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目黒区立の認知症デイサービス
統廃合に、異議あり。

平成24年度末に、区立認知症デイの東山“いちょう”

集団活動が苦手な認知症の人がついていけず、“デイ

を閉鎖し、東が丘“しいの木”に統合するという発表が

サービス拒否”におちいってしまうケースが多発してい

ありました。「区財政のひっぱく」と「代替できる民間

ます。「代替できる民間のデイサービス」というのは実

のデイサービスがある」ことが理由です。

質的には基本デイサービスを指しています。“いちょう”

現在、認知症デイは下表の分布になっています。“い
ちょう”は北部にあります。統合先の“しいの木”は環

は12年間、「デイ拒否」の人たちの受け皿、セーフティ
ネットになってきました。

七を越えて遠距離にあり、“いちょう”の利用者を移す

わたしたちは“閉じこもり”で虐待関係に入りかけて

のは乱暴です。送迎時間に耐えられないし、リロケー

いる認知症の人を幾人も認知症デイにつなげてきました。

ション・ダメージも深刻になるでしょう。“しいの木”

たけのこで慣らし運転をし、デイの職員と連けいし、時

の定員からあぶれる人はどうするのでしょう。統合によ

間をかけて「デイサービスに通えるようにする」活動を

り北部は認知症デイ「ゼロ地区」になってしまいます。

してきました。介護者の負担を軽減させてきました。こ
れにもっとも協力してくれたのが東山“いちょう”のス

■認知症デイの軒数と将来計画
23年度末
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タッフです。“いちょう”は平成12年4月、介護保険制度

合計

のスタートに合わせ新設され、意欲とスキルに満ちた職
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員が先進的な認知症ケアをしてきました。たけのこは

24～26年度の増設計画

３施設・36人定員

“いちょう” に多くを学んできたと思っています。東が丘

26年度末までの整備目標

８施設・92人

“しいの木”は（措置時代の名残でしょうか）「身体重度
対応」に少なからず立ち位置があると感じています。

「認知症対応デイサービス」（定員10人前後）は地域

区は平成26度末までに認知症デイを８施設にまで増設

密着型サービスの基幹事業です。病気に対する不安から、

したい考えです。あと３年で４施設を、それも「ゼロ地

家に閉じこもってしまう認知症の人を地域社会につなげ

区」をなくすかたちで地域均等に整備することができる

る重要な場となっています。「基本デイサービス」（20

のでしょうか。その財政負担からみても、“いちょう”

人以上規模が多い）は認知症でない人が多く利用します。

の閉鎖はとても合理的な選択だとは思えません。

リポート「第７回 介護なんでも文化祭」
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クライシス・マネジメントを語り合おう
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10月23日に上智四谷キャンパスで「第７回

202

２階 セミナー、学びの ４階 つながる地域の広
場“しゃべり場”
フロアー

203
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介護なんでも文化祭」を開催しました。

首都圏の家族会と介護事業者や関係者が実行委員会形式で実施した“市民発！”の介
トークスペース

護イベントです。快晴に恵まれ、800人を超す来場者で賑わいました。
4

３階 ほっとする広場“アロマテラピー”

7回目を迎えた市民手作りのイベント

第７回

市民発！

一番人気の３階「ほっとする広場」

体育館「災害と介護」 「災害と介護」展示
“再現福祉避難所”

特別テーマ館「災害と介護」

３階は介護に疲れている人たちに、がんばらなくて

12号館から歩いて１分の体育館では、東北大震災支

は2005年に「市民の手

もいいんだよというメッセージを送る「ほっとする広

援グループの展示や報告が行われました。現地の福祉

で介護の文化を創ろ

場」。アロママッサージ、フラワーセラピー教室など

避難所や足湯、テント喫茶などが再現され、“車座ト

でしばしのリラックスタイムを楽しみました。上智社

ーク”では熱い議論が戦わされました。

介護なんでも文化祭

う」というスローガン
でスタートしました。

主催：介護なんでも文化祭実行委員会共催：上智社会福祉専門学校

会福祉専門学校の学生たちがオーナーとなった「学生

年々、参加者も多彩に

の広場」ではコーヒーが提供され、ツイッターなどで

なり、７回目の今年は

募集した“介護川柳”が披露されました。

□
今年の文化祭は東日本大震災を抜きには成立しませ

学生の意欲的な参加が

んでした。あの巨大なクライシスに対し、認知症の人

ありました。また、東

は、そして介護する人はどう向き合っていたのか。そ

北の被災者支援に携わ

＜介護川柳 こんな作品が･･･＞

ったボランティアグル

・介護れば 腰が鳴るなり コルセット
・興味な～い そんなあなたも 年を取る
・壁の穴 親子喧嘩が 夢の跡
・９０歳 祖母は今でも 子を想う
・呼吸のみ それでも嬉し 私達

ープによる、特別テーマ館「震災と介護」が注目を集
めました。
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１棟まるごと文化祭

ステムやサービスを考える、それがテーマになりまし
た。認知症やがんなどの“日常のクライシス”ともシ
ンクロさせた問題提起や議論が行われました。他のイ
ベントと異なり、会場のあちこちで来場者と出展者が
井戸端会議的に話し合う姿に「介護なんでも文化祭」
の成長を感じた一日でした。

協力金募集！

メイン会場の12号館は５階建ての全フロアーを使用。

こに想像をめぐらし、もしもに備える知恵や工夫、シ

最上階の５階は「介護のはてなミュージアム」と「介
早稲田大学の学生が開発した遠隔コミュニケーショ

護者の広場」。はてなミュージアム(約20団体が出展)

ンロボット“おりひめ”も人気を集めていました。

をひとまわりすれば、介護に関するＡ to Ｚが分かる

２階「セミナー・学びの広場」は介護保険や成年後

仕組みです。各地の家族会が集合した介護者の広場の

見など、公的な制度を検証するところ。「地域包括ケ

目玉は“介護者の声”の掲示。介護者たちの肉筆のメ
タイム”では家族会の人と来場者が親しく懇談しまし

ろう”などという交流プログラムが切れ目なく続きま

た。

した。たけのこは“生・老・病・死を地域で見守る”

４階は「つながる地域の広場」。制度のスキマを埋

のセッションを担当、竹内弘道さんがファシリテータ

める地域資源として活動するさまざまなグループが出

ーとなり熱い話し合いを進めました。＜シンポジウム

展。認知症のコーナーには多くの人が相談に訪れまし

＞ルームでは、小野寺敦志さんが進行役となった「本

“男性介護者の語り合い”や“レビー小体型認知症を知

主催

アシステムについて」「震災―宮城県からの問い」

ッセージが来場者の足を止めていました。“ミニ交流

た。活気にあふれていたのは＜しゃべり場＞ルーム。

第７回 市民発！
「介護なんでも文化祭」

人が語る“若年認知症の生き方”」が高い関心を集め
ました。

「市民後見を語ろう」などのセミナーが行われ、厚労
省老健局長、市民協事務局長、介護者ネットワークみ
やぎ代表などが議論しました。
１階は「市民目線の住宅・くらし展示場」。高齢者
にとって切実な「これからの住まいや福祉サービス」
に関する展示ブースが軒を連ねました。“サービス情
報紹介グッズ”がテーブルにずらりと並べられた模様

共催
後援

介護なんでも文化祭実行委員会
目黒たけのこ、多摩いこいの会、
世田谷おしゃべり会、家族の会東京、
町田ネット、練馬ブーケの会、
市民協、上智社専、
メディカルカフェ、高齢者住宅新聞、
千代田社協、アラジン
上智社会福祉専門学校
厚労省、東京都、千代田区、
東京ボランティア・市民活動センター

は壮観でした。
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album

ミニデイのアルバム

ミニデイのアルバム

10月7日

album

10月21日

手話ダンスで新曲に取り組みました。

♪

♪

11月4日
権田保健師のリードでリラックス体操。

♪
12月2日
東京医療保健大学看護学科の学生が見学参加。

♪

♪
12月16日
クリスマス食事会。
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トピックス
認知症サポーター養成講座
12月３日 目黒区総合庁舎2階大会議室

第８回 めぐろ地域福祉のつどい
10月22日 中目黒ＧＴプラザ
目黒区社会福祉協議会主催。例年どおりの“チャリ
ティービンゴ大会”“てっちゃんと記念撮影”“よさ
こい踊り”“目黒高校吹奏楽”などに加え、“応援し
よう 気仙沼”のスローガンのもと、友好都市・気仙
沼市の支援テントと東北物産販売コーナーが設けられ
ました。

バザー販売実績
21日
22日
経費
販売

チャリティービンゴ大会

よさこい踊り(中目黒ＭＧよさこいクラブ)

22,120円
29,510円
10,000円
41,630円

運送費として

区が主催する認知症サポーター養成講座で、一般区
民と行政職員約100人が受講しました。奥貫和丸さん
と笠原寿子さんが「家族会から伝えたいこと」のコー
ナーで、たけのこの話をしました。
“全国で100万人”を目標にスタートした認知症サ
ポーターは、12月末で309万人に達しました。認知症
への社会的関心が大きくなってきたことが実感されま
す。２月18日(土)には砂防会館別館で「認知症サポー
ター300万人達成報告会」が開かれます。
目黒区の認知症サポーター養成講座は区が主催する
大型のもののほか、出前講座といって数人から数十人
規模の小型のものが行われています。たけのこのメン
バーによる体験談はどこでも好評です。目黒区の認知
症サポーターは現在、約3,600人と順調に増加してお
り、小学生のサポーターも500人を超えています。

練馬区介護家族の会交流会
11月８日 練馬区役所本庁舎1903会議室

グループホームの整備と認知症デイの閉鎖
区の認知症政策は？
平成24年４月以降、上目黒２丁目と碑文谷２丁目
に、それぞれ木造２階建て・２ユニット(定員18人)
の認知症グループホームがオープンします。ユニット
というのは生活をするグループの単位で、１ユニット
あたりの定員は９人以下と決められています。例えば
グループホームこまばは１ユニット・９人定員ですが、
ニチイ目黒本町は２ユニットで18人が暮らしています。
区内には現在、４軒・８ユニット(定員72人)のグル
ープホームがあります。区は平成26年度末までにさら
に17ユニット増設し、合計25ユニット(定員225人)に
するとしています。今回の２軒・４ユニットが加わっ
て、10ユニット(定員108人)になりますが、目標の半
分に足りません。
■グループホーム整備の現状と計画
23年度末
24-26年

練馬区主催の「練馬区介護家族の会交流会」で、竹
内弘道さんがたけのこの取り組みを話しました。
練馬区には認知症の「介護家族の会」が11か所あり、
これらを運営・支援するボランティアを“介護家族パ
ートナー”と呼んでいます。この日はパートナー約30
人が集まりました。主催した練馬区高齢社会対策課の
木村係長は、以前、たけのこに見学に来たことがあり
ます。
「認知症介護家族を地域で支える活動とは」という
テーマで１時間半の報告をし、その後、質疑応答を行
いました。パートナーたちからは「介護者を支えるの
は重い」「聴いているだけというのは疲れる」「がん
ばれない」などの声が上がり、「認知症の人を介護す
る人の心のケア」のむずかしさを話し合いました。

北部

東部

中央

１軒
（１）

－

－

南部

(ユニット数)
西部

合計

１軒
２軒
４軒
（２） （５） （８）

17ユニット増設の計画

26年度末までの到達目標

25ユニット・225人

目黒区の認知症グループホームの整備率(高齢者人
口に対する利用定員の比率)は0.15パーセントと、東
京23区平均(0.23)を大きく下回り、東京都の「グルー
プホーム重点緊急整備地域」に指定されています。
地域密着型サービスのもうひとつの柱である「認知
症デイサービス」では、24年度中に区立施設の統廃合
が進められています。目黒区の認知症対策の遅れを強
く危惧します。

開催予告

とき

第９回 たけのこ広場
～認知症介護家族 交流・相談のつどい～

2012 年６月３日（日）

入場無料

午後１時 30 分～４時 30 分
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目黒区総合庁舎２階大会議室ほか

内容

個別相談（予約制） 交流・懇談会
フォーラム

東北物産販売コーナー

朝から冷たい雨で、来場者数は昨年を下回った模様
です。たけのこのバザーも約6,000円の売上減でした
が、前日に行った「内覧会」で2万円を超える売り上
げがあり、次表の実績となりました。寒い一日、販売
に従事してくださったみなさん、ご苦労さまでした。

ところ

ミニデイサービス

パートナーの安野精一さんが
描いてくれた似顔絵

7

10－12月の活動から
■手話ダンス
10月７日。グループ・アミカの手話ダンス。伊良原
先生が新曲を教えてくれました。
■個別のカンファランス
10月7日。小西清子さんと堀内ハルさんの現状につ
いて、家族とサポーター双方の情報を付き合わせる懇
談会を行いました。家族からは家やデイサービスでの
様子、また新薬メマリーへの反応が話され、サポー
ターからはミニデイ活動での「できなくなったこと」
や「新たな発見」などが報告されました。
■学習会「サービス付き高齢者向け住宅」
11月18日。10月から新しい制度に変わった、国交省
と厚労省協働の「サービス付き高齢者向け住宅」につ
いて勉強しました。
■クリスマス会
12月16日。キャトルのケーキで今年もクリスマスを
祝いました。

人人 ひと・往来
［見学・相談］
■目黒のＦさん
10月７日 。80代の夫の相談に来ました。
■東山の都賀芳江さん
10月21日。区が主催する介護者応援ボランティア養
成講座を受講し、今は介護者の会のボランティアとし
て活動しています。
■東京医療保健大学看護学科の３人
10月21日と11月18日。目黒保健所で研修中の大学３

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 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
・家族正会員 3,000円
・個人正会員 2,500円
・支援会員 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

年生です。
■世田谷区のＡさん
11月４日。埼玉県の老健にいる父(85)の相談に。６
月のたけのこ広場から電話の相談も何度かありました。
■認知症サポーターズクラブの笹川さん
11月18日。カフェあおばの運営をしています。土屋
睦さんのカフェでのスナップを届けてくれました。
■中目黒のＯさん
12月16日。80代の両親を一人で在宅介護中。
12月３日の認知症サポーター養成講座で、たけのこに
つながりました。橋川保健師と橋本看護師とともに
じっくり話を聞きました。
［調査・取材］
■認知症治療薬アンケート
若年認知症サポートセンター(宮永和夫理事長)の
「認知症の治療薬の使用に関するアンケート」に協力
しました。昨年、相次いで新薬が発売されましたが、
それらの使用状況を全国レベルで把握するための調査
です。
［治療］
宮下やよいさんが山梨県甲府市の城東病院に転院し
ました。腸ろうの看護が受け入れられ、ＡＤＬが回復
しています。
［入会］
■五本木のＮさん
認知症とうつ病の義母(69)の介護中。11月18日の見
学・相談で橋川保健師、橋本看護師とともに話を聞き、
アセスメント。すぐに入会しました。現在は区の訪問
指導が入っています。
■青葉台のＴさん
夫(84)は要介護２、妻(83)は要支援２。ふるさとは
京都です。
［逝去］
■青木トクさん
12月12日、清徳苑ホームで亡くなりました。76歳で
した。たけのこの創立メンバーです。篤三さんは15年
間の介護とホームでの看取りをやり遂げました。

たけのこ

たけのこＨＰ 検索
たけのこホームページURL
http://takenoko.kazekusa.jp/
e-mail
takenoko＠kazekusa.jp

