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ごあいさつ
西日本日独協会会長
2011 年は「日独交流１５０周年」に
当たりましたために西日本日独協会と
しても多種の記念行事を行いました。
その中で最も規模の大きかった催しは
2012 年 3 月 24 日に行われた「老後を
生き生きと過ごすために！ドイツで
は？日本では？」と題する国際シンポ
ジウムでした。
ドイツと日本は足並みを揃えたかの
ように、共に「超高齢社会」に突入し、
さまざまな難問に直面しています。そ
れは国のレベルにおいてのみならず、
国民一人一人の身の上にのしかかる問
題です。
同じ問題を抱えながらもドイツでは
斬新な試みがなされていると聞いてお
ります。実際にドイツではどんな状況
なのか。それを多くの方々に知ってい
ただく機会を設けるのは日独協会の務
めではないのか？そのような思いから
ドイツ大使館のアイルリヒ福祉担当参
事官に基調講演をお願いしました。
アイルリヒさんはドイツ国民の年齢
構成が逆ピラミッド型に推移しつつあ
ることから社会保障制度の財源の危機
を指摘し、それを魅力ある育児政策と
家族政策、外国からの移住、それに社
会保障制度の改革で乗り切ろうとして
いる、ドイツの現状を分かりやすく話
してくださいました。
後半のパネル討論ではまず舩津邦比
古さん（伊都の丘病院長）がドイツの
フォルクス・ホーホシューレ（市民技
術・教養教室）の制度を紹介され、こ
の組織的活動が高齢者層の若さを保ち、
さらに介護補助員を育成するのにも役

根本道也

立っている実情を現場の映像を映しなが
ら説明してくださいました。
人間は例外なく晩年を迎え、認知症状態
に陥ります。そこで最も大事なことは「一
人一人が最後まで人間らしく生きて、安
堵感の中に自然死を迎えられるか」です。
それはどうすれば可能なのか。二人目の
パネリスト黒木邦弘さん（熊本学園大学
准教授）はドイツ・デユッセルドルフの
「認知症カフェ」の活動を、三人目のパ
ネリスト下村恵美子さん（「宅老所よりあ
い」代表）は地域に自力で立ち上げた施
設での活動を紹介されました。お二人が
強調されたのは「お年寄りが人生の最後
を迎えるまで、それまでと同じ生活を保
てるように支えてあげること、そのため
には孤立しないように人の輪に誘い、一
緒に笑ってあげること」だと強調されま
した。そしてどちらの活動も行政頼りで
はなく、周囲の人たちの温かい理解と無
欲の行動力に支えられているというお話
は非常に印象的でした。
基調講演に始まる一連のお話の司会を
務めてくださったのは熊本学園大学の豊
田謙二教授です。講演の中で聴衆に分か
りにくかった箇所を咀嚼し、次の講演内
容へと聴衆の関心を導いていく、その手
腕は福祉政策とその実践について知りつ
くした教授ならではの見事さでした。
通訳の仕事を務めてくださったのは高
木ユリアさん（主婦）と村上浩明さん（独
文博士準備中）です。お二人とも専門外
のこのテーマに果敢に取り組んでくださ
いました。
当初は、熊本学園大学と本協会が共催し、
ドイツから 3 名の専門家をお招きして

2011 年９月に行う予定でした。ところ
が 3 月 11 日に東北大震災が起きたため
にドイツからの来日が不可能になり、
熊本学園大学も事情によって共催でき
なくなりました。このへんの状況の推
移については実行委員長舩津邦比古氏
の報告文に譲りますが（注）、結果的に年
度の締めくくりぎりぎりの 3 月 24 日に
開催することができました。
１年前の準備開始から幾重もの紆余
曲折を経ながら当日のシンポジウム終
了までほぼ１年間息をつく間もなく働
いてくださった関係役員、特に舩津実
行委員長を中心とする実行委員会の

方々には心からその労をねぎらいたいと
思います。その他にも多くの方々にお力
添えいただきました。お陰さまで、270
名を超す来場者のご期待におおむね応え
ることができたと思います。皆様のご協
力に改めてお礼を申しあげます。
最後になりましたが、このような大規模
の企画が首尾よく実現できた背景には熊
本学園大学、大阪・神戸ドイツ連邦共和
国総領事館、福岡県、福岡市の後援があ
りましたことを、併せてご報告いたしま
す。
2012 年 6 月 26 日

(注；舩津邦比古、西日本日独協会年報 第 36 号 p.65、2012 年 6 月)
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１５：００〜

開 場 ・ 受 付

１５：２５〜

開会のあいさつ （西日本日独協会会長 根本道也）

１５：３０〜

基 調 講 演 （約６０分）

少子高齢化 年金・介護保険制度における極めて大きな課題
◆講 師： クラウス・アイルリヒ氏
（ドイツ大使館 労働・保健・社会保障問題担当参事官）

１６：３０〜

休

憩

（１０分）

１６：４０〜

パネリスト発表 （各１５〜２０分）

◆ コーディネーター： 豊田 謙二 氏 （熊本学園大学社会福祉学科 教授）
◆ パネリスト：
① デュッセルドルフ市の認知症カフェ「忘れな草」の取り組み
黒木 邦弘 氏 （熊本学園大学社会福祉学科 准教授）
②「老いる・ぼける・死ぬ」につきあう
下村 恵美子 氏 （宅老所よりあい 代表）
③ 生活の質を高めるフォルクス・ホッホシューレ
（市民技術・教養教室）
舩津 邦比古 氏 （伊都の丘病院 院長）

１７：４０〜

パネルディスカッション ・ 質疑応答

１８：００〜

閉会のあいさつ （西日本日独協会副会長 北芝幹怡）

シンポジウム・チラシ

約 270 人の参加者でほぼ満員の会場風景

開会の挨拶（根本会長。司会は北芝氏）

超満員の会場風

基調講演（アイルリヒ氏と通訳の村上氏）

パネル討論会の模様

コ−ディネーター豊田氏

パネル講演（舩津氏）

（写真撮影；小野、赤松）
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少子高齢化
――年金･介護保険への大いなる挑戦状――
クラウス・アイルリヒ （ドイツ連邦共和国大使館）
日本とドイツは多くの分野において似通っ
た状況にある。このことは、人口構造の変化に
関しても当てはまる。人口の高齢化が進み、同
時に出生率が減少しているのである。
2009 年という年は、ドイツにおいては、第
２次大戦後で最も出生数が少ない年であり、66
万 5126 人にまで減少した。その後 2010 年には
67 万 7947 人となった。これは女性一人当たり
1.37 人ということになる。戦後出生数が最高と
なったのは 1964 年で、約 136 万人が生まれた。
出生数の減少傾向は今後も続いていくであろう。
ドイツの国立人口問題研究所の予測では、出生
数は 2050 年までに 50 万人〜54 万人に減少する
という。連邦統計局によれば、2010 年の死亡数
は前年に比べ若干増加して、85 万 8768 人とな
った。これにより、死亡数が出生数を 18 万 821
人も上回った。2008 年はこれが 16 万 2 千人弱
だった。
このほかに、ドイツにおける人口動態に不利
に働いているのは、ドイツに流入する移民の数
が以前ほどに多くはなく、逆にドイツを離れる
人の数が以前にもまして増えていることである。
2008 年と 2009 年にドイツでは初めて移民の「出
超」となった。つまり、ドイツを離れていった
人の数がドイツにやってきた人の数を上回った
のである。しかし、2010 年には再び「入超」に
変わった。67 万 605 人がドイツを離れ、79 万
8282 人がドイツに入ってきた。現在のところド
イツに暮らす外国人の数は 670 万人弱だ。ドイ
ツの人口の 1570 万人が移民の家系である。
日本同様、ドイツにおいても人口が減少してい
る。現在、ドイツの人口は 8180 万人で、2060 年
にはこれが 6500 万人〜7000 万人にまで減少す

るとされている。3 人に 1 人が 65 歳以上となる。
ドイツでは現在のところ 20 歳以上 64 歳以下の
人口、つまり現役世代は約 5000 万人だ。
2060 年までにこの世代の数は約 30％減少する
だろう。これに対して、現在全人口の約 20％
を占めている 65 歳以上の人口は、2020 年から
大きく上昇する。2009 年時点で現役世代 100
人に対する年金世代の割合は 34 人であったの
が、2030 年にはこれが 43 人〜44 人、2060 年
には 56 人から 59 人にまで上昇していくであろ
う。つまり、仕事をしている人 100 人が年金生
活者 56 人〜59 人を支えることになる（図１）。
このような人口動態の変化は、ドイツにお
いて重大な社会問題のひとつになっている。義
務教育年齢の子供の数も、職業実習を受ける人
の数と同様に、減少している。要介護者数が著
しく増加する一方で、現役世代の数は著しく減
少している。結果として、労働市場の状況は改
善し、失業率の低下につながることだろう。し
かし、これは我が国の経済発展にとってどんな
意味を持っているのだろうか。労働者不足がお
きるのだろうか。社会保障制度にはどんな影響
が生じるのだろうか。医療保険や年金保険はど
うだろうか。人口減少と高齢化社会を迎える中
で、社会保障制度はこれまで通りの形で長期的
に財源を確保できるのだろうか。次々と生じる
問題に対し、すべての分野において満足のいく
回答が見つかっているわけではない。しかしこ
れは、我々が解決しなくてはならない挑戦的課
題であり、私見ながら、日独両国にとって緊密
な交流と協力の可能性を秘めている分野であ
ると考える。
高齢化にはどう対処したらいいのだろうか。
ドイツ人の平均余命は 2060 年までに男が 8 歳の

びて 85 歳、女が 7 歳のびて 89.2 歳になるとさ
れている。長生きすることは無条件に歓迎すべ
きことである。社会にとって問題なのは出生率
の低さなのだ。政治と社会は、若い人たちが家
庭を持ち、子供を育てていけるような環境を整
えなくてはならない。そのための最重要の条件
の一つが、安定し、正当な賃金を支払う職場で
ある。これに加えて必要なのは、若い男女が家
庭と職場を両立できるような労働環境であり、
子育て支援施設の拡充もそのひとつである。
社会保障制度の基礎となるのは、特に、将来
にわたって安定した老齢年金制度、着実な経済
成長、高い就業率である。安定した社会保障制
度の支えとなるこれらの要素は、今日のドイツ
ではどうなっているであろうか（図２）
。
労働市場を見てみると、現在は過去に例を見
ないほど良好な状態にある。失業者は昨年 300
万人以下にまで減少した。その前年にはこれを
30 万人ほど上回っていたのである。これらの数
字が示すように、ドイツは金融危機を比較的う
まく乗り越えてきたといえる。これはまた、企
業、労組、政治が同じ目標を目指していたから
でもある。
我が国の年金制度もこの危機においてその
真価を発揮した。年金の停止や減額をせざるを
えなかった他の国々と違い、ドイツでは利回り
が一時的に落ち込んだだけだった。年金保険の
積み立て方式への完全移行を主張していた人々
の声が次第に小さくなっていった。これは特に、
賦課方式の年金保険制度が、困難な時期にあっ
ても、高い適応力と状況を安定化する力がある
ことを、改めて証明して見せたからである。
公的年金保険制度は、少子高齢化にもかかわ
らず、老後における生活水準の確保に向けて大
きく貢献していくことであろう。この保障機能
を長期的に確保するため、過去においてすでに
様々な年金改革を実施してきた。これらの施策
は、ドイツの老齢保障制度が将来においても安
定し、負担に耐え、柔軟性を保ち、機能を発揮
できる制度となるよう実施されたものである。
この老齢保障制度は、公的年金、企業年金、

個人年金の三本の柱から成り立っている。第一
の、そして最重要の柱は公的年金保険で、老齢
年金、障害年金、遺族年金を含んでいる。公的
年金は老後の保障に決定的な役割を果たし、社
会とのつながりを維持するための基礎となっ
ている。
これを将来にわたっても維持できるよう、
公的年金保険における給付と負担のバランス
を見直さざるをえなかった（表１）
。
その重要な改正点は、
−年金の早期受給に際し年金額減額のため
の計算式の導入。
−年金受給開始年齢の 67 歳への引き上げ。
1990 年のドイツ再統一以降、何の改革も行
わなかったとしたら、当時の予測では、年金保
険料率が 2030 年までに 36％に上昇するという
ことだった。これに対し、これまでに実施され
た諸改革により、保険料率は 2030 年まで 22％
を超えないことが保証されている。年金改革の
実施により、少子高齢化にもかかわらず、公的
年金保険は長期的に給付を実施することが可
能になった。しかしながら、年金の給付水準は
多少減少するであろう。そこで、この不足分を
補うため、積み立て方式の補充年金制度の構築
と拡充が必要となった。
老後においても望ましい生活水準を変わ
りなく維持していくためには、追加的な老後の
備えが必要である。ドイツ政府はこの 10 年の
間に、企業年金と個人年金という二つの柱の強
化をめざし、さまざまな促進策を実施してきた。
政府は補助金、税制優遇措置、社会保険料免除
などにより、追加的年金保険を奨励している。
これは企業年金や個人年金（いわゆるリースタ
ー年金）に適用されるものである。追加的年金
保険の奨励を通じて、国民に伝えたいメッセー
ジは明確だ。追加的に備えをする人だけが老後
の生活水準を維持することができるだろう、と
いうことだ。
この追加的年金保険がその後普及していっ
たことで、ドイツが踏み出した道は正しかった
ことが証明された。働く人の 64％がすでに企業
年金の受給権を持っている。個人年金の契約件
数は現在のところ 1460 万件に達している。さら

に、政府が推し進める個人年金制度の恩恵を受
けているのは、むしろ低所得層や子供のいる世
帯である。個人年金の加入率は女性のほうが
往々にして高く、補助金を受け取る比率も高く、
男性よりも振興策の恩恵を受けている。

年金保険と同様に、介護保険についても言
えることだが、少子高齢化を背景に、社会保険
のこの分野においても将来的に確固たる財政
基盤を維持できるよう、やはりさらなる改革が
必要となってくる。

これに関連して、介護保険との兼ね合いで補
足すると、ドイツでは約 225 万人が、身体的・
精神的病気や障害により自立した日常生活を送
ることができず、介護または介助を必要として
いる。これらの人たちのためには介護保険があ
る。
ドイツ社会保険の新しい柱として、公的介護
保険が 1995 年に導入された。介護保険の保険者
は介護金庫で、疾病金庫の下に置かれた。つま
り、介護金庫は疾病金庫と結び付いているので
ある。介護保険は要介護状態のリスクに対する
経済面での備えである。介護保険は要介護者が
自律的に生活を送れるようにするためのもので
あり、すべてをカバーする保険ではない。支援
という形で給付を行う基礎保障制度であり、保
険加入者本人や他の担い手が何もしなくていい
というものではない。
要介護者が保険給付を受けるにあたって基
準となるのが要介護度である。これは医療保険
の医療専門部会が認定する。様々な要求に対応
するため、3 段階の要介護度が法律で定められ
ている。そして、その要介護度ごとに介護保険
の給付限度額も決められている。要介護度の区
分けは、
・ 要介護度 I 相当程度の要介護状態
・ 要介護度 II 重度の要介護状態
・ 要介護度 III 最重度の要介護状態
介護保険には現金給付と現物給付とがあり、
これにより基本的な介護と日常生活における支
援が賄われる。現金給付と現物給付を組み合わ
せることもできる。介護保険給付は、在宅介護
の場合、要介護度 I の月額 235 ユーロから要介
護度 III で特別に介護を必要としている場合の
月額 1918 ユーロまである。介護保険の保険料率
は現在のところ給与所得の 1.95％となっている。
これを労使で折半するので、それぞれが 0.975％
になる。

我が国の社会保障制度を支える重要な柱
は着実な経済成長と高水準の就業率である。そ
のため、現在高性能を誇るドイツ経済の成長エ
ンジンが停滞するようなことがあってはなら
ない。そこで、国内経済の成長力を長期的に強
化し、それによって明日の豊かさを確実にする
ため、今から将来の方向性を定めておくことが
必要だ。これは、豊かさを、あるいは老後のた
めの資本を労働によって稼ぎ出す人たちがい
て初めて機能するのである。ここで重要なのは、
誰が明日の仕事をするのか、ということである。
少子高齢化はドイツに厳しい試練を課してい
る。我が国の、そして日本も同様であると考え
るが、労働状況は大きく変わらざるをえないで
あろう。
労働力人口は、人口構造の変化だけに限定
しても、今後大きく減少していくことになる。
長期的にドイツは著しい労働力不足に陥る危
険がある。このことは、高学歴層についてよく
指摘されていることであるが、これにとどまら
ず、職業資格を有する熟練労働者についてもい
えるのである。雇用機会がなくなることはない
だろう。それよりもむしろ、労働力不足に対処
しなくてはならないであろう。これに対する対
策を講じなければ、少子高齢化は成長にブレー
キをかけ、豊かな社会に悪影響を及ぼすことだ
ろう。
なによりもまして、労働力と年金は直接に
関係し合っている。働く人が 100 万人増えれば、
社会保障制度における収入が 90 億ユーロ強増
加することになる。このうち約 50 億ユーロが
公的年金保険に入る。人口構造が変化してゆく
中で、中高年の労働者がきわめて重要になる。
将来的に、労働力としての中高年に対する需要
が高まる。この分野においては、日本はドイツ
よりもだいぶ進んでいるが、ドイツもゆっくり
ではあるが、前進している。55 歳から 65 歳ま

での中高年の就業率はこの 10 年の間に 20 ポイ
ント以上上昇し、現在では 58％となっている。
この数字は国際比較ではほぼ中位にある。
公的年金保険における年金受給開始年齢を
67 歳まで段階的に引き上げていくという措置
は、少子高齢化に対する正しい答えである。な
ぜなら、私たちは中高年の就業率を今後も大幅
に引き上げなくてはならないからだ。この措置
が完全実施される 2029 年まではまだ時間的余
裕があるので、この間に中高年の働く環境を絶
えず改善していかなくてはならない。これには
企業の意識改革が非常に重要である。
専門的能力を秘めた労働力として、すぐにで
も活用できる最大のグループは女性である。喜
ばしいことに、ドイツにおける女性の就業率は
国際比較においてもかなり上位にあり、ほぼ
70％に達している。しかし問題は、パートで働
く女性が 45％と極めて多いことだ。しかも往々
にして週数時間程度しか働いていない。さらに、
家庭に専念する時期を終えて仕事に復帰するの
がかなり遅くなったり、あるいはまったく復帰
できなかったりする。女性たちの仕事への意欲
とその置かれた状況とをうまく調和させられる
ような支援策が欠けている。特に、シングルマ

ザーにもっと手厚く対処しなくてはならない。
つまり、将来的に重要になるのは、仕事と育児
または肉親の介護とを一層両立できるようにす
ることなのである。
国内の潜在的労働力の積極的活用だけで、
労働力不足を補うことはできない。そのため、
すでに移民してきた人たちの社会への同化を
引き続き推進すると共に、職業資格を持った人
たちの受け入れを増大させる必要がある。我が
国に来ようと思っている人たちや来るであろ
う人たちに関し、我々はもう少し信頼をおいて
もいいだろう。職業資格を持った人たちの流入
が多すぎるのではなく、少なすぎるのである。
十分な資格を持った人たちが来ることで、国内
の需要がさらに喚起され、一層の雇用創出につ
ながる。
以上のことは、ドイツが、少子高齢化にもか
かわらず、将来に向けて成長と雇用と社会保障
制度の基盤を維持すべく実施している取り組み
の一端にすぎない。日本とドイツは多くの分野
において同様の課題に直面している。日独両国
は、これは私からの提案でもあるが、これらの
分野における協力を継続し、その一層の強化に
努めるべきであろう。

図１：1960〜2060
年におけるドイツ
の人口動態。
棒グラフ色分け
の下から順に 20 歳
以下、20~65 歳、65
歳以上の人口分布
（割合）を示す（予
測を含む）。上部の
数値は総人口〜例
えば、2008 年では、
8 千 2 百万人であ
る。
(出典：ドイツ連邦
統計局）
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表１：2009 年の年金種別ごとの平均年金額。
（出典：「ドイツ年金保険連合会」資料。対訳を次ページに掲載）

表１：2009 年の年金種別ごとの平均年金額・対訳

■ Durchschnittliche Höhe der Renten nach Rentenart 2009

2009 年の年金種別ごとの平均額
Rentenzahlbeträge am Jahresende (年末での年金額)
年金の種類

男 性

女 性

旧西ドイツ地区

旧東ドイツ地区

旧西ドイツ地区

旧東ドイツ地区

〔€〕

〔€〕

〔€〕

〔€〕

758
(79,590 円)

656
(68,880 円)

667
(70,035 円)

684
(71,820 円)

-獲得能力の部分的減少によるもの

555

428

782

431

-獲得能力の全面的減少によるもの

990

689

487

698

990

1,069

487

702

1,180

1,031

692

731

ー

ー

672

743

-重度障害者

1,159

963

748

777

-長期披保険者

1,169

1,095

531

621

762

1,134

354

642

237

287

564

591

236

287

564

591

969

1,019

500

700

就業能力の減少を理由とする年金

（注）

そのうち

老齢年金
老齢年金のうち
-失業/中高年パート就労促進制度活用者
-女性

-標準的年金
遺族年金
そのうち
-寡婦-/寡夫年金
年金保険による年金全体で
出典：年金ドイツ年金保険連合（2010 年）

(Deutsche Rentenversicherung Bund (2010))

数字で見る年金保険、ベルリン (Rentenversicherung in Zahlen, Berlin)
(注)

年金額の第１欄にのみ、105 円/1€ で換算した円の金額を示した。
また、数値は月当たりの支給額である。

社会保障政策（Sozialpolitik)

生き生きとした生活に向けて
豊田 謙二（熊本学園大学
この国際シンポジウムの主たる主題は「生き
生き」である。「生き」を生命的に生きる、と
いうことを含めて人生への積極的な「意気」込
み、と解したい。この「気」という言葉は、東
アジア、とくに日本と中国にしか通用しない、
いわば特異な表現である。そのことの重要性は
「気」という言葉にある。「気」は人と人との
「あいだ（＝間）」にあり、
「気配り」
「気遣い」
「気苦労」
、そして「気疲れ」と表現される。
「元気」という表現も深く関係する。それを
ドイツ語で表現しようとすると、
「Gesundheit(=
健康)」あるいは「Lebendigkeit（＝生命力）
」で
あろうか。いずれのドイツ語にしても、その個
人の健康であり生命力を問う、のであって、日
本語の「元気」に含まれる「あいだ」的な用語
法とは異質に思える。
「元気」は人と人との醸す雰囲気、「元気に
なった」というのは自己と他者との関係が好転
すること、国語辞書には「気力」がみなぎると
もある。日本では、「気」を塞ぐ関係がある。
それは「世間」という、西欧での「社会」とは
異質な、行動への強制力を有するあいだ的な関
係である。
社会は、ドイツ語で「Gesellschaft=(ゲセルシ
ャフト)」と表現するが、そこで市民社会は
「bürgerliche Gesellschaft」と表現される。英語
では、「sivil society」という。私事ながら、経
済学部で社会政策を学びながら、この「市民社
会」に戸惑い、未知との遭遇というドイツへの
留学を決意させたのは、まさにこのキーワード
であった。
「society」「social」と言う用語は、社会福祉
分野だけの理解に止まらず、ひろく市民社会で
の共通認識であって欲しいと思うのだが、その
捉え方が非常に難しい。それは身近に「social
（＝社会的なこと）
」がないからである。
私は大学で「社会福祉学原論」を講義してい
る。まず、
「社会福祉」という用語の理解が困難

教授・博士）

である。理解不能は当然のことである。若きこ
ろの私がその理解不能な世界にいたからである。
ついでながら、ドイツの大学には「社会福祉学
部」はない、また「社会福祉学」に関わる講義
もない。さらに、自治体には、
「介護保険課」
「福
祉課」に相当する部署は置かれていない。
社会福祉を意味する生活支援は、民間非営利、
とくにキリスト教系の非営利団体の事業に属す
るので、困窮者支援での社会扶助（＝Sozialhilfe）、
日本では生活保護制度であるが、その事業も民
間非営利団体の責務である。福祉・介護職の養
成もその団体の事業に含まれている。社会扶助
法においても、民間の事業優先が謳われている。
社会福祉に関わる考え方や運営方式は日本とド
イツでは基本的に異なる。では、
「君はドイツで
何を学んでいるのか」
、この質問こそ私の逃げた
い点である。
「社会的なこと」と「経済的なこと」
「社会的なこと」が実現されているのだが、
具体的には、「social insurance(=社会保険)」と
「social work（＝ソーシャル・ワーク）
」が重要
である。近年では「social support（＝社会的支援）」
、
あるいは「social care（＝社会的ケア）」
、などの
表 現 も 使 用 さ れ て い る 。 た と え ば 、「 social
evening（＝懇親会）
」の用例もある。
「ソーシャ
ル」という表現を、言語そのものだけでなく、
社会形成のあゆみなかで了解する必要がある。
ドイツは世界で初めて「社会保険」という制
度を構築した。19 世紀の後半、1984 年の医療保
険制度である。それは市民革命後の近代国家形
成期において、
「state（＝国家）
」に対抗しつつ、
「social（＝社会的）」な関係を築く、という社
会運動の所産である。社会保険という意味は、
単に民間の私的保険ではない、ということ以上
に、したがって、
「社会的なこと」という歴史の
継承を意味しているのである。
「社会的なこと」とは、近代的国家に対抗し

つつ、また同時に市場経済に対抗しつつ形成さ
れる、そうした市民的活動なのである。では、
「対抗」とはどういうことなのか、少し説明し
たい。
近代国家は権力、つまり「ゲヴァルト」を有
し、上から下への命令系統を組織している。近
代的市場は「法人資本主義」という概念が通用
するほどに、株式会社による市場コントロール
が進行している。人は市場のなかで物を得、ま
た物を提供する。その市場は貨幣と物との交換
であり、常に価格という「ものさし」によって、
市場内の人はコントロールされる。
権力による支配でもなく、市場での競争原理
でもなく、人間的な生き方が可能であるのは、
双方に対抗しつつ自由・平等の理念によって生
きることである。だから、そこに「経済的なこ
と」ではなく、「社会的なこと」の必要性が成
立するのである。ドイツの介護保険制度では被
保険者の選挙によって理事が選出され、その運
営にあたる。それは「社会的自治」と呼ばれる。
厚生労働省管理下の日本の介護保険は、「国家
保険」である。
その社会保険制度を辿っていくと中世都市
の扶助金庫に至る。その中世都市とはアルプス
以北である。仔細には立ち入らない。要点だけ
記したい。時代は紀元 800 年、地上の権力者カ
ール大帝が教皇レオ 3 世より西ローマ皇帝の
帝冠を受ける。これがヨーロッパ中世の開始で
ある。地上の権力が神の天上の権力をも、天と
地との権力を領有したのである。
中世都市は教会と市庁舎を設置して、その位
置を中心として町を築いた。都市は兄弟同盟に
おいて組織された。都市は人口規模では決めら
れない、お互いに盟約し宣誓した人、その都市
市民の同盟なのである。それは都市の周辺を囲
む農村居住の領主との戦いへの砦である。だか
ら、
「城(＝Burg)の壁」が都市（＝Stadt）環境条
件となる。「フライブルク」「ヴュルツブルク」
「マールブルク」などの表現は、いずれも中世
都市の歴史を伝えている。繰り返すが、「都市」
とは人口の数ではなく、個々人の契約による市
民の連帯である。
社会的なことと自己性

ドイツ語では、
「私」は「ich」という表現し
かない。また、
「あなた」は「du」である。日
本語では、
「私」を表現するには、
「おれ」
「ぼ
く」「しょうせい」「せっしゃ」など、若者は
「じぶん」とも言うが、どの用語にするかは
「私」が決められない。
「私」とあなたのあい
だの関係が決める。多くの場合には、日本語
には主語がない。
「私」はだれなのか、だから、
奇妙な？自分探しを学問的に装飾したりもし
ている。
その問題性は、社会的なことと主体的自己
の確立に関わる課題である。つまり、俗に言
われるように、まず「個」の確立、という思
考が誤りなのである。何の支えなしに「個」
が、あるいは主体的自己は成立できるのだろ
うか。西欧 18 世紀後期に表現された章句を参
照としたい。
人間は social な生き物である。すなわち、単
独の人間または家族はすべての society から一
人離れて生きていく、あるいはうまく生きて
ゆくことはできない。（R.Williams『キーワー
ド辞典』
（株）晶文社）
日本では、
「主体的自己」が形成される重要
な時に、つまり社会的に生きるという自立期
において、
「家」がその形成を阻む。社会的な
生活において、他者との関係において自己が
形成される。そうした主体的な自己形成の社
会的・文化的条件という環境は極めて限定的
であり、家族的つながりへの依存度が強い日
本では、意図的あるいは意識的な努力が必要
に思える。人間関係の基本は、他者と自己、
あなたと私であるが、
「生き生き」のテーマに
立ち返りつつ、以下に結びとしたい
人と人とのあいだ、そのあいだをつなぐ会
話が重要である。その点に関してはだれも否
定しない。ではなにを、どのように実行でき
るのか、そのあたりまえの世界に立ち返って、
実践を考えてみたい。
人と人とをつなぐ、そのあたりまえにして必
要な、そのつなぎが難しい。一つの重要な示唆
は、
「あいさつ」である。ドイツでは出会いにあ
いさつがあり、別れにあいさつを交わす。その

あいさつからは、時に「会話」へと発展する。
「あいさつ」は贈与である。つまり、私のあ
いさつの言葉に見返りを求めない。まずは、一
方的なあいさつである。一人暮らしの認知症の
人に対し、近くのある女性がその境遇を気遣い

つつ、返答のないあいさつを続けていた。ある
日のこと、その認知症の人が微笑みで応えた、
という。あいさつから始める、そこに、人と人
とのあいだに「生き生き」の源がありそうに思
える。

デュッセルドルフ市認知症カフェ“忘れな草”の取り組み
黒木 邦弘（熊本学園大学・社会福祉学部・准教授）
高齢化が進展している日独。両国共通の社会問
題の一つが認知症対策です。
ところで、一つ質問があります。それは、ドイ
ツ人の認知症と日本人の認知症に違いがあるかと
いうことです。医学的には、国際的に標準化され
た判断基準のため、違いはないかもしれません。
社会福祉学の観点からいえば、随分違いがありそ
うです。日常の生活支援でいえば、日本で当たり
前の入浴は、
（ドイツでは）あまり重視されていな
いようです。制度上、要介護認定は三段階ですし、
現金給付もあります。つまり、認知症自体にかわ
りはなくても、認知症を取り巻く環境に違いがあ
りそうです。
本日は、ノルトライン=ヴェストファーレン州の
州都デュッセルドルフ市（人口 60 万人）の認知症
カフェの取り組みを紹介します。皆さんと一緒に、
認知症の人を支援する地域の取り組みを手がかり
に、生き生きと老後を考えたいと思います。
◆認知症カフェ
認知症カフェは、【BEAtE】Betreuungsgruppen
für Demenzkranke zur Entlastung pflegender
Angehöriger als trägerübergreifende Einrichtung
というデュッセルドルフ市の取り組みです。市内
に22 か所設置され、
運営はディアコニーをはじめ、
カリタス、AWO など福祉団体が担っています。
【BEAtE】の目的は、介護している家族らによる
負担軽減のための世話といったところでしょうか。
◇ 特徴
・構成：専門家（ソーシャルワーカー）１人とボ
ランティア３人のチームアプローチで、最大９人
の認知症の人を世話します。
・頻度：週３時間の世話を実施
※「カフェ 忘れな草の場合」
：週 3 時間・月 3
回開催
・週一回 20 ユーロ（日本円で約 2100 円）の自己
負担
（但し、介護保険は認知症の診断に基づき、認
知症の方には要介護度に関係なく月額 100 か

ら 200 ユーロを現金給付するため実質的な負
担はないと思われます）
※「カフェ 忘れな草」の場合：無料（但し、
コーヒーとクッキーだけ）
・運営：福祉団体による協同プロジェクト（2004
年結成）
※「カフェ 忘れな草」の場合：ディアコニー
が運営
・現状：市全体では、毎週１８０人の認知症の
人がグループ活動に参加。援助活動を行う地
域住民も毎週１８０人以上います。利用者の
要介護度 0（非該当）が 30％、その他認知症
の初期段階の人も多い。
◇事例 Café VergissMeinNicht（カフェ 忘れな草）
デュッセルドルフ市内でも高齢化が進展して
いるゲレスハイム地区。そこに、認知症カフ
ェの一つ「忘れな草」の活動拠点があります。
1. 運営管理者はソーシャルワーカーのぺトラ・
ヴィーンズさん
福祉専門大学でソーシャルワークを学び卒業
後、高齢者施設の勤務を経て、認知症カフェの
立ち上げ、認知症理解のための講習会の実施、
カフェ運営全般をマネジメント。
※なお、勿忘草には、
「私を忘れないで」
「真
実の友情」
「真の愛」といった花言葉がある
とか。
「カフェ 忘れな草」は、先の特徴のように、
他のカフェとは異なる運営を行っています。
2. 学び・行動する市民を育てる認知症講座
日本では、認知症サポーターといった取り組
みが全国的に行われています。このことは、ド
イツ在住の日本人たちにも知られています。皆
さんはご存知でしたか？ただ、認知症サポータ
ーは、
「何か特別なことをするわけではない」
とされています。つまり、啓発が主たる目的と
いったところでしょうか。
一方、
「カフェ 忘れな草」は、ソーシャルワー
カーのヴィーンズさんが行った講座

「Kulturführerschein Demenz（文化運転免許）
」
修了生たちの活動によって支えられています。認
知症を学ぶことは、自動車の運転免許ならぬ文化
運転免許のようなものということのようです。こ
の講座で私が大切だと思うのは、
「認知症の人は
何を見ているか、私たちは認知症の人をどのよう
に見ているか」双方の立場から考える点だと思い
ます。認知症の病気を理解するだけではなく、認
知症を抱えながら暮らしている人を理解する、そ
して、この人たちを周囲はどのように捉えている
かを理解することで、認知症を個人の問題ではな
く、皆の問題として捉えなおすことができると思
います。
3. 「認知症カフェ 忘れな草」の様子
1) カフェの始まりは、一杯のコーヒーから。
ドイツ人は、よくコーヒーを飲みますよね。
そんなドイツ人にとってカフェは、普段の暮
らしに欠かせない場、暮らしの営みの一つの
ように思います。認知症になっても人が集う
カフェの場は、繰り返されてきた生活の一部
として受け入れやすいのでしょう。
2) テーマに基づくグループのおしゃべり
一杯のコーヒーで落ち着いた参加者は、ヴ
ィーンズさんと講座修了生の案内で円形になっ
て集まります。おしゃべりグループのはじまりで
す。訪問した日のテーマは「デュッセルドルフの

歴史」です。高齢者たちの記憶にある以前の町の
写真や資料が回想を促します。ヴィーンズさんは、
お一人お一人に語り掛け、会話を引き出します。
3) 講座修了生がすすめる軽い運動
講座修了生は、介護経験を有する家族や元看
護師。歌やダンスを担当します。専門職と住民
が協働している一場面です。
4) カフェを締めくくるヴィーンズさん
この日のカフェは、ある女性の朗読で締めく
くられました。グループのおしゃべりでは一言
も発せられなかった方です。
ヴィーンズさんは、
会話の有無にかかわらず、集団のまとまりを常
に意識しているように思われました。
４．生き生きとして老後に向けて
認知症カフェの取り組みは、専門職による学
習と動機づけと、専門職と住民協働による活動に
よって成り立っています。認知症カフェの取り組
みから、生き生きとした老後の手がかりは、知識
を学ぶだけでなく、専門職と共に考え・行動する
先にあることを学びました。

本文中に紹介したデュッセルドルフ市ゲレ
スハイム地区の認知症カフェ。中央に立っ
ているのはソーシャルワーカー。

老後生活の向上に市民技術・教養教室
(フォルクス・ホーホシューレ
舩津 邦比古

（伊都の丘病院

１．フォルクス・ホーホシューレとは
フ ォ ル ク ス ・ ホ ー ホ シ ュ ー レ
（ Volkshochschule 。 Volk は 英 語 の folk 、
Hochschule は high school に相当）とは直訳す
ると国民高等学校であるが、意訳すると市民技
術・教養教室というところであろうか。マイス
ター制度に代表されるドイツの職業教育には定
評があるが、フォルクス・ホーホシューレは 100
年以上の歴史を持ち、単なる技術だけでなく哲
学、文学、修辞学など社会人の基礎教養からビ
ジネスの様々な分野の実務などにおいて、初心
者の入門から既成者の再履修まで、広く門戸を
開いている。
教室を終了すると職業訓練上の履修証明が発
行される。この履修証明は履歴書に記載すると
就職時には教育歴として相応に評価される。そ
れはフォルクス・ホーホシューレがドイツの教
育制度の中で初等、中等、高等教育に続く第４
段階と位置付けられていることと、もう一つは
日本の就職制度からは理解し辛いかもしれない
が、専門性が重視されるドイツでは何を学んだ
かによって就職先が限定され、関連性の乏しい
領域へ就職すると昇進昇給が望めないからであ
る。運営母体は州や市などの外郭団体で、財政
基盤は市や州など自治体からの助成金、協力企
業の寄付金、国や EU レベルの助成金、そして
受講料である。それゆえ利用者は国籍を問わず
安い受講料で、多様な知識や実務技術の習得が
出来る。このフォルクス・ホーホシューレが
1970 年代の西ドイツ当時から、社会の第一線を
退いたシニア層向けカリキュラム開発し、徐々
に充実させてきた。本シューレ（学校）は近年
になって実務領域だけでなく、生活を充実させ
るための知識、技術、教養を習得する方向にウ
ェイトを移して来たが、特にシニア向けシュー
レ（シニアコース）はこの年齢層の人々の生活
を充実させることに大きく貢献しているようで
ある。同時にシニアコースは退職者の再履修に
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も力を注いでいる。ドイツは今後人口の大幅な
減少が予測されていて、ドイツ政府は労働力確
保に躍起となっている。その政策の一つに老人
層の再教育・再雇用を掲げているが、シニアコ
ースはそのような政府の政策を反映している。
利用者から見ると自分たちが払った税金の一部
が教室運営費に廻されているのだから、安い受
講料で学習しようと積極的な気持ちになるであ
ろう。今回シンポジウムを開催するにあたり、
ドイツでも特に規模の大きなミュンヘンのフォ
ルクス・ホーホシューレ・シニアコースについ
て、我が国の老人層再教育・再雇用の参考にな
らないか調べてみた。著者自身も過去に「外国
語としてのドイツ語」というコースに参加した
経験があるが、最新の資料が手許にあるわけで
はなく、資料の大部分をインターネットからの
情報に負うことにした。
２．ミュンヘン市とバイエルン州の簡単な紹
介
ミュンヘン市は南ドイツ・バイエルン州の州
都で人口は約 140 万人、福岡市とほぼ同規模で
ある（図 1）。保守的な土地柄であるが積極的
に先端産業誘致に力を入れ、ドイツ産業と経済
の重要な拠点のひとつである。アルプス山脈ま
で約 100km しか離れておらず、標高 500 メー
トル程のバイエルン高原に位置していて、オリ
ンピア公園のテレビ塔に上ると平坦な地形が見
てとれる。一方周辺は風光明媚で観光地が多い。
有名なロマンティック街道もバイエルン州を南
北に走っていて、観光もバイエルン州の主要な
産業である。高地にあるため冬の寒さは北ドイ
ツより厳しい。しかしアルプスに近いため冬に
はフェーン現象が見られ、一晩で気温が 10℃以
上も上昇することがある（フェーンとはドイツ
語で熱風のこと）。フェーン現象の身体に与え
るストレスは相当大きく、高齢者では稀に死者
が出ることもあるという。ドイツは冬の日照時

間が短いので、小児のくる病予防にビタミン D
錠が無料で提供されるが、加えて海から遠いバ
イエルンではヨード摂取が不足気味で、甲状腺
機能低下症にも気をつけておかねばならない。
またビールの都としても知られ、プロ・サッカ
ーチームのバイエルン・ミュンヘンや自動車の
BMW 本社があることでも知られている。
３．シニア向けフォルクス・ホーホシューレ
ミュンヘンのフォルクス・ホーホシューレはド
イツ最大規模を誇っている。1 年を前期と後期
に分け、1 期 6 ヵ月である。2012 年前期には全
部で 7279 コースが用意されたが、必ずしも６ヵ
月を通して教室が開かれている訳ではなく、週
１，２回を３ヵ月程度続けるものもある。語学教
室は週４回を７週間で 1 コースが多いし、研修施
設に１週間泊まり込みでするような集中コース
もある。
ミュンヘンのフォルクス・ホーホシューレが
将来予想される高齢者増加に対応したプログラ
ムを検討し始めたのは 1970 年代のことで（図
２）、最初に具体化したプログラムは同校とミュ
ンヘン市が共同で企画した「お年寄りを生き生
きさせる日々の工夫」であった。その時の理念
『シニアのみなさんが何かに参加し、共に過ご
し、かつ個々が自立出来るように』は、今も変わ
ることなく、シニアコースの中で受け継がれて
いる。シニアコースには現在 1,000 余り、定員
にして 20,000 人近くのコースが準備されてい
る。含まれるコースを概観すると、老年層の生
き方について、ヨガなどを使った健康法、老い
を理解する、家族を癒す、美術館見学、エコロ
ジーを知る（講義と学習ツアー）、郷土の歴史
（講義と泊まりがけツアー）、頭脳に活力、経
済と家計簿、政治問題の解説、美術鑑賞と創作、
文学に親しむ、音楽に親しむ、IT 学習、外国語
を習おう等々がある。以下にこれらのうちの幾
つかを紹介する。
４．特集企画「老境はいずれ来る Alter ist
Zukunft 」（図 ３）
ドイツはかつて経験したことのない高齢社
会を迎えるにあたり、様々な研究と対策を練

っている。フォルクス・ホーホシューレでは
2011 年 9 月から 2012 年 2 月まで、特集企画
「Alter ist Zukunft 老境はいずれ来る」を催
した。同時期ドイツ連邦政府は人口動態変化
に関する研究計画「Das Alter hat Zukunft 老
境には未来がある」を採択したが、本企画は
それにウィットに富む語呂合わせをした。『老
境には未来がある。とは言え、それはいずれ
やって来る』という上手な書き出しで、国民の
注意と関心を喚起した。特集はミュンヘン市
内各所で様々な施設を利用して展示会、講演
会、シンポジウム、映画上映、歌謡リサイタ
ル、寄席など、広範囲に様々な企画を市民に
提供した。特に意図した点は、異なる年齢層
の様々な生活を写真で示し、初老期、老年層
が持っている能力や競争力を強化することで
あった。様々な問題提起を試みた。例えば歳
を取るということは、今日どのようなことな
のか? 老年と聞いて何を思い浮かべるか?
どのような老人でありたいか? 他の文化圏、
宗教では老年層はどのように暮らしているの
か? 老年期で一番の健康問題は何なのか?
歳を取ることは幸せなのか? このような問
題提起をすることで、老年層のみならず、広
い年齢層に老人問題に関心を持たせることに
成功した。
５．
「君も歳を取るのさ Youʼll be older too」
展 （図 ４）
中でも好評だったのがビートルズ往年のヒ
ット曲「君も歳を取るのさ Youʼll be older
too」を題材に使った展示会である。題名はビ
ートルズのヒットナンバー「when I'm 64 僕
が 64 歳になったとき」の中の一節を用いた。
若者が歳を取った自分を遙か
に想像して彼女に「お爺ちゃんになった僕で
も、大事にしてくれるかな？」と尋ねる、ほの
ぼのとした曲である。若者ビートルズが老境を
想像して歌うこの曲は、あらゆる世代の眼を老
後に向かせることに成功し、展示会は大好評を
博した。展示会は世代の異なる現代美術家達の
作品で構成された。歴史的経験、政治的事件、
主観的記憶や文化継承のみならず、はかなさや

別離、喪失までも題材にして着想を求め、様々
な問題提起と、老年および老化に取り組んだ。
展示位置にも工夫が凝らされた。これらの作品
を順次追ってゆくだけで、人生とは後戻りのな
い、ひたすら老化に向かう一本道であることが
理解された。
６．シニアコースで提供される教科 （図 ５，
６）
2012 年前期には 6 教科 35 教室 154 コースが
準備された。内容は仕事に役立つ再教育を意図
したものもあるが、大半は老後生活を楽しむた
め、楽しみながらゆっくり覚えることを目的と
している。外国語教室を見てみると、英語、フ
ランス語、イタリア語、スペイン語、ロシア語、
ギリシァ語など多彩である。シニアコースでは
ない本科ではかなり程度が高く、1 週間泊まり
込みの特訓コースもあるが、シニアでは生活の
一場面や人生体験からテーマを選び、少なめに
絞った課題を少人数で、集中的に繰り返して効
率よく学習するように、カリキュラムが組まれ
ている。
７．「健康指南」教室 （図 ７）
この教室は 2012 年 3 月から 6 月にかけて開
かれた。図７に見られるように 16 コースが含
まれているが、どのコースも講義回数は 2〜6
回で、健康問題に興味がある人はこの 3 ヵ月
間に集中的に学習することが出来る。
８．ブーヘンリート研修所 （図 ８）
ミュンヘン・フォルクス・ホーホシューレは
市の南方、アルプスの白い嶺を望む風光明媚な
湖畔に、宿泊施設付き研修所を有している。1
週間や、週前半 4 日、週末 3 日などの研修コー
スに低料金で参加できる。ここで催される教室
には、以下のようなものがある。禅、ヨガ、太
極拳、気功、絵画、彫刻と塑像、外国語、薬草
学習、野鳥観察、ハイキング、文芸学習、政治・
経済・国際問題などの学習と討論、異なる世代
の意見交換、合唱、修辞学、仏教入門、演劇と
舞台芸術、知性とは何か（講義と討論）、瞑想
して学ぶ、心身一体とは？、童話の語り方、そ

の他。
９．シニアコース受講料の例 （図 ９）
以下に代表的なコースと受講料を掲げる。
非常に安いことが理解して頂けるであろう。
殆どのコースで車椅子参加が可能である。車
椅子は今日ドイツのどの職場でも、ごく普通
の風景である。受講料は 1 ユーロ 100 円とし
て日本円換算した。括弧で囲んだ数字は図 9
中のものを示す。
(1) ヨガ入門コース
現在ヨガブームである。ヨガコースに特に
シニアコースはないが、週 1 回 90 分が 15 回。
１教室定員 15 人でミュンヘン市内 70 ヵ所で催
されるので、同時に 1,050 人がヨガを習える。
受講料は約 10,500 円。1 回 700 円である。
(4) 脳と記憶のゼミ
医学や生理学に興味を持つ人のためのコー
スが、毎学期用意されている。週 1 回 120 分
のゼミが 4 月に 4 回開かれた。定員は 20 人で、
受講料は 2,600 円、1 回 650 円である。
(5) 政治と時事問題 自由討論
第一線を引退した後も、社会との繋がりを
保ちたいと希望する人は多い。あるいは政治、
経済、国際関係、郷土の問題などに意見を持
ち、それをどこかで発言したいと希望する人
は多い。このコースはそのような人達に討論
の場を提供する。週 1 回 90 分が 16 回。参加
料は 7,000 円で、1 回あたり 440 円である。
(6) 気功集中コース
前記ブーヘンリート研修所で 4 泊 5 日の集中
コースが催される。受講量、宿泊料、食事費
込みで 28,000 円である。
(7) 水彩画を描く
週 1 回 4 時間が 15 週。受講料は 1 回 1,650
円で、定員は 14 人。
(11) 外国語としてのドイツ語初級
これはシニアコースの一つではなく、ドイツ
に働きに来ている人を対象としたドイツ語教室
であるが、著者自身も若い頃度々このコースの
お世話になった。フォルクス・ホーホシューレ
の充実ぶりを紹介する好例なのでここに掲げ
る。１回 3 時間の授業が週 4 回 5 週間、合計 20

回ある。このコースが同時期市内 4 ヵ所で催さ
れ、1 教室の定員は 20〜30 人である。受講料は
僅かに 25,000 円。1 回につきたった 1,250 円で
ある。さらに子を持ち働く人のために保育施設
まで備えてある。ドイツで働く外国人は、日本
と比べ比較にならないくらい多いので、このよ
うに充実している。

ドイツでは生活の余暇を利用して趣味、技術、
教養、スポーツを身につけるライフスタイル
が広く浸透していて、フォルクス・ホーホシ
ューレはそのような国民の需要に安い受講料
で幅広く応えている。それは必然的に老年層
の生活を豊かにすることに結びついている。

図１：ミュンヘン・フォルクス・ホーホシューレ概要

図２：フォルクス・ホーホシューレ シニアコース

図３：老境はいずれ来る

図４：
「君も歳を取るのさ you'll be older too」展

図５：シニアコース 教科・教室・コース

図６：シニアコース 教科・教室・コース（続き）

図７：シニアコース、健康指南

図８：ミュンヘン・フォルクス・ホーホシューレ
研修所

図９：シニアコース受講料

「老いる・ぼける・死ぬ」につきあう
下村

恵美子（社会福祉法人 福岡ひかり福祉協会、宅老所よりあい代表）

宅老所「よりあい」は 21 年前、92 歳のぼけ
を抱 えたお年 寄 りの 一 人 暮 らしを 支 えるため
に開設しました。「第２よりあい」は 17 年前、52
歳 の若 年 性 アルツハイマーと診 断 された女 性
の居場所として始めました。
二 人 は既 存 の制 度 では対 応 できず、地 域
社会から孤立し行き場を失っていました。
当時、「痴呆症」といわれたお年寄 りはその
周 辺 症 状 を理 由 に既 存 施 設 から利 用 を断 ら
れ、たとえ利 用 できても抑 制 や隔 離 によって、
人 格 を否 定 された状 態 ですごすのが当 たり前
でした。

と なっ たら 住 む 事 が で きる 小 さな 介 護 施 設
です。
「よりあい」の支援で大切にしていることは、
・環境を急激に変えない。習慣を大事にする。
・孤立させない。人間関係の復活。
・一緒に笑う。ユーモアでのりきる。
・「自然な最期」を支える。
また、老 いの安 心 を一 緒 に創 るため、一 人 の
人の為に自分の時間を作って動く、という「介護
を中 心 にした地 域 の協 働 」に取 り組 んでいま
す。
問 題 を自 分 のこととして受 け止 められる社 会

当 時 の制 度 の 仕 組 みでは、 サービスを 利
用すれば利用するほど、結果としてたらい回し
にあい、その結果お年寄りの混乱 は深まりまし
た。
よりあいは、お年 寄 りの生 活 を断 ち切 るの
ではなく、自宅での生活が継続することを支え
続けてきました。通って、泊まって、いざ

へ・・・
（シンポジウム予稿より）
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ドイツにおける高齢者ケアと介護に関する発展と展望
ペーター．ヴィーンス

（ディアコニー、デュッセルドルフ・オーバーカッセル
地区部長）

ドイツと日本の社会は人口統計学的にみて
非常に似通っている。
ドイツにおいても高齢化が進み、高齢者数
が増加する一方で子供の数は減少している。
2030 年には介護を必要とする高齢者の数は
340 万人となり、６歳以下の小児の数（360 万
人）とほぼ同様になる見通しである。要介護
者数は 2030 年までに 30％の増加となるであ
ろう。果たしてケアサービス網はこの変化に
対応した発展を遂げるであろうか。
先ずは、介護サービスの不足を裏づける事
実を挙げてみよう。
１．介護に携わっている人たちの年齢層の高
齢化が進む。2001 年では 50 歳以上の介護関
連人員は 16.7％であったが、2009 年には
25.4％に増えており、この状況はさらに顕著
になると予測される。
２．現在のケア人員不足に関してはいくつか
の異なったデータがあるが、 この傾向が続
くと 2020 年に更に 34.9 万人のスタッフの需
要があることになる。介護関連の職業はメデ
ィアが報じるように、あまり人気のある職業
ではない上に、幼児教育分野や一般職技術関
連分野でも同じく人材不足状態にある。つま
り今後介護関連の職業を選択する可能性の
ある人の養成や雇用にあたり、これらの分野
での取り合い傾向がでてくる。
３．主に女性の高齢化貧困が増える見込みで
ある。なぜなら就労歴的に見て、子供の養育
にあたる家庭形成期と、その後就労してもパ
ートタイムの職業により、老後年金がわずか
だからである。したがって、彼らが受給者側
となった場合、質の高いサービスを受けるチ
ャンスはほとんどないし、法的に規定されて
いる基礎保障は非常にわずかである（注）
。
ドイツでは現在この問題を解決するために
どのような方法が議論され、あるいは既に運
用されているのであろうか。多くの社会福祉

関連の企業は、将来に向けてスタッフの年齢
が上昇し、専門の人材を十分に入手できない
ことに気がついている。求人対策や企業への
帰属意識を高めるための対策や、人員の健康
管理および従業員をいかにつなぎ止めるかな
どは頻繁に議論されたり、既に実施に移され
たりしている。ドイツの各州もこの問題の深
刻さを重視し、遅かれ早かれ生ずる優秀なス
タッフ不足の問題に対し様々な方法で対応し
ている。例えば専門職の養成に資金的援助を
下すなどがある。政治的な議論においても、
高齢者貧困の話題が頻繁になり、各党はいろ
いろな対策を提案している。結果的には基礎
年金で留まるであろうが、その資金繰りと内
容はまだ不明である。
ドイツの社会が、この先介護保険の改新だ
けでは高齢者の統合ケア状況をクリアできな
いことは一目瞭然である。しかし 2013 年度の
新しい介護改新法（PflegeNeuausrichtungs
Gesetz = PNG）では、特に認知症患者の自
宅での介護の状況が改善した。この法律改新
の焦点は、家族（80%の場合女性）による在宅
介護、ケアサービスの改善、コミュニティー
の強化に置かれ、例えば認知症患者のための
ケアサービスを備えた小型共同住宅等の設置
である。ドイツ各州といくつかの都市では、
さまざまなプロジェクトや措置により、コミ
ュニティーを強化する試みを行っている。こ
れらの試みは、地域にあまり経済的な負担を
かけずにケアサービス網を立ち上げることを
支援する社会的なネットワークを作り上げ、
近隣同士のサポートを促進し、相談や世話を
可能にすることを目的とする。
2013 年 1 月 3 日記

注；本報告集 6 ページ、アイルリヒ氏の論
文の表を参照のこと。
（訳；鹿沼ケルツァー和子、オプハイ陽子）

Absehbare Entwicklungen in der Versorgung und Pflege älter werdender Menschen in Deutschland
Peter Wienß,

Abteilungsleiter, Diakonie Düsseldorf

Die demografische Entwicklung in Deutschland und in Japan ähnelt sich sehr. Auch in Deutschland nimmt die Zahl der
Älteren zu, die Zahl der Kinder nimmt ab. So werden im Jahr 2030 die Zahl der Pflegebedürftigen mit 3,4 Millionen fast
ebenso viele sein wie die Kinder unter 6 Jahren (3,6 Millionen).
Die Zahl der Pflegebedürftigen wird bis 2030 um rund 30% steigen. Wird die Versorgungsstruktur sich entsprechend
weiter entwickeln?
Zunächst einige Fakten, die die Defizite noch erhöhen werden:
1. Die Alterstruktur der Menschen, die in der Pflege tätig sind, wird immer höher. Im Jahr 2001 waren in Deutschland
16,7% der Mitarbeitenden älter als 50 Jahre, 2009 waren es bereits 25,4 %, die Tendenz ist weiter steigend.
2. Es gibt unterschiedliche Schätzungen, wie viele Mitarbeitende zur Zeit schon in der Versorgung fehlen, aber sollte die
Tendenz so bleiben, ist mit einem zusätzlichen Bedarf von 349.000 Menschen im Jahr 2020 zu rechnen. Neben den
Pflegeberufen, die medial nicht den besten Ruf besitzen, gibt es auch Fachkräftemangel im Bereich der Erziehung und
der technischen Berufe. Das bedeutet zunehmende Konkurrenz der einzelnen Sparten bei der Ausbildung und
Anstellung potenzieller Mitarbeiter.
3. Es ist absehbar, dass die Altersarmut insbesondere älterer Frauen dramatisch zunehmen wird, denn die
Erwerbsbiografien geben in der Regel durch die Familienphase und anschließender Teilzeitbeschäftigung nicht viel
Rente her. Das macht für die Betroffenen eine qualitativ gute Versorgung nahezu unmöglich, die gesetzlich geregelte
Grundsicherung gibt nicht viel her.
Welche Auswege werden in Deutschland diskutiert oder befinden sich in der Umsetzung?!
Viele Unternehmen der Sozialwirtschaft haben erkannt, dass die Mitarbeitenden älter werden und dass nicht mehr
genügend Fachkräfte zur Verfügung stehen. Maßnahmen zur Mitarbeitersuche und Mitarbeiterbindung, zum
Gesundheitsschutz und Erhalt der Arbeitskraft werden zurzeit stark diskutiert und umgesetzt. Auch die Bundesländer
haben den Ernst der Lage erkannt und reagieren jeweils unterschiedlich auf den schon bestehenden und absehbar
zunehmenden Notstand mangelnder guter Mitarbeiter, indem sie die Finanzierung der Ausbildung etwas aufstocken.
In der politischen Diskussion ist die Altersarmut angekommen und die Parteien bieten einige Lösungen an, es wird auf
eine Grundrente hinauslaufen, Finanzierung und Ausgestaltung sind noch sehr unklar.
Es wird ganz offensichtlich, dass die Gesellschaft nur mit einer weiteren Ausgestaltung der Pflegeversicherung nicht die
Versorgungssituation älter werdender Menschen regeln kann.
Aber immerhin wurde mit dem neuen
PflegeNeuausrichtungsGesetz (PNG) von 2013 die Versorgung insbesondere demenziell erkrankte Menschen zu Hause
verbessert. Der Fokus liegt auf der Häuslichen Versorgung durch pflegende Angehörige (80% Frauen), Verbesserung der
Betreuungsleistungen und Stärkung des Gemeinwesens sowie kleinräumige Versorgungsstrukturen wie z. B.
Wohngemeinschaften für demenziell Erkrankte.
Durch Projekte und Maßnahmen versuchen die Bundesländer und einige Städte das „Gemeinwesen“ zu stärken. Ziel ist,
soziale Netzwerke aufzubauen, die sehr niederschwellig vor Ort Versorgungsstrukturen aufbauen helfen, soziale Netze
schaffen, nachbarschaftliche Unterstützung fördern, Beratung und Begleitung ermöglichen.
03.01.2013

デュッセルドルフ・ディアコニ
ーの高齢者居住施設にて
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デュッセルドルフ・竹の会の紹介とこれまでの歩み
オプハイ 陽子 （竹の会代表）
竹の会 e.V.（正式名:ドイツ非営利公益登録社

外邦人の高齢化は地域社会と融合した形でと

団法人 デュッセルドルフ交流サポートセンタ

らえるベきと考えた。言葉または文化の違い

ー竹）はドイツに永住または長期滞在を意図し

からくる日本人の孤立化を認識し、さらに加

た日本人が

高齢化へ向けての生き方を共に考

齢とともに衰退するドイツ語からくる社会と

そのための環境つくりをしていく目的で、

の離脱または日本人同士との接点を失う可能

５年の準備期間を経て 2007 年に発足したグルー

性などをも認識し、日本語を母語とする人た

プである。

ちの交流の場を、そしてドイツ福祉制度の中

え

当地の福祉団体であるディアコニー
（Diakonie、補注 1 を参照）と提携し、相互理
解を深めることによって外国人である私たちが
高齢者として当地で生きる場合に理想的な環境
を求められると確信し、その目的達成のために、
組織的な登録団体としてドイツ社会と融和しな
がら世代を超えたネットワークを作り、会員相
互の支援活動をしていくべきと考えている。独
立した公益団体として活動していく中で、ドイ
ツの社会制度を私たちの基盤として受け入れ、
現地の諸機関との協力関係を意図している。

でカバーされない日本文化を背景にした高齢
者サービスを日本人同士の相互支援のシステ
ムにより構築することが目的である。
デュッセルドルフ総領事館（ノルトライン・
ヴェストファーレン州が管轄地域）の委託を
受け、高齢者海外邦人の生活実態を調査を実
施する事ができたのは活動を展開する上での
良いきっかけでもあった。
Ⅱ

地域社会とのつながりの構築
まずは地域高齢者のための総合施設

Diakonie Oberkassel との協力関係を構築し、

竹 の 会 の 発 足 当 時 か ら zentrum plus

その充実化を図ることを進めていった。日本

Oberkassel der Diakonie Düsseldorf（=zpO、

文化を背景にした邦人の高齢化への準備は地

デュッセルドルフ市内にある 24 ヵ所のシニアセ

域社会との協力関係および現地社会との融和

ンターのひとつ、補注 2 を参照）と密接な協力

は不可欠であり、互いの文化を理解し合える

関係を築き、多くの活動も共有してきた。その

ために両者の積極的な意思と働きかけが必要

中から具体的に共同プロジェクト「バンブスガ

である。 介護が必要になった日本人が近郊

ルテン」（竹の庭）が構築された。ドイツ在住

に存在した場合、施設入居に限らずさまざま

の日本人が高齢期を安心して迎えることができ

な角度からの支援を必要とし、適宜のアドバ

るよう、介護その他医療福祉に関する情報を提

イスと協力を可能にするための構想がプロジ

供し、元気に過ごす仲間との出会いの場を作り、

ェクトとしてスタートし、ディアコニーと竹

さらに身体が不自由になっても日本語が聞こえ

の会の間で正式に覚書書がとりかわされた。
さらに共同事業として専門家レベルでの共同
研究、ネットワーク活動の推進、日独地域社
会交流促進のための活動、福祉専門家のため
の日本語講習会の実施など着実に協力事業が
推進されている。具体的には毎月 1 度の相談
日の実施、折紙グループのボランティア奉仕、
イベントなどの活動プログラム企画に参加、
ボランティア人材の動員、また日本人の介護

てくる環境を作り、また必要に応じて互いに支
援し合えるよう、活動が 1 歩 1 歩進んできた。
以下

竹の会の目標としてきた 4 つの分野に

おける活動を項目ごとにまとめてみる。
Ｉ

出会いのネットワーク
さまざまな出会いの中でドイツ社会／福祉

／医療制度などの学習を通し、長期／永住型海

士養成学校研修生の受け入れも実行されている。
こうした活動が認められ、2011 年には日独友好
150 周年記念事業（ロバートボッシュ財団出資）
の一環としての日独友好賞が竹の会会長に授与
された。

けは残る老後、日本語で話しかけられる、日
本語が聞こえる安心感、和食への執着などな
ど、老後への準備は様々な角度から考慮する
必要があるので、さまざまな知識を共有する
ための講演会を実施してきた。

また地域の比較的若年層の日本人とも世代間交
流を可能にし、彼らのドイツ社会との交流を浸

ドイツ事情のみならず日本の介護事情を知

透させていくことも活動の分野に取り入れてい

ることにより、各自が選択肢を持ちえること

る。「地域社会の方々と仲良く」をモットーに、

になり、なかには日本帰国を選択した会員も

地域における日独・世代を超えた交流の証しと

いる。特にドイツの介護制度、システム、施

して、地域のドイツ組織との共催で毎年「あじ

設などの実態を知るための情報を集め、法律

さい祭り」を催し、高齢者施設のお年寄りはじ

家から後見人制度、遺産相続、医療事前指示

め、近隣の日本人・ドイツ人住民の家族、子供

知識など高齢者にとって重要な知識を習得し、

たちも一緒に楽しめる活動を実施してきた〔写

またボランティア活動をするにあたっての基

真 1〕。このような融和を通じ、この地におい

礎知識を取得する機会を多く持ってきた。知

て私たちが高齢化しても安心して住むことので

識だけにとどまらず、具体的にワークショッ

きる環境が整い、一歩一歩前進していると考え

プを実施したり、会員の事例の中でケースス

ている。

タディとして体験してきた。日本語を母語と

2012 年 3 月、ディアコニーと竹の会はこれまで

する邦人にとって外国語が最大の弊害要素と

の共同事業５周年を記念して植樹祭を催し、竹

なることもあり、日本語での正しい伝達は会

の会は Diakonie へ感謝の意を表して、日本の象

としての重要な課題の一つである。

徴である桜の樹を寄贈した〔写真 2〕。

日本人とドイツ人がほぼ半々の参加者で構

さらに公共機関とのつながりとして、行政機関

成されたネットワーキング活動（折り紙、日

であるデュッセルドルフ市高齢者審議会

本とドイツの歌と詩を楽しむ集まり）、文化

Seniorenbeirat との協力関係をもち、地域社

相互理解のための活動（和食、邦楽、お香の

会福祉連合会 Stadtbezirkskonferenz（公・民

紹介）は邦人がドイツ社会のなかで共生しな

各種社会福祉事業所、教会、行政など重要機関

がら高齢化していく準備であり、言葉、生活

で構成されている組織）に正式加入している。

習慣などのトレーニングの場また自分たち自

国籍／文化／世代を超えた地域社会（日本人を

身の高齢化を見つめることでもある。

含めた住民／組織）との交流の一環として、あ

これら多くのボランティア活動は、必要に

じさい祭りの他に、日本人学童、園児等の高齢

応じてディアコニー施設内に日本人ベッドを

者との交流のお手伝い、和食の提供、和文化紹

確保し、在宅介護その他のサービスを利用し

介、邦人音楽家によるコンサートのアレンジな

やすくする前提となる。施設内で和食の提供

どの活動がある。

も夢ではなくなってくる。その他健康保持と
して日本語で行う太極拳教室、または日本語

Ⅲ

日本の文化背景が考慮された老後の環境つく
り（具体的活動）

で聞く医療講演も実施している。
邦人の高齢者サービスの面では、当地の制度

デュッセルドルフ日本総領事館から委託され

の中ではカバーされない部分は自分たちの手

た高齢者の生活実態調査、または他の機関から

でシステム化していくしかない。今後介護の

の依頼、あるいはメンバーの意識調査を通して

必要な邦人が増加していくと、日本語のでき

明らかなように、ドイツで高齢化を迎える日本

る介護士資格者の確保が大きな課題となるで

人にとって日本の文化的背景に対する配慮は最

あろう（日本の介護士資格はドイツで認定さ

重要項目にあげられる。言葉を失っても母語だ

れない）。幸いなことに、竹の会に既に２名

の介護士養成中の会員がいるのは心強いことで

供、ドイツ語のできない社会福祉受給日本人

ある。さらに将来に向けては、介護専門職への

の事故入院時に起きた保険処理問題の言葉の

魅力などをアッピールして日独の福祉科学生間

仲介、または ③訪独した要介護者に対しド

交流が奨励されたり、日独の介護従事者の共同

イツ医療機関、介護情報を提供し、安心して

研修システムができ上がり、邦人の高齢者の周

ドイツでの滞在を可能にした。また、④ある

辺に常時日本語でコミュニケーションが可能な

パーキンソン病を患う会員を８年間に亘って

環境が育つことが理想である。

見守ってきた。最終的には 24 時間完全介護施

Ⅳ

相互支援
竹の会は高齢者として孤立しないよう、元気

なうちに同じ文化背景を持つ仲間として知り合
っていこうという意図で仲間作りをしてきた。
現在 55 名の会員数、地方会員もあり、アクティ

設に入居し、胃ろう、人工呼吸装着すると云
う最悪の介護状況を勇気づける役割を負って
きたがそれら支援を会員が交代しながらボラ
ンティアで支え通した。
しかし一方では、需要が増してくるであろ

ブ参加者は約半数である。定期的な例会を通じ、

う同胞高齢者への生活支援や必要となるサー

老後への備えのテーマにとどまらず、文化、教

ビスに対しどう対処していくべきなのかの討

育、生活情報、医療、健康、イキイキ暮らすた

論が度重ねて行われてきた。基本的には会員

めのアイデアの交換など、種々テーマを取り上

の相互支援を目的としているものの、ドイツ

げ、日本語での話し合いの場が持たれている。

の非営利団体の規定では有償のボランティア

将来の邦人のためのデイケアをめざした試みと

制度は認めておらず、無償の支援のみとなっ

して、誰でも気軽に立ち寄ることのできる「よ

ている。長期にわたる可能性のある介護など

りあいカフェ」が毎月１回開かれている。

に伴うボランティアサービスを継続するため

高齢化しつつある海外邦人を支えてくれる次

には、何らかのルールのもとで補償が必要で

世代邦人の獲得は、竹の会にとって今後の大き

あると考えるが、未だ最終的な結論に至らな

な課題である。デュッセルドルフにおける日本

い段階にある。

人社会は総領事館、日本クラブ、商工会議所、
日本人学校、日本人幼稚園を中心に構成されて

（15.12.2012 記, 竹の会ホームページは
www.takenokai.de）

おり、周辺を合わせて約 8000 人の邦人が生活し
ている。リタイア後のドイツ永住型邦人数も少
なくない。幸い竹の会の活動はこれら諸機関か
ら理解を得、各種企画の際の支援を受けること 〔補注 1〕ディアコニー組織について
ができ、感謝している。
当地で高齢期を迎える邦人もさまざまであり、

ドイツ連邦で認定された６つの社会福祉事
業団の１つであり、国、州、都市毎に統合的

ドイツの社会福祉国家で生活してきた一市民と

に組織された大きな団体。高齢者,青少年、

しての権利はどんな環境にあっても存在してい

家族、健康、労働分野など社会福祉全域に亘

ることを認識し、いざという時に気軽に相談で

る事業を展開、当該団体はプロテスタント系

きる窓口があることは大切である。

宗教的、人道的理念に沿って活動しているが、

竹の会は過去様々な支援活動に携わってきた。

公益性を重んじた組織として、活動の実践に

例えば、①日本語しか理解出来ない身寄りのな

おいては信仰の自由、超国籍、超世代が基本

い認知症高齢者の後見人（ドイツ人）が途方にく

であり、万人に対しオープンである。デュッ

れて日本語によるフォローを依頼してきた事例

セルドルフ市内だけでも 2000 人のスタッフと、

では、日本人ボランティアの方とともに病床見

約 1300 人のボランティアを抱えている。

舞、葬儀手配、遺灰を日本へ届けるまで付き添
った。②独り暮らし男性の死に際しての情報提

[補注 2]

センタープラス(zentrum plus）につ
いて

”センタープラス”はデュッセルドルフ市の

で選出される）
で成り立っているが竹の会と提

指定した機関で老後の生活に関する総合シニア

携 す る シ ニ ア セ ン タ ー zentrum plus

サービスセンターである。新しい社会との接点

Oberkassel der Diakonie Düsseldorf （zpO)

の場として健康、文化、教養、娯楽を含めて

はセンタープラスの中でもライン川左岸を統

様々な活動が提供される高齢者の出会いの場で

括する行政区にあって、地域の公・民間高齢

あり、また必要な老後の備えに対しアドバイス

者関連諸団体組織をも網羅した総括シニアセ

をする場でもある。デュッセルドルフ市が市内

ンターに指定され、多くの民間活動グループ

の 24 ヶ所の高齢者施設（連邦認定の各社会福祉

が集まる地域高齢者ネットワーキングセンタ

事業団体が分担）をセンタープラスと認定し設置

ーとしての活動のほか、介護施設および自立

したものである。

した高齢者向けサービスつきアパートが併設

なお、デュッセルドルフ市は 10 ヶ所の行政区

されている。

（各行政区毎に高齢者審議会の委員が市民選挙

写真 1：会場の周辺は丁度あじさいの花
が満開、世代を超えた地域のお祭りにな
ってきていると感じられる。ここはデュ
ッセルドルフ市内で日本人が一番多く
住む地区であり、ちょっとしたミニ日本
デーの様相を呈す夏のお祭りとなって
いる。竹の会では、和風喫茶、「震災そ
の後」の展示、および折り紙コーナーな
どで参加した。（毎年７月に開催）

写真 2：竹の会とディアコニーとの協力
５周年を記念する植樹祭。竹の会が寄贈
したこの桜は、協同事業を進めている両
公益団体の交流のシンボルとなる。尽き
ない日独の草の根交流が長く続くよう
に、との願いが込められている。

補足資料 3

日本とドイツにおける社会福祉〔調査報告〕
伸行（西日本日独協会会員、シンポジウム準備委員・事務局）

１）社会的・歴史的背景
人口動態について
ドイツの平均寿命は男性で 77 歳、女性で 82
歳であり、伸び続ける平均寿命と出生率の低下
（出生率は 1.4 人）によって、世界でも有数の
少子高齢化社会となっている。2011 年現在の人
口は、8,220 万人で、高齢化率（65 歳以上の人
口比率）は 20.1％である。2030 年には 26.４％
になると予測されている。この状況については、
アイルリヒ氏の論文に詳しく述べられている。
一方で、ドイツの社会では豊な老後生活が送
られていると一般に考えられている。これは、
長年にわたって年金保険制度改革への取り組み
がなされてきた結果であろう。しかし、従来の
世代間契約方式での給付では、社会の高齢化に
より財政的にますます困難になっていくとの危
機感があり、年金も個人の積み立てによる老齢
準備金で補う方式に移行する施策がとられてい
る。介護福祉も同様な状態であると考えられる。
現在はどのような状況にあるのか、日本と比較
しながら紹介したいと思う。
日本の高齢化の状況は具体的にどんなであろ
うか？2000 年時点での高齢化率は 17.3％で

65

生産年齢人口
550-
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この報告文は、シンポジウムを企画するにあた
り事務局として日独両国の社会福祉の状況を把
握しておきたいとの目的で調査した結果を纏め
たものである。筆者はこの分野の専門家ではな
いが、逆に非専門の立場から福祉の状況や問題
点を俯瞰的に調べることも意義あること考え、
ここにそれを報告する次第である。従って、厳
密な正確さよりは幅広い情報を求めることに主
眼をおき、両国の福祉制度やその状況に関する
参考データを提供する補足資料として記した。
それ故、個人としての調査結果であって、西日
本日独協会としての見解ではないことを付け加
えておく。
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図 １：福岡県の人口動態予測。平成 40 年
度までの人口構成の予測グラフ。
あったが、2020 年には 29.2％、2030 年には
31.8％へと上昇する見込みであり、ドイツより
も深刻な高齢化が予測される。この状況をより
身近な例で見てみよう。図１は福岡県の人工動
態予測図である。県保健医療介護部高齢者支援
課・平成 21 年発表による数値データ（国勢調査
からの転用）〔1〕をもとに、分り易く表示する
ためにグラフ化してその傾向を示した。
平成 37 年（2025 年）には、福岡県における
総人口（○印）は 476 万人まで減少し、同時に
15 歳〜64 歳までの生産年齢人口（ □ 印）も
59.3％に減少するのに対し、高齢化率（▲印）
は 30.1％（143 万人。福岡市の人口に匹敵）に
達すると予測される。日本の平均水準に倣って
働き手が少なくなる高齢化社会を迎えることが
明らかである。
福祉の全般的状況について
ドイツの社会保障制度は、世界で最初に社会
保険を制度化したビスマルクの疾病保険法
（1883 年）に端を発している。このあと直ぐに、
災害保険法や老齢・廃疾保険法が制定され、さ
らに失業保険制度が 1927 年に導入された。現在、

福祉先進国としてのドイツでは、年金保険、医
療保険、労働災害保険、失業保険、そして介護
保険による広範な社会保険制度が整備されてい
る。さらに、家族給付調整（児童手当、税制優
遇措置）などの税金を財源とする各種社会給付
も実施されている。その結果、社会保障関連の
支出は国内総生産の 30％近くに迫り、ほかの先
進国よりも大きな比重になっている（OECD で
の平均値は 21％）。
介護保障の面では、1994 年に「介護保険法」
が制定され、1995 年 1 月から保険料の徴収が開
始され、同年 4 月より在宅給付が、そして 1996
年 1 月より施設給付が行われた経緯となってい
る。日本の場合、それ以前から高齢者介護につ
いては老人福祉制度や障害者福祉制度による介
護的サービスの提供が行われ、さらに最終的に
は措置法により各地方自治体が責任を担う制度
が確立されていた。従って、ドイツより進んで
いた面があったとも言える。しかし、ドイツ以
上に急速に人口高齢化が進む日本では、従来の
介護制度のままではサービスの提供が限界に達
すると予測され、また国と地方自治体の財源確
保が困難視されるに至った。そこで、日本でも
社会保険方式が必要とされ、ドイツの介護保険
制度を参考に議論が行われ、1997 年に介護保険
法が成立し、2000 年から実施された〔2〕。以下
にこれら介護保障の内容について紹介する。
２）ドイツの社会福祉サービス〜年金と介護
保障について
年金制度について
ドイツの老後所得の中核をなすのは公的年金
であり、これを第一の柱として、その不足部分
を企業年金（第二の柱）でカバーし、さらに個
人年金で補足するシステムである〔3〕。以下、
小松原らのレポートに沿って紹介する。
公的年金制度については 1957 年以来次々と
改革が行われてきたところであるが、2001 年の
改革により年金保険の保険料率は 20％以下
（2020 年まで。それ以降は 22％以下に抑制）と
なっている。これを労使折半する。現在の年金
財政は賦課方式で、給付財源は保険料が 70％強、
国庫負担が 30％弱である。一方、2005 年におけ
る年金給付額は、所得代替率で 71.8％（つまり、

現役世代の平均収入の７割を保障すること）で
ある。参考までに、日本における 2005 年の代替
率は 59％であったが、その後 50％支給に引き下
げるように改訂されている。しかし、将来の少
子高齢化や経済基盤の劣化が予測されるなか、
持続可能な年金制度の維持のために更なる社会
保障制度の改革が目論まれている。そのような
改革の方向付けとして、公的年金から企業年金
や個人による私的年金への移行がはかられるこ
とになった。これら私的年金としては、税制上
の優遇処置付きの自助努力年金制度（リースタ
ー年金）の創設や、企業年金制度改革が含まれ
る。また、公的年金の支給開始年齢は、2012 年
の 65 歳から 2035 年の 67 歳まで段階的に引き上
げられることになっている。他方で、社会扶助
受給（生活保護）や失業者のための基本保障制
度は改善されることになった。
介護保険制度について
ドイツでは公的医療保険の保険者が介護の保
険者も兼ねて、医療保険料とあわせて介護保険
料を被保険者（国民）から徴収する仕組みであ
る。即ち。医療の保険者である疾病金庫が介護
保険のための介護金庫を設置し、運営している
〔2〕。州単位に設置されている介護金庫連盟は
事業者と契約を結び、その介護保険指定事業者
が介護サービスを利用者に提供することになる。
要介護者は介護金庫の管理下にあるが、その認
定は医療機関でもあるメディカルサービス
MDK （ Medizinischer
Dienst
der
Krankenversicherung＝金庫の医学的支援及び
審査部門）によって実施される。介護サービス
には主に民間６大福祉団体（後に記述）があた
り、公的機関による直営施設の運営などは減少
している。介護の質の保証については、2002 年
から「介護の質保証法」が施行され、介護金庫、
ＭＤＫなどが協力して介護サービスの質を確保
するシステムになっている。
ドイツの介護保険の財源は 100％保険料であ
り、保険料は働く国民全員を対象に広く集めら
れる。介護保険給付には年齢制限が無く、65 歳
未満の障害者も介護保険給付対象となっている
ことが日本の制度と異なるところである。一方
で、後述するように給付対象となる要介護者の

範囲は限定的にして支出を抑えることによって、
保険料を増やさずに財源を確保するシステムに
なっていると言える。即ち、必要な介護のすべ
てを介護保険が担うのではなく、補助的支援の
位置づけであるとも考えられる。
日本の場合には、介護保険は医療保険とは独
立な制度であり、地方自治体が保険者となる「地
域保険型」である。これは、以前の老人福祉制
度が市町村を主体に運営されてきた流れを反映
している〔2〕。ただ財政規模の小さい市町村が
保険者となることには様々な困難性が予測され、
このことも平成の市町村大合併の推進力の一つ
であったと考えられる。このような背景もあり、
日本では 3 年ごとに各自治体の介護保険事業計
画に基づいて保険料が見直されるが、ドイツの
保険料率は 10 年間変わっていない。
介護サービスの内容は、日本のように法律で
定めることはなく、福祉サービスの実施事業所
により異なってくる。その対象は、高齢者のみ
に限定されるものではない（年齢制限は無い）。
ドイツの介護保険の特徴の一つは、在宅給付に
おいて“現金給付（介護手当）
”か“現物給付（サ
ービス給付）
”かを選べる点にある。現金給付と
ドイツ現物給付の組み合わせも可能であるが、
現金給付が選択されることが多い。その介護保
険の給付額を表Ⅱに示した。
介護の実情について
ドイツの福祉サービスは、公的担い手（政府
と自治体）と民間の福祉団体とによって供給さ
れている。介護施設を運営している６大福祉団
体とは、プロテスタント系の「ディアコニー」、
カトリック系の「カリタス」のほか、ユダヤ系
の「中央福祉会」、「労働者福祉会」、「赤十字」、
及び無党派系の「パリテト（同権福祉団）
」であ
り、地域に施設や在宅サービス事業所を所有し
ていて、福祉サービスを提供している。在宅サ
ービス事業所では介護員派遣を中心に事業を展
開しており、そのサービスの内容は、訪問看護、
在宅介護、家事援助等にわたっている。
施設サービスには、老人居住ホーム、老人ホ
ーム、老人介護ホーム等がある。老人居住ホー
ムはドイツに特徴的な施設であり、高齢者が自
立した生活を送れるような設備のある独立住居

の集合体である。個々の高齢者ニーズに応じて、
身の回りの世話や食事等のサービスは施設から
提供される。老人ホームと老人介護ホームは、
日本の養護老人ホームと特別養護老人ホームに
それぞれ相当する〔2〕。勿論、これら福祉施設
への入所については要介護の鑑定が必要である。
また、入所は本人と施設の直接契約によって成
立し、日本の措置制度のようなものは存在しな
い。そして介護報酬（事業者に支払われる報酬）
は、サービス事業者と介護金庫との交渉によっ
て決定されるとのことである。
介護の実際〜日本とドイツとの比較
日本では要支援と要介護度を含め７段階に分
ける手厚い介護システムなっているのに対し、
ドイツでは３段階のみであり、中度以上の要介
護状態に絞って給付する仕組みになっている
（アイルリヒ氏の論文にも述べられている）。
即ち、ドイツの要介護度１は日本の要介護４程
度に、要介護度２は「重度の要介護状態」で日
本の要介護５程度に相当する。そして要介護度
３は 24 時間介護が必要な「最重度の要介護状
態」とされている。軽介護は対象外である。さ
らに、その違いは両国の要介護認定調査法の差
にも現れてくる。この認定調査は、前述のごと
く「鑑定」と呼ばれていて、MDK によって“厳
格”に行われ、非該当になる対象者も多いとの
ことである〔2〕
。しかしながら、2008 年からは
重篤事例の対応も追加されて付加的な給付が行
われるようになっており、また「公認介護鑑定
人」システムが導入されて、より柔軟な認定調
査に向かう方向にある〔4〕。これに対し、日本
ではドイツには無いケアマネジャー制度によっ
て広く介護認定が行われ、手厚い保護（高い給
付水準）がされていると言える。その一方で保
険料がしばしば改訂・増額され、また政府・自
治体の財政負担も増すことにもなっている。
ドイツにおける認知症高齢者の介護に関して
は、その支援ために“介護給付補完法”が導入
された（2002 年）。見守りや介護する人の負担
を軽減するための補完給付が実施され、認知症
高齢者への給付の上乗せや要介護者や家族への
相談に充当できることとなっている。
今までに述べたことを纏めた日独の比較対象

を表Ⅰに示す。
表Ⅱには、ドイツの介護保険の給付額を、日
本の相当する要介護度での給付と比較して示し
た。この表から、ドイツの給付額は非常に少な
いことが見て取れる。要介護 1 に対する施設介
護の給付額、1,023 €（105￥/€換算で〜107 千
円）は、日本で相当する要介護３の施設介護報
酬約 24 万 3 千円（特別養護老人ホーム）に比べ
て非常に少ない。一方、
（日本の特別養護老人ホ
ームに相当するような）安い施設でも月 3,000
€ 程度掛かるから差額は自己負担となる。それ
らは主に入所者の年金によって支払われること
になる。自己負担できずに在宅介護をせざるを
えないケースも多いようである。もしくは、在
宅介護が困難な場合で施設への支払いが不足す

る場合には社会的扶助（生活保護）を受ける、
とのことである。
３）まとめ
日独の社会福祉政策や制度について概観した。
ドイツにはドイツの問題点もあるのではないか
と考える次第である。それらは、社会互助の立
つ位置を何処におくかによって、制度や施策も
変わってくるということであろう。それは、そ
の社会の文化的背景、例えば宗教的活動によっ
ても変わるであろう。その様な視点は、このシ
ンポジウムでも紹介されている。このシンポジ
ウム開催が、将来の日本における福祉の諸問題
を考える上で一助になれば幸いである。

参考文献
〔1〕福岡県保健医療介護部高齢者支援課；高齢者の福祉・平成 21 年版（福岡県白書）
、１．
人口高齢化の現状
〔2〕増田 雅鴨；
「日本・ドイツ・韓国の介護保険制度の比較考察」、上智大学社会福祉研
究、第 32 号（2008 年）
〔3〕小松原 章、中嶋 邦夫：「私的年金が強化されるドイツ年金制度」 ニッセイ基礎
研 REPORT 2006 年、No.12.
〔4〕土田 武史、橋本 康子：「社会保障改革：日本とドイツの挑戦」土田武史、田中耕
太郎、府川哲夫編著（2008 年、ミネルバ書房）
、第４章。

日

本

ド

イ

ツ

財 源

税が 50 ％（国と自治体が分担）
保険料が 50 ％

（国民全員対象）保険料 が
100 ％

被保険者

65 歳以上（1 号被保険者）及び
40 歳以上 65 歳未満の医療保険加
入者（2 号被保険者）

医療保険制度のすべての被保
険者（ゼロ歳から高齢者まで）

保 険 料

1 号被保険者の保険料は保険者
ごとに異なる

給与の 1.95 ％又は 2.2 ％
（労使で折半する）

要介護度

要支援１〜2、要介護１〜5 の 7
段階

要介護度１〜3 の 3 段階＊注 1。
最下位の１は、日本の要介護
３に相当。

認定調査

介護保険認定調査員（ケアマネジ
ャー）聞き取りによる。心身の状
況なども把握できる

介護鑑定機関による聞き取り
調査（介護に要する時間につ
いて算定）

給 付

現物給付のみ
利用料の 1 割は自己負担となる

現金給付、現物給付（利用料
負担なし）、及び組合せ給付
（現金給付＋現物給付）

施設の比較

養護老人ホーム、特別養護老人ホ
ーム

老人ホーム、老人介護ホーム。
他に老人居住ホーム

表 Ⅰ：ドイツと日本における介護制度の比較。

ドイツ分類

在宅介護
施設介護
現金給付
（現物給付） （現物給付）

日本における給付額
（施設介護）

243,000 円（要介護３）
420 €
1023 €
215 €
（44,100 円） (107,415 円) (22,575 円)

要介護

１
(注)

要介護

２

920 €

1279 €

420 €

264,000 円（要介護 4）

要介護

３

1470 €

1470 €

675 €

282,300 円（要介護 5）

1918 €

1750 €

重篤介護

−

表 Ⅱ：ドイツの介護保険給付額、及び対応する日本の給付額。
(注) 第１欄括弧内には 105 円/1€ で換算した円の額面を示した。

補足資料-４

アンケート集計結果
シンポジウム終了後に回収できたアンケート回答について、以下にまとめて報告する。なお、270 人の参
加者に対し、回収率は 22％であった。
No

住 所

シンポジウム感想

及び

内容質問

1

福岡市

西区

面白かった。

2

福岡市

西区

ドイツ日本の現状と相違を比較し、大変面白く聞いた。

3

福岡市

中央区

知らないことばかりで、大変良かった。

4

福岡市

博多区

参考になった。

5

福岡市

6

福岡市

大変よかった。今後ともこの様な企画をして欲しい。

7

福岡市

実に内容の濃いシンポジウムであった。

8

福岡市

南区

色々な面を知る必要がある。

9

福岡市

早良区

もっと話を続けていただきたかった〜大切な、大事なことなので。

ドイツでは 60 歳前後の就業率増加で、若者の失業率を増加させること
になっていないか？

10 福岡市

社会保障の考え方、フォルクス・・、忘れな草、宅老所は皆参考にな
った。ドイツは行動力がある上、政治・行政力が老人を含めた国民の立場
に立って、最も効率的・合理的な仕組み作りをしている、と思う。

11 福岡市

1）派遣労働者の問題。日本はアウトソーシングで正規雇用なし。ドイ
ツでは賃金格差をどうやって解決しているか？
2）女性の地位が低す
ぎ、能力あっても昇格が遅い。

12 福岡市

前半=論理的民族が、必要になると的確に対応している事が羨ましく、
日本政府が情けない。後半=夫々勉強になった〜どれだけ実行できるか。

13 福岡市

西区

老後について考えるテーマで、人間としての（人間らしく)行き方も考
えることができた。色んな立場のパネリストの話も興味深く、参加してよ
かった。有り難う。

14 柳川市

今回参加して、これから地域社会とどのように関わっていくか、につい
て考えさせられる良い機会となった。

15 糟屋郡新宮町

小泉改革で非正規雇用が多くなったがこれは失敗と思う。正規雇用の点
でどう判断されるか？年金とからめて。

16 福岡市

年金はどれ位ですか、35 年勤務-一般サラリーマンの場合で？
両国の相違や共通点、男女の視点の違いなど貴重な話を聞けたことに感
謝。資料送付に感謝する（大会後、プログラム等を送付）。

17
18 福岡市

南区

社会福祉面で充実していると言われるドイツの制度内容を聞くことが
でき、非常に有意義なシンポジウムであった.

19 福岡市

4 人とも大変よかった。下村さんは特に素晴らしかった-もっと長く話
を聞きたかった。

20 福岡市

アイルリッヒ氏の講演は時宜に適していて大変深かった。今後ともこの
ような企画を願う。簡潔で要を得たレクチャーで、日本との比較もよく理
解できた。

21

京都市
右京区

とても現実的なテーマが取り扱われ、大変興味深く拝聴した。今現在、
我々社会で起こっている問題であり、次世代・次次世代に向けて、個人・
社会・行政がどのように取組んでいくのか考えさせられた。感謝したい。
思っていたより分りやすく、良いお話だった。とり入れられるところは
早速実行に移せれば、と願う。有り難うございました。

22 福岡市
23 福岡市

西区

日独共通の課題が多くあるようだ〜政府間、役所間で対策等協議し公表
すれば、国民が納得する解決策が見いだせると痛感（基調講演に対して）。
次回も期待する。

24 福岡市

安定的賃金と労働環境の確保には、企業の意識改革と協力が必要と思
う。具体的に企業と自治体又は政府が共同している取組があれば、教えて
欲しい。 映像情報をもっと見たかった。

25 福岡市

西日本新聞を見ての申し込み。テーマには関心強かったが独語講演も、
通訳のお陰で分りやすかった。50-60 代女性の個人的職業意欲を願ってい
る。高齢者が働ける、生き生きした社会は明るい未来になる。

27 福岡市

日独での高齢者への取組の違いについて理解できた。ドイツでは老後へ
の取組がよく検討されていると思った。

28 福岡市

城南区

資料の在宅介護、施設介護における金額の数字は如何読むのか（一人の金
額か？一月分なのか？）移民、国籍の獲得はどんな具合か？

29
30 福岡市

充実した老年期を送るための様々な工夫、紹介いただいた。ドイツの現
状とアイディアは非常に興味深く参考になった。沢山のいい話し、有り難
うございました。

南区

今後も高齢化社会が進むことは確実。色んな手法が講じられているが、
現実は難しいことばかりだ。社会で担うと共に、孫、子、親と家族間の結
びつきの教育も大切だと思う。次回も希望する。

早良区

日独では保険給付の範囲や支給額にかなり格差ある。一概には言えない
だろうが、ドイツ国民は満足度は十分でしょうか？保険制度の他にも支援
の処置はあるのだろうか？

31 福岡市
32 福岡市

33 福岡市

久々に老後のことを考えた（船津氏友人）

34 福岡市

ドイツにおける少子化（出生率向上）対策の主なものは？

35 福岡市

南区

興味を持っているテーマだったが、用事があり最後まで聞けずに残念。
又機会があれば参加したい。

37 福岡市

中央区

同時通訳講演はチョッと分りにくかった。ドイツの年金・福祉・介護制
度についてもっと知りたい。

38 福岡市

船津先生の話、とても興味深かった。日本でも公的機関の老人向けプロ
グラムが豊になるとハッピーなるかと思う。

以下は、無記名での回答である。

シンポジウム感想

及び

内容質問

1

話、質問、答えも内容あるものだった。このような会が今後も必要である。

2

家族、地域との絆が大切だと痛感した。

3

仕事柄とても参考になった。今後、自分の仕事に対する理念の参考にしたい。

4
5

参考にしたい部分も多い。
ドイツの話、良い話で良かった。ドイツのように日本も住みやすくなるといいな、と思った。

6

勉強になった。

7

大変、興味・関心のあるテーマだった。

8

この様なシンポジウムは珍しいと思う。アメリカとはできないので、日本人の志向を欧州に
向けたいものである。働く人を大事にすることで生活・文化の民力が高まってくる。

9

日独の老後の取組の違いが分った。ドイツのシニア教室での勉強を日本でもとり入れて欲し
い。老後の過ごし方、生き方を考えさせてもらった。

10

老後の生活の質を高めるかについてドイツの先進的な福祉施策の一旦を紹介頂き、大変勉強
になった。

11

日本でも高齢化、少子化は大きな問題となっているが、なかなか現実視せずに、皆が真剣に
考えていない。この様なシンポジウム開催は大変良い。

年を重ねた時にどんな生活をしているか、できるのか不安を感じる事があった。この講演を
12 聞いて、家族また社会が一つとなり、老後も助け合いながら、楽しく生活できる社会なればい
い、と思う。
13

要介護者を支えるための一般人向けに勉強会とかはあるのでしょうか（日本のヘルパー2 級
講座などのような）？

14

独居高齢者に対する地域での見守りなどを日本では行っている。ドイツではこの様な制度は
あるでしょうか？

EU としてギリシャ支援に問題は無いのか？移民の賃金を払っても年金制度には関係ないと
15 思った。国民との調和の現状はどうですか？ 色々知ることができて幸いだった。楽しかった
ｰ有り難うございました。
16 日独の介護費用の相違はどんな？簡単には比較出来ないでしょうが。
17

ドイツの青年労働者の賃金は？日本では低賃金の派遣労働者が増えているが。日本では国内
を出て海外進出する企業が多い。ドイツの事情は？

18

ドイツの介護保険には現金以外に現物支給があるとの話だった〜現物支給とは何ですか？

19

介護保険の支払いは働く人全てに、と言う事だが最初はいくつからですか？日本では 40 才
以上だが、ドイツでは反対は無かったのか（年齢について）？

20

外国人も労働力として、とのことだが、現在ドイツには沢山の外国人がいる。生粋のドイツ
人どんどん減っていくとの不安はないですか？

補足資料-5

シンポジウムを報道した新聞記事
今回のシンポジウムについては、西日本新聞の記事（2012 年４月 11 日）として取り上げられました。その
内容を紹介します。

編集後記
2012 年９月総務省発表による最新データでは、65 歳以上の高齢者の人口は 3,074 万人、総人
口に占める割合は 24.1％に達し、このうち 75 歳以上の人口は 1,517 万人（割合は 12％）であると
発表されました。因みに 100 歳以上のお年寄りは 5 万人を突破しているとのこと。一方で、高齢者
の 10 人に１人が認知症に罹るとされているので、その総数は 300 万に達することになり、誰もが認
知症になる可能性があります。朝日新聞の記事（2012 年 8 月 20 日）によると、認知症で精神科の
病院に入院する人は、1996 年に 2 万 8 千人であったのが、2008 年には 5 万２千人に達したと報告
されています。この事態に対して厚生労働省では、入院よりも在宅看護を目指し、“身近型医療セ
ンター”を全国 300 箇所に設けることを計画しています。
このような社会情勢を背景に、西日本日独協会では、日独の社会福祉問題と認知症問題に焦
点を当てつつ、老後の生き方について考える国際シンポジウムを日独交流 150 周年記念行事とし
て企画した次第です。その結果はこの冊子に報告されているように、各パネル講演者には論点を
適切に整理され、論議をいただきました。そして、多くの市民の方々に参加いただき、アンケート結
果に集約されているような関心を持っていただけましたので、所定の成果が得られたのであろうと
考えています。またこの機会に、ドイツの社会福祉に携わっておられるディアコニー施設長ヴィー
ンス氏及び竹の会・オプハイ陽子氏からも特別寄稿をいただいたことにより、本報告集の意義をさ
らに高められたことと思います。
この事業の遂行に当たり、当協会の個人会員及び西部ガス（株）を始めとする法人会員の皆様に
は 150 周年記念行事への寄付金醵出を含め、多大なご協力とご支援をいただきました。舩津シン
ポジウム実行委員長のご尽力については会長挨拶の中で触れられていますが、そのほか北
芝副会長には 2010 年の準備段階から本企画を推進していただき、土谷、赤松、及び高﨑各実行
委員にはこのプロジェクトの立ち上げ・準備から大会実行に至るまで、それぞれの立場からシンポ
ジウム遂行にご尽力をいただいたことを記しておきます。
最後に本事業の１部は福岡県国際交流センターより助成金を得て行ったことを付け加えておきま
す。
〔2013 年 2 月、前西日本日独協会事務局長 林 伸行〕
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