
 

川合秀治全老健会長と老健施設にかかわりの深い関係団体や、 

有識者との対談シリーズ「これからのケアを考える」、 

第8回目は齊藤秀樹全国老人クラブ連合会事務局長をお招きした。 

 

厚労省の社会保障審議会介護給付費分科会委員でもある齊藤氏は、 

12万を超える全国の老人クラブ（約762万人）をまとめる立場で、 

「地域で支える『共助』のしくみづくり」を進めている。 

対談を通して、これからの地域づくりと老健施設のあり方に 

大きな示唆をいただいた。 

 

（編集部） 
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がさらに高まり、本人・家族の意欲の向上にもつ
ながると思います。

ユーザー側が選択権を
持っている重要性

川合 老健施設の使い勝手のよさは、私は「出入
り」だと思います。ずっと施設に居続けるのでは
なく、環境をときどき変える。認知症の方は環境
が変わると随伴症状が増悪するといわれますが、
それは否定のための議論です。環境が変わった方
を放って置いていたら、それは増悪します。そう
したときにどうアプローチしていくのかがポイン
トです。
日本のように経済も文化も成熟した国の社会保
障制度は、困っている人たちの状態を少しでもよ
くするために選択肢がある制度でないといけない
と思います。終戦直後のように、国が施して救済
するという考えではなく、ユーザー側に選択権を
持ってもらうことが必要です。
そういう意味では、介護保険ができたときに措
置制度がなくなったため、ある人は「管理しにく
くなった」というかもしれませんが、それは利用
者の立場に立っていない管理者の発想です。「ど
こそこの施設に行きなさい」、「あなたの限度額は
ここまでだ」などの押しつけは望ましくありません。
齊藤 介護保険が始まって10年経ちますが、「措
置」から「契約」という制度になり、「選択できる」
ようになったことは画期的な変化です。特定の人
たちだけが利用できるサービスではなくなったの
です。介護保険制度の10年の歴史の評価はいろ
いろあるでしょうが、介護保険がなければどうな
っていたのかと考えると、介護保険ができた意義
は非常に大きなものがあります。
ただし利用者から見ると、まだまだ「選択がで
きる」ほどの十分な環境ではありません。特に施
設系は需要が高く、「とにかくどこでもよいから助

けてほしい。特養であろうが、病院であろうが、
老健施設であろうが、選んではいられない」とい
うせっぱ詰まった現状があると思います。

上の階には住みたがらない
“ニュータウン”の住民

齊藤 例えば、東京の多摩ニュータウン、大阪の
千里ニュータウンなど、広大な土地に新興の集合
住宅を建てた時代に、そこに入ったのは若い世代
でした。労働者が都市に集まってきて、その人た
ちの需要をどう満たすかという時代だったのです。
エレベーターがない 5 階建てに多くの若い人たち
が入居し、学校・幼稚園・保育所なども足りなか
った時代でした。
ところが現在、千里ニュータウンでは子どもは
みんな外に出て行き、そこには老いを迎えた親た
ちだけが残されました。「もう、毎日歩いて5 階ま
で昇り降りできない」と、上の階に住みたがる人
はほとんどいません。ニュータウンの入居者の多
くが高齢期を迎えた今、住宅政策を大きく変えざ
るを得ない時期に来ています。
川合 ニュータウンや町中の児童公園の遊具が壊
れていると報じられています。先の対談（本誌 4 
月号）で産業医大の松田晋哉教授が、中国には児
童公園ではなく、高齢者が太極拳をする場所や、
高齢者用の遊具が町のいたる所にあると言ってい
ました。日本もそろそろそうした発想に変えなけ
ればいけません。

今まで価値があったものを
異なる視点から見直す時代に

齊藤 世の中は目に見えて変わってきたと痛感し
ます。ユニバーサルデザインも最近は定着してき
ました。障害者や高齢者をターゲットとして、利
用しやすいものにしていこうという流れです。そ
うした方々が使えるものは、より多くの方が利用
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目からウロコの
短期集中リハビリ

川合 昨年の介護報酬改定で大きな評価をいただ
いた認知症短期集中リハビリの背景には、それま
での 3 年にわたり外部有識者に参加いただいて行
った研究成果があります。また、このリハビリは
本当に効果があるということを、全国の老健施設
が自信を持って地域のケアマネジャーに説明に行
くためのパンフレットも作成しました。せっかく
こうしたサービスが認められたのですから、受け
身ではなく積極的に実践・普及していかなければ
なりません。
齊藤 これは平成21年度介護報酬改定のヒット

です。大いに期待しています。リハビリ自体に対
する一般認識は高まってきたと思いますが、「短
期に集中する」という発想は目からウロコでした。
川合 リピーターとして何度も繰り返し老健施設
と在宅を往復する方に、短期で集中的なリハビリ
を行う。さらに、器械を使わなくても自宅でペット
ボトルを 2 個持って運動する、あるいは日本人が
かつて行ったような乾布摩擦や下駄での足踏みを
行えば、介護予防のリハビリにもなると思います。
齊藤 やはり幅広い人たちが気軽に行えるかどう
かが課題としてあるわけです。この短期集中リハ
ビリは、利用者にとって効果が検証できるという
意味で非常に魅力的です。効果があるという事例
がたくさん出ると、リハビリに対する関心や期待
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組みとしては現実的ではないかと思います。
齊藤 介護事業経営実態調査で規模の話が出てい
ますが、ある程度のスケールメリットがないと、
経営はなかなか厳しいものがあると感じます。適
正規模はどれくらいなのかという議論が必要でし
ょう。どの規模が効率的なのかがまさしく問われ
ているわけで、実態調査では規模を基軸とするこ
とが重要なポイントと思います。
先日起こった札幌の施設火災にしても、民家の
ような建物を使ってでも介護サービスの数を増や
さなければいけないという事情が背景にある。一
方で、防災的な観点から住宅のあり方を考えたと
きには、多少経費がかかったとしても、食堂や居室
など人が集まる場所に不燃材などを効果的に使用
すれば解決するケースも結構あると思うのです。

情報の行き届かない
高齢者が少なくない

川合 地域特性もさまざまななかで、老人クラブ
を全国組織の連合会として 1 つにまとめるのは大
変な仕事だろうと思います。今までの老人クラブ
はゲートボールや市民の会など、いわゆる特定高
齢者以前の方々が対象でした。そこにわれわれの
ような団塊の世代が入ったとき、これまでの老人
クラブとは違いが生じるのでしょうか。
齊藤 劇的に変わっていかなければいけないだろ
うと思います。もともと老人クラブというのは高
齢者の生きがい対策を重点としたもので、それを
ベースに、集まって楽しいことを第一にしています。
問題なのは、情報が行き届かない高齢者が少な
くないことです。これだけテレビがあり、新聞が
あって、情報が入りやすいはずなのに、見ていて
も耳をふさいだり、目をつぶった状態になってい
たりします。例えば、振り込め詐欺があれだけニ
ュースになればだまされる人はいないだろうと思
えますが、いっこうに減らない。つまり、自分に

は関係のないことだと思っている方々が少なくな
いのです。孤立型の高齢者にその傾向があります。
老人クラブに入るかどうかではなく、地域とのつ
ながりがあり、他人とのパイプが豊かな人は口コ
ミ情報でつながっているのです。介護の世界で、
行政がいくら特定高齢者を集めようとしても苦労
しているのは、孤立する傾向の人が多く、情報が
届かないことに原因があると思います。
当連合会の斎藤十朗会長が特に強調しているの
は、「老人クラブは介護予防そのものだ」というこ
とです。もう少し意識して健康を保つこと、介護
が必要になるまでの時間をできるだけ先延ばしす
ること。それに集団で取り組むことは、社会的に
非常に大きな意味があります。
老人クラブ活動はこのように広くとらえるべき
で、老人クラブでのさまざまな活動自体がリハビ
リになったり、精神的なケアになったりするのだ
ろうと思います。
川合 ところで、私の遠縁にあたる方が大阪の商
店街連合会の会長をしていて、「特養、老健施設、
療養病床、急性期病院、在宅と言うけど、さっぱ
りわからん。説明せい！」と言われました。これ
に応えていくことが地域づくりの第一歩だと思い
ます。
齊藤 方向性としては地域包括ケアには大賛成で
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できるものへと広がっていきます。
歩道橋でも、最近はいろいろなバリエーション
があります。かつて社会全体が元気な時代には
「安全」を第一に考えて歩道橋がつくられました。
障害者や高齢者をあまり意識しなくてもよい時代
には、確かに歩道橋は「安全」を確保してくれる
だけでよかったのです。しかし、今日は高齢者が
多くなり、障害者が町に出ていく時代であり、歩
道橋そのものがバリアになってしまっています。
高齢者だけではなく、元気な人たちも町中のバ
リアを「これって一体何だろうね」と考え始めた。
今まで価値があってよいものだと思ってきたもの
を、改めて異なる視点から見直していくといった
ことが広がってきていると思います。
川合 その象徴的な歩道橋が大阪の天王寺にあり
ます。螺旋形で高さは駅舎の 4 階と同じです。こ
れは元気な人でもしんどいと思います。その向か
いにある大学の若い学生なら、こうした歩道橋で
も問題ないのでしょうが。
齊藤 障害者と高齢者の相違は、高齢者はいきな
り現在の高齢な状態になったのではないというこ
とです。かつて元気に螺旋階段を昇っていた時代
もありましたが、だんだん階段の昇り降りがきつ
くなり、ついには階段を使うことをあきらめるよ
うになるのです。これはバリアに対して、ある意

味で順応しながらも身体の劣化を許容していくと
いうプロセスです。
施設利用者も同様に、自分の老いを受容し、次
第によくなることへの期待が薄らいでいく。私が
短期集中リハビリに大変興味を持ったのは、そう
した萎えていく気持ちに対して「いや、そうでは
ない」と、老健施設の力によって見せてもらえる
可能性があると期待したからです。

「順応とあきらめは同じ」
を問い直す

川合 今おっしゃった順応することとあきらめる
ことは同じですね。われわれが薬が効いたと思っ
ても、実は高齢者があきらめたからかもしれませ
ん。“大人しくなった”ときは、実は本人があき
らめたときなのではないでしょうか。われわれの
20年後、30年後がそういう状態でよいのかとい
うことを、われわれ自身が問い直さないといけま
せん。老健施設は騒々しくてもよいので、入所し
ておられる認知症の方とできるだけ楽しく、にぎ
やかに過ごせる場をつくろうと呼びかけています。
それともう 1 つ、全国老人クラブ連合会と手を
取り合っていきたいのは、「認知症サポーター100
万人運動」です。加入者が170万を超え、確かに
数は増えたのですが、サポーターが果たす受け皿
の役割は不十分だと思います。では、そういう機
能を持っているのはどこかと考えたら、老健施設
の通所リハビリや短期入所療養介護ではないかと
思いました。この10年の運動の後半は老健施設
が乗り出すことを考えています。
理想を言えば、小規模多機能施設がふさわしい
でしょう。しかし運営上、小規模多機能施設が有
機的に働くかというと採算性などからなかなか難
しいかもしれません。そこでわれわれのように
100床から150床くらいの施設がサテライトをつ
くり、労務管理、教育管理を行っていくほうが仕
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そういう意味では、住宅のつくり方も考えてい
かなければいけないと思います。高度経済成長期
にプライバシーを尊重し、5 階建ての大規模団地
では 2 世帯が向かい合わせになるように階段をつ
くりました。すると、その階段を利用するのは10
世帯だけです。背中合わせの壁 1 つ向こう側には
独り暮らしで孤立している方がいます。これが問
題です。
コミュニケーションは、意識的に行わずとも昔
の長屋のように互いの生活が感じられる程度あれ
ば自ずととれるものです。単身世帯が増えていく
ことを前提にすると、見えているのに見ていない
ような関係で、「明かりがついているな」、「今日は
遅いな」ということが外から感じられるような関
係が地域にないと、いざという緊急時には対応で
きないのです。
川合 都市生活者に、いまさら田舎に帰れと言っ
ても無理でしょう。また、地域に残っている若い
方々が、自信を持ってそこに居続けることも難し
いかもしれません。そうならば、千葉の柏市、東
京の多摩ニュータウン、大阪の泉北ニュータウン
などで始まっている社会実験をしていかないとい
けないわけです。
齊藤 あるところまで行き着くと、「これではい
かん」と地域のコミュニティーを再生する動きが
出てきています。人間の知恵はすばらしいものだ
と思います。絆の大切さを発見し始めて、もう一
度地域を見つめ直そうとしています。
例えば、3 度の食事のうち、1 回でもみんなで
とれる地域の食堂があれば、そこで楽しみと栄養
が補給できます。1 日の生活のなかで、人と交わ
ってコミュニケーションをとる機会ができます。
そういうことがあればこそ地域で生活を継続でき
るのです。
大阪ではお茶 1 杯で集まれるサロンをつくり、
誰もがいつでもそこに行って、コーヒーを 1 杯

100円で飲み、気の向くまま好きなだけおしゃべ
りをする新しい場をつくっていく試みが始まって
います。住民が自分たちの力でできる部分を行い、
専門家がその周りとつないでいく。
特養があり、一方で非常に専門的な医療もある。
老健施設はその真ん中にいるわけです。高齢者の
側から見ると、老健施設の利用者の健康状態はさ
まざまです。自宅と行き来できるくらい健康度の
高い人、在宅復帰がなかなか難しい医療依存度が
高い人など、対象となる利用者の間口が非常に広い。
川合 私はトリアージストをめざしたいのです。
ほのぼのとした関係で、お茶飲み友達でトリアー
ジストになれないかと考えています。
齊藤 ぜひ、地域の方に目を向けた先生方の取り
組みが今後広がっていくことに期待します。
川合 やはり老健施設といっても特色がいろいろ
あろうかと思います。しかし基本は、在宅で困っ
ている方をどうサポートしていくかということだ
と思います。困っている方に対して、われわれの
サービスがどう対応できるのかです。今後、老人
クラブと地域で手を携え、地域コミュニティーの
形成に役立ちたいと思います。
齊藤 老人クラブがおむつたたみや踊りの披露な
どのお手伝いで特養に行っている事例が随分あり
ます。高齢者のパワーを活かすボランティア活動、
お手伝いができることがあれば、それを通じて老
健施設の仕事を理解し、自分たちが期待されてい
ることに気づき理解も深まる。そういう活動をぜ
ひ進めていきたいと思います。
川合 ほとんどの老健施設が、社会福祉協議会の
ボランティアクラブとつながり、いろいろやって
いただいています。それプラス、入所者・退所者
が社会参加できるようなシステムづくりも進めよ
うと考えています。
本日はお忙しいところどうもありがとうござい
ました。
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すが、国民的な目線でみると、「ちょっと待って」
と言いたい。地域医療が危機的な状態になり、頼
みにしていた病院もなくなったり、医師がどんど
ん減って診療科も少なくなったりするなかで、今
後は一体どうなるのだろうという不安が多くの地
域に出てきました。介護保険も10年でかたちが
できたことは大変評価すべきだと思いますが、一
方で、地域のインフォーマルな支援サービスを介
護保険に委ねてしまったところから歪みが生じて
います。
市町村は独自の福祉サービスを広めようと努力
を積み重ねてきましたが、介護保険で少し安心し
てしまったのか、どうもそれに頼り切る傾向がみ
られます。また住民側も配食サービスなどを積み
上げてきましたが、高齢者がデイサービスなどに
通うようになると、自分たちがいなくてもよいと
いう風潮が出てきているように思います。

将来ビジョンがないまま
負担だけが一人歩き

齊藤 今こそ、もう1 度ねじを巻き戻すときだと
感じます。積み上げていくのは相当な苦労と時間
を要します。しかし壊れるのは一瞬です。地域包
括ケアで地域全体をサポートしていく実像は、一
体何年後に描けるのか。
医療・介護・地域包括ケアにしても、共通のビ
ジョンを描きにくく、姿が見えてこない。姿が見
えないなかで負担の話ばかりです。何も状況が変
わらないのに、負担だけが一人歩きしていくよう
なイメージが国民全体にあるような気がします。
これは不幸な話で、結局、負担に対する理解も得
られませんし、期待されることもないでしょう。
社会保障で一番大事なのは、みんなが安心でき
ることであり、高齢者にとっては長生きをしてよ
かったと思えるような社会をつくることだと思い
ます。言い換えると、将来に対する安心をどう担

保するかです。
川合 安心できる社会とは、具体的に何なのか。
実は100万人サポーター運動も、あるいは介護予
防としての老人クラブ活動も、実はそうしたコミ
ュニティー形成なのだと思います。コミュニティ
ーに教育・福祉・医療を築き上げ、鳥瞰的

ちょうかんてき

なビジ
ョンをわれわれが提言していくべき時代だろうと
思います。
そのためには老人クラブも老健施設も、介護予
防やリピーターも含めて、安心して入り、安心し
て出られる、いつでも出入りが自由で、短期集中
リハビリで賦活化される。そういう情報を発信し
続けることです。
齊藤 町村合併の前の少し小さな規模ぐらい、人
の関係が見えるくらいの広さにしていく。その際、
介護も地域の支援サービスも非常に大事ですが、
やはり安心の支えとなるのは医療です。それは何
も大きな病院ではなくても、親しみのある近しい
関係のなかに安心できる仕組みがあることが高齢
者にとっては大事です。その意味からすると、老
健施設は介護保険しか使えないというのではなく、
ある条件を満たせば医療保険も使えるようにする
と利用者も安心なのではないでしょうか。

単身世帯が増え
意識的なつながりを

齊藤 われわれの組織に限らず、恐らくみなさん
は集団化することが非常に苦手になってきていま
す。とにかく同じ旗のもとに集まることが不得意
になりました。ですから、今のような組織の形態
を維持することは、今後は難しくなると思います。
一方で、世帯種別で見ると、間もなく単身世帯数
がトップになります。しかも高齢者の単身世帯が
増えてきますので、意識的につながりを持つ仕組
みが地域に多くできてこないと、本当に孤立化し
てしまいかねません。
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