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平成３０年度 第３回磐田市介護保険運営協議会 会議録 

開催日時   ：平成３１年１月１０日（木）午後１時３０分～３時３０分 

場 所    ：iプラザ２階 ふれあい交流室１・２ 

出席者       ：委員１２名  欠席４名 

相談員       ：相談員２名 

傍聴者       ：なし 

１．開会 

２．あいさつ 

３．議事 

（１）磐田市地域包括支援センターの機能強化と磐田市北部地域包括支援センターの名称 

変更について 

    磐田市地域包括支援センターの機能強化と磐田市北部地域包括支援センターの名

称変更について、事務局より説明。 

 ＜質疑応答＞ 

委 員：今、人員配置の中で、６，０００人以下は３名で、８，０００人くらいなると５

名という形になっているというような話があったわけですが、この中で、北部地

域については、この表を見ると１万２５１人となっているが、年々これからも増

えていくというようなことを考えると、５名で対応って、範囲も広いもんでね、

その辺は対応できるのかどうかというところがちょっと懸念されますけれども。

もちろんうちのところの中泉地区も、もう年々増えているというような状況であ

りますので、その辺を含めて、もう少し、そういうような強化をしていくという

中において、その辺のところの実態を把握しながら進めてもらいたいなというふ

うに私、思うんですが、その辺、どうですか。 

事 務 局：ありがとうございます。 

今回の５名という配置についてですけれども、今回は３１年から３３年までの

人員配置として考えております。今後の高齢者人口を見据えて、また、それ以降

の人員強化のほうも３４年以降、改めて現状を見ながら、現状に合わせて人員配

置の方向で進めていきたいと考えております。 
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委 員：この表を見ると、２４年から２９年で一気に１１倍と。この認知症なんかの問題

もそうなんだけれども、これからこの５年というのはもっとスピードが速くなる

んじゃないかなというふうに思うわけだもんだから、今のうちからその体制をや

はり考えておく必要があるかなというようなのが１つ。その辺のところの実態を

行政としてどのように把握し、ただ、統計的な数字だけじゃなくて、実態の把握

をこれちゃんとしてもらって、そういうようなこと。 

いわゆる、今、包括でも中泉地区なんかを聞いていると、月に相談支援が２，

０００件ぐらいあると、こういうようなことで、もちろんダブる人もいるわけだ

けれども、そういうようなところで、実際そういったところに対応できていける

のかどうかとなると、やはりその辺のところを含めて検討されていただければと

いうふうに私は思っています。 

（２）磐田市地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について 

     磐田市地域包括支援センター介護予防支援の一部委託について、事務局より説

明。 

＜質疑応答＞ 

  なし 

４．市地域ケア会議 

テーマ 高齢者・障がい者支援を考える 

～誰もが住みなれた地域で安心して暮らせる地域共生社会の実現を目指して～ 

事 務 局：本日の地域ケア会議の資料になっております、そちらをご覧ください。 

着席させていただきます。 

テーマとして、今回、「高齢者、障がい者を考える～誰もが住みなれた地域で安

心して暮らせる地域共生社会の実現を目指して～」というテーマにさせていただ

いております。 

現状分析としましては、先ほどの地域包括支援センターの状況でもありました

とおり、困難化するケースがある中、２７年から２９年に実施された地域ケア会

議のテーマでは、９８件のうち障害との関連のある事例が２７件となっておりま

す。認知症高齢者も増加しております。 

そして、障がい者との複合家族として、経済・家族問題としては、２４年から

２９年にかけて１．５倍というような状況になっております。 

障がい者相談支援センターの状況としましても、相談件数が２９年度は８，２
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６２件ということで、２５年から２９年にかけても１．４６倍の推移となってお

ります。 

障がい者手帳の所持者は、以下のようになっておりますが、６５歳以下の障が

い者の方との複合の方になりますが、手帳の所持としては以下のようになってお

ります。 

裏面をご覧ください。 

地域ケア会議の事例としまして、３つ紹介させていただきます。 

認知症と精神障害を持つ高齢夫婦の事例になります。 

認知症の夫８３歳と精神障害のある妻８２歳の高齢者世帯で、娘２人が市外に

在住し、支援はしていますが、夫婦と近隣とのトラブルや警察の介入等の困難さ

が継続しています。夫が近所の畑に入る、妻が、「近隣の女性は自分の家の物を盗

む」などの妄想を近隣に言いふらし、トラブルが絶えませんでした。近隣の方に

娘が謝罪し、近隣の方からの苦情の相談に市が対応し、本人の拒否が強く、介護

サービスに結びつかない状況の中で、娘も毎日、市外から両親宅に通い、何とか

落ち着いている事例です。いつまでトラブルになるかわからない状況ではありま

すが、近隣からは、「かかわらないようにしている」との言葉があり、「何かあっ

たら市や家族や警察に言えばいい」というような対応の理解をしていただいては

いる状況ではありますが、本当の障害の理解、支援の理解には至っていない状況

で、娘が毎日通っている、通わざるを得ない現状で、助けてもらうところがない

というような状況が続いています。 

事例２としまして、知的障害のある男女の生活や行動による近所トラブルの事

例になります。 

知的障害の高齢男性７４歳と知的障害の女性５４歳が同居している例です。社

協の日常生活自立支援事業で金銭管理に伴う生活指導は受けていますが、大声を

出す、これは２人の声が大きいもので、ただ話しているだけの状態なんですが、

はたからすると、知らない方からすると、「大声を出す」というふうに言われてい

ます。大声を出す、車の中をのぞく、子供に声をかけるなどの近隣とのトラブル

が続き、アパートからの退去を求められています。地域ケア会議の中で、実際ト

ラブルのある近隣の方からは、「顔も見たくない」「何かあったらどうする」「障害

があるからということで許されるなら、自分たちはどうすればいいのか」などの

言葉があり、直接かかわりのない方からも、「みんなで力を合わせて退去してもら

えばどうか」などの話になりました。 

会議の後、障がい者相談支援センターもかわっていき、何度か話し合いもして

いる中で、地域の方から、「自分の心の狭さが情けない。でもどうしようもないん

だ」という苦しい気持ちも聞かせていただいている現状です。今、本当に本人に

とっていい状況について専門職と検討していきながら、今後についても対応をし
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ていく予定です。 

３点目としまして、精神障害と思われる男性７０歳と要支援の同居の姉８１歳

の近所トラブルです。 

精神障害が疑われるけれども受診ができない状況で、騒音やのぞく、卑わいな

言葉を叫ぶなど、近所トラブルが続きました。地域ケア会議の中では、近隣の方

は怒りに震えるほどという状況で、参加した姉に対しても、「出ていってほしい」

「自分たちの人権はどうなる」というような言葉も聞かれました。 

会議後、専門職が受診の方向を検討し、準備を進めてきました。その後、姉に

対する暴力で事件になり拘留されましたが、会議に警察も入っていただいたこと

で警察の理解も得られたこともあり、拘留後、警察の支援もあり、受診に結びつ

きました。トラブルも落ち着いたこともありますが、近隣の方からは、「みんなが

かかわってくれることで安心したし心強い」「どこへ相談すればいいかもわかって

きた。それがよかった」というような言葉も聞かれました。 

最後に、地域ケア会議以外での事例になりますが、早期にかかわった好事例に

なります。 

８０歳代の高齢の父と５０歳代の息子の同居世帯で、息子は父の年金で暮らし

ていましたが、父が末期がんで他界しました。他界前に専門職が息子の今後を心

配し、訪問診療の実施。訪問看護の看護師が早期に地域包括支援センターに連絡

し、そこから福祉課の障害福祉サービスの手続や就労支援に結びつけることがで

きました。 

このような事例が地域ケア会議などで行われています。 

以上です。 

相 談 員： 私は、今、福田の事業所でありますが、障がい者の計画相談というのが始まっ 

て、今、全員に自分たちのような計画相談という形で相談員がついている形に

なっていますが、福田の事業所で計画相談の仕事をしております。大方の対象

の方は、生活介護という事業所を利用されている、主に知的障害の方が多いか

なと思いますが、中には重心という両方を、身体とあわせ持ったような方もい

ますが、そのような方を主体として、また、あと外部の方も２００名近くの方

の計画相談をやっております。 

そうした中で、ざっと年代別に分けてみたんですが、やはり３０代、４０代の

方が多くを占めていまして、そういった方の御両親というのは７０代とかに突入

されていくという形で、次第に介護の状態になっているような方もいて、これか

ら大きな課題になってくるかなというのがちょっと先の課題になっているような

ところが見えています。 

今までやってきた中で、ざっとちょっと事例を振り返ってみたんですが、親御



5

さんにやはり知的障害のお子さんがいて、親御さんに要支援とか要介護というの

がついているという方が、ざっと挙げても１０例以上、今までやってきた中に挙

がっているんですが、親御さんの高齢の問題は自分たちが専門ではないので、本

当に最初のころは戸惑いがあって、「どうしたもんかな」と自分たちで悩むだけで

したが、次第にやはり介護保険というか、包括さんとかケアマネさんとの連携を、

「このときはここに相談すればいいんだ」という中で、「ちょっとこういう方がい

るんですけれども、一緒に行ってくれませんか」というあたりでだんだんにつな

がっていって、今では、ちょっと顔の見える連携というのが次第にとれるように

なって、本当にそこは自分たちにとっても大きな相談の場所であるし、ちょっと

したことも、「あっ、介護保険ってこういうことができるんだ」とか、目の前でそ

ういう改善がされていくのを見ながら、「よかったな」という、そういった感想を

持ったりとかという中で連携をとりながらやっています。 

相 談 員：当院は福田地区のほうで入院、外来のほうを対応しておりまして、その窓口を

しております相談員になっております。介護保険とのかかわりは、いろいろな症状

の方いらっしゃるんですが、高齢の方で磐田地区でも御自宅でなかなか問題行動に

家族の方が対応できずということとか施設のほうでも対応できないということで、

当院のほうに御相談あるケースが以前よりかなり増えてきているのではないかな

という印象があります。 

また、精神障害を持っていらっしゃる方が高齢化をしてきまして、介護保険へ

移行するとか、あと、最近では高次機能障害で介護保険の認定を受けて、障害の

サービスと併用してケアマネさんが両方のサービスの計画を立てるということで、

かなりの数、磐田市外でもいろいろ計画を立てにくいとかというお話をよく聞き

ますので、病院としても、介護保険の変化とかをよく理解しながら窓口で対応し

ている状況になっております。 

こちらにも精神障害の方の主な特性ということで書かれていますけれども、日

常生活に全体的に支援の必要な方もいますけれども、一部援助で十分在宅で生活

できる方がたくさんいらっしゃいますので、地域の御理解をいただいて、在宅復

帰を目指して、その支援を行っていきたいと思っております。 

今日はよろしくお願いいたします。 

事 務 局： 私からは、皆様のお手元にお配りをさせてもらったんですけれども、障害の特

性について、委員の皆様につきましては十分御承知かなというふうに思いますが、

改めて少し御説明させていただきます。よろしくお願いいたします。 

では、お手元に資料を少し御準備いただいてよろしいでしょうか。よろしいで
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すかね。 

障害は、大きな分類としては、身体障害、知的障害、精神障害の３種類に分類

をされます。 

では、それぞれの障害の特性について、簡単ですが説明をさせていただきます。 

まず、初めに知的障害についてです。 

知的障害とは、生活や学習面であらわれる部分的な働きや発達が同年齢の人と

比べるゆっくりしているということを言います。どちらかといいますと、外見か

らは少しわかりづらい障害であるかなというふうに思います。発語がなく、言葉

ですね、言葉がなく身の回りの全面的な支援が必要な重度の方から、社会生活を

送れる軽度の人まで、障害のあらわれ方はさまざまな違いがあります。 

主な特性としては、複雑な話であったりとか抽象的な事柄を理解することが苦

手ということであったり、計算することや文字を書いたり、文章を読んだりする

ということが非常に苦手という部分があるかなというふうに思います。あと、自

分の気持ちや考えを言葉として相手に伝えるということが非常に苦手の方が多い

かなというふうに思います。 

それ以外のところとしては、急な予定変更であったりとっさの状況判断、あと

は見通しを持って考えたり行動をするということが非常に苦手といった、このよ

うな特性を持った方が非常に多いかなというふうに思います。 

次に、精神障害についてです。 

精神疾患のために日常生活や社会生活がしづらくなることを言います。多くの

場合、適切な治療を受けることで病状が安定し回復に向かいますが、症状が残っ

たり再発したりするということもあります。外見からは非常にわかりにくい障害

で、障害の特性も非常にさまざまということになります。ストレスや生活環境な

どの何かしらの原因によって脳内の神経の情報を伝達する物質のバランスが崩れ

ることによって引き起こされているほか、アルコール中毒や薬物中毒などが原因

による場合もあります。 

主な特性としては、対人関係やコミュニケーションをとることが非常に苦手の

方が多いかなというふうに思います。気分が落ち込みやすく、何事にもやる気が

出なかったり、疲れやすいという傾向の方も非常に多いかなというふうに思いま

す。あと、物事に柔軟に対応することが苦手で、ストレスに弱く、精神的な少し

疲れやすい傾向の方が多いかなというふうに思います。 

次に、身体障害についてです。 

こちらは、先天的あるいは後天的な理由で身体的な機能の一部に障害を生じて

いる状態を言います。大きく視覚障害、聴覚障害、音声機能障害、内部障害、肢

体不自由の５種類に分類をされているということになります。 

以上、簡単ですが障害のそれぞれの特性について少し補足ということで説明を
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させていただきました。あと、皆様の参考として資料の裏面に障害関連の主なサ

ービスをまとめたものを掲載させていただきました。障害の主なサービスについ

ては、障害者総合支援法に基づいてサービスのほうを提供されています。訪問系

サービス、日中活動支援、居住支援の体系になっておりまして、サービスの種類

については、おおむね介護保険と同様のものがあるということで御理解をいただ

ければいいかなというふうに思います。 

あと、資料のほうとしては、サービスの内容については若干違いはあるかなと

いうふうに思いますが、少し皆様に御理解していただくために、介護保険のサー

ビスを当てはめると、この形が当てはまるかなということで表にしましたので、

またお時間のあるときに読んでいただいて、今後の参考にしてもらえたら思いま

す。 

以上になります。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。 

委 員： 私は、今、シニアクラブと言っていますが、老人クラブの関係でここへ出させて

いただいておりますけれども、老人クラブの今現在取り組んでいます方向は、新

地域支援事業への推進ということで、老人クラブの活動そのものが、もう新地域

支援事業そのものであるという考え方に立って現在進めておりますので、その関

係で、地域包括ケアシステムの中にも老人クラブが期待をされているように思い

ます。 

今、お話の中で、共生社会ということ、あるいは地域社会における皆さん方と

の支え合いの関係になるわけですけれども、今、高齢者福祉も含めて一番問題に

なっていることは、家族崩壊と地域崩壊です。家族崩壊している家族と世代家族

では全く高齢者に対する扱いが違いますもんですから、本当に家族崩壊している

方にとっては気の毒だなということをつくづく思いますけれども、まずそれが１

つと。 

それから、地域崩壊で、皆さん知っていますように、地域社会において、「面倒

なこんなのはやめちゃえ」ということで地域文化をやめさせたり、あるいは「や

はりやりたかないで、そんなものやめちゃえ」とか、「他人の面倒見たかないで」

というようなね、中には「支え合いなんかしたかない」というのもいたりします

ものですから、もう本当に地域社会がまとまっていくのかどうかと、とても心配

しているわけです。 

今、ここに出ているように、共生社会の実現ということでみんなで支え合うと

いうんですけれども、みんなのことを考えない人が大変多いですよね。ですから、

いわゆる自己中心。自分だけよけりゃいいという、他人はどうなってもいいとい

う考え方がとても強いものですからね、これをどうしていくかという問題はとて

も大きな問題だと思うんです。 
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ここにもいろいろ事例があったわけなんですけれども、地域トラブルの関係な

んですけれども、個々に自己主張が強いもんですから、隣の人とけんかしている。

それでお互いが横を向いていると、そういう方は随分いるんですね。私の地域の

中で見ていっても、いわゆる人権問題にかかわるようなこともいっぱいあるわけ

ですよ。もう学校なんかでいじめの問題なんかを言っていますけれども、そんな

もんじゃないですよ、地域社会は。 

ですから、このことをどのように解決していくかということはとても難しい問

題なんですけれども、私のところにもう２０年来、村八分があります。それはお

互いが悪いんですけれども、自己主張が強過ぎてお互いが悪いんですけれども、

なかなかそれが解決しない。１回そういうしこりが起きてしまうと解決されない

んですよね。私もちょっとそのことについてあるときに口を挟んだんですけれど

も、とてもその中へ入っていけない状況だったもんですからね、それ以後、ちょ

っと見ているだけになってしまったわけです。そのようなことが地域社会で現在

起きているよというこのことと、今度の共生社会に向けてのお互いに支え合い体

制づくりというのはどうすべきなのかということを考えるというと、本当に気が

遠くなる思いをいたします。 

私たちは、先ほど申し上げたように、老人クラブでは、お互いに会議があって、

その会議に出てきて、介護予防活動をやったり、お互いに生活支援活動をしたり

というようなことを取り組んでいるわけですけれども、そういうふうな会に出て

こない方が、例えば高齢者の方、あるいは障がい者の方でも、呼びかけても出て

こない。 

高齢者の方なんかに行きますというと、家に閉じこもっていることも多いんで

すが、「みんなと会いたくない。話なんかしたかない」。皆さんと例えば会食なん

かすると、会食なんかしたくないから、たまに出てきても、家へ食べに行くとか

ね、そういうような状況の方もいるわけですので、これからの、高齢者も含めて、

いろいろなそうした地域社会におけるこの支え合い活動、あるいは介護予防活動

というのはどのように進めていったらいいのか、私も実を言うと戸惑いがありま

す。形だけでやっても絶対できないんですよね。もう本気になって飛び込んでい

かなきゃだめだなと思うんですが、そういう大きな悩みを持って、できることを

やっていくしかないかなという感じもするわけですがね。そんな状況で、ちょっ

と問題提起になりますけれども、申し上げます。 

会 長：いろいろな意識を持って前向きに、少しでも改善していこうというような動き、

あるいはやっている人というのは正直います。ですから、その人たちのことを応

援しながら一緒になってやっていけるというのが、難しい課題なんだけれども少

しずつでも解消できる手法というのかな、それしか今ないのかなというふうに思
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っています。 

そういう中で、私、社会福祉協議会ですので、社協のやっていること、これも

完璧ではありませんし、まだまだ課題はたくさんありますが、少なくとも高齢者、

あるいは障がい者の方等々が気軽に話し合い、あるいは集まって食べられるとか、

そういったところの居場所づくりというのをやっています。磐田市の中では概略

１０カ所近くあるようです。月に１回だとか毎日やっているとかいろいろなとこ

ろがあります。市社協の場合は、特に財政の支援だとか、あるいは相談だとかし

ながらやってもらっている。これは住民主体でやってもらっていますので、その

辺が４カ所あります。ただ、これも非常に地域性が強いというんですかね、知っ

ている人は知っているし知らん人は知らんですよね。だから、そういうのもそこ

まで行けというのもまた無理な話だしというのが冒頭言った不備なところかなと

いうふうにも思っていることもあります。ただ、やってもらっている住民の皆さ

んというのは非常に真剣にやってもらっていますので、その辺を尊重しながら応

援をして、拡大していければいいなというふうに思っているところです。 

それと、特に今日は障がい者、高齢者という話になっていますが、実は、相談

に来る難しい課題、状況を持っている人というのは、家族として障がい者同士複

数家族がいらっしゃるとか、だからこそ地域で孤立したりいろいろする、それば

っかりじゃないとういふうに思っているんですね。一般の方で非常に意識あるい

は人間性、その辺がちょっと、こういうところで言うのがよいかどうかわかりま

せんが、課題を持っている人はたくさんいます。障がい者だけじゃありません。

そういう中で、警察沙汰になったりしている人もいます。そういう人について、

地域で何とかしてやりゃというのは、これは無理な話というか、結構難しいです

よね。皆さん逃げている。それを包括支援センターの皆さん一緒になって、みん

なで何とかしようということでやっていく、これは住民意識を変えるというんで

すかね、私も難しいなというふうに思っているところがあって、ちょっと言葉が

詰まるところがあるんですが、そういったとこら辺もできるだけ多角的というん

ですかね、いろいろな団体と一緒になって相談して解決に向けて努力するという

ことが必要なのかなというふうにも思っています。 

特に、社協はせいかつ応援倶楽部というのをやっていますので、そのときに近

所で、これも口は悪いかもしれませんが、ごみがいっぱいたまっているうちとか

ね、住んでいるのか住んでないのかわからん１人のうちとかね、そういうところ

にせいかつ応援倶楽部はお助け、手助けしています。ごみの整理をやっています。

ただ、その人が帰ってきたときに地域の雰囲気は全然違うもんですから結果的に

そうなっているんだけれども、それを変えて、「じゃあ、ごみが次からないように

ね、きれいにしましょうね」、そこがつながらないんですね。だから、やってくれ

ている人は一生懸命お世話してもらっているんですが、その人たちが将来ずっと
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わたって世話するというわけにいきませんので、その辺もちょっと１つ、課題と

して、悩みとしての大きいのかなというふうには思っていますけれども、少しず

つ皆さんと一緒になって、よくしていくように努力をせにゃいかんということだ

け感じます。 

委 員：人間ですからさまざまな考え方もあるし、これを全部１００％一緒にしようとい

うのが大体どだい無理で、これは少しでも前向きの人がいれば、それに沿って徐々

にやるしかないと、こう私は思っております。いろいろ難しいことを言っている

と前へ行きませんので、私も余り考えるほうじゃないもんですから、いいなと思

うとすぐ取りついて、「うん、じゃあこれやろう」とやっちゃうほうなんです。そ

れがいいか悪いかは知りませんけれども、今、私のほうの中泉地区の社協ですが、

地区社協というのは、今、地域づくり協議会の中の福祉部会ということで入って

います。その中で、いろいろ地域福祉に関してやっているのですけれども、本日

は障がい者ということですのでお話しするのですが、障がい児者支援ということ

でふれあい音楽祭というのをやっているんです。これは２７年度から毎年やって

いるんです。全然目が見えないんですけれども、すごく活発な人たちで、みんな

逆に元気をもらっているような感じです。その中で、やはりユーモアを忘れない

で一生懸命やっている。そこにまた来る人たちも一緒に元気が出たじゃないかと

思います。そういったことで、この人に協力してもらって、盲導犬の扱い方とか、

そういったものを教えてもらったりしています。 

それから、遠州いろは会というところにおりまして、お祭りのおはやしとか笛

なんかも、これは障がい者の皆さんとその家族の方を呼んで、それで一緒にやる

んです。 

ダンスグループがあり、それぞれ知的障害というか、そういった方が多いんで

すけれども、そういう人たちが生き生きとフォークダンスをやるんですね。それ

をみんなに見てもらいたいということで、呼んだりしてやっています。 

それから、撮影会をやっていまして、これは２８年からやっています。これは、

特に女性の方は夢にまで見るウエディングドレスを着て撮影会をやるんです。そ

れで、会場まで来られない人というか、寝たきりとか、それから、車椅子しかだ

めという人もいるんですよ。そのときにはこちらが出張して、２４日の日にも行

くんですけれども、カメラマンがプロなんですね。ですから非常にきれいな写真

を撮って、本当のスタジオで撮るように、道具も全部一式持っていって、ドレス

も２０着ぐらい持っているんですよ、その人。自分の好きなのを選ばせて、それ

でボランティアの人がみんな一緒になって、和気あいあいとやっています。それ

も立ったのと座ったのと２つ撮るんです。ちょうど結婚式のときに二通り撮るよ

うに、物すごくきれいな写真、アルバムをプレゼントするんですけれども、もう
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その渡したときの顔といったら、もうすごく喜んじゃって、もうにこにこ。親御

さんも一緒に来るんですけれども、親御さんも本当に手放しで喜んでいるんです

よ。あれを見ると、「これはやめるわけにいかんな」と言ってことしもやっている

んです。 

この間に、３０名ほど撮っています。男の人もちょっといかつい人たちも結構

多いんですけれども、それがまたもらうときになると、この間も届けに行ったら、

もう、「俺は写真初めて撮った」と言ってものすごく喜んで、そういったことで、

これはずっとやるしかないなという話でした。このように、こちらから進んでい

くと、向こうもそのように話をしてくれます。 

ほかの事業で小地域の福祉ネットワーク活動を去年から始めたんです。これは

どういうことかと言うと、自治会単位で、一応そこに役員というか世話係を置い

て、あとは組長さんとかですが、周りの人の様子をそこで集約して、そこでもし

困る人があったらみんなで助けようという、そういう趣旨のものです。その説明

会に行ったときに、あるお母さんから、「私どもはそういう障害を持った子を持っ

ているんですけれども、皆さんが全然理解をしてくれない。非常に悲しい。何と

かこれをみんなに知ってほしい」という話が出たんですよ。これは大切だなと思

ってすぐ委員会開いて、次の年、去年やったんですけれども、本当に理解をして

もらうというのはこういうことだなと思って行ったんですが、寸劇を交えて、浜

松のキャラバン隊の皆さんが来て手伝ってくれたんですけれども、非常によくわ

かって、あのときに１００人以上来たんですが、みんなも帰りには、「本当によく

わかった」と言っていました。 

その中で１人、もらったことがないですけれども、コメントをいただきまして、

ちょっと読ませていただきます。「障害を持つ方々をテーマにした講演会なので暗

いイメージを持って出席しましたが、オープニングからダンス披露を目の当たり

にして、暗いイメージが一掃されました。司会者の方も、「ダンスが移動している

うちに次に進みましょう」と話して、朗読劇へと引き込まれていきました。また、

浜松キャラバン隊の皆さんの前向きな姿勢、明るさに感動しました。講演会全体

の流れは非常によかったと思います。１０時から１１時半の１時間３０分でした

が、とても短く感じました。このような講演会も、もっともっとたくさんの方々

に見てもらい、障害を持つ方への理解がさらに深まっていけばよいと思います」。 

そういったことで手紙をもらいました。やはりここまでいかないですけれども、

みんな口では、「やはり理解だね。理解をしないと、どうやったってだめだよね」

と。自閉症の方なんかは自分の意見が通らないというか、もどかしくて、言葉が

わからなくて、ついつい大きな声を出したり、そこら辺に当たったり大暴れする。

だけれども、それを一緒に。キャラバン隊の皆さん全部、子供が皆そういう状況

というか、障害を持った方を持っています。ちょっと後で３０分ほども話をした
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んですけれども、その方のお子さんについてその人は、「もううちのガラスから壁

から穴だらけだよ。私はもうガラスを割っても直しません」と、そう言っていま

した。その息子も今度は見ているというので待っていたんですけれども、来たら、

すごい、全然そんなふうにとれないですよね。本当に普通の好青年で、挨拶もち

ゃんとできるし、「へえ、この子が」と思うぐらいでした。「そうだ。やはりそう

いう人もあるんだ」と理解していけば、こちらの対応もできるんじゃないかと思

います。 

それと、ウエディングドレスのほうの写真ですけれども、これは歳末助け合い

募金の中の配分助成金ですか、それをいただきまして、その中からそちらのほう

に回していただきました。ですから、非常に安い金額でやってもらいました。こ

のカメラマンの方もすごく前向きな方ですので、どんどんやろうと言って、値段

のほうも非常に安く、普通結婚式だと２万円もするというんだけれども、皆さん

からもらうのは２名２，０００円ですね。それだけしかもらわないんですね。残

りはすぐ地区社協のほうから補塡して、それで配分金額をそれに入れて、そうい

うふうにやっております。 

何をやるにしても、本当にみんな一律に全部がいいというわけにいきませんの

で、いいということがあればどんどんやって、その中で広がっていけばいいなと

私は思ってやっております。 

以上です。 

委 員： 精神障害の方の自宅へ訪問をするということがあるんですけれども、全体の訪問

をしている業者さんの中で、１割から、介護保険でも訪問に行っている方でも精

神疾患があるなと思う方もいらっしゃると大体２割くらいはいるかなと思うんで

すが、特にその中で精神科の先生から指示をいただいて訪問している方のちょっ

と事例になってしまうんですけれども、統合失調症の方がいらっしゃいます。 

その方は、１人で過ごす時間が多くて、お母さんと二人暮らしなので、外に出

てしまうということがちょっと起きるようになって、外に出したくないお母さん

は、先生に相談し、お薬を増やすということで、お薬がかなりきいてしまって、

今度はとろとろ寝てしまうというような状況になってしまって、近くに訪問看護

ステーションがあるのでということで、その病院からうちに紹介があった方なん

です。気がつくと出てしまうということがあって、それをお母さんは心配してし

まって、外から鍵をかけたり、買い物に行ってしまうので、お財布をわからない

ところに隠したりということになってしまったので、私たちもどういうふうに支

援をしたらいいかということでちょっと悩んでいたんですね。 

「じゃあ、なぜ出かけてしまうのかな、その人が」と考えたときに、ただ出か

けるわけではなくて、「何かを食べようと思ったら食べるものがないから買い物に
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行ってきた」という返事が返ってきたんです。だったら、じゃあ、買い物に行く

前に御飯が炊けるようにしてあげるとか、何かつくることができるとかという、

そういう支援ができないかと思って働きかけをしてきました。 

いろいろかかわるうちに、そのお母さんというのは、精神疾患の子がだんだん

大きくなって、４０代になってきたんですけれども、自分も年をとって病院の通

院も多くなったので、「私が何かあったときに、この子はどうなるんだろう」と思

って少し相談をしてくるようになったんですが、それまでは、やはり統合失調症

を持つ家族の方というのは、特に親子で二人暮らしの方は、相談しないというこ

とがすごく多いんですね。先ほど話があったように、前向きになって、うちの子

の障害をわかってほしいと思う方もいらっしゃる反面、障害を持っている子を持

つ家族は、ひたすら隠してしまうというケースも多くて、特にうちのほうは豊岡

の田舎なので、そういう子がうちにいるということを知られたくないという思い

がすごく強い方なものですから、ちょっとかかわりが大変難しくて、１年以上か

かわっているんですが、ちょっと先生のほうに相談をかけて、最近、相談支援セ

ンターの方にも相談に乗っていただいて、Ｂ型の就労支援につなげていけたらい

いなというところまでやって持ってきたんですが、なかなか本人のお母さんを説

得するのが大変で、「うちの子がそんなところに行って大丈夫だろうか」とか、「こ

の子はそんなことはできない」とか、そういうちょっとこう前向きではない感じ

でした。 

訪問看護ステーションの中でも、そういう方で訪問している方が何人かいらっ

しゃるかと思うんです。でも、今は地域でというよりは、ステーション独自でそ

れぞれのステーションが先生から指示をいただいて、必要であれば行政とか相談

支援センターに相談をして対応するというところで、縦の仕事しか私たちにはま

だできていなくて、こうやって会議をしていただいて、今回の介護保険運営協議

会にかかわることで、私も相談支援センターの動きとか、どういうことをしてく

れるかということを学ばせてもらったんですが、日々仕事をしている中ではなか

なかそこまではちょっとたどり着くことが今までなくて、これを機会に、こうい

う精神の方も、もう少しいろいろなところでかかわりをもっていただけるような

形になったらいいなとは今日本当に思いました。 

うちで担当しているこの方が、本当に就労支援につながるといいなというとこ

ろで、見学に行っただけで、次の日は頭が痛くなっちゃったりとか、物すごく繊

細なんですね。変化がやはり苦手というのがよくわかって、緊張すると具合が悪

くなるとか、本当に繊細な状況ではあるので、ちょっと私も精神の方のことを学

びながらと。仕事がケアマネは長かったものですから認知症のことはよくわかる

んですけれども、精神疾患の方は私の勉強不足もありますので、またいろいろこ

ういう勉強する機会があって相談できたらいいかなと思って、今日感じました。 
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委 員：私はケアマネジャーの立場からお話をさせていただきます。 

私も障害を持っている方を直接支援させていただくということは余りないんで

すが、今現実としていろいろな高齢者の方を支援する中で、やはり子供が精神障

害だったりとかというところで、例えば知的障害の方とかというのは、母さんと

かがその障害を持っている方をやはり見せたくないというような形で隠されてい

る方々が多いかなというのが現実で、私が過去に支援した方で、夫が寝たきりで

子供が知的障害で、高齢の奥さん１人で両方のお世話をしていると。だけれども、

子供のことは絶対に話してはくれないというような形で、その人の子供の支援は

どうなっているのかというのも私でも把握できないという現状がありながら、夫

のことをずっと見て、奥さんがもう本当に疲れ切っているという感じです。やは

りそこで話をしていても絶対子供の話はしなくて、いろいろな近所の方々に相談

しているのかしてないのかというところも全くなく、そういうのは伏せたいよと

いう話だったりとか、そういう方もいらっしゃったりとか、逆に言うと、あと、

高齢者を支援しているのが精神障害を持つ子供なので、そこに意思決定が全然で

きない方もいらっしゃる。ですなので、私たちとしても、どちらの、もう高齢者

の方が自分の意見が言えなかったら、キーパーソンの息子さんが子供さんになる

ので話を聞いても全く意思決定できないものですから、こちらとしても、どのよ

うにしていけばいいのかという決定ができなくて、なかなか支援の方向性が結び

つけられないような状況の方もやはり増えてきているのかなというのは現実思い

ます。 

そういう方に地域の方の支援をという話であるのですが、現実、そういう方の

家庭は、昔からその近所の方に対して、やはり子供を隠したりとかというので疎

遠になっていたという感じの方も多い様子で、そういう方は地域の方とかかわり

が薄くなっているというところへ急に入り込むというのは難しいのかなというの

はやりながら感じていて、地域の方とのお付き合いも薄いから、もう本当にその

家庭の１つの家として収まってしまっているというのが今あるのかなと思って、

私もここをどうやって切り開いていけばいいのかなということを現実今、考えと

して感じています。 

あと思うのが、いろいろ先ほどその地域でこういうイベントがあってとかとい

う話があったのですが、やはりそういうところに集まる方というのは、障害の方

も認知症の方も高齢者の方も、そういうところに興味がある方であって、自分か

ら行ける方なんですが、現実、私たち課題と感じる問題のある方というのは、自

分からそういうところに行かない方であって、そういった方に対して、私たちも

そうですが、地域の方もそうですが、どのようにかかわっていけばいいのか、そ

ういう方を、じゃあ連れていこうよとなったとしても、じゃあ、どれだけの範囲
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で行けばいいのかということになりますし、そういう仕組みもないですしサービ

スもないので、送迎とかそういったところの部分が、今、一番必要なのかなと思

うんですけれどもね。そういったところをつくらない限り、眠っている方々の支

援というのがこれから先も、みんな知っている人たちや意識のある方たちだけの、

表現が悪いですが、机上の空論みたいになっていて、現実、本当に必要な方たち

に対して、そういった支援ができないんじゃないかなというのは、ちょっとこの

先も自分としては課題として危惧しているところであります。 

どういうふうにすればいいかという意見じゃないですが、今の問題の課題提起

としてちょっと挙げさせていただきたいと思います。 

委 員：私の施設は高齢者の施設でございまして、障害の方は余りよくわからないのです

が、先ほど障害者の方の施設建設反対の話しをしていらしたんですけれども、高

齢者の施設も３０年くらい前までは地域で反対運動が起こっていたということを

聞いております。最近では地域の方と一緒にいろいろな、地域の方もボランティ

アに来ていただくということで、地域の方も自分も将来は年をとって認知症にな

るかもしれないということで、自分事として考えるようになってきたということ

で、地域に受け入れられるようになったと思っておりまして、障害の方の部分は

なかなかそうはいかないと思いますが、うちの施設に軽度の障害の方、３名ほど、

職員として働いていらっしゃいます。応用はちょっとききませんけれども、集中

して仕事をしていいただいております。集中するとすごい能力を発揮してもらっ

ておりますので、障害の方を突き放すんじゃなくて、取り込んで一緒に仕事をし

ようというふうなことができれば、少しは何か先が見えるかなと思うこともあり

ます。 

うちの施設は６５歳以上の方、障害の方も、それから、身体障害の方も知的障

害の方もいらっしゃいますので、一緒に介護をさせてもらっておりますので、障

害の方の部分はなかなか難しい部分がありますが、少しずつでも何とか前へ進ん

でいけたらなと。ちょっと解決策は全然わからないんですけれども、そう思って

おります。すみません、つまらない意見で申しわけないです。 

委 員：私は普通の一般の市民として、こちらの会議に参加させてもらっています。 

現状、地域というのは、どうしても大人だけで考える事柄になりがちなんです

けれども、例えば、地域のお子さんたち、小学生、中学生、高校生の方たちにも、

今、この地域、社会の中ではこういうことが問題なんだということで、教育の現

場においても障がい者の方、そして、高齢者の方をどのように今後未来を担って

いくお子さんたちに伝えていったらいいか、また、教育の中で地域とのかかわり

という視点で一緒に考えていただくような機会があればなと常に思っています。 
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時々自分自身が犬を連れて、自分の犬、もちろんちゃんと健康面も全部管理し

ていて、県の保健所と協力して高齢者の方の施設だったり障がい者の方の施設、

最近はないんですが、いっときは磐田学園とか浜名湖、あちらにある浜名学園に

もお邪魔していたことがありまして、本当に大変な方たちの中に私自身が犬とい

う１つの生き物なんですけれども、入っていくと、その場その場の思い出でしか

ない、思い出ともならないかもしれないけれども、一緒になって犬を介したり、

ある人は猫を連れていったりということで、その場の空気を共有する、雰囲気を

共有するという活動をここ何年もやっているんですけれども、いろいろな形でさ

まざまな年齢層の方と接していました。これからのことを思うと、子供たちにそ

ういう現場を見てほしい、高齢者の施設ももっと行ってほしいし、障害のある方

とどんなふうにかかわり合ったらいいのかなというのを実体験として考えてもら

えるような、教育の世界へもこの問題を投げていただきたいなと思います。 

そして、私自身はずっと読み聞かせを、ある小学校と中学校で実はもう１０年

以上やっているんですけれども、子供たちに話すのは、今、自分が何の苦労もな

くできることが、年をとったら目が見えにくくなったり、体が重くなったりして、

例えば、障害のある方のことを悪く言うお子さんてやはりいらっしゃるんですけ

れども、でも、いずれ誰もがそういう体を有していくことになるんだよと絵本を

通じて話すこともあるんですけれども、なるべく教育の現場に、今、私たちが抱

えている問題を体験として捉えるような機会、長期休暇とか、そういうのを捉え

て入れていただくように、市の担当部局の方もどんどん声を上げていただきたい

なと今感じました。 

私たち自身も、できることならボランティアだったり、ボランティアでなくて

もいいんですが、その現場を見に行く、「自治会の役員になったら１回は行こうよ」

とか、そういう新しい取り組みで、解決策は一律に見えないけれども、どんなふ

うに考え、考えを深めることは個々個人の問題でできていくと思うので、深めた

考えを持って地域の人として生きていくということであっても、多分町の雰囲気

は変わっていくのかなと思います。 

ありがとうございます。 

委 員：いろいろな、支離滅裂になっちゃうかもしれませんが。家庭崩壊、地域崩壊とい

う話がありました。学校教育がやはり個人を大事だよというふうにすごく変わっ

たころから、それも別に悪いことではないのに、そういうふうな、人のことより

も自分たちを大切にするという傾向が増えてきたのかなというふうに感じていま

す。認知症の人も認知症なりに理由があると。本当に理由があるんですね。 

私、父が８０くらいから認知症になりまして８７で亡くなりましたけれども、

その認知症の間に大腿骨両方、２回折りました。それで大声で騒ぐものですから、
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磐田病院からもう毎日８時になると「来てください」という呼び出しが、もう私

の携帯、「魔の８時」というぐらい「暴れて困ります」というのが来て、それから、

転院したリハビリの病院、２回目のときは、もう病院の相談員さんも、「もうとに

かく病院を退院して、家に帰って、連れていってください」と言われました。 

私は、「家族だから協力はもちろんするし、でも治っていないのに家族はどうし

たらいいですか」と言って、その病院の相談員さんともけんかしました。その当

時、民生委員していたので、いろいろな事例も知っていたので、「父が迷惑かけて

いることはわかりますが、でも、じゃあ、認知症の人たちは生きていちゃいけな

いということになりませんか」と言ってけんかもしました、涙流して。その相談

員の方も、「もう一度探してみます」と言って、受け入れてくれた病院も、結局は

「出ていってください」と言われちゃいました。 

それで出てきたんですが、幸いにおいて、うちのほうは田舎なので、隣近所も

回覧板持ってくるのもすごく遠いので、父が大声出しても、息子さんなんかは、「お

う、じいちゃん、また吠えてるな」とかって言う程度で、近所に行っちゃって上

がり込んじゃったこともありました。もう大概やってきました。でもね、病院へ

私が行くと落ち着いてくるんですけれども、「どうしてそういうことをするの」っ

て言うと、「呼んでも来ないからだ」と、看護師が来ないからだって言うんですね。

「でもここはうちじゃないから、私とかおばあちゃんじゃないから」とか教える

んです。暴れるもんだから拘束もされていたんですけれども、そうすると、「おま

えらはここの縛られているのを知っているのか」って言うもんですから、「うん、

知っているよ。おじいちゃん点滴外しちゃうから、私たちから頼んでやってもら

っているんだよ」と言うと、「ああ、おまえが承知しているなら、まあいい」って

落ち着くんですね。だから、理由が全部あるんですね。カーテンも病院のものを

びりびり破いちゃったり、もう最後のリハビリ病院のときは、看護師さんとかに

私はもう全部毎日謝っていました。もう行くと、「あっ、今電話しようと思いまし

た」というときもありましたし、その病院を追い出されるときも、師長さんが謝

ってきたんですけれども、若い看護師さんとやり合ってしまったりして出てきま

した。近所も遠かったりして、うちは何とか最後まで家で診ることができたんで

すけれども、認知症の人なりに理由があるんですね。 

子供の障害の人、岩田地区なので田舎なので、みんながあったかいし優しいん

ですね。やはり地区も小さいので、障害を持っている子供さんがいるということ

も聞いていまして、私は地域のお年寄りから子供までが交わえる夏まつりという

のをずっとやっているんですけれども、そこへ障害の子供さんも来て、御両親が、

「ここはみんなで優しくて、すごく暮らしやすいので、この子が小学校卒業する

までは転勤がないように上司に頼んで、ここの地区に住んでいきたいというふう

にお願いしています」と言われました。「もうどんどん地域に出してください」と
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私は言って、そのお父さんもお母さんも、「いいんですか」と。転勤族だったんで

すけれども、ずっとこの地区で６年生終わるまでいました。 

地域でそうやってみんながあったかい。うちのところは、やはり地域が小さい

ものですから、みんなが優しいと思うんですね。でも、私もこういう事例を聞く

と、「ああ、こんな大変な方がいらっしゃるんだ」と。私の周りにはそんなに重い

方がいないので知らないこともいっぱいあるんですが、近所だったら、あそこの

うちに障がい者の方がいるということはわかるので、その人だけですと大変なの

で、そういうのを見たら、やはり包括とかいろいろな方に相談して、学校教育に

も入れたりとかって、みんなで考えていくというのが大事だと思うんですよね。 

それで、家庭の崩壊と。もう核家族化が進んでしまったことに、もう前から言

っているように、大きな問題いっぱいあると思うんです。それがなくなって、み

んなが昔のようにとは言いませんけれども、助け合って、家族仲よくやっていた

ら、今みたいに大きなことになる前にできると思うんですね。 

それで、大分前なんですけれども、長野県かどこかで、テレビで見たことある

んですが、その地域は、もう「お嫁さんをかわいがる」というのが合い言葉にな

っていて、３世代とか同居しているところはすごい補助金が出るみたいなところ

があったんですね。お嫁さんをかわいがるということで、それで若いお嫁さんた

ちが出演者として出ていたんですけれども、「ここはすごくよくしてくれるんであ

りがたいんですよ」と。３世代で住んだら何かいいことがあるみたいな、そうい

う政策を出してくれないかなと。私の勝手な主婦のつぶやきぐらいでしかないん

ですけれども、そんなことを感じました。 

委 員：一番弱い問題なのでおとなしくしていました。 

私も長いことせいかつ応援倶楽部を地域で運営しているんですけれども、せい

かつ応援倶楽部が対象にしているのは、高齢者で身体的にいろいろな面で不自由

があって、生活上の不備のある人をお助けしようということでスタートしたんで

す。これは介護度がつけばヘルパーさんがつくので、当然その方が仕事としてや

っていけるからいいんですけれども、それ以前の方というのは、ちょっとしたこ

と、例えば、ごみ出しに行けないとか、掃除ができないとか、草刈りができない

といったことがありまして、そういう程度のことで支援を求めている方を中心に

お助けしようということでやっている会なんです。これはあくまでも隣の人が、

隣組の方がお助けするという趣旨でございますから、プロではないし、遠方から

来てお助けするというものでもないので、あくまでも隣組ですよという大前提で

取り組んでいます。 

したがって、当初お話があって相談があったときには、必ず担当の民生委員と

お子さん、子供さんか嫁さん、それと本人と我々のスタッフと四者で話し合って、
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どういう状況かということをよく確認して、そして、「じゃあ、これは我々でやり

ましょうね」「これは無理だで、これは子供さんやりなさいね」というようなこと

についてのしっかりとした話し合いをしてやらないと、なあなあになってしまう。 

実はお年寄りというのは、先ほどいろいろなお年寄りのケースの話が出ました

けれども、だんだん頑固になって、自分が全て正しいと思っているので、自分の

意見が全て通らないとわがままになってきます。それを我々が聞いているわけに

いかないのですよ、隣の人ですから。隣の住んでいる私がお宅、隣を助けている

ので、それについて、そういったことの区別をするためには、家族、特に子供さ

んたちの考え方をしっかりしてもらわなきゃいけない。子供さんたちも片道３０

分以内で来られるところについては、もう全て子供さんにやってもらうというの

が大前提でね、その上でできないことについては例外でやりますよということで

取り組んでいるわけですから、これが１時間、２時間かからないと来られないと

ころについては、ケース・バイ・ケース、いろいろなケースを話し合ってやって

いきましょうということで取り組んでいます。 

ただ、最近はだんだん例外が出てきました。これはしようがないですね。職業

のヘルパーさんが入っていてもできないケースがあったりいろいろなことで、そ

れは個々の話し合いで例外は入れるということにしています。 

もう１つは、実は一番重要なのは、だんだん高齢化すると家庭に閉じこもっち

ゃって外部との接触をしなくなる人がふえてきます。これで一番恐いのは、介護

度が進んでいく可能性、あるいは介護度を取るようになるか進むかということに

なるのが一番実は望ましくないことなので、なるべく外部に出て、外部の人と接

触してもらう機会をつくるということをしなきゃいかんなということで、一番手

っ取り早くやらなきゃいけないのは買い物なんですよ。買い物を自分でスーパー

に行って棚から自分で選んで、そして自分で精算してという作業が必要なんです

ね。昔は実は商店だったら店主とお話し合いしながら買った。今はそれがないの

でね、自分でレジに行くまでに棚から取るしかないけれども、そういった自分で

みずから買い物をする試練をすることもこれから重要だなということで、今、取

り入れています。そこにメインがあるんです。 

駅から南についてはみんな平らですから比較的山がないので交通手段がいいよ

うに思うんですけれども、実は、免許証を返納しちゃうと足がないんですよ。ど

んどんふえてきましたよね。免許証を返納した人は歩けないわけじゃないんです

よ。歩けるけれども、あるいは自転車に乗れるんだけれども、自転車が一番危な

いので、高齢者が自転車に乗るのはやめさせなきゃいけないとなると、シニアカ

ーか自動三輪自転車ということになるんですが、シニアカーに乗りたがらない人

が多いので、この市内、見たとおり、余り走っていません。 

もう１つは、この市内はバリアフリーになっていないのでシニアカーは極めて
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危険なんですね。この町は車道と歩道の段差がある。それから、歩道が狭くて、

そこに街路樹が植わっているんですよ。あんな狭い歩道に街路樹植える必要全く

ないのでね、むしろ撤去して歩道を広くしなきゃいけないのに、わざわざ木が植

わっているんですね。それは、町の体裁はいいかもしれないけれども、もうこれ

から高齢化社会になってくると、そういったことも考慮して、あの木は撤去はす

べきなんだけれども、植わっています。それに段差があるから逆に危ない。歩道

から落っこちる可能性がある。だから、あれは歩道は下げる。低くして、車道と

同じ高さにして、その間に仕切りの高さを残すというような車道に切りかえてい

けば歩道も広くなるんですね。そういった面で、シニアカーも使えなくなる。 

皆さん御存じと思いますが、シニアカーというのは車じゃないんですよ。自転

車とは違うんですよ。自転車とシニアカーの基本的な違いは、自転車は軽車両、

シニアカーは歩行者なんです。あれは歩行者ですから、車じゃないんですね。交

通法規上は歩行者になりますので、車道は走れない。だけれども、車道を走らな

いと、とても歩道は通れない。したがって、利用数が減ってくるので、使えない

と。 

意外といいのは補助自動の三輪自転車というのがあるんですね。三輪自転車っ

て私乗ってみたんだけれども。ちょっと恐いというのは、スピードが結構出るん

ですね。ほとんど力は要らなくて乗れるんです。そして、いいのは、後ろに大き

な荷物置きがついているんです。だから、買い物した後、それに載っけて帰れる

からいいんだけれども、磐田の町では実は使えないなと。あれは軽車両になりま

すので、自転車と同じですね。 

そんなことで、買い物についての支援もしなきゃいかんなということで、問題

は、デマンドタクシーという制度があるから、それを使ってくれということを市

から言われているんです。買い物に同行しようかなと。ボランティアの支援員さ

んが一緒についていって、そして買い物して帰ってくるというのをしたいなと思

ったんです。デマンドタクシー使うと１区間、片道４００円ですので、２人乗っ

ていくから片道８００円、往復１，６００円かかります。支援員さんの自分の車

に乗っていくと、我々は１時間５００円の支援サービス料でやっていますので、

１回、買い物支援に同行すると２，１００円、おばあちゃんからいただきます。

大変高い買い物についてしまいます。それよりは、今、この市内は無料で配送し

てくれる業者がたくさんあります。今までもありましたが、コープさんが週２回

やってくれる。だけれども、最近はセブンイレブンさんが毎日やってくれる。そ

れから、杏林堂がやってくれる。いろいろありますので、配送してくれる買い物

は結構あるので、磐田市内は買い物については難民じゃないなという認識でいる

んですけれども、でもそうじゃなくって、自分で品を棚から選ぶという、この重

要な行為を何か見逃されてないかなということを強調したいと思います。1つです
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ね。 

もう１つ、実はだんだん出てきたのが、お話し相手という業務が出始めてきま

した。なぜかというと、町にサロンがあって、月１回でも出ればいいんだけれど

も行かない人が結構いる。自宅に閉じこもっちゃっている。もう１つは、その中

でいろいろなケースがあって、「子供と一緒に住んでいるけれども、子供夫婦は朝

早く出て夜遅く帰ってくるから昼間はいつも１人でぽつんとしている。寂しい。

お話し相手が欲しい」という話が出始めて、実は、そんな人たち、おばあちゃん

は介護度があるからヘルパーさんが来たりするんだけれども、そういうところで、

「やはり寂しいから来てください」という話し相手を民生委員が入って行ってい

ます。出始めています。これは大変忍耐の要る作業で、同じお話を何回も聞かな

くちゃいけないんです。初めて聞くような顔をして、「そうね、そうね」とボラン

ティアの人は聞いているんですよ。これは大変苦痛です。でもね、極めて重要な

ことなんです。これを怠ると、その人は１日、何にも一言もしゃべらないで終わ

ってしまって介護度がどんどんつくように高齢化も進んじゃうんですね。しっか

りお友達ができて社会性ができていけば介護度は逆に下がるケースもあると聞い

ていますので、そういった面でいろいろなケースがあるんです。 

私ども、この障がい者の方を担当した地元のクラブでも障がい者に該当するケ

ースは実は一件も担当していません。それ以前の方ばかりで、担当しているのは

高齢で体が不自由になったという障害はあるけれども、この身体障害に書いてあ

る分類に該当するような障害は経験したことがなかったので、常に座るように今

日はおとなしくしていたんですけれども、そんなことで。 

以上です。 

委 員： 皆さんからいろいろ障がい者の方々の具体的なお話を伺いまして、私、常々そう

いうところには全然遭遇してないものですから、本当に恥ずかしながら、知らな

いことばかりでした。 

私、自治会と住みよいまちづくり協議会に属しているものですから、その立場

でちょっとお話をしたいと思います。 

今の住みよいまちづくり協議会の中にいろいろな部会を設けましていろいろな

活動をしているわけですけれども、基本的に、スポーツとか、花づくりとか、音

楽とか、趣味の発表会とか、海洋フェスタとか、健康づくりとか、そういうもの

を各部会でやっておりまして、特に高齢者の居場所づくりというものを中心に考

えてやっております。ただ、これを幾らやっても、参加する方は参加しますけれ

ども、しない方はもう引きこもっちゃって出てこないというのが現状だと思いま

すので、これを何とかしないかんなということで今考えているんです。地域共生

社会ということを盛んに言われているわけですので、１つは自治会活動でここを
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解決していくしか現状では方法がないのかなと思いまして、それにはやはりその

筆頭で頑張っている自治会長をもう少し研修会議で違う意味の研修会をやってい

ったらいいかなということを常々考えています。今までの自治会長の研修会とい

うのは具体的な自治会の運営方法の研修会だったものですから、今後は介護の必

要な高齢の方とか、障がい者の方とか、子供さんたち、そういうことも考えた中

で研修会をやっていければいいかなと、そんなふうに考えています。 

どうしても自治会という立場だものですから、全体を何とかというふうに見て

いるものですから、皆さんがおっしゃったような具体的な点が余りやってなくて

大変申しわけないんですが、そんな形で、なるべく引きこもりから皆さんと一緒

に出てきてお話しする、遊ぶというような機会をつくっていかないとなかなか非

常に難しいんじゃないかなと思いまして、そんなことをこれから活動していきた

いと、このように考えております。 

以上です。 

委 員：余り具体的な話というのは私どももないですけれども、要するに、地域共生社会

づくりという中でいくと、やはりそれぞれの地域、いわゆる自治会単位の活動が

どうしても主になってくるんではないかなというふうには思うわけです。その中

で、じゃあ、自治会が全部やれっていうと、これは大変なことだもんで、そんな

ことできるわけじゃないだけれども、その地域の住民の支援、それぞれの役割分

担でみんなが担って、その中で考えていくというようなシステムづくりが１つの

ケア会議、あるいは地域の福祉会議じゃないかなとは僕は思うんです。そういう

ようなことが充実していければ、それぞれの、例えば、じゃあ、こういう問題は

民生委員さんがやりゃいいね。民生委員は専門家じゃないというもんで介護する

ことはできないけれども、専門家につないでいくとかいうようなところで、それ

ぞれの地域の資源をどのように活用していくかというようなことが生まれてくる

のかなというふうに私は思うわけなんですけれどもね。 

民生委員の人は地域の実情をまず把握しにゃいかんということで、今年度は社

会福祉名簿をそれぞれの委員が作成して充実をさせていこうというふうなことで、

今、進めているわけです。そういう中で、また行政の理解と協力も得ていかにゃ

いかん、あるいは関係機関の協力も得にゃいかんというような状況ですが、ここ

ら辺のところを今後どういうふうにしていくかというのが我々の１つの課題かな

というふうには思っております。 

地域活動の中では、吉野委員がうちの地域にいるわけなんですが、今まで小地

域ネットワークということで、それぞれの単位自治会で福祉会議というのを開催

しようということで進めているところです。こういったことが、今はまだ始まっ

たばっかだもんですから、うちのほうもまだ充実はしてないんですが、先ほど話
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したようなところでこれを工夫して、各地域でこれが広まっていけばいいかなと

いうふうには考えているところです。 

以上です。 

委 員：先ほどから、サロンとかリフレッシュの会とか、来る人は来るんだけれども、来

ない人ってということが出てるんですけれども、話に出るように、障害を持って

いる人を介護している人が孤立しちゃうので、その人を出してもらいたいんだけ

れども、そういう専門職の人が行くのももちろんいいんだけれども、その人と仲

いい隣の人にターゲットを置いて、その人からその人に働きかけ、また、専門職

とか民生委員さんとかも、自治会長さんとかも、みんなでかかわったり、そのお

友達が、その人がどういうふうにしたらいいかということを考えてもらう。その

本人を出す前に、そのお友達、その人が信頼している方、すぐ隣ぐらいだったら

多少は話していると思うので、そういう人に全体を巻き込んでいくようなキーパ

ーソンになっていただくこととか、その仲いい人が直接そのリフレッシュとかサ

ロンにいきなり行くんではなくて、楽しいイベントみたいなのに、自分もただの

お友達として誘うみたいな形で行ってみて、そんなのが糸口になったらいいかな

って感じています。やはりみんなでやるというのがもちろん一番いいことという

のはわかるんだけれども、なかなか心を割らないという人に対して、仲いい人も

いるし、自治会長さんもいるし、民生委員さんもいるし、福祉委員さんもって、

うまくその一番仲いい人を中心に巻き込みながら、その人のためにどういうふう

にやっていったらいいかとか、この人はこういう特性があるからとかというのを

聞き出しながらつなげていくのがいいかなと思うんです。全体で病院のこと、体

のことも、今、病院の病院長も、「包括ケアって言っているけれども、本当に地域

で解決していくのがうまくいくんだろうか」とすごく心配しているんですけれど

も、いっぱい課題が多くて、そんなところを糸口にしていくのが、その人をター

ゲットというよりか、その人から近い人からみんなでかかわっていくのが大事か

なと思うんですけれども。 

相 談 員：いろいろ御意見を伺いまして、日ごろ精神科の病院に勤めるようになって、入 

る前に見えなかったことが、少し、「ああ、こんなことがあるんだ」ということを 

日々感じています。精神の病気とか知的障害とかでも、目に見えない障害は理解 

していただこうと思っても、本人も病気とかっていうのは、多分皆さんも自分の 

病気をほかの人に言うことは余りないと思いますけれども、「自分は統合失調症だ 

よ」「自分は何かだよ」と言うのは、すごく本人にとっては勇気が要ることです。 

障害者手帳が制度としてあっても、その手帳をもらうことで自分に障害がある

ということを認めることを拒否する方がいますので、手帳を取得、障害者年金と
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か、そういったものを取得することもすごく抵抗のある方は多いです。 

そういった中で、通院に来られる方で、例えば、先ほどちょっと老人クラブの

お話が出たんですが、自分はちょっと気分が沈んでしまうほうだけれども、介護

保険の認定は受けてなくて老人クラブで頑張っているという方でも、介護保険の

認定を受けると、少し自分より落ちた人とかという気持ちを持ったりとか、自分

の子供が発達障害じゃないのかということとか、学校の先生から、「この子はほか

となじめないから」と言われたと言って診察に来られる方、あと、外国の方も磐

田はたくさん住んでいらっしゃるので、そういった方は、やはり言葉の問題があ

って、親御さんは言葉が話せないから、お子さんが家では外国語、学校では日本

語ということで、勉強ができなくて、知的障害ではないかと言って受診に来られ

る方もあります。 

また、先ほども親御さんがお子さんに障害があることをなかなか言えないとい

うお話がありましたが、親御さんの具合が悪くなって、お子さんが５０、６０に

なって、実は障害があって、お母さんが全部身の回りのやっていたということで、

そういった方が１人で生活できないからといって施設へ入ったときに、男性の方

だったので、洗濯もできない、食事も摂れない、介護保険も何でもないけれども、

いらいらして大きな声を出して、やはり注意をされるからいらいらして大声を出

すと、「病気じゃないか」と言われたりとか、そういった判断ってすごく難しいと

思います。 

通院されている方は、「普通の人は」という言葉をよく使うんですけれども、「普

通の人はこういうことできるよね」「普通の人はこういうこと仕事してるんだよね」

って言って、自分の障害を気にしていることがすごくあって、地域にと言っても

なかなか近所つき合いができなかったり、調子がいいときはいいんですけれども、

調子が悪くなると、幻聴が聞こえて、隣の人に、「悪口言わないでよ」と言ったら

すごくトラブルになって、お母さんが謝りに行ったら、「病気だからって何を言っ

たっていいってわけじゃないんだからね」と言って怒鳴られたというケースも

時々聞きます。 

やはり、地域で理解をしていただくということはなかなか難しいことかもしれ

ないですが、知識としてある、ないだけでも、かなり対応が違うんじゃないかな

と。生活していると、自分たちの生活だってそんなに安定しているわけではない

ところに人を助けるということは大変かもしれないですけれども、どこかで、こ

ういった病気の人はこういったとき、「ちょっと調子が悪くなるとこんなことがあ

るんだよね」と。本当に近い近所の方はよく知っているんですけれども、知らな

い人はやはり誤解をしたりトラブルの原因になってしまうので、啓蒙ではないで

すけれども、地域に認知症も含めて精神障害のある方の理解を持ってもらえるこ

とだけでも受け入れをしていただけることは多いんじゃないかなと思います。 
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先ほどせいかつ応援倶楽部のお話が出たんですが、通院されている方で使って

いる方がいて、すごく助かっています。退院するときは、長期入院なんかになる

と、家が本当にごみ屋敷のようになっていて、病院は退院するときに御本人と行

って家を片づけたりします。その後、やはりヘルパーとかを使うことにちょっと

抵抗がある方は、ちょうど知ったせいかつ応援倶楽部、自分が頼みたいときに頼

めるという点ですごく上手に使っていらっしゃいます。 

ですので、本当にすき間、すき間じゃないんですけれども、新しく制度ができ

ると、先ほども老人クラブの方々も、「人数が減っちゃって」ということでしたが、

前、私も聞いたことがあるんですが、そういう現状になっていることも知らなく

て、いろいろ制度ができると、はざまにいろいろな使えないものとか、使いにく

くなってしまうものができるので、ぜひそういったところを問題提起していただ

きたい。ボランティアの方なのか、制度的にするのか、そういったものもそうで

す。 

昨日、ほかの病院の職員とちょっと話をすることがあったのですが、住宅を探

すことが、障害を持っている方自体が、アパートも自宅もそうですけれども、と

ても大変で、ただ、最近では、そういったアパートの業者も、「かかわりを持って

いただけるのであれば」と言って住宅を紹介してくれるところも少しずつ増えて

きています。ですので、やはり地域とトラブルになってしまうことも多いのです

けれども、助けてくださるのも地域の方なので、ぜひそういった包括の方とかも

含めて理解を深めていただきたい。 

先ほどのアパートの件もそうですが、土日とかお休みのときというのが、その

間、やはり行政の方との連絡がつかないとか、そういった心配があるから、その

支援背景が見えているとすごく支えやすいというお話もあったので、ぜひそうい

ったところも体制化していただいて、少しでも皆さんと一緒に地域活動をできる

ような形をとっていければなと思っています。 

相 談 員：今日、皆さんの意見を聞きまして、自分の頭の中で何を考えていたのかなと思 

うと、自分自身、どうしても個のケースでかかわっていることになります。相談 

先は地域であったり、当時者であったり、医療機関であったり、いろいろなとこ 

ろです。そう思ったときに、「あっ、ヒントがいっぱいあったな」というところを 

感じました。 

１つは、「当事者にターゲットを与えるとなかなかこじ開けられないけれども、

その方のネットワークを使うと結構うまくいくんじゃない」という話があったん

ですね。それを聞いたときに、何か感覚の中でやっているんですけれども、私た

ちが行ったときに何を見立てていくのかというと、どうしても、そこの起きてい

る問題に、事象に目が行くんですね。それに行きがちな自分をどういうふうにし



26

ていくのかといったときに、そこに包括の仲間があり、自分たちの関係機関があ

りというところになるんですけれども、家庭を見ていく中で、その人の力である

とか、家族関係を見たりとか、この人がどう生きてきたのかといったときに、「あ

っ、この人、こういう一面があった」と思ったときに、やはりそこからならして

いったらうまくいったというところがありました。若年性の認知症のケースはま

さしくそうでしたね。 

どうしてもやはり隠したい、相談したくない、でも、地域のほうとしては困っ

ている、でも、そうしたときに、幾ら家族に言っても頑なだったところが、その

一番信頼の置ける人とこちらががっちりスクラムを組めたら前に進んだというこ

とがあったので、ちょっと整理できたということがありました。 

それと、地域ケア会議以外でのこの事例というところで、ここに症例を挙げて

いたのがうちのエリアであったことなんですけれども、これは、こんなきれいな

ことじゃないです。全然きれいなことではありません。実は、７年くらい前に別

のところからうちのエリアに引っ越してきました。生活保護を受けていて、そこ

が立ち退きになりました。市営住宅に入ったらどうかと言われて入った。そうし

たときに、２期前の民生委員さんから包括に相談があったんです。「うちの市営住

宅に入ったんだけれども、引きこもりの息子さんと２人で暮らしているらしい。

転居したばっかりで自分は把握できていない。お父さんはどうも入院したらしい

と。引きこもりのこの息子は生活できているだろうか？」という相談だったんで

すね。 

たまたまそのときに、まだ隣に障害者相談支援センターがあったんですね。そ

この職員と相談をして、「１回ちょっと一緒に訪問してくれないですかね」という

ところで、私たちはちょっとなかなか引きこもりの支援というところが手段とし

てまだノウハウがないし、一緒に見立ててほしいよというところで行かしてもら

いました。そうしたら、お父さん、もう帰っていたんですね。「いや、うちは困っ

ていないから、全然何もしなくていいよ。とにかくうちは引きこもりの息子がい

て、刺激を与えちゃいかんから、あんたらさっさと帰ってくれ」という話だった

です。 

それと同時に、民生委員さんは、うちのところに報告がちょっと後になっちゃ

ったんですけれども、私たちが訪問する前に、民生委員さんのところにこのお父

さんは手紙を郵送で渡していて、「うちのことには一切かかわらないでください。

個人情報に触発します」というような内容ぐらいで来ていた。ですので、「僕もか

かわれんよ」という話があったんですね。だもんで、「じゃあ、ちょっと見守って

いきましょうね」というところで、地域のほうからも相談はないし、私たちも特

別介入をせずにここに来たんですね。 

民生委員さんは、そこの間に、最初の人、中の人、今、そこから２人目の人。
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そうしたら、その間に、知らなかったんですけれども、その民生委員さんとお父

さんがつながってくれていたんです。長くやはりそこに住んでというところで。 

私たちはこの事例、どうしてというと、お父さんが末期のがんで病院に運ばれ

ました。救急車で運ばれたんですけれども、息子はそのときにいたよ。それ以来

ナシのつぶて。病状説明をしたくても、退院の支援をしたくても何にも進んでい

かないから、「包括、何とかしてほしい」っていう相談だったんですね。 

ですので、とりあえずは、私たち、どういう連絡先で行ったらいいのかといっ

たら、唯一、どこかの親戚につながっていると。だから、そこから息子さんに何

とか連絡をしてもらって、「地域包括のほうに来てほしい。介護保険の申請からや

りましょう」というところで、まず、この息子さんの力を信じたんですね。そう

したら来てくれたんです。来てくれて申請になった。だけれども、「じゃあ、その

後、うまくつながるかね」と思ったら、警戒はするんですね。ですので、対応し

た職員を上から見ていて、「あの子の顔を見たことある」というところでやっと開

けてくれてというところで退院支援につながっていった。 

このときにも末期の状態なので、ケアマネさんにつなげなきゃいけないという

ところもあって、ケアマネさんと同行訪問をしながら、ここで民生委員さんもつ

ながっていたということがわかったので、まずは民生委員さんとケアマネさんと

をつなげて対応するということと、あと、次ちょっと、「お金がないので自宅で看

取るしかない」ということだったので、医療機関とつながるというところの御支

援をさせていただきました。 

そのときに私たちの思ったのは、「ここのお父さんを終末期どう過ごすかだけじ

ゃないよね。この残された息子さんの支援って同時に考えていかなきゃいけない

よね」ということで、ですので、民生委員さんにあえて息子さんに会ってもらう

ように、お父さんとだけ会っていたけれども、「民生委員さん、悪いけれども、行

ったときに息子さんに声をかけてほしい。お父さん、こんな形で帰ってきている

から、俺、心配だよ。何かあったら相談してね」と地元の人から言ってもらうだ

けでも強みになるからというところで、ケースワークの中で働きをかけていきま

した。 

そうして終わって、どの程度この人が力があるかなというところを見立ててい

ったんですけれども、幸いなことに、引きこもりの方は、精神障害を患っていた

りとか少し発達障害的なところがあったりとかして、なかなかつながれない人も

いるんですけれども、ここはわからないですよ、ヒストリーの中で、多分高圧的

なお父さんと息子さんとの関係の中で、このお父さんが外れたことによって、息

子さんは自分で生きていかなきゃいけないという力はもともと持っていた人じゃ

ないかなと思います。ですので、死後の手続とかというところも、こちらが少し

援助をしながらとか助言をしながら滞りなくできましたし、その後、「あなたのこ
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とが心配だから、生活困窮の窓口にまず相談に行こうよ。行ける？」と言ったら、

行くことができたんですね。ですので、そこがやはり就労につながっていったと

いうことになるのかなと思います。 

これが、私たちの支援がうまくいったらここがうまくいったとかということで

はなくて、やはりソーシャルワークの中で、そこのところをどういう視点で、ど

ういう働きかけをしていくか、そして、つなげる先はどこなのかというところを

見立てながら、それと同時に、やはり当事者だけじゃなく、家族全体のパワーバ

ランスを見ながら支援していくということが必要なのかなというふうに思いまし

た。 

ますます包括は髪が抜けそうなのですけれども、やはりソーシャルワークの能

力というところをいろいろなケースで本当に試されていまして、包括自身の研さ

んをできる場というところも私たちは課題としても感じていますし、地域の人と

一緒にケースを考えていく。「地域、よろしくね」と言ったら、地域は重たくてし

ようがないんですよね。ですので、個別地域ケア会議とかを本当に有効的に活用

しながら、その人のネットワークが組めるような、そんなケア会議ができるよう

に私たちも頑張っていかなきゃいけないのかなというふうに思っています。 

以上です。 

相談員：私は福田に配属になって５年です。実は、福田は障害の事業所が大変多いところ 

でもあったもんですから、当初から関係をつくりたいということでいろいろと交 

流を深めてきました。そういった中で今感じていることは、障害の事業所や施設 

の方たちが少しでも地域の方と関係を結ぼうと大きく方向転換してくださってい 

るなというのを非常に感じております。いろいろなところでフリーマーケットを 

開いてくださったりして、当初は、本当にまばらな人たちが、今は大変たくさん 

の地域の方が来てくださるようになっています。 

そういったとろから、障害の方たちが積極的に地域に気持ちを向けているなと

いうのを大変感じてもいますし、また、障害の方たちのそういったところにボラ

ンティアさんとか、福田西でも障害のデイケアのカフェを始めて、「誰でもいいよ、

来てね」というような、そういったものも始めているということで、地域の方を

施設や事業所に取り込んでいくという、そういう努力もしているなというふうに

見ています。 

ですので、皆さんのお話を聞きながら、そうした専門機関と、それから、地域

と行政が、やはりみんなが連携していくということによって、地域の方たちがよ

り安心して、「みんなが一緒に動いてくれると安心だよ」という最初に出ていた言

葉を聞いたときに、みんながかかわっていく、積極的な姿勢を持ってかかわるこ

とで、困難なケースとか困難なトラブルというのはとても多いんだけれども、で
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も、かかわってくださるという、それ自身がやはり力になっていくのかなという

ふうに感じます。 

以上です。 

５．閉会 


