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記 録 集

   現在、日本と同様にヨーロッパでは福祉国家志向から全員参加社会に向かって大きな変化

が起こっています。そして高齢者を支える仕組みも、全国的な保険制度中心からそれぞれ

の地域が大きな役割をもつようになっています。

   本シンポジウムは、日本と共通の目標と課題を持つオランダの、地域における取り組みの

最新報告を踏まえて、日本の高齢者社会参加あり方、地域の助け合いを基礎とした新しい

地域の仕組みづくりを考えます。

公益財団法人さわやか福祉財団 　一般財団法人長寿社会開発センター国際長寿センター
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講演者 / パネラー / コディネータープロフィール

●フランク・ファン・ローイ
オランダ・ライデン市福祉法人ラディウス理事・所長

福祉法人ラディウスでは、オランダ・ライデン市において、70 人の専門職と 700 人のボランティアが幅

広い生活支援サービスをして、7000 人の高齢者・障がい者のサポートを行っている。活動範囲は、デイ

センター及びアクティビティセンター運営、高齢者宅福祉訪問、食事の宅配、移送サービス、地域ネットワー

ク作り等多岐にわたっている。

●松岡洋子
東京家政大学人文学部准教授

「施設から地域へ」という大きな時代のうねりを中心に、ヨーロッパの高齢者福祉について「住まい・ケ

ア・地域」の視点から日本との比較研究をしている。国際長寿センターの国際比較研究事業の主査も務め

る。著書に『老人ホームを超えて：2� 世紀・デンマーク高齢者福祉レポート』（クリエイツかもがわ）、『エ

イジング・イン・プレイス（地域居住）と高齢者住宅』（新評論）等がある。

●服部真治
医療経済研究機構研究員兼研究総務部次長

�996 年、東京都八王子市入庁。2005 年より健康福祉部介護サービス課。その後、介護保険課主査、財政

課主査、高齢者支援課課長補佐、高齢者いきいき課課長補佐を経て、20�4 年厚生労働省老健局総務課・

介護保険計画課・振興課併任課長補佐。20�6 年より現職。老健局では新しい総合事業のガイドラインの

作成から普及までを一貫して担当。さわやか福祉財団主催「新しい地域支援のあり方を考えるフォーラム」

（総称）でも全国で講演を行った。

●堀田　力
公益財団法人さわやか福祉財団会長・弁護士。にっぽん子育て応援団団長

社会保障審議会委員、中央社会福祉審議会委員、高齢者介護研究会座長、東京都社会福祉協議会会長、東

京の地域ケアを推進する会議委員長ほかを歴任。新地域支援構想会議の呼びかけ団体として、国や市町村

へ提言するなど全国各地で強力に絆のある地域づくりを推進中。

●清水　肇子
公益財団法人さわやか福祉財団理事長

さわやか福祉推進センター（現さわやか福祉財団）の創立時から参加。情報誌『さぁ、言おう』編集長、

常務理事事務局長を経て、20�4 年７月から現職。地域包括ケア・新地域支援事業推進に伴う国や地方自

治体の各種委員会委員、経済財政諮問会議政策コメンテーター（内閣府）他就任。成熟社会における新し

い支え合いの形、誰もがいきいきと輝ける社会システムづくりを提言、全国で実践中。
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    開   会　
水田  邦雄 （国際長寿センター代表）

  本日のシンポジウムはさわやか福祉財団と国際長寿センターの共催で行われま

す。「さわやか福祉財団」は、皆様御存知の通り高齢者による地域づくりや助け

合いに取り組む日本を代表する団体でありますが、この 3 年間は特に新地域支援

事業の推進におきまして全国各地で目を見張る成果を上げています。

  また私たち「国際長寿センター」は現在世界 �7 カ国の同僚とともに、「プロダ

クティブ・エイジング」の実現を目指して活動しています。具体的には、高齢者

が社会の中でより積極的に活躍するための国際比較研究や啓発活動を行っていま

す。

  私たちは海外調査のなかで、高齢者が主人公となって地域社会づくりに取り組

む多くの実例を見て参りました。そして、そこに「さわやか福祉財団」との接点

が生じ、本日のシンポジウムの開催に至りました。

  本日は第 � 部として、世界各国で大きな潮流となっている住民主体の地域社会

づくりの一例として、オランダで実際に高齢者自身による高齢者支援、あるいは

助け合いを実践しているフランク・ファン・ローイさんに最新のオランダの様子

についてお話をうかがいます。また国際長寿センターの調査研究委員会主査の松

岡洋子先生に海外の動向と日本への示唆をお話しいただきます。

  そして第 2 部として、このお二人のほか、やはり国際長寿センターの調査研究

委員である服部真治先生、またさわやか福祉財団の堀田力会長、清水肇子理事長

の参加の下、今後の日本での地域づくりの進め方についてのディスカッションを

企画しています。
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　まず、地域で高齢者が輝いていくということの背

景には何があるかというと、それは世界の潮流である

エイジング・イン・プレイスという考え方です。

  

   介護が必要になるとすぐに施設入所を考えるという

ことではなく、住み慣れた地域でその人らしく最期ま

で支えていこうという概念が背景にあります。

  

　

　その中でも特に私は皆さんと確認したいのですが、

自宅・地域に住み続けたいというのは、世界各国で共

通の根源的な願いであるということです。誰も施設や

病院に行きたくない、畳の上で亡くなりたいと思って

いるわけです。

　

　実際に、日本でもいろいろな調査が出ていますが、

約 7 割の方が虚弱になっても自宅で住み続けたいと

思っています。それをどのような形で実践していくか

というところで、住まいとケアの分離という理論が出

てきます。

 　

  

 　施設は住まいとケアが一体的にパッケージになって

いるわけですが、それを地域にみなで使えるように分

離して住み続けるようにします。すると、施設はどん

どん少なくなって、その分、地域での助け合いが増え

ていくことになります。

 　

講     演

海外における高齢者の地域参加・社会貢献（１）
松岡　洋子 （東京家政大学人文学部　准教授／国際長寿センター調査研究主査）
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　オランダもデンマークもそういう意味で住まいとケア

の分離をしっかりと推進してきた国であると思います。

 

 

  

  

　では、施設と地域はどう違うかということです。分

かりやすく説明すると、施設にはドクターや看護師や

介護士が集中していて、ケアが十分に受けられますが、

地域には不足しています。ですから、施設に移らない

と十分なケアが受けられない。でも、移るときに自分

らしさや自分の役割、居場所を全部捨ててこなければ

いけなくて、幸せはこちらにはあまりなかったという

ことなのです。この施設を横倒しにして、住まいとケ

アを地域にひろく播いて、「みんなで支え合って生きて

いきませんか」というのがエイジング・イン・プレイ

スの考え方です。

　施設は 65 歳以上のわずか 5％の人のためだけにしか

造られていないのです。それを 95％の人でシェアしよ

うと思うと、当然足りなくなります。そして、施設の

中では廊下の上を歩いてケアを提供していればよかっ

たのですが、地域では道路の上を車に乗ってケアを提

供しなければいけませんので、効率が悪く手間のかか

る仕事ということになります。

　しかし高齢者がどんどん増えていって地域はたいへ

んになってくるというのは自明の理です。ではどうし

ましょうかということで、次にデンマーク、オランダ

はどうしているかという最近の情報です。

  

　デンマークは、�980 年代から 24 時間の在宅ケアを

完璧に整えてきた国です。そのデンマークが、20�3 年

に「在宅ケアの未来」という報告書で在宅ケアのパラ

ダイムシフトを行わなければならないと発表しました。

　つまり、在宅ケアをあまりにも容易に提供し過ぎて

いたのではないかと反省して、ケア提供の前にきっち

りとアセスメントをして、回復・改善の可能性のある

人にはリハビリをしていただいて、ケアをできるだけ

少なくしながら、高齢者が自律的に生活できるように

するということです。

　それで余裕が出た分は本当に必要な人に回せるとい

うことで、転換を行っています。加えて、ボランティ

アの活用です。そして 20�5 年には市民の活動企画に

予算を配分する「尊厳政策」を打ち出しました。市民

活動の中にこそ尊厳があるという考えです。

　一方、オランダも施設の多い国ですが、2008 年に、

2000 施設のうち 800 施設（40％）を閉鎖し、そこに

いた人を在宅に返しなさいという方針を出しています。

そして介護保険の大改革を行いました。これまでは国

が「制度があるから使っていいよ」ということだった

のですが、「自分のことはまず自分でしてください。無

理なら地域の人々で助け合ってください。最後に自治
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体や国が制度として助けます。制度は最後の最後です。

つまり、まずは個人から」という大転換を行いました。

　

　その制度の変化を少し説明します。まず、オランダの

介護保険（AWBZ）は �968 年に世界で初めてできた介

護保険です。それを、半世紀たった 2007 年に家事援助

（掃除、洗濯、買い物など）を社会サービス法に移管し

て市町村で事業として行うということにしました。

  そして、8 年後の 20�5 年には、デイサービスも介護

保険の給付ではなく、市町村で社会サービス法に則っ

て事業としてやってほしいということで、いま変革が

進められています。そういう意味で、介護保険のカバー

する範囲はどんどん狭くなって、今では本当に重度な

方を対象にした、結果的に施設入居者を中心とした

Wlz という新しい名前に変わって、制度が大きく変化

しています。

　

　そして、これらの国の共通項として言えることは、

まだヨーロッパは高齢化率が 20％に達していないので

すが、たいへんな危機感を持って、大英断を持って大

改革を進めているということです。

　その中で、制度はやすやすとは使えません。これま

では国がすべてしてくれたけれども、これからそれは

最後の手段であって、自分のことは自分でやったり地

域の中でみんなで助け合ったりしていくということで

す。徹底した自立支援と、家族、地域重視ということ

になります。これはインフォーマライゼーションと再

家族化と言われることもあります。今日は地域の支え

合いが大きなテーマになるということで、インフォー

マルでどう支えるかに着目して、これからの話を聞い

てくださるといいと思います。

 

　最後に私が感じているオランダの印象を、フランク・ 

ファン・ローイさんのお話の前に少し、オランダ世界

への誘いということでお話をしたいと思います。オラ

ンダは昔スペインに支配されていたのですが、�7 世紀

に世界の海に出ていって、東インド会社をつくり、巨

万の富を蓄えます。その巨万の富を蓄えたのが誰かと

いうと、王とか貴族ではなくて、市民なのです。

 

　市民の中産階級が富を蓄えて、アムステルダムには

運河が張り巡らされていますが、海を埋め立ててアム

ステルダムを造ってきた、それも市民の財力によると

ころが大きいということなのです。
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　ですから、オランダは貴族社会ではなくて市民社会

で、  そしてみんなで連帯して海を埋め立てて水と闘っ

てやってきたという、そういう非常に合理的な社会連

帯の強い国ではないかと感じています。

　これは美しい運河の映像です。そしてその周りには、 

こういった富を蓄えた市民の邸宅が並んでいます。美

しい運河の映像を見ながら、フランクさんが出番を待っ

ておられるので、フランクさんにバトンを渡したいと

思います。よろしくお願いします。
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　今回は日本の皆様がオランダの経験を話すために私

を招いてくださいましたが、むしろ皆様をオランダに

招くべきだったと思っています。日本は高齢化が最も

進んでいる長寿の国です。食べ物もとても健康的な食

事ですし、また精神的にも長い間の伝統があります。

　私はネットワーク構築の重要性をひしひしと感じて

おります。これをまず第 � 点に申し上げたいと思いま

す。社会で行われる物事では近隣が重要だということ

です。2 人の近隣の人たちが始めて、これが 5 人にな

り �0 人になり、そして結果的に大きな効果を持つこと

ができると思います。

  それから、たくさんの高齢者の方々が何かをしたいと

思っています。ですから、社会の中で何かをやっても

らう機会を提供していきたいと考えています。そのア

イデアもお話ししたいと思います。

　ここで 2007 年以前のオランダについて話します。

　日本にとっても示唆があると思います。

 

　これは経済危機の前後を比べた内容となっています。

やはり社会福祉が本当に果てしない増加をしました。

「乳母の社会」と言われ、かなりの税金を社会福祉や社

会サービスに使ってきました。これは使い過ぎたと思っ

ています。それで2008年に経済危機がありましたので、

予算カットが行われることになりました。

　2007 年以前にもさまざまな社会的な運動もありまし

たが、コストとその効果に関して批判的な分析が行わ

れてきませんでした。福祉サービスだけでなく、ケア

やキュア（治療）に関しても批判的分析がありません

でした。また、大半のサービスは完全に専門化されて

いました。

　例えば保育、児童の保護は �907 年当時には全てボ

ランティアが行っていました。すべて専門職だけがや

るようになってきたわけです。ですから、ボランティ

アを全く使わないという形になってしまいました。

 

　次に市民社会です。キュアやケアにはインフォーマ

ルとプロフェッショナルという二つの部分があります。

オランダではインフォーマルというのは専門職以外の

あらゆるものを意味します。例えば娘や息子が父母を

世話しているのであれば、この家族ケアもインフォー

マルです。オランダでも日本でもそうだと思いますが、

伝統的にはやはり家族が親の面倒を見る、死ぬまで看

取るということをやってまいりました。一般的に家族

だけがやっていたわけです。

　オランダでは大体 40 年くらい前に新しい傾向が始

まってきました。高齢者の方々が「自分の子どもと一

緒には暮らしたくない」と言うようになってきたので

す。つまり「自立していたい」ということを言い出し

たのです。それによって、ボランティア活動に参加す

るアクティブな市民が生まれてきました。医師はこれ

まで伝統的な薬物療法を重視してきましたが、家庭や

病院のケアやキュアと福祉の間に大きなギャップが生

まれてしまったのです。これについては後でもう少し

お話をします。

　

　

講　演

ベストプラクティスの学び合い、それは日蘭の伝統
高齢者のパワーとポテンシャル

フランク ・ ファン ・ ローイ （福祉法人ラディウス理事 ・ 所長）
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　少しここでブレイクを入れたいと思います。ライデ

ン市の近くにウフストヘーストという村があります。

私たちはここでも活動しているのですが、ここに当時

9� 歳の女性がいて、ボランティアをしていました。高

齢者の方々がトランプをやっているところでコーヒー

やお茶を出していたのです。彼女は私に「フランク、

私は 95 歳で辞めるわ」と言いました。ところが 95 歳

を過ぎた今でもまだボランティアをやっています。こ

んなに高齢になってもボランティアをしているのです。

素晴らしいですね。

　さて、次にいきたいと思います。

   

　先ほど申しましたが、高齢者の方々は自分を自立し

ていると考えるようになってきていました。それでも、

何かサービスを求めると政府から給付が出されていま

した。彼らはこれまで一生働いて税金を払ってきたわ

けですから、やはり自分の権利として求めました。政

府に何かやってもらうことを期待していたのです。そ

して、65 歳のような若い段階から老人ホームへ登録を

する、入所の希望をするといったこともありました。

　

　これはオランダ人の気質です。ボランティアの活動

が活発であるとか、我慢強いとか、国への誇りはある

がやみくもな愛国心ではないといったことです。

  

　これは �900 年と 2000 年の 70 歳の人の写真です。

違いははっきりしています。�900 年には一人で女性が

家にいて編み物をしている。�00 年後どうなったかとい

うと、70 歳の女性がエクササイズをしたりスポーツを

したり旅行をしたりで自立を続けています。また、今で

は趣味やボランティアなど社会のさまざまな活動に参加

しています。�00 年でこれだけ変わりました。

　

　オランダの高齢者支援制度の改革については先ほど松

岡先生が詳しくご説明をしてくださいました。

　以前は権利の主張ばかりでしたが、今はそれに伴う義

務が重視されています。ナーシングホームには重度に

なって初めて入れるようになりました。キュア、ケアの

効果についてもしっかりと分析が求められます。

　また、定年の延長も進んでいます。
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　また、医療などに関して非常に多くの予算が使われす

ぎていたということです。つまりキュア、ケア、それか

ら福祉です。それで、国は分野によって違いますが予算

の �0 ～ 30％のカットを進めてきました。

　地方分権を進めているのです。こういったキュア、ケ

ア、福祉の活動がどんどん地方に割り振られているとい

う傾向があります。

　それに対して、自治体でいまどのようなことが起こっ

ているのかといいますと、何が必要なのかを査定しや

すくなっていると言われています。

　つまり、地方自治体に専門職の団体があるわけです

が、地方分権の効果として、中央の機関よりも地方自

治体の方がサービスを提供する緊急性を判断しやすい

ということです。そして何が必要なのか、本当にニー

ズがあるかないかを判断しやすい立場にあります。

その結果、国の予算超過は大幅に減少しました。

   

　そして、オランダの中ではいろいろな考え方が出て

きています。人に面倒を見てもらうのではなく自立を

しようというトレンドが出てきたのです。それが自治

体や専門家の団体、インフォーマルセクター、市民の

行動にも効果をもたらしています。

 

　

　地方公務員の責任も影響力も高まってきました。そ

して、従来型のことばかりはいけない、イノベーショ

ンをしなければいけないと言われています。

　予算削減があったこともまた刺激になりました。こ

れは急に起きたので、やはり慣れる必要がありました。

しかし、そこで変化が起きました。もちろん政府が予

算を下げるのは分かるのです。高齢化が進むわけです

から、この特別医療費保険に関しても当然ながらキュ

アやケアの費用が上がっていきます。これは私たちの

税金から出ているわけで、私たちが税金の使われ方を

どうするのかを決める必要があるわけです。

 

　

　中央の査定機関で一律にアセスメントをするのでは

なく地域の近隣社会チームが高齢者とよく話し合うよ

うになりました。そしてボランティアの役割が増して

きました。この改革の大きな影響は、ボランティアが

地元でより重要になったことです。

 

　ここで重要なのはチームです。これはオランダ独特

の展開なのですが、あらゆる専門職がこのチームによ
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る協働を経験しています。ソーシャルワーカーだけで

はありません。例えば医師や精神科医、あるいは市の

職員にとっても、やはり新しい見方が必要でした。さ

まざまな専門職が交流を行っています。そして、同じ

クライアントに関して情報共有を行い、スキルの向上

を行っています。そうすることによって高価な医療サー

ビスをすぐに受けずに済むのです。

　あるいはアクティブな市民、ボランティア、そして

高齢者自身が自分で行動して、社会に参画するように

なっているのです。例えばすぐに医療に頼る、あるい

は薬に頼るということではないわけです。

　オランダでは今日のこのようなシンポジウムを行う

ときには、非常に誇りを持ってたくさんのアクティブ

な市民、ボランティアが参加します。専門家だけでは

なくて皆が集まって意見交換をするのです。

 

　

オランダでは、キュアとケアの組織はボランティアと

の協働の経験があまりありませんでした。しかし地域

福祉団体はよくボランティアと協力してきました。

　ここにも大きな可能性があったのです。いまでは地

域の多くの人に声を掛け、多くの市民グループのサー

ビスもたくさんあります。もちろん医師は薬剤を提供

することもありますが、今は地域との協働の中で多く

のサポートを行っているわけで、これによる効果を重

要視しています。これが高齢者支援についてのオラン

ダでの展開の概略です。日本でもこういうことが起き

ていると思います。

　2007 年以前には国は予算をどう使っているかという

説明はあまりしていませんでした。

　例えばある高齢女性がいます。この方は私たちと協

働して活動をしている人です。これから何人かの方と

夕食を共にするということでしたが、不自由な感じで

歩いていました。それで私たちの団体のソーシャルワー

カーが「なぜそういうふうに歩いているのですか」と

聞きました。その女性は「6 年前から整形外科に通っ

ているのです。これから手術があります」という話を

始めたのです。そして手術をする代わりに 3 カ月後に

効果のある靴を入手したのです。つまり、このソーシャ

ルワーカーとこの女性が話をして、�0 ユーロくらい

の新しい靴に替えたわけです。おそらくその靴に替え

ることによって、腰の具合がよくなって、例えば 2 万

2000 ユーロくらいかかったかもしれない医療費がかか

らなかったわけです。つまり、ここで重要なのは、長

期的に私たちの業務の結果をどうみていくかというこ

となのです。

 

　

　先ほど申し上げたように国の予算は削減されました。

　そして政府はテレビあるいはラジオを使って、新し

い政策では自分で多くのことをしなければいけないと

広報活動をするわけです。たくさんこういうことを聞

いて、本当にそうなのかと疑問を持つ高齢者もいまし

た。そして身近な人たちと話をしていくなかで、やは

り削減は必要で、自分たちで何かをしなければいけな

い、効率化を図らなければいけないと気付きました。

しかし、例えば看護師の支援が必要だという場合には

もちろん自宅に来てもらえます。すべてを自分でする

ということではありません。

　また、私たちの団体にボランティア登録に来る方が

増えました。「私にもできることがありますか」と言っ

てくださるのです。また十分にボランティアがいる地

域では他の不足している自治体を支援します。

　これを皆さんにぜひ強調したいのです。市民の皆さ

んは本当にスキルもありますし、他の方たちとの出会

いがあるのでボランティアに参画したいという方はた

くさんいらっしゃいます。そして、人々も自分は何が

できるのだろう、何かできるはずだと考え出したので

す。ケアのすべてをできないにしても、何ができるだ

ろうかと社会が考え始めたというのは素晴らしいこと

だと思います。



�3

 

　

　私はラディウスという福祉団体の所長です。専門職

が 70 人、ボランティアが 700 人、そして利用者が

7000 人います。私たちは地域で在宅介護もしています

し、高齢者デイケア・活動センターや PC 教室の運営、

家の簡単な改修サービス、アラームシステムの紹介、

送迎サービス、またのちほどお話しする福祉訪問もし

ています。この活動の中で、センターの運営から活動

リーダー、ドライバーとそのシフト調整、大工仕事な

どでボランティアが活躍しています。

　またラディウスにはクライアント審議会があって

サービス利用者の意見をいつもうかがっています。

ここで興味深いのは、ボランティアの方も何らかの専

門的なスキルを持っていらっしゃるので、専門職がす

べてをする必要はなく、ボランティアに支援を求める

ことができるということです。しかもそれは、それほ

どコストがかからず、あるいはコストが全くかからず

できるかもしれません。それが社会の人々が持つスキ

ルを活用できるということなのです。

　一つの話を皆さんにお伝えしたいと思います。ある

高齢者センターに女性が来ていました。そして午後に

お花や編み物など、いろいろなことをしていました。

あるとき彼女がセンターの中を歩いていると、高齢者

の方たちが太極拳をしていました。それに気が付いて、

リーダーのボランティアたちに「何をやっているので

すか」と聞いたのです。「太極拳をしています。毎週集

まってやっているのですが、参加しますか」という説

明を受けて、それに対して「いえいえ、いいです」と

その時は答えました。けれども数週間後に、その女性

は「太極拳に参加してもいいですか」と言って、結局

そのクラスに毎週参加するようになりました。そして

半年後、循環器の医師から「肺活量が上がっています。

なぜですか」と聞かれたぐらいです。そういったこと

も起きるのです。

 　

　福祉訪問の紹介をします。ライデン市民が 75 歳に

達しますと、福祉団体が厳しいプライバシーの管理の

下で、自治体からその人たちの住所情報をもらいます。

そして、その人たちに「75 歳になりましたね。ちょっ

とお話ししませんか」というレターを送ります。もし

その方がボランティアの訪問を受け入れれば、その人

の家に行きます。大体 40％くらいの人たちがボラン

ティアの訪問を受け入れています。そして、この訪問

をしたうちの 30 ～ 40％の人たちが、紹介されて医師

や理学療法士たちとコンタクトをとることになります。

　自宅に住んでいる人たちに、福祉訪問のためのトレー

ニングを受けたボランティアが訪問していいかどうか

という案内が来ます。そして訪問して、移動能力とか、

他人とのコンタクトをどれくらい取っているか、どの

くらい自立しているかを把握することができます。こ

の活動には大きな予防的な効果があると考えています。

 

　

　ここまでお話したように、ボランティアは多くの分

野で大切な活動をしていますが、最近ではさらに、高

齢者自身が自分でネットワークを広げるような活動が

奨励されています。これをイノベーションと言ってい

ます。自治体もこのネットワーク形成型の活動への支

援に特に力を入れています。

　ある女性が夫と二人の子どもと暮らしていました。
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隣の家ではおいしそうなご馳走を料理していていいに

おいがする、隣の人がうちの分も作ってくれればお金

を払おうと考えました。その調理をしていた隣人は夫

を亡くして、子どものいない 60 歳の寂しい女性でした。

そして、社会保障に頼って暮らしていたので少し気持

ちが落ち込んでいました。

　そうして次第に近所のたくさんの人たちが、この女

性の調理したものを食べるようになっていったのです。

こういうことから、ウェブサイトを作ろうとなりまし

た。そして、このタイプの食事提供ウェブサイトはい

ろいろな形で成長して全国に広がり、年間に 7 万件以

上のマッチングがなされるまでになりました。同じ近

所の中には料理が好きなので料理をしてあげますとい

う人もいます。それから一緒に集まって食べたいとい

う人もいます。この仕組みでは材料費だけを払えばい

いのです。そして、みんなで集まって会食をする、こ

れも素晴らしいと思います。

　この自主的なネットワークシステムの中でラディウ

スは、高齢者がインターネットをうまく使えない場合

はウェブサイトを見られないのでラディウスが直接つ

なぐ手伝いをしています。自治体はウェブサイトの支

援をしています。

　Pien さんという方が始めた助け合い活動も注目され

ています。BUUV という名前ですが、サポートしたい

人は自分の「できること」をウェブにアップし、何か

をしてほしい人は「してほしいこと」をアップします。

そしてマッチングをします。これも市から一部補助が

出ていて、管理はライデンでは私たちが行っています。

Pien さんは、非常に教養のある方で、退職して時間的

余裕がありました。そして、社会でもっといろいろで

きる可能性があるだろうが何をしたらいいのかと考え

たことがきっかけです。最初、彼女と同じ通りに住ん

でいても互いにあまり話をしなかったもう一人の女性

がいました。二人はこのプロジェクトの話をしながら、

例えば週に 2 回訪問して調理も一緒にするといった形

でつながりをつくっていきました。それから、人と人

が出会わないと助けたくても助けられないと考えて、

近隣の女性 2 人と � 人の男性で、6 つの通りのすべて

の近隣の方たちを訪問して、「何か互いに助け合いませ

んか」というプロジェクトを始めたわけです。そして、

「何かできること、したいことはありますか」「何をし

てほしいですか」という 2 つの質問をしました。人に

よっては「いえ、いいです。忙しいので何も必要ない

です」とか、あるいは「私は仕事をしていて子どもも

いて無理です」と言う人もいました。しかし、この通

りでどのような課題があるかをしっかりと集めて分

析すれば、自分のこういうスキルが使えるというこ

とが分かってきます。支援の必要な人、支援ができ

る人が見えてきます。最終的に �0 人で約 �,000 人

を訪問しました。すると、ちょっとした買い物がで

きる、コンピュータの手伝いができるなど何かした

いという人がたくさんいることがわかりました。

そこで、最初はインターネットではなくカードを

作って公民館などに貼りました。その後それをイン

ターネット上に設けるようになりました。

　このタイプの活動はハーレム市で最も盛んです。

人口 �3 万人のハーレムで年間 � 万件のマッチング

があります。

 　

　もう一つ、これは日本にとっても非常に興味深い

と思うのですが、医療の専門の方たちとボランティ

アとのつながりです。これは「福祉の処方」と言

われます。例えば家庭医に 4000 人の患者がいて、

そのうちの 30 人の患者に何らかの心療的な問題が

あったとします。そのドクターが、こういった患者

に対して、抗うつ剤を処方するだけでなく、ソーシャ

ルワーカーと話をしてみませんか、あるいは社会で

何か活動しませんかと言います。これを家庭医の福

祉の処方と呼んでいます。つまり、家庭医がこういっ

た解決法を説明していくわけです。心身症を患って

いる人たちが、例えばボランティアに参加したりス

ポーツに参加したり、あるいは高齢者のグループに

参加をしたりして、互いにつながって、生きる意義

をまた見つけたということがあるわけです。
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　ブローニンゲン州の活動は地域の健康ネットワーク

活動です。これは市の職員によって支援され、ウェブ

の構築に対しては補助等もありました。フローニンゲ

ン州の 5 つの市町村が協力し、新しいグループを組成

して、意見交換から始めたわけです。
＜「健康ネットワーク」活動。20�6 年 9 月 30 日にスタートした。

全国予防プログラムの中で、域内の �0 の自治体、医療財団、職

業訓練団体、工業団地管理協会、スポーツ団体などが自主的に集

まり自分たちでできることを「誓約」し、Web 上の情報発信、経

験交流をしている＞

　自宅での快適な暮らしのためのウェブサイトもありま

す。在宅生活を継続するにあたっての技術的な可能性

を紹介するものです。
＜「マイハウスカスタム」という非営利情報プラットフォーム。

自宅に住み続けるための法制度、住宅改修、資金調達、転倒防止

方法などについての情報を発信。地方自治体、住宅協会、福祉団体、

不動産会社なども参加。家の問題点テストもできる＞

 　

　

　

　次に、経験豊富で高学歴の人たちがアムステルダム

で最初に実施して、いまはライデンの隣のウフストヘー

ストでも行われているとてもいい実例があります。専

門職が全く関与せず、市民たちの手だけでプログラム

を実施しています。

　そして、在宅介護などの専門職のサービスが必要で

あればお金を払ってそれを得ています。でも、とにか

くまずは自分たちでやってみる。ですから、専門職団

体は入ってこなくてもいい、まずは自分たちで管理を

するということを市民たちの手で、自分たちでやって

います。そういったことがオランダでは全国に広がっ

ています。本当に素晴らしいことだと思います。
＜「長い自立生活ウフストヘースト」。自立生活継続のためのご

近所ネットワークの紹介とそれへの招待、家のカスタマイズのヒ

ント、高品質なサービスを選定して紹介などを行っている＞

　小冊子を作る活動はライデン市内の取り組みです。
＜「高齢者のための連絡先案内 近隣高齢者のためのネットワーク」

では市内ブルク地区の散歩クラブ、読書クラブ、昼食会、ケア情

報などの情報を発信＞

　最後にもう一つ申し上げたい点があります。もちろ

ん、体に触れるような仕事は医師や看護師といった専

門職がするわけですが、その他のことに関しては、イ

ンフォーマルなセクターがネットワークの中でやるこ

とができます。みんながやることができるのです。日

本でもそうではないかと思いますが、オランダでの私

の経験から言いますと、専門家と言われ、心理士、医

師、ソーシャルワーカー、公務員といった人たちもみ

なこのネットワークづくりに貢献できます。それによっ

て社会の根幹を作っていくことができると思います。

日本とオランダの人たちは、問題があった場合には支

援がほしいと思っているはずが、仲間を助けたい、助

けの手を差し伸べたいとも思っているはずです。そし

て、自分たちが持っているスキルを示していきたいと

思っているはずです。
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　フランクさんは、市民がスキルを持った存在である

こと、それから専門家があまりにやり過ぎてしまうと

地域での助け合いがしぼんでしまうという話をしてく

ださいました。

 

　ここで少しフォーマルとインフォーマルの関係につ

いて話します。北欧などの国ではフォーマルがたくさ

んあるからインフォーマルは足りない部分の隙間を埋

めればいい、フォーマルあってのインフォーマルだと

言われてきました。逆に日本は少しフォーマルが足り

ない分、インフォーマルが代わりに埋めているという

ようなことが研究されてきたのです。　

　しかし、オランダのお話を聞いてみますと、本当に

地域での助け合い、インフォーマルな力が素晴らしく

活躍しています。制度に頼るよりも、まずはスキルを

持った個人や地域の力で何ができるかを考えてみよう

という、インフォーマルファーストというような新し

いモデルができているのではないかと思います。そし

て、インフォーマルが伸びてきますと、市民が活躍し

てお互いに助け合ってネットワークを広げる。そして

インフォーマルと専門職とも連携し、話し合って、地

域がどんどん輝いていく。そして幸福度が上がって、

財政にも良い影響があるということだったと思います。

 

　

　それから、昔はそうではなくて、ニーズがあれば、困っ

ていれば、すなわちサービス提供だということで、ニー

ズがそのままサービスに結び付いていたというお話で

した。そのような中で、市民は「私はこれがしてもら

える」「これをしてください」というような権利の主張

に終わっていて、専門職は利用者を見ずに「提供でき

るサービスは何があるか」と制度や法律を見て仕事を

していたということです。

 

　

　多くの人ができることを積み上げて、本人も自分で

できるととてもうれしいので生きがいも生まれます。

専門職もどのような資源があるのか、地域の中の誰に

何をやってもらったらいいのかと頭を使ってクリエイ

ティブに仕事ができるので自律的に働けて仕事が面白

くなります。これをオランダでは漏斗（ろうと）状の

アセスメントと言っています。そうなるとサービスが

本当に少なくて済む、そのことによって地域全体が輝

いていくという新しいモデルを提言していただいたの

ではないかと思います。

講　演

海外における高齢者の地域参加・社会貢献（２）
松岡　洋子



�7

 

　

　まずインフォーマルファーストで、というのが主流

になっているということで、これを私は天地がひっく

り返したような、コペルニクス的な発想の転換だと

思っています。私たちはオランダに調査に行きました

が、専門職の方はこう言います。「専門職があまり出な

い方がいい。過剰なケアは互助を枯渇させることにな

ると思います。」それによって自分の仕事が減るかもし

れないのですが、こう言うのです。それから「“More 

Happiness, Less Care”（幸せを感じている人は、ケアが

少なくて済む）」という言葉も聞きました。少ないケア

で自律的に生きるのがいいのではないかということで

す。このように、依存的な、あるいはサービス提供優

先型の社会をみんなで反省をして、例えば「話し相手

が欲しい」という人でも、見方を変えてみればその人

は他の人の話し相手になる力を持っているわけで、そ

のように見方の転換をしていくということです。オラ

ンダでは高齢者は何もできない受け身の人ではなくて、

何かできる主体なのだという見方が根付いていると思

いました。

　高齢のボランティアの方も、社会から一度引退した

わけですが、お話を聞いてみると「もう一回社会に参

加したい」ということで、自分で料理を習って料理の

ボランティアをされていたりします。そして、とって

も楽しんでおられます。

　そして自分のネットワークが広がるということは、

それだけではなく専門職も、そこで役に立ちたいとい

うことになって、インフォーマルとフォーマルの間に

もネットワークができていきます。

　フランクさんは、福祉国家から自立型のネットワー

ク構築型社会、参加型の国家に移っていっているとい

うお話を具体的にされたと思います。

 

　

　フランクさんのお話のなかでとてもうらやましいと

思ったのは、まず市民が何かをしたいというときに、

ホームページを立ち上げるというようなスキルの補助

をラディウスではやっていますし、自治体からもタイ

ムリーで的確な、資金も含めてサポートが受けられる

ということです。そして「こういう施策をやるので誰

か手を挙げてください」ではなくて「市民のイノベー

ティブな企画に対して補助を出します。応募してくだ

さい」というような、自由度の高い公募の仕方をして

いるのは素晴らしいと思いました。

　自治体の方や専門職には、ボランティアはたいした

ことはできないというようなアンコンシャスバイアス

（無意識の偏見）がある場合もあります。逆にボランティ

アは「自治体の人は頭が固くて話にならない」などと

ブツブツ言っています。でもオランダは海を相手に闘っ

て干拓してきた国ですから仲良くならないといけない

わけです。互いを認めて、専門職はボランティアの方

のこれまでの経験やスキルや知識をリスペクトしてい

ると思うのです。そしてよく話し合いをします。

　この高齢者支援におけるコペルニクス的な転換は、

互いを認めて、リスペクトして、話し合って、そして

方向性について合意形成をする中で生まれます。良き

社会はネットワークをつくりながら自分たちでともに

つくるというメッセージをいただいたと思います。

 

　私が今日、発表させていただいた内容は、国際長寿

センターを事務局として厚生労働省の補助をいただい

た研究事業の成果です。以下のメンバーで研究をして

きました。
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　この研究では、20�6 年の 8 月末にデンマークとオ

ランダを訪問してインタビュー調査を行い、それから

各研究機関にデータリクエストという質問票を送って

その回答を得て、そしてオープンの文献等を参考にし

ました。
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パネルディスカッション

日本における地域づくりと高齢者の地域貢献の課題と対応策
清水　肇子

服部　真治

松岡　洋子

フランク ・ ファン ・ ローイ

コーディネーター 
堀田　力

コーディネーター　挨拶
堀田　力

　このシンポジウムの目的はオランダの制度を学ぶことです。オランダでは、日本より 7 ～ 8 年早く介護

保険を地域での高齢者支援の方に移しつつあり、そしてボランティアなどもそれに参加して、支える側に

回るという仕組みを構築しています。

　日本では、現在、新しい総合事業が進められています。それは新地域支援事業で、地方自治体の責任で

助け合いを主にして要支援者の生活支援を支えていこうという動きですが、各地域では四苦八苦している

ところです。

　今日はオランダの進んだ状況をお聞きし、松岡先生からも広い目でヨーロッパ全体を見た日本の参考に

なるような事情をいろいろうかがいながら、新しい総合事業であるこの難しい新地域支援事業が成功する

ように持っていきたいと考えています。これがこのフォーラムの目的です。

　まず、日本の制度が移り変わってきている状況を踏まえての議論になると思いますので、冒頭にさわや

か福祉財団の清水理事長から説明してもらおうと思います。
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　さわやか福祉財団は、今回の新地域支援事業を契機

に、より良い地域づくりを強力に進めていこうという

ことで、全国の方々といろいろな活動をご一緒させて

いただいております。本日は皆さまと共に、どんなや

り方があるのか考えていく機会としたいと思います。

住民の力を最大限生かして、公的な仕組みの中に互助

を位置付けて広く推進する。これはこれまでにない全

く新しい地域づくりです。

　ここでは、議論の前提として、日本のこれまでの大

まかな経緯と課題のポイントをお話しします。

 　

　

　まず日本における生活支援、互助がどのような経過

で進んできたのかを確認したいと思います。

　�960 年代に現在のホームヘルパー制度につながる制

度が国として実施されています。これは、もともとは

地方自治体が始めたものを、国として取り上げたので

すが、当初は生活保護から、低所得者の一人暮らしの

人という制限がありました。それが次第に対象を広げ

ていき、ゴールドプランの登場により、在宅重視がこ

の時点で明確になりました。利用者本位、自立支援も、

もうこの時点で考え方としては相当明確になり、方向

性として、地域主義も含めて基本的な理念が盛り込ま

れていたと思います。

 　

　2000 年になって、介護保険が登場し、措置から本人

主体の選択へと、制度の考え方の大きな変革がなされ

ました。ここで一つ、パラダイムシフトが起きたわけ

です。併せて、介護予防、そして自立した生活への支

援ということで、介護保険の中に生活支援が対象とし

て入ってきたという経緯があります。

　そして、市町村主導の地域支援事業、介護予防、日

常生活支援事業が創設されました。これが 20�5 年 4

月から新しい地域支援事業、新地域支援事業のスター

トにつながっていくわけです。本当に大変革といえま

すが、基本的な生活支援、要支援 �、2 の方の訪問介護、

通所介護を市町村事業へ移行するという形になりまし

た。基本は助け合い、地域の互助で支えていこうとい

う大きな方向転換です。

　そして 20�6 年末、いわゆる軽度者問題と言われて

おりますが、要介護 �、2 の方々の移行論議が介護保険

部会で進められました。今回は当面見送りということ

になりましたが、背景としては、とにかく社会保障費

の増大を抑えなくてはいけないということがあります。

　一方で、もちろん費用の点だけではなく、高齢者の

皆さんご本人の生きがいや尊厳を考えたときに、地域

におけるふれあい、助け合い（互助）は、単にサービ

ス提供という枠を超えた大変大きな効果・意味があり

ます。高齢者自身もできる範囲で支える側にも回るよ

うな仕組み、そして介護予防、社会参加（地域参加）、

生活支援が一体となって提供されるような仕組み、こ

れを考えていこうという方向が具体的に打ち出されま

した。

　今回の見送りは当面のものです。次期改正がどのよ

日本の生活支援の仕組みと実情についての問題提起（経緯と課題）
清水　肇子
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うな方向に行くのか、高齢者の日常生活支援を、誰が

どこまでどのような仕組みの下で行う必要があるのか、

大変大きな課題です。費用の面からみても、生きがい

の面からみても、互助の推進が不可欠ですが、ではそ

れをどのように広げていくのか。住民の気持ち、志で

行う活動ですので、時間がかかります。だからこそ明

確な目的意識を持って取り組まないといけないという

段階になっています。

  

　

　個別の説明は省きますが、いずれにしても、包括的

支援事業の中にある生活支援体制整備事業、そし新し

い総合事業の取り扱い方、進め方が非常に大きな意味

を持つことをあらためて確認しておきます。

 

　総合事業で言うと、高齢者全般の一般介護予防事業

がありますが、多様なサービスの中での訪問型 B をど

のように進めていくのかが重要な課題です。資料では

訪問型サービスの例だけを載せていますが、通所型サー

ビスも同様です。

 

　

　この新地域支援事業のまさに核となるところである

互助、ここをどのように制度の中で進めていくのか、

これが大きなポイントになってくるわけです。本日の

この後のパネルディスカッションも、冒頭のローイさ

ん、松岡先生のお話を踏まえて、住民・ボランティア

の助け合いという観点からいかに生活支援を広げてい

くのか、日本においてどう考えればいいのかを議論し

ていきたいと思っています。

 

　

　地域包括ケアは、生活支援、介護予防サービスの充

実と高齢者の社会参加を一体となって進めていこうと

いう考え方です。しかし、全国いろいろな状況を見て

みますと、まだ、介護予防は介護予防、生活支援は生

活支援という形で、分けた取り組みが見られます。自

助と互助双方をどのように連携させていくのか、費用

の点でも、もちろん高齢者、利用者の方・参加者の方

双方にとっても、この両方を一緒に考えながら仕組み

を作っていくという視点が必要です。
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　そのために新しく 20�5 年の改正でできたのが、生

活支援コーディネーターと協議体という制度です。総

合事業における住民主体の助け合い活動の推進だけで

はなくて、地域全体を視野に入れた住民主体の活動推

進が求められています。介護保険制度の財源を使うわ

けですが、地域づくりという視点を明確に持って働き

掛けていくことになります。そのためにこの生活支援

コーディネーター、協議体にどのような方が携わって

どのように進めていくのか。住民主体と言っても、限

定された関係者、閉ざされた数名の住民で運営してい

るというようなやり方であれば、指示者が行政から一

部の違う方に移ったというだけになります。地域全体

を視野に入れながら住民に広く働きかけることが求め

られており、いま地道な取り組みが全国でなされてい

るところです。

 　

   

　助け合いを広げる上での壁、取り組みの課題は本当

にたくさんありますが、大きな柱としてまとめてみま

した。

　まずは「意識の壁」です。住民、高齢者本人、地域、

活動する人、参加する人、そこに住む方全ての住民の

方はもとより、行政、活動団体、事業者、専門職、企業、

もちろん医療関係者、学校関係者、それぞれに、変わ

ることが必要です。しかし、意識や考え方を変えると

いうのは、並大抵のことではなく、お互いさまの助け

合いへの理解は、まだまだこれからといえます。行政

任せにせず、その地域をいかにより良くしていくのか

を皆で考える。行政はそうした取り組みを最大限支援

する。これからは、助け合いをどのぐらい広げていけ

るかで、その地域の幸福度が大きく変わります。

　これからは誰もが地域活動に何らか参加することが

当たり前であるという意識づくりが求められてきます。

決して押し付けではないけれど、それが一番地域の、

そして、一人ひとりの住民の幸せにつながるのだとい

う点をしっかりと打ち出していきたいと思っています。

　行政の方、あるいは専門職の方々からすると、先ほ

どのお話にもありましたが、「ボランティアは頼りなく

て、任せきれないのではないか。思いはうれしいし、

ありがたいけれど、どこまでやってくれるのかわから

ず、お願いしていいのだろうか。しっかりやってくれ

るのだろうか」等々、いろいろこれまでのご経験を踏

まえた疑問もあるかと思います。活動、取り組みの形

態として、長所・短所はあるかと思います。それでも

助け合いで広げていくという意識こそが、これからの

新しい地域づくり、社会づくりを進めていく上での非

常に大きなポイントです。

　もう一つは、「制度の壁」です。介護保険の今回の改

正の中でも、考え方としては共生という概念が明確に

ガイドラインの中でも打ち出されています。全国各地

で助け合い活動を広めていこうという皆さんと一緒に、

地域で進めていくのだから縦割りは駄目ですよと言っ

ています。高齢者だけとか、障害者だけとか、子ども・

子育て支援だけとか、そういう狭い考え方の制度にし

ないようにしてくださいということでお願いをしまし

た。

　財源の効率性の問題からも、地域の助け合い活動の

本旨から考えても、共生の方向を目指すことが必要で

す。けれども、いざ具体的にそのようにやっていこう

とすると、まだまだ難しい制度上の壁、予算の使い方、
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権限の問題等が大きく立ちはだかってきます。介護保

険の財源であるという点との整理が重要な課題となっ

ています。

　また、できる限り生活支援を住民主体で支えていこ

うという方向ですから、これからは点ではなく面とし

て活動を広げていくことが求められます。したがって

まず重要なのが地縁組織、近隣のつながりの再構築で

す。もちろん東京のような都市部と人口減少に悩む地

域とでは、考え方、取り組み方も大きく違いますが、

それぞれの地域の特性に合う形で、お互いさまの地縁

の支え合いを広げていくことが不可欠となります。

　さらに、高齢者と一言でいっても、地域で自立して

暮らしている方、支援が必要な方、様々な多様性があ

ります。居場所も、助け合いの活動も、一つあるから

いいというものではなく、画一的にせず、住民のニー

ズを把握しながら、多様多層の形で柔軟に広げていく

ことがポイントです。

　一方で、活動を進めているボランティア団体は、助

け合いを自分の思いでやっていますので、どうしても

自分たちと違う考え方のところとネットワークを組み

づらいということがあります。お互いを「リスペクト」

して認め合うのは、行政対住民・団体というだけでは

なく、住民同士、助け合い活動を展開していく人たち

同士にも求められます。

　そして、これらを踏まえて、情報の共有、ネットワー

クをどう進めていくのか。その点もこれからの大きな

課題になっていきます。

　また、生活支援コーディネーター、協議体は非常に

重要ですが、さらに、その周りの支援体制、応援団を

どのようにつくっていくのか。そして地域活動ですか

ら、いまは補助の仕組みもつくっていただいています

が、活動資金を地域の中でどうねん出してくのか。社

会参加という形での寄付ということも、これからさら

に広げていく必要がある課題です。

 

 

　

　さわやか福祉財団で全国各地いろいろな取り組みを

行っています。各地に出向きますと、本当に皆さんが

予想を超えて熱心に参加してくださいます。誰もが地

域における役割と出番を持ち、生き生きと輝いて暮ら

せる社会づくりに向けて、今、日本は、新しい、とて

も大きな変化への挑戦を始めています。

　ぜひ本日ご参加の皆さまが、それぞれの地域におい

て、それぞれのお立場で、あたたかいふれあい・助け

合いを広げていってくださることを心から期待してお

ります。私どもも共に頑張ります。ありがとうござい

ました。
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　私からは、総合事業の制度設計を担当していた者、

そして自治体で介護保険や高齢者福祉を担当していた

者から見たオランダの状況について、具体的にお伝え

したいと思っています。

 

　

  

　右上と左下はライデン市役所の中です。フランクさ

んが右端にいます。右下はビュートゾルフという、日

本で言う訪問看護ステーションです。専門職にもヒア

リングをしてまいりました。左上の集合写真はライデ

ン大学の古い建物の前です。この中に国際長寿センター

のオランダセンターがあります。

 

　

　WMO とは結局、介護保険制度の給付を市町村の事

業に移していったということですから、その意味では、

日本の総合事業にとても似ています。ただ、オランダ

の場合は、2007 年に家事援助は要介護 5 まで含めて

全て市町村事業に移りましたし、20�5 年にはデイサー

ビスも全て市町村事業に移りました。総合事業は、要

支援の方々の訪問介護、通所介護だけですから、日本

よりもずっと規模が大きいと捉えていただいていいか

と思います。

　

　デイサービスに関しては 20�5 年に WMO に移った

ばかりなので、まだオランダ全体でこういう形になっ

たと言えるような状況ではないのですが、ライデン市

ではスライドのような変化が起こっているそうです。

左側がこれまで、右側が WMO 移行後です。サービス

は保険給付の査定を受けて権利に基づいて利用するも

のであり、対象者が査定を受けた人だけですから閉鎖

的であり、職員が調理をし、日々のプログラムは介護

士が検討をしますから、いつも同じだった。そして、

介護事業者は基本的に「してあげる」というような姿

勢でサービスを行ってきました。

　それが WMO に変わって、これは後から詳しくご説

明しますが、ソーシャルヴァイクチームの方々が査定

するように変わりました。WMOは市町村事業ですので、

全国一律の基準のようなものがありません。その中で、

近隣住民も参加できるような社会的な形に変化し、た

とえば調理をするときには調理が得意な利用者が一緒

に作る。プログラムも、例えば地域にこういうことが

得意だという方がいれば、その方を呼んできて行う。

WMO の査定で、事業所が選択されるので、差別化と言っ

ていましたが、できるだけ他よりも魅力が高まるよう

に多種多様に工夫してされるようになりました。それ

から、ケアの基本方針が根本的に変わり、「自分でする

のを支える」という形になっていったということです。

 　

　市町村の事業になって、市役所はどう対応したので

しょうか。今回ヒアリングをしたライデン市は、人口

が大体 �2 万弱ぐらいで、面積 23.�6km2 なので、そ

んなに大きな市ではないですが、東京郊外の市町村と

同じような人口密度だと思います。

オランダと日本を比較して感じたこと
服部　真治
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　ライデン市役所には 4 名のバイクレディシオンとい

う地域担当が置かれ、福祉や介護だけではなく、さま

ざまな地域問題を所掌しています。そして、まずは自助・

互助からということですから、地域の方々の力を引き

出すための担当者が必要になったのですが、さらに、

高齢者、特に虚弱な高齢者について、限られた予算の

中でどうやってサービスを組んでいくのか、それは市

役所の職員でできるのかという課題が浮かび上がって

きました。

　そこで、市役所の中にソーシャルヴァイクチームの

コーディネーターを置いて、この方が地域ごとに 8 つ

のチームを作っていったそうです。作り方はチームコー

チ（リーダー）になるような方を地域の福祉団体から

選んで、さらにこのチームコーチが、8 地域から �0 人

ずつを選んでいく。この �0 人のチームで、各担当地域

のケアマネジメントを行うというイメージです。だか

ら、日本の地域包括支援センターにかなり近い形です。

人口 �2 万人弱で 80 名ですので、相当ここに力を入れ

ているということがわかります。なお、　チーム員は福

祉組織から出向していてチームにいる間は公務員です。

　ただし、このソーシャルヴァイクチームという仕組

み自体は特に定まったルールがあるわけでもないので、

ライデン市以外の市がどうかというと、違うやり方も

されていますし、ライデン市でもまだ進化中で、既に

チームコーチは � チームごとにはいないようで、4 チー

ムを � 人が見るような形になっているということでし

た。

 

　

　

　地域包括支援センターに似ていると言いましたが、

査定（アセスメント）をして、その人に合ったプラン

を作ったり、提供する側のコーディネーションを担っ

たりするほか、地域を歩いて、「私はこういうことが

できる」という住民の方々を引っ張り出すような役割

もしているということです。したがって、日本で言う

と、地域包括支援センターと生活支援コーディネーター

と協議体と地域ケア会議が全部一緒になったようなイ

メージを持ってもらえたらいいのではないかと思いま

す。

　また、チーム員には、それぞれ専門知識は持ってい

る上に、実際に本人に面接に行くときは � 人だけで行

くので広い対応もできる「T 型人材」が選ばれるとい

うことでした。

　ケアの方針は、「ヘルプ・セルフヘルプ」です。「自

助を助ける」ということで、自立支援と類似した意味

です。それから、「幸せな人はケアが減る」という考え

方です。それから、何よりも「孤立化防止」。高齢者を

一人にしない、誰かとつなぐということをケアの方針

としていました。

　こういう方針で、優先順位はまず自分でできること

は自分でやっていただく、次は家族、次は近隣、それ

で最後はボランティア組織という形でマネジメントし

ます。そして、このようなマネジメントを続けていく

と、だんだん自助が増え、あるいはボランティアの方々

も増えていったということです。

 

　



26

　日本と比較するために、いわゆる訪問介護のサービ

スを整理してみました。これは松岡先生が整理された

表を抜き出したものです。日本では、3 つの表のうち

の最初の表に入っていることを訪問介護事業者が行っ

ていて、2 つ目、3 つ目のいわゆる介護保険以外の生

活支援は、インフォーマルサービス、制度外サービス

などと言っています。これは本当に多様ですが、一人

暮らしをされている方をどう支えるかと考えてみれば、

小さな見守りや、ごみを出すとか、あるいは話し相手

になるようなものから、デイサービスに近いものまで

多様な支援が必要です。総合事業やいわゆる生活支援

体制整備事業では、特にこの 2 つ目、3 つ目の表の内

容をどうやって広げていくのかを考えています。つま

り、いろいろな支援ができる人、あるいはやりたい人

の力をどれだけ借りられるのかが鍵になってくるとい

うことです。

　そして、家事援助、日本の場合は生活援助と言いま

すが、掃除、洗濯、調理、買い物などはオランダでは

全部ボランティアなのかというと、かなり多様な形に

なっています。例えば先ほどご紹介がありましたが、

調理も、隣の奥さんが � 人でご飯を作っているから、

お隣さんの分まで作ってもらうというものもあります

し、デイサービスも、ご飯を作る人はコックさんで、しっ

かり市役所から補助を出してその人の給料を出すけれ

ども、それ以外の人はみんなボランティアで組むとか、

さまざまな形で行われているというのが実態でした。

 

　

　清水理事長の資料にもありましたが、日本ではでき

るだけ本人の力、あるいは地域の力を借りてやってい

くということを、地域包括ケアシステムと呼んでいま

す。オランダでも同じでした。できるだけ自助、自助

が難しければ互助、互助が難しければ共助、保険ですね。

そして、保険で難しければ公助、税金のサービスで行っ

ていくということです。オランダのように発展させて

いくためには、それぞれの方が具体的に自分のやるべ

きことが分かっていて、しかも行動できる形にしてい

く必要があります。では、何をオランダから学べるのか、

私としては 4 点、整理をしてみました。

 

　

　� 点目は、高齢者の方々から得意なこと、「私はこれ

もできます」ということを丁寧に引き出すコーディネー

ションがあるかどうかです。日本で「私、こんなこと

できるのだけど」と気持ちとして思っていたとしても、

誰かからそれを聞かれて、それを言えるような環境に

あるでしょうか。生活支援コーディネーターとか協議

体という仕組みができましたが、オランダではかなり

前からやられていて、ソーシャルヴァイクチームもそ

の役割を果たしていますし、フランクさんのラディウ

スもそういう役割を果たしてきたということです。

　2 点目は、補助というものに対する考え方ですが、

これは私も自治体の職員でしたので言いにくいのです
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が、自治体では基本的に補助が欲しいと窓口で言われ

たら、「ああ、またうるさい人が来た」となるのではな

いでしょうか。私はこれができるのでお金が欲しい。

それは継続的な活動をするためには必要だから欲しい

ということですが、基本的に � 人の人がそう言ってき

たからといって、すぐに補助できるような仕組みには

なっていません。ところがオランダでは、「私はこうい

うことをしたいのです。補助金をください」と言った

人をとても高く評価するのです。「あなたは勇気のある

人です」と。むしろ、手を挙げてきた人に対して、「では、

あなたがやりたいことをどうすれば実現できるか考え

ましょう。」という姿勢が取られています。

　3 点目は、いまお金の話をしましたが、お金だけで

住民の活動が広がるかというと、そうではありません。

お金以外にさまざまな支援が必要です。「私はこれがや

りたい」と思っても、例えばそれこそ先ほどのウェブ

サイトを作るなどということができない。そこはラディ

ウスが支援しましょう、市役所が支援しましょうとい

うように、さまざまな支援を行う仕組みができている

ということです。

　最後に 4 点目として、日本でのボランティアのイメー

ジと、オランダのボランティアのイメージが随分違う

ように感じます。オランダのボランティアは、月曜か

ら金曜まで歯を食いしばってやっているというような

ことではありません。先ほどフランクさんから国民の

35％がボランティアをやっているという話がありまし

たが、できる範囲のボランティアを楽しく自分のため

にやっている人がとてもたくさんいるということです。

日本ではボランティアをやっている人はものすごく深

くやっていて、やっていない人は全くやっていない。

その差がかなりあるのではないでしょうか。
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堀田　ありがとうございます。服部さんは日本の目か

ら見て整理してくださいました。NPO などが補助申請

をしてきたときに、「よく申請してきた」と褒めるとは

すごいですね。よほど申請する側が良いプランをしっ

かり持って申請してきているということなのですか。

服部　それはどうか分からないです（笑）。

堀田　申請に来たものを何でもほいほい出したら、詐

欺みたいなもので悪い人が持っていきますよね。だか

ら、やはりそういう民度みたいなもの、責任感みたい

なものもあるのでしょうね。そのあたりもあとでロー

イさんに説明してほしいと思います。

　もう � 点、服部さんも説明しましたが、ボランティ

アの感じが少し違いますよね。日本だと訪問型サービ

スの A 型は雇用、B 型、D 型、それから通いの場はボ

ランティア主体でやるというふうにしっかり分かれて

いるし、またその方がボランティアもやりがいがある

ということで仕組みを作っていますが、オランダで広

められているボランティアは専門職とも、いろいろな

人とも組んでやっていくという感じのボランティアな

のですか。

服部　そうですね。日本のような有償ボランティアが

ないのも注意が必要で、オランダのボランティアはど

ちらかというと軽くやるようなものが盛んだというイ

メージでした。

堀田　なるほど。家の中に入って家事援助をしっかり

ボランティア団体でやっていますとか、入浴サービス

とか、体に触るようなサービスもボランティアの方が

ある程度やっている、そういう姿がオランダの場合に

はないのですか？

服部　はい。また、日本では例えば民生委員は大変な

ボランティア活動ですし、自治会もありますが、オラ

ンダにはそういうものはないので、そこもよく見て比

較しないといけないと思います。

堀田　なるほど。むしろ情報を集めたり相談に乗った

り、つなぎ合わせたりがオランダのボランティアの得

意分野みたいな理解でいいのですか。

服部　先ほどのラディウスの福祉訪問は、民生委員の

機能の一部にかなり似ているというイメージを持って

います。

堀田　ではそのあたりは少し違いがあると踏まえた上

で、ローイさん、素晴らしい講演で会場の皆さんから

もとても参考になったという声をいただいています。

もう少し伺いたいのですが、これからの議論の前提に

なる質問を二つします。

　 一 つ は、2007 年 と 今 度 の 20�5 年 で 追 加 的 に

WMO、つまり地域支援の方へ介護制度を移し、ボラン

ティアも大いに参加してもらうようにしたということ

でした。この制度改正で、大まかに言ってボランティ

アはどれぐらい増えていますか。

ローイ　世界のどこでも何か問題が起きたときには、や

はり自分は何ができるかと考えます。オランダでは経

済危機の中で予算削減があったことが国民に影響を与

えました。つまり、何が起きているのか、予算は前よ

りも少ない、どう対応するのかと再考する機会になっ

たわけです。

　全てでないにせよ、多くの人が自分は社会のために

何かできるだろうか、できることはないだろうかと考

え出しました。いまのご質問に関しては、まだ数を数

えているところなのですが、確かに増えています。例

えば数パーセントかもしれませんが実際に増えていま

す。これは国民が「私も助けたい」と考えつつあるか

らです。

堀田　もう � 点質問です。これも数字で言うのは難し

いかもしれませんが、やはり財政が無限に増えるのは

無理だ、何とかしたいというので、WMO が始まり、

ボランティアが参加して事業をやるようになった。そ

れでどれぐらい予算は節約できているのですか。

ディスカッション
松岡洋子、 フランク ・ ファン ・ ローイ、 堀田　力、 清水肇子、 服部真治
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ローイ　それもきびしい質問です。私の組織には �0 人

ほどの専門職がいます。これは勘なのですが、� 時間

当たり 50 ～ 60 ユーロが専門職の場合かかるとすると、

そのうち 8 ～ �0 ユーロ分ぐらいはボランティアが増

えたことで削減できた可能性があります。

堀田　分かりました。ありがとうございます。簡単に

言えば専門職の人件費の分が節約できているというこ

とです。

　その 2 つの状況も踏まえた上でローイさん、なぜオ

ランダでこの制度改正でボランティアたちがたくさん

出てきて、活動するようになったのでしょうか。ご説

明では予算というか、税金がどんどん上がるのは困る。

これは一つ動機として分かります。しかし、それだけ

でボランティアをやるものでしょうか。

　例えば、福祉訪問のときに困っていることを聞くだ

けではなく、何に参加してくれるかも聞くということ

でした。福祉訪問のときにもボランティアをやろうと

いう人を掘り出せるのですか。

　それから、服部さんの今の説明で、ソーシャルヴァ

イクチームも働きかけをしているという説明がありま

したが、それはしっかりボランティア活動を広めるの

に役に立っていますか。他にどのような仕組みや働き

かけで「よし、ボランティアをやろう」という動機を

引き出しておられるのか。説明いただければうれしい

のですが。

ローイ　その点は、以前のオランダから見てもマジック

（魔術）のようだと言われます。

　私には日本にもたくさんのマジックがあると思えま

す。例えば道にごみがありません。一つの例で、2 年

前に日本に来たときにあるビルを探していたのですが、

迷子になって見つけられずにいたところ、別のビルの

清掃の女性が探していたビルまで連れていってくださ

いました。また日本には庭園であったり樹木であった

り、素晴らしい山や森もあります。日本ではこれがマ

ジックだと思っていないようです。

　ご質問の点ですが、オランダには以前から個人の社

会的責任を大事にする伝統がありました。その伝統の

重点が、現在の高齢社会の課題に対応するようにシフ

トしてきたということが一つあります。

　また、�945 年以降に生まれたベビーブーマーが年金

生活を始めて、この 65 ～ 75 歳の世代が多くボランティ

アをしています。このベビーブーマーの人数の多さに

よってボランティアも増加しているわけです。

　そして、既に強調しましたが、私たちは自分が何を

やりたいか、何に長けていて何ができるのかを十分に

考えてこなかったわけです。しかし今では社会に対し

て何かをしたいと考える人が増えています。その例と

して先ほど、助け合い活動の話や家庭医が地域の活動

を勧めるという話もしました。

　

堀田　ありがとうございました。なぜオランダでこの

助け合いの活動、住民主体の支援が盛んなのかは、服

部さんが提起しておられますが、一つは高齢者の得意

なことを、自分でこれならできると思うことを丁寧に

引き出すコーディネーションがあるからだという話を

されました。それはまさにいろいろな人が「こういう

のがあるよ」と多様な活動を勧めてくれる仕組みがあ

る。ボランティアをやるかどうか迷っている人は、自

分に一番合った、自分がやりたいと思うようなものを

選んで、それがすぐやれるようにする、そういう仕組

みが発達しているということかと思います。しかもそ

れを無理なくやれるようになっている。この仕組みが

あるというのが非常に大切です。

　例えば、「自分はこのボランティアをやっています。

だから、あなたもやりましょう」「これをやることが大

事です」という誘い方だと、誘われる方には選択肢が

ないのです。ボランティア活動というのは本当に自分

に合うからやるので、夫婦でも一緒にやるのは難しい

ですね。「ご主人を誘ってきてよ」と言っても、奥さん

がやっているからご主人も同じことをやってくれるか

というと、そうではない。この逆もそうです。親友を誘っ

てくれば、その親友が同じことをやってくれるかとい

うと、違うのです。そこのところを理解して、オラン

ダで上手にいろいろな誘う仕組みを作ってきておられ

るのは、一つ大きな点だと思いました。

　もう一つ、キュアの専門職の人の話も出ました。オ

ランダのボランティアは、日本と違って専門家とボラ

ンティアが組んでやることも多いようです。日本式に

考えると、専門家から「ああやれ、こうやれ」と言わ

れると、言われる方はボランティアをやる気がなくなっ
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てしまうのでそこがなかなか難しいと思ってしまいま

す。ですから、オランダのやり方ではボランティアの

インセンティブを引き出すのが難しいのではないかと

思っていました。しかし非常に丁寧に対応されるとい

うことで、一つの答えが出たように思います。その点

をもう少しローイさんにお聞きしたいと思います

　ローイさんのところの専門家 70 人が、700 人の

ボランティアと組んで活動しているということです

が、どういうふうにボランティアが自分の思いを生か

して、楽しいことをやれるような組み合わせ方、や

り方をやっていられるのか。そのあたりのコツも

教えていただけると参考になると思うのですが。 

ローイ　私たちはゼロから始めたわけではなくて、20

～ 30 年ぐらい前からそういう素地はありました。以

前は教会の活動がきっかけで始めたり、なんらかの社

会運動の中で何かボランティアを始めたりということ

だったと思います。そして、今ではもう私たちは社会

の中における個人という考えをはっきりと持っていま

す。ボランティアは自分が得意なこと、好きなこと、

やりたいことが分かっています。自分で何かをやりま

すと約束したらやるということになっています。

　ボランティアの方々と協力をしているのはたとえば

家庭医です。家庭医は本当にいろいろな患者のいろい

ろな問題を見ています。だから福祉やボランティアの

組織と協力をして患者に対処していくことになります。

これが基本だと思います。

堀田　専門家とボランティアの関係で言えば、日本の

場合だと、専門職が、例えば施設に行っているボラン

ティアに「あなたはおしめをこうして洗って干して、

きちんとそろえてください。施設に入っている人と話

をしてはいけません」という完全に補助的なボランティ

アになってしまうことがあります。ボランティアはそ

れでもお役に立つからという思いでやってはいるけれ

ど、あまり面白くない。命じられるということは面白

くない。「それなら報酬をもらわなければ損だ」という

ような気持ちになってしまいます。せっかくボランティ

アでやるのだから、もっと思い切り自分のやりたいこ

と、気持ちを生かしたボランティアをやりたいと思う

のが普通なのです。だからボランティアの仲間だけで、

例えば家へ行って掃除したり洗濯したりするときは専

門家がいないので、ボランティアだけで思うようにやっ

ている。これが日本のボランティアの方式です。

　一方、オランダの場合には、専門家が中核にいて、

たくさんのボランティアが協力しているような形もあ

るようです。そういうやり方でもボランティアは結構

やってくれるのか。あるいは一方的な指示にならない

ようなやり方を考えているのか、そのあたりはいかが

でしょうか。

ローイ　ラディウスでは、ボランティアに「これをやれ、

あれをやれ」と言ったら、「そういうことはやめてくだ

さい」「ここから出ていってください」「もうやめます」

と言われてしまいます。命令をするというのは、ボラ

ンティアではない形で働く場合、あるいはまったく違

う状況の中でやるボランティアの場合ではないかと思

います。オランダではそのように命令をすることはあ

りません。「こういうことが必要です」と説明をします。

説明をするのと「これをやりなさい」と命令するのは

違うと思います。

堀田　分かりました。松岡先生の話からも、リスペク

トが特徴として出ていました。専門職の方が、ボラン

ティアの方をリスペクトし、その気持ちを生かす。そ

こは非常に大切なところだと思います。松岡先生、こ

の点について調査で感じたようなことなどあればご披

露いただけますか。

松岡　調査でいろいろとインタビューをしました。よ

く聞いたのは、一方に食事をたくさん作った人がいて、

一方に食事のことで困っている人がいるなら、その両

者をマッチングしていこうというようなかたちでした。

つまり、行政に何かをしてくれというのではなくて、

自発的に地面から生えてくるように市民の方がやって

いる例です。組織がボランティアにこれをやってくれ

ということではありません。

　それから、ローイさんが説明された、� 人が始めて、

訪問して何がしてほしいか、何ができるかということ

を聞いていった活動についてもオランダで当事者から

話を聞きました。� 人ではできないけれど、2 人、3 人

で一緒にやって、5 つの通りだけをやったらいろいろ

なことが分かってきたから、結局 �000 人ぐらいを回っ
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てしまったと聞きました。

　また、専門家の支援もあるのです。市民の方が自分

で始めたときに、さまざまな専門家からしっかりした

さりげないサポートがある。活動をネットでつないで

いったらもっと大きく広がるのではないかというとき

に、サイトを立ち上げる専門家が出てきてサポートし

てくれたというようなことです。そういう自発的な動

きをさりげなく、資金も含めてサポートしているとい

う面があると感じました。

　それから、専門家の方しか分からないようなこと、

例えば認知症の方の「こういう状況にはこういう意味

がある」という知識などは、専門家から市民への研修

という形でしっかりと伝える、そのようなコラボレー

ションは随所で見られました。

堀田　そうですか、ありがとうございます。これから

要支援者の生活支援という話になってくると、どうし

ても専門家とボランティアとが協力関係を結んでいく

ことが必要になってきますし、両方の心構えが、オラ

ンダの場合リスペクトということで非常にいい関係に

あるということが分かりました。

　さきほど服部さんが補助金申請の話をされましたが

バックグラウンドがよくまだ分かりません。服部さん

からローイさんに聞いていただけるとはっきりすると

思います。よろしくお願いします。

 

服部　補助申請に関しては、ライデン市役所の職員に

聞きました。できるだけ使いやすい補助を作りたいと

いうことでした。申請書類はたくさんあるのですがで

きるだけ減らしたいし、予算に基づいて補助をすると

時間がかかってしまうので、基金化して早く補助がで

きるようにしたいと市役所の方が言うのです。日本か

らすると、本当にすごい話だと思いました。市役所が

そう変わっていったことは、まず、どうしてなのでしょ

うか。オランダでも数年前まではやはり役人は基本的

に法律に照らして、それに合っているかどうかという

見方をしていたそうですが、今は自発性をできるだけ

重視していきたいと言っている、その自治体職員の変

化についてどうお考えか、伺えればと思います。

ローイ　少し説明します。資金のうちのかなりの割合は、

やはりまだ市と専門家のやり取りや、あるいは査定機

関によって決められています。ただ、5000 ユーロ未満

の活動に関しては、もし市民のグループの人たちが本

当に良いアイデアを持ってきてくれて、それを実際に

社会の中で実施したいと思ったとき、簡単なやり方で

資金援助の申請をすることができて、地方自治体がそ

れに OK を出します。これはライデンで行われている

試験的なプログラムですが、うまくいっています。

　ただ、まだあまりたくさんのイニシアチブが申請し

てこないようです。何千もの申請が出されているとい

うわけではありません。活動をしようとする市民の側

から見ると、自分の活動は小規模の活動なのでそもそ

もお金がかからない、あるいは自分はこれまでの従来

型の組織に参加するのでもかまわないという場合も多

いのです。

　WMO の事業全体から見るとまだ小規模です。

服部　ありがとうございます。もちろん WMO という

事業はほぼ施設介護以外のほとんどのサービスが移行

してきたわけで本当に大きい事業ですから、それから

見れば小規模ですね。ただ、日本から考えると、本当

に簡単な仕組みで、5000 ユーロは 50 万円以上ですか

ら、結構な額が補助される。そういう仕組みがあり、

さらにそれを拡大できないかと試験的にやられている

こと自体が素晴らしいことだと思っています。

　それに加えて、お金以外のさまざまな支援があると

いうことも感じます。このあたりの、さまざま得意な

人と人をつなぐという役割について、もう少しご紹介

も頂けたらと思います。

ローイ　実際に私たちラディウスの専門家も先ほどの

マッチングの支援をしました。地域活動に必要な事項

をトレーニングしたわけです。そして、BUUV という

Web を作って市民をつなぎ、年間に � 万人ほどのマッ

チングを行うようになりました。

 「してほしいこと」「できること」と言っても本当に単

純なことでもいいのです。例えば、一方に庭のある植

物があまりに大き過ぎるので片付けたい、一方に庭の

木がほしい人がいる場合があります。そういった場合

には、ほしいという方の庭に植え替える役割をするこ

ともできます。つまり、庭木をかたづけてほしいとい
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う「してほしい」人が、「庭木を植えてあげる」ことが

できる人に入れ替わるわけです。こうして、問題解決

をしていきます。

　具体的に、やはり庭の例で言いますと、高齢の女性

が庭の手入れをしたいが自分ではできないし庭師を雇

うお金もないときに庭の手入れを無料でしてくださる

方を探していることがあります。この女性はネット上

でプライバシー情報を載せたくないならば、ラディウ

スのボランティアに仲介役を依頼します。するとボラ

ンティアは、その庭の手入れを求めている女性と庭の

手入れをしたい人をつなぎます。

　こういったことがうまく実を結んでいます。私たち

はライデン市でこういったつながりができた話をでき

るだけ広く伝えるようにもしています。

堀田　はい、ありがとうございます。そういう仕組み

があるので、ボランティア活動がいろいろと広がると

いうことが見えてきました。

　清水さん、日本の場合は別に仕組みとしてあるわけ

ではないけれど、現場の居場所の運営者の方々が、い

ろいろな話が出ると上手につないでいますし、いろい

ろな助け合い活動をやっている方々にも情報が集まっ

てくるので上手につなぎ合わすようなことをやってい

ます。自治会長さんでもまさにそういう役目をするた

めに自治会の中を回っている素晴らしい方々もおられ

る。

　ローイさんのお話はとても参考になります。考えて

みたら日本ではそういう方は全くインフォーマルに

やってくれていると私は感じたのですが清水さんは現

場を見ていてどうですか。

清水　まさにそのとおりです。地方に行くと、結構そ

ういう顔役のような方が信頼を得ていろいろな役職を

やって地域の方々のいろいろな状況を知っているので、

本当にインフォーマルにつなげているという方も非常

に多くいらっしゃると思います。

堀田　何か日本の場合は、制度を作らなくてもきちん

とやってくれていて安心できるなと思いました。IT の

利用まではなかなかいっていないにしても、やれてい

るようにも思います。

　日本では助け合いをこれから広めていこうと頑張っ

ています。ヨーロッパ全体の視点から、松岡先生、こ

ういう点が参考になるだろうということがあれば、お

話しいただけますか。

松岡　私は、新宿区の戸山ハイツという所で、長く安

心して住み続けられる団地を作っていこうということ

で住民の方とご一緒に活動させていただいています。

やはり、皆さんスキルもあり、何か助け合いをしたい

とか、つながっていきたいという思いを持っておられ

ます。顔役さんもたくさんおられて、たくさんの活動

があるのです。それがもっとつながっていったら、もっ

と大きなムーブメントになると常に思っています。

　では、そのブレイクスルーになるものが何かという

と、行政が何か本当にさりげなく、「こんなところにあ

んな人がいるよ、あっち行ってみたらどう」とか、場

を設定するとか、そういうサポートがあると非常にあ

りがたいと感じています。ですから、ボランティアは

ボランティアで頑張っているのだけれども、その力を

もっと �00％、200％に高めるようなフォーマルな支

援というはぜひヨーロッパから学びたいと思っていま

す。インフォーマルとフォーマルが上手に組んでいる

わけです。日本では別々にやっていたり仲が悪かった

りというようなところがあるので、やはりお互いにリ

スペクトの気持ちを持つことです。その一歩は何かと

いうと、、優れているところは褒めるとか何かそんな簡

単なことから始まるのかもしれません。

　それからやはり、無理をせずに楽しむことです。活

動を通じて友達ができてくるのは、すごく楽しいこと

だと思うのです。私自身もデンマークを中心に大学で

長く研究をしているわけですが、この戸山ハイツでの

活動を通じて、たくさんの戸山の住民の方と友達にな

りました。これは財産です。楽しいと思ってやってい

るのです。そういう意味で、オランダで言うネットワー

ク社会はそんなに難しいことではなく、違う世界の友

達ができたとか、これまで生きてきた世界よりもっと

広がりのある人たちと友達になれたとか、そういう自

分自身のプラスになることが大事だと思います。

　ネットワークということをあまり硬く考えずに、一

緒に何か愚痴を言い合えたりアイデアを出し合えたり、

そういう友達ができると考えていくと一歩が踏み出し

やすいのではないかと思います。

堀田　ありがとうございます。個人として楽しんでや

るということで、現に楽しんでやっている方を見ると

入りたくなる人が増えます。それは非常に大事なこと

です。だから、社会奉仕といって歯を食いしばってや

るというのは続きません。日本の企業人でワーカーホ

リックだった人がボランティアをやり出すとしばしば
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ボランティアホリックになってしまって、あまりこれ

は続きません。やはりそれをやって楽しいということ

が大切だというメッセージです。これはヨーロッパで

も日本でもアジアでもきっと共通のことなのでしょう

ね。

　また、いろいろな助け合いを含めたいろいろな事業

をばらばらにしていないで、ネットワークを組んでや

るのも大事だと思います。おっしゃるとおりで、日本

ではさまざまな活動で仲が悪い場合が多くて、「俺が

やっているのに、そんなものを持ってくるな」などと、

俺だけの世界になっている方もおられるのですが、こ

れでは本当に大きな力にならない。

　今度の新地域支援事業では協議体があり、コーディ

ネーターがいて、この人たちがネットワークを作って

いくという仕組みを作ったわけです。これをどう生か

していくかという問題になってくると思います。服部

さん、今度の制度でどういくか、まとめをしていただ

けるとありがたいのですが。

服部　オランダと日本と比較してみて、一人一人の高

齢者の方が大きく違うかというと、違いません。日本

には良いものもたくさんあります。ただ、松岡先生も

おっしゃったように、高齢者をつなぐネットワークを

作る、コーディネートする、あるいはその役割の方々

を支援できているかというと、弱かったのかなと思い

ます。

　日本で今回、生活支援コーディネーターという、ま

さに地域の生活支援のコーディネーションをする人が、

介護保険の保険者の責任で置かれるようになりました。

それは今までは地域福祉と呼んできた分野で、ここに

は明確な予算はないままにずっと来ていたわけです。

そこに介護保険でしっかり支援する仕組みができまし

た。それをいかにうまく使うかということだと思いま

す。協議体もまさにネットワークです。

　そして、いかに楽しく続けてもらうかを考えると、

やはり自発性が大事です。私はあの人を助けたいから

助けるという姿勢です。やらされるボランティアとい

うのは、ボランティアではないと思います。この部分

を生活支援コーディネーター、協議体、あるいは介護

保険の保険者が、いかに地域の人たちの「やりたい」

をそのまま生かせる形を作っていけるのかというとこ

ろが鍵になると思っています。

 

堀田　ネットワークというのは、日本の活動で今まで

あまりできていなかった部分で、本当に良いアドバイ

スだと思います。このネットワークがなかなかなぜで

きないのか。そこをどう克服して作っていくのか。ネッ

トワークがなかなかできないのは、やはりそれぞれ助

け合い活動をやっている人が、自分はこの活動をやっ

ているというそれだけの視野になってしまって、いろ

いろな人とつながってさらに多くの方にトータルで満

足してもらおうという気持ちが少ないという面がある

のかもしれません。自分はこういう活動して、みんな

喜んでくれている、だからみんな俺を見てくれみたい

なことでは困ります。これでなかなかネットワークが

できない。では、どうすればその壁を破れるのか。こ

れはやはり地域の人の幸せのためにやっているのだと

考えてもらうことです。そう考えると、自分一人で人

のトータルな幸せをつくることはできない。自治会だ

けでも、社協だけでも、行政だけでも、医者だけでも、

ヘルパーさんだけでもできない。

　それぞれそのトータルの生活の中の一部分を支えて

いるのだから、トータルで幸せになってもらおうと思っ

たら、自分たちのやっていないいろいろなサービスも

一緒になって、必要なサービスが届くようにするとい

うことになります。自分がやっていてここが足りない

なと思ったら、そういうサービスをやっている人につ

ないで一緒にやれるようにする、そういう気持ちでやっ

てもらうようになることが、壁を破る方法だと思いま

す。ではどうすればそういう気持ちになってもらえる

かというと、やっぱりこれは困っている方々と話すこ

と、直接話すことです。われわれのやり方で言えば、ワー

クショップがネットワークの決め手になると思ってい

ます。だからわれわれはワークショップを地域、地域

で細かくやるように、今運動を進めているのです。ワー

クショップをやって、そこに集まった方々からこんな

ことに困っているという話が出てきます。ごみ出しに

困っている、買い物に行けなくなって困っている、一

人で寂しい、孤独死が心配だ、財産を取られないか心
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配だなどという声がワークショップではたくさん地域

の人から出てきます。

　そうすると、この方を支えるためにゴミ出しは私が

やりましょうとなってきます。しかし、買い物に行く

支援も必要、居場所も必要、会食する所も必要となる

と、そういうことをやってくれる人と連絡しながらやっ

ていきましょうとなります。困っている方々を目の前

で見て、その方々を幸せにしようという視点に立つこ

とができると、自分のところだけではやれない、みん

なで組まないとやれないことが分かってきます。する

と、この方が安心して暮らせるようにするためには私

は何をしたらいいか、私ができないところは誰と組め

ばいいのか、自然にそういう発想になります。それを

上手にコーディネーターや協議体が結び付けていくと、

いろいろな活動が結び合わないとやっていけないと

思ってきます。ワークショップを通じて、直接困って

いる方々の立場にみんな立って考えるようにすること

によって、ネットワークができるのです。

　それと併せて、このワークショップはもう一つ大き

な効果があります。それが自発性です。今日のお話で、

楽しくやるために自発性をどう確保するかということ

がありました。要支援者の生活支援を助け合いでやる

というのは結構重いことです。食事や、買い物の手伝

いや、家の中に上がっての掃除をどうやって楽しくや

れるのだということになります。楽しくやることと、

比較的重い生活支援をやることとは矛盾します。そこ

を破るのはやはり自発性です。

　生活支援コーディネーターや協議体の方は実際に住

民とワークショップをやっています。やっていると、

「うーん、ごみ出しに困ってるんだよ」などという話が

ご近所のおばあちゃんから出てきます。そうすると 80

過ぎのおじいさんが「いや、俺はまだ自分のうちのご

み出しをやっているから、あんたのところのごみ出し

も寄ってやってあげるよ」「分別だけは先にやっておい

てね、あとは俺が捨てるから」という話が出てくるの

です。

　アンケートで「やりますか」と聞いたら、「そんなも

の、もう俺は 80 過ぎてやらないよ」とか「俺はやって

もらう方だよ」などと言っている人が、目の前で困っ

ているという方の顔が見えると、「よし、この人の分な

ら、俺はこれだけはできるよ」という声が出てきます。

これはワークショップのすごい力です。　　

　今度の事業ではこの地域のワークショップをきめ細

やかにやろうとしています。この事業を広めるために

服部さんがよく平塚市の例をモデルとして紹介します

が、平塚市の活動もワークショップから始まっていま

す。

　ですから、困っている方々と支援する方とがしっか

り本音で話し合うという、このワークショップの機会

が、今度の事業での自発性も深め、ネットワークも高

める決め手だと思っているのです。服部さん、一緒に

これを広めていていかがですか。

服部　まさにそうです。やはり目の前に困っている人

がいて、その人が困っていることの内容を見て初めて

「ああ、それなら自分もできる」と実感を持って言える

わけです。課題が遠くにあると、なかなか「それをや

ります」とは言えないと思います。

堀田　ローイさん、われわれはそんな方向で深めてい

こうと思っています。ローイさんのラディウスがおら

れる福祉訪問もまさに困っている方に会い、しかも困っ

ていることだけではなくやれることも聞いている。非

常に心強く感じました。ローイさんの感想が聞ければ

うれしいと思います。

ローイ　二つの点をお話したいと思います。先ほど話し

た、近所の中で誰かが調理をして一緒に食べるという

活動では、その調理をしてくれる方に聞くと「調理を

するだけなんですよ」と言いいますが、実際には食べ

ている側の半数ぐらいは調理以外のごみ出しなどの支

援を受けています。ですので、その調理をする人がと

ても大事だと思います。

　私は楽観しています。特に日本に関しては、楽観視

していいと思います。本当にみんな親切心を持ってい

ます。それと、社会的責任も深く感じています。また、

高齢者の方々が高いスキルを持っていらっしゃいます。

ですので、この社会のなかの新しい課題で貢献をして

いくことが大事だと思います。私は今起こっているこ

と、それから今後起こっていくことに関して非常に希

望を持っています。

堀田　大変大きな励ましの言葉を頂きました。ありが

とうございます。松岡先生と服部さん、最後の一言を

お願いします。

松岡　ローイさんから日本は大丈夫だというエールを

送っていただきました。私からは、何か困っているこ

ととか、何かおかしいなと思ったことがあったら、ま

ず � 人でいいから行動しよう。そして、それが 2 人、
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3 人になると申し上げたいと思います。これがまた力

になっていきます。オランダの動きはそういうところ

から始まったと思います。小さなことから始めるのが

いい、そういう気持ちでやっていけばいいと思います。

私からはそういうメッセージを申し上げたいと思いま

す。

服部　制度の話をすると、オランダが福祉国家だとい

うイメージも大分今日変わったのではないかと思いま

す。保険から事業へと移ってきています。保険にデメ

リットもあり、事業にメリットがあることも分かって

きて、配分を変えてきたということです。それは日本

が今、向かっている道と同じなのです。世界の標準が

むしろそちらに動いてきている中で、日本も高齢化率

は一番高いのですが、制度としては後を追っていると

ころです。今、フランクさんに「日本は大丈夫」と言っ

ていただきましたけれども、この参加型社会を目指し

ていくことが日本も実現できれば、私も大丈夫だと信

じています。

堀田　今日来ていただいている方々のお力をぜひ頂き

たいと思います。では最後に、清水さん、感謝の言葉

をお願いします。

清水　本当に皆さま最後までありがとうございました。

いろいろな示唆に富んだお話を頂きました。本当にみ

んなで温かい地域をつくっていこうという思いを持ち

ながら、これから私どもも頑張ってまいります。ぜひ

一緒に進めてまいりましょう。
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１．アンケート回収者 101名 出席者 154名
　回収率 65.58%

２．回答者の属性
～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 不明 合計

女性 1名 6名 8名 9名 17名 9名 1名 51名
男性 2名 4名 5名 7名 13名 7名 38名
？ 5名 3名 1名 1名 2名 12名

合計 1名 8名 17名 17名 25名 23名 8名 2名 101名

３．講演①「高齢者のパワーとポテンシャル（ﾌﾗﾝｸ・ﾌｧﾝ・ﾛｰｲ氏）
～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 不明 合計

大変参考になった 1名 3名 10名 8名 8名 9名 5名 44名
参考になった 3名 4名 8名 14名 13名 2名 2名 46名
普通 1名 1名 1名 3名 1名 7名
余り参考にならなかった 1名 1名 2名

特記意見 ・さわやか福祉財団の目指す地域社会とオランダが一緒だった。（60歳代男性）
・オランダにおける次の担い手作りについて、詳しく知りたい。（80歳代男性）

４．講演②「海外の最新動向と日本への示唆（松岡　洋子氏）
～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 不明 合計

大変参考になった 1名 3名 10名 8名 9名 10名 5名 46名
参考になった 4名 5名 8名 14名 12名 2名 2名 47名
普通 1名 1名 1名 2名 1名 6名
余り参考にならなかった 1名 1名

回答なし1 回答なし1
特記意見 ・少し難しかったところもあったが、基本のボランティア精神を学んだ。（70歳代）

・動かない行政職員が増えなければ良いが・・・、予算配分だけで。（60歳代男性）
・もっと詳しい事例の紹介などを聞きたかった。（30歳代女性）

５．パネルディスカッション
～20歳代 30歳代 40歳代 50歳代 60歳代 70歳代 80歳代～ 不明 合計

大変参考になった 1名 3名 10名 12名 11名 12名 5名 54名
参考になった 4名 7名 5名 10名 8名 1名 2名 37名
普通 1名 3名 2名 1名 7名
余り参考にならなかった 1名 1名

回答なし1 回答なし1 回答なし2

特記意見

アンケート内容の分析

・自分の地域のことと考え合わせつつ聞かせてもらった。ローイさんの話を聞いて、余り考え過ぎず「できるこ
とをやろう」と考えることにした。10年後楽しみにして欲しい。（40歳代女性）
・制度として考えると難しいと思っていたが、目の前の人のためにという原点から、何か地域で始めら
れるような気がしてきた。（50歳代女性）
・楽しんで続けることが大切だということ、取り入れてみる。仲良く続けたい。（70歳代女性）
・「参加型」、大丈夫。これを信じて進みたい。（60歳代女性）
・小地域のワークショップの重要性が良く分かった。（40歳代女性）
・キーワードは「つなぐ」。ネットワークの構築の肝は、相手を部分で支えること。（50歳代男性）
・実際に日本の良さを活かしつつ何ができるのか？（40歳代女性）
・良く理解できたが、行政・事業者がどこまで実践できるか？（60歳代男性）
・このような機会を続けて欲しい。（40歳代男性）
・オランダや北欧の施設や地域づくりの現場へ見学に行きたいと思う。企画して欲しい。（60歳代男性）
・今まで自国の制度のみの勉強だったので今回の「国際比較」は大変勉強になった。（70歳代男性）
・オランダ・日本における実例についてもう少し聞いてみたかった。（30歳代女性・40歳代男性）
・オランダで苦労していること、継続のコツ等が聞きたい。（60歳代女性）
・オランダは参考にはなるが、日本独自の方法を生み出して行くべき。（70歳代男性）
・オランダの高齢者の「得意」を丁寧に引き出す手法や、すぐやれるようなウェブサイト等の活用法、それから
上手に誘う仕組み作りは、地域にとって必要になると思った。（40歳代女性）
・「福祉訪問」について大変興味を持った。訪問するボランティアの方が、どのような研修（内容・時間数）を
受けて、どのようにこの活動に加わるのか知りたい。民生委員による高齢世帯訪問の参考になるのではないか。
（40歳代）



37



38

公益財団法人さわやか福祉財団 　一般財団法人長寿社会開発センター 国際長寿センター　共 催

  生きがいづくり 助け合いのまちづくり シンポジウム (20�7 年 � 月 30 日 )

すべての世代がいきいきと暮らせる地域をどう創るか　－高齢者よ 地域で輝こう！－
記録集

　

20�7 年 3 月

一般財団法人長寿社会開発センター 国際長寿センター

〒 �05-8446 東京都港区西新橋 3-3-� KDX 西新橋ビル

Tel.03-5470-6767　　Fax.03-5470-6768

禁無断転載


