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第６回認知症対策研究会議事概要 

 

１ 日 時 平成１８年１０月２３日（月）午後６時３０分から８時３０分 

２ 場 所 県庁本庁舎５階 大会議室 

３ 出席者 助川会長、永島副会長、石井委員、石元委員、今川委員、小林委員、 

酒井委員、鈴木委員、高井委員、仲野委員、滑川委員、平野委員、 

宮地委員、安田委員、山尾委員、山口委員（以上１６名） 

      （欠席：黒田委員、土屋委員、出口委員、浜詰委員） 

４ 内容 

（事務局） 

 本日の配付資料の確認をお願いします。 

１ 中間報告書素案イメージ（これまでの意見のまとめ）【資料１】 

２ 認知症対策等タウンミーティング開催募集要領【資料２】 

３ 市民後見人の養成と可能性について 

４ 各種チラシ 

等です。 

では、助川会長よろしくお願いします。 

 

（助川会長） 

皆さんこんばんは。６回を数えまして、少しずつ形がみえてきたというところで、

これまでの意見をまとめたこの研究会の報告書の骨組み、素案について、事務局から

御説明願います。 

 

（事務局） 

 お配りした資料は、これまでの皆様の御意見をとりまとめたもので、素案を作るた

めのイメージ、たたき台として見てください。まず、目次をご覧ください。これまで

議論された内容を網羅し、柱立てしてみました。今日は、柱固めについての御検討を

お願いします。 

また、認知症予防については柱の１つとされていますが、これに関しての御提案、

事業案、あるいは方向性が全く議論されていませんので、御意見をいただきたいと思

います。それから、まとめていて感じたことは、研究会として何を原点にし、目指す

べき方向は何か、総合的な部分が欠けているのではないかということです。 

 最後に、事務局からの提案ですが、認知症の正しい理解の普及という部分で、認知

症サポーター養成講座の教材についての意見をいただいたところですが、子ども用だ

けでなくヤングオールド向けの教材も必要という意見でした。当初、この研究会とし

て、千葉県特有の認知症サポーター養成研修を組み立ててはどうかという御意見もあ

りましたので、目に見える成果品として、認知症サポーター養成講座の子ども用教材
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を開発することに御賛同いただき、御意見をいただく時間を頂戴できればと思います。

千葉県では、福祉教育推進校に向けて認知症サポーター養成講座を展開していますが、

小学生には標準教材では難しく、一番困っているところです。大牟田市で既に作って

いる絵本もありますが、千葉県として、子ども用教材の開発をこの研究会として作れ

たらいいと考えています。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございました。 

報告書をまとめるにあたって、みんなが納得できるような目的・理念を最初に書い

ていかなければならないと思います。最初のページに「認知症になっても安心して暮

らせる地域づくり」という言葉があります。研究会をスタートするにあたって、何ら

かのビジョンを皆さんに共有していただくために、千葉県高齢者保健福祉計画の理念

「このまちでずっと暮らし続けるためにもっとすみやすいまちにしたい｣を基にして、

「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」という言葉でスタートした経過が

あります。この研究会として、みんなで合意した理念を千葉県全体に発信していくた

めに、御意見をいただいて、報告書の最初に載せていきたいと思います。もっとわか

りやすい言葉やもっと共有しやすい言葉について、御意見はありませんか。千葉県の

今後の認知症対策として方向性を示すようなものがほしいと思います。全国の中でも

このような研究会を開きながら対策を考えていくということはなかなかありません

から。 

 

（仲野委員） 

 高校生の息子がいますが、認知症の方を見たことがないわけです。「認知症になっ

ても安心して暮らせる地域づくり」という理念では、見たことがない人は、認知症の

人が自分たちの地域にいるということも理解していないので、認知症を理解してもら

うことが大事かと思います。核家族も増えていますし、子どもたちは、認知症につい

てピンとこないのが現状です。 

 

（助川委員） 

 ここの皆さんは、認知症についていろいろやっていこうという方々ですから、何も

悩まず、認知症になっても…と始まりましたが、県民全体に方向性を示すとき、確か

に認知症って何という方もいらっしゃるということ、専門職が陥りやすいところを気

づかせていただきました。 

 理念を基にして、キャッチコピー的なこと、理念を具体化するような言葉を３つく

らい選びたいと思います。一つ目には、認知症は知っているものと決めてかかってい

ましたが、まず知ってもらうことが第一歩だと思います。 

 

（鈴木委員） 
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 ２点あります。まず、事務局から、子ども向けの啓蒙資料というお話がありました

が、なぜそれが出てきたのか、理由がよくわからないので、いきさつを説明していた

だきたい。 

 それから、報告書の原案的なものが出ていますが、多分皆さん、方向性を絞りきれ

ずそれぞれの立場でいろいろ意見を言われてきたと思います。私も欠席したりして、

全貌がつかめていませんが、第１回で、どういう方向でまとめるか意見が出たと思い

ます。問題の全貌、例えば１ページの絵を描いてみて、こういう問題があって、これ

を組み合わせて、最終的にこういう成果を出すという絞り込みがされていなくて、理

念だけ上から載せるのは無理があると思いますがいかがでしょうか。 

 

（助川会長） 

 ありがとうございます。全体像が明確になっていないときに、理念についてはどう

かというのは、方向の取り方に問題があるのは御指摘のとおりかと思います。 

 今、２つテーマがありますが、前半は、理念について、後半を正しい理解の普及の

ための教材について、進めていきたいと思います。 

 「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」ということで、皆さんのイメー

ジとしてこれでどんどん話が始まりました。それで何が必要か、問題点を出したりし

てきました。絞り込むとき、どういう方向性でいくのか、みんなが合意できるような

ものを決めていきたいと思います。目的といっていいのかもしれません。 

 

（鈴木委員） 

皆さんのイメージは、それぞれの御立場があり、違っているところ、合っていると

ころがあると思います。情報・認識を共通化して、全体の問題を整理して、ここはつ

なぎ合わせして、最終的にこう持っていくということで、昔なら特性要因図という物

事を分析する手法があり、現象、ベクトルがあって、これがこういくというように、

少し整理してみないと。最終のターゲットは、「認知症になっても安心して暮らせる

地域づくり」、そのためには何をするのかを指すと思います。そこに向かってどうい

う問題があって、どう解決していけばそこに行き着くのか、論理的積み上げをしない

と。ここに書いてあることはいろいろな議論の過程で出たのでしょうが、ある方向性

に絞り込んでいかないと、仮にできたとしても知らない人が読んだら方向性がよくわ

からない、最初に関係図を紙１枚でまとめてみるとわかりやすくて、情報の共有がで

きると思います。これはたたき台でやむを得ないと思いますが、断片的ですからどう

つながっていくのか全体がどうなのかわからないと思います。 

 

（助川会長） 

 ほかに御意見ございませんか。 

 

（山尾委員） 
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 内容は、これから検討することが網羅されていると思っています。あるべき第２の

問題からどう対策するか、「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」をしま

しょう、そのために何をするのか、具体的なことを。ここだけで話をしても解決する

ものではなく、地域のみなさんがどういう体制でこれを受け取るかだと思います。私

の町では、認知症にやさしい地域のネットワークづくりの運営委員会を立ち上げまし

た。地域の特性がありますので、私の地域ですとゴルフ場の中に住宅がありますから、

車が必要です。ところが認知症の方が車を運転されると、子どもの通学中の事故も大

いにありうるわけです。この研究会はいろいろ視点の変わったところからやっていま

すから、各市町村が、地域をどうするか、認知症にやさしい地域のネットワークの運

営委員会を必ず立ち上げる、例えば、県の認知症対策とどう連携し、結びつけば、こ

の会が生きてくるでしょう。職域で活動される方もいるし、８０％は地域住民ですか

ら、啓蒙活動をどう進めるか、そういうことが全部連携されないとなかなか効果は出

てこないと思います。どうあるべきか、そういう問題は、この中に一応は網羅されて

いると思っています。補足する部分はあると思いますが、一番大事なのは、具体化す

るために何をするのかだと思います。そういうふうに結びつけば生きてくると思いま

す。 

 

（石元委員） 

 これを読む対象者は、どういう方ですか。高校生は入っているのでしょうか。 

 

（助川会長） 

 高校生にはあまりいかないでしょうが、市町村や地域住民の方でしょうか。 

 

（石元委員） 

 高校生ぐらいまでは、あまり読まないだろうとした場合、年齢層を全てターゲット

にしてわかりやすい言葉でやろうとすると無理があると思います。１８歳ぐらいを上

にした人の最大公約数的なものを。内容はこれでいいとは思いますが、事務局として

は、もっといい知恵がないかということのようですが。 

 

（助川会長） 

やり方は、現状と課題をみんなで議論して、その中から具体的な方針としてどうい

うふうに何を目的としてやっていくかという方法もあれば、最初にこういう方向が必

要でそのためにみんなで議論するという方法もありますが、今回は折衷のような形で

進んでしまったものですから、みんなが「認知症になっても安心して暮らせる地域づ

くり」でいいのか、その中に施策・提言が入っているということでいいのかの確認で

す。もっと新しい方向性をもう少し一歩進んだものができるのか皆さんの御意見をい

ただいて。少し付け足せばこれで十分ということであれば、構わないわけです。報告

書をまとめるにあたって皆様からもう１回明確に御意見をいただいて進めたいと思
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います。 

 

（滑川委員） 

 この研究会は、どういう地域をつくっていこうかということに基づいて発足したと

思います。最初の柱立てになっていた「認知症になっても安心して暮らせる地域づく

り」を目指そうということでこれまでいろいろな意見を出してきたと思います。もう

一度振り返って、この柱でいいのではないかという確認ができたらいいと思います。

確かに見落としている部分もあると思いますので、そういうところがないか確認しな

がら、メッセージとして伝えられるようなサブタイトルなりを皆さんで考えていけた

らいいのではないでしょうか。 

 

（今川委員） 

 ７ページにありますように、認知症になったらおしまいとか、怖いとか、恥ずかし

いとか、一般の皆さんが持っているイメージは、認知症になっても安心して暮らせる

地域づくりの中からは払拭したいと思います。また、認知症になったとしてもその人

の人生はそこで終わるわけではなく、適切なサポートがあれば暮らしができるという

ことを発信していきたいと思います。それをここにキャッチコピー的に立てるとした

ら、どういう言葉がいいのかということだと思います。 

前に「ユキエ」というアルツハイマー型認知症になった女性の映画がありまして、

その中では、認知症というのは、人生のロングロンググッドバイ、時間をかけて自分

の人生に、いろいろな物忘れをしていくのですが、認知症の方がいろいろなことを話

しかけたり、されること、たとえ問題行動であっても、それはみんなロングロンググ

ッドバイというメッセージなのだという話で、印象に残りました。グッドバイという

言葉は認知症の方にとっては辛い言葉ですし、ここで使っていいとは思いませんが、

私としてはその言葉をもって、認知症の方が怒ったり、徘徊であれ、何であれ、その

方の人生のメッセージとして受けとりながら、今、介護の仕事をしている自分がいま

す。 

また、以前に何かで、「物忘れの神様みたい」と認知症になっておじいちゃんのこ

とを言った子どもの言葉があったので、ぜひ、怖くないんだよとか、人生の中のひと

つなんだよということがメッセージとして発信できればと思います。 

 

（平野委員） 

 認知症の正しい理解という中で、次世代を担う子どもたちに対しての、まだまっさ

らな状態から、新しいきちんとした知識を小さい頃から植えつけていかなければなら

ないと感じています。世代間交流とか、今後、タウンミーティングの話も出てくると

思いますが、子どもたちも交えたものにしていくという工夫は必要かと思います。そ

の中で、啓発啓蒙活動のパンフレットにしても、わかりやすいものにしていくことで、

認知症は怖いという意識もなくなると思いますし、接していない子どもも多いと思い



 - 6 -

ますので、想像がつかないと思います。ですから、知識が入ってない状態で、正しい

知識を教えていきたいと思います。 

 

（小林委員） 

 ここになって理念についての議論と言われまして、言い難いのですが、「このまち

でずっと暮らし続けるためにもっと住みやすいまちにしたい」とありまして、前を見

ますと「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」とありまして、似ています

けれども少し違うと思います。もっと住みやすいまちというのは、地域の皆さんから

すれば一人ひとり少しずつ違うと思います。健康で文化的な生活と憲法にありますが、

理念自体は、県で設置された計画の作業部会でもかまわないのですが、こちらである

程度の方向性が出れば、各委員が一人ひとり違う理念を持っていても、そうそう外れ

たものではないと思います。キャッチコピーは必要だとは思いますが、重要なのは一

つひとつの具体案であって、その具体案と結びついたキャッチコピーでなければ、わ

けがわからないもので終わってしまうと思います。もっと住みやすいまちとはどうい

うまちなのか、その前に認知症がつけば、認知症になっても安心して暮らせる地域と

はどういう地域なのか、住民の皆さんは本当におわかりでしょうか。私たちも出せる

ことは限られたことだと思います。それがもうここに書いてあるとおりだと思います。

まず、認知症の理解啓発活動に努め、そして、相談体制を整えて、また、市民の皆さ

んが非常に関心のある予防、言葉だけ先行していますが、予防に対してどれだけ提案

ができるのか、この柱のとおりにやっていけばいいと思います。 

子どもへの認知症の啓発活動がなぜ出てきたのか、私なりに、子どもは社会の中の

重要な一員で、子どもに認知症を理解させるのは非常に重要だと考えています。子ど

ものための認知症の理解のツールで一つ提案したいことがあります。シカゴにありま

すアルツハイマー病協会本部に行きましたときにいただいた絵本で、非常にいいもの

ですので紹介したいと思います。 

 

（酒井委員） 

 理念については、「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」このとおりで

いいと思っています。 

よく山尾委員がおっしゃる地域の啓発啓蒙が一番で、この中に子どもを含めるかど

うか。少なくとも地域の民生委員とか自治会等を基にして草の根的な活動をされてい

ると思いますが、これが第一に必要なことだと思います。 

 それから、認知症になってしまった人や家族には、安心して暮らせる社会ではない

ことは歴然としています。なぜかと言えば、たとえば、ある施設で、あるおばあちゃ

んが肺炎になって入院、要介護５であれば必ず家族が２４時間付き添わなければなら

ないという状況ですから、認知症になっても安心して暮らせる社会は構築できないと

思っています。 

ともかく、認知症になっても安心して暮らせる社会、これをどう具体的に作り上げ
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ていくのかが重要だと思います。 

 

（宮地委員） 

 「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」というのは、認知症に対するひ

とつの言葉でいいと思いますが、理念云々と言われると。みなさんの意見が起承転結

になってまとめてあります。ただ、読んでもああしますこうしますということがはっ

きりしない、取組について具体的にどうするかがなく、目次のようなもので、抄録だ

けですからわかりにくい。 

最終的にまとめるときに、必ず最初のページに、この本の要旨はこういうことです

というものがあります。これがあれば、具体性がありわかりやすいと思います。たと

えば、絵で、まちの中に認知症の人がいて、ここに子どもがいて、このおじいちゃん

変だよ？というようなことからものが始まると思います。みんなで支えようというこ

となのだと思います。ですから、これ自体は悪いとは思いません。 

 

（安田委員） 

たとえば、病院に入院すると、重度の認知症の人にはずっと介護者が付き添ってく

ださいと病院がいうのはよくあります。これは、地域で解決できるものではなく、介

護保険等でケアする方を病院の中に配属できるような体制が望ましいと思います。そ

うすると、地域が重要なのは当然ですが、社会的制度的な裏づけがないとこれらは解

決できないということがあります。そこで、地域よりもう少し上のレベルの言葉を入

れてもいいのかと思います。 

 

（石井委員） 

 地域で支えるのは、専門職も含め、みんなで支えるわけですが、理解があること、

知る機会があるというのは、とても必要だと思います。私のところの病院は、小・中

学生も来ますし、看護学校の生徒も来ます。帰るとき一様に言うことは、認知症のイ

メージが変わったということで、大きな意味があると思いますので、知ってもらうこ

とが大事と思います。 

この前、日本精神科協会の全国的なフォーラムがあり、そこでのテーマも地域で支

えるためにどうしたらいいかでした。医療関係、精神科で認知症を診ていく上で、啓

蒙活動が必要ということが課題に上がりました。認知症疾患センターが全国的にあっ

てもどれだけの人が来ているのか、相談場所があっても使えないなどの問題が大きい

と感じられました。また、今度、相談をしたらその相談がどう解決されるのか、流れ

がうまくできていないと課題に上がっていました。流れを知って支えていくというこ

とと、相談を受けたときに問題が起きたときにどうすればいいのか、この中で見つけ

られればいいと思いました。 

 

（永島委員） 
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「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」について、皆さん各人各様のイ

メージで理解していると思います。地域とか社会とか共有した形でまとめていけばい

いと思います。この方向でいいと思います。さきほどの酒井委員の言葉は同感で、ひ

とつ掘り下げていくべき問題だと思います。ここ１、２年くらい、認知症は社会的現

象になっている感があって、それが逆に、今、認知症の人たちの困難性が薄まってい

るように思いますので、現実は現実の問題としてとらえていくことが必要と思います。

そこをどうまとめていくかです。 

 

（助川会長） 

 今回で決めることはできないと思いますが、大半の御意見は、理念・言葉を考える

より、一つひとつ具体策を考え、報告書の中に入れていったらいいということでした。

計画の理念に基づいて、この研究会も行われ、「認知症になっても安心して暮らせる

地域づくり」ということで、皆さんがお話を進めてきて共有できていることが確認で

きたと思います。 

宮地委員の御意見が報告書作りに重要になると思います。目次は検討してきたこと

が網羅され、いくつか欠落している部分を今後補足していかなければならない、その

一つが現在困難を抱えている認知症の人をどう考えるのか、予防もまだ見えていない、

具体策も出ていませんので、やっていく必要があります。 

「はじめに」は、みんながこうして暮らし続けるために、どう考えようというとこ

ろを宮地委員の具体例で出ましたが、「おじいちゃん最近、前と違うね、どうしてな

んだろうね」という素朴な疑問から始まると認知症って何だろう？みんなで正しく理

解をして、その方がこの地域の中で暮らし続けるためには、私たちはどんなことを考

えていかなければならないのかを研究会で話し合い、具体的に現状と課題を話し合い

ながら今後の方向を考えてきましたということをもってくるとわかりやすくなるの

かと思います。そこをいただければ、この報告書は、なぜこの研究会を立ち上げ、み

んなで何をしたいのかが共有できるのかということで、事務局で考えていただきます。 

「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」という言葉は、もう今一歩進ん

だ言葉もあるかと思いましたが、これで、あとはわかりやすくすることということで

前半は、ここまでとします。足りない御意見は、メールやファックス等で事務局に出

していただけたらと思います。 

 

（助川会長） 

この図の描き方は、人的なものは丸で、制度的なものは四角で書いてあります。こ

の方たちは地域で暮らしているわけです。真ん中に本人・家族がいます。ここで暮ら

す本人を取り巻く状況です。 

この方が認知症になったときに、地域の中で認知症の正しい理解をしていただかな

ければならないという事業が最初の普及事業の一つに入っています。地域の中の正し

い理解という一番大きなタイトルがあり、その中で、できれば人材育成まで結びつけ
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ていこうということで、正しい理解を年代別に考えなければならない。今までは、対

象者を考えず、いろいろなものを作っていたので、地域の中で暮らしているのは子ど

もからお年寄りまでいるわけですから、年代別に子どもも理解できるような教材やパ

ンフレットを作っていく必要があるというのが今日の後半の議題になります。また、

地域別もありまして、山尾委員からもありましたように、都市部と農村部では違いま

すから、環境等いろいろなものを考えて、正しい理解を進めていき、人材育成まで結

びつけていくような体系をひとつの柱としたいと思います。その中にサポーターの養

成があります。その辺が人材の関係の柱で考えたほうがいいですね。 

その次に、２番目の認知症の早期発見に向けた取組というところで、健診制度でき

ちんと発見するシステムをつくらなければばらない。付随して自己発見のチェックシ

ートを開発し、一緒に役立てていこうという早期発見のシステムの部分がここにあり

ます。 

そうなると、抜けていたことは、ここで、全然議論していません。今、酒井委員が

おっしゃった認知症の人への対策で、まだまだ課題がたくさんあります。大きく言っ

ているのが身体拘束ですとか、人の尊厳を傷つけることをやっている現状があります

から、 もっと提言することがあると思います。それに伴い、医療との関係も見直し

ていかなければならない一つの柱だと思います。抜けているところ、欠けているとこ

ろですね。地域医療の体制づくりというところに一緒に関わってきまして、サポート

医やかかりつけ医との関係がここでこう一緒に出てきます。そうなりますと、ここで、

丸で書けば、サポート医とか、人の役割として入ってきます。 

次に相談体制のことです。ここもまだ深く議論されてない部分の一つです。どこか

にかかってもその後がきちんと流れていかない、相談機関の流れがスムーズにいって

いない可能性があるし、周知と連携とタイトルにはありますが、まだ煮詰まっていな

いということです。 

 次に、認知症支援チームというのは、このように、地域の中で、まだまだ体制がで

きていないため困っているのは本人、家族です。本人、家族を支援するチームが地域

の中に存在していれば、いろいろなアドバイス、スーパーバイザー的な役割を担うこ

とができるだろうということで、支援チームを地域の身近なところに、相談機関にも

結びつく前の状態又は、相談機関に結びついて何らかのサービスを受けていても、ま

だそこでなかなか相談できないこともたくさんあります。そういうところの支援チー

ムの役割を果たしていく、これはこの辺を含めた一つの施策提言になると思います。 

次は、権利擁護についてです。成年後見には、予防的な任意後見もありますが、現

実的には事後後見が多いので、こちらを成年後見に。この方たちの権利擁護をきちん

とやっていく体制という話で、成年後見制度が活用されるようにということで、今、

特に訪問販売等被害に遭っている方の救済まで含めて成年後見制度の周知徹底をや

っていかなければならないということだと思います。この中に虐待防止も入ってきま

す。 

 となりますと、地域の中で、人も存在し、制度も存在していますが、有機的に連携



 - 10 -

していかないと安心して暮らせる地域づくりにならないという発想で、皆さんで話し

てきているわけです。この辺のところでまだまだ何も提言に結びついているものが少

ないので、今からの時間を認知症の正しい理解と普及活動の中で、特に今、千葉県の

一つの特徴かもしれませんが、分野横断的に、年齢も子どもからお年寄りまでという

のが千葉県の方向づけですから、子どもにもわかりやすいような普及活動をテーマに

してもう少し膨らませていきたいと思います。 

地域で暮らしていくために、医療の部分やサービスをどうやっていくか、相談機関、

人材育成や、早期発見や予防。予防もまだ全然出てきていないので欠落していると思

いますが、難しいかもしれません。この研究会で提言できるような予防の体制等いろ

いろな意味での確立がされていないので、予防がどこまで出せるか自信がありません。

ここは出していけると思います。 

６回かけて話し合ってきて出てきた柱立てを、地域の中で暮らしていくために、人

と制度と機関の連携を図っていくために、マッピングして説明してみました。まだま

だ欠けているところもありますし、これは私案ですから、どんどん皆さんから出して

いただければと思います。今までの議論で出てきたものをまとめさせていただきまし

たが、これからもこれについても御意見をいただきたいと思います。 

それでは、宮地委員がおっしゃった認知症のこの人って何でというのが大事な言葉

だったと思います。素朴な疑問に答えるような教材ができていない。 

今から、後半の時間は、どういうところを中心に、正しい理解のための教材を考え

ていったらいいか、そこで盛り込まなければならない御意見を皆さんからいただきた

いと思います。 

小林委員、よろしければシカゴの絵本について、簡単に御説明していただけますか。 

 

（小林委員） 

 認知症を正しく理解するためのツールということで、２００２年から携わり、シカ

ゴのアルツハイマー病協会本部にも行きました。正しい理解がなぜ必要なのかから始

まり、正しく理解することの必要性をまず説きます。正しく理解することは、認知症

の中核症状と周辺症状というふうになっていきますが、中核症状を正しく理解させて、

皆さんが考えているのは周辺症状であると進みます。子どものための絵本は、中核症

状の説明に長けていました。これが記憶障害、これが見当識障害と進められ、非常に

わかりやすい絵本で、大人が読んでも感動が得られるもので、マイナスイメージが全

くありません。 

どうして正しく理解しなければいけないかというと、マイナスイメージが相談機関

も病院も福祉もすべてそれに対して阻害しているもので、偏見といわれているのもそ

うです。 

ここで、新しいパンフレットなり、教科書なり、何らかのおもちゃなりを作るとす

れば、そういった視点を入れられたらいかがでしょうか。 
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（助川会長） 

 ありがとうございました。 

 正しい理解がなぜ必要なのか、この研究会と同じですね。昔で言えば柳にお化けで

すよね。知らないものはみんな怖かった。だから正しく理解すれば変に怖がることは

なく、マイナスイメージを作り上げないということが一番大切ですよね。 

 

（小林委員） 

 子どもに理解させるというのは、認知症の方が家族にいたら、子どもが傷ついてい

るという事実はなかなか知られていません。それをその絵本は教えてくれました。大

人が子どものために認知症を理解しなければならないという気づきもありました。 

 

（助川会長） 

子どもだけではなく、家族の気持ちまで類推させるような非常に大事なポイントだ

と思います。 

 

（永島委員） 

 今日皆さんに家族の会の会報をお配りしましたが、９月２１日に、アルツハイマー

デー記念で、千葉駅前で毎年チラシ配りを行い、参加した人の感想が書いてあります。

私ももう十何年参加していますが、街ゆく人たちは非常に手ごわいです。なかなか「ア

ルツハイマーデーです」と言っても受け取ってさえくれません。「うちの家系にはそ

ういう人はいません」と断って受け取らない人も大勢いました。それが現状です。こ

この中では、皆さん認知症のことはよく理解されていますが、そうではない人に理解

してもらうのは大きな課題だと思います。 

 

（助川会長） 

なかなか理解してもらうというのは大きなハードルということを改めて思います。 

 何か、具体的にパンフレットがいいのか、絵本がいいのか等御意見ありませんか。 

福祉用具推進の委員会では、マンガを製作しました。福祉用具を利用しないで家の

中に閉じこもっているとこうなりますが、自分の行動範囲を広げて、こうなるとこん

なに生活がいきいきしたものになるという簡単な漫画ですが、そういう方法もありま

した。 

 

（滑川委員） 

 ツールでいうと紙芝居がいいと思います。 

 

（助川会長） 

 紙芝居は１枚１枚作れば、絵本にもなりますしね。 
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（今川委員） 

 さきほど、物忘れの神様と言いましたが、神様ではなくて人間であるわけで、子ど

もがそれを神様ととらえ、宇宙人にみえてしまう。子どもにとっては、素直な認知症

の人のとらえ方だと思います。「どうして昔のことばかり話すの」、「どうしてご飯食

べたことを忘れてしまったの」というように、子どもの疑問や子どもの目線に帰して

あげることがいいと思います。「認知症とは・・、脳はこうで・・」とかいうもので

はなく、子供の目線をとらえて、そこからわかっていくようなものがいいと思います。 

 

（宮地委員） 

 ４コマ漫画で、たとえば、毎月とでも決めて、子どもが主役で描いていったら、み

んな理解するのではないですか。漫画がいいとは思いませんが、子どもは漫画が大好

きだから、それだけで方法論としては素晴らしいと思います。ヘルプマンという漫画

がありますが、人気がありますし。 

 

（安田委員） 

 家族の会発行の本で確か、「おばあちゃんどうしたの」というものがありましたよ

ね。それは小学生レベルだと思いますが、中学生、高校生、大学生には漫画の方がい

いと思います。自閉症の漫画があり、大人気だそうですね。だから描きようによって

はこれも大人気になると思います。 

 

（平野委員） 

 小学生の子どもが持って帰ってくるパンフレットがあり、１・２年生、３・４年生、

５・６年生と分かれていますが、文章化しているのでふりがなが振ってあっても子ど

もは見ません。それで、読み聞かせをしますがそれで終わってしまうということがあ

ります。絵を取り入れると見やすく親しみがわくと思います。 

 

（仲野委員） 

 学校からもらってくるパンフレットは、親も見ます。そうすると、小学生・中学生

をターゲットにしても、わかりやすい内容であれば、親もいっしょに理解できるので、

ぜひ学校で配布できるものを作っていけたらいいと思います。 

 

（助川会長） 

 一挙両得に子どもに説明しながら親も学べる。文章をだらだら書いているとなかな

か読まないから、絵でわかりやすくということでした。 

 

（永島委員） 

 私達は、いろいろな所に行って体験等を話していると、ビデオの迫力にはかなわな

いところがあります。１時間の持ち時間で、大半をしゃべって、最後の１０分を映像
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で流すと、そのインパクトが強いということがあります。できればお芝居でない、本

人の映像を１５分程度でビデオ化できればいいと思います。言葉の調子や顔の表情は、

同じ「おばあちゃんどうしたの」を言うにしても、「おばあちゃんどうしたの」と「お

ばあちゃんどうしたの」とは全然違うわけです。それは、映像でしかわからないと思

います。 

 

（助川会長） 

 提言に書くのは、いろいろな媒体が必要であるというのはできますので、その中の

ビデオの効用、それぞれの効用があると思います。ビデオはその場で終わってしまい

ますから、インパクトは大きいですが残らない。パンフレットや紙媒体はそのまま持

っていって人から人へ伝えていくこともできますし、親と子のつながりをつくる一つ

の媒体、パンフレットを学校から配って親が子どもに話をする機会を作ることにも有

効なのかと思いました。 

 

（滑川委員） 

 さきほどは、単発の講座でのツールをイメージしていました。でも、学校での配布

物であれば、毎月でも３か月に 1 回でも、連載的に、漫画でもいいのですが、1 回で

終わらずに関心がつながるような形で、啓発活動ができればもっといいのかなと思い

ます。方法は一つではなくて、いろいろな形で考えたらいいと思います。 

 

（助川会長） 

１回やって何か月か経ったときにまた来るというように継続するということも必

要かと思います。 

 

（平野委員） 

 教育委員会との兼ね合いもあると思いますが、小学校であれば、クラブ活動や道徳

の時間を利用してビデオを流すというような働きかけができればいいと前から思っ

ていましたので、協力してもらえる学校があるのではないかと思います。 

 

（助川会長） 

 今、障害の方の委員会では、障害を知ってもらおうと、当事者が学校に行って、自

分の体験を語ったり、視覚障害の方が盲導犬と一緒に学校に行って実際に伝えていま

す。教育の現場の中に入れていく、それは大事な提言の一つだと思います。作って終

わりではなくて、いかに生かしていくのかですね。 

 

（安田委員） 

 子どもに作って親が読むというのはいいとは思いますが、今は核家族でお年寄りと

一緒に住んでいませんよね。逆に高齢者が読むものではどういうものが読みやすいの
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か、漫画を読むのかどうかお聞きしたいのですが。 

 

（山尾委員） 

 認知症を子どもにどう理解してもらうかは、今いろいろ提案があったものを、子ど

もの目線で選ぶことが一番近道だと思います。押し付けると反発しますから、子ども

に選定させることです。 

 高齢者という点では、私は７１歳ですが、団塊の世代と私の世代は感覚が違います。

戦後生まれの総理も誕生したくらいですから。総理の美しい日本という本を読むと、

寂しくなるのは、地域でしか支えようがないと明確に書いてあることです。この世代

のギャップを共通に認識する方法を何か見つけ出さないと課題がなかなか解決しな

いと思います。単純に戦後と戦前とで非常に違いがあります。 

また、たとえば、昨日一緒に活動した８２歳の方が交通推進隊員になって子どもた

ちの登校に毎日出かけていきます。この方は、家族が免許証を７７歳で返したそうで

す。これは自分が認知症になって事故を起こさないようにと。これを返すことで子ど

もたちの交通安全のために余生を送っているわけです。８２歳ですから戦争に行かれ

た方です。私たちは戦前でも戦争に行かない世代です。それから団塊の世代と変わっ

てきますから、それぞれ大きな変動の中で価値観の多様化というようなことになるの

かという意味合いで、認知症の問題をそれぞれの年代でとらえ方は違うと思います。

これを共通にするため何かいい方法を考えなければならないと感じています。 

 

（石元委員） 

深夜ラジオ放送番組、特にＮＨＫは、随分高齢者の方が聞いているようです。それ

を県の予算でというのは無理でしょうから、メディアを巧みに無料で使えるような知

恵を出したいと思います。地域で支え合うということに尽きるのでしょうが、そのム

ードをなんとかして作っていきたいですよね。 

 

（助川会長） 

 障害の分野の方から言われたことですが、介護保険が始まって非常に大きな効用は、

誰もが平等に老いていくということを共通認識できたことだと。 

老いていく中で抱えてくるであろう認知症という問題に対してどう支え合ってい

けるのか考えていくわけですから、そこを上手に伝えていく方法、今、こんな方法が

あるというのがどんどん出ていまして、まだまだ広がっていくと思いますが、どんど

ん新しいイメージで広げていって、その中でまた選択していけばいいと思います。メ

ディアを上手に使うというのも、たとえば、メモリーウォーク等をすれば、こちらに

きますし。ほかに何か。 

 

（永島委員） 

 ラジオ深夜便、ＮＨＫの深夜番組は、私もときどき聞いています。１０年ぐらい途
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切れ途切れで聞いていますが、浪花節がなくなり、最近は、ビートルズ世代の歌など

がかなり入ってきています。１０年も聞いていると、番組構成の中で、地域の人をあ

まりターゲットにしていないと感じています。 

文化的な側面、今、高齢者を支える方、支えられる方という二極化したものではな

くて、誰もが老いていく過程の中で認知症もあるという共通理解が社会の中にできれ

ばもっとやさしい世の中になるのではないかと思います。認知症になってしまった人

も１０年とか１５年とかかけて、普通の人よりはスピードが速くなっていくわけです

が、その中でも移り変わっていくので、医療の問題かもしれませんが、文化的な側面

というかそういうところでとらえなければならないのかと思います。この委員会では

手に余るとは思いますが、頭の片隅に置いてやるべきことと思います。 

 

（助川会長） 

 もう１回子ども用のパンフレットの話に戻らせていただきます。障害の分野では、

子どもが理解できるレベルでシンボル、たとえば、トイレのわかるマークを作るとか、

わかりやすいものを作っておけば、みんなが共有できると思います。 

 

（滑川委員） 

 今、銚子では、在宅介護支援センターにお願いして小・中学校を対象に研修活動を

やっています。その中には、車椅子体験や、高齢者疑似体験を入れてもらっています。

体験によって気持ちを理解してもらおう、優しい気持ちになってもらおうというもの

です。昨日、けやきプラザで認知症疑似体験をしてきました。先程、ビデオは、視覚

があったり感覚があったりということでしたが、うまく言えませんが、何か体で感じ

るられるものがあればいいと思います。 

 

（平野委員） 

 この研究会の中にも、高校生か大学生くらいの委員がいればよかったと思っていま

す。それはなかなか難しいことだったのかとは思いますが。今後タウンミーティング

の話が出てくると思いますが、小・中・高生等に実行委員会から入ってもらうのもい

いのかと思います。 

 

（助川会長） 

 また、新しい方向性の意見が出てきました。 

 

（高井委員） 

 私どもの職場では教員免許取得者が介護体験実習を受けています。今は、ほとんど

核家族ですから高齢者といっしょにふれあったことがありません。認知症も含め、オ

リエンテーションを２時間くらい行います。５日間、朝から晩まで、お年寄りのデイ

サービスに一緒に付き合わせ、感想文を書いてもらうと、お年寄りに対するイメージ
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が変わったと一番強く言います。年をとっていてもいきいきしていると感じていく学

生がたくさんいます。それと介護する側の配慮、一人一人に目を配っていくとこんな

にお年寄りがいきいきすることを間近に見てお年寄りに対するイメージががらりと

変わったと述べていきます。小さい子どもではなく、将来教員を目指すという方たち

ですが。 

 

（鈴木委員） 

 今、中高生とか若い人に認知症の理解というのは、それはそれで重要なことと思い

ますが、地域で実効を上げるためには、私は千葉市の地域福祉フォーラムで議論して

いますが、結局地元に根付いて、良くも悪くも活動しているのは、社協の地区部会、

それにつながる自治会、その自治会長さんとかのネットワークが地域の福祉に実際に

動いているわけです。認知症の方の対応も、たとえば近所でもこういう人が徘徊して、

行方不明になって誰か見かけませんでしたかと放送があったりしますと、それを聞い

て捜しに行ったりするのは、定年退職後等で昼間家にいて働いていない人たちです。

ただし、地域福祉フォーラムでは認知症の話はあまり出ていませんでした。社協の地

区部会とか従来型の福祉のネットワークに認知症の正しい理解とお願いをしていく

のが実効につながる大きな要因になると思います。 

 

（助川会長） 

 実際にいろいろな団体や機関があるわけですからそういうところへの働きかけで

すね。 

 それでは、いろいろ御意見をいただいたものを事務局でまとめて、皆さんに議事録

として発信していただき、その中に御意見を集約していく形で進めたいと思います。 

 最終的には実効性のあるものを選ばなければならないという言葉を生かして、提言

に入れていきたいと思います。 

 ２つの大きな議題をとりあげました。議題が当日になりまして大変申し訳ありませ

ん。 

認知症のパンフレット、その他のパンフレットでも参考になるようなものがありま

したら、参考に集めてやっていけばわかりやすくなると思いますので、御協力をお願

いします。 

 では、事務局から何か。 

 

（事務局） 

 本日配付しました認知症タウンミーティング開催募集要領は、先日Ｅメール等で送

付したものです。現在、県庁ホームページで主催者を募集しているところです。１０

月１１日にホームページに掲載しまして、実施期間は１１月から来年２月あたりまで

で開催したいと思います。内容は、「認知症になっても安心して暮らせる地域づくり」

が一つ、その他高齢者対策として取り組みたいテーマについて実施したいと考えてい
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ます。また、主催者の希望により併せた認知症サポーター養成講座も組み入れていき

たいと考えています。時間は２時間程度と考えています。詳しいことは要領を見てい

ただき、御質問等は、メール等でお願いします。 

 

（助川会長） 

 できましたら、この研究会の委員の地域でも進んでいくといいと思います。 

 

（事務局） 

 タウンミーティングの話で、小・中・高校生等を入れたものというアイデアが今日

あり、ぜひ実現できればと願っています。また、先日、山尾委員や今川委員からもタ

ウンミーティングにつながるようなお話がありましたので、よろしくお願いします。 

 次に、冒頭でお話ししたことの繰り返しになりますが、今日の資料は、これまでの

皆様の御意見をとりまとめたもので、素案を作るためのたたき台ですので、データの

部分であるとかその他は今後形を整えていくもので、あくまでもこれまでの御意見を

まとめた報告書のイメージ案として考えてください。 

 計画の推進に向けてという資料をお配りしましたが、これは高齢者保健福祉計画の

中のものです。研究会の報告書の中で足りないものとして、目指すべき方向、総合的

な部分というところを感じましたので、これの認知症版ができればいいのかと考え、

お配りしました。 

 鈴木委員から質問のありました、なぜ子ども用の教材をこの研究会でつくるのかと

いうことについてですが、この研究会は計画推進のために、具体的施策や議論を深め

ていただくために設置されておりまして、計画書の目標の中に、サポーター養成講座

の教材の検討が掲げられています。そういう意味で、１つの項目として、研究会で子

ども用の教材を開発していただけたらと思い申し上げました。 

 

（助川会長） 

 今川委員、提供してくださった資料について、御説明願えますか。 

 

（今川委員） 

本日の関係図にもありますが、権利擁護体制の充実ですとか、認知症の人の人権を

守ることも認知症対策のひとつで、前回の話の中に市民後見の養成がありましたので、

全国的な動き等を調べてみました。 

事例は、実際に武蔵村山市の主婦の方が、東京都の社会後見型後見人養成を受けら

れ、御自分の経験として、成年後見ということは、お父さんを介護した体験そのもの

が身上監護であったり、財産管理であったりしたことから、後見人になる方の８０％

が家族であるなら一般市民でもできるのではないかという発想でＮＰＯ法人を立ち

上げられて、実際に家庭裁判所の許可をもらった成年後見の手引きまで作成して、地

域の中でも広めているというものです。 
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私たちは、連携、連携と、しくみづくりを考えますが、市民の方は、必要だと気づ

けば自分たちで動き出して連携して、こういうことを始められることもあるというこ

とです。この研究会での私のひとつの役割と思っていますのは、勤務先が江戸川区で

あまり千葉県のことを知っていないものですから、報告書を作る中でこういうことが

大切だと言ったときに実際に県に動いてもらうためには、全国的には具体的にこんな

事例があって、こういうふうに先行しているということも必要かと思いまして東京の

事例を出してみました。 

市民後見人に関しましては、成年後見センターリーガルサポートが出している研究

誌の中にもっとあります。世田谷区の区民後見人の動き等もありますが、その中の東

京都の社会後見型後見人養成を載せました。 

 後見人が足りず相談先が見つからない、どこに行けばいいのだろうか、という課題

が実際にあり、ある市民の方が動かれたという事例です。 

 

（助川会長） 

 成年後見人に候補者として、３団体が役割を持っていますが、なかなか仕事を持ち

ながらできる状態ではありませんので、後見人候補者が少なくて困っているのが現状

です。たとえば複数後見が求められますから、お金の部分は司法書士とか、身上監護

は市民後見とかが今後入ってくるのだろうと思います。後見人候補者を増やしていく

ところと、いろいろな必要性が出てきていることです。 

 この部分は、私たちも千葉県として考えていくべきなのか議論していない部分の一

つですから、現状としてはこんなに少なくて困っていて、大都市部では市民後見がス

タートしているということで、東京の次は、神奈川で、次は埼玉、千葉が団塊の世代

が多いところですから、今後どう考えていくのかですね。 

 

（事務局） 

次回の研究会は、１１月１３日月曜日、この場所になりますのでよろしくお願いし

ます。 

 

（助川会長） 

 では、次回は、欠落している部分や不十分なところに集約して議論していきたいと

思います。 


