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人を大切にし、生きることを国が保障するデンマーク 

 

社会福祉法人 一石会  

青梅市高齢者在宅サービスセンター大洋園 

センター長 黒木 太永 

 

★10 月 4日（1 日目） 

5時 7分、自宅を出発。成田空港へ向かう。

8 時 10 分、待ち合わせ場所の出発ロビーに

て、同法人から一緒に参加となった、斎藤さ

ん、大沢さん、稲垣さんと落ち合う。8 時 30

分、他の参加者 9 名とひの社会教育センタ

ー・中能さんと集合。他 5 名の方は、関空発

にてオランダ空港で待ち合わせ、残り 1 名の

方はコペンハーゲン空港で会うことになっ

た。 

現地時間 7 時 00 分、宿泊先のロスキレ市

にあるダンホステルへ到着。その後、全員で

食堂へ集まり、今後の予定のレクチャーを受

ける。これから始まる視察の旅に興奮。現地

のビール「ツボルグ」を飲み、10 時頃就寝。 

 

★10 月 5日（2 日目） 

時差のためか、眠りの浅い夜となった。午

前 5 時起床。準備を済ませて 6 時 30分、朝

の散歩へ全員で出かける。なんでも、時差ぼ

け解消のためになるとのこと。ロスキレ大聖

堂周辺を散策する。気温は 10 度前後で、風

が強く体感温度は真冬なみである。11 年ぶ

りの再訪となり、懐かしさを感じる散歩とな

った。 

朝食を摂り、9 時 30 分より現地コーディ

ネーター・澤渡夏代ブラントさんによるレク

チャーを受ける。 

 

★デンマーク一般事情 

 講師：澤渡夏代ブラント氏 

2011 年、幸福度世界一となる。現在は 4

位。日本の順位が上である。 

2014 年現在、人口は 563 万人である。65

歳以上は 17.8％、移民 10.4％、西欧以外の 

外国人は 6.8％の割合。 

 

＊政治 

立憲君主制で、マーガレット女王 2 世が君

臨。ヨーロッパでは、一番古くからある王室。 

議会は 1 院制。179 議席ある。内閣は左派連

立政権。自治体は 98 コミューンあり、 

① 児童福祉 

② 障害福祉 

③ 基礎教育 

④ 高齢者福祉 

⑤ 道路整備 

⑥ 医療的予防トレーニング 

⑦ 職業斡旋の業務を行う。 

 

＊どんな国か？ 

1849 年、自由主義憲法発令、民主主義ス

タートする。「自分の生活が自分で賄えず、

また、扶養者がいない場合は、公共の援助を

受けることができる」とある。社会福祉の基

礎となる。人が大事な資源である。 

 

＊民主主義とは？ 

多数決だけではない。反対の人がいれば、
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理解されるまで話す。民主主義のメニューと

して、①人は大事な国の資源②個の尊重（皆

違っていい）③見ます・聞きます・話します 

④参加する⑤幅広い選択⑥平等⑦共同精神

（税金を納める等）が挙げられる。 

 

＊福祉とは？ 

ウェルファ（福祉）＝健康、快適な生活等

を含めた意味での幸福。 

デンマーク社会が求めている人間像自分

で物事を考え、判断できる自立した人間。自

己決定・自己責任。 

 

＊介護・看護の考え方 

①人としての尊厳 

②人生の継続性、自己決定の尊重、残存能力

の活用 

③適切な時期に適当な住宅への引っ越し 

④優しさの違い（できる事に焦点をおき、で

きない事への援助） 

 

＊デンマークのセーフティーネット 

家族構成や財力は無関係。必要な人に、必

要な時に、必要なだけ支援。公費で援助する。 

（日本は保険制度だが、税金で拠出する） 

 

＊介護・看護サービス 

予防訪問＝半年に1度、75歳以上が対象。

サービスは判定を受けてからスタートする。 

在宅ケア＝ホームヘルパー、訪問看護、住宅

改造、補助器具、配色サービス、ターミナル 

 

＊ケア 

デイケア・デイホーム＝リハビリ・維持訓

練、社会的交流、認知症対応ケアスタッフの

教育義務教育終了後、「社会保健ヘルパー」

になるには、1 年 2 か月の教育が必要。（学

校 720 時間、実習 900 時間）就職先は自治

体のみ可能。さらに上級の「社会保健アシス

タント」になるには、1 年 2 か月の教育の他

に 1 年 8 か月の教育を受けなければならな

い。就職先は自治体の他、医療機関も選べる。

いずれも、教育下で給与がもらえる。 

 

＊デンマークの課題 

2020 年プラン～470 億ＤＫＫ不足（1ＤＫ

Ｋ約 20 円）グローバル化と学力向上 

公共交通の改善 ＥＵ27 か国中のデンマ

ーク、高福祉高負担～国民全員が健康で文化

的な生活ができる社会だが、収入が多すぎる

人も少ないが、少なすぎる人も少ない。 

義務＝①所得税上限 51.5％②付加価値税

25％③間接税（車・タバコ・酒など、ぜい

たく税） 

権利＝①教育②医療③社会年金④社会福祉

など私たちにできること正しい民意の代

表を選ぶ～投票権は神様のプレゼント（国

政選挙投票率 85％以上）「仕方がない」の

口ぐせを改める。いつも心に（愛国心） 

まず、身近な所から、褒めて・話して・叱

ることが大切である。 

 

＊昼食 

講義を終え、午後のコペンハーゲン観光前

に、ロスキレ大聖堂周辺のレストランで昼食

を摂る。チキンのオープンサンドと黒ビール

を頂く。けっこうなボリュームでお腹一杯。 

電車を使ってコペンハーゲンへ。駅には改

札がなく、事前に用意されていた切符の回数

券を打刻機に入れて印字する。いわゆる「キ

セル乗車」も可能らしいが、不正をしないの
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がデンマークとのこと。車内では駅員が切符

確認に回っていたので、不正乗車は無理だと

思った。 

コペンハーゲンのメイン通りを散策・買い

物。ストリートパフォーマーや、観光客も沢

山来ていた。郊外のロスキレとは異なる光景

である。 

18 時、ロスキレへ戻るため電車に乗る。

乗車前に夕食を兼ねて「セブンイレブン」で

ホットドッグを買い、その場で頂く。18 時

40 分、ダンホステルへ戻る。部屋で今日の

まとめを書きながら現地のビール・カールス

バーグと持参の焼酎を飲み、23 時頃就寝。

酒は毎日欠かせない･･。 

 

 

★10 月 6日（3 日目） 

6 時起床。6 時 45 分朝の散歩へ出かける。

今日は、高級住宅街方面へ皆で向かう。（画

像 22～24）7 時 30 分朝食。8 時 40 分アス

タースバイ（特養ホーム）へ向けバスで出発

する。9 時到着。 

高齢者ケア南地区センター・アスタースバ

イ訪問センターリーダー（施設長）ギッテ・

リムキル氏、ケア担当カメラ氏、マーサ・ミ

オ療法士ハンナ氏より出迎え受ける。 

ギッテ施設長より「よくいらしてくれまし

た。ここは、女王の妹・ベネティクトも訪問

された歴史ある場所です。高齢者用センター

ですが、ここ最近入居者のタイプが変わって

います。一般の高齢者が多かったが、 

認知症の方が増え、5 年前から 50 床の認知

症専用ベッドを用意しました。一般者以上の

対応テクニックが必要となり、プログラムの

見直しが迫られました。そこで、「マーサ・

ミオ」という方法を用いてから、職員と利用

者のかかわりの意味が感じられるようにな

りました。」 

 

★施設内見学 

１棟に１２室が 4 つある。居室には自宅か

ら馴染みの家具を持ち込んでいる。 

共用テラスがあり、精神バランスを保つた

めに、子供用遊具を設置している。 

居住者は、自分のゾーン以外に立ち入らな

いように、仕切りのドアに絵を書いており、

自分の居場所以外の認識ができるようにな

っている。 

4 つのユニットごとにリビングがあり、居

室以外でもくつろげるようになっている。居

室表札には、入居者の写真が飾られている。 

洗面所には、トイレ、シャワーが設置。日本

のように、浴槽はない。 

認知症の利用者が近づいてきた。笑顔で穏

やかに過ごされている。 

デイサービスはとても広い。来園すると、

軽食を食べて皆さんとコーヒータイム。 

編み物や手芸など、若いころに行っていた

事ができるようになっている。 

インフルエンザ予防接種。日本のように、

アルコール綿で洗浄する事なく、Dr は立ち

仕事で利用者の肩に打っていた。料金はもち

ろん無料。 

職員の事務所。腰痛防止のため、デスクは

ボタンで昇降が可能である。 
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見学を終え、質疑応答・レクチャーを受け

る。 

 

Ｑ：職員間の意思疎通はどうしているのか？ 

Ａ：1 日に 4 回全職員が集まりミーティング

を行っている。 

Ｑ：記録等の書類はあるのか？ 

Ａ：アシスタントが入力し、ＰＣから全職員

が閲覧できるようになっている。また、

モバイルを携帯して、必要時は連絡が取

れるようになっている。 

Ｑ：認知症の対応は？ 

Ａ：一人にはさせない。スタッフを多く配置。 

 

＊マーサ・ミオについて 

オランダのアリア・アーツ氏が考案したシ

ステム。自分の力を引き出して行う方法であ

る。元は、自閉症の方の対応方法であったが、

認知症にも有効だと考え使用した。取組みと

しては、ビデオカメラで職員・利用者の対応

を記録し、映像を通して、職員の対応に利用

者がどのような反応を示したかを見ていく。

客観的に、良い結果を生む行動か（笑顔が出

た等）悪い結果を生む行動か（萎縮・暴言等）

確認をしていく。 

アルツハイマーの方には、行動全てに言葉

をつけると良い。（例：服を着替えましょう

ね。）その後、理解できるまで「待つ」のであ

る。認識できないまま、次の行動に移るから

混乱するのである。「待つ」ことを理解した

職員が次の行動に移ったところ、利用者も落

ち着いて過ごすことができるようになった。 

利用者の存在を認める言葉をかけることが

大切。よくできた行動に対して「良かった」

と認知できる言葉を使う。ガイド（導き）も

大事。言葉に出さなくても、安定したスタッ

フの姿勢を見せないと利用者も不安になっ

てしまう。 

スタッフは「待つ」ことが必要だが、「忍

耐」も必要である。その見返りとして、利用

者の暴力や暴言も無くなり笑顔も増えてい

る。効果として、マーサ・ミオは対面する時

のツールではあるが、利用者が穏やかに過ご

せれば職員も嬉しいのである。職員の病欠も

少なくなり、お互いに良い効果が出ている。 

視察を終え昼食へアスタースバイの目の前

にある中華料理店で摂る。チャーハンや炒め

物、何となく食べなれた味にほっとする。デ

ンマーク風酢豚（豚肉のフリッターに甘酢ソ

ースをかける）は初めての体験。 

 

＊午後 

高齢者ケアセンター・キャットホルムクリ

スチャンミナ訪問 13 時 30 分着。アネッテ・

センター長より出迎え受ける。その後、施設

内見学へ移る。 

サーカスの写真が掲示。デンマークでは、

サーカスを見ることが伝統の一つとのこと。 

共用のＬＤＫは 10 名で食事を摂る。場合に

より、居室での食事も可能。 

ここでは、アスタースバイの配食ではなく、

この施設で食事を作っている。 

食事作り、配膳、片つけ等、できる利用者

には手伝ってもらっている。 

この施設の入居者は、在宅ケアを受けてい

ても、自宅で生活できない人が判定委員の審

査を受けて入居している。入居することが最

終目的ではなく、在宅復帰できるようトレー

ニングも行う。 

判定には、OT やＰＴ等が行う。OK にな

ると、2 か月以内に入居場所を探さなければ

ならない。 

居室が空く（死亡が主）と、順番で入居で
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きる訳ではない。必要な人が優先的に入居す

る。対象者が決まると、本人や家族が居室を

見学にくる。OK なら、敷金 3 か月分を支払

う。入居後は家賃と暖房費を支払うことにな

る。システムとして、「サービスパッケージ」

がある。食費・洗濯代等、パックになってい

るが、必要なサービスを選んで支払う。介護

費用は無料である。 

運営予算～市からまとまった資金が入る。

これを使って、スタッフを雇用する。現在

100 名いる。 

介護士や看護師、OT、事務員等。家族会も

あり、2 週間に 1 回は行事をしている。施設

の活性化に繋がっている。 

この施設は行政の監督下に置かれている。ロ

スキレの水準に満たしているか（食品衛生、 

労働基準、消防等）全ての局の規約に合うよ

うに管理している。 

見学を終え、アネッテ・センター長のレク

チャー「私は、ローカルセンターのリーダー

をしているが、スタッフの教育担当もしてい

る。ここは、実習施設でもある。学生は、セ

オリーは学校で。習ったことを施設で実践し

ている。実習を終えるとすぐに仕事ができる

ようになる。ロスキレのジョブセンターから、

色々な事情がある人を受け入れている。スタ

ッフ予算とは別。年間通して 10名位いる。 

ジョブセンターから来る人材は、介護以外

の仕事（洗濯や散歩付き添い等）を行う。病

気になっても、なるべく入院しないように努

力している。亡くなる時はここが自宅なので、

臨終の際は看取る。また、入居者は、寝たき

りにならないようにしている。朝、必ず起き

て着替えて、ベッドから離れている。また、

夜勤の看護師を入れている。医療の必要性が

高い方が多い。」15 時 30 分ダンホステルへ

戻る。16 時レクチャーを受ける。 

 

 

 

 

 

講義：「デンマークの子育て事情」 

澤渡夏代ブラント氏  

デンマークとは、高福祉・所得も多い。所

得格差も少ない。税金は高い。 

デンマーク人は、自分で物事を考え、判断

できる人間。日本人は、どのような大人にな

ってほしいか確立されていない。 

育つ環境も、日本人はグループ志向が強いが

デンマーク人は個人志向である。 

社会サービスとして、フレックス産休・育休

が 52 週ある。医療費は無料。ホームＤｒ制

度がある。 

乳幼児保育は自治体の責任でしっかり完

備されている。学童保育や青少年クラブも備

わっている。教育費も無料である。18 歳に

なるまで、児童手当が 1 万 8 千円給付され

る。公費の歯科診療も無料。 

保育園しかなく、日本でいう幼稚園はない。

保育計画・カリキュラムとして、 

①全人的発達②社会的スキル③言語発達④

身体と運動⑤自然と自然現象⑥文化的表現

と価値を挙げている。 

教育は生きるため。教育と職業の連携が大切。

人間として豊かに。「学びからくる動きがな

くてはならない。」 

個の尊重～個を尊重し、自己決定を促す。

悪いところを見るのではなく、良いところを

見る。（例：字の間違い→間違いが分かって

いても指摘しない。いずれ分かるから。）子

どもの「書きたい」という気持ちを尊重する。 
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小学校では、テーマを与えられ、自分を調

べ、クラスメートの前で発表をする。（ＰＣ

を用いて）7 年生になると、スクールカウン

セラーが相談に乗る。マイノートに夢を書く。

自分の目指すべきことが分かってくる。 

自立を促すシステム～18 歳以上は成人。

公費で適材適所の教育を受ける。教育を受け

ながら給与が出る。 

職場と家庭のバランスが大切。円満な家庭

生活は、良い仕事に繋がる。 

愛されれば、その子は人を愛する大人になり、

社会に愛されればその子は社会の大事な人

材となるのである。 

 

★10 月 7日（4 日目） 

6 時起床。7 時 30 分朝食。8 時 40 分社会

及び障害者センターへ向け出発。今日は 2 班

に分かれて視察となる。 

9時15分、社会及び障害者センター到着。

担当者の出迎えを受け、レクチャーへ移る。 

ロスキレ市の他、各自治体に障害者を守る施

設がある。国民には、個人ナンバーをそれぞ

れ持つが、ナンバーで障害者であるかどうか

分かる仕組みになっている。ナンバーごとに、 

サービス担当者がいて、障害を持つと各担当

者が相談に乗るようになっている。 

18 歳以上の者には、国の支援で住宅等の

支援を行う。就労度合いのレベルで仕事も与

える。 

何もできない人（重度の人）～満額の障害

年金を支給何かしらできる人（軽～中度の人）

～賃金を差し引いた年金を支給デンマーク

国民は、1 週間に 48 時間が最高就労時間で

あるが、平均では、37 時間である。 

給与は、障害重度の人で、1 時間/110ＤＫ

Ｋ。障害軽度の人で、1 時間/2500ＤＫＫであ

る。 

 

＊就労には、3 つの形態がある。 

①フレックスジョブ②給与をもらえる仕事

③障害程度を加味した仕事 

それぞれの状況に合わせた働き方、給与の

違いがある。 

＊見学 

木工室～まな板やキッチン用品を作って

いる。皆、明るく笑顔であふれている。 

キッチン～利用者 100 名分の他、職員の食

事を作っている。専門のコックさんの指導の

元、障害者が一緒に働く。 

ダイニング～休憩時間や昼食時に購入し

て食べることができる。売り子も障害者が行

う。 

ロッカー～同じ形状のロッカーで理解し

づらい。個人の写真を貼って分かるようにし

ている。交流～最後に中能氏がマジックを披

露。皆さん喜ばれる。 

12 時。昼食を摂る。ロスキレ大聖堂近く

のレストランへ移動し、皆でフィッシュフラ

イポテト添えを食す。毎回、ボリュームの多

さに圧倒。少々の胃もたれが･･。昼食後、少

し時間があったので、近くのスーパーに買い

物へ出かける。11 年前にもお土産で購入し

たジャガイモ焼酎「アクアビット」を買うこ

とができた。義父に買ってくるように強く言

われていたので、これで一安心。3 時 45分。

レストランを出る。14 時、ロスキレ市補助

器具センター到着。 

看護師資格を持つピアさん、OT のドータ

さんの出迎えを受ける。その後レクチャーを

受ける。現在、30名の職員がいる。OTが大

部分で、その他、事務担当やメンテナンスの

担当者がいる。 
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＊住宅 

改修、ハンディキャップ用、障害者用のバ

スを調達している。 

市民は、年間 300DKK を支払うと、タク

シー乗車が自由にできる。そのため、孤立す

ることがなくなる。外出も可能になる。どの

ように補助器具を貸し出すのか？恒久的な

障害を持つ人に対し、日常生活が楽になるよ

うに無料で貸し出す。一般者も必要性があれ

ば、有料で貸出しが可能である。 

申し込みを受けると、OTの職員が利用希

望者の所へ出向く。説明し、判定を出す。 

貸出し後も、使ってみて合わなければ自分

の意思で器具を変更することも可能。 

クイックサービスもあり、Ｄｒの指示がな

くても、自分で来所して職員の評価がＯＫで

あれば、その場で借りることもできる。1 週

間に 4 日営業しているが、1 日に 10 名位が

来所である。 

訪問を待たずにレンタルできるというこ

とは、この施設が市民に認知されているから

である。 

「フォー利用者」ではなく、「ウィズ利用

者」なのである。（一緒により良い方向に考

えていく） 

 

＊倉庫内の見学 

車いすや、歩行器など。全てきれいに整備

されている。両手が使えない人でもタバコを

楽しめるように、台にホースがついた喫煙用

具もある。 

体が不自由でも靴下が自分で履くことが

できる器具。使用済みの補助器具は、全自動

洗浄機で洗われる。 

点検・整備も、職員の腰痛防止のため、リ

フトになっている。 

15 時 40 分。ダンホステルへ戻る。17 時

30 分より中間ミーティングを行う。私は、

「時間が非常にゆっくり流れているように

思えた。どの施設の職員ものんびりで、仕事

をしているようには感じなかった。その中で

も、職員間の情報共有も図れており、注意を

払う所はしっかり確認をしていた。できるこ

とは自分で。できないことは支援をする。ケ

アの考え方がしっかりされていることが素

晴らしい。日本では基準はあっても、職員に

よって対応が異なることもある。意思統一を

図ることが改めて大切と思った。業務効率ば

かりでなく、たまにはゆっくり利用者とお茶

でも飲みながら接する余裕を持ちたい。」と

語る。ミーティングを終え、ダンホステルに

て夕食となる。 

 

★10月 8日（5日目） 

今日は、1 日フリータイムである。三重県か

ら参加された障害者施設の皆さんと、斎藤さ

ん、大沢さん、私の 7 名でコペンハーゲンに

観光へ行くことになった。大勢で行くと安心。 

7 時 30 分朝食。8 時 30 分出発。電車に乗

っていく。切符は、駅前のセブンイレブンで

10 枚綴り券を割り勘で購入。一人あたり 96

ＤＫＫ（1920 円前後）也。 
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首都・コペンハーゲン駅の 2 つ先で下車し、

「人魚姫の像」を見に行く。途中、道に迷う

が、通りすがりの中年男性が近くまで案内し

てくださる。親切・心優しい国民性を改めて

感じる。 

「人魚姫の像」は、ごく普通の銅像で、ちょ

っと拍子抜け。観光者もほとんどいない･･。 

次に、観光船に乗ることになり、徒歩で向か

う。30 分位歩いた覚えだが、出航まで時間

があるので、ワッフルとカフェラテを飲みひ

と休憩。12 時からアマリエンボー城で衛兵

の交代式があるので、そちらへ向かう。 

お城は観光客も多く賑わっていた。衛兵に

は近づき過ぎると怒られるので注意が必要。 

観光船に乗る。30 分程楽しみ、コペンハ

ーゲン付近で下船。三重の皆さんとはここで

別れ、同法人メンバーは買い物を楽しむ。消

費税が 25％なので、何でも高く吟味してお

土産を購入。ロスキレへ戻り、スーパーで買

い物。ビールや水を購入。ビールは水の価格

とほぼ同じで不思議な感覚。 

16 時、ダンホステルへ戻る。オプション

の研修に参加していた、同法人・稲垣さんと

落合い、17 時、夕食へ出かける。「リブハウ

ス」というレストランへ入る。 

全員別の物を注文し、シェアすることにし

た。サーモングリル、ステーキ、ハンバーグ、

ハンバーガー、を分け合い、デンマークビー

ル「ロイヤルビール」を飲みながら談笑する。

大変美味であるが、ステーキ・ビールで約 4

千円のうち、ビールが約 1700 円と意外と高

かった。これも思い出と言い聞かせ、ダンホ

ステルへ戻り 23 時頃就寝。 

 

★10 月 9日（6 日目） 

6 時起床。7 時朝食。8 時 30 分、ダンホス

テルからホテル・プリンゼンへ移動し、荷物

を預ける。 

その後、森の幼稚園へ出発する。9 時 30

分、森の幼稚園「スコウボー・スコウバーネ

ヘーヴ」に到着。園庭や園舎の見学後、森へ

向けて園児と共に出発する。 

昼過ぎには、我々が帰るため、森の深くま

では行かなかった。園児たちは、倒木等、自

然にあるものを遊び道具として、皆と遊びに

励む。先生方は、特に危険が無い限り、遊び

を制止することは無い。園児たちは、雨上が

りの寒いなか、泥だらけで遊びまわる。 

11 時 30 分、昼食を一緒に摂る。我々は、

ダンホステルにて自分で用意したサンドイ

ッチを昼食として食べる。園児たちは、お弁

当持参で手も洗わず、おしぼりで拭くことも 

なくお弁当を食べる。 

 

殆どの園児たちは、サンドイッチが多く、

生のニンジンやパプリカを美味しそうに食

べていた。日本のお弁当とは異なりとても質

素に感じた。 

昼食後、園児たちと別れ、12 時 30 分、幼

稚園を出る。14 時、青少年クラブ・ヴィアド

クテンに到着する。 

このクラブは、10～14 歳の児童が利用す

る余暇クラブセンターである。活動を通じて

一日を過ごすが、大人（職員）の役目として

友人作り、自分を知る、社会性を身につける

事を大事にしている。 

理念として、①共同の精神②違いを認める

③喜び・楽しく生きる④健康。以上の 4 つを

挙げている。ロスキレ市より、委託を受けて

行っている。利用には 1 か月に 400ＤＫＫの

料金が掛かる。 

現在、200 名の登録児童がいる。オープン

時間は 9～15 時。学校が休みの日も開いて
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いる。 

イースターとクリスマスのみ閉館してい

る。ロスキレには、20 の国民学校があるが、

全てにクラブがある。 

 

＊見学 

施設内には、本格的なレーシングゲーム機

や、テレビゲーム機、パソコンなどが自由に

使用できるようになっている。 

演劇クラブがあり、ミュージカルや演劇を練

習し、発表会を行っている。本格的な演劇室 

もある。 

 

女の子に人気のビーズアクセサリーを作

るキットも沢山ある。 

ゴーカート場があり、別料金が必要だが活

動に参加することができる。マシンの整備か

らセッティングも自分たちで行い、社会性・

協調性を身に着ける。クラブ卒業生からＦ１

レーサーも出た。 

まき割り、木登りも先生の見守りの中体験

できる。 

乗馬クラブもあり、別料金で体験できる。

馬の世話も活動の一環である。 

本物の戦闘機が屋根に飾られている。別室で

フライトシミュレーター体験も可能。 

ゴーカートや乗馬は基本料金 400ＤＫＫ

以外に別料金が掛かってしまうが、（参加者

は年間通じて集中的に取り組む）参加しなく

ても、基本料金内の設備で十分楽しめるよう

になっていた。日本にもこんな施設があると

楽しいと思う。 

16 時ホテル・プリンゼンへ戻る。すぐに

準備し、現地の方々との交流会へ参加。会場

まで、少し距離があるため、皆で割り勘にし

てタクシーで移動となる。タクシーはベンツ

でとても快適である。16 時 30 分、交流会ス

タート。4 テーブルに分かれる。私のテーブ

ルには、元特養施設長のエミー・ライトフト

さんが着席された。片言の英語とジェスチャ

ー、持参の写真などを見せて交流を図る。 

デンマーク名物のオープンサンドとワイン

で食事を楽しむ。現地参加者の皆さんからス

ピーチを受ける。日本からの参加者は、テー

ブルごとに歌を披露する。 

現地の方のバイオリン演奏で盛り上がり、

21 時終了となる。帰りは皆で徒歩にてホテ

ルへ戻るが、帰りの途中で中学生位のグルー

プが「チャイニーズ？」と声を掛けてきたの

で、「ジャパニーズ！」と伝えると驚いてい

た。持っていた紙ふうせんをあげると興奮し

て喜んでいたのが可愛らしい。 

21 時 40 分、ホテル着。一人飲みなおして 23

時頃就寝。 

 

★10月 10日（7日目） 

6 時起床。7 時 30 分朝食。ダンホステルと

は違い、食事内容も豪華であった。8 時 45

分出発。 

9 時 30 分、精神疾患者ホーム・ソルバング

へ到着。施設長の出迎えを受け、レクチャ

ーとなる。 

ここは、精神疾患を持った方の施設である。

32 名の入居者がいる。長期の方もいれば、

これから長期に住む方もいる。初めは、特養

ホームとして始まったが、今は介護居住施設

になっている。各入居者の能力を維持し、残

存能力を発見していくことが仕事である。

（画像 92）症状の見方が変化してきた。以

前は、精神分裂病と言われればそのまま受け

入れていたが、現在は、色々な可能性を検討

して見ている。時代の変化とともにソルバン

グも変わってきた。 
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利用者が安定した生活が送れるようにと

思っている。 

ここでは、入居者が自分でプログラムを決

めて生活をしている。集団で同じ事を強制し

ない。 

一人の入居者を見るのに、一日 2000ＤＫ

Ｋ必要。自治体から補助金が出るが、予算も

ひっ迫しているので、入居判定も厳しいよう

である。 

予算は、ほとんどが職員の給与と運営費で無

くなる。入居者は年金から費用を払っている。 

考え方とは文化である。すぐには変えられな

い。長い年月が必要である。ミーティングを

重ねることで、職員の理解が得られるのであ

る。 

どうやって、スタッフの考え方を変えられる

のか非常に難しい。意識の移動をしなければ

ならない。そのため、講習会を開催している。

内容の一つに、法律に関する事がある。この

施設は 2 つの法律が関与されている。 

 

＊抑制 

見える抑制（身体的）と見えない抑制（心理

的）がある。特に見えない抑制は対応が難し

い。 

どこまでやって良いのか難しい。やることの

目的に合うとすれば、抑制しても良いと思っ

ている。 

日本と同じで、他に方法がないか検討して見

える抑制はしている。 

ここでは、本人とケアプランを作っている。

「ペタゴー」という、自分でプランを作るシ

ステムもある。 

自治体の急な実地検査もある。経営状態や

ケアの質などを確認される。私は自治体の職

員である。自治体からエコロジーな食事にし

ろと言われ、その通りにしてしまうと負担金

を払う利用者の気持ちも考えることができ

ない。職員なので、ダメとも自治体に言えな

い。段階的に切り替える事で折り合いがつい

た。 

 

＊見学 

32 名の入居者がいる。2004 年にリフォー

ムされ、3 つの住居環境に分かれている。 

共同のキッチンがあり、自分たちで食事を作

る。一つの大きな家族の雰囲気。 

施設の外は、広大な草原で気持ちいい。 

入居者の方と。精神疾患を有するとは思えな

い。室内では自己管理で熱帯魚を飼っていた。 

チンチラ（うさぎ）を飼っている人もいる。

とても自由である。日本では考えられないな

～。と、つくづく思う。庭には、ラズベリー

やホップ、色々な植物が育てられている。 

入居者と一緒に昼食を摂る。バイキング式で、

好きな物を好きな量を選べる。 

昼食後、ソルバングを後にし、ホテルへ戻る。 

13 時ホテルに戻る。 

13 時 30 分、今回の旅の振り返り・反省会を

行う。 

私の発言として、「11 年振りに参加でき、

2 度も来られるとは思わなかった。許可して

下さった施設長や留守番の職員、家族に感謝

したい。11 年前の記憶を思い出す場面やこ

んな風だったか？という記憶との違い、変わ

らぬデンマークの方々の優しさを感じるこ

とができた。日本に帰って、同じことが真似

できる訳ではないが、アスタースバイで習っ

たマーサミオは、利用者の気持ちに沿った支

援方法であり、この考えを踏まえて業務に当

たりたいと思った。3 度目は無いと思うが、

また再々訪できることを目標としたい。」 
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14 時 30 分、反省会終了。夏代さん宅へ行く

までに時間があったので、ホテル前の通りを

散策し、買い物をする。 

15 時 35 分、夏代さん宅へ出発。参加者全員

でグリルパーティーを行う。電車を乗り継い

で向かう。 

駅には、夏代さんのご主人が駅まで迎えに来

て下さった。かなり寒いのだが、半袖で平然

とされていたのに驚き。16 時 30 分到着。 

パーティーまで準備が掛かるそうで、時間ま

で近所の散歩を行う。世界大戦時のディフェ

ンスラインだそうで、当時の建物が残ってい

る。 

17 時 40 分、パーティー開始。ビールやワイ

ンを飲みながら、夏代さん手作りのひじき煮

物や肉じゃが等を味わって楽しむ。 

研修に参加する前に読破した夏代さんの著

書にサインを頂き、記念撮影。 

21 時、パーティー終了。帰りはバスを手配

し、皆で割り勘。ホテルへ戻る。21 時 45分、

ホテルへ戻る。明日には帰国と思うと、これ

まえの振り返りとともに、帰りたい・まだい

たい。という気持ちで色々考えこむ･･。飲み

なおして 24 時頃就寝。 

 

★10 月 11日（8日目） 

5 時 50 分起床。今日は土曜日なので、広

場で朝市が開催されるとのこと。6時45分、

広場へ行ってみるが、野菜を売る店がまばら

にあるだけであった。ロイヤルコペンハーゲ

ンのアンティークを購入したかったのだが

残念。7 時 20 分、朝食を摂る。その後も朝

市へ行ってみるが、お土産を売るような店は

無かったので、ホテルへ戻る。 

8 時 30 分、チェックアウトし、コペンハ

ーゲン空港へ向かう。9 時 15 分空港到着。

これまでお世話になったバス運転手のトム

さんに別れを告げる。チェックインし、11 時

50 分の飛行機発まで時間があるので、空港

内の店で買い物をする。 

11 時 50 分、コペンハーゲン空港を出発。

13 時、乗継ぎ先のオランダ・スキポール空

港へ到着。オランダ発までの間、空港内を散

策。15 時、成田空港へ向け出発。帰りは 10

時間弱と早い到着予定だが、横 3 列で中央の

席となり落ち着かない。ビール・白ワイン・

コニャックを飲み、寝ることにしたが、飲み

すぎて深くは眠れず。トイレに行くのも気を

使う･･。 

 

 

★10月 12日（9日目） 

日本時間、10 月 12 日（日）8 時 30 分成

田空港に到着。入国審査を抜けたところで 

解散式。中能氏の他、皆と別れを告げる。 

荷物を引き取り、税関を抜け、現金を日本円

に変える。期待はしていなかったが１ＤＫＫ

16 円弱と、レートはやっぱり悪い。 

その後、稲垣さん、斎藤さん、大沢さんと

別れ自宅へ向かう。12 時、自宅へ着き無事

に全日程を終えることができた。 

 

★研修を終えて 

2 度目のデンマーク社会福祉施設研修参

加となり、本当に嬉しく感激の研修であった。 

11 年前に学び、感じた事を思い出しなが

ら、当時との変化や比較を念頭に置いて研修

に望んだ。デンマークとは、人を大切にし、

生きることを国が保障するからこそ、国民も

のびのびと生活することができるのだと思

う。人も、生活が安定しているからこそ、国

を大切に思い、高い税金を支払うことになっ

ても納得できるのだと思う。 

日本では、考えられることではないが、そ

もそもの制度や文化の違いにより、真似しよ

うとしてもできるものではないので、今でき

ることから始めたい。利用者の笑顔や満足度

を高めること。事業所も繁栄されること。楽

しく、ゆとりを持って仕事ができること。家

庭も円満であること。 

色々あるが、急に変わりすぎるのも不自然

なので、自然と良い方向に向かうように行動
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できればと思う。また、普段、挨拶程度しか

関わりのなかった同法人の若手職員とも、共

に共感できたことも大変有意義であった。皆、

情熱を持って業務に当たっていることに改

めて気づくことができた。 

今後もデンマークで感じたことを忘れずに、

気持ち新たに努力して行きたい。そして、

再々訪したい！ 


