
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

認知症サポーター

１０の役割 

住民流福祉総合研究所（木原孝久） 

350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷１４７６－１ 

電話 ０４９－２９４－８２８４ 
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はじめに 

 私どもは、支え合いマップを使って地域を「診る」ことを提唱している。「ご近

所」(５０世帯程度)という狭い世界の中で、人々がどのようにふれあい、助け合っ

ているかを、そのご近所の人たちと一緒に、住宅地図の上に載せていく。 

✤ 

そこに認知症の人も登場してくる。彼等がどのような目で見られているかもわか

ってくるが、正直なところ、地域とはまだこの程度の意識レベルなのかと、暗然と

させられるのが常である。しかもそこに認知症サポーターのような理解者が登場す

ることはまずなく、一体だれが彼等を守ってあげるのかと、つくづく考えさせられ

る。 

✤ 

本書では、認知症の人を支えるとは、具体的にはどのようにすればいいのかをま

とめたものだが、恐らく読者の「常識」からは、ずれる部分がたくさん出てくるは

ずである。しかしこれらは、あくまで支え合いマップを通して住民と膝つき合わせ

て議論し、考えてきた成果なのである。 

✤ 

一応認知症サポーターの役割と銘打ってあるが、別にサポーターに限らず、要す

るに認知症福祉のあるべき姿を示したものと考えていただきたい。 
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第１章 

認知症の人を排除するまちになっていく 
 

■認知症への恐怖の背景に「無理解な地域」 

 認知症にやさしい社会を、どうつくるのか―。寿命が長くなるにしたがって、私

たちが後期高齢期に認知症になる確率がますます高まっています。「認知症への恐

怖」には様々な背景がありますが、今の社会が「認知症」に対してどれだけ理解が

あり、やさしく対応できるかという点での不信感があることもその一つです。 

 私共が地域住民と支え合いマップを作っていると、ますますその感を深くします。

たまたま認知症の人が見つかると、とたんにマップづくりの場に異様な空気が流れ

るのです。「この辺りを毎日、うろうろしていてね、危なくて仕方がないよ」「この

家とこの家に上がり込んでくるんだよ」「一度お金を借りたけど、ちゃんと返した

のに、また会うたびに金返せってうるさいんだ」。あげくは、「こんな人は早く施設

へ入れちまえばいいんだよな」。最後は施設入所の話になります。ご町内の人がそ

の家に押しかけて、正式に「施設入所」を申し入れたというケースもありました。 

 厚労省の補助で、認知症の人を地域社会でどうやって支えたらいいのか―を研究

していた頃、よく認知症の人の自宅を訪問したのですが、そこでいつも同じような

「事件」に出くわしました。認知症の人と話をしていると、同じ話を何度も繰り返

します。すると娘さんやお嫁さんが口を出します。「お姑さんったら、すぐ同じこ

とを繰り返すんだから」。そう言って笑い出したり、時には叱りつけますが、「お姑

さん」は明らかに傷ついているのです。そのたびに、私は思うのです。ただ同じ話

の繰り返しをしているだけなのに、なぜそれを人間はこうも「奇異な」目で見るの

かと。「普通」という基準があって、そこからちょっと逸脱するだけで、おおげさ

に驚いたり、笑ってしまう。これでは認知症の人は救われないなと思うのです。 

 

■「要介護になったらさっさと施設へ入ればいい」 

 驚いたりあきれたりするのにとどまらず、最近は前述のように、そうした「奇異
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な」言動や危ない歩き方をする認知症の人を、周りの人に迷惑をかける存在と見て、

施設に入れよう―つまり社会から排除しようという傾向が強まっているように見

えます。そうした動きの背景の一つに、介護保険制度があります。この制度自体に

何ら悪い点はないのですが、この制度がそうと意図しないままに、住民の意識にあ

る種の変化が生じたのです。 

 この制度のおかげで、全国のどこで生活していても、要介護になれば、必要なサ

ービスが受けられます。これは画期的なことです。しかし、サービスが充実するに

つれて、「ならば要介護になったら、さっさとサービスを受ければいい」と思うよ

うになりました。その結果、サービスを拒否して（施設入所も断って）地域で自立

して生きている認知症の人への風当たりが、それだけ強くなっているのです。「な

ぜあの人はサービスを受けないんだ？」「施設へ入らないんだ？」。当初は純粋に善

意でそうした措置を考えていたのが、だんだんと「面倒な人は施設へ」といった、

社会防衛的な考えに移っているのです。 

 要介護になったらサービスを、重度になったら施設へ―これが「文明」というも

のなのでしょう。私たちは快適さ、便利さ、効率の良さを求めて文明を発達させて

きました。その「文明」に、「福祉」も乗ってしまったのです。私たち住民もまた、

知らず知らずのうちに「文明」の論理に乗ってしまっているのです。 

 

■「安心安全」をめざせば「施設入所」になる？ 

 しかし私たちは心の中では、どんな要介護状態になっても、住み慣れた家や地域

社会で、安心安全かつ自分らしい、豊かな人生を送っていきたいと願っています。

とすると、今の「福祉」の発達は、逆に人間の本源的な願いとはズレてきているの

です。 

 今の福祉のあり方に沿った言い方をすれば、「安心安全」を守ってあげることを

実践しようとすると、「施設入所」になります。大規模な施設が嫌なら、グループ

ホームでもいいと。 

 先日、新聞に「グループホーム」の連載記事が載っていました。その第一回目の

冒頭に、グループホームの創設者の言葉が紹介されていました。「とにかく私は家

族を救いたかった」。 
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なるほど、と納得できる言い方ですが、「だがしかし…」とも思います。そうか、

グループホームは、まずは家族を救うためのものなのか。いや、本人も救うのだと

いうことなのでしょうが、創設者からこういう言葉が出てくること自体が、今の「福

祉」の本質がどこにあるかを示していると言えるでしょう。 

 あるとき、支え合いマップづくりをしていたら、そこに居合わせた住民の一人が

言いました。「友だちがグループホームに入所したので会いに行ったら、『家に帰り

たい』と泣かれて困った。その後に再度訪問したら、もうあきらめていた」と。も

ちろん、こんな人ばかりではないでしょうが、グループホームが即、当人の幸せに

つながるというわけでもなさそうです。 

 

■認知症にやさしくする場は、「施設」でなく「まち」だ 

 ところで「地域福祉」のめざすものとは何か。どんなに要援護状態になろうとも、

住み慣れた家や地域で、安心安全かつその人らしく、心豊かに生きられるように官

民一体で努力すること、となっています。ということは、認知症になったら即、施

設入所となるものではないということでしょう。「住み慣れた家や地域」で生きて

いくことを応援する。しかもただ「安心安全」を守るだけでなく、「心豊かに」「そ

の人らしく」なのです。その人のライフスタイルを、認知症になっても追求し続け

るのを応援しようというのだから、すごいことです。 

これを実践することこそが、「認知症にやさしく」することだとわかってきます。

「やさしく」する場は、施設より以前に、本人が住むまち（地域社会）でなければ

ならないのです。では、「認知症にやさしいまち」はどのようなものなのか、それ

をどのようにして実現していったらいいのか。 
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第２章 

認知症の人がやさしく扱われる社会 
 

 ここからは二つの観点から述べていきましょう。一つは①「認知症にやさしくす

るための福祉のあり方」、もう一つは②「認知症がやさしく扱われる社会のあり方」

です。この二つが整備されたとき、結果として「認知症にやさしいまち」（地域社

会）が出来上がると考えられるのです。 

 

■認知症の人の在宅を拒否する文明社会 

 まず②から考えていきましょう。冒頭の部分で、認

知症への理解が乏しい地域社会のことを述べました。

奇異な言動をとる人をことさら異端視し、できればこ

の社会から排除してしまおうとする動き―これは、そ

うした行動をとる住民一人ひとりの個人的な資質に

帰せられるよりも、その背景にある文明社会そのもの

のあり方と考えられるのです。 

 例えば、認知症の人がまちを歩くこと自体、本来そんなに危険視する理由にはな

りません。危険なのは当人の行動ではなく、今の交通事情に原因があるのです。た

くさんの車が猛スピードで行き交う中、事故に遭わずに済むためには、複雑な交通

ルールが頭に入っていなければならず、その１つか２つを間違えたら、たちまち生

命の危機に直面します。こんな社会で生きなければならない認知症の人は、本当に

大変だと思います。 

それに現代社会で生きていくには、一定のコミュニケーション能力がなければな

りませんし、しかも猛スピードで物事が進行しており、そのスピードにも対応でき

なければなりません。こう考えると、現代の文明社会そのものが認知症の存在を拒

否していると言わざるを得ません。仕方なく、施設へ入所してもらうというわけで

す。そのスピードに乗ってしまっている現代人が、それについていけない認知症の

②認知症がやさしく 
 

①認知症に 
やさしい 

福祉のあり方 
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人を邪魔に感じるのは、ある意味、当然の成り行きなのかも知れません。 

 

■「スロー」な文化で認知症の人も救われる 

 だから、認知症の人も心安らかに生きられる社

会をつくるには、今の文明のあり方そのものを変

えていかねばならないのです。 

しばらく前から、「スロー」という言葉が流行

しています。スピードを緩めて、もっとゆっくり

生きようではないか。身の丈でものを考えよう。

手作りを大事にしよう。グローバルより、ご近所でのふれあいを大事にしよう。便

利を放棄して、あえて不便な生活を選んでみよう、機械に囲まれて生きるのでなく、

身体感覚を大事にし、直接的なふれあいを大事にしよう―など、要するにこれらは

すべて反文明への動きに他なりません。便利さや効率を優先する「文明」を拒否し

て、人間中心のゆったりとしたふれあい社会を作っていけば、そこでこそ認知症の

人は心安らかに生きることができるのです。 

  

■人を分別し収容―福祉も文明に乗ってしまった 

また、文明は果てしなく分業をめざします。物事を分別し、分野ごとにひとまと

めにし、一方的なサービスを提供します。その方が効率がいいからです。福祉まで

も、この方式をそっくり採用してしまいました。人間を担い手と受け手に分別し、

さらに受け手を要援護の種類ごとに分別し、集めて、一つの施設に収容する。こう

して福祉施設ができ上がるのです。 

そのような社会で、受け手は、一方的にサービスを受けるだけの存在になってし

まいます。そうやって自立意欲を失い、認知症になっていく人もいるのです。この

ように認知症になれば、まちは危険だから、と施設に入所させてしまう。これらは

すべて、分業の「成果」です。 

 認知症の人の共生存権を守るには、この分業化の流れにも反発していかねばなり

ません。人を分けない、だれでも全体社会の中で人間らしく生きることができる。

勝手に、サービスを受ける一方の「受け手」の位置に固定されることもない。誰も

こんな自然の中なら… 
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が受け手にも担い手にもなれる―そんな社会にしなければならないのです。「統合」

へ向かう、ということです。 

 この「統合」とも関連しますが、お互いがどんなに折り合えなくても、主義主張

が異なっても、どんなに迷惑と思われる存在でも、その人たちと共に生きていく―

共生社会をつくっていく必要があります。文明に乗っている間に、アメニティ（便

利さ）に慣れ親しんだおかげで、私たちはちょっと面倒な人がいると、すぐに社会

から排除しようとしてしまいます。これでは、認知症の人が地域に受け入れられる

はずがないのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■人間を十把ひとからげに扱うクセが 

 もう一つ、人間一人ひとりを個として、尊厳ある存在として見ていく姿勢も求め

られます。個の尊重とは、その個がどんなに奇異な行動をとろうが、どんなに特異

な障害を抱えていようが、等しくかけがえのない存在として見ていくという姿勢で

す。その人の生き様をあるがままに見ていく―現代人にはかなり難しい課題かも知

れません。 

 文芸評論家の故小林秀雄氏の作品に、こんな話が載っていました。戦後がまだ過

去になっていない時期、彼は列車の食堂車で高齢の夫婦と向かい合わせになります。

細君の方はなぜか、大きな人形を小脇に抱えている。毎日抱っこしているから、着

物も薄汚れています。食事が来ると、彼女はスプーンでスープを掬い取るたびに人

形の口に持っていって、飲ませるしぐさをし、その後に自分の口に持っていきます。

それを何度も繰り返しているのです。 

反文明 

スローな社会づくり 

脱分業のまちづくり 

共生できる社会づくり 

個を尊重する社会づくり 
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 小林氏は推測します。おそらく一粒種の息子さんが戦死して、夫婦二人で残され

てしまったのだろうが、そのことをまだ受け止められないでいるのだろう。しかし

そんなことはおくびにも出さず、小林氏は醤油のビンを黙って細君の側に押し出し

ます。すると夫が「あ、おそれいります」と言う。会話はそれだけでした。 

 しばらくすると、氏の隣に、大学生と思しき女性が座ります。細君のやっている

ことを見て、なにかつまらぬ質問をしやしないかと氏は心配しますが、彼女もまた

この変わった光景に瞬時に対応して、淡々と食事を始めます。その「何事もないか

のような雰囲気」がなんとも好ましく思えた、という一文でした。 

 奇妙なことですが、文明が進歩すれば、当然、人間一人ひとりを個として尊重し

ていくはずだと思われるのに、必ずしもそういう動きにはなっていません。という

のは、文明は何よりもまず効率を求めます。その効率を求めている間に、前述のよ

うに人間を分別し、集め、一律のサービスをするというクセができてしまったので

す。十把ひとからげに人間を扱うという、個の尊重とは反対の方へ動いているので

す。どんなに非効率でも、人間一人ひとりの願いを直視し、それぞれの願いに対応

していくことをやらねばなりません。ここでもまた、反文明の動きが求められるの

です。 

 巨視的な姿勢で、文明そのもののあり方を問い、むしろその反対方向への動きを

広げていく一方で、認知症にやさしい地域社会へ向けての行動も続けていかねばな

りません。認知症にやさしくということは、どんな課題があるのか。行動指針を並

べてみましょう。 

 

 

第３章 

認知症本人を主役に据えた社会づくり 
 

 福祉の主役は、当事者です。などというと、そんなことは当たり前だと認知症関

係の専門家は言いますが、本当にこれが実践されているのでしょうか。 
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当事者主役とは、もっと当人の主体性を尊重することです。そもそも本人が「自

宅を離れて施設に入所したい」と言うでしょうか。「そんなことを言っても、この

人を在宅でケアし続けられるはずがないではないか」と、担い手の都合が前面に出

てくるのが普通でしょう。 

すでに紹介したように、もはや「施設」とは言えないと見られ、実際に「施設」

の部類からはずされている「グループホーム」の創設者が、「とにかく私は家族を

救いたかった」と設立の理由を述べています。家族を救うための「施設」であるこ

とが即、本人も救うとは限りません。家族を救うことに問題があるわけではありま

せんが、少なくとも、まずもって本人を救う場ではないことは確かなのです。 

  

■「私が今日出かける先がデイサービスセンターだ」 

マップをご覧ください。在宅の認知症の女性が、昼間どのように過ごしているの

かを調べてみたものです。ときどきショートステイに連れて行かれ、週一回は住民

のミニデイに参加します。その他の日はこのように、ある時は昔の同窓生を訪れ、

ある時は趣味グループの拠点へ出向いて「入れて！」。その他ゲートボールやふれ

あいサロン、井戸端会議へも「入れて！」と行っていました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●認知症の女性 

●この女性が訪れている所 
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この中で、趣味グループと同窓生は彼女を拒否し、あとは迎え入れていました。

本人の自由意思を尊重すると、このように行動するものなのです。これで、趣味グ

ループと同窓生も彼女をあたたかく迎え入れてくれれば、この全体が「彼女にとっ

ての」デイサービスセンターということになります。普通はデイサービスセンター

にたくさんの要援護者を集めて、事実上は十把ひとからげのケアをするのですが、

当事者主体の発想に切り替えると、要援護者一人ひとりが中心にいて、彼女が（そ

の日に）選んだ対象が（その日のみ）デイサービスセンターになるのです。当事者

主体の福祉なら、「デイサービスセンター」が存在するはずがないのです。 

 

■「私に関わる人は私が選ぶ」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

当事者主体の場合、福祉資源は担い手から勝手にあてがわれるのではなく、当人

が見込みます。マップをご覧ください。認知症の女性が、毎日この通りを散歩して

いるというので行ってみました。女性は自分の気に入った店を選んで、そこを「は

しご」していました。 

●印をつけた４店がお気に入りで、たしかにその４店に行ってみると、やさしい

店主ばかりでした。特に履物店は最も気に入った店であるらしく、毎日、大半はこ

の店にいます。店主の井上さんはかなりの世話焼きさんで、彼女のために毎日昼食

店の奥では高齢者たちが井戸端会議。 

そこに認知症の人も仲間入り。 
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の弁当を作ってあげているし、「財布がなくなった」と来るとあちこち一緒に探し

てあげるし、誰かに誤解されていれば弁護しに行ってあげます。 

 

➊「これも私の人生のひとコマだ」 

 当事者自身が「主役」意識を持つと、状況はだいぶ変わってきます。まず、自分

自身の「状態」についての評価は、自分が下します。まわりの評価に惑わされず自

分なりの評価基準を持つのです。「認知症になったらアウトだなどというが、私は

そうは思わない。これも人生の一通過点であり、この『時期』を私なりにせいいっ

ぱい豊かに、充実して生きていこうと思う」というふうに。 

世界では近年、認知症の当事者がネット上で集い、認知症とともに豊かに生きる

ための知恵を動画で投稿し合ったりする動きが広がっています。 

 

➋「認知症だからと私は隠れない」 

 このような自信ができると、認知症になったからといって、

隠す必要はなくなります。「これも私なりの人生なのだ」と、

堂々と人前に身をさらすこともいとわないのです。最近は、

若年性認知症の人もテレビに登場するようになりました。 

イギリスの故サッチャー元首相は、アルツハイマーになっ

て認知障害がかなり進んでも、ブラウン首相（当時）と昼食を楽しんだり、ブレア

元首相にエスコートされて公的行事に顔を出したりしていました。周囲はヒヤヒヤ

しながら見守っていますが、本人はそんなことは意に介さず、ごく当たり前のレデ

ィーとしてふるまい続けていたのです。それが社会に与える影響は計り知れません。

「認知症になったって大丈夫だ」という希望が、国民全体に湧いてくるはずです。 

 愛知県安城市城南町内会の北川さんは、母の徘徊に悩み続けましたが、町内会長

である藤野さんの助言で母の写真入りのチラシを作り、２人で町内を配り歩きまし

た。「母を見かけたら、見守るなり、私の方へご連絡下さい」と。そこで驚くべき

ことが起きました。チラシを配っていると、「じつは私の夫も認知症です」「私の親

も認知症です」と、１０軒もの家族が言い出したのです。「これまでわが町内に認

知症の人は（北川さんの母を含めて）たった２人だけだと思っていたのに、本当は

「私は隠れない」。ブラウン首相と。(Mail On Sunday紙) 
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その他に１０人もいたんですね」と藤野さん。北川さんが堂々と母の写真入りのチ

ラシを配るのを見て、「自分も言おう」という勇気が出てきたのでしょう。 

 

 

 

 

 

 

➌「認知症の人はこんな体験をしています」と本人自らが 

 当事者主役の自覚が本格的に育ってくると、認知症の実態を社会に知ってもらわ

ねば、という意識が出てきます。オーストラリアで首相・内閣省の高官を務めたク

リスティーン・ブライデンさんがアルツハイマー型認知症になり、２冊の本を著し

ました。その中で彼女は、認知症になるとこんな症状が出てくるという事実を赤

裸々に表現しました。 

「世界は私たちのテンポよりもずっと早く目の回るようなスピードで動いている」

「どうやって着るのかがわからないので、着たり脱いだりすることがストレスにな

る」「騒音や動きは、頭の中をかき回す泡だて器のようだ」「うろうろ歩き回ると、

なぜか緊張がほぐれる」。 

 こういった実態は、本人にしかわかりません。その本人が表現することではじめ

て、人々は認知症がどういうものかをイメージできるようになるのです。 

 １冊目の著作で「自分は一体誰になっていくのか？」と問いを投げかけた彼女は、

２冊目で「私は私になる」と書きました。認知症になったから、どこか遠い所へ行

ってしまうのではない。私は相変わらず「私」のままなのだ。私の魂は、以前とま

ったく変わらずにこの体の中にいることを知ってほしい。確かにあなたの名前も、

どういう人かもわからなくなっている。しかし魂の世界では私とあなたは確かにつ

ながっているのです―と。事実、最近の脳の研究で、認知症になっても、相手の心

や表情を読む能力は普通の人とほとんど変わらないということが判ってきていま

す。 

 ボランティアグループで、認知症の人の言葉を掘り出してまとめるとか、集会に
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認知症の人を招いて心境を語ってもらうという活動が広がっています。当人の心の

叫びを代弁したり、それを表現する場を提供するのも、大事な活動になるのです。 

 

➍認知症本人のグループづくりも 

それでも、やはり認知症である人同士しか分かり合えな

い部分があります。そこで最近は、当事者同士が連帯し、

グループを作る動きが広がっています。 

今までは家族の会だけでしたが、認知症当事者の会も

生まれました。当事者と家族では、時には利害が反しま

す。先程述べたように、グループホームはどちらかと言えば家族を救うために生ま

れました。本人は自宅にいたい。利害は正反対です。本人の会を支援することもま

た、有効なボランティア活動になります。グループホームに入所していても、そこ

で認知症の人で自治会を作らせている所もあります。 

アメリカではかなり前から、たとえばメアリーという認知症の

女性がホームページを立ち上げ、そこで掲示板を設けて認知症

の人同士の助け合いを応援したりしていました。彼女のアドレ

スをクリックすると、「メアリーのページ」というタイトルが現

れます。彼女自身の写真も出ています。彼女が初めて認知症を

自覚した時の驚きや恐怖の体験を、赤裸々に語ってもいます。

こうして同じ認知症の仲間の助けになることが、メアリーさん

本人にとっての大きな励みになっているのでしょう。こうした活動は今、日本を含

め、世界中に広がっています。 

 

➎認知症になる前から「備え上手」に 

認知症になった時に助けてくれる人をあらかじめ（認知症になる以前に）確保し

ておく―というのも、当事者主役の意識の働きかもしれません。自分を助けてくれ

る人は自分で「貯蓄」しておく―いわば「自己責任」行為です。支え合いマップを

作っていると、認知症で一人暮らしの人が頑張って生きている―という事例にぶつ

かります。この状況で生きていくには、大体十数名の支え手が必要で、事実そうい

ＮＨＫテレビから 

ようこそメアリーのページへ 
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う人をだれが支えているかを探し出して、本人へ向けて線を引いていくと、ほぼ間

違いなく十数名の線が引けるのです。 

それらの善意の人に聞いてみます。「あなたはなぜ、あの人を支えようとしてい

るのですか？」。するとほとんどの人から同じ答えが返ってきます。「あの人には昔、

お世話になったんですよ」。「情けは人の為ならず」と言いますが、まさにその通り

でした。 

「備え上手さん」という人が確かに存在します。例えば

埼玉県川口市の園田久美子さんは、自宅の２階（家は３

階建て）を使ってデイサービスセンターを開き、認知症

の人を含めた要介護者のお世話をしています。 

センター開設の動機を尋ねたら、自分もいずれ要介護

になるだろうから、その時に利用したいデイサービスセンターはないかと周囲のセ

ンターを訪問して回ったが、一つも見当たらなかったので、ならばと自分で開いて

しまったというのです。「ではなぜ自宅で？」と尋ねたら、「だって、いざその時（認

知症など）になったら、自宅でやっていれば、朝、目が覚めたらそこがデイサービ

スセンターですからね」。 

 福井市内で見つけた一人暮らしの認知症の女性も、マップにあるように１２名の

人が支えていました。キーマンは彼女のアパートの４階に住む元自治会長の男性で

した。彼に「なぜ、みんな彼女を支えに来ているのか？」と聞いてみたら、興味深

い返事が返ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自宅でデイサービス。「いずれ私も利用を」と。

自宅でデイサービス。「いずれ私も利用を」と。 

園田久美子さん(正面) 

右のマップは、上のマップの女性が 

彼女を支える人が。 

住む所を拡大したもの。そこにも、 
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彼女は以前から大変な世話焼きさんで、そのお世話になった人の多くが、こうし

て今、彼女の支えに回っているのだが、じつは彼女は、認知症になった今も、まだ

世話焼きを続けているというのです。シニア男性たちは彼女に「お世話され」に行

っているようなものだと、彼は笑って言いました。どんなに認知症がすすんでも、

人のお世話を続けることが、周りの善意を引き寄せる大きな原動力になっているの

です。 

 

 

第４章 

認知症だからこそ人に尽くせる機会を 
 

■この人はなぜ支援者たちの悪口を言うのか？ 

 福井市の事例でもわかるように、人間は認知症になっても、人に尽くす機会を求

めているのです。一つ、おもしろい事例がありました。一人暮らしの認知症の女性

がいて、この人には１１人の支援者がいました。ところがこの女性は、せっかく善

意で関わってくれているその人たちの悪口を言っているのです。しかも、１１人全

員の悪口を言っていました。 

 マップを作った人に聞いてみると、この１１人以外にもう１人、彼女の家をひん

ぱんに訪れている女性がいることがわかりました（右端の人●）。この人は彼女の

家に何をしに来ているのかというと、１１人の人が持ってきた「おすそわけ」の品

などを自宅へ持ち帰っているらしいのです。また彼女をデパートやレストランに連

れて行って、買い物や食事をし、代金を彼女に支払わせてもいました。 

 

 

 

 

 

 

下のマップは、上のマップの彼女の

なぜ彼女(★印)はこの人(●印)の悪口を言わないのか？ 
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とんでもない人ですが、なぜか彼女は、この人の悪口だけは言わないのです。そ

れどころか、「あの人はね、かわいそうな人なのよ。私が面倒みてあげているの」

と言って、かばっています。わざわざ善意で助けてあげている人たちが悪口を言わ

れているというのに、これは一体どういうことなのか。 

 認知症である彼女の立場に立ってみると、わかります。たくさんの人が助けに来

てくれるのは確かにありがたい。しかし人間にはプライドというものがあります。

助けてもらうたびに、そのプライドがつぶれる。これは困るのです。１１人もの人

が助けに来れば、プライドはボロボロになります。その傷ついたプライドを元に戻

してくれているのが、１２人目の人だったのです。「この人は私が面倒みている」

という気持ちが、彼女にプライドを取り戻させるのです。 

 

■認知症の人は特にボランティアをしたがっている 

 ということは、人に助けてもらっている人ほど、ボランティアをする側に回らな

ければならないということです。要介護１の人より要介護２の人、要介護２の人よ

り要介護５の人にこそ、人に尽くせる機会を提供しなくてはならないのです。 

 前述のクリスティーン・ブライデンさんが、著書の中で書いていました。認知症

になると、自分は今日は何と何を忘れるのか、どの能力を失うのか―その恐怖心が

当人のプライドをつぶすと。人間としての尊厳が失われているのを感じるのです。

その尊厳をかろうじて守ってくれるのは「私はまだ人に必要とされている」という

ことであり、「だから私たち認知症の人が社会の役に立ちたがっていることを、ぜ

ひ理解してほしい」と彼女は強調しています。 

 そう言われれば、在宅の認知症の人を訪問するたびに、その話題が家族から出さ

れました。「おばあちゃんったら、いつも○○をやりたがってね。それで自分はボ

ランティアをしているつもりなのよ」。自分は孫の相手をするのが役割だと、中学

生の孫が学校から帰宅するのを待ち構えているのですが、孫の方は迷惑していると

いった話もありました。 

 認知症の人に何ができるのか―と思われるかもしれませんが、知恵を使えばテー

マはないことはないはずです。 
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■学生のために学習モデルボランティアを 

たとえば埼玉県さいたま市の稲葉さん（写真中

央の男性）は、要介護５で寝たきりで認知症です。

彼のまわりにいる若者は、埼玉大学看護科の学生

です。学生が彼にボランティアをする―というの

が通常の発想ですが、ここでは立場が逆転してい

ます。「学習モデルボランティア」として、彼が

学生たちにボランティアをしているのです。入浴介助の学習のモデルになってあげ

たりしています。 

 大分県のある認知症高齢者を対象とした老人ホームが、かつてユニークな事業を

していました。在宅にも認知症の人がいるのだから、その人たちをホームのスタッ

フが訪問ケアしようということになったのですが、どうせ行くなら、気晴らしにな

るかもしれないと、ホームに入所している認知症の人を連れて行きました。その入

所者は認知症がだいぶ進行していて、ときどき訪れる息子の顔もわからず、「どな

たですか？」と言っています。ホームに入所していることも忘れてしまっているの

です。 

 ところが、訪問先で意外なことが起きました。在宅の人とホームの人が会話をは

じめたのです。「私はヨメにいびられている。いつもは押入れに入れられているけ

ど、今日はアンタが来たので出してもらった」と在宅の人が言うと、ホームの入所

者が呼応して「へえ、それは大変だね」。すると在宅の人はまた同じグチを言い、

そのたびにホームの人が「へえ、それは大変だ」。 

しばらくこれを繰り返していましたが、今度は入所者が慰めにかかりました。「大

変だけどね、でもアンタはまだ家に置いてもらっているじゃないか。アタシは老人

ホームに入れられてしまったよ」。ホームのスタッフは驚きました。認知症の症状

が改善されている！ 

 これに気を良くしたスタッフは、この訪問形式を続けることにしました。私は、

スタッフに聞いてみました。在宅訪問に連れて行く入所者を、どのように選ぶのか

と。すると、なんと「その日、最も調子の悪い人を、選りすぐって連れて行く」と

いうことでした。その方が「治療」効果が高いからです。 
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■「ボランティア」としてならデイサービスセンターへ行く 

 大事なことは、「認知症の人に何ができるんだ」と

いった姿勢ではなく、相手がやっているどんな小さ

なことをもボランティアと認め、それを本人に自覚

させることです。どのくらい役に立ったかをみるの

でなく、本人が「私はボランティアをした、人の役

に立った」と自覚できることにこそ、目を向けるの

です。 

 写真は、普通の一軒屋ですが、ここでデイサービスが行われていました。ＮＰＯ

が民家を借りて始めたものです。中に入ると、利用者たちがトレーナーを着て、空

き缶つぶしをやっていました。それを、一人の女性が見学しています。ベレー帽に

水玉模様のワンピース、口紅もつけています。「あの人は誰か」と所長に聞いたら、

この人も利用者の一人だというのです。それにしては、彼女の様子は、明らかに利

用者という雰囲気ではありません。 

 事情を聞いて納得しました。彼女は長い間、学校の教師をしてきたのですが、認

知症が出てきて、ある特別養護老人ホームが運営するデイサービスセンターを利用

することになりました。そこで彼女は「利用者」扱いをされて怒りだし、「私はボ

ランティアですからね」と言い張るのに、職員はそれを無視しました。彼女は「そ

れじゃ私はもう来ません！」と言って、家に引きこもってしまったのです。 

困った地域包括支援センターのスタッフが、あちこちのデイサービスセンターに、

この女性を受け入れるよう依頼しましたが、「ボランティアとして扱ってほしい」

という条件つきなので、全部断られてしまいました。「ボランティア扱い」といっ

ても、利用料はちゃんと払うのだから文句ないではないかと思うのですが、デイサ

ービスセンターはこれに理解を示しませんでした。ようやくこのＮＰＯが、その条

件を呑んで受け入れてくれたというわけです。 

 認知症にやさしいまちは、ただやさしくいたわってくれるだけでなく、認知症の

人にも、人に尽くす機会を提供するまちでなければならないのです。と言っても、

その人に合った「ボランティア」のテーマを見つけるのは、それこそよほどの「や

さしい心」がないと出来ないことかもしれません。デイサービスセンターが、形だ
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けでも利用者を「ボランティア」扱いすることさえ受け入れられないというのです

から、そうたやすいことではないのです。 

 

 

第５章 

認知症になっても豊かな人生を続けたい 
 

■本人は人生をあきらめているわけではない 

 １０ページのマップを改めて眺めてみてください。この認知症の女性は、毎日地

域のあちこちに出かけて行っていますが、要するに、彼女はどうしたいと思ってい

るのか。 

それは、「豊かに生きたい」ということではないでしょうか。今日はゲートボー

ルをしたい、今日はサロンに加わりたい、今日は趣味を楽しみたい…。これでわか

るように、私たちは要介護になっても、（これまでと同じように）豊かに生きたい

と願っているのです。だいぶ要介護度が進んだので、そろそろ「豊かな人生」はあ

きらめようなどとは思っていません。そう思っているのは周囲の人たちなのです。 

 今の福祉は一見、進歩したようですが、福祉のめざすものは反対にレベルが低下

しているのです。今、関係者の頭にある福祉の目標は「安心安全」です。だから徘

徊していて危険だと思えば、ケアマネジャーは施設入所をすすめます。前章で「当

事者主体」を説きましたが、この流れでいけば、福祉のめざすものも、当事者の意

向に従って「安心安全」から｢もっと豊かに｣へレベルアップする必要があるのです。 

 

■「母にこれまでと同じレベルの生活を」 

 釧路市のＣさん（写真）は、母が認知症になった時、こ

れからの母親への関わり方をきょうだいで話し合い、「なる

べくこれまでと同じ生活を続けさせよう」と決めました。

認知症になったから、あれもこれもあきらめて、家の中で
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ひっそり生きていくというのではなく、これまでやってきたことを、これからも続

けられるよう応援しようということです。 

 ふれあいといえば老人会への参加になりますが、認知症の母を迎え入れてもらえ

るのか。そこで副会長の女性が以前、婦人会で母と一緒だったことを思い出し、彼

女に「庇護者役」をお願いすると、「いいわよ、認知症のことは私だけ知っている

ことにして、うまくやるわよ」と引き受けてくれました。 

 母は長い間、調理の仕事をしてきたので、仕事を取られると生きがいを失ってし

まいます。そこで古い知り合いの蕎麦屋のおかみさんに助けを求めると、お客が少

ない時は店の手伝い、立て込んでくると「二階のお掃除をお願いね」と、ストレス

がたまらないようにきめ細かい配慮をしてくれました。 

 母には週何日かデイサービスに行ってもらわなければなりませんが、まだ六十代

の母はこれを受けつけないのではないかと心配し、デイサービスセンターと相談し

た上で、母の場合は「ボランティア活動に行く」という建前にしてもらいました。

重度の利用者の面倒を見てもらおうというわけです。 

 また、母とお付き合いをしていた男性に認知症のことも含めて事実をそのまま打

ち明けたところ、これまで通りにお付き合いしてくれることになりました。 

 このようにして、子どもたちの尽力で、認知症になっても自分らしい生き方がで

きています。これがまさしく「福祉」なのです。既に紹介したクリスティーン・ブ

ライデンさんは、アルツハイマーを発症してから再婚しました。横浜市のグループ

ホームに入所している認知症の男女が再婚したというニュースもあります。認知症

になっても「豊かな人生」を絶対にあきらめない、あきらめさせない―そんな地域

にしたいものです。 

 

■豊かさのダイヤグラムにのせてみたら… 

 認知症の人にも豊かな人生を―と言っても、実際にはどんなことが充足されれば

「豊かな人生」になるのか、はっきりしません。そこで「豊かさのダイヤグラム」

を提案しましょう。 

 生涯学習講座で受講生に「豊かな人生には何が必要だろうか？」と尋ねると、こ

こに示した６項目が必ず出てきます。実際には５０項目ぐらい出てくるのですが、
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整理してみると結局、この６つに集約されるのです。 

 まず経済的に安定していないといけないし、

「はたらく」こと自体、豊かになる一要素だ

と。次いで、健康でなければならない。３番

目に趣味があり、学習も欠かせない。４番目

は家族のだんらんがあり、夫婦関係がうまく

いっていること。５番目は友だち。豊かな人

間関係です。最後は「ボランティア」。人に尽

くす機会があるということです。認知症になっても豊かな人生を続けるということ

は、この６つが満開でないといけないのです。 

 前述の釧路市のＣさんのお母さんについて、豊かさ度をこのダイヤグラムで測っ

てみると、①仕事がある（アルバイト）。③老人会で趣味やスポーツを楽しんでい

るでしょう。④よい家族に恵まれているし、ボーイフレンドもいる。⑤老人会で友

だちづき合いも維持されている。⑥デイサービスセンターでボランティアをしてい

る。 

 というわけで、彼女は①③④⑤⑥が充足されていて、この５つが充足されている

ことが②の健康によい影響を与えているのです。 

 

■ケアプランの前にライフプランを 

 ところが要介護になってケアマネジャーのお世話になると、ストレートに「ケア

プラン」を立てられてしまいます。ケアプランが悪いというのではなく、本人にと

って大事なことは、これからどういうふうに豊かな人生を送ったらいいかという―

つまりライフプランを立てることであり、それを実現するためにどんなケアが必要

なのかを考えるのが順序というものです。 

 そこで図のように、当事者に対してまず住民の側から、本人と一緒にライフプラ

ンを立て、それを後押しするために必要なサービスをケアマネジャーと一緒に考え

る―といった仕組みをつくっていく必要があるのです。このライフプランの立案を

本人と一緒にやってくれるのは誰なのか。地域の介護ボランティアグループか、家

族か。釧路市のＣさんは家族としてやりましたが、認知症サポーターがやることも
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できます。「ライフプランまで私がやりたい」と言っているケアマネジャーもいま

すが、それができればそれもいいでしょう。 

 

 

 

 

 

 

第６章 

生活の中で認知症を見守るには 
 

 それでは、私たちが地域生活をする中で、周囲の認知症の人にどう関わったらい

いのでしょうか。１０ページのマップをもう一度見てください。ここにそのヒント

が詰まっています。 

 

➊グループに入れてあげれば「福祉活動」に 

認知症の人は、自分なりに豊かな生活を送ろうと、いろいろなグループ活動の場

へ出かけて「入れて！」と言っています。地域にはたくさんのグループができてい

て、それらの複数に参加することによって、豊かな生活を享受しようとしているの

です。その豊かな生活のための諸グループが、認知症の人が「入れて！」と来た時、

あたたかく入れてあげれば、それだけで立派な福祉活動になります。もちろん、た

だ受け入れればいいというだけでなく、それなりの受け入れ体制をつくらねばなり

ません。また、グループのメンバーが認知症になった時、すぐさま退会させるので

なく、みんなで支えていくことも大切です。 

 

➋本業や生活の接点で関わればいい 

 自分の生活の場、あるいは本業の場に認知症の人がやって来た時、その人をあた

ライフプラン ケアプラン 当事者   
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たかく迎え入れ、求めていることを充足させてあげること―つまり私たちが地域生

活をしているその場に認知症の人がやって来る、その時に本人が求めていることを

してあげれば、これで認知症の受け入れ体制はかなりできてしまうのです。 

 

下の図を見てください。私たちはこの中のいずれかの組織に所属しています。①

その仲間に認知症の人や認知症の人を抱えた家族がいる可能性があります。また②

その組織の活動現場に認知症の人がやって来る可能性もあります。企業なら、①職

場仲間にいないか、②やって来る顧客にいないか、ということです。小さな円と大

きな円が重なったところが②であり、重なっていない部分が①に相当します。この

②の部分を私たちが怠ると、あらためて認知症対応のボランティアやＮＰＯ活動が

必要になってくるのです。これが大きな円の部分です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この生活や本業の場での活動とは、言い換えれば、認知症の人との「接点で」そ

れぞれがなすべきことをするか、ということでもあります。 

 右のマップをご覧ください。この認

知症の女性は点線のルートを毎日散

歩しているのですが、たまたまそのル

ートに、地元のふれあいサロンのメン

バーがたくさん住んでいるので、この

人たちで連携しながら見守っていま

した。各自が、女性が自宅の前を通っ

家庭 
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企業 
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た時に気をつけて見ていて、気付いたことをサロン開催のときに報告し合っている

のです。 

 

➌支え合いマップで認知症の人の足跡を辿ろう 

「生活、本業の場で」そして「接点で」、認知症の人の見守り体制をどうやってつ

くるのか。まずは支え合いマップを作るといいのです。認知症の人が徘徊している

辺りの地図を用意し、まず徘徊ルートを確認します。そしてそのルートにある家や

店の誰がこの人を見守っているのか―地域内のことをよく知っている主婦などに

集まってもらって聞き出し、それをマップに記入していくのです。そうすると大概、

こちらが心配したほどには危険な状況ではないことが分かってきます。要所要所で、

だれかが見守っているのです。その上で、空白になっている部分に住んでいる人や

店で、頼めば見守ってくれそうな人を探せばいいのです。 

 

➍天性の資質を備えた世話焼きさんをフル活用 

 そんなとき頼りになるのが、世話焼きさんです。生まれつき人のお世話をするこ

とが好きで、困っている人を見つけると気になって仕方がないという人です。調べ

てみたら、人口あたり二割はその資質を備えていることがわかりました。 

 マップをご覧ください。★印の人が世話焼きさんです。この人は、自分の家の前

を通る人を注意して見ています。●印と■印が、認知症の人です。彼女の家の右側

に６人の認知症の人が住んでいて、その何人かが彼女の家の前を通るので、そのた

びに外に出て見守っています。ところが、まわりの住民が彼女を「お節介がすぎる」

として、こんなことはやめなさいとた

しなめているのです。気になるのに、

関わることができないもどかしさで、

彼女はだいぶストレスが溜まってい

ました。なんとももったいない話です。

天性の世話焼きの資質を持った人を、

地域は押しつぶしているのです。 
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➎一人ひとりに庇護者を 

住民の支え合いマップづくりをしている中で、認知症の人の行動パターンを探っ

ていくと、特定の家や店にほとんど毎日のように行っているという事実に気づきま

す。１１ページのマップでは、井上履物店で毎日数時間、ほとんど半日過ごしてい

るというのです。この店がもう一つの自宅と言ってもいい位です。お目当ては店主

の井上さんで、彼女をとても頼りにしています。昼食の弁当は毎日井上さんが作っ

てくれるし、「お財布がなくなった」と言えば井上さんが一緒に探してくれます。

この井上さんが、前項で述べた世話焼きさんですが、認知症の女性の庇護者役を担

っているのです。 

次のマップも一人の認知症の女性の散歩ルートですが、散歩に出かける前にまず

お隣の家で半日過ごしていました。この家の主が、彼女にとっての庇護者でした（写

真・右が認知症の人で、左が庇護者の女性）。釧路市のＣさんが母親を老人会へ参

加させようとしたとき、母の昔の友だちに託したわけですが、この友だちも庇護者

と言えるでしょう。認知症に限りませんが、ハンディキャップを抱えた人を地域グ

ループに加入させる時は、そのグループに庇護者を一人確保する必要があります。 

むろん親をグループに参加させようとするとき、認知症のことを説明し、メンバ

ーに理解を求めるわけでしょうが、残念ながら今の日本社会では、この程度の「説

明」で理解がすすむことは期待できません。だから当人のガード役がどうしても必

要なのです。 
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第７章 

家族介護をひらく 

 

■認知症を介護しているのは、なぜか末っ子 

 認知症の人の第一の庇護者はもちろん家族ですが、この家族のあり方が本人の運

命に大きく影響しているようです。 

 本人から見れば家族の中に庇護者はおらず、「散歩」しながら自分にピッタリの

庇護者を探し出している人を数多く知っています。家族を「こわい」存在だと感じ

ているケースも少なくありません。むろん家族からすれば、本人のことを心配して

いるからこそ「こわく」せざるを得ない場合もあるわけです。 

 研究のため全国各地の認知症の人を訪ね歩いていたとき、おもしろいことに気付

きました。認知症の母を介護しているのは、「末っ子」である場合が多いようなの

です。別に本格的な調査をしたわけではないので、もしかしたら正しくないかも知

れませんが、私共のまわりでは、この傾向が強いようです。国の補助事業として、

認知症の人を地域でどう支えるかを研究する委員会に加わったこともありますが、

認知症の親を介護した経験のある委員に聞いたら、やはり末っ子ということでした。 

なぜ末っ子なのだろうかと皆で話し合った結果、長女は親に近すぎるため、つい

「しっかりしてよ！」と言いたくなる。一方末っ子は、幼い頃から少し距離を置い

て育てられたため、親にもおおらかに対処できるのではないかということになりま

した。その点で、認知症の人からすれば安らげる相手ということになるわけです。 

こうした見方が正しいかどうかの判断は脇に置いて、とにかく親にとってだれと

一緒に住むのがいいのかを、本人の立場から考えてあげる必要はありそうです。 

 

■認知症の問題をオープンにし、助けを求める積極姿勢 

 埼玉県春日部市の高畑冨美子さん（写真右）も認知症の実母を介護してきました

が（彼女もやはり末っ子でした）、彼女は母を引き取った当初は、「なにしろ実の親

子なのだから、気心は知れているし、介護もそう難しくはないのでは」と考えてい
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たのですが、いざ始めてみると予想とは大違い。ちょっと目を

離すと「外出」してしまう母のために、夜も眠れなくなりまし

た。これでは倒れてしまうと、彼女は地域に助けてもらうこと

にしました。 

 懇意にしているクリーニング店に張り紙をさせてもらって

「ボランティア」を募集しました。「母と一緒に徘徊してくれる

ボランティア」、「母と花札をしてときどき負けてくれるボランティア」など。どの

人をボランティアとしてお願いするかは、母自身に決めさせました。 

 それだけではなく、以前、カウンセリングを学んだときの仲間にときどき来ても

らって、冨美子さん自身のストレス対策要員になってもらいました。近くの親友Ｓ

子さんには、母を一日預かってくれるボランティアをしてもらうなどして、むずか

しい介護生活を無事乗り切ったのです。 

 地域に助けを求めるためには、肉親が認知症であることをオープンにしなければ

なりません。オープンにすればいろいろ陰口もたたかれるし、面と向かって暴言を

吐かれることもあるかもしれません。「だから私は親のことをまわりには言わない

のですよ」と言う家族も少なくありません。認知症への理解がもっと進めば…とい

う考え方と、むしろオープンにすることで、理解を深めさせるという考え方があり

ます。 

 

■本人というより「家族のための庇護者」も必要 

 １２ページの北川さんのように、思い切ってオープンにしてみたら、たくさんの

人から支援をいただけるようになったというケースもあります。はじめは公表する

ことを渋ったのですが、町内会長に背中を押されて母親の写真入りのチラシを配り

歩いたら、ご町内の人から「いま家の前を通ったよ」などと電話がかかってくるよ

うになったということです。 

 この町内会長のように、家族が地域にひらいていく

のを後押ししてくれる人がいると、大変うまくいくよ

うです。本人の庇護者というより、家族のための庇護

者です。 
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第８章 

認知症サポーターの役割 

 全国で認知症サポーターの育成が盛んに行われています。すでに相当数のサポー

ターが誕生しています。彼らに期待されていることは、市町村によってまちまちで

しょう。 

 ここでは、いわゆる「認知症サポーター」ではなく、本書が示唆するような「認

知症にやさしいまち」をつくり上げていくための要員と考えることにします。これ

から提示する事柄の全部を一人でやるということではなく、それぞれがこの中ので

き得ることをやればいいのです。国の補助事業で「生活・介護サポーター」の育成

も行われていますが、この人たちも「要員」の一人になっていいのではないでしょ

うか。 

 とにかく認知症の人たちが心安らかに、しかも豊かに生きるのを支援するために

住民（有志）はどんなことができるのか並べてみましょう。 

 

➊認知症の人の豊かな生活設計を手伝う「ライフデザイナー」 

 既に述べたように、認知症で要介護になるとケアマネジャーの出番になりますが、

そうすると早速、ケアプランづくりになってしまいます。ケアマネジャーは地域に

どれほどの福祉力があるのかわかりませんから、該当するサービスがあるかないか

を調べるだけです。さしあたり該当するサービス項目がなければ、それで終わり。

しかし、その段階でも本人には「豊かに生きる」という課題があるのです。だから

ケアマネジャーが入る前に、まずライフプランづくりの手伝いをする人材が必要で

す。 

 ２０ページの釧路市のＣさんのように、家族できちんとライフプランが立てられ

ればいいのですが、そうでない場合は、「豊かな生活」なんて思いも及ばないとい

った環境に置かれることが少なくありません。 

 だから、「サポーター」はライフデザインの知識も持つことにして、家族から（ま

ずケアマネジャーに、ではなく）まず「サポーター」の方へライフデザイン支援の
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要請が来るような仕組みができるといいのです。 

 東京・府中市の島村八重子さんがリーダーシップをとって「マイケアプラン」普

及運動が展開されています。ケアプランは本人や家族がつくってもいいのだという

考え方で、正しくは「ライフプラン」ということになるでしょ

う。その豊かな生活をサポートするためのケアプランが、その

後に続くというのが正論です。というわけで島村さんたちもラ

イフプラン立案のマニュアルを作り、普及させています。 

 図を見てください。これがライフプランとケアプランを統合

させたシートです。これを本人と家族と住民有志（サポーター）

とケアマネジャーの四者が一緒につくると理想的なのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➋グループに「入れさせ屋」さん 

 認知症の人が豊かに生きる手っ取り早い方法の一つは、地域グループに受け入れ

られることです。人々は豊かさを実現するために、地域の複数のグループに所属し

ています。宗教関係のグループ、趣味グループ、スポーツや健康づくりグループ、

生協やＪＡ、婦人会、老人会、ふれあいサロンや井戸端会議などもたくさんありま

す。これらのグループが認知症の人も受け入れてくれれば、一挙に目標が実現する

のです。 

 釧路市のＣさんの場合は、母親を老人クラブに入会させようとしたとき、副会長

で、以前母親と一緒に婦人会をやっていた人の協力を得ました。リーダーが理解が

① 

② 

③ 

豊かな生活への本人の努力目標 

豊かな生活への支援課題（住民の役割） 

 豊かな生活をサポートする 
サービス課題 

（これがケアプランに） 
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あれば、うまくいくのですから、それにはだれかがリーダーを説得する必要があり

ます。「この方は認知症ですが、おたくのグループに入れてもらえませんか？」。入

れさせ屋さんと私は呼んでいます。ケアマネジャーが説得役を引き受けて、ふれあ

いサロンに要介護者が受け入れられたというケースもあります。 

 静岡県の中村真理さん（写真左）は、朗読グループの

リーダーをしていましたが、知り合いの全盲の女性がコ

ーラスグループに入りたいと言うので、グループを説得

しに行きました。ガイド役などが必要なため、初めはグ

ループはしり込みしたのですが、「私も一緒に入会し、

ガイド役をやりますから」と言って受け入れさせました。 

 しばらくは自らがガイド役をつとめながら、少しずつ他のメンバーにも手伝わせ、

慣れてきた頃、「あとは（皆さんで）お願いね」と言ってやめていきました。この

方法で、複数の障害者を趣味グループに加入させることに成功したのです。 

 入れさせ屋さんは、ただグループに受け入れさせるだけでなく、受け入れの環境

や条件を整備していく必要があります。介助の仕方を教えたり、介助人を派遣する

とか、移送グループを付けるとか。 

 

➌認知症の人が参加するグループ内に庇護者を 

 グループにただ受け入れてもらっただけでは安心できません。まだまだ認知症に

理解のないわが国では、グループ内に庇護者を確保しなければなりません。釧路市

のＣさんの場合、老人会だけでなく、アルバイトでも庇護者がついていました。 

 長野県須坂市で駒沢貞弘さん（写真左）が主催するふれあいサロンでは、２人が

認知症らしい行動をするようになって、メンバーが迷惑顔をするようになりました。

そこで彼は、「我々のグループは、非常識の会

とする」と宣言したのです。メンバーがどんな

に奇異な行動をとっても、だれも笑わず、自然

に受け入れようという呼びかけです。このサロ

ンでは、リーダーの駒沢さん自身が庇護者役に

なっていたのです。 
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 この庇護者役がずばり「サポーター」と考えてもいいのです。 

 

➍サービスの枠外対応サポーター 

 介護保険制度が始まって、たしかにサービスは充実したのですが、そのために住

民が要介護者から手を引くという現象が起きています。デイサービスを利用した人

は、もうふれあいサロンから排除されています。排除するつもりはなくても、「ウ

チは元気な人の集まりなんですよ」と、事実上排除した格好になっているのです。 

 困るのは、サービスが入ったおかげで、本人の「枠外のニーズ」がプロにも住民

にも受け止められないままに放置されているという点です。この枠外ニーズに取り

組む「サポーター」が求められています。 

 これにはまず、「介護保険サービスを受けたからといって、その人から手を離し

てはいけない」という考え方を地域（有志）の間に広めていかねばなりません。ケ

アマネジャーやヘルパー、老人ホームやデイサービスセンターのスタッフも、「素

人はもう関わらないで！」などと言わないことです。 

 この場合、サポーターになるべきは、一般住民だけでなく、ケアマネジャーや施

設職員もです。プロのサービススタッフであると同時に、自分たちで対応できない

枠外のニーズを一般住民に働きかけて対応する役割も担っていいはずです。介護保

険制度になってから、それらの人たちがビジネス活動をやっているといった感覚が

強く、求められていない部分には全く興味を示さない人がほとんどです。企業だっ

て「顧客サービス」として、契約外のこともやっているではないですか。 

 デイサービスセンターは、利用者がセンターに来ない日（これがほとんどなので

すが）、どのように充実した生活を送ったらいいのか、そのためにどんなサポート

が必要かを一緒に考え、地域に協力を求めていってもいいはずです。業務が忙しく

てそれが無理というのなら、地域住民に協力を求めるべきです。デイサービスセン

ターがもしボランティアを募集するとしたら、デイサービスの補助的なことを住民

にやらせるより、枠外ニーズの対応をしてもらうべきです。 

 

➎施設入所者に地域復帰サポーター 

 身寄りのないＴ子さんはアパート住まいでしたが、認知症がすすんだので老人ホ
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ームに入りました。アパートの大家さんが親切な人で、彼女の部屋には誰も入居さ

せず、空き室にしておきました。しばらくして、大家さんとその仲間の人たちが、

彼女を（元のアパートに）里帰りさせてあげようということになりました。なつか

しいアパートに戻った彼女は、そこに居合わせた面々の名前を全部言い当てて、皆

をビックリさせました。 

 老人ホームに入所したら、もう一生自宅はおろか地域（里）にも戻れないという

ことが本人を意気消沈させているのではないでしょうか。ときどきでもいいから、

里帰りができる、故郷のふれあいサロンに参加させてもらえるとなると、だいぶ違

ってきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上のマップを見てください。住民と一緒に支え合いマップを作っていたら、これ

だけの施設入所者が見つかりました。参加した住民たちは、初めは「この人たちは

もう施設に入っちゃった」、だからそのまま施設で暮らし続けるものだと思い込ん

でいました。ところが私が「どなたか、里帰りしている人がいるのでは？ 自宅に

帰ってしまった人もいるのでは？」とていねいに聞いていったら、この通り、該当

する人が見つかったのです。地域によっては、ふれあいサロンを開くたびに施設に

入所した人を呼び寄せている所もあります。 

 こうした働きかけを施設側と家族、地域グループに対して行っていく「サポータ

ー」がいてもいいはずです。 

 



 34 

➏支え合いマップで天性の「サポーター」さがし 

 認知症サポーターは、生活の中で認知症の人に出会ったら気をつけてあげようと

いうのでしょうが、じつは地域では、それを生活の中でさりげなく実行している人

がいるものです。 

 それを把握するために私は支え合いマップづくりを提案しています。認知症の人

の「散歩」ルートに住んでいる人たち数名に集まってもらい、どのルートを歩いて

いるかを調べるのです。同時にその人を接点で見守ったり、面倒みたりしている人

はいないか、本人が立ち寄ったり、長時間過ごしている家や商店はないのかも探し

ます。たいていの人は自宅の周辺数十世帯のことしかわからないので、情報がつか

みにくい辺りは、そこに住んでいる人たちにも聴取する必要があります。 

 次のマップを見てください。Ｙ男さんの母が認知症になり、毎日のように「散歩」

しているので、皆で支え合いマップをつくったものです。「ときどきお茶のみに行

く」「半日来ている」―この二人が、本人に見込まれた人でしょう。彼女は寺社が

好きで、近くのお寺や稲荷にも参拝しており、その際、声をかけてくれる人がいま

した。通りでもいくつかの商店が見守ってくれているし、「お母さんが歩いている

よ」とＹ男さんに連絡してくれる人もいます。Ｙ男さんが心配するほど「危ない」

状況ではなく、結構、住民に見守られながら散歩していることがわかりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本来「サポーター」というのは、生活の接点で、しかも本人に見込まれた人たち

がすでに実行しているのであって、その人たちにあともう一歩だけ踏み出してもら
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う―たとえば今まではただ見守るだけだったのを、家族に連絡したり、必要に応じ

て手助けをしてくれるようになることを期待すればそれでいいのです。 

 むろん養成講座を受ければそれだけ認知症に関する知識も増すので、こうした

「天然のサポーター」たちを発掘して、その活動をバックアップするといいかもし

れません。 

 

➐認知症への無理解の「現場」に顔を出す 

 １１ページのマップに登場する井上履物店の店主・井上さんも認知症の人に見込

まれた庇護者で、認知症の女性のために毎日弁当を作ってあげたり、店内で自然発

生的に開かれているサロンに受け入れたり、「お財布がなくなった！」と来たら探

してあげたりしていますが、もう一つ、地域の人に理解してもらえず苦しんでいる

時に、そこへ出かけて行って「この人は認知症でこういう状態なので、どうかご理

解を」と説明してあげることもしていました。認知症の人はだれでもそうした「無

理解」の環境に置かれています。この悩みを解決してあげることこそが「サポータ

ー」の役割であるはずです。 

 先日もある自治会のメンバーとマップを作っていたら、皆が口々に言い出しまし

た。「この家とこの家に上がってくるんだよ。困るね」とか、「このあたりを歩いて

いるんだけど、危なくてね」。 

 ところがその場に、認知症の人の娘さんがいたのです。彼女は暗い表情で、こう

つぶやきました。「だから私は母のことをまわりに言わないようにしているんです

よ」。こんな無理解な地域に母をゆだねるわけにはいかない、というのです。もっ

ともな話です。 

 こういう時にこそ、「認知症サポーター」の出番なのですが、そうした「現場」

にサポーターが「出動」しているという話はあまり聞きません。支え合いマップを

作っていると、ほとんどの地区にこうした「認知症への無理解」が表面に現れたケ

ースが見られます。刑事ではありませんが、サポーターはもっとこうした「現場」

に出動すべきではないでしょうか。 
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➑介護家族に「寄り添い」 

 いちばん大変なのは、認知症の肉親を抱えた家族です。家族にも庇護者が付けら

れるべきだと言いましたが、役割はかなり広範囲に渡ることになります。家族のス

トレス対策をどう講じるか、そのためにどのような支援が必要か、地域グループに

加入するように勧めるかなど。いろいろ地域の支えが必要ですが、（２７ページの

高畑さんがやっていたように）ボランティアを募集し、上手に活用するあたりも家

族に代わってやってあげる必要があります。認知症の人を地域にどのようにオープ

ンにするか、どのように理解を求めるか―などを計画的にすすめていかねばなりま

せん。本人が何か事件を起こしてしまった時（例えばスーパーなどでお金を払わず

に商品を持って来てしまうとか）、どのようにおさめていくか。サービス機関との

調整も必要ですし、本人と家族双方のライフデザインを立案する手伝いもしていい

でしょう。 

 とにかく、家族が要介護になり、さまざまな衝突や葛藤が生まれた時に、家の中

に他人が入ることで、それを解決する力になれるだけでなく、そういう衝突・葛藤

を生まないようにするためにも役立つはずです。 

 

➒認知症の人のボランティア活動を応援 

認知症の人を豊かさダイヤグラムにのせてみたとき、一番欠けていると思われる

のは「ボランティア」の項目です。私たちは、要介護の人をイメージするとすぐに、

だれかのケアを受ける存在だと考えてしまいます。ところが本人にしてみたら、い

ちばん充足させたいと願っているのがこの「ボランティア」の部分なのです。老人

ホームの職員向けの研修で、特定の入所者の豊かさダイヤグラムを書くように指示

したら、受講生の一人から質問が出ました。「この『ボランティア』というのは、

当人が『される』ということですよね？」―そこで私が「とんでも

ない、要介護の入所者がボランティアをすることですよ」と言うと、

首をかしげていました。「あの先生は、何を言っているのか…」わけ

がわからないというのです。 

本人の自宅でも、利用しているグループでも、利用しているデイ

サービスセンターや老人ホームでも、とにかくそこでどのようなボ

ボランティアをした本人に治療効果がある。 

これを「ボランティア・セラピー」と命名 
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ランティアができるのかを考え、家族やグループ、施設職員にその実行を促してい

くことに特化したサポーターがどうしても必要です。まず必要な作業は、本人が自

覚せずに実行していることを掘り起こすことです。認知症の人がボランティアなん

てできるはずがない、などと思っていたら、その作業はうまくいきません。人間は

だれかの役に立っているものです。そう信じて、本人の行為のすべてを「ボランテ

ィア」という観点から見直してみるのです。 

その前に、デイサービスセンターや老人ホームなど、要援護者にサービスを提供

する機関に、当事者もボランティアをしたがっているのだということを知らしめる

必要があります。すでに紹介したとおり、「私はボランティアとして（デイサービ

スセンターに）行きたい」という認知症の人を、地域のどのデイサービスセンター

も受け入れなかったという話がありますが、そのような固い発想を崩していかねば

なりません。 

「私はヨメのためにデイサービスセンターに行っているのですよ」という女性の声

を尊重して、たとえば月に一回、または年に一回でもいいから、家族をセンターに

呼んで、（センターに通うことを承知した）親に感謝するイベントを開いたらどう

でしょう。「さあ、今日は皆さんに家族の方々が感謝する日ですよ」とでも言われ

れば、少しは気持ちが安らぐというというものです。 

 

➓セルフヘルプのサポート 

 第３章で取り上げたように、福祉は基本的には当事者自身が自分の問題を評価し、

対処方法を考え、必要な福祉資源を発掘、活用していくものです。そのいっかんと

して、同じ認知症の仲間とグループをつくり、今のようなことが効果的にできるよ

うに助け合っていくのです。 

 最近は、認知症本人の会もできました。これには健常者のサポートが欠かせませ

ん。家族の会づくりも支援しなければなりません。家族を介護している人は毎日の

介護に忙殺されてグループの運営まで手が回りません。そんなときは親を看取り終

わったＯＢの出番かもしれません。 

 認知症の人が自分の心のうちを一般社会に公表し、認知症の実態を知ってもらう

ために、本人から聴取し、まとめ、あるいは本人たちが語る場を設けるなどのサポ
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ートもできます。本人の意を受けて、社会に具体的な要求・提言をしていく仕事も

あります。 

 認知症の人のための福祉が、認知症本人の意思にしたがって推し進められるのを

サポートすることができれば、「サポーター」が果たせる役割は極めて大きなもの

になるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


