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「たけのこ10年」のごほうび
３月７日、赤坂・草月ホールで行われた「町づくり
2008モデル」表彰式では、創立メンバーの青木篤三さ
んが皆を代表して顕彰を受けました。わたしたちの活
動が「認知症の人と家族を地域で支える先駆的な町づ
くり活動」として、広く認められたのです。
2008モデルに選ばれた理由は「認知症の本人・家族
と地域住民(支援者)、そして保健師など専門職がネッ
トワークの輪を広げ一回り大きなグループになってい
った、家族会としてのあるべきモデル」ということで
す。住民、行政、社会福祉協議会三者の協働モデルと
しても高く評価されたと思います。
たけのこの“値打ち”は、認知症の本人と家族がペ
アで参加する「ミニデイ併設」方式の活動にあると思
います。いろいろなタイプの認知症の人との触れ合い
を体験することで、家族交流の深みが増していると思

います。「ミニデイ＋家族交流」を試行錯誤しながら
やってきた、その“ごほうび”が「2008モデル」だと
考えていいのではないでしょうか。
□
たけのこは現在、家族会員 48 人 ( 認知症の本人 19
人 )、支援・協力者 25 人が登録する会になりました。
平成 10 年の創立時からずっと活動している人も 10 人
います。サポーターとして関わってきた人、看取りを終
え途中から裏方として会を支えている人、依然現役で
がんばっている人･････。仲間を増やし、皆で支えあっ
てきた 10 年でした。活動を広げ、深めてこれたのは区
の保健師、訪問指導員、地域包括支援センターの人たち
とのネットワークのおかげです。たけのこの「地域ネッ
トワーク」をこれからも大切に磨いていきたいと思い
ます。

客席から応援

「認知症でもだいじょうぶ」
町づくりキャンペーン2008表彰・発表会

「町づくり2008モデル」７つの活動
■認知症メモリーウォーク・千葉実行委員会(千葉県)
(テーマ) 認知症の街頭啓発活動
■目黒認知症家族会 たけのこ(目黒区)
(テーマ)認知症の地域ネットワーク構築

「認知症でもだいじょうぶ」町づくりキャンペーンには全国から70の論文に
よる応募があり、選考の結果７つの活動が“町づくり2008モデル”に選ばれま
した。３月７日に草月ホールで行われた表彰・発表会の模様をリポートします。

■若年認知症グループ どんどん(川崎市)
(テーマ)若年認知症の生活全般のサポート
■藤井寺市社会福祉協議会(藤井寺市)
(テーマ)親父パーティの設立と認知症イベント
■認知症サポートわかやま(和歌山市)
(テーマ)認知症の人の見守り支援活動
■リデルライトホーム(熊本市)
(テーマ)中学校空き教室等での認知症協働学習
■ゆうなの会 特養ホーム大名(那覇市)
(テーマ)ホーム喫茶を核にした地域交流
全員で記念撮影

青木さんが泣いちゃった

ビジュアル・プレゼンテーション

町づくり2008モデル
決定までの流れ
「認知症でもだいじょうぶ」町づくりキャンペ
ーン(長谷川和夫実行委員長)は、昨年９月末の締
め切りまでに20を超える都道府県から70の応募が
あり、11月の第一次推薦委員会で以下の推薦基準
をもとに16の地域活動を一次推薦としました。
□推薦基準
①「認知症を知る」ための取り組み
②認知症の人同士が出会い、話し合い、ともに参
加する地域の活動
③地域にある生活関連領域の人々が参画・協働す
る取り組み
④地域の人々と行政が協働する取り組み
⑤今後の他地域での展開可能性
12月の最終推薦委員会(堀田力委員長) でさらに
詳細な検討を行い、７つの地域活動を「町づくり
2008モデル」に決定しました。
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草月ホールでの表彰と発表
３月７日の「町づくり報告会」では、第１部の
活動報告とシンポジウムに続き、午後３時過ぎか
らの第２部で「町づくり2008モデル」の発表と表
彰が行われました。表彰式の後、それぞれのグル
ープによる10分間の発表があり、たけのこは竹内
弘道さんがパワーポイントを使ったビジュアル・

プレゼン後に町永さんからインタビュー

ロビー交流 長谷川和夫さんに励まされる
土屋さんも元気に参加

プレゼンテーションを行いました。発表の後には
町永俊雄さん(町づくりキャンペーン推薦委員、
NHKキャスター)が各発表者に短くインタビュー。
たけのこへのインタビューでは「目黒の保健師の人
たちは来てますかあ？」と呼びかけ、松尾保健師
が客席から質問に答えるという一幕がありました。
終演後はロビーで情報交換会が行われ、多くの
ギャラリーでにぎわいました。たけのこのスター
ト当初、何度か勉強会に来てくれた永田久美子さ
ん(認知症介護研究・研修東京セ
ンター)と久しぶりに再会し、旧
交を温めました。長谷川和夫さ
んもその輪に加わり、家族会と
保健師の連携を今後もしっかり
とね、などと声をかけてくれま
した。
10年間の努力が報われたひと
ときでした。

ロビー交流
永田久美子さんとの再会

他の表彰者と本番前の交流
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album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

2月20日

1月16日

懐かしい紙風船で遊びました。
音楽ボランティアの吉田玲子さんは学業を
終え就職のため、この日でお別れです。

今年も元気な笑顔が揃いました。川合さん
一家は勢ぞろい。永澤さんは眠そうでした。

♪

♪

album

♪

♪
♪
3月27日

3月6日

♪
３月６日の取材が朝日と日経で記事になり、
みんなでまわし読み。東部保健福祉サービ
ス事務所の河野保健師が異動・お別れのあ
いさつをしました。

マスコミ４社に鹿児島の桐原敦子さんと千
客万来。大勢で佐藤まさ志さんの大道芸を
見物しました。

♪
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トピックス

共同通信の配信「介護の悩みを家族会で共有」
１～２月で地方新聞７紙に掲載
共同通信社の昨年暮れの取材記事が東奥日報、静

センターの設置②都道府県別ネットワークの構築③

います。冒頭でたけのこの事例が仮名で紹介されて

150カ所の「医療センター」の設置④包括支援セン

います。

ターへの“若年”対応人材の配置―をあげています。
しかし、いずれも思わしい進展は見せていません。

岡新聞、山梨日日新聞、岐阜新聞、神戸新聞、南日

東京都の対策もやっと「生活実態調査」(わずか47

本新聞、沖縄タイムスに掲載されました。「介護者

サンプル)を終え、庁内に支援部会を設けた段階で

を支える家族会の役割」をテーマに、たけのこの活

す。若年認知症家族への早急の支援策が強く求めら

動を写真付きでリポートしています。静岡市清水区

れます。

のデイサービス事業者や南九州市知覧町の養護老人
ホームなどから問い合わせの電話がありました。

助成金に関するアンケート調査
２月 目黒区社会福祉協議会

朝日新聞『安心社会へ』欄に掲載
３月15日付「介護 もがく男性たち」

包括支援センターと新設の地域ケア推進課(包括支
援調整課を発展させたもの)に移管されます。また
目黒保健センターが健康推進部保健予防課に統合さ

在宅で介護に従事する男性が急増している現状を

れます。この組織変更でたけのこのパートナーは保

リポート。３月６日のたけのこの交流会の模様と土

健予防課(旧目黒保健センター)と地域ケア推進課に

屋隆司さんのケースが紹介されています。

なります。各包括支援センターは従来のほぼ２倍、
10～12名の人員態勢に拡充、高齢者支援サービスに
あたります。

「認知症になっても安心して暮らせる町づくり100
人会議」が主催する、認知症についての総合的なキ

金」が交付されています。財源は歳末たすけあい・

ャンペーンの年次報告会です。10年計画の５年目に

地域福祉募金。現在、財源を管理する東京都共同募

あたります。
報告会の第１部は活動報告とシンポジウム。第２

「介護保険改定」の、
ん？？？
▽2000年にスタートした介護保険制度は３

ビスとかグループホーム、小規模ショートステ

それを受けて社協の「助成金に関するアンケート調

部は「町づくり2008モデル」の発表と表彰です(

年ごとの”改定”を経て、４月から
「第４期」に入

イなどを充実させると公約しました。
しかし、

査」が行われました。平成20年度の区内の助成金交

２・３ページに詳報)。第１部の活動報告を要約し

ります。今改定の目玉は事業者報酬の増額。前

その整備は一向に進みません。

付団体は６つのカテゴリーで143団体あります。

ます。

２回の改定で報酬を減らした結果、介護業界

機嫌よく使っていたサービスは制限され、

□認知症サポーター100万人キャラバン

からの撤退や人材の流出が続いている、その

待ち望んでいるサービスは市場に登場しない。

認知症フォーラム「寄りそう心 支える社会」
２月13日 めぐろパーシモンホール

2009年度末100万人の目標に対し、08年12月時点
で72万人のサポーターが誕生。09年度中の目標達成
が見えてきました。尚、目黒区のオレンジリング取

３部構成のパネルディスカッションで、各地の認知

得者は２月末で1600人に達しています(最終目標

症の取り組みの事例を映像で紹介し、識者が討論。

2000人)。

コーディネーターはNHK教育テレビ「福祉ネットワ

□認知症・本人ネットワーク支援

です。
「取り
”対策”としての平均３パーセントの増額です。 その結果の「取りすぎ＝黒字拡大」
その分、介護保険料は全国平均で180円アッ

すぎでした」
といって一時的に保険料を下げ

プし、月4270円になります。
ところが東京23区

て(返して)帳尻を合わせるより、必要とするサ

では、目黒区を含め８区で保険料が引き下げ

ービスを、必要なときに、必要なだけ受けられ

になります。
これ、
どういうこと？

る仕組みづくりに、腰を据えて取り組んでほし
いなあと思います。

ーク」の町永俊雄アナウンサーでした。主催はNHK

認知症の人同士が交流を深め、社会に「思い」を

引き下げの財源となるのは、集めた保険料

厚生文化事業団とNHKエンタープライズ。このフォ

伝えることを支援する活動。支援者の養成研修を実

を蓄積した特別会計の準備金です。保険財政

▽今度の「介護報酬の手直し」は、特養や老健

ーラムは全国を巡回して行っています。たけのこの

施したり、スポーツや話し合いなどの本人交流会を

は現在黒字で、準備金は全国で3800億円にも

など“大型施設”への報酬ばかりが手厚くなっ

活動も現在取材中で、いずれどこかのフォーラムで

行いました。インターネットでの交流も進めています。

紹介される予定です。

□認知症の人や家族の力を活かしたケアマネジメン

なるそうです。つまり保険料は「取りすぎ」だっ

た印象です。有資格職員や夜勤職員の配置に

たのです。

対して
「加算」
という名の上乗せを認めている

▽国はいずれ赤字になるからと
「介護給付の

からです。
こうした投資ができない事業者は

適正化」
と称する、サービス利用の抑制策を進

「加算」
という”ごほうび”はいただけないので

係者にうまく伝えていこうという活動。講習会を各

めました。訪問介護の時間を短縮したり、同居

す。
またグループホームなど、改正で減収にな

地で開催しています。

家族がいる場合の生活援助サービスを認め

るケースも出るようです。多くの「加算」が登場

なかったり、散歩介助はダメと言ってみたり･･

することで、利用者の一割負担も上がります。

･･･。一方で、特養など大型施設での集団介護

ケアマネに「なにが上がったのか」
よく説明し

はやめて、在宅介護を進める。その補完サー

てもらうようにしましょう。

トの推進

若年認知症啓発交流イベント
”若年認知症を地域で支える輪をつくろう”
２月21日 日本青年館

本人や家族が「センター方式シート」を認知症ケ
アの“全国共通の道具”として、自分たちの声を関

NPO法人若年認知症サポートセンター主催。宮永
和夫同センター理事長の基調講演に続き、シンポジ
ウムが行われました。パネラーは北海道ひまわりの

日本経済新聞『くらし安心』欄に掲載
３月15日付「家族介護行き詰まらないために」

会(札幌市)、グループ麦(川崎市)、若年認知症支援
センター・ジョイント(新宿区)、東京都福祉保健局。
厚労省は09年度からの若年対策として、―①コール
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保健福祉サービス事務所が廃止され、業務は地域

「認知症を知り 地域をつくる」キャンペーン
報告会
３月７日 草月ホール

たけのこの活動には社協から「地域福祉活動助成

金会で助成のあり方について検討が進められており、

４月からの目黒区の高齢者支援体制

「家族に認知症が疑われる症状が出たとき」とい

ビスとして地域に密着した小規模多機能サー

うことで、医療・介護制度の活用の仕方をまとめて
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1－3月の活動から
■琴の演奏会
２月６日。山口明美さんと石井晶子さんの琴で「六
段」「春の海」「筝曲メドレー」を聴きました。”お
琴体験コーナー”では、土屋睦さんが「さくら、さく
ら」を可愛らしく演奏。最後は全員で「黒田節」を合
唱しました。
■学習会「認知症とケアプラン」
２月20日。介護認定調査の「主治医意見書」につい
て勉強しました。患者の状態をこの項目に正確に書き
込める医師がどれほどいるのだろうかという疑問がわ
きました。かかりつけ医に常に最新の情報を提供して
おく必要を強く感じます。
■大道芸
３月６日。東京都認定ヘブン・アーチスト佐藤まさ
志さんのコマ回しなど伝統的な「和もの」芸を楽しみ
ました。大雨のなか、たくさんの道具を入れたケース
をゴロゴロと引いて来てくれました。

人人 ひと・往来
［見学］
■自由が丘のＭさん
１月16日。西部包括からの紹介。81歳のご主人(要
介護３)はデイサービスになじめず、奥様も腰の手術
を受けたばかりで、二人暮しが不安だということです。
■自由が丘のＮさん
２月６日。西部保健福祉サービス事務所で紹介され、
母(本人)と娘で来所。長い一人暮らしから娘さんと同
居したばかりです。
■八雲のＯさん
２月20日。93歳の父(要介護２)と娘の二人暮し。何
カ所かのデイサービスに挑戦したものの「全滅」。介
護者も健康不安を抱えています。
■南九州市知覧町の桐原敦子さん
３月６日。薩摩半島の南端、知覧町の養護老人ホー
ム 寿楽園の副施設長です。南日本新聞の記事(共同通
信配信)でたけのこを知り、家族会のノウハウを勉強
したいと訪れました。桐原さんのホームを中核に、地
域の高齢者も参加できる家族会をつくろうと考えてい
ます。
桐原さんは３月７日の「町づくりキャンペーン報告

目 黒 認 知症家族会
□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
・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

会」(草月ホール)にも出席。「たくさんの情報と人脈
を得ることができました」と帰っていきました。
■大橋のＮさん
３月27日。昨年の「たけのこ広場」にも参加。84歳
のご主人(本人)と奥様で来られました。
［取材・調査］
■ＮＨＫエンタープライズの荻野篤さん
１月16日から継続して、NHK認知症フォーラムのた
めのビデオ取材を続けています。
■読売新聞生活情報部の西村洋一さん
３月６日。介護家族への支援状況を追跡中。
■日本経済新聞社会部の佐竹実さん
３月６日。３月15日に記事になりました。
■朝日新聞生活グループの南宏美さん
３月６日。３月15日に記事になりました。
■日経リサーチの森樹夫さん
３月27日。駒澤大学文学部社会学科の荒井浩道準教
授と協同で「認知症家族者の交流に関する研究活動」
を進めています。交流会での言葉のやり取りを分析し、
研究の基礎資料とするためにヒヤリングを行いました。
［ボランティア］
■提箸(さげはし)公子さん
認知症の母を介護した経験を活かしたいと参加。東
山在住。
■吉田玲子さん
音大大学院を卒業し就職するため、２月20日を最後
に定期的な活動からは退きました。
■桜木優子さん
３月27日に見学後、ボランティア登録。横浜市在住
で福祉の勉強をしている大学２年生です。

ミニデイ／認知症介護 家族交流の集い
第６回たけのこ広場
■2009年６月７日(日)午後１時30分
■目黒区総合庁舎２階大会議室ほか
・ミニフォーラム 宮永和夫氏
・介護者の交流会 小野寺敦志氏
・個別相談会 清水惠一郎氏、楢林洋介氏
・体験ミニデイサービス
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