
�1

研究概要

　介護が必要な状態となっても、地域の中で多く
の人に支えられながら今までどおりの暮らしを続
けていくことが、超高齢化社会における高齢者の
豊かな生活を確保することにほかならない。
　「宅老所」と言われる民間から始まった在宅介
護施設へのヒアリング調査を通じ、家族や地域住
民、施設等の各々の当事者を主体的に高齢者ケア
に関わらせ、地域における様々な資源を効率的に
再分配することのできる地域ネットワークのある
べき姿を明らかにする。

１　調査の目的と方法
　県の将来人口推計によると、2035年の高齢化率
は34.8％、うち75歳以上の高齢者の比率は20.6％
で、2005年から2035年における高齢者の増減数を
見ると、総人口が約68万人減少するのに対して、
65歳以上で約60万人増、うち75歳以上で52万人増
となっている。
　こうした超高齢社会においては、健康寿命を伸
ばすことと併せて、たとえ心身の故障により介護
が必要な状態となっても、住み慣れた地域での暮
らしが続けられるように支えてやることが求めら
れる。
　このため、「宅老所」という民間の自発的な取組
から始まった小規模な在宅介護施設に注目し、ヒ
アリング調査を実施し、介護の必要な高齢者の在
宅生活を支えるネットワークのあり方を考察した。

２　宅老所とは
　宅老所とは、主に認知症の高齢者を対象として、
自宅のように、くつろいだり、食事したり、泊まっ
たりすることのできる施設である。利用者の在宅
生活を支えることが目的であるから、多くは住宅
地の中にあり、民家を改造した建物を利用し、利
用者数は10人程度の小規模なものである。
　宅老所は、介護保険法の施行以前、福岡県にお
いて地域のボランティアによる取組として自発的

に始まったものであり、法律上の定義のない民間
独自のサービスである。
　なお、介護保険上の主な介護サービスは下表の
とおりであり、宅老所で行われているサービスは
小規模多機能型居宅介護（通所を中心に、訪問や

泊まりのサービスを組み合わせ、多機能な介護
サービスが受けられるもの）に該当するが、指定
を受けずに運営しているところが多い。

３ 県内施設のヒアリング調査  
　県内にある宅老所のうち、都市地域と郡部につ
いて、それぞれヒアリングを行った。

（1）宅老所 Ａ（宝塚市）
　当施設は、阪急電車沿線の住宅地の中に位置し、
NPO 法人が運営。一般の民家を借り上げ、H10
年から事業を開始し、平均して１日７名程度の方
が利用している。
　利用者の介護度は要支援から要介護度５までと
幅広く、近隣の人が多い。独居の人もいるが、家
族が働いており昼間だけ一人という人が多い。 
地域との関係については、自治会が行っている高
齢者サロンに出かけたりする以外に、他の施設等
との特段のつながりはない。

（2）宅老所 Ｂ（豊岡市）
　当施設は、市中心部から少し離れた40年前ぐら
いに開発された住宅地の中に位置し、NPO 法人
が運営。Ａと同様、古い民家を借りて、H13年か
ら事業を開始し、平均して１日10人程度の方が利
用している。
　利用者の介護度は要支援から要介護度５の方ま
でと幅広いが、介護度の高い方が比較的多い。 

介護サービスの種類
施設サービス ・介護老人福祉施設（特別養護老人ホーム）

・介護老人保健施設　　　　　　など

居宅サービス
・訪問介護（ホームヘルプ）
・通所介護（デイサービス）
・短期入所生活介護（ショートステイ）

など

地域密着サービス
・小規模多機能型居宅介護
・夜間対応型訪問介護
・�認知症対応型共同生活介護（認知症高
齢者グループホーム）　　　　　　など

介護の必要な高齢者の在宅生活を支えるための
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地域や他の施設（当該地域にはそもそも施設が少
ない）とのつながりはあまりない。

（3）両宅老所のヒアリングから
　両者を比べると、特にＢのほうが、地域との関
わりが薄いように思われた。認知症等の高齢者の
在宅生活を支える拠点としての機能を担うという
宅老所という施設か地域に十分理解されていない
ように見受けられた。
　また、但馬地域では、比較的大規模な入居型施
設（特別養護老人ホームなど）が多く、地域の意
識としても在宅介護より施設入所のほうを選ぶと
いうケースが多いとのことであった。

４　宅老所第２よりあいのヒアリング調査
　次に、宅老所の草分け的存在であり、前の２施
設のモデルともなった福岡県の宅老所第２よりあ
いへのヒアリング結果を紹介する。
　第 ２ よりあいは、もともと福岡市南区内の住宅
地内に位置し、民家を借り上げて、社会福祉法人
が運営していたが、福岡西方沖地震で建物が被害
を受けたため、昨年 9 月に元の場所から700m 南
の現在の場所に移転・新築された。建物は純和風
の造りで、限られた敷地の中で外に開かれた施設
とするため、縁側をもうけたり、玄関の土間で靴
を脱がなくても話ができるスペースを設けたりと
いった工夫が凝らされている。
　宅老所としての機能は、前の２つと同様である
が、この施設では、できるだけ周辺の介護施設や
地域住民との関係を持つように配慮しており、そ
の中心となる「ふれあい会」という、地域住民に
よる NPO や地域の様々な介護サービス施設の職
員等で形成されるネットワークの存在が特徴的で
ある。
　もともと、この会の誕生したきっかけは、ケア
ハウスに入居していた96歳の女性が転倒・骨折し
て、施設を出て行かざるを得ない状況になったと
き、この女性を住み慣れた地域で最後まで暮らせ
るようにしてあげたいと願った地域住民による
NPO が、第２よりあいをはじめとする関係者に
呼びかけて話し合う場がもったことがきっかけで
あった。結局のこのおばあちゃんは、周りの支援
を受けながら元のケアハウスでの生活を続け、み
んなに看取られて天寿を全うすることができた。
　この一人の要介護者を中心として形成された地
域の福祉資源のネットワークを一人のために終わ
らせることなく、他の困っている高齢者の支援を
していこうと、定期的に会合を持つようになった
のがふれあい会である。

　今は、地域住民や介護施設の職員等が月に一度
集まり、お互いの抱えているさまざまな問題を話
し合い、自分たちに何かできないかを話し合い、
地域の高齢者の生活を支えている。
　第２よりあいの村瀬所長に会の特徴をお聞きし
たところ、「最初から作り込んでしまうようなネッ
トワークは実際には機能しない。必要なのは、一
人のお年寄りに問題が発生したとき、みんなが結
集して、その解決に向けて具体的に動くことので
きるネットワークだ」とのことで、問題を抱え
た一人ひとりのお年寄りが中心だということと、
ネットワークの参加者が実際に何らかの行動をす
ることの重要性を強調されていた。
　実際、ふれあい会では、終末期を迎えた高齢者
が第２よりあいに泊りながら、家族や医師、他施
設のスタッフ、地域の人々などが協力しあいなが
ら、看取りまでの生活を支えてきた例がある。
　また、家族だけで看取りを行おうとすれば、家
族としては楽に逝かせてあげたいと思う反面、自
分が死なせてしまったのではないかという葛藤に
苛まれることがある。医師も無理に判断すると後
で責任を問われかねないので、積極的には判断し
ない。そういう中で、家族や医師以外に、その人
をずっと世話してきたヘルパーや介護施設のス
タッフなどを交えて話をすることによって、家族
の精神的な負担も小さくなるし、何よりそうして
得られた結論は、自分の意志が示せなくなった本
人の意志を反映したものとなっているように思わ
れる。こうしたところにもこの会のネットワーク
の長所を見ることができる。

５　あるべき地域ネットワークの姿
　個々の高齢者を中心においた取組の成果は、そ
の人だけにとどまると思われがちだが、地域住民
も含めたみんながその人を支えてやることができ
たという安心感や力強さは必ず地域に広がり、次
につながっていく。
　超高齢化社会を控えて、一人暮らしや認知症高
齢者を住み慣れた街で可能な限り支えていくため
には、家族や施設が個別に対応するのではなく、
地域内のさまざまな資源を適切に分配することが
必要であるが、そのためには、上記のような一見
結びつきが弱いようなネットワークこそが有効で
はないだろうか。
　そのためには、地域住民に身近な「宅老所」等の
施設を核として、地域の様々な施設や地域住民を巻
き込んだゆるやかなネットワーク、それも組織を構
成員とするのではなく一人ひとりの個人を構成員と
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本県の高齢化の状況

人口ピラミッド（2005年）
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人口ピラミッド（2035年）
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男 2,680,288(17.6％ 6.8％)
女 2,910,313(22.0％ 10.7％)

男 2,297,251(31.2％ 17.1％)
女 2,615,977(38.0％ 23.7％)
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高齢者の介護は避けて通れぬ課題

65～74歳
(14,632千人)

75歳以上
(12,487千人)

要支援 要介護 要支援 要介護

人数 174千人 488千人 835千人 2,755千人

対人口比 (1.2％) (3.3％) (6.7％) (22.1％)

厚生労働省「介護保険事業状況報告」（平成19年３月末）、
総務省「人口推計」（平成19年４月）

75歳以上になると、28.8％人が、要支援又は
要介護状態になる。
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誰が介護しているか？

主な介護者の年齢階級別構成

2.6 8.9 29.8 24.4 23.0 11.1
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「平成19年 国民生活基礎調査」の結果を加工

70歳以上が３割超

6

※以下の資料は、平成20年9月23日に開催された研究発表大会分科会において使用されたものです。
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http://maoion.co.jp

福岡市南区桧原
（市南部の住宅地）
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オープンマインドなのは
建物だけではありません

オープンマインドの人間関係を実現

18
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きっかけは
一人のおばあちゃんから

ケアハウス（軽費老人ホーム）にいた96歳の女性

→ 転倒、骨折して自立度が低下

「住み慣れた地域で暮らし続けて、最後を迎えさせ
てあげたい」

家族、地域住民、施設がつながって、地域で支えて
いく取組がスタート

どうやったらケアハウスを出ない
ですむか。みんなで考え、できる
ことをやろう！

19

 

そして、「ふれあい会」へ

みんなに支えられ、ケアハウスでの生活を続け、
NPO笑顔でお葬式を行い、お見送り

せっかくの地域のつながりをなくすのは惜しいと、継
続的な活動へ

→「ふれあい会」のスタート

地域の中で看取ってもらえるという
安心が地域に広がるという結果も・・

20
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ある「看取り」の事例

終末期を迎えた高齢者への延命措置をどうする？

「楽にさせてあげたいが、自分のせいで死なせて
しまうのではないか・・・」

医師に客観的なことを言われても決められない

ずっと関わってきたヘルパーの「今、点滴を続けるこ
とは、おばあちゃんも望んでいないと思う」

「看取りは、医療だけでは判断できない。
その人の生活者としての歴史や常識が出てくる瞬間がある。」
「一対一の対立関係では決められないけど、輪になれば合意が
できる。」
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