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要約
現在、日本の高齢化は国際的にみても非常に速いスピードで進んでいる。平成 19 年の 10
月 1 日の時点で、65 歳以上の高齢者人口は、2,746 万人で総人口に対する割合は 21.5％に
なっている。2055 年には高齢化率 40.5％に達すると予想され、現在病気等を抱えていない
元気な高齢者が今後も元気であり続けることが、将来の日本社会の負担軽減へとつながる。
しかし、元気な高齢者の健康維持に関してさまざまな問題がある。
まず、家族関係の希薄化である。近年、65 歳以上の高齢者のいる世帯において、単独世
帯、夫婦のみの世帯が増えている。また、子供との家の距離も遠く、頻繁に連絡を取ってい
ない。よって、核家族化のなかで、家族と疎遠になっている高齢者の姿が推定される。
次に、生活の固定化である。60 歳以上の高齢者の外出状況を見てみると、単独世帯の高
齢者が全体に比べて引きこもりがちであり、外出理由も買い物や通院など生活のうえで必要
最低限のものに限られていることから、単独世帯の高齢者にとって、趣味や生きがいをもち
にくいということがうかがえる。
さらに、地域コミュニティや近所との関わりが希薄化している。昔は当たり前だった地域
の人々とのふれあいがあいさつをするかしないか程度となり、地域コミュニティへの参加意
思も年齢を重ねる毎に減っている。若者と関わる機会がほしいと考えている高齢者も多い
が、機会はあまりなく、全体的に減尐傾向にある。
このように人と関わりが尐なく必要最低限の場所しか行かないという、活動の尐ない生活
が続けば心と体の機能が低下し要介護状態へつながる危険性がある。
また、単独世帯の高齢者の「孤独死」が年々増加している。これは、誰にも看取られず、
死後何週間も発見されない場合もある大変悲惨な問題である。人との関わりが減れば減るほ
ど、異変に気づいてくれる人がいなくなるため、孤独死の危険性が増すと考えられる。
高齢者の経済状況については、全体の約 4 割が経済状況に不安を感じており、生活費に
加えて、増加してゆく医療費などへのゆとりがあまりないという高齢者も多い状況である。
特に、単独世帯は、貯金が尐なく不安が多い。
このような高齢者の健康を維持するために、政府などからも「介護予防」が重視されつつ
ある。これは、さまざまな運動を通じて要介護にならないように支援する活動である。この
サービスの内容や頻度は地域によって決定されるため、場所によって大きな地域差がある。
さらに、このサービスは、認定された特定高齢者しか受けることができないため、特定高齢
者の認定をもらっていない健康な高齢者に対して、
健康を維持するためのサービスが整って
いないことが問題である。
分析をするにあたって今回は兵庫県神戸市東灘区にある社会福祉法人、二人同心会の東灘
在宅福祉センターの地域包括支援センターにてヒアリング調査を行なった。地域包括支援セ
ンターは、平成 18 年４月からの介護保険制度の見直しに伴い設置された。神戸市では地域
包括支援センターのことをあんしんすこやかセンターという独自の愛称で呼んでおり、震災
後の地域の事情を含んだ理由に伴い独自の活動を進めている。特に、他の市町村とは違い、
保健師・社会福祉士・主任介護支援専門員の他に見守り推進員という役割を置くことを義務
付けている。
本稿では当センターの取り組みを基に神戸市独自の事業として地域見守り活動
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推進事業と生きがい対応型デイサービスを挙げた。
前者は見守り推進員と民生委員や地域の
友愛訪問ボランティアでネットワークを構築し、独居老人や高齢者夫婦のみの世帯に対して
訪問などを通して見守り事業を行っている。後者は介護予防と閉じこもり防止を目的として
おり、介護予防については運動器の機能向上・低栄養の予防・口腔機能の向上を三大柱とし
ている。閉じこもり防止については、レクリエーションなど高齢者同士の交流をはかるもの
がある。それぞれについて効果、問題点を考察し、政策提言につなげていく。
政策提言の一つめは、神戸市独自の事業である「見守り推進活動事業」についてである。
見守り推進活動とは、孤立する高齢者をゼロにすることを目指して、各地域包括支援センタ
ーに一人ずつ配置されている見守り推進員が、地域のボランティアと協力し、ひとり暮らし
の高齢者などを訪問して安否の確認や閉じこもりの防止のサポートをするものである。ま
た、高齢化が進み、独居老人や老老介護がますます増えているため、見守り推進の事業には、
地域のボランティアスタッフとの協力が欠かせない。そのため、地域住民間で高齢者の見守
りができるよう、ネットワーク構築のサポートにも力を入れている。
見守り推進員を中心として、地域のボランティアや社会福祉協議会などと地域の課題を共有
し、定期的に訪問するシステムをつくることで、地域全体が一人暮らしの高齢者を見守る強
固なネットワークができることが、この事業の一番の利点である。見守り活動を通して得ら
れる実際の効果として、孤立する高齢者の変化（うつ病や痴呆など）の早期発見・孤独死の
減尐・地域のつながり構築などがあげられる。
二つめは、学生主体の取り組みを推進することである。ここではヒアリング調査を行った
神戸市東灘区の東灘在宅福祉センター地域包括支援センターをモデルとして提言を行って
いく。ここでは、高齢者の孤立防止と生きがい作りの支援を目的として、さまざまな任意の
事業を行っている。しかし、スタッフが不足しており、行事の企画・運営は大きな負担とな
っているのが現状である。そこで、私たちは学生が主体となって、センターと連携して専門
知識のいらない、比較的元気な高齢者を対象としたイベントの企画・運営を行うことを提言
する。主体となる学生は小・中・高校生および大学生である。これによってセンターの負担
を減らし、センターのスタッフは専門的な知識と能力を生かして、高齢者にさらに充実した
サービスを行えるという利点がある。また、地域での世代間交流を推進することで、高齢者
が孤立しにくい地域のコミュニティを育成することも期待できる。
本稿では、既存の事業に関する利点や問題点を明らかにし、高齢者が生き生きと暮らせる
ように、地域住民と地域包括支援センターの連携によってできるよりよい活動を提言した
い。
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はじめに
2006 年に介護保険法が改正され、高齢者の介護に関わる政府の方針が大きく変化した。
厚生労働省は「介護予防」を高齢者対策の柱に置き、地域密着型サービスに力を入れるなど
新たな取り組みが始められた。また、2008 年度より後期高齢者医療制度が開始され、高齢
者を取り巻く状況は現在大きく変革をしている最中であるといえよう。
これらの制度改革の背景に、医療費抑制の必要性があることは常に注目しておかなければ
ならない。平成 19 年版高齢社会白書によると、日本の高齢化率は 20.5％であり、今後も高
齢者の数は増え続けることが予想される。高齢者の増加は社会保障費の増加につながり、政
府の財政を圧迫する。
そのために政府が高齢者に対する政策を必要最小限に抑えようとする
のは、必然的なことだとも考えられる。しかし、「節約」のみを念頭に置いた高齢者対策は
非常に危険なのではないかと私たちは考えている。
介護保険法により高齢者へのケア事業は
民間企業や法人にその多くを委ねられることとなった。その結果、「効率」や「合理性」が
介護の現場に入り込み、高齢者虐待などさまざまな問題が生じた。これは、医療費・社会保
障費を抑制しようという姿勢が生み出した悲劇だといえるのではないか。さらに、独居高齢
者の増加や高齢者の孤独死なども現在問題視されている。これらの問題は高齢者だけの問題
とはいえない。高齢者を取り巻く日本社会がこれから立ち向かっていかなければならない問
題である。
今求められているのは、肥大する高齢者人口だけをクローズアップして高齢者の問題は高
齢者の問題、と分けて考えてしまうことではないはずだ。財政難の中で高齢者問題を扱うた
めには、高齢者を社会から切り離すのではなく日本社会の中で包括的に考え、高齢者の暮ら
しやすい街づくり、つまりすべての人が暮らしやすい街づくりを進めることではないだろう
か。
以上のような問題意識から、私たちは高齢者が生き生き暮らせる地域を目指して、提言を
したい。
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第１章 高齢化の進む日本社会

第1節 高齢化社会
まず、日本の高齢者人口であるが、平成 19 年の 10 月 1 日の時点で、65 歳以上の高齢者
人口は、2,746 万人で総人口に対する割合は 21.5％になっている。また、高齢者人口のうち
65 歳～74 歳の前期高齢者が総人口に対して占める割合は 11.6％、75 歳以上の後期高齢者
が占める割合は 9.9％となっている。国際的に比較しても非常に速いスピードで高齢化の進
んだ日本は 21 世紀初頭には最高の水準に達しており、2055 年には高齢化率 40.5％になる
と予想される（図１）
。そこでは 65 歳以上の高齢者人口 1 人に対して生産者人口 1.3 人と
いう割合になっている。
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図 1 高齢化の推移と将来推計１

資料出所 内閣府「平成 20 年度版 高齢者白書」

第2節 家族と高齢者
平成 18 年の時点で、65 歳以上の高齢者のいる世帯(総数 18,285 世帯)の世帯構造で最も
多いのは、夫婦のみ世帯で 29.5％、次いで単独世帯が 22.4％となっており、夫婦のみと単
独で暮らしている高齢者が過半数を占める（図２）
。年代による移り変わりを見ると、三世
代世帯が約 50％と最も多かった昭和 55 年から三世代世帯は減尐し続け、平成 18 年には夫
婦のみの世帯（29.5％）
、単独世帯（22.4％）の次に位置する結果になった（20.5％）
。また、
単独世帯については男女とも年々増加している（図３）
。

１

将来推計人口とは、全国の将来の出生、死亡及び国際人口移動について仮定を設け、これらに基づいて我が国の将来
の人口規模並びに年齢構成等の人口構造の推移について推計したもの（内閣府『平成 20 年度高齢者白書』）。
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図 2

65 歳以上の高齢者のいる世帯数及び構成割合（世帯構造別）

資料出所 内閣府「平成 20 年度版 高齢者白書」

9

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

図 3

一人暮らしの高齢者の移り変わり

資料出所 内閣府「平成 20 年度版 高齢者白書」
以上のことからわかるように、子どもや孫との同居する高齢者が減尐している。子どもや
孫との付き合い方について、60 歳以上の高齢者がどのように考えているのかを見てみると、
子どもや孫とは、
「いつも一緒に生活できるのがよい」の割合が低下するなど、以前に比べ
ると、より密度の薄い付き合い方でもよいと考える高齢者が増えている１ 。時代の移り変わ
りとともに、高齢者の意識も変化してきており、一人またはパートナーと過ごす時間が増え
てきていると言える。

１

内閣府「平成 20 年度版

高齢者白書」
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第3節 高齢者の生活
３－１

高齢者の外出状況

では、一般的に高齢者はどんな毎日を送っているのだろうか。外出状況について見てみる
と、
「ほとんど毎日外出する」が 59．7％と 6 割近くを占め、
「ときどき外出する」が 32．9％、
「ほとんど外出しない」が 7.3％となっている１ 。同調査の平成 13 年度版と比較すると、
「ほ
とんど毎日外出する」の割合が 43.3％から 59.7％と、増加傾向にある。年規模別にみると、
「大都市」及び「中都市」で比較的高くなっているため、交通や施設のサービスが整ってい
る都市部での外出が増えていると考えられる。また、外出理由については、「近所のスーパ
ーや商店での買い物」が 66.2％と最も高く、次いで、
「通院」が 39.2％、「散歩」が 37.4％、
「趣味・余暇・社会活動」が 35.5％、「知人・親戚などを訪問」が 23.7％の順になっている２ 。
このように、全体の約６割がほぼ毎日外に出ているものの、
「買い物」や「通院」は女性の
割合が高く、
「散歩」及び「仕事」は男性の割合が高い。また、75 歳以上は「通院」が半数
を超えるなど、性別・年齢によって外出先に違いが見られる。
図 4

60 歳以上の高齢者の外出状況および外出理由

外出状況
ほとんど毎日外出する
ときどき外出する
ほとんど外出しない
外出理由
近所のスーパーや商店での買い物
通院
散歩
趣味・余暇・社会活動
仕事
知人・親戚などを訪問
高齢者施設などへの通所

高齢者全体（1,886 人）
59.7％
32.9％
7.3％

単独世帯
50.5％
37.6％
11.5％

夫婦二人世帯
64.3％
30.7％
5.0％

66.2％
39.2％
37.4％
35.5％
26.8％
23.7％
3.3％

74.3％
46.8％
34.4％
28.0％
14.2％
24.8％
6.0％

68.8％
36.8％
41.8％
39.9％
28.7％
22.9％
1.5％

資料出所 内閣府 「平成 17 年度高齢者の住宅と生活環境に対する意識調査」より作成
家族形態別に見てみると、単独世帯は高齢者全体に比べ、「ほとんど毎日外出する」が 9.2
ポイント低く、「ほとんど外出しない」が 4.2 ポイント高くなっており、夫婦二人世帯と比
べても単独世帯は比較的自宅に引きこもりがちであるといえる。
外出理由については、単独世帯の高齢者は高齢者全体に比べ、「近所のスーパーや商店で
の買い物」、
「通院」に偏る傾向が顕著に見られる。それに比べ、夫婦二人世帯では「散歩」
「趣味・余暇・社会活動」が高齢者全体よりも高い割合になっている。このことから、単独
世帯の高齢者の生活範囲が、他の高齢者に比べ生活していく上で必要最低限の範囲に限られ
ており、
「趣味・生きがい」となるものが比較的尐ないと考えられる。

１
２

内閣府
内閣府

「平成 17 年度
「平成 17 年度

高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」
高齢者の住宅と生活環境に関する意識調査」
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３－２

孤独死

「孤独死」とは、2008 年改定された広辞苑によると「看取る人もなく一人きりで死ぬこ
と」とされている。阪神・淡路大震災などをきっかけに言われるようになった近年の言葉で
あり、定義も曖昧であるため、全国統計としてまとめられたデータは存在しない。2007 年
8 月 28 日に行われた第１回高齢者等が一人でも安心して暮らせるコミュニティづくり推進
会議において用いられた UR 機構１ 作成の資料によると、2006 年度における孤独死発生件
数は 517 件となる。その場合における「孤独死」とは、
「『病死又は変死』事故の一態様で、
死亡時に単身居住している賃借人が、誰にも看取られることなく、賃貸住宅内で死亡した事
故をいい、自殺又は他殺を除」いたものである。一方、孤独死は全国で年間２－３万件起き
ているとする推計もある。２ 神戸だけであっても 2007 年に 1 年間で 60 人が孤独死してい
ることから、３ 「看取られることなく一人きりで死ぬこと」と孤独死を広く定義したとき、
UR 機構の統計を当てはめることは難しい。阪神・淡路大震災を経験した神戸においては
2000 年から 2004 年にかけて 327 人が孤独死している。震災前の神戸でも年に 200～300
人がだれにも看取られずに亡くなっていたという。４
厚生労働省も、2007 年度より、『高齢者の孤独死防止ハンドブック』を発行するなど「孤
独死防止」事業に取り組んでいる。孤独死ゼロを目指している千葉県、常盤平団地では、現
在年間１０件前後の孤独死があるが、3 日以内には発見できるようになった。５

３－３高齢者間の所得格差
ここで、高齢者の経済状況について触れておく。平成 20 年度版高齢者白書によると、経
済的に心配なく暮らしている高齢者が約 6 割占める。具体的に高齢者世帯６ の所得を見ると
（表１）
、総所得が 301.9 万円であり、これは全世帯平均の 563.8 万円を約 260 万円下回る。
一方、世帯一人当たりでみると、189.0 万円となり、全世帯平均 205.9 万円との間に大きな
差は見られない。しかしながら医療費や保険料７ 等において、他の世帯に比べて出費は増え
るのではないかと推測される。
また、高齢者世帯の所得の約 7 割は年金によるものであることから、年金が重要な収入
源であることがわかる。就業による収入も約 2 割と 2 番目に大きな割合を占める。世帯主
の年齢が 65 歳以上の世帯の収入と消費を見てみると、勤労者世帯では黒字になっており、
無職世帯においては全世帯と同様に赤字となっていることがわかる（表２）。

１
２
３
４
５
６
７

都市再生機構（旧日本住宅公団）
『西日本新聞朝刊』2008 年 11 月 2 日
『共同通信』2008 年 1 月 14 日
『神戸新聞』1999 年 6 月 18 日
『西日本新聞朝刊』2008 年 11 月 2 日
高齢者世帯とは、65 歳以上の者のみで構成するか、又はこれに 18 歳未満の未婚の者が加わった世帯をいう。
本章（５）参照
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表 1

高齢者世帯の所得
平均所得金額

区分

世帯人員一人当たり（平均世帯人
員）

一世帯当たり
総所得

301.9 万
円

稼働所得

54.5 万円（18.0％）

189.0 万円（1.60 人）

211.9 万
（70.2％）
円

高 齢 者 世 公的年金・恩給
帯
財産所得１

15.7 万円（5.2％）

年金以外の社会保障給
2.5 万円 （0.8％）
付金

全世帯

仕送り・その他の所得

17.2 万円（5.7％）

総所得

563.8 万
円

205.9 万円（2.74 人）

資料出所 厚生労働省「国民生活基礎調査」（平成 18 年）
（同調査における平成 17 年 1 年
間の所得）
表 2

世帯主の年齢が６５歳以上の世帯の収入と消費

（単位：円）
勤労者世帯
区分
実収入

全体

無職世帯

世帯主の年齢が 65 歳
全体
以上の世帯

480,074 354,243

世帯主の年齢が 65 歳
以上の世帯

179,589 187,208

う ち 勤め 先 収入 の 占
（94.5） （61.3）
める割合（％）

（6.7） （5.0）

社 会 保障 給 付の 占 め
（3.2） （34.4）
る割合（％）

（85.1） （88.3）

実支出

367,779 323,735

230,362 227,752

消費支出

289,821 277,474

206,224 203,567

では高齢者の人達は、経済面に関して実際にどのように考えているのだろうか。平成 19
年度の内閣府による「高齢者の経済生活に関する意識調査」での、「経済生活に対する意識」
の項目では、
「家計にゆとりがあり、まったく心配なく暮らしている」、
「家計にあまりゆと
財政所得とは、以下のことを指す。
ア 家賃・地代の所得（世帯員の所有する土地・家屋を貸すことによって生じた収入（現物給付を含む。）から必要経
費を差し引いた金額）
イ 利子・配当金（世帯員の所有する預貯金、公社債、株式などによって生じた利子・配当金から必要経費を差し引い
た金額（源泉分離課税分を含む。）
１
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りはないが、それほど心配なく暮らしている」の二つの回答を合わせると 60.1%の人が「経
済状況に心配はない」と答えており、
「心配である」と回答した人は 38.6%、そのうち「家
計が苦しく、非常に心配である」と答えたのは 11.6%に過ぎない。
しかし、資産の統計をみると、高齢者間での所得格差が見られる。以下に挙げる調査は、
「平成 18 年度 高齢者の経済生活に関する意識調査」の「資産に関する事項」である。
「（夫婦の）貯蓄（預貯金、信託、債券、株式、保険など）の総額は、およそどれくらいにな
るか」の回答は、総数１ では「100 万円未満」が 10.4%、「1,000 万円～2,000 万円未満」が
8.4%、「700 万円～1,000 万円未満」が 5.9%、「500 万円～700 万円未満」が 5.7%の順とな
ったが、
「貯蓄はない」が 12.2%、「わからない」も 27.1%を占めた。
60 歳以上では「100 万円未満」が 10.3%、「1,000 万円～2,000 万円未満」が 8.5%、
「700
万円～1,000 万円未満」が 5.7%、「2,000 万円～3,000 万円未満」が 5.2%、「貯蓄はない」
が 12.6%、
「わからない」が 28.3%を占めている。
また、同居の有無別では、「貯蓄はない」は総数では一人暮らしが 20.9%、60 歳代では、
既婚（配偶者と離別）は「貯蓄はない」が 20.7%、「100 万円未満」も 20.7％となっている。
平均月収額別では、総数においては、「2,000 万円以上」の貯蓄があると回答した割合は、
月収額が多くなるほど、その割合も高い。60 歳代においては、「100 万円未満」は月収額が
低くなるほどその割合が高くなっている。
現在の経済的な暮らし向き別では、貯蓄が「増えた」人のうち暮らし向きが『心配である』
と回答した人（2.0%）より、
『心配ない』と回答した人（8.5%）で 6.5 ポイント、貯蓄が「減
った」人のうち『心配ない』と回答した人（38.3%）より、『心配である』と回答した人（55.4%）
で 17.1 ポイント、それぞれ高くなっている。
2,000 万円以上の貯蓄がある人は 60 歳代でも 5.8%しかおらず、
「1,000 万円～2,000 万円
未満」でも 8.5%程度である。貯蓄額が「100 万円未満」の 10.3%、
「貯蓄はない」の 12.6%
の人が老後の生活に不安を感じている。
貯蓄額が低い人ほど単身生活者の割合が高くなって
いる。

第4節 介護と高齢者
４－１

要介護・要支援認定者

現在、高齢者の要介護者等数は急速に増加しており、特に後期高齢者で割合が高い。介護
保険制度における要介護者又は要支援者と認定された者（以下「要介護者等」という。）の
うち、６５歳以上の者の数についてみると、2006（平成 18）年度末で 425.1 万人となって
おり、2001（平成 13）年度末から 137.4 万人増加している（図５）
。

１

この調査の対象者は全国の 55 歳以上の男女である。
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図 5

第１号被保険者（６５歳以上）の要介護度別認定者数の推移

資料出所 厚生労働省「介護保険事業状況報告書」
前期高齢者（65～74 歳）と後期高齢者（75 歳以上）について、要支援、要介護の認定を
受けた者のそれぞれの区分における人口に対する割合をみると、
前期高齢者は要支援の認定
を受けた者が 1.2％、要介護の認定を受けた者が 3.3％であるのに対して、後期高齢者で要
支援の認定を受けた者は 6.6％、要介護の認定を受けた者は 21.4％となっており、後期高齢
者になると要介護の認定を受ける者の割合が大きく上昇する１ 。
今後も要介護者等数が増加していくと予想される中、要介護者等と同居している主な介護
者の年齢についてみると、要介護者等が 65 歳以上の高齢者の場合、その主な介護者の半数
以上が 60 歳以上となっており、いわゆる「老老介護」２ のケースも相当数存在しているこ
とがわかる（図６）。

１
２

厚生労働省「介護保険状況報告書」
「老老介護」とは、介護する者と介護を受ける者がどちらも高齢者である場合を指す。
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図 6

６５歳以上の要介護者等と同居している主な介護者の年齢階級別構成割合

資料出所 厚生労働省「国民生活基礎調査」平成 16 年

４－２

介護にかかる費用

要介護等の増加に伴い、総介護費用が増加している。このことが、個人負担の介護保険料
増大を導いている。（図７）
図 7

介護保険財政の動向

16

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

資料出所 厚生労働省主催 第６３回市町村職員セミナーにおける説明資料

第5節 介護予防とは
特定高齢者とは、地方自治体が健康診断や本人の相談の際に、高齢者自身が生活機能評価
に記入したもの見て、
要支援や要介護になる可能性の高いと考えられた際に認定される高齢
者である。上記のように増大しつつある介護費用をこれ以上増大させないための介護予防が
重視されるようになってきた。
実際行われているのは以下のものである（表３）。これらのサービスを受けるためには、
地域包括支援センターによる「介護予防ケアプラン」が必要である。
表 3

介護予防施策

介護予防
特定高齢者施策

要支援や要介護になる可能性の高い虚弱な高齢者が対象
（市町村に「特定高齢者」と認められた方）
ア．特定高齢者把握事業
基本健康診査などによる虚弱な高齢者の把握
イ．通所型介護予防事業
地域の公民館などに通って受ける介護予防サービス
ウ．訪問型介護予防事業
通いのサービスが利用できない方へ自宅へ訪問してくれる介護予防
サービス

資料出所 アサヒビール健康保険組合 健康保険のしおり
また、健康に不安があり、健康を維持したいと考えている一般高齢者に関しては、ボラン
ティアの紹介や、
パンフレットによる介護予防の案内を地方自治体が独自の基準で行ってい
るので地域差がある。
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第２章 問題意識

第1節 生きがいのない単独世帯の高齢者
１－１

外出先の固定化

第１章で述べたように、外出先が買い物・通院が大半を占め、親戚との関わりや友人の訪
問の割合がとても尐ないこと１ がわかる。それによって、毎日の生活が固定化されているこ
とが推定される。そのように活動が尐ない生活が続くとこころと体の機能が低下し、要介護
状態へつながる危険性がある。

１－２

家族関係の希薄化

まず、家族と同居する高齢者が尐ない。２ 更に、家族とも関わりが尐ないことが多い。下
記のグラフからもわかるように、高齢者の親子の別居率が増えている。40％の高齢者が 60
分以上の距離に住んでいるので、あまり関わりがないことが推定できる。
図 8 妻の年齢別親との同別居・別居親との距離

１
２

第一章
第一章

第三節参照
第二節 参照
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資料出所 国立社会保障・人口問題研究所「全国家庭動向調査」

また、下記の図から、別居している子どもとの関係が他国と比較しても希薄化していること
がわかる。
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図 9 高齢者の人間関係の国際比較

１－３

地域コミュニティの希薄化
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次に地域コミュニティとの関係が弱くなっている。下記の図にあるように、地域活動に参
加したいと考える高齢者が年を取る毎に減っている。
図 10 高齢者の地域活動に対する参加意向

資料出所 総務庁「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」
高齢者の近所づきあいに関しても、年々交流が減っている。内閣府「高齢者の地域社会へ
の参加に関する意識調査（平成 16 年）」では、60 歳以上の高齢者の近所の人たちとの交流
についてみると、
「親しく付き合っている」は 52.0％、
「あいさつをする程度」は 40.9％と
なっている。過去の調査結果と比較すると、「親しくつきあっている」が減尐する傾向がみ
られる一方で、「あいさつをする程度」
、
「付き合いはほとんどしていない」が増加しており、
近所同士の結びつきが弱まっているといえる。１

１

図４参照

出典

内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」平成 16 年
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図 11

近所の人たちとの交流

資料出所 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」平成 16 年

１－４若い世代の関わり
高齢者は若い世代との交流機会を欲しているが、機会は豊富にないようである。下図をみ
てもわかるように若い世代との交流への参加について、
「積極的に参加したい」
、「できるか
ぎり参加したい」と肯定的にとらえている高齢者は５割程度に及び、実際に交流があるのは
47.2％であるが、
「よくある」と答えた人は 20.2％にとどまっている。また、交流機会があ
ると答えた数は減尐している。
図 12

若い世代との交流への参加意向
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資料出所 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成 15 年）
図 13 若い世代との交流の機会の有無

資料出所 内閣府「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」（平成 15 年）

第2節 人との関わりの減尐による健康状態悪化
第 1 章第１節で述べたように、高齢者人口の割合が増えていると同時に、介護保険費な
どの医療保険費が増大しつつある。老人人口を減らすことはできないので、いかに彼らに健
康に過ごしてもらうかが最重要課題となる。しかし、これまで述べてきたようなあまり人と
関わらない生活を高齢者がし続けることは、高齢者を健康の悪化へと導く。
なぜなら、健康な人が生活機能低下する要因に、「閉じこもり・無気力、いつも自信がな
い、生活に張りや満足感がない、やる気がおこらない、何もしたくない、腹の底から笑う機
会がない（刺激の不足）、やることがない、楽しみがない、やりたいことが見当たらない、
寂しいと感じる、一人でいる時間が長い」といった「人と関わる機会がないこと」が原因と
して挙げられるからである。ここでいう生活機能とは、
① 体・精神の働き、体の部分である「心身機能」
② ＡＤＬ（日常生活動作）・外出・家事・職業に関する生活行為全般である「活動」
③ 家庭や社会での役割を果たすことである「参加」
のすべてを含む包括概念である。これらが低下した場合、介護が必要となる。
更に、孤独死を招きやすい。なぜなら、孤独死を招きやすい環境要因として高齢者が「な
いないづくし」になっていることが挙げられる。
「ないないづくし」とは、
「あいさつしな
い・親類に連絡しない・仲間がいない」といった人と触れ合う機会の尐ない状態である。こ
のことによって、誰も一人暮らしの高齢者の健康変化に気づかずに、高齢者が孤独死してい
る。
よって、生きがいもなく人との関わりの尐ない状態は、健康状態の悪化・孤独死につなが
る危険性がある。
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第3節 公共サービスのアクセスのしにくさ
要支援になる危険性のある高齢者（特定高齢者）に対する支援策として、神戸市では地域
包括支援センターが生きがい対応型デイサービスを行っている。
しかし、現在健康な高齢者に対する介護予防などはなされていない。それによって、健康
を維持するためや、人々と関わるための環境が整っておらず、限られた生活環境で人と関わ
らずに暮らす高齢者の現状を変えるサービスは尐ない。
図 14

資料出所 神戸市 介護予防ガイドブック
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第３章 分析
今回は兵庫県神戸市東灘区にある社会福祉法人、二人同心会の東灘在宅福祉センターにて
ヒアリング調査を行なった。当センターでは地域包括支援センター、居宅介護支援事業（え
がおの窓口）
、デイサービス、生きがい対応型デイサービス（ハッピータイム）といった大
きく分けて４つの事業を行なっている。その中で地域包括支援センターの方々に話を伺っ
た。
地域包括支援センターは地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定のために必要な援
助を行なうことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の増進を包括的に支援すること
を目的として、包括的支援事業等を地域において一体的に実施する役割を担う中核的機関と
して設置されている（厚生労働省）
。

第1節 神戸市の取り組み
神戸市では地域包括支援センターを「あんしんすこやかセンター」と独自の愛称で呼んで
おり、介護保険法に基づき、神戸市からの委託によって運営されている。法的には法第 115
条の 21 により市町村が直接運営するとあるが、委託も可能とされており、神戸市全体で 77
圏域、74 センター全てが委託で運営されている。その運営母体は在宅介護支援センターの
設置者、社会福祉法人、医療法人、公益法人、ＮＰＯ法人など様々だ。また、74 という数
は神戸市内において概ね中学校区に一ヶ所の割合で設置されており、これは住民の生活圏
域、つまり買い物や通院など日常生活をする範囲を考慮したものとなっている。
ここで働く職員は保健師または看護師、社会福祉士、主任ケアマネジャー、見守り推進員
で、職員が連携して業務に取り組んでいる。この中で、見守り推進員は神戸市独自の職種で
あり、その業務内容については後に述べていく。
センターでの業務は高齢者の様々な相談に対し、総合的な窓口として高齢者のその状況、
問題の把握、そして支援、援助をしていくことである。具体的な業務として以下の５つが挙
がる。
① 介護予防ケアマネジメント
要介護または要支援認定において要支援１・要支援２と認定された高齢者や特定高齢者など
介護や支援が必要になるおそれのある高齢者が対象となっている。前者の要支援１・要支援
２の認定者への「予防給付（介護予防サービス）」と後者対象のサービス（あんしんすこや
かのプランの介護予防サービス）を適切に実施するためにケアプランの作成を行い、またサ
ービス実施後にその効果を評価し、必要に応じてケアプランの見直しを行なうものである。
ケアプランとは介護予防サービス計画のことをいう。
② 総合相談支援
地域の高齢者やその家族からの様々な相談業務対応や個別訪問、情報提供などを行なう。一
人一人どのような支援が必要かを把握し、適切なサービス利用の調整をする。
③ 権利擁護支援

25

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

平成１７年に制定された虐待防止法に基づいた高齢者虐待への対応、
悪質な訪問販売等によ
る消費者被害の防止、成年後見制度の活用の支援による高齢者の権利を擁護する。また地域
住民への啓発も行なっていく。成年後見制度とは日本では 1999 年 12 月の民法改正により
導入され、2000 年 4 月に施行された制度で、認知症などにより判断能力が不十分な人につ
いて、契約の締結を行なう代理人を選任し、本人が誤った判断により契約を締結した場合に
取り消すことを可能にするなど、これらの人を不利益から守るものである。
④ 包括的・継続的なケア体制の確立
ケアマネジャーへの助言・指導を、医療機関やサービス事業者など地域の関係機関との連携
支援やネットワーク構築をすることによって高齢者の心身の状態やその変化に合わせて、
必
要なサービスが提供できるようにするものである。
⑤ 地域見守り活動推進事業
これは神戸市独自の事業で、上記で挙げられた「見守り推進員」が主となって行なう事業で
ある。民生委員、自治会等と連携・協働を図りながら、地域住民間で見守りができるコミュ
ニティづくりを支援するとともに、介護予防の推進を図っていく。
あんしんすこやかセンターは地域の医療機関や地域団体、行政機関などと連携しており、
上記の「総合的な窓口」としての業務によって実態・状況を把握し、必要なサービスの利用
調整を行なっている。そうすることでネットワークを広げ、高齢者への新たな支援・援助の
手が伸びることとなる。このような連携体制の形成を支援しているのが、全市と各区に設置
されている地域包括支援センター運営協議会であり、また協議会ではあんしんすこやかセン
ターに対して事業内容の公正・中立性の確保やセンターの運営支援、評価も行なっている。

第2節 東灘区の取り組み（東灘在宅福祉センタ
ーを例にして）
平成 20 年度 11 月現在、東灘区には区内 11 圏域に 10 ヶ所あんしんすこやかセンターが
設置されており、介護予防から医療、介護まで様々な高齢者の状態に応じたサービスを提供
する中枢機関として、相談を受けたら、たらいまわしにせず調整まできちんとする「ワンス
トップサービス」の拠点として活動している。
本稿では詳しい具体的な取り組みとして東灘在宅福祉センターを例にして分析していく。
特にここでは神戸市独自の事業である地域見守り活動推進事業と生きがい対応型デイサー
ビスに注目する。

２－１

地域見守り活動推進事業

まず地域見守り推進事業を神戸市が始めた原点は平成 7 年 1 月 17 日に起きた阪神大震
災にある。元々神戸市では一人暮らし高齢者等に対する地域見守り活動を昭和 40 年代後半
から先駆的に開始し、展開してきた。当時は民生委員活動として友愛訪問を実施していた。
その後、昭和 53 年以降ボランティアによる友愛訪問グループの組織化が進められ、昭和 55
年からはふれあい給食サービスなどの住民間で交流事業などが展開された。しかし平成 7
年の阪神大震災により長年住み慣れた場所から仮設住宅や復興住宅に多くの一人暮らし高
齢者が移り住んだため、地域での見守り活動に限界が生じるようになる。また当時仮設住宅
入居者の相次ぐ孤独死が社会問題となった。孤独死については第 1 章第 3 節３－２で触れ
たとおりである。
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このような問題の対策として神戸市は、仮設住宅や復興住宅でのＬＳＡ１ や見守りサポー
ター、見守り推進員等の地域見守りの公的支援者の活動に取り組んだ。彼ら中心に、特に高
齢者の閉じこもり防止や安否確認、
さらに地域住民による見守りのためのコミュニティづく
りを重点的に行い、民生委員や友愛訪問グループ等と連携を図りながら、見守りが必要な世
帯を全市的にカバーしている。平成 12 年度からは復興住宅等以外の地域で、各区の社会福
祉協議会（以下、区社協）から見守りサポーターを派遣して民生委員・友愛訪問ボランティ
ア等とともに、地域見守りを推進してきた。そして平成 13 年度から、区社協の統括・支援
のもと市民に身近なあんしんすこやかセンターに新たに「見守り推進員」を配置して、民生
委員、友愛訪問ボランティア、見守りサポーター等と連携・協働を図りながら、地域住民間
で見守りができるコミュニティづくりを支援する新しい地域見守りシステムを全市的に展
開している。
このような経緯のもと、現在の地域見守り活動推進事業は行なわれている。事業の内容、
実際の活動について以下に述べていく。
見守り推進事業とは、上記のように震災の特例措置の一つとして、平成 13 年度から区内
十ヶ所（11 圏域）の、地域包括センター（あんしんすこやかセンター）に配置された神戸
市特有の制度である。各センターに見守り推進員を最低一人置くことが義務付けられてお
り、
おもに地域におけるひとり暮らしの高齢者などの安否確認や閉じこもり防止のサポート
をする役割を持っている。神戸市介護保険課によると、市内の一人暮らしの 65 歳以上で見
守りが必要な高齢者は 2007 年 12 月で 3 万 9990 人であった（図 15 参照）
。このような高
齢者を見守る活動は、推進員の他に、地域の民生委員２ や友愛訪問活動員３ らで成り立って
いる。

１
２

３

ライフサポートアドバイザー、生活援助員。
民生委員とは、民生委員法によって設置が定められ、児童福祉法によって民生委員が児童委員を兼ねることとなって
いる。民生委員・児童委員は、市町村に設置された民生委員推薦会によりその選考が行われ、都道府県知事に推薦さ
れる。都道府県知事は市町村で推薦された人々について都道府県に設置された地方社会福祉審議会に意見を聞いたの
ちに、厚生労働大臣が委嘱する。（全国民生委員児童委員ＨＰより抜粋）いわば行政ボランティアのような存在であ
り名誉職でもある。
友愛訪問活動委員とは，民生委員・児童委員と協力し，ひとり暮らし高齢者のお宅を訪問し，見守りや声かけを行う
ボランティアである。神戸市東灘区では，現在 67 グループ，約 330 名の友愛訪問ボランティアの皆さんが活動して
いる。（社会福祉法人 神戸市東灘区社会福祉協議会ＨＰより抜粋）
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図 15

地域見守り活動推進事業について（地域見守り体制）

資料出所 平成 19 年度第二回神戸市地域包括センター運営協議会
推進員は、自らがひとり暮らしの高齢者を訪問したりもするが、そのひとり暮らし高齢者
などを地域住民間で見守りができるよう地域コミュニティづくりを支援するとともに、介護
予防の推進を図るというように、見守り推進員が高齢者のいる地域に果たす役割は大きい。
見守り推進事業は，神戸市が各区社会福祉協議会１ を通じて地域包括支援センターに委託
をして，
全市の中学校区にある地域包括支援センターにセンター運営法人の職員を見守り推
進員としてひとりずつ配置し，区の社会福祉協議会の地域福祉活動コーディネーターが，本
事業に関するセンターの統括・支援などを行う。
次に，見守り推進員の具体的な活動内容を述べる。一つ目は，独居高齢者（65 歳以上の
高齢者が一人で住んでいるお宅）や高齢者世帯（75 歳以上の高齢者夫婦などが住んでいる
お宅で，老老世帯ともいう）の見守り活動や実態調査，情報提供などである。私達がインタ
ビューさせていただいた神戸市東灘区の地域包括センターの見守り推進員さんの話による
と，管轄地域内で見守り活動が必要とされている高齢者世帯が約 60 あり，地域の民生委員
や友愛訪問ボランティアと協力して一ヶ月に一回訪問をしているということであった。訪問
によって，高齢者の安否確認ができるだけでなく，痴呆症やうつ病の予防や早期発見，「振
り込め詐欺」などに対する注意の呼びかけなど幅広い効果が期待できる。見守り活動の対象
となっている高齢者は，特に引きこもりがちで地域との交流もないため，地道で継続的な見
守り活動が非常に重要なのである。
二つ目の内容として，広報誌の作成（年四回）がある。東灘区では「むすんでひらいて」
という名称である。介護予防の方法や，
「ふれあい喫茶」など様々なイベントの告知などが
のせられており，これをきっかけに，孤立しがちな高齢者をイベントに誘い出すことができ
る。
１

社会福祉協議会は，民間の社会福祉活動を推進することを目的とした営利を目的としない民間組織である。昭和 26
年に制定された社会福祉事業法（現在の社会福祉法）に基づき，設置されている。社会福祉協議会は，それぞれの都
道府県・市区町村で地域に暮らす人々のほか，民生委員・児童委員，社会福祉施設・社会福祉法人などの社会福祉関
係者，保健・医療・教育など関係機関の参加・協力のもと，地域の人びとが住み慣れたまちで安心して生活すること
のできる「福祉のまちづくり」の実現をめざしたさまざまな活動を行っている。（全国社会福祉協議会ＨＰより抜粋）
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また，民生委員など地域の関係機関との連携やネットワーク構築も，見守り推進員の重要
な仕事である。地域の課題についてより近い視点で把握している民生委員・児童委員に加え，
区役所、区社会福祉協議会、あんしんすこやかセンターなどが参加し、ひとり暮らしの高齢
者等、地域で見守りが必要な方の支援方法や関係機関との連携について話し合う「小地域見
守り連絡会」というものが開かれる。見守りが必要な高齢者についての情報交換や、高齢者
の福祉サービスについての情報提供、地域課題などについての話し合いを行う。この連絡会
によって，高齢者の情報を共有しあい，互いのネットワークを強化することができるのであ
る。
ほかには希望者から選定された対象者に対して大阪ガス株式会社の通信機能付ガスメー
ターと電話回線を用いて、1 日 1 回ガスの使用状況を自動的に把握し、ガスの使用量等の結
果を毎日、大阪ガスステーション 24 監視センターからガスメーターを設置している世帯か
ら最寄りのあんしんすこやかセンターや別居の家族等へＥメールを送信するというサービ
ス事業もある。あんしんすこやかセンターでは毎朝 9 時にＥメールを確認し、ガスの使用
量等がない場合には、センターの職員等が電話や直接訪問により安否確認を行なう。人の動
きを感知するＮＴＴセンサーを活用した見守りサービスもある。

２－２

地域見守り活動推進事業の効果・問題

見守り活動をすることでどのような影響、効果があるのだろうか。まずは一人で暮らし、
地域に心のより所のない高齢者に安心感を与えているというのがひとつある。
これはデータ
には現れにくい部分ではあるが、月に１回来てもらうことを楽しみにしている人もいる。実
際に「来てくれるだけで励みになる。」と復興住宅で暮らし始め 10 年になる志水さんは産
経ニュースのインタビューに対して答えている１ 。彼女は夫が亡くなった翌年の震災で移っ
てきたが、近所づきあいの慣れなさや高齢者コミュニティの維持の難しさも語られている。
自分から発信することを苦手とする人には来てくれるだけで有難いのである。また、高齢者
のみで生活している世帯の家族、親族も、遠方だとなかなか会いに行けないがこのようなサ
ービスがあることで安心感が増す。
この事業は孤独死を防止するために始まったものであり、実際に助かり、孤独死を防止で
きたケースもある。
平成 19 年度における緊急対応件数は 15 件であった。緊急対応の事例として、ガスメー
ターサービスを受けている神戸市長田区の 79 歳の女性は、ガス使用量０のため電話連絡を
したところ、狭心症のため、息が荒く、また本人より苦しいとの訴えがあり、民生委員に連
絡の上、訪問した。すると本人はベッドの横に寝ており、携帯用の酸素ボンベも在庫がない
ため、薬局まで買いに行った。従姉妹に連絡すると１～２時間で到着できるとのことで、本
人の状態を確認して訪問を終えた２ というものだ。ガスメーターだけでなく、直接訪問での
緊急対応ケースもある。
さらには直接お宅まで訪問することで生活をしている周りの環境を見ることができ、換気
扇や台所、トイレの使用状況を見れば、食事をしているか、便がちゃんと出ているか、掃除
する体力があるかがわかる。話すときは手を取って脈をみれば、それだけで健康状態が分か
ると言う３ 。また対応などから、健康状態だけでなく、悪徳商法や詐欺被害にあってないか
も知ることができる。
次に問題について触れる。問題として第一に挙がるのは人手不足であり、現在の事業は民
生委員が手伝ってくれている。
交通費程度が支給されるだけのいわゆる行政ボランティアで
１
２
３

2008.1.18 産経ニュース参照 http://sankei.jp.msn.com/affairs/disaster/080115/dst0801150504001-n1.htm
神戸市ＨＰ 震災資料室参照 http://www.city.kobe.jp/cityoffice/15/020/quake/keyword/k/k-70.html
2007.02.27 産経ニュース参照 http://www.sankei.co.jp/yuyulife/sonota/200702/snt070227003.htm
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住民の最初の相談窓口として活躍してくれているが、その後継者不足等問題がある。また個
人情報保護法制定１ などによる個人情報提供への抵抗意識が強くなってきている。例えば一
人暮らしの家に訪ねられたくない、住所や個人情報を広めたくない、知られたくないという
人の増加がある。

２－３

生きがい対応型デイサービス

次に生きがい対応型デイサービスの話に移る。これはあんしんすこやかプランの中でも、
要支援・要介護状態になるおそれのある高齢者への介護予防サービスのひとつである。他の
介護予防サービスには介護予防訪問指導、リハビリテーション専門相談、栄養改善のための
配食サービスがあり、450～700 円程度の実費のかかるものもある。
生きがい対応型デイサービスは、
地域福祉センターや公営住宅集会所などを利用したデイ
サービスで、介護予防型デイサービスと閉じこもり防止型デイサービスの二つに分かれる。
介護予防型デイサービスの目的は、介護予防の取り組みが必要な高齢者に、専門職による介
護予防を目的としたプログラムを実施しながら毎日の生活での見直しが必要な部分をアド
バイスすることである。このプログラムは無料で、原則 6 ヶ月、月 1 回 2 時間程度で主に 3
つのプログラムが行なわれている。一つ目が理学療法士等による運動指導や転倒予防体操、
バランス運動などの運動器の機能向上、
二つ目が管理栄養士による食事状況の確認などの栄
養改善、ここではおいしく食べるためのアドバイスをしたり、実物大の料理カードや食材カ
ードを利用したゲームをしたりなどで親近感を持ちながら楽しく受けられる工夫がなされ
ている。三つ目が口腔機能の向上で、歯科栄養士による口の状態の観察や口の手入れ指導を
内容としており、
ここでも先ほどと同様に唾液の分泌を促すマッサージ法などの体操やゲー
ムで高齢者が苦なく取り組めるようになっている。
閉じこもり防止型デイサービスは一人暮らしの高齢者などに生きがい作りを目的とする
デイサービスを実施している。このサービスは市が定めるところによると基本料金 300 円
と概ね 450 円程度の食費が実費として必要となる。しかし生活保護世帯は申告により基本
料が免除とすることができる。内容は健康体操などの日常動作訓練・昼食・趣味活動等であ
る。
東灘在宅福祉センターではこの二つを同じものとしてハッピータイムデイサービスと称
して活動している。「比較的元気だけど何かものたりない」
、「みんなと一緒に楽しく過ごし
たい」、
「介護予防はしたいけど難しそう」、
「近くで気軽に行ける場所はないかなあ」
という
キャッチフレーズをもとにパンフレット交付などで呼びかけをしている。
10:00 会場に集合
参加費支払い ７５０円（利用料３００円・昼食費４５０円）
健康チェック（血圧・体温・脈拍等 測定）
10:30 介護予防プログラム
運動器の機能向上（第２週）
栄養改善
（第３週）※
口腔機能の向上 （第４週）
※栄養改善のみ午後に実施予定
12:00 昼食
通常はお弁当を用意
１

だれもが安心して IT 社会の便益を享受するための制度的基盤として、平成１５年５月に成立し、公布され、１７年
４月に全面施行された。
この法律は、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的として、民間事業者の皆様が、
個人情報を取り扱う上でのルールを定めている（内閣府ＨＰより）。
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13:00 レクリエーション
ゲームや歌・工作や手芸・クッキングなど
14:30 ティータイム
15:00 終了
上記の表の流れで週に一度開催されている。また、お花見、遠足、夏祭り、社会見学、ク
リスマス会、お誕生日会、運動会、クッキング、カレンダー作りなど季節ごとのお楽しみ行
事がある。

２－４

生きがい対応型デイサービスの効果・問題

生きがい対応型デイサービスの効果は同じ地域の住民が集まることによって高齢者同
士の新しい関係を築くことができること、
そしてケアサービスを行うことで介護予防につな
がることである。
逆に生きがい対応型デイサービスの問題点も多々ある。まず、サービスを受給するにおい
て、センターまで通えない人に対しての送迎サービスはない。センターに行くには公共交通
機関または何らかの手段で自分から行かないといけないのである。
そして介護予防型デイサービスはサービスを受けられるかどうかが主観的なチェックリ
ストに基づくことも問題となっている。
基準に該当すれば自動的に特定高齢者に決定するの
で、センター職員が決定の判断を下すことはなく、選定の仕方にセンター職員も疑問を覚え
ている。
また介護予防型デイサービスは月に一度の開催しかなく、継続的なサービス給付ができな
いことや、専門職の人の手配が難しいことも課題となっており、専門職の人を呼べなくて実
行できないところもある。
他方、ボランティアの方々が手伝ってくれ、協力してくれているが、ボランティアは高齢者
で女性が多く、また企画・運営をするというような自分たちが主体となってやることには積
極的ではないことも改善されればセンター職員が他の業務に専念できると思われる。
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第４章 政策提言

第1節 地域見守り活動推進事業の普及
私達は、政策の一つとして、神戸市独自の制度である、地域見守り活動推進事業を提案す
る。
今日、高齢者を取り巻く環境は、詐欺などの犯罪の多発や、高齢者の孤立化からくるうつ
病化や孤独死、老老介護など、
様々な問題が高齢者の生活不安を増加させている状況である。
その中で、平成 7 年 1 月 17 日の阪神淡路大震災で被災した高齢者の孤立化を防ぐ目的から
端を発した、
神戸市独自の見守り推進事業は、
これから超高齢社会を迎えるわが国において、
地域見守りシステムの構築という非常に重要な役割を果たすと考えられる。全国にある地域
包括センターのよりよいあり方として、見守り推進員の配置を政策提言とする。
前章に述べてきた見守り推進員の活動は，
地域同士のつながりが希薄化していく現代社会
において非常に重要な意義を持っている。しかし一方で，前章で述べたような問題もあり，
改善の余地がある事業である。今後，日本全国に広める事業として，見守り活動推進事業に
おける問題点を大きく三つに分けて明らかにした上で，
よりよい見守り活動にするには何が
必要かを考察する。
まず一つ目に，前章であげた人手不足の問題がある。見守りが必要なお年寄りは年々増え
ており，見守り活動を必要とする高齢者は神戸市で約 4 万人である。見守り推進員だけで
なく，民生委員や友愛訪問ボランティアと協力して活動を行っている。しかし，民生委員の
なり手が年々減っていること，自治組織が十分でないことからの人手不足が問題である。こ
の尐ない人員でいかに活動を円滑に，かつ継続的に行うことができるかは，見守り推進員と
地域の連携にかかっている。そのため，見守り推進員を中核として，民生委員や地域ボラン
ティアが高齢者に関する情報を共有し協力しあうことが必要である。
小地域見守り連絡会は
三ヶ月に一回の割合で開催されるが，日々変わる地域の状況から見ても，最低，月一回の開
催がのぞましい。情報交換によって，より注意が必要な高齢者などの把握などができ，見守
りの目が隅々までに行き届くことが期待される。
また二つ目の問題として，見守り推進員の任期が比較的短いことがあげられる。在籍年数
3～4 年は，全体の四分の一強におさまり，1～2 年から 1 年未満の短期の委員は半数にのぼ
り，推進員の移動が多い。
（峯元佳世子 平成 16 年研究調査より）見守りを必要としてい
る高齢者に顕著であるのが，「引きこもり」や「地域とのかかわりを拒む」という特徴であ
る。そういった高齢者が心を開くようになるには，相応の時間をかけて同じ担当者が関係を
作っていくのが望ましい。それだけでなく，地域の民生委員やボランティアとの連携も欠か
せないものであるから，改善策として，見守り推進員の異動を極力減らし，より地域に密着
した存在にすることが優先であると考える。
三つ目は，プライバシーの問題である。2003 年 5 月に個人情報保護法が成立し，
「訪問
拒否」や「サービス拒否」などの高齢者本人の意思を尊重することによって活動が困難にな
る場合がある。一人暮らしの家に訪ねられたくない、住所や個人情報を広めたくない、知ら
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れたくないという人の増加がある。しかし，孤立した高齢者は心身ともに不安定な状態にあ
り，また痴呆などの症状から状況判断が的確に行えない場合もあるため，高齢者のプライバ
シーを確保しつつも，活動を続ける方法をとることが必要である。そのような高齢者には，
新聞受けや電気など生活の痕跡に常に注意を配ることの出来る民生委員やボランティアの
力が不可欠であり，上で述べたような，見守り推進員と地域の人々の連携を常に保っておく
ことが必要なのである。
これより見守り活動推進事業の全国展開に向けて述べていく。見守り活動推進事業は，神
戸市独自の事業であるが，これから全国的に取り入れられる可能性のある取り組みである。
しかし，事業としての形態でなくとも，以前からある地域同士のつながりやボランティア活
動が既に存在している地域には必ずしも必要ではないと言える。なぜならば，それぞれの地
域はそれぞれ異なる状況下にあり，
その地域にあった活動をすることが最も地域に密着して
いて，継続的に行うことの出来るものだからである。
では，どのような地域に見守り活動推進事業を導入していけばいいのか。私達が考える条
件は，Ⅰ.地震などの災害後の地域，Ⅱ比較的貧困な地域で，医療機関にかかることができ
ずにいる世帯が集まる地域 の二つである。神戸市は被災した高齢者の孤独死が相次いだこ
とがきっかけで，この事業を立ち上げた。災害などにより身寄りをなくした高齢者は，たと
え以前は元気であっても，うつやひきこもりになりやすい。また，医療機関に頻繁にかかる
ことができない高齢者の世帯にも同様に注意が必要である。
致命的な病気などの症状を見逃
さないためにも，継続的に見てくれる第三者の存在は必要であるのだ。
以上が，見守活動推進事業に関する政策提言である。

第2節 学生主体の取り組みの推進
分析で見てきたように、現在地域包括支援センターはスタッフが不足しており、高齢者に
対して十分な支援をできていない。そこで、私たちは地域の学生の力を高齢者への支援に取
り入れることを提案する。ここでは、ヒアリング調査を行った東灘区の地域包括支援センタ
ーをモデルとして提言を行う。
学生が高齢者を支援できる分野は、東灘在宅福祉センターの事業でいうと
「ふれあい喫茶」
などの元気な高齢者と特定高齢者を対象とする、センターが独自に行っているイベントであ
る。このような事業は任意で行われているため、センターによっては全く行っていないとこ
ろもある。神戸市も介護予防のために地域の事業者に委託して「生きがい対応型デイサービ
ス」を行っているが、これは特定高齢者と認定された者だけが申請をすることで利用できる
もので、だれもが気軽に利用できるものではない。考えられるアクターは、小・中・高校生
および大学生である。以下では具体的に①小・中・高校生②大学生の場合に分けて何をどの
ような形で行えるかという提案をする。

２－１

学生主体の取り組み

① 小・中・高校生の場合
平成 20 年版の高齢社会白書には「改訂学習指導要領の下、引き続き、児童生徒が高
齢社会の課題や高齢者に対する理解を深めるため、小・中・高等学校において、ボラン
ティアなど社会奉仕体験活動や、高齢者との交流活動等を含む体験活動の充実を図る。」
とある。これを根拠に小・中・高等学校で総合学習などの時間を使って高齢者と交流し、
高齢者が喜ぶようなイベントを企画・運営したりする機会を増やしていく。

33

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

イベントの例
小学生
中学・高校生
・給食交流会
・高齢者向けレクリエーションや音楽鑑賞会など
・授業中に練習した音楽や
の企画・運営
演劇などの発表会
・地域での奉仕活動を行う部活動・委員会の設置
・学童主催の交流イベント
―給食交流の事例 東京都小平市仲町小平第二小学校―１
小平第二小学校では 2001 年にミニデイサービスの施設として高齢者交流室が設けられ
た。現在 60～90 歳の比較的元気な約 140 人が登録しており、囲碁や将棋など趣味の活動を
とおして高齢者同士の交流を楽しんでいる。2005 年から小学生がこの交流室をほぼ毎日順
番で訪ね、高齢者と給食を食べる交流給食がスタートした。この取り組みは児童にも高齢者
にも好評で、自然体の交流が根付いている。
② 大学生の場合
大学生は小・中・高校生とは違って自分たちの興味に応じて自由に使える時間が多く、授
業など決められた枠の中ではなく、ゼミ・サークル・部活などの団体が主体的に高齢者向け
イベントの企画・運営を行っていくことが期待される。
神戸大学で、アンケート２ をとった結果、
「ふれあい喫茶のような行事に参加してみたい
ですか。
」という質問に対して「はい」と答えた学生は 137 人中 66 人で、48％を占めた。
図 16

ふれあい喫茶などの行事に
参加してみたいと思いますか

いいえ
71
52%

はい
66
48%

資料出所 石原享一研究会「ボランティアに関するアンケート」
（2008）の結果から作成
また、参加してみたいと答えた学生に「どのような形で参加したいですか？」と聞いたと
ころ、結果は以下のようになった。

１
２

朝日新聞 2007 年 11 月 23 日 朝刊より
アンケートは、2008 年 11 月に神戸大学で、文化系の部活に所属している生徒を対象にとった。対象者数は 150 人で
男女比は、男性 66 人、女性 84 人である。
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図 17
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資料出所 石原享一研究会「ボランティアに関するアンケート」
（2008）の結果から作成
いちばん多いのは「当日の手伝い（会場準備や買い出し等の雑用）」となっており、主体的
にイベントを進めていくことに抵抗がある人が多いことがうかがえる結果である。
しかし実
際に企画・運営にはそれほどの人数は必要なく、137 人中 21 人というのは十分な数字であ
る。大切なのは各役割を担う人の連携なので、それぞれの役割にまんべんなく希望があるこ
のアンケート結果は、むしろ大学生による事業実施の実現性の高さを示しているといえる。

２－２

地方自治体による情報発信・事業の推進

学生の力を引き出すためには、自治体による情報発信と事業を推進する姿勢が重要であ
る。そこで、小・中学校であれば神戸市、高等学校であれば兵庫県が高齢者との交流・高齢
者の孤立防止を目的としたイベントの実施などボランティア活動を通じた学びを推奨する。
これは、上述したように平成 20 年版の高齢社会白書に明記されている、小・中・高等学校
において、社会奉仕体験活動や高齢者との交流活動等の充実を図り、生徒が高齢社会の課題
や高齢者に対する理解を深めることを目指す、という姿勢と一致している。
大学生への情報発信は、まず地域包括支援センターから大学の事務局へ、そして事務局か
らサークル・部活・ゼミまたは個人への呼びかけを行う。
神戸大学でとったアンケートによると、
「ボランティア活動をしたことがありますか。」
とい
う問いに対して「いいえ」と答えた人は 150 人中 58 人で、その理由として「知らなかった」
を選んだ人が９人で約 15％、
「どうすればいいかわからなかった」を選んだ人が 15 人で約
25％あった。次に、「どんなきっかけがあればボランティア活動に参加しようと思いますか
（複数回答あり）
。
」という問いかけをしたところ一番多かった答えは「活動が楽しそうだっ
たら」59 人で、次いで「活動の情報があれば」18 人となっている。この 2 つのアンケート
結果から、ボランティア経験のない学生の中には興味はあるが情報がないためにできなかっ
たという学生がかなり存在し、
情報があればボランティアをやってみたいという学生もいる
ということがわかる。つまり情報発信をしていくことで、ボランティア経験がない学生や、
いまはボランティアをやっていない学生の参加を促すことが可能であるといえる。また、事
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務局からサークル・部活・ゼミなどのグループ単位で呼びかけを行っていくことで学生はい
ちからグループを立ち上げる必要がなく、さらに動きやすくなる。

２－３

地域包括支援センターとの連携

次に、この事業の中で地域包括支援センターが果たす役割について述べる。地域包括支援
センターは、小・中・高等学校、大学、神戸市または兵庫県と連携をとり、イベント運営の
中核という立場をとる。しかし実際の運営は学生の力に任せ、センターはあくまでイベント
の補助をする。センターの主な役割は、
① 大学事務局に学生への呼びかけを依頼。
② 自治体と連携し、小・中・高等学校へ子どもに高齢者問題を考えさせることの大切さ・
高齢者との交流行事やボランティアをやることの意義を伝えていく。
③ 学生や学校が出す行事の企画や運営方法などにアドバイスをし、高齢者にとってより良
いものにする手伝いをする。
④ 場所の提供
⑤ 高齢者への情報発信（見守りの時・センターでの行事の時など既存のネットワーク使用）
地域包括支援センターと学生、学校、地方自治体の連携のイメージを図にすると次のような
形である。
図 18

学生への呼びかけ依頼

大学

地域包括
支援センター

情報提供
参加学生募集

ゼミ

サー
クル

連携して行事を行う

高

部活
連携

連携して行事を行う

齢
者
へ

小・中・高等学校

呼びかけ・推奨

地方自治体
（市または県）

情
報
発
信

資料出所 石原享一研究会が独自に作成（2008）

２－４

費用

イベントの運営費用は、基本的に高齢者からイベントに応じて料金を取り、そのお金でま
かなうこととする。当日の出費はイベントごとに異なるが、例として「ふれあい喫茶」をあ
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げると、高齢者ひとりにつき 100 円程度の徴収で、お茶とお菓子、広報用のビラの印刷費
用程度がまかなえる。実際、東灘区在宅福祉センターでは、高齢者ひとりから 100 円を徴
収しており、
ふれあい喫茶１度につき 40 人～50 人の高齢者が参加するので、4000 円～5000
円が徴収できる。場所は東灘在宅福祉センターが提供するため場所代はかからない。運営ス
タッフもゲストもボランティアで、イベントの運営主体となる学生が行うか、もしくはボラ
ンティアでゲスト出演してくれる団体に依頼するため、人件費もかからない。大学生の活動
であれば、音楽・演劇・ダンス系の部活・サークルは非常に多様であり、友人間のネットワ
ークなどを利用すれば出演団体を探すことは難しくない。
運営主体となる学生・学校は費用について、高齢者にも運営主体にとっても負担になるよ
うなものではあってはならず、
無理なく気軽に続けられる継続性のあるシステムにすること
を重要視しなければならない。
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第５章 政策に伴う効果
前章で私たちは、大きく分けて二つの政策提言を行った。神戸市東灘区の取り組みに焦点
を当て、これらをモデル事業として発信することによって、他の自治体に対する高齢者事業
の動機付けとなるのではないかと私たちは考える。これらの政策提言は、全国規模で全ての
自治体に対し実施を要求するものではない。特に「見守り推進員」の制度については、自治
体の中には既存のボランティアスタッフや民生委員がその役割を果たしている場合もある。
神戸市の取り組みを紹介し、見守り推進員を行政が果たす役割として位置づけることで、孤
独死が多い、独居高齢者が多いなどの特徴がある地域の「見守り」事業を前進させることが
できることを期待している。
また、
これらの政策によって改善され得るのは高齢者の生活だけではないことを述べてお
きたい。いずれの政策提言も、何らかの問題を抱える高齢者の人びとの生活を向上させると
いう問題意識のもとで生まれたものである。しかし、実際に私たちの提案する政策によって、
地域のつながりがより強固なものになり、
学生と高齢者の交流といった異年齢間のつながり
も作り上げることができる。これらの政策提言は自治体の力によって実現されるものなの
で、地方自治体を活性化するためにも大きな役割を果たすだろう。
詳しく、二つの政策提言について効果を検証したい。

第1節 見守り推進員の設置について
神戸市のあんしんすこやかセンターで常駐している見守り推進員の存在は、
近年増え続け
ている独居高齢者のために欠かせない。2005 年国勢調査によると、全国の 65 歳以上の独
居者は 405 万人で、2000 年に比べ 33％増えた。高齢者全体の 15％を占め、男性の 10 人に
1 人、女性では 5 人に 1 人が独り暮らしだ。一人暮らしの高齢者はこれからも増加し続ける
ことが見込まれている。その際に心配されるのが「孤独死」の問題である。厚生労働省でも、
独居高齢者の死亡率が急激な伸びを示していることを受けて
「高齢者等が一人でも安心して
暮らせるコミュニティづくり推進会議（「孤立死」ゼロを目指して）」を開催している。高齢
者問題の中でも孤立死の問題は重要な位置づけとなっている。
見守り推進員の設置は神戸市が独自に行っているものであるが、孤立死が増加している
今、独居高齢者の多い大阪市（毎年 100 件を超える孤立死がある１ ）など、自治体に寄って
は設置を義務付けるべきところもあると私たちは考える。見守り推進委員を設置すること
で、見守り推進委員は地域の民生委員との連携を密にし、民生委員とあんしんすこやかセン
ター（地域包括支援センター）の情報交換が活発になることも期待される。

１

『大阪日日新聞』2007 年 10 月 27 日
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第2節 学生主体の取り組み推進について
東灘区のあんしんすこやかセンターで行われていた様々な取り組みは、
現状のままでは職
員の負担が大きすぎる。しかしふれあい喫茶などの事業はとても人気があり、高齢者にとっ
て必要なサービスである。このイベントや取り組みの運営を学生が主体となって行うこと
で、あんしんすこやかセンターの職員は正規の仕事に専念することができる。この正規の仕
事とは厚生労働省が介護保険法改正の際に重視した「介護予防」の事業である。地域包括支
援センターの職員は社会福祉士、主任ケアマネージャー、保健師など専門職のソーシャルワ
ーカーであり、彼らの仕事が充実したものになれば、高齢者に対する介護予防事業もさらに
充実したものになることが見込まれよう。
さらに、小学生から大学生までの学生が高齢者と交流することは、高齢者にとっても学生
にとっても貴重な経験となる。学生が若い時から地域の奉仕活動にかかわっていくことは、
将来的にも地域のコミュニティの中で主体的に動くきっかけになり得る。また、高齢者から
は若い世代との交流によって元気をもらえるという声も多い。学生と高齢者の交流があれ
ば、地域内の人と人とのつながりが密になることも期待される。異世代間のつながりを大切
にすることが、地域の活性化に貢献するのである。
また、いま地域包括支援センターで行っているイベントの枠にとらわれず、さらに積極的
に高齢者が関わり、主体的に生きがい作りを行っていけるように、高齢者自身も学生ととも
にイベントを企画・運営するなど、イベントが継続的に行われる中で発展していくことが望
ましい。
上記のように、私たちの政策提言から得られる効果は高齢者の生活だけに留まらず、地域
のネットワークを形成する上でも非常に効果的であることが分かる。
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【補足資料１】アンケート
ボランティアに関するアンケート
神戸大学国際文化学部

石原ゼミ

※このアンケートで得た情報は、私たちのゼミが ISFJ 日本政策学生会議に提出する論文に使用するもの
です。それ以外の目的に使用することはありません。

☆該当するものに丸をつけてください。
１．性別
２．あなたはボランティア活動をしたことがありますか。

（ 男 ・ 女 ）
（ はい ・ いいえ

）

２で「はい」と答えた方に質問です
３．そのボランティア活動は、高齢者を対象としたものですか。（ はい ・ いいえ ）
４．なぜそのボランティア活動をしようと思ったのですか。（複数回答可）
（ 興味があったから ・ 学校の授業の一環だったから ・ 友達がやっていたか
ら ・ その他…
）
２で「いいえ」と答えた方に質問です
５． ボランティア活動をしなかった理由は何ですか。
（ 活動を知らなかったから ・ 知っていたが、時間がなかったから ・ 興味がなかっ
たから ・ どうすればいいか分からなかったから ・
その他…
）
６．どんなきっかけがあればボランティア活動に参加しようと思いますか。
（ 活動が楽しそうだったら ・ 活動の情報があれば ・ 授業の単位になれば ・ 謝
礼が出れば ・ その他…
）
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現在、介護保険法によって中学校区にひとつ地域包括支援センターが設置されています。ここ
では、高齢者ができる限り介護が必要な状態とならないようにするための取り組みを行っていま
す。
東灘区在宅福祉センターの地域包括支援センターでは、高齢者の孤立防止のためにさまざまな
行事を行っています。
Ex. ふれあい喫茶（楽器の演奏やダンス、レク等）・懐かシネマ（映画上映会）・音楽教室など
しかし基本的にスタッフが不足しており、サービスにも限界があるのが現状です。
現在センターが行っている行事は、専門的な知識がなくてもできるものなので、地域の人が自
主的に運営することによって、センターの負担が減り、センターは高齢者への専門的なサービ
スを充実させることに力を入れることができると考えられます。
そこで質問です。
① ふれあい喫茶などの行事に参加してみたいと思いますか。
（ はい
はいと答えた方
② どのような形で参加したいですか？（複数回答）
ⅰ 企画・運営
ⅱ ビラづくり
ⅲ 当日の進行
ⅳ 当日のおてつだい（会場準備・買出し等の雑用）
ⅴ ゲスト
ⅵ なんでもやってみたい
ご協力ありがとうございました♪

42

・

いいえ

）

ＩＳＦＪ政策フォーラム２００８発表論文 20th – 21st Dec. 2008

【参考資料２】アンケート結果
A集団
男
ボランティア経験あり
ボランティア経験なし
計

女
23
23
46

24
15
39

ボランティア経験をした理由
男
女
興味
12
学校の授業
8
友達がやっていた
3
計
23
その他の意見

B集団
男

計

女

A＋B
男

計

女

計

47
38
85

14
6
20

31
14
45

45
20
65

37
29
66

55
29
84

92
58
150

27
18
5
50

0
8
0
8

7
18
4
29

7
26
4
37

12
16
3
31

22
28
6
56

34
44
9
87

計
15
10
2
27

委員会が主催していた
スカウトに所属
阪神淡路大震災の募金活動

部活で
イベントで

ボランティアは高齢者に関するものか
男
女
計
はい
5
12
いいえ
17
10
計
22
22

17
27
44

5
14
19

13
18
31

18
32
50

10
31
41

25
28
53

35
59
94

ボランティアをしなかった理由
男
女
知らなかった
3
時間が無かった
4
興味が無かった
11
わからなかった
4
その他
2
計
24

5
11
15
11
3
45

2
1
3
0
1
7

2
4
5
4
0
15

4
5
8
4
1
22

5
5
14
4
3
31

4
11
9
11
1
36

9
16
23
15
4
67

25
6
5
3
0
39

27
5
7
7
3
49

32
13
7
2
4
58

59
18
14
9
7
107

その他の意見

なんとなく
きっかけが無かった

これがあればボランティアしたい
男
女
楽しそう
17
活動の情報
4
授業の単位
5
謝礼
5
その他
3
計
34
その他の意見

計
2
7
4
7
1
21

意識してやろうと思わなかった

計
17
8
4
1
4
34

34
12
9
6
7
68

友達に誘われる
申し込みが手軽
参加しやすい

10
1
2
2
0
15

15
5
3
1
0
24

自分の興味に合えば
それに意義が見出せれば

ふれあい喫茶に参加してみたいと思うか
男
女
計
はい
11
23
いいえ
24
14
計
35
37

34
38
72

6
14
20

26
19
45

32
33
65

17
38
55

49
33
82

66
71
137

どんな風に関わりたいか
男
企画・運営
ビラ
当日の進行
当時のお手伝い
ゲスト
なんでも
計

15
4
10
15
9
13
66

1
2
0
2
3
1
9

5
7
2
14
9
4
41

6
9
2
16
12
5
50

5
5
6
8
8
5
37

16
8
6
23
13
13
79

21
13
12
31
21
18
116

女
4
3
6
6
5
4
28

計
11
1
4
9
4
9
38
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