ます。権利擁護センター「めぐろ」は社会福祉協

議会が運営していて、日常的な金銭管理や書類の

預かりサービスなどもやっています。

■権利擁護センター「めぐろ」 電話5768-3964

　

　区内には９月末で2,059人の認知症サポーター

が誕生しています。「具体的な活動をしたい」

「支援の仕方について、もっと知りたい」という

声に応え、養成講座の修了者を対象に３回シリー

ズの「ステップアップ講座」が行われました。

清水惠一郎講演会
「リビングウィル(尊厳死)、認知症の場合」　
７月１日　社協４階会議室

区の緊急ショートステイ事業がスタート

認知症サポーターステップアップ講座
７月―９月連続開催

内容 講師

認知症の本人や家族を地域で
支援するための活動とは

牧野史子
介護者サポートネッ
トワークセンター・
アラジン

▼第１回　７月17日

認知症の理解と本人への対応
―これからの認知症ケアの方法―

部屋紀子
看護師・認知症ケア
専門士

認知症高齢者を介護する家族の
心理と悩みを理解する

竹内弘道
目黒認知症家族会
たけのこ

▼第２回　８月７日

▼第３回　９月４日
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　参加者は30人。交流ワークショップを含む３時

間の講座です。

　８月の第２回講座は竹内弘道さんの「たけのこ

でやっていること」。本人と家族が一緒に活動す

る「ミニデイ」の意味と運営方法、家族だけの交

流会とピア･カウンセリングの進め方などです。

また匿名で個々の事例を提示し、認知症の多様性

と個別ケアの実践について話しました。後半は小

グループに分かれワークショップを行いました。

この講座の受講者は順次たけのこの見学に訪れる

ことになっています。

　区は来年１月から一部地域で「高齢者見守り事

業」をモデル実施する考えです。孤立しがちな高

齢者をボランティアが支えていこうという制度で、

ステップアップ講座修了者には”見守りボランテ

ィア”の中核としての役割が期待されています。

　保健福祉サービス事務所からの業務の引継ぎは

順調に行われたようです。数十件の困難ケースを

保健師と同行訪問して、今後も注意深く見守って

いく態勢を取ったということです。民生委員との

ネットワークも強まっています。

　地域資源リスト＆マップづくりが進み、「移送

サービス」「配食サービス」「趣味のグループ」

「配達のできる店(御用聞き)」などのリストが整

いました。これらをケアマネにも情報提供し、地

域全体で高齢者の暮らしを支えていく計画です。

　全５地区に介護者の支え合いグループをつくる

計画で、先にスタートした西部包括の家族会は今、

10人前後がコンスタントに活動しています。

　たけのこ会員からは次のような質問や要望が出

ました。「区立ショートの入退所手続きの時間を

柔軟に考えてほしい。働いている身では行ける時

間が限られる」「区立デイで、入浴サービスが

『空きがない』という理由でいつまでたっても使

えない」「区立デイをスポット利用したとき『送

迎はできない』と言われた。なぜ？」「マンショ

ン管理人の見守り態勢はどうなっているのか？」

････。

　包括支援センターとの連携は、この懇談会や認

知症サポーター養成講座などを通じ充実してきま

した。これからも継続的にたけのこの例会などに

参加してくれます。

　旧保健福祉サービス事務所の保健師の多くは地

域ケア推進課に配属され、引き続き高齢者の見守

り・支援にあたっています。「地域包括支援セン

ター」「地域ケア推進課」「保健所」、この連携

が認知症介護家族には大きな支えです。今後も交

流を深めていきます。

　英和三・三会(東洋英和女学院の同期生の会)13

人による講座です。定期的にいろいろな勉強を続

けているそうです。北部包括の森戸典子さんがメ

インの講義をし、竹内弘道さんがたけのこの活動

を話しました。質疑応答の時間をたっぷり取った

ので中身の濃い出前講座になりました。

　合同民生児童委員協議会総会の前に行いました。

民生委員・児童委員約200人が出席。南部包括所

長・水野恭子さんの「認知症を理解する」の講義

に続いて竹内弘道さんがたけのこの活動を紹介し

ました。

　民生・児童委員とは地域社会福祉活動の推進者

で、都知事の推薦で厚労大臣が委嘱します。任期

は３年です。

地域包括支援センターとの懇談会
８月21日　中目黒スクエア２階和室

認知症サポーター養成出前講座
９月28日　菅刈公園和館

認知症サポーター養成講座
９月29日　総合庁舎２階大会議室



目黒認知症家族会  たけのこ
□ミニデイサービス＆家族会
　・第１・第３金曜日 10時～12時
　　中目黒スクエア 3719-0694
　・ミニデイ参加費
　　会員無料、ビジター１回300円
　　※見学・下見はご自由に。無料です。
□年会費
　・一般会員 3,000円(家族単位)
　・協力会員 1,000円
□連絡先
　・たけのこ（世話人・竹内弘道）3719-5527
　・目黒区保健予防課 5722-9503
　・目黒区地域ケア推進課 5722-9385
　・目黒区社会福祉協議会 3714-2534

たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/

e-mail　
　 takenoko＠kazekusa.jp

ホームページ

開設しました！

人人 ひと・往来

7－9月の活動から

これからの予定

■豊島区のＵさん
　８月７日。娘の田村さんと一緒に豊島区長崎から来

てくれました。近所に安心して行ける場所がないとい

うことで、ホームページを見て連絡してくれました。

■慈恵医大看護学校の常田彩さん
　８月21日。足立区から来てくれました。

■ＮＨＫの木下千種さん
　“ドラマ＋ドキュメント”形式による介護特別番組

を10月に計画しているそうです。

■ステップアップ講座受講生のみなさん
　目黒区主催「認知症ステップアップ講座」の受講生

が、９月から11月にかけて数人ずつ見学に来ています。

みなさん目黒区民でいずれは介護者支援の活動をした

いという希望を持っています。

９月４日／木下恵子・鈴木恵子・清水みえ子さん。９

月18日／大森美恵子・矢口智子・山川不二子・山田薫

さん。

［入会］
■中目黒の佐藤まきさん
　昭和８年生まれ。故郷は温泉で有名な群馬県の中之

条町です。要介護２で、週３回認知症対応デイ「アー

ムズ」に通っています。

■上目黒のＭ.Ｓさん
　大正９年生まれ。要介護５。息子によるシングル介

護です。狛江から姉(長女)が通いで手伝いに来ていま

す。週４回、認知症対応デイ「いちょう」を利用して

います。

■国立の池永肇恵さん
　協力会員。目黒本町の母(75)を国立から見守りに来

ています。

［ボランティア］
■国立音楽院の田淵陽子さん
　音楽療法士の勉強中。今後は宮崎さんと連絡を取り

ながらスポットで参加したいということです。

■スケジュールの変更
　平成22年１月は会場の都合で15日のみの開催になり

ます。

■２月19日の学習会
　小野寺敦志氏の講演「認知症症家族との接し方」

■七夕飾り
　７月３日。折り紙で思い思いの作品を作り、笹に

飾って七夕を祝いました。目黒本町のYさんは初めて

の来訪でしたがなじめず、早々に退出。迎え方の作戦

を練り直して、再チャレンジです。

■大橋手品クラブ
　８月７日。お馴染みの中村常司・前川雅代・前田充

康さんに加え、新人の柏木恵美子さんがマジックを披

露してくれました。

■包括支援センターと懇談
　８月21日。佐藤聖子(北部)・佐藤芽具美(東部)・内

田晋也(中央)・蓑輪加奈(南部)・坂口千香(南部)・吉

澤有紀(西部)のみなさんが来てくれました。地域ケア

推進課の阿武さん、齊藤・橋川両保健師も参加して有

意義な話し合いができました。

■たけのこ版認知症サポーター養成講座
　９月18日。たけのこの会員17人、ステップアップ講

座受講者５人、北部包括支援センターから３人、地域

ケア推進課から保健師２人という参加でした。

［取材・調査］
■早稲田大学大学院の横瀬利枝子さん
　７月17日。人間総合研究センターの客員研究員。

「認知症と息子の介護」の研究調査中。

■駒澤大学の荒井浩道さん
　９月４日。文学部社会学科の准教授で「認知症家族

者の交流効果」を研究しています。同行の日経リサー

チ・森樹雄さんは３月に続いて二度目の来訪。

［見学］
■レビー家族会「おしゃべり会」の野寺香織さん
　７月17日。レビー小体型認知症介護家族おしゃべり

会は今年１月に発足。目黒区内で月１回開催していま

す。９月に有楽町の読売ホールで行われるフォーラム

の情報を伝えてくれました。

■自衛隊病院高等看護学院の中山さんと福永さん
　８月７日。看護学院三年生。授業でのテーマ「認知

症とともに生きる」の実践体験ということでボラン

ティア参加してくれました。


