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認知症の両親をすっとこ介護？

八万介助さんが漫画第２弾
朝日新聞 2017 年 3 月 17 日
八万介助さんの新刊「両親認知症Ｕターン
めました！」
（小学館、税別８００円）

すっとこ介護はじ

漫 画家で介護ヘ ルパー
の八万介助（はちまんかい
すけ）さん（５５）が、自
らの 介護体験をつ づる漫
画の第２弾「両親認知症Ｕ
ター ン すっとこ 介護は
じめました！」（小学館）
を発売した。
２０１４年に出した前作で取り上げたのは、４９歳
の売れない漫画家が、介護老人保健施設の認知症棟で
介護ヘルパーとして働き始めてからの数年間。入所者
の介助や下の世話、先輩や同僚との人間関係に苦労し
ながら、パートから正社員になり、お年寄りたちと心
を通わせる様子を、親しみやすいタッチで描いた。
「介護サービスや施設選びは難しいことと思われが
ちですが、漫画なら読みやすいのでは」と八万さん。
今回の第２弾は、実家で暮らす両親の認知症がそれぞれに進行し、２人だけで生活する
ことが難しくなったと連絡を受ける場面から始まる。実家の近所に引っ越し、近くにある
介護施設に転職。新しい職場と、両親の介護に奮闘する。
「きれいごとではなく、赤裸々に、利用者側の思いを中心にしました。認知症の親を抱
えると、どんな展開になるのか。一つの実例です。家族の介護でいま大変な方、今後大変
になるかもしれない方に読んでほしい」と八万さんは話す。
漫画はすべて実体験に基づいている。施設の選び方、お金の管理方法など、情報として
実際の介護で役立つものも。軽やかなタッチで描かれており、テンポよく読み進められる。
八万さんが介護ヘルパーの仕事を通して考えたことや両親への思いを語ったコラム「わ
たしの思い」は、朝日新聞デジタルで昨年６・７月、２回にわたって掲載されています。
（坂
本真子）

“介護食”のヨシギュウを食べてみた！ 「食感は離乳食」でも高齢者には安心かも… 「吉
野家」試食会にトライ
産経新聞 2017 年 3 月 16 日
高齢になると、咀嚼（そしゃく）や嚥下（えんげ）の力が落ちるといわれ、噛んだり飲
み込んだりしづらくなるのは避けられない宿命だ。だが、それでもハフハフ言いながら豪

快に牛丼をかき込みたい。
そんな高齢者にも食べやすい牛丼はないか。牛丼チェーン「吉野家」は高齢者向け「吉
野家のやさしいごはん」を開発。東京ビッグサイト（東京都江東区）で開かれた介護用品
などの展示会「ＣａｒｅＴＥＸ（ケアテックス）２０１７」で試食会を開催していたので、
早速、記者もトライした。
試食会で提供された、高齢者にも食べやすい「吉野家のやさしいごはん」＝１
５日、東京都江東区

吉野家ブースの一角。女性がトレーを手に
牛丼を運んできてくれた。
「果たして、高齢者向けの牛丼の味って…」
胸を高鳴らせながらトレーをのぞき込むと、
小さめの丼茶碗が２つ。１つはそれと分かる
牛丼で、もう１つはどう見ても病院で食べる
ような「おかゆ」である。
■タイプは２種類ある
トレーのそばにスプーンが置かれており、
なるほど、これを使って食べるのだろう。もちろん紅ショウガや七
味唐辛子も添えられている。
吉野家では具材の状態によって２タイプ用意し、1 つは具材を小さくした「やわらかタイ
プ」
。タマネギや牛肉の形が原形をとどめており、一目で牛丼とわかるものだ。一口食べる。
なるほどあのヨシギュウの味だ。これは牛丼として違和感がない。
■もはや牛丼といえるのか…
お次は、舌ですりつぶせるまで具材を刻んだ「きざみタイプ」
。ご飯の部分がほとんど「お
かゆ」状態で、ドロドロになるまでつぶされた茶色の具材がかかっている。肉やタマネギ
が原形をとどめないからだろう。
もはや牛丼といえるのか…。恐る恐るスプーンを口へ運ぶ。うん。記者にとっては店で
食べるものよりもやや薄味に感じたものの、ヨシギュウといえる味である。
もう１口。するりとのどを通っていく。食感がまるで離乳食のよう。牛丼をかき込むイ
メージにはならないが、確かにのどに詰まらせたりする心配は皆無だった。高齢者にやさ
しいのは本当だ。
■塩分も控え目
高血圧などの疾患を抱えている高齢者が少なくないため、
「塩分を抑制し、いずれのタイ
プも食塩相当量０・９グラム」と担当者。
やや物足りなく感じたのはそのせいかもしれないが、それでも味は吉野家らしさを残し
ていて、そのバランス絶妙だ。商品開発の苦労がしのばれる。
試食会の場でも評判は悪くなく、「けっこうやわらかくて食べやすかったですね」（施設
関係者）
「これなら患者さんに喜んで食べてもらえると思います」（病院関係者）などの声
が聞かれた。
「吉野家のやさしいごはん」は介護施設など向けの冷凍食品。両タイプともに１食単位
の個食袋は８０グラム入り。２０食入りのパッケージを関東地方に送付してもらうと送料
込みの商品代金が６９３０円で、１食当たり３４７円となる。
■目標は年間 700 万食
果たして受け入れられるか、吉野家の狙いについて、担当者が現場で話す。
「働き盛りだったころ、ヨシギュウの味に慣れ親しんだ高齢者が、もう一度食べたいと
いう需要はあるはずです。施設でも行事や節目の日などに、外食としてなじみのある吉野
家の味を楽しんでもらえれば」
年間７百万食の販売を目指すという吉野家。その挑戦、どうなるか？
（ＷＥＢ編集チーム 柳原一哉）

「勤労青年」から「不登校・高校中退者」へ――通信制高校の歴史に迫る
プロジェクトチーム「なぜ通信制高校は増えたのか？」インタビュー
シノドスジャーナル 2017 年 3 月 17 日
「いつでも・どこでも・だれでも」受け入れるという理念のもと、多様な展開をみせる
通信制高校。その歴史を紐解くと、80 年代に生徒像の変容が起こり、90 年代に私立通信高
校の急増があった。精緻な実証研究によって、その経緯を明らかにしたいとするプロジェ
クトチーム「なぜ通信制高校は増えたのか？」にお話を伺った。
（聞き手・構成／芹沢一也）
――みなさんは、なぜ通信制高校に関心を持たれたのでしょうか？
内田 私は高校生の研究をするために大学院に進学しました。そこで通信制高校・サポー
ト校と偶然出会い、学習支援スタッフとして活動を行っていたのですが、当初は研究を行
うなんてことは考えていませんでした。
きっかけは、初めて送り出した卒業生たちからの切実な声だったんです。初年度の卒業
式当日、
「通信制高校・サポート校の実状を世間に伝える人がいなければ、不登校や高校中
退を経験してもなお学校に通いたいと願う私たちの想いやこの生活の実態は永遠に届かな
い。大学院で研究しているということは、こうした実態を発信できる可能性を持っている
ということ。あなたがやらなければ誰がやるの？」と口々にいわれました。
そこで一念発起し、研究者としての道を歩んでいく覚悟を決めました。
それから詳しく調べてみると、高校生研究のなかでも通
信制高校（およびサポート校）の研究はきわめて少ないこ
とがわかりました。さらにその中心は、おもに勤労青年や
その制度に関するものであり、不登校や高校中退経験など、
教育上のさまざまな「困難」を抱える若年層の生徒に焦点
をあてた現代的な研究は当時、ほとんどありませんでした。
こうして、通信制高校の現代的な実態と研究の蓄積との
乖離を切実に感じ、現代の通信制高校（およびサポート校）
に在籍する生徒たちの「声」や生活世界など、いわゆるリ
アリティを社会に発信していきたいと思ったことが、この
研究を始めたきっかけです。
内田康弘氏。名古屋大学大学院博士後期課程。研究テーマは通信制高
校・サポート校の学校文化・生徒文化、生徒の移行過程に関する研究。
濱沖敢太郎氏。一橋大学大学院博士後期課程。研究テーマは 1950～70
年代の定時制・通信制教育をめぐる思想、政策、実践。

濱沖 私はもともと通信制高校ではなく、1990 年代以降統
廃合が進んだ定時制高校に関心を持っていました。定時制高
校の統廃合をめぐっては、様々な困難を抱えた生徒を支援す
る場としての定時制高校の存続を訴える立場と、少子化が進
むなかで統廃合を進めた方が生徒のさまざまなニーズを満
たす学校をつくることができると主張する立場との論争が
展開されていました。この問題をどう受け止めたらよいの、
というのが初発の問題関心だったんです。
その後、この問題をよりよく考えるためには、定時制高校をめぐる環境が激変した 1950
年代から 1970 年代の状況を明らかにしなければならない、と思い研究を続けているのです
が、そのなかで当時、定時制高校と通信制高校との関係が重要な問題になっていたことを
知り、通信制高校を研究対象として取り上げるようになりました。
土岐 もともと私自身が、高校卒業の見込みが立たず、
「大学入学資格検定」という試験を
受けて、大学に進学したことや、学校へ行っていなかった（不登校だった）時期が長かっ
たことから、進路選択の際などに、不利になったり困ったりしたと感じる場面がありまし

た。そこで、不登校の子どもに対する学習支援を研究したいと考えていたときにチャンス
があり、通信制高校での学習支援とフィールドワークをさせていただくようになりました。
はじめは、事例研究だけを進めようとしていたのですが、私がフィールドワークをして
いる高校は、通信制高校のなかではどういった位置づけなのか、よくあるタイプなのか珍
しいタイプなのか、といったことが分からず、困ってしまい
ました。そこで、数年前に過去の研究などを整理して、通信
制高校を登校スタイルから類型化しました。
しかし、通信制高校は、これまであまり研究されてこなかっ
た分野でもあり、文献研究には限界があります。そのため、
研究論文などの収集・分析だけではなく、学校に対する聞き
取りや資料収集をして、どんな学校が、どんな経緯で増えて
きたのかを明らかにしたい、という思いを持つにいたりまし
た。
土岐玲奈氏。千葉大学教育学部非常勤講師。研究テーマは、公立通信
制高校における教育実践、困難を抱える高校生の学習支援。

「勤労青年」から「不登校・高校中退者」へ
――内田さんは勤労青年を中心とした研究ばかりだったとおっしゃいましたが、通信制高
校のもともとの役割は「勤労青年に対する教育機会の保障と教育の提供」だったんですよ
ね？
濱沖 通信制課程だけで高校を設置できるようになったのが 1961 年でした。当時は、徐々
に全日制を中心とした高校への進学率が上昇していたものの、上の世代も含めれば、まだ
まだ高卒資格を持たない人が多くいた時代です。
その意味で、本当は高校に進学したかったけど働かざるをえなかった多くの勤労青少年
のために、働きながら学べる環境のひとつとして通信制高校があったということは間違い
ありません。たとえば、現在のテレビ東京は、もともと、当時大企業の若年労働者を対象
とした科学技術学園高等学校という私立の通信制高校のための番組を作る放送局としてス
タートしたんです。
ただし、人によって通信制に求めていたものがさまざまであったことも確かです。たと
えば、生徒たちにとっては通信制高校が同世代と出会う貴重な場であったということがあ
げられます。
――コミュニティとしての機能があったと。
濱沖 はい。というのも、勤労青少年の多くはきわめて厳しい環境で働いていただけでな
く、家族や故郷から離れて暮らす人も多くいましたから、職場の悩みやちょっとした楽し
みを共有できる、同じような境遇に置かれた同世代の存在はとても貴重だったわけです。
企業の側も、そのような事情を承知で、通学負担がそれほど重くない通信制高校に従業員
が通うことを認めていた部分もありますね。
ただし、通信制高校が教育機会をどれだけ保障できたかという問題もあります。生活す
るのが精一杯で卒業できない人も多く、企業内の訓練施設と連携した学校や学科では、多
少の改善は見られたようですが、そういう条件がない学校では 8 割、9 割の人が脱落すると
いうことはまだ、ざらにありましたから。
そういう意味では、
「勤労青少年の教育保障」というのは理念としてはその通りなのです
が、通信制高校が果たした役割の実際のところというのは、あまり高く評価するのも誤解
を招くように思います。
――いずれにしても、現在の通信制高校のイメージとはだいぶ違いますね。いつ変化が起
こったのでしょうか？
内田 1980 年代中盤に、全日制高校で不適応（登校拒否や非行）を生じた中退者たちの受
け入れを、通信制高校が行うようになっていきます。そうしたなかで、
「勤労青年」から「不
登校・高校中退者」へと、通信制の生徒像に変化が起きました。

80 年代中盤は、多くの教育系専門雑誌や調査研究で指摘されているように、荒れる学校
の生徒指導・進路指導に社会的な注目が集まるようになった時期でした。また、高校から
大学への進学における受験競争が加熱するなど、高校教育が抱える様々な教育問題（たと
えば登校拒否や非行）が表出して、本格的な社会問題としての認識が広まった時期です。
――実際に非行や中退は増えていたんですか？
内田 はい。とくに、中退にかぎって言えば、高校中退者数は同時期、11 万人前後を推移
しており（2015 年度は約 5 万人）
、問題行動によって中退する生徒の割合も 10%程度あり
ました（2015 年度は 4%程度）
。
こうして 1980 年代に社会的なまなざしが集まった教育問題に対して、1984 年には臨時
教育審議会設置法が公布され、その後、内閣総理大臣の諮問に応じて調査審議することを
所掌事務とする臨時教育審議会が開催されました。その答申では、これまでの学校教育に
おける画一性、硬直性、閉鎖性が問題視され、それを打破するための「個性重視の原則」
や、
「生涯学習体系への移行」
、
「変化への対応」などが提案されました。
また、1991 年の中央教育審議会答申では、画一化した高校教育から個性・自主性尊重の
高校教育へと変化を促すという高校教育改革が提唱されました。ここで重要なことは、偏
差値偏重による高校間の「格差」や大学の「序列」が、日本の教育の最大の病理として位
置づけられたことです。
さらに、当時の高校教育の問題点として、高校への不本意入学や中途退学の増加等が明
記され、そうした生徒たちへの教育機会の保障として、たとえば総合学科の設置など、こ
れまでにはなかった新しいタイプの高等学校が奨励されます。それとともに、学校に再度
戻りたい生徒については、単位制高校および定時制・通信制高校の活用が提言されました。
――多様な教育機会が政策的に確保されようとするなかで、通信制高校の役割の見直しが
されたわけですね。
内田 そうです。答申中には、
「これからの時代に特に大切なのは、中途退学者に対して再
入学を容易にする措置である」という文言があります。教育病理の結果としての高校中退
現象に対しては、中退防止という視点だけではなく、学習選択の幅を増やして広く再挑戦
のルートやチャンスを準備するという方向性での政策が打ち出されたわけです。そして、
そうした生徒たちの教育保障を担う教育機関として、単位制高校の整備や定時制・通信制
教育の充実が提言されていきました。
こうした 1980 年代中盤～1990 年代前半にかけての教育政策上の大きな変化が、通信制
高校に在籍する生徒像がかつての勤労青年から、不登校や高校中退経験など教育上の様々
な「困難」を抱える若年層の生徒に変化していく大きな契機になったと考えられます。
「いつでも・どこでも・だれでも」受け入れる
――多様な学習経験を持つものたちの受け入れが、通信制高校における重要な課題になっ
ていったということですが、このことは通信制高校に変化をもたらしたのでしょうか？
土岐 塾やサポート校などが、生徒の学習や「学校生活」をサポートするようになり、そ
の後、通信制高校も、生徒個々のニーズに合わせたさまざまな支援やカリキュラムを提供
するようになりました。
通信制高校はもともと、さまざまな理由から日々高校に通うことが難しい人びとの、教
育機会を保障するため、
「いつでも・どこでも・だれでも」学べるように、ということを考
えてルールがつくられていました。そのため、4 月以外にも入学や転入（転校）ができたり、
通学スタイルが選べたりと、学習スタイルの自由度が高いのです。ただ、さきほどの濱沖
さんの話のように、入学はしやすくても、卒業は難しい学校でもありました。
しかし、今では、高校への進学率はほぼ 100%となり、進学するのが当たり前、卒業する
のも当たり前の学校となりました。結果として、高校卒業は、社会に出るための「最低限
の資格」とみなされるようになっています。こうしたなか、通信制高校にも、生徒が卒業
できるようきちんとサポートすることが強く求められるようになっているわけです。
多様な学習経験を持つ人々を「いつでも・どこでも・だれでも」受け入れるという理念

は、昔から変わらないものだと思いますが、高校へいく人々の層が広がった結果として、
通信制高校を必要とする人々のニーズや、卒業の重要性が変化してきたということはとて
も大きいのではないかと思います。
――発達障害がある生徒の受け入れに特化した通信制高校ができたり、あるいはパソコン
やスマートフォンで動画授業を受けながら高校卒業の資格を目指すバーチャル高校ができ
たりと、現在、通信制高校は多様な展開がなされている印象です。
土岐 通信制高校での学習は、何回以上のスクーリング（いわゆる授業）を受け、何通以
上のレポート課題を提出し、テストを受ける、という全国共通のルールにそって進められ
ます。ただし、その基準をクリアするためにどういったスケジュールを組むかということ
は、各学校に任されています。
現在の通信制高校をみると、公立の通信制高校の場合、月に数日から週に一日程度登校
して、スクーリングを受ける「従来型」のスタイルがほとんどです。一方、私立の高校の
場合、
「従来型」以外にも、生徒の登校スタイルには様々なバリエーションがあります。そ
の次に広まったのは、スクーリング以外の時間はゆっくり体を休めようという人や、自分
の夢や仕事に時間を使おうという人のため、年に数日間、集中的にスクーリングを実施す
る「集中型」のスタイルです。
しかし、自分一人で学習を進めることが難しい、また、日常的に通う場所が欲しいとい
う生徒も少なくなかったことから、普段、通える場所を用意したのが通信制高校サポート
校と呼ばれる施設でした。しかし、こうした「ダブルスクール型」の方法には、学費が二
重にかかるといったマイナス面もあり、通信制高校自体が、様々な体験活動を行う場合や、
毎日選択授業を受けられる「通学型」のコースを設置している場合も多くあります。
通信制高校のなかには、もともと塾やサポート校を運営していた企業が学校を設立する
というケースもあり、発達障害を持つ子どもの支援に関するノウハウがあったり、web 上
でのコミュニケーションツールを活用できたりという企業の強みも、高校の特色に繋がっ
ています。
――かなり自由度が高いんですね。
土岐 そうですね。学習スタイルや選択科目等は多様化しています。そうしたなかで、通
信制高校（とくに私立）に求められているもっとも大切な部分というのは、毎日の通学が
必須ではなく、対面以外にも様々な方法でコミュニケーションが取れるということと、行
きたいときに行くことができ、サポートしてくれるスタッフや友人がいる場所があること
ではないかと思います。
こうした高校がもつ働きをまとめるなら、おもに 10 代から 20 代前半の若者を対象とし
て、彼らが、自分の状態に応じて通学スタイルを柔軟に変化させながらも、留年をするこ
となく高校卒業資格を得るとともに、進路を決定できることだといえるのではないかと思
います。
――内田さんは通信制高校の卒業生から、彼ら彼女らの「想い」や「生活の実態」を発信
してほしいと託されたとのことですが、社会に伝わっていない通信制高校の「リアリティ」
とはどのようなものなのでしょうか？
内田 たとえば、通学型の通信制高校やサポート校では、全日制高校よりも始業時間を戦
略的に少し遅めに設定するケースがあり、一般的に在校時間と思われる時間帯に登校を行
うことがあります。
そうなると、「どうしてこんな時間に高校生が歩いているんだ？」と不審に思われたり、
ときには誤解されたりして、職務質問を受けることがあります。こうした場合、通信制高
校やサポート校といった教育機関に対する認知度が依然として十分ではないため、たとえ
生徒が学生証を提示して説明しても、すぐには理解してもらえない場合がある。
結果的に、生徒たちは、ただ学校の規則に従って登校しているだけなのに、とても切な
い気持ちになってしまいます。これは、私がこれまで研究でかかわってきたなかで実際に
目にした事例です。

また、なかには自分のアルバイト代で学費を負担している生徒や、「前籍校」（通信制高
校や提携するサポート校に転編入学する前に通っていた高校）の制服を着用して登校する
生徒もいました。
まだまだ語り尽くせないたくさんのエピソードがありますが、こうした通信制高校の「リ
アリティ」にこそもっと社会全体が関心を持ち、目を向けて欲しいと思いますね。
なぜ私立通信制高校は急増しているのか？
――みなさんは、いま「なぜ通信制高校は増えているのか？ その歴史的経緯を明らかに
し たい ！」 というプ ロジ ェク トのため のク ラウ ドファン ディ ン グ
（https://camp-fire.jp/projects/view/21693）をなさっています。目的を教えてください。
内田 1990 年代半ば以降、通信制高校の生徒数全体はそれほど増えていない（約 16～19
万人を推移している）のですが、公立校の生徒数は減少し、一方で、私立校の生徒数は増
加しているといった具合に、その構成が大きく変化しています。
また、学校数でみても、公立通信制高校は過去 25 年間でほぼ変化していない（微増傾向
程度である）のに対し、私立通信制高校は急増しています。このように、私立通信制高校
に焦点を当ててみれば、その生徒数や学校数は 1990 年代中盤以降、顕著に増加しているこ
とを確認できます。
一体なぜこのような変化が起きているのか？ 1990 年代以降の私立通信制高校における
学校数増加の理由について実証的な調査研究を進めていくことが、私たちのプロジェクト
のおもな目的です。
――どのような理由が考えられるのでしょうか？
内田 今のところ、私たちはこれまで個々で進めてきた文献調査等から、二つの理由を考
えています。一つ目は、通信制高校に関する教育政策の変化（マクロレベル）、二つ目は政
策変化を受けた通信制高校設置者側の敏感な反応（メゾレベル）
、です。
通信制高校に関する教育政策としては、たとえば、1988 年の学校教育法改正（いわゆる
「三修制」の導入）や、2003 年施行の『構造改革特別区域法 特例番号 816「学校設置会社
による学校設置」
』
（いわゆる「教育特区制度」）、2004 年の通信教育規定の改正（設置基準
の大綱化）などをあげることができます。
こうして私立通信制高校の増加に関する政策的な土台がコンスタントに整備されていき
ますが、そのことによって、政策変化を受けた通信制高校設置者側の敏感な反応が喚起さ
れ、私立通信制高校が設置されて増加していったのではないか。このような仮説を立てて
います。
――教育政策の変化と、その変化への私立通信制高校の適応戦略を明らかにするわけです
ね。
内田 現段階ではそのように考えています。また、こうした仮説に加えて、従来、多様な
ニーズに応えていた各種教育・支援機関が、生徒・利用者の高校進学・卒業ニーズに応え
るために、通信制高校のサポート校的機能を果たすようになった。
そして、そうした教育・支援機関が通信制高校と連携すると、提携する高校の方針によ
って教育内容が制限されてしまうため、自分たちで学校教育まで一括して行えるように自
前の学校を設立した（サポート校的機能を果たしていた各種教育・支援機関が通信制高校
として独立した）という流れも想定しています。
しかし、これらの推測はあくまで限定的な文献調査や周辺的なデータを介した間接的な
ものでしかなく、裏づけが不十分であり実証性に乏しいという課題があります。
――その部分を実証的に詰めていくのですね。
内田 はい。このプロジェクトでは、通信制高校に関する教育政策の詳細な文献調査を継
続して、その変化の流れを精緻化します。その上で、そうした政策変化に対して設置者側
がどのような教育理念や教育ニーズに基づいて学校設置に至ったのかを、1990 年代中盤～
2000 年代にかけて設立された私立通信制高校の設置者へのインタビュー調査によって明ら
かにします。そうすることで、1990 年代以降の私立通信制高校の学校数増加の背景要因を

詳細に検討していくことを目指しています。
こうした手順を経ることで、通信制高校が急激に増えてきた歴史的な経緯を明らかにす
るとともに、通信制高校が、不登校や高校中退など、多様なニーズを持つ生徒たちへの対
応という重要な役割を果たすようになった、その端緒を紐解いていけると考えています。

産学官民で健康都市へ 福岡市、超高齢社会見据え戦略 「ケア分野」で創業を支援 オ
ンラインで問診や診療
西日本新聞 2017 年 03 月 17 日
福岡市は超高齢社会の到来と持続可能な社会
保障を見据え、
「市民」
「企業」
「大学」
「行政」が
連携して健康づくりに取り組む「市健康先進都市
戦略」を初めて策定。１５日の市議会第２委員会
に報告した。同戦略では、産学官民が共働する仕
組み「福岡ヘルス・ラボ」を創設し、健康・医療・
介護分野を「ケア・テック」と名付け、新規ビジ
ネスの創出を後押しすることで課題解決を促す。
情報通信技術（ＩＣＴ）を活用し、個人ニーズに
対応した社会保障サービスを提供することも掲げた。
２０１６年に２０・８％だった市内の高齢化率（６５歳以上）は２５年に２４・８％、
４０年には３１％に上昇すると予測される。介護ケアを必要とし、認知症を患う高齢者や、
在宅医療を受ける患者も増える見通しだ。
市は昨年、行政の社会保障サービスを持続可能なものに再構築するため、
「配る福祉から
支える福祉へ」をコンセプトとした保健福祉総合計画を策定。今回、有識者と厚生労働省
の参画を得てまとめた同戦略は総合計画と並行し、行政サービスの外側にある諸課題につ
いても市民、企業、大学、医療・介護関係者とともに先手を打って対応、超高齢社会での
「生活の質」を高める狙いがある。
戦略はまず（１）ＩＣＴを活用した科学的根拠（エビデンス）に基づく無駄のないサー
ビス（２）一人一人の暮らしやニーズにきめ細かく対応（３）制度の垣根を越えたサービ
ス、担い手、情報の統合－の三つの視点を示し、それを実現する具体策として七つの柱を
掲げた。
例えば、産学官民が意見交換会を開いたり、共同研究開発をしたりして健康づくりの新
たなサービスと製品、市場を生み出す共働の場「福岡ヘルス・ラボ」を創設。「ケア・テッ
ク」分野で、ＩｏＴ（身の回りのあらゆるモノがインターネットにつながる仕組み）やＡ
Ｉ（人工知能）の活用に取り組む創業・スタートアップ企業を支援するとした。
住み慣れた地域で自分らしく暮らすことを目標とした地域包括ケアシステムを基に、医
療や介護などの個人データを一元化。関係機関が情報を共有し、個人の意思に応じた在宅
支援サービスを提供できる仕組みづくりを目指す。ＩＣＴによるオンラインの問診と診療
を導入することで、地域の「かかりつけ医」機能も強化する。
また、市民のケアへの参加意識を高めるため、知覚、感情、言語の包括的なコミュニケ
ーションに基づく認知症ケア技法「ユマニチュード」の普及を促進。ア
ジア諸国から広く介護人材を受け入れ、母国でリーダーとして活躍でき
るよう研修プラグラムも整える。
こうした柱の実現に向け、国家戦略特区を活用した規制緩和も検討。
市は「行政だけでなく、幅広いプレーヤーの新しい発想と手法を取り入
れながら戦略を推進し、世界に先駆けた成功モデルを作り、発信してい
きたい」としている。
月刊情報誌「太陽の子」、隔月本人新聞「青空新聞」、社内誌「つなぐちゃんベクトル」、ネット情報「たまにブログ」も
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