高齢化社会における福祉社会づくりへの課題
代表

1.わが国の高齢化社会の特徴
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表1高齢者の5歳年齢階級別にみた生活指標

わが国の高齢化社会をめぐる諸問題の第1は､

項目

人口の高齢化のスピードが非常にはやいことであ

③

男女 也 僭ｨｿH
年齢 剪j 傚r

る｡老人人口比率が総人口の7%から14%に到達
するのに､フランスでは115年､スウェーデンは

60‑64

r

92.4 田ゅ

R

90.4 鉄B紕

75‑79 白紊R
80‑84

る｡フランスやスウェーデンは3世代以上かかっ

緜B

66.5

平均 (65歳以D

注

r
紊B

b
2綯

46.8
81.8

⑨

Izb

341.5*

61.9 田B

68.2 鉄偵B

迭
b

}B

83.0

⑦

zb

皿､

り率 刔i

57.4 田偵

77.7 鉄B

R

健康度 冲ﾉV

55.7 都ゅ

85.4 鼎

78.3

90歳以上

てゆっくりと高齢化してきたために､これらの国

では社会制度､国民の意識や生活態度､家族関係

r

2

ｸ

翠 劔[i

65‑69 亦
70‑‑74

85年かかっているのに対して､わが国は25年であ

刧B

,ﾉtﾉk2

ﾈ
r

0.95 辻

3B經b

1.74

537.6

紊B

2.93

b

569.0淑

B

15.58

512.4

b

sr經

苒

4.81 釘縒

剴#

偵c

痴呆性
ﾋｹzb

434.6

566.8

64.6 田2

r

ｸ+ﾘ*ｲ

8.74

2苒

2紕
4ー22 釘綯

① ｢昭和60年国勢調査｣より男栓を1としたo②｢昭和60年国勢調査｣
より｡単位躯｡ ③ ｢昭和60年厚生行政基礎調査｣より｡単位%｡ ④ ｢昭和

なども､人口構成の変化に無理なく適応していく

59年老人実態調査｣よりo ｢健康｣または｢普通｣と答えた者の割合.単

時間的余裕があった｡

調査｣よりo人口千対｡ ㊨ ｢昭和59年厚生行政基礎調査｣より.単位弟｡
⑧ ｢老人の生活実態および健康に関する詞査報告書｣ (昭和55年,東京
都福祉局)より｡痴呆の程度が軽度の者を含む.単位%｡

ところが､わが国の場合､このスピードが非常
にぼやくて､わずか1世代で到達することになる｡

位%o ⑤ ｢昭和60年国民健康調査｣より0人口千対o ⑤ ｢昭和59年患者

なお･ *は55‑64歳, *米は80歳以上を示す｡

出典.｢慢生白善言昭和61年版

そのため､定年制や年金制度など各種の社会制度

第3は､老後期間の長期化に伴う高齢者世帯の

は高齢化社会に的確な対応が可能であるにしても､

急増である｡平成2年現在､日本人の平均寿命は

老後生活に関する国民の基本的なものの考え方や

男75･86歳､女81.81歳となった｡ 65歳の人の平均

家族関係のあり方などを一朝一夕に根本的に変え

寿命をみても､男が16.16年､女が19,92年となり､

ることは不可能と言わざるをえない｡これが高齢

老後生活の期間が戦前と比べて著しく長期化して

化社会をめぐる問題を複雑にしている基本的な要

きた｡このように平均寿命が長くなり､子どもの

因である｡

数が少なくなったこととあいまって､日本人のラ

第2に､老年人口の超高齢化が問題となる｡

イフサイクルは大きく変化した｡

65歳以上の老年人口の中で､ 75歳以上の後期老年

老後の期間が長くなり､図1に示すように､夫

人口が急増しており､約40年後には後期老年人口

の場合､職業から引退して死亡するまでの期間が､

が75歳未満の前期老年人口を上まわると推計され

大正9年には1.5年であったのが､昭和60年には

ている｡表1のとおり､老年後期になると健康度

11年に伸びている｡妻の場合には老後期間が16年

が低下して有病率は高くなり､寝たきり率や摘果

と夫よりさらに長く､また寡婦期間が3.5年から

性老人の出現率が高くなる｡このため､介護体制

7.7年へと伸びている｡

の弱体化は避けられず､家族や地域社会でいかに
対応するかが今後の重要な課題となっている｡

そして老後期間の長期化は､同居率の低下をも
たらiL､一人暮し老人や夫婦のみの高齢者世帯の

増加となってあらわれている｡また一人暮し老人

は女性に圧倒的に多いことにも注目しなければな
らない｡いずれしても､世帯の老若分化が進行し､
一間‑

サービスの受け手からサービスの与え手の期間を

この傾向は今後いっそう強くなる｡

経て､最後にサービスの受け手になると

(I)大正期(大正9年)

いうサイクルを繰り返すのである｡歴史

的にみて､親子関係を中心とした三世代
家族が大多数を占めていた時代には､高

齢者の精神的､身体的､社会経済的自立
に応じて､家旗が総合的な扶養を提供し
てきたが､核家族の進行とともに､家族

の機能が縮小してきた現在では､その機
能は年金や社会福祉サービスなどの社会
的扶養へと移行してきた｡

(2)現在(昭和60年)
末
結長

昭和30年代から始まった経済の高度成
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長期にとって､優秀な労働力の供給と地
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域間･産業間の労働力移動を可能にする
という理由で､核家族はきわめて好都合

ｳyD笞"
毒)であった｡人口の社会的移動と出生率の
低下によって､家族の規模は､昭和30年
までの5人から平成6年には2.95人にま

で縮小し､私的扶養はいうまでもなく社
図1ライフサイクルの変化
資料:人口問題審議会意見書(昭和59年)中の図を基に､現在の部分について最新の数
字で修正｡
注1 ･大正期は大正9年前後のデータから作成｡大正期､現在とも､数字はすべてクロ

会的扶養の基盤を大きくゆるがしてきた｡

ス･セクション･データの平均値(概数)を用いている｡

2 :家族のライフサイクル上の出来事が起こる年齢は､すべて夫婦の結婚時の年齢か
らの平均余命を用いて算出してある｡そのため､たとえば本‑ルにおける寡婦期

3 :間諜苧蒜黒擢諜忘誘需品:o謹繋諾露｡延長を

2･コミュニティ再形成としての福祉社

会の必要性

示す｡

コミュニティの概念には講話あるが､

第4に､ライフサイクルの変化と家族構成の変

ここでは以下に述べる説をとりあげたい｡ ｢共存

化は､必然的にライフスタイルに大きく影響し､

することから共同の問題に直面し､その解決のた

わが国の伝統的な親子関係を中心としたものから

め相互作用過程に入る集合行動｣をコミュニティ

夫婦関係を中心とした家族関係へ移行する｡兵庫

活動とみる考え方である○すなわち､コミュニティ

県は地域的にみて郡部に伝統的家族関係が､都市

の特徴として､ ①共住､ ②共通の問題とその解決､

部に夫婦中心､聖家族関係が多くみられる｡

③相互協力の3点があげられる○では､地域社会

いうまでもなく､家族は､人間のライフサイク

にあって解決すべき共通の問題に何があるのであ

ルのすべてを通じて､サービスを提供する第一次

ろうか｡それは｢生活問題｣であるのはいうまで

的な単位である｡それは､親の全面的なケアを必

要とする乳幼児期から始まり､成人した子どもた
ちから全面的にケアを受ける老年期まで､つまり､

もあるまい｡とくに健康と福祉の問題であり､生

命を維持するための根本的な問題である｡これら
の生命の維持と安全の確保は､現在社会では個人
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の生活で完結的に得られなくなっている｡生命を
守る営みは､つとめて個別的であるとともに､ま

高度経済成長下で崩れきろうとした既存のコミュ
ニティを新しい時代に即応できるよう､改めて再
形成することの意義が問われることでもあろう｡

た共同的である｡

健康や福祉の確保を中心におく｢生活｣が戦後

再形成は行政サイドの要求でもあろうが､住民サ

の経済の高度成長のなかでおびやかされてきたこ

イドの意識的選択行為として抱えることに重要な

とはいうまでもない事実である｡各種の公害や環

意義がある｡なぜならば､住民自身の生活そのも

境破壊は直接的､間接的に生活に影響を及ぼす｡

のと切り離して考えられないからである｡行政は

経済にみられる個人主義､営利主義は､とくに児

住民の主体的な意思をくみとることを忘れてはな

童､病弱者､心身障害者､老人等の生活をおびや

るまい｡

かしてきた｡その他にも経済社会がもつ種々の欠
陥が識者によって指摘されてきた｡

3.コミュニティ再形成の社会福祉的意義

人々はどうして｢共同｣を求めるのであろうか｡

今日､社会福祉サービスは､地域住民の日常生

それは､生活が共同のはたらさを抜きにしては考

活を維持していくうえで必要不可欠なものであり､

えられないからであろう｡まず人間は家族の共同

これらのサービスは社会福祉諸施設(相談･通園･

なくしては育たない｡保育をはじめとして､その

収容施設等を総称する意味で用いている)によっ

後の人格形成において､また生を終えようとする

て提供されている｡過去においては､個々人が直

老人にとって家族間の共同は欠かすことのできな

面する生活上の危機や生活機能の障害は､家族や

いものである｡広く社会に生きる現代人は家族機

村落共同体で解決されてきた｡今日ではそられの

能の社会化をすすめており､社会人としての共同

共同体が崩壊あるいはその機能を失ってきたため

を意識するところである｡一方､家族機能の部分

に個人の社会生活上のニーズを充足させる専門機

的崩壊さえみられる現在､共同の意識が今ここで

関が必要となった｡このような生活構造の変化は､

改めて問われている｡コミュニティ機能の充実を

前述した通り家族の扶養能力の低下､他方では地

求める声がここにあるのであろう｡

域住民の相互援助機能の低下が原因である｡

では､福祉コミュニティ形成に当って､撮るべ

また､生活構造の変化は住民の福祉ニーズの多

き原理とは何なのか｡簡単にふれておこう｡いま

様化をもたらした｡すなわち､経済的貧困に対応

まで述べてきたように､経済にみられる交換原理

した金銭的･物的サービスのみならず､日常生活

よりは､ K･E･ボールディングのいう統合(愛)

に欠かすことのてぎない介護あるいは養護などの

原理ともいうべきのものが､その中心におかれる

対人福祉サービスが強く要求されるようになって

必要がある｡統合原理は人を育てるために必要と

きた｡このような社会経済情勢の変化は､社会福

される原理である｡犠牲､奉仕などの精神的次元

祉に対するニーズのみならず､その供給面にも大

に立っもの､別名愛の原理というにふさわしいも

きな影響を与えることとなった｡平成元年に作成

のである｡この原理を抜きにしては､おそらく今

されたゴールドプランに代表されるような原則が

後の福祉コミュニティ形成を語ることはできない

確立され､国および地方自治体が具体的施策にお

のではないかと考えられる｡勿論､交換原理が全

いてコミュニティ･ケアを志向する姿勢を示すこ

く不必要というわけではない｡

とになったことである｡
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今後は､在宅福祉サービスの拡充が到達目標に

の発生の根源である地域社会に目をむけ､問題発

なるが､絶対的に不足している特別養護老人ホー

生後の事後的対策よりも､問題の発生を未然に防

ムを中心とした施設福祉の充実も忘れてはならな

止することにある｡この予防的効果をもつ社会福

いことである｡しかし､在宅福祉の前提となるべ

祉を発展させるためには､行政は地域住民のニー

き地域福祉サービスの不十分な現状では､住民の

ズを把握し､地域社会における他の制度的機関と

共同的解決が当面の課題となろう｡その課題の解

ともに､地域の社会資源の一部として､住民のも

決を支援するためには､施設ケアと在宅ケアを統

つ能力をコミュニティに組み込まなくてはならな

合することが重要で､そのことによって､住民の

い｡

結局､地域福祉の目的を達成するためには､単

多様なニーズに応えることが可能となる｡

なる地理的範囲としてのコミュニティではなく､

行政区域の下位集団として住民の自発的共同活動

4.福祉コミュニティ･モデルの検討

現代のコミュニティのかかえる福祉問題に対し

によって成立する｢福祉コミュニティ｣をつくる

て､上述のように､従来の福祉対策は収容施設に

ことが不可欠である｡それには住民が生活主体者

重点をおく傾向が強かった｡これだけでは一部の

として､行政をはじめ地域の社会資源､福祉ニー

問題しか解決できないので､徐々に施設中心の福

ズの全てを統合して､主体的に住みよい社会を推

祉サービスに在宅福祉サービスを加えてきた｡コ

進する責任を分担するか否かにかかっているといっ

ミュニティ再形成のためには､さらに一歩すすめ

ても過言ではない｡

て､住民の福祉ニーズをコミュニティに住む住民

岡村重夫が指摘しているように｢福祉コミュニ

の生活の場で把え､これを基盤として､施設･行

ティ｣は､福祉サービスの利用者の真実の生活上

政･関係機関のサービスを調整しながら､住民の

のニーズを充足させるための組織体である｡この

参加と行政の協力のもとに福祉活動を展開させな

福祉コミュニティの推進が､現代社会におけるコ

ければならない｡すなわち､住民自身が住みよい

ミュニティ再形成の中核として位置づけられなけ

コミュニティづくりの必要性に目覚め､自発的に

ればならない｡それには､住民主体の原則による

参加し､住民同士の利害の対立を調整し､相互の

新しいコミュニティづくりを推進している社会福

連帯意識に支えられながら､地域社会の問題解決

祉協議会の役割が重要である｡福祉コミュニティ

にたちあがり､具体的に福祉を高める必要がある｡

実現のためには､直接サービスとしてのコミュニ

実際に､尼崎市にある喜楽宛の例もみうけられる｡

ティ･ケア､それを可能ならしめるための地域組

それには行政機関による支援と地域社会の住民の

織化活動および予防的福祉が必要となる｡

協力が大いに関係していることであろう｡

ところで､コミュニティ･ケアは､保健､福祉

福祉の理念の一つである利用者の人格の尊重と

サービスが他の制度的機関による各種サービスと

いう視点からみると､地域社会で福祉ニーズをもっ

よく調整されていること｡それに加えて､家族や

た人々を､家族や友人関係などの絆を維持しなが

地域社会の住民の仲間意識に支えられながら､サー

ら､住みなれた地域社会でケアすることが望まし

ビスの利用者がよくこれらに受容されていること

いことはいうまでもないことである｡

が必要である｡

ところで､地域福祉の目標は､住民の生活問題
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また､地域組織化活動は､コミュニティ･ケア

を可能ならしめるために､各種の制度的機関のサー

理由である｡そのため､食事サービスの利用を夫

ビスを調整したり､住民の受容的な態度や自発的

にすすめた｡老夫婦は即座に希望したが､次男は

な協力体制をつくりだす活動である｡

世間体を気にして蹟躇した｡昼間は夫婦のみとな

さらに､予防的社会福祉とは､住民の生活問題

るので､ホーム･ヘルパーが週3回訪問している｡

に対して､自発的解決を援助し､問題解決能力を

施設としても何とか協力したい旨を次男に説明し

高める活動である｡

了承してもらった｡

最初､可能な限り配食サービスを実施する予定
5,地域社会における老人問題の実態

であったが､配食マンパワーの問題がネックとな

生活問題をもっ高齢者がどのように地域社会や

り､週2回でスタートした｡具体的には､ヘルパー

老人福祉施設と関わりをもっているのであろうか｡

訪問日に協力をお願いしたり､登録ボランティア

ケースを通して､その生活実態を明らかにしてみ

に依頼したり､また民生委員協議会で検話しても

よう｡

らったが､いろいろな理由で実現しなかった｡

以下のケースは兵庫県北部の日本海に面したM

ケース2

町の高齢者である｡ M町の高齢化率は約30%で､

2人暮しのBさんのケースである｡ Bさんの家

老人問題の深刻な地域である｡当然のことながら､

には入院中の妻がいる｡要付き添いの状態で､ B

一人暮らしと高齢者夫婦世帯の多い地域である｡

さんは病院で寝泊まりして妻の排泄､食事､洗濯

ケース1

などの介護をしていた｡しかし､長くは続かず､

80歳のAさんは､ 73歳の妻がねたきり状態のた

Bさん自身介護に疲れ､妻は現在ショート･ステ

め自宅で介護していた｡ところが､介護者である
夫の入院(高血圧症､糖尿病)のため､妻はショー

イを利用することになった｡

その結果､ Bさんは妻の介護から解放され､心

ト･ステイを利用した｡次男は朝早くから隣町の

身の安定は図られた｡しかし､ Bさんには持病が

建設会社で働いている｡この時点でショート･ス

あり､食事旗法を要する状態であった｡その相談

テイの1,000ベッドはすべてふさがっていたが､

を受けたので､施設から食事の提供を申し出た｡

施設はAさんが介護を他に求めることが困難な家

それ以後､毎夕来園し､妻の居室で食事をしてい

庭状況であるとしてAさんの妻に個室を2人で利

る｡運転できるBさんにとって毎日の来園は可能

用してもらった｡その結果､病気の後遺症のため

で､そのことが妻の精神的安定をもたらした｡

か奇声を発するため同室者から厳しい苦情が出た｡

さらに､兵庫県南部のA市のように､ ｢要援護

無理もない訴えであった｡そのため､職員間で話

者老人保健医療福祉システムと小地域助け合いネッ

し合い､寮母室を利用してもらった｡そして施設

トワーク｣など､各自治体に種々の試みがなされ

の思いと方針を夜遅く来園する45歳で未婚の会社

ているが､地域によっては必ずしも十分機能しな

員である次男に説明した｡ 4週間余りの利用を終

いままのところもある｡システムはできても､実

えて､何とか夫による介護が可能になったとのこ

際に機能しないのであれば､住民にとって意味の

とで退園した｡この間の夫との話し合いで食事の

ないものとなっている｡福祉サービスは､住民が

大変さが伺えた｡妻の食事作りもさることながら､

利用してはじめて意味をもつことを忘れてはなら

夫自身の糖尿病と高血圧のための食事療法がその

ない｡
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以上のケースから明らかなように､住民が既存

③福祉サービスの計画や運営が一部の住民に支

の福祉サービスを申請してくるのを待つだけでな

配されないこと｡

④福祉行政の専門化やタテ割行政の弊害を住民

く､住民の間に潜在化しているニーズを把握し､
サービスを受けることに尻ごみしてい‑る住民を利

の立場から是正すること｡

用するところまで結びつける力量こそ行政や福祉

⑤ややもすると利己主義になりがちな住民に対

関係者に問われるところであろう｡福祉行政は受

して､必要な地域社会や福祉についての情報

け身ではなく､積極的に関わろうとする姿勢が大

を提供し､協同的解決への参加の機会を提供

切であるo単に､食事や介護サービスにとどまら

すること｡

ず､家族全体のニーズは何か､提供できる福祉サー

従来､住民の自己決定とか､問題解決への住民

ビスは何か､地域社会のもつ福祉に対する偏見や

参加という考え方は､社会福祉の援助方法の基本

誤解は何なのか等を考慮しながら､福祉を推進し

的原則として早くから強調されてきたが､地域の

なければならない｡

福祉行政の立案や推進についての住民参加の原則
は､あまり強調されてこなかった｡これが現在の

6･福祉コミュニティづくりへの課題

地域福祉活動の停滞に大きく影響したと考えられ

いうまでもなく､地域における福祉問題の解決

る｡

には､福祉サービスが行政機関によって提供さる

(2)地域福祉における情報活動

るだけではなく､それが地域住民の協力のもとに

高齢化社会における福祉コミェニティづくりの

展開され､福祉サービスを必要とする人々を｢わ

第2のポイントは､福祉サービスを必要とする人々

れわれ意識｣によって仲間として受け容れ､でき

の実態と福祉ニーズ､また現行の福祉サービスの

れば問題の発生を未然に防ぐことが一番大切であ

欠陥､さらに予測される地域福祉問題についての

る｡この報告書では､そのための前題条件となる

情報の収集と､それらの情報の提供である｡今後､

べき福祉コミュニティづくりの手順と機能を説明

これらの活動を通じて､健常者であれば見すごし

し､社会福祉の立場からみたコミュニティ再形成

てしまうような日常生活上の問題を解決しなけれ

のための提言としたい｡

ばならない｡

(1)福祉対策に対する住民参加

(3)地域福祉計画の立案

福祉コミュニティづくりにとって第1のポイン

ゴールドプランの推進のために､各自治体で作

トは､地域の福祉対策に対する住民参加である｡

成された保健福祉計画などを自治体独自で作成す

地域福祉の政策や計画を含めて､地域福祉サービ

ることが第3のポイントである○従来､社会福祉

ス全般に対する住民参加の目的は､つぎの5点に

協議会の活動のなかでも､地域福祉計画の立案は

要約できる｡

最も重要な機能とされてきた○今後､より一層社

①住民の福祉サービスに対する偏見や誤解をな

会福祉協議会は行政や専門機関と協力しながら､

くすこと｡

住民の要求を福祉計画に反映させなければならな

②行政や福祉関係者の福祉サービス利用者への

い｡

偏見や誤解をなくすこと○すなわち住民に福
祉サービスの利用を躊躇させないこと｡

高齢化社会における地域福祉計画の立案は､住
民のニーズと福祉サービスとを調整しながら､利

‑16‑

用者の権利と利益を擁護するように計画しなけれ

祉を求める住民が多いことが明らかとなったo今

ばならない｡

後､福祉コミュニティづくりが急がれるが､当面､

上記の3つの問題の解決に努力したいものである｡

(4)ボランティアの育成と福祉教育
ボランティア活動がさかんになることは､地域

社会を活気づげ､そのことが福祉教育を推進して
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う｢ノーマライゼーション｣の思想の実現がその
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目的である｡

以上､不十分ではあるが､平成6年度の調査･
研究の結果､兵庫県内にもボランティアは多数登
録され､保健･医療･福祉施設も整備されてきた｡

しかし､老人や老人を抱える家族が介護に限界を
感じた際に､ ①地域にボランティアはいるが組織

化されていない｡ ②医療と福祉は存在するが､そ
れらを調整する人材､すなわち､ ｢ケア･コーディ

ネーター｣が育っていない｡ ③そのためか在宅福
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