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＜事前説明＞ 

皆様こんにちは。本日は、お越し

いただきましてどうもありがとうございます。間もなくシンポジウムの始まる時間ですが、その

前に何点かお伝えさせてください。本日の予定ですけれども、【第１部】基調講演、【第２部】パ

ネルディスカッション、第２部終了後に閉会を行って、5 分程度の休憩をはさみます。その後【第

３部】としまして、交流会を開催します。越谷市の美味しい認定ブランド品も提供させていただ

きますので、お菓子とお茶を召し上りながら、みんなでいろいろ話をしてもらいたいと思います。

是非最後までご参加くださいますようお願い申し上げます。そして、当センターでは、事業の記

録として、写真撮影と録音をさせていただきます。ホームページにアップする際には、お顔が正

面から写らないよう配慮いたしますので、どうぞご了承ください。そして、本日は J:com さんに

お越しいただいております。J:com さんにも同じように、後ろの方から撮影をお願いしておりま

すので、よろしくお願いいたします。それでは間もなく開会いたしますので、もう少しお待ちく

ださい。 

 

＜開会のことば＞ 

それでは皆様、改めましてこんにちは。申し遅れましたが、私は、

越谷市市民活動支援センターの椿と申します。本日の司会をさせていただ

きますので、どうぞよろしくお願いいたします。（会場拍手）本日は有意

義な時間をお過ごしいただける事と思いますので、どうぞお楽しみくださ

い。お手元の封筒の中には、プログラム、介護保険制度と越谷の現状、安

心介護保険の冊子、それから各団体の資料等、多くのものが入っています。

アンケート用紙もございまして、是非最後にご提出ください。また、この機会をお借りしま

して、当センターの機関紙“ななサポ”も入れさせていただいておりますので、ゆっくりご覧

になってください。そして、“お互いを尊重する対話とは”というレジュメは封筒の外にお配

りしておりますので、併せてご覧ください。資料で足りないものがあれば、受付にお申し出

ください。 

それでは、これより『市民活動わくわくシンポジウム～介護を支える地域のチカラ～』を

開催いたします。まずはじめに当センター長、鈴木より開会のご挨拶を申し上げます。 

 

 

  

皆さんこんにちは。当センターの所長をしております鈴木でございます。

本日はお足元の悪い中にも関わらず、多くの皆様に当センターのシンポジ

ウムにお越しいただきまして、大変ありがとうございます。また越谷市の

福祉部竹内副部長、埼玉県立大学の梅崎先生、更にパネリストを務めてい

ただきます、市民活動団体の皆様には、お忙しいところ、お越しいただき

まして大変ありがとうございます。皆さんご承知のとおり、高齢化と言わ

司会者 

司会者：越谷市市民活動支援センター副所長 椿 浩恵 

開会の挨拶 越谷市市民活動支援センター所長 鈴木 宏孝 

開会行事 
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れて久しくございます。越谷市の総人口は 33 万 4,000 人位ですけれども、人口に占める高

齢者、65 歳以上の方の割合が、21％を超えると超高齢社会と言われております。越谷市の

場合には、平成 24 年の 10 月に、この 21％を突破しております。このような超高齢社会を

乗り切るためには、自助、互助、それから公助、３つの“助”が大切と言われております。は

じめに、自助については「自らの健康は自らで管理して守る」という自助でございます。２

つ目の、互助につきましては、ボランティア活動や市民活動。住民組織の活動等が言われて

おります。それから３つ目の公助でございますが、これは社会保険、介護保険がそうでござ

いますが、介護保険制度に代表される社会保険制度、あるいは公的な助成ですね。これら３

つが、大切だと言われています。本日のシンポジウムにつきましては、これらを踏まえて、

これからの越谷市の超高齢社会で皆さんがいつまでも健やかに、それから安心して暮らして

いくには、どうしたら良いかということについて、市民活動の視点から考えていきたいと思

っております。本日のこれからの時間が皆様にとりまして、有意義な実り多い時間となりま

すことを願いまして、私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

第 1部 基調講演 
 

ありがとうございました。それでは、第 1 部の講演会に入ります。基調講演では介

護保険制度の改正内容を踏まえ、越谷市福祉部副部長(兼)介護保険課長、竹内次男さんをお

迎えし『介護保険制度と越谷の現状』というテーマでお話しいただきます。それではどうぞ、

よろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

それでは皆様、改めましてこんにちは。只今ご紹介いただきました、越

谷市役所の介護保険課の竹内と申します。どうぞよろしくお願いいたし

ます。今日は『介護保険制度と越谷の現状』という事で、どちらからと

いうと高齢化の現状みたいな話になるかと思いますが、20 分間という限

られた時間でございますので、お付き合いいただきたいと思います。本

題に入る前に、ちょっと皆様に、一言お詫びを申し上げたいと思います。

2 月 3 日の節分の日に、元越谷市役所の社会福祉課長が収賄容疑で逮捕されたという事が、

皆様も、新聞・テレビ等でよくご存知の事かと思います。本当に悲しいですね。福祉に携わ

る職員が、そのようなかたちで逮捕されたという事で、本当に我々もショックを受けており

ます。先日も市長をはじめ綱紀粛正、皆様の信頼回復を図っていこうと、それぞれ気持ちを

切り替えて新たに出発をしたところでございますので、是非皆さん、ご理解、ご協力をお願

いしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

それでは、本日お配りした資料を基に、お話を進めていきたいと思います。今日皆様にお

配りしている資料ですが、ちょっとページが飛び飛びになっていて解りづらいので、できる

限りこちらのスクリーンを見ながら話を進めていきたいと思います。 

司会者 

テーマ『介護保険制度と越谷の現状』 

越谷市 福祉部副部長(兼)介護保険課長 竹内 次男

氏 
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それでは早速、2 ページ目からやっていきたいと思います。いわゆる高齢者という事で、

老人福祉法には高齢者の定義というのがあります。多年にわたって社会の進展に寄与してき

た、豊かな知識と経験を有する者として敬愛され、また、生きがいを持てる健全で安らかな

生活を保障される。こういう事が高齢者の定義。実際高齢者って何歳位なんだというと、一

応、法律上の定義はございませんけれど、世界保健機構では 65 歳以上の人を高齢者と呼び、

前期が 65～74 歳、後期が 75 歳以上と定められています。人生の年齢を前期とか後期で分け

るという表現はどうなのかと、一時そういったお話もございましたけれど、今はだんだん定

着してきたように思います。 

次に高齢化の問題。先程、所長さんからありましたとおり、高齢化社会というのは、高齢

化率が 7％。高齢社会 14％、超高齢社会は 21％という風に分類をしております。今、注目

されている健康寿命というのがあります。一般的に生まれてから死ぬまでの期間の平均を、

平均寿命とします。それとは別に、この健康寿命というのは、誰のお世話にもならずに、生

き生きと、自立して生きていく、といった事だと思います。例えば男性でいきますと、平成

22 年には 70.42 歳で、それが平成 25 年になりますと 71.19 歳と、ちょっと延びました。

要するに、少し健康になったという事です。また女性の方も、73.62 歳から平成 25 年、3

年後には 74.21 歳。こちらも若干延びました。最近、ウォーキングとか散歩とか、皆さん相

当健康に対しての意識が高くなって参りましたので、その結果として、健康寿命が延びたと

考えられます。3 年間で少し延びたという事ですが、どんな風にすれば健康寿命が延ばせる

のかと、私もちょっとインターネットで調べてみましたら、大事な点が４つありました。１

つは“テクテク”、2 番目が“カミカミ”、3 番目が“ニコニコ”、4 番目が“ドキドキ”。これは、

そんなにかしこまった定義ではないんですが、テクテクは、要するに適度な運動という事で

すね。また、カミカミというのは、3 度の規則正しい食事。しっかり食べていただくと、口

腔ケアにも通じる事だと思います。またニコニコというのは、心の健康という事で、人とお

喋りをしながら、やはり笑うという事が非常に良いそうです。それとまた、ドキドキとかワ

クワクという、五感を使った感動が健康には非常に良いという事です。皆さんどうですか？

この１週間、また１ヶ月を振り返って、自分が本当にドキドキ、ワクワク、こんな風に喜ん

だという事ってありますか？なかなか、無いですよね。だから、そのままジトーっと生きて

るみたいな、そんな感じですけど。このように、健康寿命というのが非常に大事だという事

ですから、是非心掛けていただきたいと思います。 

続いて、越谷市の人口の問題でございます。これは、団塊の世代が非常に多いという事で

す。今の団塊の世代の方が 2025 年、あと 7～8 年位すると、75 歳に達すると、介護保険の

利用とか、いろんな意味で社会保障費がどんどん膨れ上がってくるという事です。この越谷

市の人口構成を見ると、今 60 歳から 70 歳前位の団塊の世代の人達のところは大きな固まり

です。この方達がこれから先、先程申し上げたように、2025 年位には後期高齢に達してい

くという事になります。気になるのは、ずっと下の年代なんです。0 歳～20 歳位までの人と

いうのは、１番下にあたりますが、この人達はもうこれ以上絶対に増える訳がないんです。

もし増えるとすれば、他から転入する以外にない。近隣から、引っ越して来てもらう以外に

ない。それが無ければ、もう越谷市の人口は、このままずっと何十年も、ほぼ同じ位の人口

で推移していくという事になります。生産年齢人口もどんどん変わっていきますので、これ
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から本当に社会保障、例えば年金とかいろんな形でこれからの社会の在り方を、考えていか

なくてはいけない。そういう時代に突入すると思います。 

先程ありました高齢化率の関係で、ちょっと１つだけ、越谷市における高齢化率の推移。

例えば、一番上の表ですね、国が高齢化社会 7％になったのが、昭和 45 年。それから高齢社

会 14％、超高齢社会になったのが 2006 年。つまり、７％から２１％に移行するまで、国の

方は 36 年かかっています。越谷市では、平成 6 年から平成 24 年、これで一気に超高齢社会、

この期間というのがちょうど 18 年になる訳です。そうすると、国の 36 年の半分で越谷市は

超高齢社会に突入してしまったという事が言える訳です。ただこれを見て、この先どうなの

かと言うと、越谷市もそんなに極端に、ガーンと高齢化率が伸びる訳ではないです。だんだ

ん、終息し、落ち着いてくるという状況だと思います。ですから、そんなに心配はしていま

せんけれど、今までの高齢化への経過を、ご理解いただければよろしいかなと思います。 

ちょっと時間が無いので、先にこちらの表は、単身高齢者とか 6５歳以上夫婦の、俗にい

う『のみ世帯』という事で、国勢調査で作っているものです。表の２段目に、単身高齢者数

が平成 17 年で 5611 世帯、つまり 5611 人の人が一人で住んでいる。また、平成 22 年にな

ると 8681 世帯。またその下の段の 65 歳以上の夫婦のみの世帯が 6552 世帯。それが 5 年

後には 1 万世帯を超えた。昨年、平成 27 年には国勢調査がありました。その結果が出るの

は、まだしばらくかかりますが、大体の推計でいくと、単身高齢者というのは、1 万世帯は

超えているんではないか、また 65 歳以上の夫婦のみ世帯についても、1 万 3 千世帯位では

ないかと推測されています。いずれにしてもこのように単身高齢者、65 歳以上の夫婦のみ世

帯がかなり増えてくる、という状況になっています。そういった背景の中で、介護保険制度

が平成 12 年度から導入されたという経過がございます。介護保険と聞くと、前はあまりい

いイメージが無いといった時もございました。要介護者の増加や介護期間の長期化、いわゆ

る、病院での社会的入院といって、ある程度病状は安定しているけれど、行き場が無くてず

っと病院にいて、医療費ばかりがかかっていた。そういう人達を、もっと違う形で支援をし

ていく、という事で介護保険制度ができました。そこに老健、特養、グループホームといっ

た新たな施設を作って、長く入院している人や、すぐに医療的な措置は必要無いといった人

達を救う、ケアしていくという意味での施設介護が行われています。このような介護保険制

度が導入されたという事で、社会全体で支え合う仕組みという事になっている訳です。 

よく、介護といいますと昔から、ご家庭の中でお年寄りと若い夫婦がいる。そうすると、

その若夫婦が、自分の親の面倒を見るのが当たり前という正義感みたいなものがありました。

それで、若夫婦が一生懸命頑張って両親の面倒をみて、時には会社を辞め、介護離職をして

まで頑張ってきた。今でもそういう問題はある訳です。最近、国も一億総活躍社会といって、

介護離職ゼロを目指しています。そうやって、家族だけでお年寄りを支えるというのは、現

実的にはなかなか難しくて、ある若い夫婦は結果的に介護に疲れて夫婦喧嘩になったり、お

年寄りに対しての虐待等、いろいろ良くない事ばかりが出てきてしまって、結果的に離婚す

るような大変な状況になってしまう。そんな風に、正義感だけではなかなかうまく回らない

という例がいっぱいあり、皆さんも聞いた事があると思います。そういった事から、この介

護保険制度は社会全体が支え合う、という事で是非ご理解いただき、また、皆さんの知り合

いの方で、そのような方がどなたかいましたら、とにかく介護保険を利用して、地域のケア
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マネージャーや、地域包括支援センター、そういった所にご相談していただきたいと思いま

す。次に、サービス利用の手続きというのがあります。これは、今日お配りしたカラーの冊

子の方にも、よく書いてありますので、ご覧いただきたいと思います。一番左側、利用者が

あって市町村の窓口、これは越谷市では介護保険課になっています。この市町村の窓口にな

かなか行きづらいとか、解らないという時には是非、地域包括支援センターや、居宅介護支

援事業所という地域の施設に、ケアマネージャーさん等がいらっしゃいますので、そういっ

た方に相談をして、要介護認定の手続きに入っていただきたいと思います。とにかく、一人

で悩んでも仕方ないので、よろしくお願いします。 

続いて、サービスの利用について、資料の薄い方です。越谷市の介護保険は今、おおよそ

150 億円位かかっております。これは 65 歳以上の人の保険料や、国・県の方からの補助金

といった形で構成されているという事でご理解いただきたいと思います。こちらに、介護保

険制度の中の地域包括ケアシステムの導入と構築とありまして、この図の一番下の方に、生

活支援・介護予防とあります。要するに、今まで医療とか介護とか、それぞれで独自の制度

としてやっていたものを、これからは“医療”、“介護”、“生活”をまとめて考える。この生活と

は、高齢者の住まいです。これらを、一体的に連携を取ってやっていこうという「地域包括

ケア」という動きを意味します。これは先程申し上げた 2025 年位には、医療機関も施設も

どんどん高齢者、要介護認定者が増えて、“介護難民”と言われますように、在宅で面倒を見

ないと、とても施設関係では間に合わなくなる。このような問題から、生活支援とか介護予

防といったものが必要で、一番下に小さく（老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等）

とあります。このように、今日お集まりの皆様も、今後の地域包括ケアの中の一つとして、

これから、是非ご活躍いただきたいと思います。越谷市では今、要支援１と２の人の通所介

護とか訪問介護が、これからは、地域支援事業と変わるんです。ちょっと財源の話もあるん

ですが、今までの給付からの変化に「総合事業」というシステムが加わりまして、これから

先、地域でもっと支えていかないと間に合わないという事で、早速この 3 月から始まります。

ただ 3 月からは、形式的には今までの給付と全く同じです。これからの自治体の本当の知恵

比べは、29 年の 4 月からです。その時に、地域包括の総合事業というところで、何らかの高

齢者の生活支援をやっていただくとか、訪問しての声掛け運動とか、時にはデイサービスで

やっているような歌とかゲーム、そういったものを地域の中でどうやって展開していくかと

いう問題が出てきますので、皆様も是非、ご協力いただきたいと思います。 

あとは資料の中に詳しく載っておりますので、是非、後程目を通していただきたいと思い

ます。地域包括支援センターの場所や、総合事業についての、国の方のいろんな事業計画の

関係も載っています。今後の課題としては、高齢者の“予防”という観点から、先程のテクテ

クで歩くとか、カミカミが食べるとか、喋るとか、健康増進、口腔ケア、こういったものを

越谷市としても勧めて参りますので、今日のこのテーマのとおり「介護を支える地域のチカ

ラ」が重要です。ホントにこれから先は、行政だけではなかなか支えきれないので、それを

地域の中でやっていくという意味での、地域支援事業。地域包括支援センターや地域の皆さ

んとの連携が、大切な鍵になると思いますので、再度ご理解、ご協力をお願い申し上げまし

て、大変スピードと駆け足の大雑把な説明で恐縮でしたが、ご清聴ありがとうございました。 
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ありがとうございました。それでは皆さま、竹内様にもう一度拍手の方、お願いし

ます。続きまして、埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉子ども学科社会福祉学専攻教授

であり、当センターの登録団体“高齢者虐待を未然に防ぐ RJ 実践研究会”の代表でもありま

す、梅崎薫先生に「お互いを尊重する対話とは」というテーマでお話しをいただきます。ど

うぞ宜しくお願いいたします。 

 

 

 

 

皆様、本当に、こんなに沢山お集まりいただきましてありがとうござい

ます。恐らくは、この介護保険の改正という事でとっても心配をなさっ

ている方達がお集まりなんだろうと思っております。介護保険の改正も

ありますが、今、お話がありましたように越谷市は非常なスピードで高

齢化をしていきますので、本当に、単に行政や国の制度等で何とかして

というだけでは、自分達の生活が守れない、というような状況が来てい

るんではないかと思っております。そのために、私達もいろいろな事で知恵を出していかな

くてはいけないと思っておりまして、私は今現在、埼玉県立大学という所で教員をしており

ますが、以前は病院で医療ソーシャルワーカーをしておりました。専らは、どの様に非常に

困難な状況の方達を支援する事ができるだろうか、という事を考えてきたのですが、その中

で一番難しかったのは、やはり高齢者虐待の予防です。それで、こちらに来て約 10 年です

が、高齢者虐待の予防という事を自分で始めた時から、できるとは思えませんでしたけれど

も、何とかして予防したい。それは施設の中の虐待ではなくて、家族の中なんです。今まで、

越谷市ではない所で虐待、ネグレクトだと通報された方達とお付き合いをしてきました。と

言うのは、越谷市では高齢化率が高くありませんでしたので、他の所の方が先行して大変な

状況がありました。いろいろな所の方にインタビューしたり、学ばせていただく中で、どう

してこのご家族がこのような虐待と言われなくてはならないのだろうか。本来はそういう方

達ではない、という風に感じました。そもそも“本来は”というのもおかしい話ですが、多く

が先程竹内課長からもお話がありましたように、心から大切にしたいと思っていたけれども

限界があって、そうならざるを得なかったという事なんです。ですから、何とかそれを予防

したいと思いました。これは非常に時間がかかると思っているのですが、そのためにいろい

ろ探してきて、“お互いを尊重する対話”という事を皆様にご紹介したいと思っております。

皆様こんな経験はございませんでしょうか？大切な人とのいさかい、それから、どうしてこ

んな誤解が生じるの？そんなつもりじゃなかったのに。お話を聞いているつもりなのに、な

んでこんな風に「あなたは、いいわよ」とか「もういいわ」とか言われて、私一生懸命した

のになんで役に立てないのかしら、って事ありませんか？私なんかもう、子ども達にしょっ

ちゅう「お母さん全然話し聞いてくれてない！」って叱られいてます。一生懸命やっている

のに、どうしてわかって貰えないんだろう、という事なんですが、問題は相手の人はいった

い何を期待していたのでしょう？という事なんです。実は、私達は一生懸命いろんな人の役

に立ちたいと思ってお話を聞きます。そして、役に立ちたいと思うからこそ、いろいろアド

司会者 

テーマ『お互いを尊重する対話』 

 埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉子ども学科社会福祉学専攻教授 梅崎 薫氏 
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バイスするんです。一応、学生さん達もソーシャルワーカーなので、どうアドバイスしたら

いいのか、一生懸命考えます。でも、アドバイスというのは気を付けなくてはいけないんで

す。実は、困っている皆さんは、アドバイスではなくて、自分で決めたいと思ってらっしゃ

るんです。ですから、アドバイスをされても、それが自分のやりたい事や決めたい事と違っ

ていたら、役に立たない訳です。ただ、こちらも少しでも役に立ちたいと思うから一生懸命

アドバイスするので、そこがかみ合わないと「話しを聴いてもらえない！」という風にイラ

イラしてしまうし、本当は「折角この人は私の事思って言ってくれているんだからありがと

う。」と言いたくても、やっぱりイライラしてしまって「えー、もういいわ。」とか「あー、

もういいです、ありがとうございます。自分で決められます。」とか。「やっぱり私の事わか

ってくれないね。」とか。そのように「もういいです！」って強い言葉で言ってしまったら、

結局言った後に「あー、私どうしてあの人にあんな事言っちゃたのかしら。」という風に、言

った方も悩むし、相談にのった方も「何で私一生懸命聞いてあげたのに、こんな事言われな

くちゃいけないのかしら。」と腹が立つという事があると思います。つまり私達は日頃「相手

の人の話を聞く、話す時には、お互いを尊重して話す。」と耳にタコができる程に言われてい

るし、そうしているはずなんだけれども、でも本当にお互いを尊重して話すという事はどう

いう事なのか、どれくらい意識しているでしょうか？いつも意識していますという方？（会

場への問いかけ）ちょっと自信は無いという方？教えていただけます？私などは、人間がで

きていないので、全然できていません。学生さん達にも言うんですが、すごく意識して人の

話を聞くというのは、ものすごくエネルギーがいります。24 時間そんなエネルギーを使って

いたら、私達はヘトヘトに疲れ果てて倒れてしまいます。だから、できない。できないけど

日常は回っていくのだから、それはそれでいいんです。例えば、私達は人間なのでいつか死

にます。そうですよね。「未来永劫私は生きる。」と自信のある方いますか？（会場 笑い声）

無いですよね。不老不死の薬はまだ発明されていませんから。人間はいつか死ぬんだけど、

明日多分自分は生きていると思いますし、私もそう思っています。明日チョット予定があり

ます。それは、私達は“忘れる”というすごい力があるからです。未来永劫生きている訳じゃ

ないけれども、ひとまず今は“生きる・死ぬ”という事を忘れているので明日の予定を立てる

事ができる訳です。つまり、常に全てを意識している事が大事なのではなくて、ソコソコ忘

れるから健康に生きていかれる訳ですね。だけれども、やっぱり相手の人を尊重してお話す

るという事は、ちょっとおへそに力を入れて、グッと考えてみないと実はできない事なんで

す。 

そこで、私が皆様にご紹介したいのは、お互いを尊重して対話する事を練習する“RJ トー

キングサークル”という事なんです。「RJ ってなあに？」ってみんな思いますよね。これは下

に修復的正義（司法）と書いていますが、レストラティブ・ジャスティス（Restorative Justice）

という英語の略です。どういう風に訳したらいいのか、いろいろ悩ましくて、つまり、刑事

司法の分野と書いてあります。先行して用いられているのは刑事司法です。つまり、犯罪の

被害加害の害を修復するための対話というのが、一番広まっている話なんです。ですから法

学部を卒業された方はこのレストラティブ・ジャスティスといえば修復的司法と聞いていら

っしゃると思います。しかし、司法の分野だけではない所でも広まっていまして、それを実

際に実践していく場合には、もう司法ではないので、ジャスティス、これは“法律”とも言い
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ますが“正義”でもありますので、“修復的正義”とも言う訳です。更に私のように福祉の分野

で実践する者は、“修復的実践”という風に言います。これは“平和構築学”それから“葛藤解決

学”という領域があるのですが、そこで用いられる対話で、それが先行して使われているのは

司法の領域です。ですから、平和構築学と言われていますように、例えば、南アフリカがア

パルトヘイトをやめた後、それから、今いろいろ世界で紛争があって虐殺が起きている様な

中で、例えば自分の大切な家族を殺された。そして殺した人が村に帰ってくる。その人とど

うやってこれから生きていくのか。復讐をされるのではないか。復讐をしたいかもしれない。

という非常に大変な状況の中で、また復讐をしたら平和にはなりませんよね。それはお互い

にとっても幸福な事ではないので、話し合いをする時にこの方法を使います。今現在は、私

は高齢者虐待を予防するために使いたいと思っています。今どんどん高齢者からも広まって

いまして、いろんな所の方達としていますが、やはり家族が仲良くなれるのではないかと考

えているので、その時にこの対話を使いたい、使ってもらいたい、という活動をしています。 

では、修復的正義が大切にする哲学、という事をご紹介したいと思います。それは、地域

から誰も排除しないという事です。それから、被害と加害、お互いの立場を尊重する。但し、

この加害と被害のお互いの立場を尊重するという事では、日本の場合には犯罪被害者の方が

十分支援されていませんので、犯罪の場合には被害の方を十分に救済し支援した後に、加害

と被害の対話という事を十分気をつけて行っていく必要があります。一方、被害と加害だけ

なのかと考えると、例えば学校のいじめを考えると分り易いんですが、いじめられている子

といじめている子、もう一人いますよね。それを見ている子どもです。つまり地域の中で犯

罪、もしくは虐待、という事が起きる時には、被害と加害とそれを見ている周りの人がいま

す。その 3 者、関係する全ての人々が参加するという事が大事です。包括的で協力的な手続

きを取る。つまり無理やり首根っこを捕まえて話させるのではなく、加害者は本当に被害者

の方に謝って、この地域、コミュニティーにもう一度受け入れてもらうためには、どのよう

な謝りと償いをする必要があるのか？それから、被害者は、どのような事を加害の人に聞き

たいのか？裁判では聞けないですよね。お金しか決まらないんです。また、見ていた人達は、

いったい、人の事なのか？見ていた、つまり参加者ですね。とすると、自分には何が一緒に

できたのか？みんなが人の事ではなくて、自分の事として考えていくために、包括的で協力

的な手続きを取ります。ですから、かなり時間がかかります。促成栽培で、「はい、この対話

を 1 回やったから、虐待と家族関係が良くなりました。」ポン！というものではありません。

忍耐強く話していく、という事が必要です。どんな事をやっているかというと、今、中央市

民会館で『キーパー養成講座』という事をしています。ここにいるのが私ですが、周りでこ

ういう風に輪になって座って“トーキングピース”というモノを使って話していく対話の方法

です。輪になって座る。そして、お互いを尊重して、傾聴を大切にします。“喋る”事よりも“聴

く”という事を大切にします。そして、相手の人、お互いを非難しない。つまり尊重するから、

「そんな事言ったってあなたが言っている事おかしいでしょ！」と言わない。おかしい、違

う、私の意見とは違うと思っても黙って聞くという事。それから、トーキングピースという“モ

ノ”、後程また写真で示しますが、そのピースを持っている人だけが話してもいい、というお

約束があります。トーキングピースが順番に回って来るんですれけども、回ってきたら今度

は話さなくちゃと思いますが、話したくなければ話さなくていい、パスできます。相手の人
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を非難しないためには、「私は」という言い出しで話しをすると、相手の人を非難しなくてす

みます。例えば、待ち合わせをしていたとしますね。駅で待ち合わせをしていて、私はずっ

と待っているのに、10 分前から待っているのに、お友達は 15 分も遅れて来たと。その時皆

さん何と言いますか？「私、10 分前から待ってたのよ～！」と言うのと「あなた、15 分も

遅れたわよ。私、10 分前から待ってて、15 分とで 25 分、疲れちゃったわ！」と言うのと、

同じ事言っているんです。前者なら、相手の人は「あら、ごめんなさーい。」と言いたくなる

かもしれませんね。相手を、そう非難しなくてすみますよね。でも、後者のように「あなた、

15 分遅刻よ！私 10 分前に来てたのよ！25 分待ってたのよ！」と言ったら、「10 分前に来た

の、あなたの勝手でしょ！」と言いたくなりませんか？そういう事、ありますよね。そこで、

サークルキーパーという人がいまして、その人は場を見守って、対話のルール、つまり今言

ったようにお互いを尊重する、傾聴する、トーキングピースを持っている人だけが話す、と

いう事を守ってもらうために、サークルキーパーだけがトーキングピースを持っていなくて

もお話をしていい、というルールになっています。そして、お互いを尊重する、相手の話を

良く聞く、相手を非難しない、この三つ。どこでも聞きますよね。専門職の養成でなくても、

どこに行っても大事な事です。子供の時から言われています。言われているけど難しい。分

かっているけどできない。そこが重要なんです。分かっていても出来ないので、どういう風

に振る舞う事や、どういう風に話す事が、相手を尊重する対話になるだろう。それから、相

手を非難しないで話すためには、どのように、ま、傾聴して、そしてそう振る舞って話せば

良いだろう、という事を練習するのが RJ トーキングサークルです。サークルの中で話しなが

ら、そして傾聴しながら、体験しながら練習をします。練習しますが、アドバイスというの

は全然しません。キーパーもしません。練習ですけど、自分が一番わかります。人の話をし

っかり聞いていると「あぁ、私はあの時こう言えば良かったなぁ。」とか「あ、こんな言い方

もあるなぁ。」とか、それからいろいろな体験を話すので「あー、私と同じ体験をしいている

人がここにもいて、私はこう思っていたけどこんな考え方もあるのか。」とか。いろいろな体

験や発見があるので、誰にも何も言われないのですが「あ～、今度から気をつけよう。」とい

う思いが、ひそかに心の中に芽生えます。その事が体験として、とても心に残ります。且つ、

発言しなくもいいんです。「え、そんな大変なお話が来て、私まだ順番来たけど準備が出来て

いないわ。」という時に、それでも無理やり話をするなんて、大変な事でしょう。でも、パス

できるからあんまり心配しなくていい。今やっていると、みんな結構「話さなくちゃ」と思

ってパスする事を、大人はとてもためらいます。大人ね。中高生はためらいません。「パス」

「パス」「パス」・・・逆に「どうしたらパスをやめさせられるんでしょうか？」って先生達

が心配される程です。「パスを楽しんでみたらどうですか？」と言ったりしています。「パス

してもいいんですよ。」という事をお約束しているんですから、パスしながら、じゃあパスし

なくてもいいように、そしてみんなでいい体験を共有できるようにするには、どういう進め

方をするかという事も、練習だと思います。 

トーキングピースというモノを使いますが、それはどんな物でもいいんです。後程またお

写真を示しますが、石を使ったり、私は今小さいぬいぐるみを使っています。それからお花、

生花はちょっとしぼんだりするので、造花なんですが、また湖や海に流れ着いてきた古い木、

流木ですとか、何でもいいです。例えば、古くなった時計。これは、カナダで私も研修を受
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けてきた時の例ですが、その時に来ていた大学生の男の子が言っていました。「この時計は僕

がお父さんから初めてもらった時計で、もう動かなくなりました。」その子はお父さんとすご

く関係が悪かったんです。お父さんとの関係でとても悩んでいて「今、僕は国を離れてこの

国の大学に来ていますが、その前に世界中を旅行して回った時に、お父さんからもらったこ

の時計を大切にしていて、今はもう動かなくなって時計としては役に立たないけれども、こ

れは僕にとって大切な物なので、これをトーキングピースにしたいです。」と言って持って来

ていました。トーキングピースは参加する人達の“ちょっと思いのある物”等を持ち寄って決

めるという事が出来ます。そして、輪になって座りますので、ピースを持っている人がその

隣の人に渡します。ピースを持っている人は持っている間ずっと喋れるので、その間みんな

しっかり集中して聴きます。長いなぁと思ってもちゃんと集中して聴いてください。あまり

にも長い時は、キーパーがそれとなく次の方に促します。長いといっても、私の今の、まだ

短い経験では、大体 10 分位お話になったら充分満足されます。おそらく 2～3 分でもかなり

私達はいろんな事がお話できます。ただ人によっては 5 秒位で話したくない場合もあります

ので、そんなに時間はかかりません。トーキングピースは全員に回ってきますので、対等に、

平等に対話して、傾聴します。例えば、おしゃべりの会なんかでは、やはり、お話が上手な

方がずっとお話しされますね。秘かに「私も話したいわ。」と思っていても、お話しの口を挟

むきっかけが無いと、ただずっと聴く立場になってしまう。でも、トーキングピースが回っ

てくる事によって、みんなに対等にお話の順番が来て、嫌ならパスすればいい訳です。今ま

での経験では、お話がとても上手な方は、この RJ サークルで話をするとイライラされます。

何故ならば「すぐ喋りたいのに喋れない。何でこんなに不自由な対話なんでしょ！」とイラ

イラされます。「こんなモノ持たなくてもいい！」と言われる方もたまにありますが、なかな

か口を挟めなかった方は「いいですね。私話したかったけど、これがあれば安心して話せま

す。」とおっしゃいます。お互いに傾聴して、お互いの思いを感じて共有する、これはなかな

かいい体験です。トーキングピースが順々に次の人に送られて、また手元に戻ってくると、

みんなのパワーが自分にまた戻ってきます。何について話すのかというと、様々な事です。

これは、葛藤解決ではなくて、傾聴してお互いを知り合って繋がり合う、そして、自分の中

に感じるものを大切にする対話なので、何でも大丈夫です。「好きな言葉は何ですか？」とか

「今の気持ちを言ってみてください。」だとか、それから自分が人生の中で大切にしている事

だとか、ちょっとこの事について他の人と話をしてみたいという、いろいろなテーマを使い

ます。常に大切なのは、お互いを尊重して話し傾聴する、という事です。この対話で繋がり

合い、相手を深く理解する。詳しい事をいっぱい知るのではなくて、一断面ですが、先程言

ったカナダの男の子のように、あ、もともとはアメリカの子ですけれども「お父さんとうま

くいかなかったんです、僕。」と言う話を、その子のお父さんがどこで生まれてどんな仕事を

しいて、その子がどんな子か、全く私達は知りませんが、そのサークルの中だけで「お父さ

んとの関係で悩んできたんだなぁ。」という事は分かります。一緒に参加している方達の中に

も「私は母との関係で悩みました。」「私は父との関係で悩みました。」というように、みんな

親子の関係は経験をしているので、それぞれで推測し、共感するという体験になります。学

校のいじめの予防で国際的に、とても関心を持たれています。今、アメリカのミネソタ州や、

カナダのオンタリオ州、それからニュージーランド、オーストラリアの学校では、ほとんど
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学校で朝集まった２０分位の間に、こういった事を仕組みとして取入れています。それは２

０人位の子供達にトーキングピースを回して「今日の気分を言ってください。」「今日はナン

トカです。」「今日はナントカです。」「パス。」「今日は、とっても嬉しいです。」といったよう

に、どんな事でもいいので回します。そのようにして、他の人はどんな気持ちなのかなぁと

いう事を聞く。そういう事をしながら学校のいじめの予防に役立っている。非常に熾烈ない

じめになってからではなく、例えば「私、ナントカ君からブスって言われました。イヤです。

私の事ブスって言われたくないので話して欲しいです。」という風に、学校にいるキーパーの

方に申し込みます。そうするとキーパーの方達が「ナントカ君達、ナントカちゃんがナント

カ君達にブスって言われてヤダって言っています。なんであなた方はブスって言ったんです

か？」と聞きます。もしかしたら、ナントカちゃんが好きだからブスって言っちゃったのか

も知れませんね。でもそう簡単ではなくて、まだいろいろな事がある訳です。それをいろい

ろ橋渡しをしながら、じゃあちょっとお互いに「ブスって言われるのがイヤだという事につ

いて話しましょう。」と言って、みんなでサークルをします。そうすると、すごいいじめでは

ないですよね。「だってブスって言われた。」という子がイヤだと思えば、すぐそこで対話を

してしまう訳ですから「ブスって言ったって、大した事ないと思っていたけど、そんなにイ

ヤならごめんなさい。」みたいな形で終わって、「今度からブスって言いません。」それで手打

ちという事ですね。その都度、都度、その子達は簡単な、軽微な時から相談ができるので、

学校の中のいじめの予防という事で、先生方も非常に関心を持っています。今、埼玉県の中

でも、自由学園と自由の森学園で始まっていて、その先生達の研修をお手伝いしたりしてい

ます。 

同様に家族においても、家族というのは、学校のお友達以上に難しいですね。私が結婚す

る前に病院でソーシャルワーカーをしていた時に、例えば、お子さんに障がいがあって、お

じいちゃま、おばあちゃまと若い夫婦の間で、その子をどこで療育していくのかという事で、

話がなかなか煮つまらない。両方の話を聞いていますと、どうしてその事をご家族でお話し

できないのかなぁ、と思っていました。結婚する前はわかりませんでした。でも結婚してみ

て、家族ってこういう風なのかとわかりました。自分の親しか知らなかったのでね。結婚し

て、自分の親がおり、義理の祖父母がおり、子供ができて、となると、なかなか家族で話し

合おうと思っても難しいという事が良く分かりました。病院で働いておりました時には「先

生からお話しがあるのでお集まりください。」というように言うと、医師は説明だけしたらシ

ュっといなくなりますので、その後お話をするという”場”の設定という事をよくしていまし

た。けれども、病院でなくとも、例えば地域に沢山キーパーができる人がいて、傾聴すると

いう事をできる人がいっぱいいたら、折り合いはついてきます。あの、アドバイスするんで

はないですよ。お互いの言い分を冷静に何回も聞く。でも、そのような時でも、やっぱり家

族っていうのは難しくて、ヒートアップしますね。ホントは「ごめんなさい。」と言おうと思

っただけなのに、喋っているうちに「そんな事言ったって、あんたあの時ねぇ。」という風に。

ついこの間もうちの娘が「お母さん、話聞いて。」と言うから聞いたら、途中から「もういい

わよ！」とか言われてしまって「あー、私はこんなに対応するという事をやっているのに、

娘の話はまだ聞けない。」と悲しくなりました。でも翌日「いや、でもお母さん話聞いてくれ

たから、私自分で決められるって自信がついたわ。」とか言っていたので「少しは役に立った

のね。」と思いつつ「あぁ、家族の話を聞くとはなんと難しい事か。」と思っております。 
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そろそろ時間なのでちょっと巻きますね。対話すると言っても難しいので、言葉カードや、

絵カード・イラストカード、写真カード等を使っています。それがこの写真にある、こうい

う言葉カードです。“希望”、“愛”、“発見”といった二文字熟語です。それから、写真や絵等も

使っていますし、ここにあるトトロみたいなお人形は、うちの子供が旅行で買ってきた物な

んですけれども「もういらない。」とか言っていっぱい置いていったので、それをトーキング

ピースとして使っています。こんな雰囲気でお話をしています。 

葛藤解決の対話ですので、今やっているのは、この予防という、一番下ですね、“予防のＲ

Ｊサークル“という対話なんです。これは先程言っていましたように学校のいじめ予防でも使

っていますし、家族関係の葛藤でも使えます。例えば「介護保険サービスをどう使うの？」

高齢者の方は、デイサービスに行かれるのを嫌がられませんか？でもご家族の方は行ってほ

しいですよね。他にも「ホームヘルパーさんを使うかどうか？」とか、そういった所からも

うこれを使ったらどうかと思っています。非常に心配な状況になったら、もう遅いですよね。

もっと早く。でもそれが更に、関係悪化、意見の対立というような状況になってもこれは使

えます。カナダのキッチナーでは、警察通報されたケースで、これは刑事事件ではなく、警

察問題でもない、という件で、包括に回すべきなのかアセスメントして、これは専門職では

なくて『ＲＪ対話ケース』となると、そういう市民ボランティアさんに紹介しまして、お話

を良く聞いてもらうという事で、事件化がすごく減った。ただこのように、警察と連携して

やっているのは今、キッチナーだけです。私はそういう事が、越谷でできたら良いなぁとい

う風に思っておりますが、これはキーパーをやって下さる方が大勢いないとできませんので、

市民ボランティアの方達と一緒にやっていけたらと思いまして、ＮＰＯ法人にしようとして

います。そこで、これはお手元にもあります目的と事業内容でして、もしご関心がありまし

たら、最後のところにアドレスがありますのでご連絡をください。電話番号につきましては、

皆様の資料についています。それで、私達は毎月ここの支援センターで活動していますので、

支援センターの方に聞いて下されば、梅崎の連絡先はすぐわかります。 

では、1 分程超過しましたが、これで私のお話は終わりにさせていただきたいと思います。

ご清聴ありがとうございました。 

 

第 2部 パネルディスカッション 

 

 

 

特定非営利活動法人 

介護サポート悠遊越谷      山口 光 子氏 

越谷介護保険サポーターズクラブ 大家 けい子氏 

越谷笑いヨガラブ        井上 加代子氏 

株式会社ジャパンケアサービス 

グループホーム遊宴北越谷    荻原 真理子氏 

 

埼玉県立大学保健医療福祉学部社会福祉子ども学科社会福祉学専攻教授  梅崎 薫氏 

テーマ『みんなで支える介護』 

パネリスト 

コーディネーター 
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それではお待たせいたしました。第 2 部のパネルディスカッションにうつります。

パネリストは 4 団体、特定非営利活動法人介護サポート悠遊越谷：山口光子さん、越谷介護

保険サポーターズクラブ：大家けい子さん、越谷笑いヨガクラブ：井上加代子さん、株式会

社ジャパンケアサービス：荻原真理子さん、そして、基調講演に引き続いてコーディネータ

ーは梅崎先生にお願いいたします。これからの進行は梅崎先生にお願いいたしますので、皆

様どうぞお楽しみください。よろしくお願いいたします。 

 

それでは第 2 部の方に入りたいと思います。『みんなで支える介護』という事で、一

番最初にお話いただくのは、介護サポート悠遊越谷の山口さん、お願いします。 

 

【ＮＰＯ法人介護サポート悠遊越谷 山口 光子氏】 

 

私は、ＮＰＯ法人介護サポート悠遊越谷の山口といいます。先程、竹

内福祉部副部長さんから、介護保険の事で結構いい事を言ってくださっ

たんですけど、その中で私が一番気になっていたのは、“地域包括ケアシ

ステム”というのがあって、それが今度、要介護支援の方のお手伝いをす

るという事で、私も民生委員なものですから、いろんな所で聞かれるん

ですが、本当にそれができるのかなぁとすごく心配しています。私はち

ょうど活動を始めて 10 年位になるんですけど、それまではずっとボランティアで施設にも

行っていました。ん、聞こえないようなので、ちょっと大きい声になるかしれませんがマイ

クを使います。私ね、東京生まれなので、ちょっと早口かもしれません。もしわからない事

があったら、後でまたお聞きください。私はケアマネージャーでもあるので、今竹内さんが

言われたように、介護保険の申請もお手伝いしたり、相談を受けたりしています。先程の資

料の中に越谷市の介護保険の冊子があったと思いますけど、その中の事業所リスト見たらね、

ホント、介護保険使う時、あまりの多さで選べないですよ。市役所の方では「ここが良いで

すよ。」とは言えませんので、私なんかは、ここに紐がくっついていませんのでご相談があれ

ば、「ここなら、いいんじゃないですか。」と、一対一で選んで差し上げています。それから、

デイサービスとかデイケアはね、先程のお話でもありましたように、お年寄りも、出て行く

のになかなか勇気がいるんですよ。でも、お家の方は、本当の事言うと一日でも行ってもら

って、ご自分を休憩させたいと思ってらっしゃるんです。だから家族の方が、行ってほしい

んだったら、ケアマネージャーさんが誘ってくださった所に、どうぞご自分で 1 回見に行っ

てください。ケアマネージャーさんが「ここどうですか？」と言う所って、一週間のうち全

部悪いなんて訳では無いんですけど、やっぱりすぐ空いている所というのは、ちょっとお話

が出来ない人が多かったりする所なんです。だから、ケアマネージャーさんが「この曜日ど

うですか？」と言われたとおりじゃなくて、同じ施設でも違う曜日に行って見るとかして、

探してあげてください。一度イヤな所に行ってしまったら、二度と行くとは言いません。認

知であろうがなかろうが、それから、高齢の方であろうがなかろうが、一度行って、話して

ももらえない、何にもしてもらえないなんていうと、絶対に一度で懲りて「二度と行きませ

ん。」とおっしゃいますので、どうぞ、皆さん介護してらっしゃる方が一日行って「私もここ

なら行けるな。」と思う所へ、ご自分のお父さんなり、お母さんなり、それから親戚の方、そ

司会者 

梅崎 
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ういう方等に、行っていただけるようになる準備をしてもらいたいと思っています。私は主

に、大きく分けると資料の中の“施設支援”というのをやっているんです。今、４カ所の施設

に行っていて、認知予防の体操とか、歌に合わせて体を動かしたり、手遊びみたいなのをや

ったりしています。それから“在宅支援”では、介護保険外の事をやっています。それは今、

包括支援センターの方から依頼を受けて、少しでもお手伝いしたいと思って、ＮＰＯの皆さ

んでやらせていただいています。もう一つは“健康支援”というのがあって、それはもう丸 8

年経ちますね。8 年位前からやり始めましたので、一番高齢な方は 94 才という方がいらっし

ゃいます。体操は、一週間に 4 ヶ所行っています。先程お話があったようにいつまでも元気

で、そしていつまでも元気に食べて、出すものが出せて、そういう風に私もなりたいし、そ

れから、行く所があるのっていいなぁと思って続けています。体操は 2 回やるんですけれど、

それ以外にお話と情報提供。越谷はみんな金持ちが多いんでしょうかね。詐欺の被害が、川

口と越谷どっちかがいつも 1 番 2 番なんです。皆さん、自分はしっかりしてると思っている

でしょうが、どうぞひっかからないでください。年間の被害額が、すごい額なんですよ。あ

んまりいい事ではないので、トップを競いたくないですね。どうぞ気を付けてください。そ

れから、福祉関係の事とか、病気の事とか、元気でこの冬を乗り越えようといった内容で講

演をしたりしています。また、うちの会員さんには、やっぱり先程お話があった傾聴、話を

よく聞くという事を大切にしてもらっています。やっぱりお年寄りの人って、相談に対して

私達がどんなに聞いて、アドバイスしても、絶対にご自分でしか決めないですね。だから、

ただお話を聞いてあげられる余裕があれば絶対大丈夫ですから、聞いてあげてください。Ｎ

ＰＯにして丸３年ですが、越谷市で“施設支援”も、“在宅介護”も、介護保険ができる前から

ボランティアでやらしていただきました。そういうかたちで、ずっと福祉の方に関わってき

ました。それでずっと言い続けているのは、介護保険は安心料だと思ってほしいという事で

す。介護保険は死ぬまで取られる訳ですから、何かあった時だけ使えればいいじゃないです

か。あとは、ホント自分の健康にだけは気をつけて、それから、お話ができる人がそばにい

るというのは幸せだと思いましょう。ご主人を亡くされたりすると、昔は奥様がルンルンに

なるとか言いましたけど、嘘ですそんなの。実際は 60 代、50 代でもご主人が亡くなったら、

立ち上がるまで大変で、5 年位かかります。それで、どこも痛くなかったような人が痛くな

ったり。それから具合が悪いって言われるから、お医者さんに連れて行っても、そういう方

ってどこも悪くないんですよ。自律神経のバランスが崩れて調子が悪くなってしまうんです。

そういう意味で、ケンカでもできる相手がいるというのは良い事です。私も今そこに主人が

来ています。昨日も施設に行って、みんなで昔の“あなーた”という歌を歌いましたけど「そ

んな事、言った事ありますか？」とほうぼうから聞かれたんですが、「ありません、40 年間。」

と言って笑ってきました。パートナーがそばにいれば、お食事も美味しく食べられるし、生

活にはりがありますね。 

先程も言いましたけど、週 4 回、体操教えに行っていますが、私も後期高齢者です。行く

所があるのもすごく素晴らしい事だなぁと思っています。うちの会では、やはり在宅の人を

お手伝いしたいと考えていて、包括さんの方からも、結構依頼がありますから、どうぞ皆さ

んも一緒にお手伝いしてください。ボランティアをすると、皆さんが元気になります。絶対

に、ボランティアだからなんていうことは無いですから。うちの会に 80 代の女性がいらっ
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しゃいますけど、できる事をやっていただいていますし、それこそお年じゃないんです。年

齢も何も関係なく、できる事を少しずつお願いして、みんなで楽しく活動しています。今う

ちの会には、１５～１６人いますが、男性も 3～4 人います。在宅の方のお手伝いは、お掃

除だったり、話し相手だったり。お花の先生をしていたという方には、在宅の方一人一人の

ために、お花を買って行ってもらったりしています。そのように、高齢者の方、障がい者の

方にも対応しています。それから今、子育て中のお母さん方は、仕事をもっていてお食事が

作れないんです。それも、うちの会員さんが行って、2 時間で多分 2 日分位のお食事を作っ

て来るようです。そんな事もやっていただいています。皆さんも、主婦なんか家事は大ベテ

ランですから、絶対できます。どうぞ、うちの会でお手伝いして下さる方があれば、ご協力

ください。そしたら私達も仲間が増えて楽しいし、どんどん会員が増えないと、一軒一軒に

行く、こういうお手伝いができないんです。なるべく会員が増えて、そして生きがいづくり

や、楽しみになっていただけたらいいと思っています。そんな風に一緒に体操やりながら元

気でやっていきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

どうもありがとうございました。今ご報告いただきましたが、皆様の資料の中に『介

護サポート悠遊越谷』という資料が入っています。ちょっと司会の不手際でご紹介が遅れま

した。この市民活動支援センターに登録をして活動をされている内容のご紹介と、皆様への

お誘いでした。写真もお持ちくださっているようなので、また後程ご覧ください。また後程、

質問の時間等をご準備いたします。 

それでは、２番手の『介護保険サポーターズクラブ』の大家さんから、お話をしていただ

きたいと思います。みんなで、どのようにして介護を支えていく事ができるかという事を考

えて、お話してくれます。 

 

【介護保険サポーターズクラブ 大家 けい子氏】 

 

皆さんこんにちは。ただ今紹介がございました『介護保険サポーターズ

クラブ』の大家と申します。今回は『NPO 法人さいたま NPO センター越

谷事務所』と『越谷介護者の会』と共催しています『介護者サロンティー

タイム』の活動状況を、話させていただきたいと思っております。『介護

者サロン』とは、主に在宅で介護をしている方達が集まって、介護の悩み

や情報を話し合う場という風に考えております。運営は市民がボランティ

アで支えている会です。2010 年度、認定 NPO 法人さいたま NPO センタ

ーが独立行政法人福祉医療機構の助成を得て、介護者支援セミナーを県内５カ所で実施しま

した。その内の１カ所が越谷で開催されました。その時の受講者で『介護者の会』を立ち上

げた経緯がございます。その後介護者支援セミナーは 2014 年まで埼玉県の助成を受けて、

県内 26 市町村で開催しております。現在、18 市町村で 31 の『介護者サロン』が開催され

ております。後ろの方に、このピンクの“介護者サロンマップ”が置いてございますので、お

帰りの際はどうぞ手に取ってお持ちくださいませ。 

介護者支援セミナーを始めた背景は、支援を必要としている介護者がいるという事が分っ

たからです。近年介護殺人や介護鬱等が多発しておりまして、背景には、介護者の孤立が大

きく関係していると言われています。介護者の精神的、身体的、経済的な負担が増えて、相

梅崎 
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談する人もいない状況で介護を一人で抱え込んでいる状況があると言われています。特に男

性介護者による介護殺人、虐待等も増えている状況がございます。では、次に右下の写真は、

去年『越谷しらこばと基金』の助成を受けて越谷で介護者支援セミナーを行った様子です。

この講師は堀越日本女子大教授にお願いしました。次に『介護者サロンティータイム』の経

緯を申し上げます。2011 年の 3 月に“越谷介護者の”を設立しました。代表は、関根賢一で

ございます。4 月から『介護者サロンティータイム』を『ほっと越谷』で始めました。以後、

毎月第 2 木曜日の午後『ほっと越谷』で開催しています。8 月はいつもお休みさせていただ

いて、近隣の介護サロンのスタッフと研修会を開催しています。 

次に『介護者サロンティータイム』の運営について少しお話しさせていただきます。スタ

ッフはボランティアで、現在は 7 名で運営しております。サロンは介護者が中心なので、ス

タッフは、司会と会場の設営を担当しています。参加者が、自分の気持ちを安心して話す事

ができるように気を配っています。先程、梅崎先生のお話にもございましたように、非難を

しないとか、ここの場で話した事は、絶対に、よそでは話さない等の約束をしてもらってか

ら話し始めています。私達のサロンは、悩みを解決する場ではございません。参加者同士で、

お互いの気持ち、悩みや不安等の気持ちを共有する場です。また、介護に関する情報等も提

供しております。右下の写真は、スタッフのミーティングの様子です。介護の会が終わりま

したら、必ず振り返りをやっております。私達スタッフは参加者が悩みを話す事で、気持ち

が軽くなればと思って運営しております。次に『介護者サロンティータイム』の参加者のプ

ロフィール等を少しご紹介させていただきます。参加者の方は、夫を介護している方が一番

多く、次いで実父母、それから妻、兄弟等です。参加者の声としては「介護の悩みは介護中

の人でないと解り合えない事が多い。」「介護者同士で話し合う事で、同じ悩みを抱えている

人が他にもいる事が分かって安心した。」「心が落ち着いた。」それから、「介護期間が長くな

ると、頑張りがきかなくなる。」「自分の体調も心配である。」また「愚痴をこぼす相手がいな

いので、このサロンで話す事ができて良かった。」等の意見もいただいております。また、参

加者の方達は「経済的負担が介護者を苦しめている。」とも言います。介護者サロンに参加す

る在宅介護者の話を聞くと、介護度にもよりますが、通常、介護食代やおむつ代、それから

デイサービス等の介護保険を利用しても、月に 6～7 万円かかると話しています。また、男

性介護者の方では、ご自身が料理はできないために、奥さんの食事は、毎月宅配の介護食を

利用されているそうで、これがまた月に 8～10 万。食費だけで 8 万から 10 万円かかるとお

話されています。他にも、介護は先が見えないという事で「いつまでお金が持つか苦悩する。」

という方もいらっしゃいます。また「夫を認知症のグループホームに預けているけれども、

毎日減っていく通帳の金額に頭を抱える日々。」という話も出ております。介護者の生活費も

かかりますね。更には、年金が少ない人は、施設に預けられないという状況もあります。特

養に申し込み、順番が来て入所の連絡を受けても、金額を聞いて「もう少し自宅で看る。」と

断ったという話もあります。私達の介護サロンで話し合われている事ですが、介護者が必要

としている支援について少しお話します。「夜何度も起こされるのでゆっくり眠ったことがな

いので、ゆっくり眠る時間が欲しい。」「自分の具合が悪い時にすぐに預かってもらえる施設

が欲しい。」また「要介護者に何かあった時にすぐに助けてもらえる支援。例えば、特に近所

の人の助けが欲しい。」それから「他の介護者の情報が欲しい。」「ケアマネージャーさんにも

聞けない事が多い。」という事があります。「介護保険や医療に関する情報が欲しい。」そして

「自分の介護の悩みを聞いて欲しい。」というような支援の在り方を、みなさんおっしゃって
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います。私達は、介護者サロンの役割について、次のように考えています。介護者が欲しい

サロンは、安心して本音を話す事ができる場であって、自分の考えを否定されたり、攻撃さ

れたりしない場である事。また、無理にアドバイスをされない事。無理にアドバイスをされ

ると、自分にはそのような介護はできないと落ち込むような事になります。また、行政や専

門職に聞けない事や、ケアマネの人柄や病院、施設の事等を他の参加者から聞く事ができま

す。口コミが結構大切なんですが「実際にそれを確認するのは、ご自身でなさってください。」

という事はきちんと伝えています。それから、他の介護者の介護の様子を聞くと、自分の介

護の参考になるという事です。例えば、夜間のおむつの使い方等は、みなさんで情報交換を

なさっています。家族介護者は、要介護者との関係で煮詰まりやすい状況にあります。「要介

護者以外と話す事が少ない。」「介護の辛さを誰にも分かってもらえない。」という孤立感もあ

ります。介護の悩みを話し、他の介護者と話す事で、気持ちが落ち着く事があると言います。

また「介護は終わりが見えないので、いつまで介護が続くのかすごく不安になる。」という事

を言います。ゆっくりと気持ちを聞く事で、その不安を少しでも和らげる事ができると考え

ております。実際に 5 年前と比べると、介護者の方は自分の事や家族の事、それから介護の

悩み等を率直に話す人が増えてるように思います。それはやはり、少しずつ社会的にも「介

護者は誰かに助けてもらってもいい。」とか「一人で抱え込まないでもいい。」というような

認識が醸成されてきているんではないかと思います。 

次に、介護者を地域で支えるためには、介護者への理解が必要だと考えます。これからの

活動については、やはり介護者が困った時に助けてあげられる社会を作るためにも、介護者

支援セミナー等を開催したり、多くの方に介護者の状況を知ってもらい、介護者を支える人

を増やしたいと考えております。おととしと去年ですけれども、『男性の介護者の話を聞く会』

を開催しました。男性の介護者が増えており、今は、大体介護者全体の 3 割強が男性になっ

ているそうです。左の方は 30 代の男性で、ご両親を介護されていました。その中で、介護

離職も経験されています。右側の方が 60 代の男性ですが、奥さんをずっと介護して 3 年目

です。これは、私達のサロンの様子です。スタッフは全て、参加者と同じテーブルについて

話を聞き、司会はスタッフで順番に行います。参加者が多い時も少ない時もありますけれど

も、毎月決まった時間、場所で会を開く事が、これからも継続していくためには大切だと考

えております。ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。これまで地域で、介護者の方や自分達の生活を支えてき

た活動をご紹介していただきました。地域で一緒に体操しているという山口さんからのお話、

次に、介護者同士で介護者を支えていくという活動のご紹介、3 番目は『越谷笑いヨガクラ

ブ』の井上さんからお話をいただきます。よろしくお願いします。 

 

【越谷笑いヨガクラブ 井上 加代子氏】 

 

皆様こんにちは。『越谷笑いヨガクラブ』の井上と申します。今お話を聞いていて、私達自

分の健康は自分で守らなければならない、という事を痛感致しました。皆さんいかがですか？

もう、人を頼っていてはダメですね。自分達で、何とか介護を受ける時間を少しでも少なく

するように、努力していきましょう。ここにおいでの方は、ここに自分の足で来ておられる

んですよね。高齢者に向かっていく私達の願いは、人生最後まで自分の足でトイレに行けて、 

梅崎 
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自分の口で食べられて、できたら自宅で暮らして、家族や友人と笑い合い、 

語り合い、認知症にならないで、自分らしく尊厳ある生き方をして終わりた 

い。それが私達の願いではありませんか？そのために私達『越谷笑いヨガク 

ラブ』でやっている『笑いヨガ』がとても役に立ちます。多分この頃テレビ 

等で報道されているので、『笑いヨガ』とはどんなものかと、関心をお持ち 

の方が多いと思います。『笑う門には福来る』日本の立派なことわざがあり 

ますが、笑うと健康になります、笑顔には人を引き付ける力があります。だから『笑いヨガ』

をやっているとお友達が沢山増えます。そして、周囲の方にも喜ばれます。笑うと、身体や

脳が酸素を沢山取り入れる事ができて活発になります。酸素が体内に入ると細胞が元気にな

り、身体も元気になります。ボケないための笑いヨガです。実は『ボケないための笑いヨガ』

という本を、日本笑いヨガ協会の会長の髙田さんが出しています。 

それでは、『笑いヨガ』についてお話しさせていただきます。『笑いヨガ』とは、1995 年、

インドのお医者さんマダン・カタリア博士によって創案された、ヨガの呼吸法と笑う体操を

ミックスさせた楽しい健康法です。面白くて笑うのではなく、運動として笑うのです。楽し

くなくても辛くても、まず笑っちゃう。私達の脳は、本当の笑いもウソの笑いも区別をしま

せん。嬉しい・楽しい物質、例えば、βエンドルフィンといった物質を出して、心を快適に導

いていきます。ヨガができなくていいんですよ。運動神経もリズム感も無くても、誰でもで

きます。笑うと血液循環が良くなり、免疫力が高まって、健康レベルがアップします。また、

ストレスが減って毎日がとても楽しくなります。このように、とても楽しい健康法です。こ

れは、去年の 9 月の全国大会で写してきた写真です。真ん中の大きい方が、インドのマダン・

カタリア先生、黒いドレスの方が奥様のマジョリンさんで、マジョリンさんはヨガの先生で

す。カタリア先生がお医者さんですから、2 人でいいコンビですね。そして、越谷の会員の

方と私です。半年位前ですが、私すごくイイ顔でしょ。みんな、笑うとホントにイイ顔にな

るんです。私『笑いヨガ』を始めてから若返っていくのを実感しています。みんな笑顔が良

くなります。医学的にも、この『笑いヨガ』の効果は、各方面で有名な先生方が証明してお

ります。これは私が、越谷市中央市民会館の和室でやっている、『笑いヨガ』です。このよう

に、みんなで大声をあげて、楽しく笑っております。「いいぞ、いいぞ、イエーイ！」が『笑

いヨガ』の言葉なんですよ。後で皆さん一緒にやりましょうね。自己紹介も『笑いヨガ』で

あるんです。こんな風にあぐらかいて、お行儀良いでしょ。立ち上がる時はみんなで声をあ

げて「よっ、どっこいしょ！」って言っています。また、コスモケアハウスという老人ホー

ムにも、毎週行って、おじいちゃん、おばあちゃん達と一緒に笑っております。施設に入っ

ている方というのは会話が少なくて、大きな声を出す事が無いようで、「笑いヨガをしてから、

とても気持ちがスッキリして、楽しい。」とか「良く眠れるようになったよ。」とか、「施設内

での交流が、少しずつできるようになった。」といった感想をいただきます。お年寄りってい

うのは、なかなか自分達で仲良くなるという事ができないように思います。『笑いヨガ』がき

っかけになって、少しずつ交流ができるようになってきたようで、行く私達もとても楽しく

やっております。 

それでは皆さん、私と一緒に『笑いヨガ』をやってみましょうか。『笑いヨガクラブ』の方

は立ってくださいますか？他の方は座ったままでいいですよ。それでは私の大声に合わせて、
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手拍子をしてみますね。はい、手拍子。【会場も一緒に】１・２，１・２・３、１・２，１・

２・３、１・２，１・２・３、１・２，１・２・３、はい、この１・２，１・２・３に「ホ

ッホ・ハハハ」と言葉を付けます。ホッホ・ハハハ。はい。【会場も一緒に】ホッホ・ハハハ、

ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ。いいですねぇ、もう 1 回やってみまし

ょうか。皆さんね、普通手拍子というと、こうやりますけど、笑いヨガの手拍子というのは、

手と手をしっかりこう合わせて、これで今度は叩いてみましょう。いいですか？はい。【会場

も一緒に】ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ。どうです

か？これでやった時よりも、この方が熱くなってきますよね。手には大切なツボがいっぱい

つまっています。どうせ手を叩くんだったら、ちゃんと効果があるような叩き方をした方が

いいですね。次に、大切な深呼吸をします。身体を前に倒した時に息を吐いて、起き上がっ

てくる時に吸って、手が上に上がったら今度は、アハハハハハハと笑います。では、息を吐

きます。前へ倒して、吐いてー、吐いてー、吐いてー。はい、ゆっくり吸ってー、吸ってー、

吸ってー。はい。【会場も一緒に】アハハハハハハ。はい、もう 1 回。ゆっくり吸って—、吸

って—、吸って—、吸って—。はい。【会場も一緒に】アハハハハハハ。はい、次は、止めて、

止めて、止めてって言いますね。私が、3 回位止めてから、今度アハハハハって言いましょ

う。それでは、前に身体を倒して息を吐いて—、吐いて—、吐いて—。はい、吸ってー、吸

ってー、吸ってー、止めてー、止めてー、止めてー、はい。【会場も一緒に】アハハハハハハ。

あー、皆さんすごいイイ声ですねぇ。それから次にね、もう１つ、子ども心に返るおまじな

いがあります。皆さんも一緒に、お願いします。【会場も一緒に】いいぞ、いいぞー、イエー

イ！いいぞ、いいぞー、イエーイ！はい、これがワンセット。ホッホ・ハハハ、いいぞ、い

いぞー、イエーイ！次は、隣の人とご挨拶しま

しょうか。インド生まれの『笑いヨガ』ですか

ら、インドのご挨拶は「ナマステ。」と言いま

す。隣の人のお顔を見ながら、手と手を合わせ

て「ナマステ。」但し『笑いヨガ』では「ナマ

ステ。」という言葉は言いません。アハハです。

はい。皆さん、アハハ。 

 

会場：アハハハハハハ。アハハハハハハ。アハハハハハハ。アハハハハハハ。アハハハハハ

ハ。アハハハハハハ。 

 

はい。【会場も一緒に】ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ、ホッホ・ハハハ、イエー

イ！はい、いいぞ、いいぞー、イエーイ！いいぞ、いいぞー、イエーイ！はい、ありがとう

ございます。それでは、ピンクのプリントにいろいろ出ておりますので、どうぞ皆さん、こ

れから介護される時間を少なくするために、健康でいましょう。それと、介護施設では、こ

れをすると、介護される側、する側みんなが元気になります。とてもイイ健康法だと思いま

すので『笑いの街、越谷』をつくる事が私の夢です。皆さん、一緒に『笑いの街、越谷』を

目指しましょう。 

井上 
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はい。【会場も一緒に】いいぞ、いいぞー、イエーイ！もう 1 回。いいぞ、いいぞー、イエ

ーイ！はーい、ありがとうございます！  

 

みなさんいろいろ PR したいという事で、今の井上さんだけでなく、山口さん、大

谷さん、それぞれの活動を、どんどん広げていただきたいと思います。ありがとうございま

した。それでは最後になりますが、ジャパンケア北越谷から、荻原さんがいらしています。

荻原さんの資料は、皆様の封筒に入っていなくて、後ろの方に置いてございますので、よろ

しければ、お帰りの際にお持ちください。 

ちょっと、梅崎ももう１つ、“RJ の対話の会”を今こちらでもやっていますが、高齢者デイ

サービスセンターでもやっておりまして、これをまとめたものを荻原さんの資料のお隣に置

いてありますので、ご関心ありましたら、お帰りにお持ちください。それでは荻原さん、よ

ろしくお願いいたします。 

 

【株式会社ジャパンケアサービス 荻原 真理子氏】 

 

皆さん、だいぶ盛上ったところでバトンタッチしていただいて、ありが

とうございます。私、営利法人の団体で、株式会社ジャパンケアサービス。

少しお耳にされた方もいらっしゃるかと思いますが、越谷市で、グループ

ホームをはじめて 2 年目になります施設の管理者をしております、荻原真

理子と申します。よろしくお願いいたします。皆さん、今日お話してくだ

さっている、大先輩達の視点とはちょっと違って、私達施設側が地域の皆

様方にどのように施設に関わっていただきたいか、といったお話をさせて頂きたいと思って

おります。介護施設では様々な事が取り組まれていて、施設の中に一歩入って行くのは、す

ごく勇気がいる事なのかもしれませんけれども、そのハードルを、この話の後にちょっと下

げていただければ、一番ありがたいと思っております。 

それではスタートしたいと思います。まず、私どもの事業所の紹介ですけれども、私ども

の会社は東日本を中心に、“訪問介護”とか、“居宅介護支援”、あのケアマネージャーがいる

所ですね。あと、“通所介護”等を展開しております。グループホームというのは、『認知症対

応型共同生活介護』というもので、私どもの会社では埼玉県には１つしかないんですね。関

東圏には 8 事業所ございます。現在私達の、グループホーム悠遊北越谷では、16 名が共同生

活をされていて、上は 97 歳から、下は 64 歳までの若年性認知症の方が生活をしています。

ちなみに、うちの事業所は、複合型の施設になっておりまして、1 階が小規模多機能型の施

設になっております。2 階と 3 階がグループホーム。また、同じ施設の中に、ケアマネージ

ャーと訪問介護と、定期巡回が併設されている複合型の施設になります。グループホームと

は一体何ぞやという事で、先程いくつかグループホームという言葉が出てきたと思うんです

けれども、5 人から 9 人が 1 つの場所で生活をする所で、家庭的な環境のもと、入居者の方

とスタッフ、職員が、互いに役割を分担しながら共同で自立した生活が送れる所で、そこで

生きがいとかやりがいをもって、認知症の症状の改善等を図っていきます。スタッフはもち

ろん専門職ですが、どちらかというと、利用者さんが生活をしていく中で生活をサポートす

梅崎 
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る人、という位置づけで関わりを持っています。つまり隣り近所の奥さんが、ちょっとご飯

作るのを手伝ってくれているとか、そんな感覚です。ご入居されている方は、ご自宅の生活

をできるだけ維持できるように、という事で支援をさせていただいています。 

この写真は、共同生活の風景なんですが、利用者さんは、ちょっと個人情報の関係がある

ので、お顔がキラキラしていますけれども、こうやってみんなでお食事を実際作ってくださ

いますし、私達なんかが作るよりも、全然腕は上で美味しいです。このように一緒に盛り付

けをしたり、それぞれが役割を持って生活をしています。どこのグループホームもそうだと

思うんですけれども、私達が、このグループホームで非常に大切にしている事というのは、

いつまでもその人らしく、という事です。その人らしさとは、いったい何ぞや、というと『生

きてきた証』、つまり大切にしているものです。人の役に立っていた事や価値観、その人の性

格や人生経験等、その人が過去から現在まで生きてきた全てを、どのようにその人の生活に

反映させていくか、という事を考えています。住まいを変えた後でも、つまり、ご自宅から

グループホームにご入居されてしまった後でも、その生き方をどのようにすれば継続できる

かという事を考えるので、なんと、おうちから使っていた物をそのまま持って来ていただき

ます。箪笥とか仏壇も持って来ていただいて、毎日手を合わせたり、ご自身でお水を汲んで

お花を活けたりしています。そういった物も全部お部屋にお持ちいただいて、お部屋に戻る

とご自宅に戻れる。普段は皆さん、賑やかな所がお好きな方が多くて、ロビーに出てくる方

が多いんですけれども、そういった生活習慣が継続できるように支援をしています。“良く生

きるを実践します”という事では、利用者さんがそこに来て、どうやって社会交流をしていく

かというと、まず私達は、介護が必要な方は、日常生活を送るのに、なるべく重度化を予防

して、遅らせようとします。日常生活を送る上で、介護を受ける、助けてもらうのではなく、

その人が、自分らしく生きられるように支援をしていきます。私達は、要介護状態になって

しまっても改善すると信じているので「これができなくなってしまったよ。」という事を見る

よりも、できる事をどんどん探して、できる事をやっていただくようにしています。 

そして、これからが皆さんと関わる所なんですが、社会との交流は利用者さんにとって、

できない事の 1 つです。皆さんと接するという事ができない事なので、我々が支援して、皆

さんと社会交流をしていただきたいと思っています。“地域のチカラ”という事ですが、利用

者さんは、入居という形で住み慣れた地域から離れて生活をしていますので、新しい地域で

人との繋がりを試みるというのは、非常に難しくなります。そこで、私達事業所や皆さんが、

そのかけはしになっていただきたい、という風に思っています。地域活動というと、すごく

硬いイメージもあると思いますが、我々の所に来ていただいているのは、フラダンスを披露

して下さる団体さんですとか、手品を披露して下さる方、季節感を取り入れた折り紙を利用

者さんと一緒に折って下さる方、ハーモニカの演奏等です。また、利用者さんにお歌を歌っ

ていただくとか、一緒にお歌を歌っていただくという方々が、入れ替わり立ち代わり事業所

を訪れてくださって、長い方で 30 分とか 40 分。短い方で 15 分位。ホントに短い時間では

ありますけれども、こういった支援で利用者さんと地域交流、社会交流をしていただいてい

ます。これらを見ていただくと、あまり難しい事ではないですね。皆さんが昔やっていた、

あるいは今現在しているちょっとした事を、事業所に来て、是非利用者さんと共にやってい

ただきたいというのが今日のお願いになります。フラダンスはこんな感じで、1 階の小規模

多機能でやっていただきました。ちなみに、このフラダンスの先生方も、平均年齢が 80 歳

近いんですが、とてもお元気な方達で、ありがたい事に「私達はこんな年いってますけど、
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私達も頑張っているので、頑張ってください。」なんて事は一言も言わないんです。何故なら

ば、皆さんお元気なので「こんな年いってるなんて思ってないからね。」とおっしゃっていま

した。利用者様の中には、そういった言葉で「私達、とっても惨めになる事があるのよ。」と

おっしゃる方がいて、そういう言葉はかけないでほしいと言ったんですが、逆に「私達は、

そういう事は一切言いません。」と言われてしまいました。これはクリスマス会の時に、大正

琴を演奏してくださって、利用者さん全員で歌を歌ったりしました。そして、皆さんで記念

撮影。右端に移っているのが私です。こういうボランティア団体の方に、来ていただいてい

るんですが、皆さんがその一人になっていただきたいと思います。 

最後に私達施設が、皆さんに求めていきたいのは、“地域とのかけはし”になるのが私達職

員や地域活動で施設を訪問して下さる皆様方になります。どうしても閉ざされた場所になり

ます。我々の事業所は、ほとんど鍵をかけていないので、利用者さんが外に行ってしまった

りもするんですけれども、なるべく解放しています。ですから「ピンポーン」と鳴らさなく

ても入り口を入って、１階に声をかけていただくとすぐ上にあがれるようになっています。

主役はあくまでも利用者さんという事を、是非お願いしたいと思っていますが、皆さんもそ

の中で一緒に主役になっていただきたい。そして、地域の小さな支援が交流の一歩になりま

すので、勇気を出して施設の門を叩いていただけると、本当にありがたいと思っております。

後ろにこんな資料がありますので、あとでお持ち帰りください。ご清聴ありがとうございま

した。 

 

萩原さん、ありがとうございました。今、もう一度ありました後ろの方の資料、ど

うぞお帰りの際にお持ちください。お帰りにとか言っておりますが、まだ３部がありますの

でね、この２部で、これから少しフロアの皆様と意見交換や話し合いをした後、越谷ブラン

ド認定品のお菓子のご用意がある 3 部がございますので、非常に楽しみですね。 

今、荻原さんの方から「施設へどうぞお越しください。」というお話がありましたが、これ

は施設の社会化と言います。私は、家族間の虐待予防といった事をしていると言いましたが、

当然、施設の虐待予防という事も大事な要素で、荻原さんがいらっしゃる所で恐縮ですが、

やはり誰でもいつ入所するかわからない施設ですので、人の事ではなく自分の事とすると、

そういった施設に、家族を預けているから行くという事ではなく、そうではない時に行って

どのようなケアがなされているかを市民として見て、その施設が良いケアをしているという

事を確認してみてください。 

うちの学生の実習での例で、学生が「先生これは虐待じゃないでしょうか。」と言う事があ

りました。それが本当に虐待かというと、そうではない事の方が多いのですが、しかし虐待

の定義というのは今広いんですね。必ずしも叩いたり骨折させたりといった事だけではなく、

例えばお部屋に閉じ込めたり、車イスから立ち上がれないように縛ったり、動けないように

重いものを持たせたり、それが長時間に及ぶものは、それも虐待です。ただ、ただという言

い方、私も非常に疑問ですが、認知症の方で不用意に立ち上がられて転倒骨折される危険が

あるような場合があります。そういう時には職員は近くで見守らなくてはならないのですが、

で・す・が、例えば施設の中でも職員が急に退職をしたり、産休に入ったりして、一時期と

ても人手が回らない時もあります。そのような時でも、もちろんしてはいけない、職員がな

ってないとは思いますが、例えば時間を限って、転倒骨折される事のリスクの方が高いので

梅崎 
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あれば、ご家族と相談をして、１時間だけそのようにさせていただいてよろしいでしょうか

というような事は、いたしかたない状況が今、起きていると思っています。これは精神科の

病院等でよくある話ですね。３０分ごと、１時間ごとに確実に見て、他に代替手段が絶対に

無いのか検討して、他の手段があるのにそうしているなら虐待です。しかし他の手段がどう

にもない時には、ご家族、ご本人とも複数で確認をして記録をして、この時間帯だけごめん

なさいということを確認しておくというのは非常に重要な事なんです。あれもこれもダメダ

メダメダメダメという事もない。もちろんそれも大事ですが、ただそこを、針の穴をつつく

ように見るのではなく、大きなプロセスの中で理解する必要があります。 

例えばうちの学生さんが、ある施設へ実習に行った時の例で、病気になった時に使う吸い

飲みってありますよね。ご自分で召し上がれない方なので、お味噌汁をそれで召し上がって

いたんです。お味噌汁を召し上がった後に、その吸い飲みにそのまま白湯を入れて召し上が

っていたのを見て、うちの学生は「先生、これは白湯を入れる前に吸い飲みを一回ゆすいで

さし上げて、それでお味噌汁の味がつかないようにしてから飲んでいただくようにするのが

適切であって、不適切介護ではないでしょうか？」と言いました。それで、巡回に行った時

に、その施設の方に「なぜこのようにされているんですか？」と伺いましたら、その方は大

正生まれで、お住まいだった地域では、食事の後のお茶碗に白湯を入れてタクアンでさらえ

て飲むという習慣があるそうです。私の祖父母もそうでした。初めてそれを見る人は「不潔」

と思うかもしれませんが、それが文化であった方達もおられるんです。だからその方は、吸

い飲みをお味噌汁で召し上がった後、そのままそこに白湯を入れて飲ませてくれとおっしゃ

るのでこうしておりますという説明でした。つまりそのような行為は、そこだけを見てこれ

は虐待ではないかというのではなく、脈絡の中で、なぜそのようになっているのかという意

味を含めて理解をしていく事が大事だと思います。ただ、そういう事を言って、結局これも

いい、あれもいいとするのではないかというご心配もあると思います。もちろん、なんでも

やってもいいという事ではないのですけれども、今、介護職員が非常に疲弊しながら頑張っ

てくれている事も知っていますので、一方向的ではなく、お互いが理解しあう事が非常に大

事だと思っています。すいません、ちょっと長くなりました。 

そこで今、４方から、お話をしていただきましたが、今こんな風に、地域で、在宅で、そ

れから入所してからも、みんなで繋がりながら、介護生活に対して不安を持たないで生きて

いくために、やっぱり地域のみんなで何かできる事はないか。今、ボランティアの方が８０

代、つまり７５歳以上の後期高齢者という事をみなさんからのお話でも言っていましたが、

やっぱり何か活動するっという事は人のためでもあり、自分のためでもあるっていう事です

よね。私の実家の母も、もうすぐ８０になりますけど、今観光ボランティアをやっていまし

て「観光のこれとこれは言わなくてはいけない。覚えなくてはいけないから大変だわ。」とか

言って一生懸命やっていますが、元気でやってくれているので、本当に良かったなぁと思っ

ています。何か活動していくという事は、やはり生活が活性化され、私達の生活も安定する

し、それから今度は自分が介護を受ける事になった時に、仲間がいてくれるし、来てくれる

かもしれないし、ここのケアだったら安心して受けられるという情報にもなるのかなぁと思

います。 

このような活動を、是非この市民活動支援センターをベースに、どんどん増やしていけた

らと思いますが、皆様が活動されている中で、ここをもっとこういう風にすればいいのに、
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とか、こんな風になればいいのに、というような意見がありましたら、一言ずつお願いいた

します。 

 

【各パネリストの要望】 

私は先程も言いましたけど、４か所で認知予防の体操等をやっていますが、一番は

やっぱり身近な人が、近くで出て来られる場所があったらすごくいいなぁと思っています。

市長参観のお話の時も、福祉推進の時も、包括ケアシステムの時にも、自治会館をもうちょ

っと自由に使えたらいいのになぁって、お話するんです。どうしても場所の確保ができなく

て遠くなってしまうと、自治会館に近い人達に「ちょっと遠すぎるよなぁ。」というような事

を言われるので、自治会館がもう少し自由に使えたらいいのにと、すごく思います。機会が

あると、私はいつも発信しているんですけど、市長さんも管轄外のようで「俺達が言える事

ではない。」と言われているので、皆さんもなんとか応援してください。自治会館が自由にい

ろんな事に使えたら、本当にいいと思っています。 

 

ありがとうございました。具体的に場所がもっとほしいというお話でした。それで

は、大家さんいかがでしょうか。 

 

私達も、やはり場所の問題が一番大きいと思っております。私達の場合、やはり同

じ場所、同じ曜日、同じ時間でやるという事が一番大事だと思っていまして『ほっと越谷』

を借りています。やはり話の内容的に、閉じられた空間でやりたいものですから、そこが借

りられない時というのはとても困っています。『ほっと越谷』の方には配慮していただいて、

作業室を替わりに貸していただいたりするんですけれども、ニーズが多いと入りきれない等、

問題もありまして困っております。 

 

ありがとうございました。なんと具体的に場所の話が２つ続けて。これはどうにか

して解決したいという気がいたします。では、井上さんいかがですか。 

 

私は、まだ『笑いヨガ』始めて３年から５年位の年月ですから、今一番私が欲しい

と思っているのは、一緒に『笑いヨガ』をリーダーとしてやってくれる方、それからまた、

一緒に会場に来て楽しむ方も。いろんな所で『笑いヨガ』を一緒にやりたいんですけれども、

リーダーが少ないと皆さんの「来てほしい！」という要望にお応えできないんです。だから

「私も一緒にリーダーやりたいなぁ。」なんていう人がいたら、もう是非、是非、大歓迎です

から申し出てください。よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。井上さんのお気持ちは私も同じで、RJ キーパーをやって

くれる人がいたら、是非、是非、ご参加ください。８０代の方も大歓迎です。では荻原さん、

いかがですか？ 

 

山口 

井上 

梅崎 

大家 

梅崎 

梅崎 
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私は、先程の話の中でも少し申し上げたところですけれども、やはり、施設を訪問

して下さる方。いろんなボランティアさんに、こちらからお願いするんですけれども、日に

ちや時間のマッチングがなかなか難しいんです。ですから「こういう事をやりたいんですけ

ど。」というお問い合わせが沢山あれば、こちらも「この時間にどうでしょうか。」とか「こ

の曜日にどうでしょうか。」という提案ができるんですけれども、なかなかうまくいっていな

いので、是非数多くの方に、事業所に足を運んでいただきたいと思っています。 

 

ありがとうございます。いろんな方と、うまくお互いの都合が合うといいですね。 

 

【越谷市市民活動支援センター登録団体の活動紹介】 

実は今、この会場に、ここの市民活動支援センターに登録されている団体の方々が

大勢お越しくださっています。勝手ながら『広報こしがやを読む会』の大野様いらっしゃい

ますか？この機会に、是非 PR を含めてお願いします。そして３部の交流会につなげてくだ

さい。もちろん、今日の感想を含めて言っていただいて大丈夫ですが、是非、ご自身の活動

の状態等をお話していただければと思います。突然ですいません。 

 

いきなりふられてしまって恐悦至極です。私『広報こしがやを読

む会』の事務局長として活動しているんですけれども、毎月市が発行して

いる『広報こしがや』という広報がありまして、越谷市のいろんな情報を

満載しているんですが、皆さんわりと読まないし、自分の興味ある所しか

見ないんです。それはやはり理由があって、専門的すぎたり、字が細かか

ったり、読みずらい。こういう事で、毎月みんなで読んで、その中から、

必要だな、大事だなと思う事は、シンポジウムのような事をやってみようという事で、昨年

から立ち上げました。最初は“中核市のお勉強”をやりまして、それから“観光事業のお勉強”、

それからまた“水害対策”“介護”“子育て”、こういった事で５回位講演会をやりました。28 年

度も様々なテーマで、5～6 回は皆さんの興味のある話で講演会をやりたいと考えています。

特に介護の話をやった時は、非常に関心のある方が沢山来ていただきまして、市の副課長さ

んに来ていただいて、２時間ご説明いただき、皆さんで話し合ったんですけれども、継続し

て取り組まなくちゃいけないねという事で、今日の話も参考にして、是非とも来年度に、そ

ういった事をやってみたいと思っております。講演会等のチラシは、あちらの方で掲示しま

すし、ホームページ、Facebook 等でも出しますので、見つけたら遠慮しないで来ていただ

きたい。私共は会員になれとか、ならないとか言わないで、そのタイトルに興味のある人に

来ていただいて、言いたい事言って帰るという、まさに傾聴みたいな事しか、まだやれてな

いんですけれども、難しい事は無しにして、越谷市がやっている事と皆さんの距離をより縮

めて、もっとお得な情報をうまく使えばいいと考えています。ここに来られた方も、今日こ

ういう会を、ここでやっているのを分かっているから来た訳ですけれども、知らない人も山

の様にいるはずです。そういう事で、知ってる人は、どんどんお得になっちゃおうという団

体でございますので、是非ともご参加いただければと思っております。 

荻原 

梅崎 

大野 

梅崎 
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それから今日のお話の中では、自治会館が近くにあるのに貸してくれないという話が出て、

今、先生からもご指摘いただいたように場所の問題が 2 つありましたが、多分地域の人なら

無料で、外から来る市民活動団体等には、その目的に合ってれば使用料を払えば、貸してく

れるというのがほとんどだと思うんですけれども、そうなってないですか。そこをもう１回

教えていただいて、事と次第によっては、ちゃんと市に問い正していきたいなと。昔は、自

治会というのは、草刈りやドブ掃除等の共同作業で、自治会のみんなで集まっていましたけ

れども、自治会でこれから人手が必要なのは、やはり子育てと、介護だと思うんですよ。本

当に地縁、血縁が無くて、１人で苦しんでいるお母さん方沢山いますし、介護で苦しんでい

る方も沢山いらっしゃいます。それで自治会館を貸してくれないのではしょうがないなと思

うので、ちょっと教えていただければと思うんですけれども。 

 

はい、自治会館って、会長さんの考えにもよると思いますけど、大体、借りるのは

えらく大変で、新しく介護の事とか、例えばサロンみたいな事をやりたいと言っても「それ

何だよ。」とか言われてしまいます。それから、福祉推進委員さんからは結構「サロンやって

ください。」って言われていても、なかなか連携がとれていなくて使えない。同じ自治会の方

が来て下されば貸してもいいよって言っていただいても、立ち上げる時に５人位いないとダ

メだとか、すごく厳しいんですよ。だからお年寄りの人が、やっとそこへなら来られるのに

という所が沢山あるのに使えてないというのがすごく残念です。 

 

場所によるようですけど、ここに自治会長さんが何人かいらっしゃるんです。(開場

笑い)「うちは自由だよ。」と言っておられますので、マッチングという意味で、そういう自

治会からドンドン攻めていただくと、ダメだって言った所も「あ～、他はいい事やってるか

ら、ウチもやるか。」なんて言ってくるんじゃないかと思いますので、私も協力しますので、

是非とも頑張ってください。 

 

ありがとうございました。突然ふっってしまって、ホント恐縮です。突然だったと

いう事に気づいて反省しております。会場の皆さん質問やご意見がございましたら、是非手

を挙げてお伝えください。よろしいですか？それでは、ドキドキしながら次を予測されてい

るんではないかと思いますが、やはり、この市民活動支援センターに登録されている、『ふれ

あいサロンたかばたけ』の代表の方、いらっしゃいますか？ 

 

はい、山口と申します。皆さんこんにちは。私達『たかばたけ』

という広域の老人クラブというか、高齢者対象の教室じゃないけど、そう

いった活動を始めたんです。いろんな方に「来てね、来てね。」と声をか

けているんですけれども、皆さんも是非来ていただければと思います。私

達は、来た人に一生懸命「また来てね。」と言って、来てくれると「嬉し

いね。」という気持ちを表して、お話を聞いたり、笑ったり、いろんな事

をやっています。まだ２回しかやってないので「この先どうなる事やらねぇ。」と思っている

んですけど、来た人からは「あー、ここはイイ。ここはイイからまた来るよ。」という感想を

山口 

大野 

山口 

梅崎 
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いただいていて、続けていけるんじゃないかと期待しています。私なんかも、頑張ってやっ

ていきたいと思いますので、皆さんも是非来ていただきたいと思います。ありがとうござい

ました。 

 

詳しい事は３部で質問する機会がありますので。いろいろな活動をしてくださって

いる方がいて、そこに棚があって、見れば分かるようになっています。でも、やっぱりお顔

を見ると「あー、この方か。」という事がわかるといいなぁと思って、私が是非にと勝手に指

し示して失礼致しました。次は、カフラオクプアエ、ケア、あら、読めません。(開場笑い)

すみません、小島様、よろしくお願いいたします。 

 

私も、突然のお話で、急きょお伺いする状況になりまして、慌

てて時間をさいて参りましたんですけれども『ななサポ』で、この表紙

の右側の、２つ目の写真にハデーな衣装で、真ん中でイプという打楽器

を持って立って、このセンターで昨年９月に踊らせていただきました、

小島と申します。先程いろいろなサークルが活動されていらっしゃると

いうお話で、私共のフラも同じように血流が良くなるとかいう効果があ

りまして、最近、読売新聞に載っていました。聖路加病院の関係で、最近、癌を患った人達

がフラをやって、地域の人達と活動する事で癌を克服したというような情報も知りました。

ちなみに私も 70 を過ぎておりまして、運動していると、少しは若く見えるかなと思ってい

ます。今日シンポジウムの中で、交流会があるというお話も伺いましたので、施設の方で困

っていらっしゃるようでしたら、是非私共へ声をかけていただきますと、越谷・春日部、両

方でボランティア活動をやっておりますので、お見知りおきください。よろしくお願いいた

します。 

 

ありがとうございます。では、あともう１方。越谷時代塾の松本様、お願いします。 

 

皆さん初めまして。本日は『越谷時代塾』の代表、松本が不在

のため、私、副代表の鈴木の方で、参加させていただきました。我 『々越

谷時代塾』は、ものづくり、書道の講師、折り紙の先生、あと演芸経験

のある人間という、ちょっと手に技術を持っている者が集まって活動し

ております。今後の予定としては、障がい者施設や、老人ホーム、そう

いう所で慰問活動をしていきたいと考えております。どうぞよろしくお

願いいたします。 

 

皆さんホントにいろんな活動を、豊かにされていますので、是非、この後の交流会

も参加していただきたいと思っております。あともう１方だけ『グリーフサポート埼玉』の

富田様、お願いします。 

 

梅崎 

鈴木 

梅崎 

小島 

梅崎 



 30 
 

『グリーフサポート埼玉』は、代表は内田と申しますが、本日

は、急にお聞きして、広報担当の富田が伺いました。私達の「グリーフ」

という言葉は、皆さんあんまり聞き覚えが無い言葉だと思いますが、先

程のお話の中にもありましたように、大切な、大事な人を亡くし、奥様

や旦那様を亡くして、打ちひしがれている方の悲しみをさします。つま

り「喪失の悲しみ」という事で、そういう状態に陥っている方に少しで

も、その喪失を私達と一緒に分かち合って、乗り越えていただきたいという事で、今、サン

シティーの方で毎月第４日曜日に『分かち合いの会』というものを開いています。こちらの

支援センターの方では、去年は２回程『かふぇとも』という企画に参加させていただいて、“デ

スカフェ”といって、あんまり言葉は身近ではないですけれども、“死”について何でも思って

いる事を語り合おうというテーマの『かふぇとも』を開かせていただきました。今年もまた、

参加させていただくつもりでいます。去年立ち上げたばかりの団体で、今年は、中央市民会

館で１周年記念公演を行います。全国に『生と死とを考える会』という会がありまして、そ

ちらの会長であります神戸の高木慶子シスターをお呼びして講演会を開こうと思っています。

私達も、この地域の中で少しでも、皆さんのために何か支え合える事ができたらという思い

で、今後もずっと続けていきたいと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

 

ありがとうございました。『生と死とを考える会』は、私も良く存じ上げていて、上

智大学のアルフォンス・デーケン先生という方がいらっしゃいまして、以前私は、高齢者の

配偶者死別の発表をしていただきました。奥様を亡くされた男性は、国際的にも明らかに１

年後の死亡率が４倍～５倍、７倍と高いんです。また、障がい状態になられるとか。女性の

場合は違う形で出るんですが、やっぱり悲しみの影響はあります。高齢者の場合は、お互い

「いつか死ぬ」と分かっているから、若い時のカップルよりも死のショックは小さいだろう

と思われていたんですが、実はそうではないという事が分かってきています。そういった方

達も、是非、皆さんと一緒に乗り越えていけたらいいなぁという風に思っております。それ

では、そろそろ時間になりましたが、会場からご質問ありますでしょうか？介護保険に関す

るご質問は、竹内課長が帰らずに、待機してくださっております。是非これは聞きたいとい

う事があれば、お伺いいたします。ひとまずこれでよろしければ２部はここまでとして、３

部の方にうつりたいと思いますが、皆さんいかがでしょうか？（開場拍手） 

それでは、２部はここでひとまず終了という事で３部にバトンを渡したいと思います。皆

様ご協力ありがとうございました。 

 

閉会行事 

＜閉会のことば＞ 

どうもありがとうございます。私も、義理の母が認知症で同居を始めたのが、私が

32 歳の時でした。そして 10 年近く一緒に暮らした後に、義母が亡くなりまして、その後義

父。今、連れ添いの方を亡くす影響と伺いましたけれども、義父も 10 年間頑張ってくれま

した。これはもしかしたら、嫁のお陰かもしれないと思いまして、今ちょっと、その当時の

事を思い出しました。本日のシンポジウムにお越しいただいた事で、市民活動が地域に貢献

富田 

梅崎 

司会者 
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している事を知っていただいて、市民の皆様が様々な活動に参加するきっかけとなったり、

また、活動を行っている団体さん同士が繫がり、輪が広がる事を願っています。パネリスト

の皆さん、コーディネーターの梅崎先生、今日は本当にどうもありがとうございました。 

皆様も、長い時間になりましたけれども、どうもありがとうございました。16 時から『交

流会』を開催したいと思います。場所は後ろの方になります。テーブルにお菓子と、越谷市

の認定ブランド品と、飲み物をご用意させていただいております。いろいろな方とお話をし

ていただきたいと思います。また、お帰りの方はアンケートの記入のご協力をお願いいたし

ます。では、一旦ここで、閉会といたします。どうもありがとうございました。 

第３部 交流会 

 

第３部の交流会では、様々な市民活動団体の方が情報交換をされ、施設へのボランティア

協力に名乗りをあげたりして繋がりができました。こしがやブランド認定品のお菓子を味わ

いながら新たな交流が生まれ、有意義な時間となりました。 
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平成 27年度 越谷市市民活動支援センター 

市民活動わくわくシンポジウム～介護を支えるチカラ・行動するチカラ～ 

アンケート回答数 46 枚、参加者数 91 名 

 

1．性別、年代について 

☑男性 6名  

《20 歳代…1 名 40 歳代…1 名 50 歳代…1 名 60 歳代…1 名 70 歳代…2 名 無記入…0 名》 

☑女性 40名  

《20歳代…0名 40歳代…1名  50歳代…5名 60歳代…15名 70歳代…14名 無記入…5名》 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

2．市民活動をされている方は、団体名をお書きください 。（複数回答あり） 
 

・越谷笑いヨガクラブ 7名 

・越谷介護サポート悠遊越谷 4名 

・民生委員 2名 

・越谷市政モニターOB会 2名 

・こしがや男女共同参画の会「パティオ」 

・福祉推進員 

・ふれあいサロン「たかばたけ」 

・さいたま NPOセンター越谷事務所 

・赤山町 2丁目西自治会長 

・民生児童委員 

・婦人会越谷厚生保護女性会 

・児童委員協議会 

・介護予防にこにこ会 

・埼玉政経セミナー 

・おひさま発電・こしがやプロジェクト 

・平和を守るさわやか女性 in越谷 

・越谷時代塾 

・グリーフサポート埼玉 

・高齢者虐待を未然に防ぐ RJ 実践研究会 

13%

87%

男女比

男性 女性

2% 0% 4%

13%

35%
35%

0%
11%

年齢別

20歳代 30歳代 40歳代 50歳代

60歳代 70歳代 80歳代 無回答
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・広報こしがやを読む会 

・医療生協さいたま越谷支部 

 

3．このシンポジウムを何で知りましたか？（複数回答可） 
 
 ☑市民活動支援センター内にあるチラシ・ポスター…19名 

 ☑ツインシティの掲示板のポスター…3名  ☑各駅に貼られたポスター…1名 

 ☑地区センター・交流館…3名 □当施設のホームページ…0名 

☑越谷市の広報…9名 ☑新聞（地域新聞・他）…2名 

☑越谷シティメール…2名 

☑その他…19名 

（知人からの案内 5名／地域包括支援センターの案内 1名／登録団体に届いた案内 2名 

市役所のチラシ 1名／市民活動支援センタースタッフの案内 2名） 

 

4．基調講演はいかがでしたか？ 

☑よかった 34名 

・「お互いを尊重する対話」とても興味深かった。 

・良かったが、時間の都合で切らないで、時間に余裕をもって講演してほしい。 

・いろんな経験等からでてきた結果からでき上がった結果。いろんな人がいるからよことが 

大切！ 

・「介護保険制度の改正」をもう少し詳しく聞きたかった。「RJ対話」は今までと違った法で 

関心を持ち、みんなに知らせようと思った。 

・自分も親の介護が現実の問題となりつつあり、関心を持ってお聞きしました。 

・越谷市の現状と今後の私たちの役割を考え、トーキングサークルに参加したくなりました。 

・介護保険がどう使われているか、越谷の人口の現状、未来について考える材料をいて良か 

った。RJについて学べて興味を持てた。 

・介護保険について勉強してみようと思いました。 

・体を動かすことが良かった。 

・資料をもとに話をされたので良かったと思う。話だけでは覚えられないので、後で見るこ 

とで思い出す。 

・これからのことがちょっと安心致しました。 

・地域包括システムの姿が良く見えた。但し、連携の中に介護者が入っていない。 

・市民の高齢化がこんなに進んでいると思いませんでした。 

・時間が足りず本当にはしょった話だった。もっとゆっくり聞きたかった。 

・短時間の中で明解な説明でした。 

 

☑ふつう 12名 

・介護保険制度の越谷の現状については、もう少し時間をとって詳しくお話をしてもかった。 

・一番の問題は、会話が必要な人が会場に来ないで家にこもり、来る人はマイクを離程しゃ 

べるのが好きなタイプであることだと思う。人の中に出てこない人を、どう誘い出すか？ 
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・もう少し詳しく聞きたかった。 

・介護保険の仕組みを少々理解することができた。 

・「越谷市の現状」もっと切り込んだ話（財政困難だから、この部分はボランティアへ…を聞 

きたかった。これからの方向性がわからない。 

・越谷市の現状は、他のいろいろな資料から承知していることなので、新しい情報をている。 

・認知の家族をみているが、認知者には何かを伝える事を聞くことは難しい。本人がたら機 

嫌が良くなるのか。毎日心に変化があるようです。 

 

☑あまりよくなかった 1名 

・時間が短く、あわただしかったと思います。地域包括ケアシステムについての市のをもっ 

と知りたかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．パネルディスカッションについて 
 
 ①内容はいかがでしたか？ 
 

 ☑よかった 35名 

・各方面の先生のよい話が聞かれて、とても心にひびく点があり勉強になった。 

・課題を気づき、それを具体的な活動につなげているパネリストの方達に触発された。 

・色々な方の話が聞けて参考になりました。 

・多数のクラブがあるのですね。感謝がたくさんあり、今後も長く活躍してくださいで。介 

護施設の中のことがわからなかったが、本日少々わかった。 

・色々な市民団体、NPO法人などの情報が分って良かった。それぞれ活動に共感できたと場 

所が必要と思った。 

・ボランティアの活動が興味深かった。 

・色々活動しているNPO などがあることが知れて良かった。ヨガの実演はイヤだった。 

・いろんなグループがあるんだなぁ。高齢者の方々が活動しているんだなぁ。いろん聞けて 

嬉しかった。 

・もう少し詳しくお話を聞きたかった。 

・それぞれの団体が持ち味を生かして、いろいろな形で介護の問題に関わっている現聞きし、 

介護は役所や家族だけで解決できる問題ではないと実感した。 

72%

26%

2%

基調講演の感想

よかった ふつう あまりよくなかった
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・各パネリストの伝えたい事がはっきりしていてポイントがわかりやすかった。 

・笑いヨガを取り入れたくなった。 

・各場面で実践を重ねている人ならではの貴重な意見が聞けて良かった。 

・悠遊越谷、笑いヨガ、介護者サロン（ティータイム）それぞれ頑張って活動していしまし 

た。自分も少しでも自分流に頑張っていきたい。 

・笑いヨガは良かった。高齢者の方に勧めたい。 

・グループホームの話が良かった。（共同生活） 

・楽しかった。色々参考にする事があった。 

・山口さんを知っているが、話しがわかりやすくて良かった。一度は健康体操を見学しと思 

う。 

・越谷の事がわかった。 

・市民が安心して暮らせる協働が見える。（何をやるべきか） 

・他団体の活動を始めて知った。グループホームは越谷市内に何カ所位あるのでしょうか？ 

  

 ☑ふつう 10名 

・どうしたら明るい社会にしたら良いか。色々な形で活躍する人がいることを知り嬉たが、 

 なぜこんな不自然な社会になってしまったのか悲しくなった。こんな時代の長屋の住者の 

が幸せなのかな？戻れないけど。 

・支援団体が多数あることを知らなかった。 

・今まで施設を見てきたが、荻原さんの話を伺うと鍵を使用しないと言われたが、私は常に 

鍵をかけています。＋チェーンも。 

・市民の方々が様々な活動をされて、利用者の方との交流を持たれ、地域のチカラに自分の 

エネルギーに返ってきていると思った。皆様とても生き生きしていらっしゃる。 

・もう少しディスカッションができればよかったと思う。 

 

□あまりよくなかった 0名 

 

 ☑無回答 1名 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

76%

22%

0% 2%

パネルディスカッションの感想

よかった ふつう あまりよくなかった 無回答
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 ②今後、希望するテーマ・内容はありますか？ 

・長期にわたり施設にお世話になれず他への退去を言い渡される方の相談がよくある。「なき 

まり」「越谷の現状」を学びたい。 

・孤立化する老人を、どう社会に誘い出すか。（でも家で本やテレビを相手にしている方きと 

いう人もいるからねぇ。） 

・空き家の活用。 

・認知症介護の実際。施設の実状など。 

・リハビリに関する情報。 

・障害者支援についての活動についての情報など希望。 

・買い物の利便性。 

・命の素晴らしさ。 

・ホームの生活。 

・介護と子育てのマッチング。 

 

6．その他のご意見をご記入ください。 

・高齢者の方に対して「私も頑張っているので皆さんも頑張って下さい」は禁句といに、新 

たな学びを得た。 

・18年民生委員をし、75歳定年で退任したが、地域のご家族から現在に至ってもご相来宅 

されることがある。間違った対応をしない為にも、機会をとらえて学べる所には参よう心 

掛けている。 

・参加者が多い。テーマへの関心の高さと情報提供の成功があいまったシンポジウム容も素 

晴らしかった。 

・昭和の時代は学校に福祉科が無く、福祉になる先生がいなかったが、平成に入り福増えた 

けど、まだまだ介護に関することは勉強だと思う。 

・認知症が進んでしまった私の兄のような者には色々なアイデアも手遅れといった感緒にブ 

ラブラ徘徊に付き合っていくしかないと思った。 

・地域支援事業のしくみや市の取り組み、どんな形でやっていくのか。(H29～)生活部分を 

行う NPO、ボランティア等どんなところがあるのかが知りたい。 

・越谷の中の活動を知りたいので、今後いろんな所の団体グループの話を聞きたい。 

・私語があり、聞き取りにくい時間があり、注意してほしかった。 

・RJ（平和構築学）をもう少し具体的な事例を説明してほしかった。傾聴との違いが不明。 

（私の勉強不足ですが…。） 

・参加者が熱心にメモを取りながら聞いていた。明日からの役に立つことと信じている。 

・それぞれの講演の時間が短かったため、掘り下げたお話が聞けなかった。 

・自分らしく生きる。 

・耳をすまして聞かないと梅崎先生のマイクを通しての話は聞こえづらかった。 

 


