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今日みんなで考えたいこと今日みんなで考えたいこと

１．高齢化の進行と、認知症の国のとりくみ

○超高齢化社会に向けた 国の政策「認○超高齢化社会に向けた、国の政策「認
知症を知り 地域をつくる１０ヵ年」構想知症を知り 地域を くる１０ヵ年」構想

２．私たちのとりくみ

○健康づくり、まちづくり

３ 医療 福祉生協に求められてること３．医療・福祉生協に求められてること

○生協を活かす…「生協ならどうする」
Kei fuji

○生協を活かす 「生協ならどうする」
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都市部で急速な高齢化

２００５年 ２０１５年 増加数 増加率 順位

埼玉県 １１６万人 １７９万人 ６３万人 ＋５５％ １

千葉県 １０６万人 １６０万人 ５３万人 ＋５０％ ２

神奈川県 １４９万人 ２１８万人 ７０万人 ＋４７％ ３

愛知県 １２５万人 １７７万人 ５２万人 ＋４２％ ４愛知県 １２５万人 １７７万人 ５２万人 ＋４２％ ４

大阪府 １６５万人 ２３２万人 ６８万人 ＋４１％ ５

東京都 ２３３万人 ３１６万人 ８３万人 ＋３６％ ７

全 国 ２，５７６万人 ３，３７８万人 ８０２万人 ＋３１％
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８５歳以上の高齢者４人に１人は認知症８５歳以上の高齢者４人に１人は認知症

Kei fuji
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「認知症を知り 地域をつくる１０ヵ年」構想認知症を知り 地域をつくる１０ヵ年」構想

○ ２００５年「認知症を知る」○ ２００５年「認知症を知る」

○ ２００９年（中間年）到達目標

・認知症について学んだ住民等100万人

認知症にな ても安心して暮らせるモデル・認知症になっても安心して暮らせるモデル

的地域が全国にいくつかできている的地域が全国にいく かできている

○ ２０１４年到達目標

ポ が 数多 存在サポーターが地域に数多く存在し、すべ

ての町が安心して暮らせる地域になって

Kei fuji

ての町が安心して暮らせる地域になって

いる



HCA認知症になっても安心してくらし

続けられるまち・・ってどんなまち？

・認知症であることをためらいなく公にできる

・住民や町で働く人々によるちょっとした助け合

いが活発いが活発

・予防からターミナルまで、関係機関のネットワ

ークが有効に働いている

・かかりつけ医を中心とした地域医療ケアチーかかりつけ医を中心とした地域医療ケアチ

ムがきめ細やかに支援している

Kei fuji
・徘徊する人を町ぐるみで支援している
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認知症サポーターの役割認知症サポーターの役割

例えば例えば

① 地域で暮らす認知症の人やその家族① 域 暮 す認 そ
の生活を、商店や交通機関・金融機関
など 各々の生活場面において直接サなど、各々の生活場面において直接サ
ポートする

② 地域で生活する認知症高齢者と様々
な社会資源とつなげる窓口となるな社会資源とつなげる窓口となる

③ 地域のリーダーとしてまちづくりの担

Kei fuji

③ 地域のリ ダ としてまちづくりの担
い手となる



HCA医療生協の明るいまちづくり医療生協の明るいまちづくり
（２０１０年度重点課題）

①一人ぼっちをなくす
・社会的孤立をなくし、絆を強める

②認知症にな ても地域でくらし②認知症になっても地域でくらし
つづけられるつづけられる
・認知症の学習、サポーターの活躍認 、 躍
の場、予防のとりくみ

③寝たきりにならない 健康づくり
Kei fuji

③寝たきりにならない・・健康づくり
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医療生協の認知症サポーター医療生協 認知症サポ

認知症サポーター数 キャラバンメイト数

２００８年度
(2009 03 31)

１６，１８６人 ３５３人
(2009.03.31)

２００９年度 ５，５８０人 １１６人
（2010.03.31）

合 計 ２１，７６６人 ４６９人
（2010.03.31）

２１，７６６人 ４６９人

Kei fuji
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医療・福祉生協の認知症サポーター

① デイサービスや地域の施設でボランティア

② 助け合いの活動② 助け合いの活動

③ キャラバンメイトになって、サポーターづくり

④ 全職員をサポーターにするとりくみ

⑤ 自治体との連携が強ま た⑤ 自治体との連携が強まった

・市と見守りネットワークづくり協議会

⑥ ワークショップやバージョンアップ学習会

⑦ たまり場づくり 認知症予防
Kei fuji

⑦ たまり場づくり、認知症予防
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医療福祉生協連の誕生医療福祉生協連の誕生

2010年7月6日創立総会
（日本生協連と の医療生協が加盟）（日本生協連と115の医療生協が加盟）

何のために創 たか？何のために創ったか？

① 日本の医療 介護崩壊を食い止め① 日本の医療・介護崩壊を食い止め

るためるため

② 地域を守るまちづくりを進めるため② 地域を守るまちづくりを進めるため

③ 会員生協の事業を守るため

Kei fuji
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何をめざすか？

① 日本に健康を大切にする文化を① 日本に健康を大切にする文化を

根づかせる・・憲法の実現

② 医療と介護の連続したサービス

③ 社会保障制度を改善する

Kei fuji
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何が変わるか？

① 社会的認知・存在が変わる

② 世間の注目度が変わる

③ 新しい事業連帯が始まる

④ 新たな広がりができる④ 新たな広がりができる

Kei fuji
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認知症サポ タ の期待認知症サポーターへの期待

① 高齢化がすすみ、人口が減少

(人口は減少・世帯数は増加）

② 「格差」が広がる

③ ながりが壊れて る③ つながりが壊れている

※ 猛暑の今年 熱中症の死亡増※ 猛暑の今年、熱中症の死亡増

高齢者 一人ぐらし 貧困
Kei fuji

高齢者、一人ぐらし、貧困
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医療・福祉生協の医療・福祉生協の

認知症サポーターへの期待認知症サポ タ への期待

○「生協」ならどうする・・・
生協でなければできないこと生協でなければできないこと
生協だからできること生協だからできること

○いのちの大運動は社会の変化
対応 医療生協 質 変に対応して医療生協の質を変

える運動
Kei fuji

える運動
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生協の目的は・・・？生協の目的は・・・？

ひとりでは幸せになれない

仲間のつながりが必要

ばらばらではくらしていけない

危機をみんなで乗り切り

ばらばらではくらしていけない

危機をみんなで乗り切り
豊かな人生を創る

Kei fuji

豊かな人生を創る
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医療・福祉生協だからできること医療・福祉生協だからできること

特徴を活かしたとりくみ

○保健・医療・介護の総合力を活かす…事業○保健 医療 介護の総合力を活かす 事業
とサービスの充実

組 専 協 事業○組合員と専門家の協同による事業と運動

○「患者の権利章典」「医療生協の介護」○「患者の権利章典」「医療生協の介護」

○班・支部の活動班 支部 活動

○comcomや虹のネットワークの活用

Kei fuji
虹ワク10月号「成年後見制度」
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生協でなければできないこと生協でなければできないこと

① 組合員が主人公

班 支部にたくさん サポ タ班・支部にたくさんのサポーター

② 健康づくり② 健康づくり

認知症寝たきりにならない認知症寝たきりにならない

③ まちづくり③ まちづくり

3つのとりくみを中心に

Kei fuji新たな広がりを活かして


