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多様な実践活動
高齢社会の問題を世に問うために、様々な切り口で発足当初から毎年開催して来たシ
ンポジウム、高齢者の心理・生理・介護などと合わせて、次世代育成の理念やノウ・ハ
ウを学ぶ一連の少子高齢社会市民講座や女性問題に関する学習会などをベースに、資金
づくりを兼ねた社会的メッセージ性の高い映画の上映会のほか、NPO として、高齢者
のためのホームヘルプ活動、配食サービス、子育て支援のグランマ活動、時代が要請す
るテーマに添った各種調査活動など、思いつくかぎりのことを実践し継続してきた。こ
れらの活動がしばしばマスコミに取り上げられることによっても地域社会に一定の影
響力を持ちえたといえる。

介護保険関連の活動
介護保険制度の導入に際しては、家族介護から社会的介護への移行によって介護地獄
を解消し、女性が働き続けることを可能にする制度と受け止め、全国的な動きと連動し
ながら、その制度の必要性を地域社会に訴え続けた。制度導入決定後は、これをよりよ
いものとするための活動を行なってきた。導入前年の敬老の日には「介護保険 110 番」
を設けて制度に対する市民の不安や要望を直接聞き、また、アンケート調査をするなど
して会員や市民の声を集約、それをもとに保険者である北九州市の介護保険関連施策の
展開にも一連の提案をおこなった。

＜特養調査＞
2000 年 4 月から介護保険制度が実施され、その眼目として「措置から契約へ」のキ
ャッチフレーズはあっても、契約するための選択を可能にする情報が十分提供されてい
るわけではなかった。そこで、介護サービスを選ぶ上での市民の情報不足を補うために、
介護保険に関わる施設や在宅介護支援事業者にアンケート調査をおこない、その結果を
冊子にまとめて、市民にとって必要且つ具体的な情報の提供をおこなった。さらに 2002
年には新たな情報を加え『特別養護老人ホーム・ガイドブック』として出版した。
＜ヘルパー調査＞
北九州市の場合、サービス量の確保はかなりのレベルに達していると見られたので、
サービスの質の充実に力をつくすことが必要と考え、2000 年 8 月、在宅介護の要とも
いうべきヘルパー調査に着手、
結果の概要について 2001 年 3 月のシンポジウムで発表、
調査の全体像を『介護保険でヘルパーの働きはどう変ったか』にまとめた。この調査で
見るかぎり、北九州市の場合、介護保険導入に際しての急ごしらえのヘルパー養成の影
響を受けてベテランヘルパーが後退し、経験の浅い登録型のヘルパーが主流を占めてい
ること、ヘルパーの働く条件はきわめて厳しく、大部分のヘルパーの意識もプロと言う
よりは「ボランティア型」であることが数値を通して明白になった。その背景には、社
会全体の評価としての家事援助サービスの軽視がある。日常生活をしていくうえでこま
ごまとした家事がいかに重要で、しかもどんなに大変であるかという視点が抜け落ちて
いるということは、制度をつくる側にいる人の多くに「女性の役割としての家事」への
軽視があったからにほかならない。介護保険が従来の施設介護中心から在宅介護へと軸
足を移す制度であるにもかかわらず、高齢者の在宅生活を支える担い手でありその多く
が女性であるヘルパーの社会的評価の低さや待遇の貧しさなどの問題が改善されない
ままであることをこの調査は明らかにした。
＜グループホーム調査＞
2000 年の国の「ゴールドプラン 21」に基づき、痴呆性高齢者の生活の場としてグル
ープホームが整備され介護保険制度による在宅サービスメニューの一つとして事業化
されることになった。「ポストの数ほどグループホームを」と願う声に応える形で北九

州でも多くのグループホームが誕生したが、その内容についての情報は市民にとって十
分といえるものではなかった。会にも寄せられる「虐待があるのでは？」とか「対応が
不十分なのでは？」などの、情報不足から生ずる市民の不安を払拭し風通しをよくして
グループホームの実情を市民に知ってもらうために、北九州市内 28 グループホームへ
のアンケートをもとに会員が訪問して情報を収集し、２年次に亘ってシンポジウムを開
催、その結果 2004 年 7 月『北九州市内グループホーム・サービスガイド』として出版
した。
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陥丞廃 叔探醗疑
壱敬紫噺税 庚薦研 因旋生稽 嬢琶馬奄 是廃 陥丞廃 但姥稽辞 降膳雁段採斗 古鰍
鯵置鞠嬢紳 宿匂走崇, 壱敬切税 宿軒・持軒・鯵硲去引 限蓄嬢 託室企 整失税 戚割, 葛
酔馬酔研 壕酔澗 析恵税 甦蹲耀崙紫噺獣肯悪疎, 食失庚薦拭 企廃 俳柔噺去聖 奄段
稽, 切榎幻級奄研 謂馬食 紫噺旋 五獣走失戚 株精 慎鉢税 雌慎噺去, NPO 稽辞 壱敬切
研 是廃 幡拍覗醗疑, 壕縦辞搾什, 切橿丞整税 走据税 益沓袴醗疑, 獣企亜 推短馬澗
砺原拭 魚虞辞 唖曽繕紫醗疑 去, 琶推廃 採歳税 叔探聖 域紗馬食 尽陥. 戚君廃 醗疑
戚 古什陳拭 左亀鞠檎辞 走蝕紫噺拭辞 慎狽径聖 亜走惟 鞠醸陥.

鯵硲左蝿淫恵税 醗疑
鯵硲左蝿薦亀研 亀脊馬壱切 拝 凶澗 亜膳鯵硲拭辞 紫噺旋鯵硲稽税 戚楳拭 税廃 鯵
硲走秦聖 背社馬食 食失戚 域紗背辞 析聖 拝 呪 赤亀系 馬澗 薦亀稽 閤焼級食, 穿厩
旋昔 錘疑聖 背蟹亜檎辞 益 薦亀税 琶推失聖 走蝕紫噺拭 硲社背 尽陥. 薦亀 亀脊 衣
舛板澗, 戚依聖 希錐 降穿獣徹奄是背 醗疑聖 背尽陥. 亀脊 郊稽 穿背税 井稽税 劾拭
澗 「鯵硲左蝿 110 腰」聖 幻級嬢 薦亀拭 企廃 獣肯税 災照, 推諺聖 送羨 康壱, 暁廃
肖追戚闘繕紫 去聖 叔獣馬食 噺据, 獣肯税 社軒研 増鉦馬食 戚依聖 奄段稽 左蝿切昔
徹展泥輯獣税 鯵硲左蝿淫恵獣奪税 穿鯵拭亀 析恵税 薦照聖 馬心陥.

<働紺丞硲葛昔幡 繕紫>
2000 鰍 4 杉採斗 鯵硲左蝿薦亀亜 叔獣鞠壱 五昔戚 鞠澗 「繕帖拭辞 域鉦」税 蝶帖
覗傾戚綜澗 赤嬢亀 域鉦馬奄 是廃 識澱聖 亜管馬惟 馬澗 舛左亜 中歳備 薦因鞠澗 雌
殿亜 焼艦醸陥. 食奄辞, 鯵硲辞搾什研 識澱馬澗汽 赤嬢辞税 獣肯税 舛左採膳聖 左中
馬奄是背, 鯵硲左蝿拭 淫廃 獣竺, 仙亜鯵硲走据紫穣切拭 肖追戚闘繕紫研 叔獣馬食,
益 衣引研 奪切稽 舛軒馬壱, 獣肯拭惟 赤嬢辞 琶推馬壱 姥端旋昔 舛左税 薦因聖 叔
獣背尽陥. 希錐戚 2002 鰍拭澗 歯稽錘 舛左研 機細昔 「働紺丞硲葛昔幡・亜戚球栽」
生稽辞 窒毒馬心陥.
<拍遁繕紫>
徹展泥輯獣税 井酔 辞搾什丞税 溌左澗 雌雁廃 傾婚拭 含馬壱 赤陥壱 左戚悟, 辞搾
什税 霜税 中叔拭 毘聖 奄随析 琶推亜 赤陥壱 持唖鞠嬢 2000 鰍 8 杉, 仙亜鯵硲税 掻
推廃 採歳昔 拍遁繕紫拭 鐸呪馬食 衣引税 鯵推拭 企背 2001 鰍 3 杉拭 宿匂走崇聖 降
妊, 繕紫税 穿端雌聖 「鯵硲左蝿生稽 拍遁澗 嬢胸惟 痕梅澗亜」拭 舛軒馬心陥. 戚 繕
紫拭辞 左檎, 徹展泥輯税 井酔, 鯵硲左蝿亀脊獣拭 厭紗馬惟 拍遁丞失税 慎狽聖 閤焼
今砺櫛拍遁澗 板盗馬壱, 井蝿戚 旋精 去系莫税 拍遁亜 爽嫌研 託走馬澗 繊, 拍遁税
督胃繕闇精 希錐 畳馬壱, 企採歳税 拍遁税 税縦亀 覗稽虞壱 馬奄左陥澗 「瑳訓銅嬢
莫」戚虞澗 依戚 呪帖研 搭背辞 誤拷背 然陥. 益 壕井拭澗 紫噺穿端税 汝亜稽辞澗 亜
紫据繕 辞搾什税 井獣拭 赤陥. 析雌持醗聖 背 蟹亜澗 紗拭辞税 拙精 亜紫税 析級戚
杖原蟹 掻推廃走, 希錐戚 杖原蟹 毘窮依昔亜拭 企廃 獣識戚 匙閃赤澗 依精 薦亀研
幻球澗 著税 弦精 戚級戚 「食失蝕拝稽辞税 亜紫」拭 企廃 井獣亜 赤醸奄 凶庚戚陥.
鯵硲左蝿戚 曽掘税 獣竺鯵硲掻宿拭辞 仙亜鯵硲稽, 走逐聖 戚疑廃 薦亀績拭亀 災姥
馬壱 壱敬切税 仙亜持醗聖 走徹澗 眼雁切稽辞税 弦精 食失昔 拍遁税 紫噺旋汝亜亜
碍精繊, 企酔税 伸焦敗 去税 庚薦亜 鯵識鞠走 省壱 赤澗繊戚 戚腰 繕紫拭辞 項粕然
陥.
<益血幡繕紫>
2000 鰍税 厩亜税 「茨球巴沓 21」拭 奄段馬食 帖古失壱敬切税 持醗税 舌生稽辞 益
血幡戚 舛搾鞠嬢 鯵硲左蝿薦亀拭 税背 仙亜辞搾什税 五敢税 馬蟹稽辞 紫穣鉢鞠醸陥.
「酔端搭税 呪幻鏑 益血幡聖」戚虞澗 郊轡拭 限蓄嬢 徹展泥輯拭辞亀 弦精 益血幡戚

添持梅走幻, 益 鎧遂拭 企廃 舛左澗 獣肯生稽辞 中歳馬陥壱 拝 呪 蒸醸陥. 酔軒 乞
績生稽亀 「俳企亜 赤走澗 省柔艦猿?」「企誓戚 採膳馬走澗 省柔艦猿?」去戚 左鎧閃
神悟, 舛左採膳拭辞 降持馬澗 獣肯税 災照聖 薦暗馬食 益血幡税 叔舛聖 獣肯戚 硝
呪 赤亀系 徹展泥輯獣鎧税 28 益血幡拭 肖追戚闘研 奄段稽 噺据戚 号庚馬食 舛左研
呪増馬壱, 2 鰍託拭澗 宿匂走崇聖 鯵置, 益 衣引研 2004 鰍 7 杉『徹展泥輯獣鎧 益血
幡・辞搾什亜戚球』稽辞 窒毒馬心陥.

覗稽琶
富安 兆子 (亀耕醤什・推獣坪)
析沙 壱敬紫噺研 疏惟 馬澗 徹展泥輯食失税 乞績 企妊
1934 鰍 析沙 獣綜神朝痛 窒持. 焼神醤原俳据企俳庚俳採 噌穣.
析沙 徹展泥輯獣 紫噺嘘整 是据, 板庭神朝痛 採昔庚薦娃眼噺 是据, 板庭神朝曽杯域塙宿税噺
是据, 板庭神朝痛仙毒繕舛是据 去 蝕績.
薄仙, 析沙 紫舘狛昔 徹展泥輯獣舌蕉差走瑳訓銅嬢漠噺戚紫,
析沙 紫噺差走狛昔 徹展鋭輯持誤税 穿鉢 戚紫,
析沙 紫舘狛昔 徹展泥輯醗失鉢漠税噺 戚紫,
析沙 仙舘狛昔 焼獣焼食失嘘嫌・尻姥匂軍戚紫,
析沙 徹展泥輯獣験企俳, 爐剳食俳据企俳搾雌悦悪紫 去.
走榎猿走 室域 30 食鯵厩聖 号庚馬食 食失, 壱敬切, 短社鰍税 庚薦拭 企背 繕紫尻姥. 走榎猿
走税 繕紫尻姥左壱辞 陥呪.
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『焼獣焼税 紫噺痕疑引 賎陥』(戰犂辞繊)
『酔軒走蝕税 鯵硲左蝿』
（耕革牽郊辞号） 去

