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家庭科教育で育てたい福祉感覚
－福祉はライフラインー

富士栄登美子

【要旨】衝齢者介謹の問題は国際的にも大きな社会問題の‐つとなっている。高齢者を介謹するシステムはどうある

べきか，福祉をどう述携させたらよいのか。ＯＥＣＤの会議での合意である［aginginplace］を実現する福祉の感覚

を今の簡校ﾉﾋに育てておきたい。介護の問題はひとつの側面ではあるが，社会が今どう取り組もうとしているのかを

剛ることは，家庭科教育の`|｣で社会のiii祉ニーズにあった教育を進めていくのに役立つと考えた。

【キーワード】倒齢街介護，老人補祉，ライフライン，在宅介護，言葉がけ，新ゴールドプラン

地域で支える在宅福祉を進めるとき，高齢者を介護し

ていくシステムはどうあったらいいのかについても考え

てみたいと思う。

Ｉはじめに

1994f|具に/|皇まれた新他児のうち，女子の70％以上，男

子の約半数は，８０歳まで生がすると予想されている。高

齢誉と呼ばれる65歳以上の老年人口比率が14％に達し，

厨齢社会となった}J本は，長寿大国として高齢者福祉対

策が緊急の課題となっている。今の高校生が40代の中堅

になる2020年には，全体の24％が高齢者となり，彼らが

この24％を支えなければならない。

今や，１世代が80代，２世代が60代，３世代が30代の

時代となり，介護者の49％が60歳以上で，そのうちの２２

％が70歳以上であり，高齢者が高齢者を介護している現

状である｡､’つまり，定年後の人々が親を介護している

のである。このような時代を生きる今の生徒たちに何を

どのように教えたらよいのだろうか。

制度とか施設などのいわゆるハード面も急いで整備し

なければならないが，一万で私たちがどんな生き方をす

るか，＃轌刀というソフトの部分をどのように展開させ，

どのように自分を育てていくのかが大切で，しかも，生

き方というのは，一人一人がどんな価値観をもって生き

るかということにつながるわけで，こうしたソフトの部

分も家庭科の授業の中で生徒たちに考えさせたい。

ゴールドプランが出されて５年たった現在，さらに，

新ゴールドプランが，福祉は権利として受けられるもの

であるとの基本理念として打ち出された。福祉は必要と

する人全てのものであり，誰でも，いつでも，どこでも

受けられるとの福祉の感覚を高校家庭科教育の中で育て

ておきたい。

阪神大震災のときに，盛んに使われた"ライフライン”

であるが，自分の家で暮らすための生活支援を受ける福

祉，これも高齢社会にあっては，ライプラインなのであ

る。こうした意識を私たちがもって暮らしていくことも

定着させたい。

Ⅱ高齢化の進行

９４年の厚生省調査の「簡易生命表」によると，９５年の

日本の平均寿命は，男性76.57歳，女性82.98歳であり，

女性は，８５年から10年連続，男性も86年から９年連続し

て世界一の長寿となっている。ちなみに，1947年の頃の

平均寿命は，男性50.06歳，女性53.96歳であった。総理

府統計局の人口推計によれば，９５年８月１日現在，わが

国の全人口（１億2485万人）に占める６５歳以上の高齢

者（1749万人）の割合は，14.008％である。「高齢化」

の指標とされる７％を1970年に超えてから，わずか24年

で２倍になった。ヨーロッパ諸国をはるかに上回る猛ス

ピードで高齢化が進んでいる。高齢者比率が７％を超え

ると「老化が始まっている高齢化社会（agingsociety)」

とされ，１４％をＬえると「高齢社会（agedsociety)」

となるのである。agedsocietyの訳としては，「長寿社

会」も使われる。

表１三重県の高齢化の現状.２

６５歳～75歳未満を前期高齢者，７５歳以上を後期高齢者

と分けるとすると，表2からわかるように後期高齢者が

顕著に増えている。人口ピラミッドはひょうたん型にな

－４０－

高齢化率の高い市町村（％）

･紀和町43.0・宮川村31.7・美杉村30.7

･飯高町27.5・大内山村26.4

高齢化率の低い市町村（％）

･東員町10.1・木曽岬町10.3・名張市11.6

･鈴鹿市11.8・小俣町12.4
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ろ。医学上問題となるのは，８０歳からといわれるが，後

期高齢者の増）i[lに伴う，要介護老人の増加などの様々な

'111題が多く発叶kすることが予想される。

老人ホームや在宅老人への訪問，デイサーピス用の弁

当づくりなどは，家庭に関する学科を設置している高校

では以前より行ってきている。しかし，視点は，家族の

介護にあった。これからは，福祉としての介護に目を向

けていく必要がある。

表２高齢化の進行.‘

Ⅳ介護の現場から

１在宅介護を支援するための在宅福祉

(1)ゴールドプランと新ゴールドプラン

８９年12月に策定した高齢者保健福祉推進十か年戦略

のことを通称ゴールドプランと呼んでいる。さらに，

このゴールドプランが全面的に見直され，新ゴールド

プランが94年８月に策定された。これは，９９年までを

悠徽計画ｌ９ｌ間としている。

１NﾘlL：総務１１:.[H1鞘捌介・分化l椎iil･人ＩＩ

Ｍ'ti古人'11111題研究所・'1本の将)k人１１推iｒ（1A成４年９jl）
ｑ価県地域撒興部・将)k鵬汁人iｌ（麹ﾔＭ・､ﾄﾞ戒５『Ｆ１'1）

Ⅲ介護の問題

総lM1府の,淵代をみると，老後にｆＶＬｉを感じている人は

国民の８割である｡､州その岐人のものは，経済的な不安

ではなく’寝たきりや痴呆になったらどうするか，つま

り介護不安である。「死は怖くない，老いが怖い｡」ので

ある。９５年３月末に厚生省から出された介護対策は，具

体的には，２１世紀に向けた介護システムの構築であった。

家族をあてにしたこれまでの介護の負担から抜け出して１

応分の負担で誰もが内分の必要とするサービスが受けら

れる。この仕組み作りが急がれているのである。

人は死を迎えるとき，多くの場合，誰かに看取られる。

野ﾉﾋの動物の中には，たとえば象などのように仲間に悲

しまれて死んでいくことはあるが，介護となると，人間

にしかできない行為である。

維済的な文援も，介鍵そのものの文援も人切であるが，

もっと人切なのは，愛ある介趨のできる人の育成である。

家庭科教育の'１１で目指している福祉教育がこれである。

競争と切り捨ての教育ではなく，個性を認め合い，助け

合う教育をしなければ，福祉感覚は育たない。

２０年後，「団魂の世代」が労働戦線からひくことにな

る数を，今の出生児数では，半分しか埋められない。女

性の社会進出は今以上に求められ，女性が事実上，相当

負担している家庭での高齢者介護は非常に困難になるこ

とがわかる。家族がする介護から，社会全体で支える仕

組みを構築しなければならない。家族の形態も変わって

きている。血縁家族から結縁家族ができつつある時代だ。

若い，感性の高い高校生に高齢者との良い出会いを持

たせたいと思う。子供の頃の高齢者との出会いがどうで

あったかが，その人の高齢者に対するイメージづくりに

決定的な力をもっていると思うからである。

1992年度現行新
実演ゴールドプランゴールドプラン

…ﾙﾊﾞｰ…鏑,r一癖…‐…④－－
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図１老人福祉サービスの供給量.｡

新ゴールドプランによる在宅介護サービスは図１の

とおりである。

ホームヘルプサーピスについてはイホームヘルパー

の増員などのほか,休日を含めた24時間対応の巡回型

へルプサーピスの普及を図るとしている。

訪問看護ステーションは，三重県では，９５年１月１

日開設された｡そのしくみはj図2のとおりである。

これまでは,病院という巨大組織の中で働いていた

のが,地域の中に入って医療上の看護をする。キニア

からケアへとなったのである。
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＜訪問看護ステーション＞

冴川:iii基
＜かかりつけの医師＞

裏３自治体の「老人保健三重県は，高齢者保健
福祉計画」によるホー

ムヘルパーの人数.。福祉計画の中で，９９年度
までにヘルパーを1615人

92,93年度９９年度に増やし，ジョートステ
石川２１１７７２

イは1071床分，デイサー
山梨２１５９２５

番川２９１９７５ビスを178カ所確保する
高知２９５９９１ことを目標に掲げている。

沖縄３２７８０O これに対し，９３年度末

栃木３４０２，１００の実績はそれぞれ368人，

三遍348（41位）1,615496床，４９カ所である。

市では，ショートステ
●●●●■､①●●●●､●●●●ＯＣＧＣｐｐｂｃ

Ｔ･葉１，０１５３，５３７イ，デイサーピス，ホー

北海道1,5565,830ムヘルプサービス等の他
京都1,7944,930に，在宅老人福祉サーピ
大阪2,3546,600

スとして，デイケアホー
愛知２，７４８４，６５０

束京10,45620,600ムがある。おおむね65歳
以上の人を，毎日昼間だ（東京都は2000年度）

け老人ホームに通えるホー

ムである。いわゆる宅老所である。

高齢者の生活の支援体制の実施は，各市町村の責任

のもとに行われる。ライフラインは，水道，ガス，電

気など，私たちが生活していく上で欠かせない生命線

である。自分の家で暮らすための生活支援を受ける福

祉，これも高齢社会にあってはライフラインなのであ

る。

人の世話になってまでとためらう気持や家の中に他

人が入ることへの抵抗感を取り去り，恵まれない－部

の人たちのものなのだというあわれみの福祉の感覚を

変えていかなければならない。

(2)現行ゴールドプランとどこがちがうのか

ァ従来の「施設」か「在宅」かという二者択一的な

考え方が改められ，「施設」サービスは「地域」の貴

重な資源のひとつであって，在宅生活継続を望む住民

のために柔軟に活用されるべきものであるとの方向性

が明らかにされた。在宅福祉を広げ，できるだけぎり

ぎりまで自分の家で暮らし続けることは変わらないが，

このことをさらに，在宅で自立して暮らしていけるよ

うに，残された機能を生かして，高齢者を支援するも

のである。

イ保健と福祉だけで医療が入っていなかった。訪問

看護ステーション，ナースステーションを多くつくる

ことで，在宅福祉を広げていく。

ウ在宅をいう以上は，住宅そのものが十分でないと，

の!；ﾉＩｊｌｌ１ｌ行幽

②利川料

③サービスのＩＩＬ込み

④診察

⑤訪問禰継指示料

⑥と人肴艘縦鍵践

⑦愉報提供

図２訪問看護のしくみ.,

IWk古綱森による利川実績（92年度）令lR1p1A均状況

余田三頭県

高齢化率（65歳以上）13.2％14.7％

ヘルパー利用状Ｊ１」６１．９日５６，４Ｕ

シヨートステイ状況16.6日１３．０日

デイサーピス状況５６．０日５４．２日

（100人当たり年間利用日数）

各サービスの上位５位と下位５位の市町村
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図３三画県に於ける在宅介堕サービスの利用状況･’
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自分の家では暮らし続けられない。住宅対策も盛り込

まれていなければ，新ゴールドプランが提示される

ものではない。建設省も「住宅設計指針」を出しては

いるが，高齢者に安全な住宅の増加が急を要している。

Ｖ介髄のことば

尼崎市にある特別養護老人ホーム「粁楽苑」では，お

年寄りに対して，「待っていなさい」ではなく，「待って

いてくれはりませんか｡」のように敬緋と依緬形でIiiliす。

市川纏子苑長は，次のようにiiIiされた。「人ﾉｌｉの人)ヒポ

に子や孫の１１t代が命令口調で話すことは一般ﾄﾞl:公ではあ

りえません……どんな状態になっても人間の尊厳を守る

には，言葉づかいがとても大切です｣。淘葉で人権を守

るということはこういうことなのである。

介護する側とされる側では，関係がｆ下関係になりが

ちなところがある。それが，謙興使いにあらわれ，結果

的に介穫そのものに影辨をjLjえる。１１上ij1iIliMIIだと，女(分

を１１;し，抵抗してしまって，介護が，：進も{進もいか

なくなってしまう。

介護というとついつい身体的なお11t話だけと思いがち

だが，ことばをかける，あるいは相手のことばを引き出

すというのは，重要な介護のひとつなのである。

富山県新港市にある職籏錯では,様々な場面での
言葉がけを悪い言葉と良い言葉として分かりやすく提示

した「接遇対話術」を編集した。これは，介護のための

マニュアルではない。本当に大切なのは，一言，一言に

どんな気持がこめられているかということなのである。

親が幼児に語りかけるような幼児語も，気になる言葉

使いの一つである。また，「おじいちゃん，おばあちゃ

ん」の言い方も，「わたしは，あなたのような孫はいま

せんよ」と言われてしまう。「○○さん」と呼ぶのが普

通である。当たり前のことを当たり前に言ってくれるこ

とが一番蝋しいと高齢者は言う。篇葉がけ次第で，お年

寄りがやる熟になってくれる。人間としての尊厳が回復

すると，お年寄りは変わってくる。

お茶の水女子大学の村松健一講師が実施した高齢者介

護と言葉がけの調査では，介護者の８割の人がもっと言

葉がけ，上手な話の聞き出し方を勉強したいと答えてい

る。いい言葉がけができるためには，どういうことが必

要なのか。同氏は，「介護者とお年寄りが対等であるこ

とが十分認識されることである」とし，それを実現する

ためには，介護者の職場の人間関係が対等かどうかにあ

るとしている。自分がおかれた上下関係が，お年寄りを

みるときにそのまま反映されてしまうのではないか。職

場の人間関係が平等であれば，介護者とお年寄りが対等

に比較的なりやすいのではないかとする考え方である。

また，次のステップとして，お年寄りが話ができるよう

な環境をつくっていくことが大事であるとしている。言

(3)自宅で介護にあたる人の気持

三重県社会福祉協議会では，年に１度介護者リフレッ

シュ事業として「介護者の集い」を実施している。家

庭で介護している介謹者がその疲れを癒し，心身のリ

フレッシュを図ると共に，同じ悩みや経験を持つ人た

ちとの交流や介護相談，介護'11,Ｈ１・機器及び禍ﾈ[|:サー

ビス等について情報及び知識を得ることを１]的として

いる。

このリフレッシュ事業に参加し，１画接介捜している

方と話をすることができた。

◇参加した介護者の年齢は，５４歳から79歳で，平均

64.3歳

◇被介護者との関係は，多い順に妻，嫁，娘息子，

義妹（弟の嫁）で，男性の参加もあった。夫や息

子が介護にかかわることで家族の関係も変わって

くる。かながわ女性センターでは，セミナー「男

性のための介護入門」を開講している。

◇日頃からデイサーピス，ショートステイ，訪問看

護ステーション等を利用している。この日も，そ

れらを利用しての参加だった。当センターの講座

で訪問した特別養護老人ホーム報徳園でのショー

トステイを利用する理由（95年度集計）は，９４２

件のうち介護者の[介護疲れ］が436件とだんとつ

に多い。２４時間月を離せない，しかも踵期間にわ

たって介謹しなければならないと，介遡者にもう

ひとつの病気をつくる程ハードであるといわれて

いる。

◇介護者の気持，声

「感謝の言葉や心が欲しい。当たり前と思われて

いると悲しい｡」

見返りを期待しないのがボランティアであるといわ

れるが，やはり，介護者への「ありがとう」の言葉と

感謝の心が，お互いの信頼関係を生み出す原､11力となっ

ていることは確かだ。

前出の報徳園の廊下に次の言葉が掲示されていた。

「たった一言が人の心を傷つける。

たった一言が人の心を暖める｡」

－４３－
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蕊がけだと－刀的なので，「高典かわし」として，お年

寄りの1活を聞けることが蝋まれるが，介護の現場では，

聞いてあげられるほどの時間的ゆとりがない。聞き耳ボ

ランティアという形で活川することもひとつの手である

という。

また，岐阜1jfL池H1町にある特別老人ホーム・デイケア

センター「サンピレッジ新生苑」では，在宅介趣の知恵

袋として「ケア・ワンポイント」を発行している。新生

苑では，新任の察母がおむつをつけて寝たきりで，拶繩，

入浴，食事などの介護を受けるという“体験研修'ﾛがあ

る。介護にあたって－薪大切なのは，相手の心身をすっ

ぽり受け入れて，その方の生き甲斐を探そうと追求する

"受容の介護"であるという。

前出の報徳園での，面会肴の集iif表を見ると，１人１

ケ月平均約６人である。１日1人ずつ面会したとしても，

1ケ月の面会日数は６日である。在宅であれ，施設であ

れ老人にとっての面会は，集団の中の孤独からの解放で

ある。特に，在宅の場合，訪問しては悪いかもしれない

と気がねしがちである。家族の中の孤独は，施設の中の

孤独よりももっと深刻だ。

し，被介護者が夫か妻のどちらか一方であるならば，３

カ月しかない。介護の場合，育児と違って期間が設定で

きない。短期間を繰り返し取るなどで，代替を霞くこと

もできない。まわりに迷惑がかかるからと辞める場合も

出てくる。退職後まもなく介護が必要でなくなっても復

帰できない。ただ，企業では，独自の介護休職制度を始

めている所もある。労働省の推計では，家族の介護・看

護のために離職した人は93年で８万１千人。職を失わず

に介護できる制度が必要だ。教員の中にも，制度があれ

ば辞めなくてすんだという人がいる。人を看取った体験

は，その後の生徒との接し方に少なからず影響を与える

であろう。介護というのは，人間にしかない行為である

わけで，しかも，介護する姿を子供たちは見ているので

ある。家族のことを男女でかかわる介護休業は，新しい

家族像の模索でもある。男女が共に協力して家庭を築い

ていく。その法律・制度として，育児休業制度と介護休

業制度がある。

Ⅶ公的介護保険

健康保険証で診察を受けたりするのと同様に，公的介

護保険は，介護保険証１枚でホームヘルパーの派遣や訪

問看護などの公的介護サービスが受けられる制度のこと

で，厚生省は，９７年度の導入を目指している。

◇サービスの対象は，原則として65歳以上の要介護の

高齢者とされる。６５歳以上の高齢者すべてに介護保険証

を渡し，要介護状態になったときに在宅や施設の介護サー

ビスを提供する。たとえば在宅の場合，－週間のうちホー

ムヘルパーの派遣が４日，入浴や機能回復訓練を受ける

デイサービスが３日，訪問看護が２日などとするプラン

を立てる。

◇利用者はプランに基づいて自分で受けたいサービス

提供機関と契約する。基本的な利用料を負担する以外は

保険でサービスが受けられる。

◇厚生省は95年12月20日に介護保険料の試算を発表し

た。それによると，半分は国・自治体が税金で負担する

として，個人の保険料負担は，2000年度で月額1700円程

度，2010年度には3800円程度になる。これには家族が介

護する場合の現金給付は含まれていない。しかし，自宅

で介護をうける高齢者やその家族に現金を支給する「介

護手当」が，全国の市町村の82％にあたる自治体で支給

されていることが朝日新聞社の調査で明らかになった。

東京都の支給額が月額１人53000円で突出している。三

重県は，市町村だけが支給で35円である。高齢者の中に

Ⅵ新しい介護休業制度

９５年６月に育児休業法が大幅に改正され，育児・介護

休業法となった。これにより，介護の必要な家族を抱え

る労働者が仕事を辞めることなく，一定期間介護のため

に休むことができる介護休業制度が法制化された。この

改岻により，９５年10月１日から，事業主はできる限り早

く介護休業制度や家族の介護のための短時間勤務制度な

どを設ける努力が求められている。９９年４月１日からは，

介護休業制度などは一律に事業主の義務となる。

◇対象となる家族の範囲

配偶者，父母，子，配偶者の父母，そして同居かつ扶養

している祖父母，兄弟姉妹，孫である。

◇回数，期間

対象家族１人につき１回，連続した３カ月以内の期間

である。

介護休業制度の導入は，家族関係を変えるきっかけに

なるかもしれない。すでに，介護休業制度を導入してい

る企業が平均16.3％（朝日新聞94年12月17日）であり，

休業をとるのは女性が多いが，男性も２割ある。仮に，

共働きの場合，夫が３カ月妻が３カ月とれば，両方で６

カ月とれることになる。ただ，介護するときの年齢は，

管理職の年代でもあることから実際には取りにくい。も

－４４－
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|さ，「家族にだけ介護されたい」と答えるなど，ホーム

ヘルパーが家庭に入ることに抵抗感を感じている人が少

なくない。ヘルパーが家の中に入ってくることで，外の

風をいれることになる。こうした意識の転換が必要な時

代なのである。

◇94年６月16日付け朝１１朝刊社説では，次のように提

案している。

『まず，現金給付でなく，サービスそのものを包括的

に提供する仕組みを作り_上げて欲しい。たとえば，寝起

きを助けるホームヘルパーの派遮，ｌｊｉＭを助ける補助器

具の貸し出し，不信I[ｌ１な体でも動きやすいような家の改

善，訪問看趣や往診，送迎サービスなどである。

第２に，こうしたサービスを立任をもって腿供するＩｌｊ

町村ほど，財政的に１１卜になるような{MMIみをつくるべき

だ。

第３に，新ゴールドプランや公共投資のなかで，人材

を養成したり１便利な場所に特別養護老人ホームを建て

たり，今のうちに新しい介護システムの基盤をしっかり

つくり上げておくことが大切である｡』

公的費用の集め方は，国によって違う。デンマークは

地方税で，スウニーデンは雇用主が支払う社会保険料で

まかなっている。ドイツは，月収の１％（96年７月から

1.7％）を労使折半で拠出する。

◇ドイツでの介護保険の概要.'０

・ドイツの人口約8,000万人で65歳以上の高齢化率は

１５％，寝たきりや痴呆症状の要介護高齢者は，１６５

万人と推定される。状況は日本と極めて似ており，

施設不足も共通している。

・２０年来，介繊保険問題が論議され，９４年５月ようや

く介護保険法が成立。９５年１月１日からスタートし

た。

・利用者には年齢制限はなく，若い障害者でもサービ

スが受けられる。

・家族や地域のケアを支援するのが目的で在宅介護を
優先している。

・96年７月からは，施設の入所者もサービス給付の対

象となり，保険料は1.7％に引き上げられる予定。

・在宅サービスは，表４のように高齢者の状態により，
おおむね３段階に分けられている。

表４ドイツにおける介鍾段階

は余'１４でも少なく，：iiE1jiLにおいては，４Ｍｲ１１，１:野商業

悶佼とIﾘ'野岡校に'v,i祉科がある。また，bIF挟園同校の総

合,秤:Ｉに介艘福祉系ﾀﾞﾘ，紀I村岡佼軒通科に社会福祉コー

スが設置されている。

「福祉科」を卒業すると介護福祉士の国家試験受験資

格が得られたり，ヘルパーの資格検定もある。そのため，

多くの専門科目の修得が必要となる。家庭科教師は無免

許であるため，自身が福祉教育を学び研修しているが，

一部，肴謹婦を外部講師として招いている。また，設備

はまだ不十分な学校が多く，「福祉の心」を直接肌で感

じるためにもまた，職業としての意識付けのためにも老

人ホームでの体験実習が実施されている。また，反対に，

地域の高齢者が学校の施設を利用している例もある。

男女共通履修となった高校家庭科であるが，高齢者の

介護にも男女の別はない。「介護は女性」という先入観

を，今の高校生にはもたせたくない。

家庭科教育の場において，日本の社会保障の藤本的な

制度についての教育や社会福祉施設などにおける福祉の

実際の体験学習を十分に行うことにより，福祉の理解を

深めることが必要である。また，地域福祉を推進してい

くためには，幼いときから福祉マインドを醸成すること

が重要であるといえる。

＜ショートステイ，デイケアセンター横文字を解せぬ祖

父は－人老い行く＞

高２福留祥子.,。

＜車いすを軽々あげる若者は通りすがりの剣道部員＞

中’橘川真奈･肌

老人病院での一室，ベットが並ぶ。若い高校生男子には，

ベットがまるで棺桶に写る感性をもっているのである。
Ⅷ家庭科教育での福祉教育

以前から家庭科のカリキュラムの中に「福祉」の選択

･科目は設置されていた。しかし，「福祉科」をもつ高校
Ⅸおわりに

高齢化社会，高齢社会，超高齢化社会と高齢化が進む

－４５－

介護段階Ｉ［相?町の介幾が必要］

750マルク（約45,0001[l）相ﾂﾞｨのサービス

or400マルク（約24,0001ﾘ）の』M金不測
b=－－~￣＋--~－－印一一一一一一一一一一＝￣､｡￣□￣□￣－－当白｡■￣●－－￣■￣L￣￣｡￣－－－＝●－－｣■

介iMi段階Ⅱ［頑度の奨介i通］

1,800マルク（約108,0001Lj）Ｎ|，Iiのサービス

or800マルク（約48,00Oﾄﾘ）の現金下１１

介護段階Ⅲ［最電度の要介換］

2,800マルク（約168,0001ﾘ）朴Niのサービス

or1,300マルク（約78,OOOll]）の』M命下､１１



科学技術教育研究紀要・第６号(通巻第27号）１９９６．３ 三重県総合教育センター

IllでﾊﾟHj齢撚介鍵のlilj題は，もはや女ﾔ|§だけの問迦ではな

く，ましてや特別な人たちだけのｌＩＩＩ趣ではない。［iil災企

ての切炎で急を鰹する極yうて大きなMII趣である。

このことは．２３〈|《もljiiに|:||行された「blf惚の人」がnｋ

〈ド|:公に影辨を'jえたはずであった。しかし，（'ｌがどう

変わったのだろう。「悦惚」というＩ：蝋が流行譜となっ

て後ｐ怠れられてしまったように狸う゜今もう一度読み

返してみると，決してi'１．<はなく，まさに，痴呆を含む

と人1111趣，と人介漣のljl(界を小唆している。この本の紺

介の…節に「又}ﾘ|の雄途と|侭`､12:の進歩がもたらした人１１

の11.ｉ齢化(よ，やがて恐るべき老人|Klが''１現していること

をＷiしている。｜とある。ノ|：命の!；厳の)l/:場からいえ

ば，｜恐るべき」という災４Ｍにはなるまい。さらに，「老

いて壁'|iさすることは果たして神`iか？」と続く。「老

いて災ﾉliきすることが､締iiなﾄﾞ|:公」をつくろうとする1k

徒たちを育てなければと思う。

９５ｲ１４６ノ１１１１{､|け軌１１新聞「地獄はﾀﾋﾟぬ前にもあるね」

という衝盤的な兇ＩｌＬで始まった「付き添ってルポ老人

介鍵の24時lllI」の連戦が「この凶では安心して年もとれ

ない」で結んだ。また，９５年７月13日からは，「付き添っ

て第.部私たちの体験｣，９５ｲ原12）j６１]からは，「付き

添って第｛部iflj齢先進国から」の連載が始まった。こ

の巡斌を碗みながら介艘の実態を知らされ，実に身のす

くむ思いlこかられた。ただ，段初の連戦の10側目に，特

別鍵礎老人ホーム「鱒楽苑」の報併で介護の本質に触れ

ることができた。ここでの介謹櫛のＷＬ均年齢は28歳であ

る。おｲ|{寄りにとっては，孫，紳孫の年代である。１６人

のうち６人かり)ﾔk・舟雌づかいは，お（1《寄りに対して敬

lMfと依頼形で,i門すようにiill線されている。私がfiP葉がけ

にilfI｣するきっかけとなったのは，この連載を読んでで

ある。介護するときの言葉がけがクローズアップされる

ことで，介護する人の心の在り様が問われることになる

と考えたからである。

実際に高齢者の方々とコミュニケーションをもちなが

ら，人間と生命，それを支える福祉を多角的な視点で捉

えた形で研究を進めてきた。

高齢者の問題は，実は教育の問題でもある。２１世紀に

生きる彼らの人生90年を個性豊かに生きていくことので

きる人間にどのように育てるかということと，高齢化が

進むUllで，今よりもはるかに増えている高齢者を支える

人''１１になれるかどうかということから，高齢者の問題は

教育の問題といえる。

やっと方向性が示されてきた段階であるが，まだまだ

クリアしなければならない問題は山積みである。家族を

あてにしたこれまでの介護の負担から抜け出して，応分

の負}|｣で誰でも胤分が必要とするサービスが受けられる，

このしくみづくりが急がれる。介護地獄のない真の長寿

社会のために，あらゆる人の知恵を集めるときがきてい

るように思える。
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