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全国平均を上回る速さで高齢化が進む北九州市では、高齢者の１０人に１人以上

の方が認知症を発症していると推定されています。このことからもわかるように、認知

症は誰にでも起こりうる身近な病気です。 

認知症になっても、周囲の理解と気遣いがあれば穏やかに暮らしていくことは可能

です。そのためには、地域の支え合いが不可欠です。誰もが認知症について正しく

理解し、認知症の人やその家族を支える手だてを知っていれば「尊厳ある暮らし」を

守ることができるはずです。 

そこで、本市では、「認知症になっても誰もがその人らしく、いきいきと安心して暮ら

せるまちづくり」を目指し、様々な認知症対策に積極的に取り組んでいます。とりわけ

認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見守り、支援する認知症サ

ポーターの養成においては、北九州市社会福祉協議会との連携により、平成１８年 

１０月から事業に取り組んできました。平成２０年９月までの２年間で１万２千人以上の

市民の方に認知症サポーター養成講座を受講していただきました。その後、認知症

サポーターの皆様には、できる範囲での見守りや支援を行っていただいていますが、

この度、認知症サポーターとなった皆様方の活動体験談を集め、活動報告書として

まとめました。多くの市民の皆様に、認知症の方やそのご家族への支援のきっかけと

なれば幸いです。 

最後に、これまで認知症サポーター養成講座を受講していただきました認知症サ

ポーターの皆様、活動体験談をお寄せいただきました皆様に、この場を借りお礼申し

上げます。 

 

 

 

北九州市保健福祉局 
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認知症サポーターとは？ 
 認知症サポーターとは、認知症を正しく理解し、認知症の人やその家族を温かく見

守る応援者のことです。認知症サポーター養成講座を受けることで認知症サポーター

になることができます。 

    ◎認知症を正しく理解し、偏見をもたない 

    ◎認知症の人やその家族に対して温かい目で見守る 

    ◎近隣の認知症の人やその家族に対して、自分なりに 

     できる範囲でお手伝いを実践する         など 

 

 

認知症サポーター養成講座について 
 認知症サポーター養成講座とは、自治会や老人クラブ、子ども会など地域団体の会

合、企業や商店の従業員研修、学校の授業などに、講師が出向き、講座を行っていま

す。下記の「認知症サポーター１万人キャラバン事務局」へ申し込みください。 

 

 

講座の内容は 
 講座では、キャラバン・メイト（講師）が、自身の介護体験談などを交えて、 

について、お話しします。 

 講座受講後は、「認知症サポーター養成講座修了証」と認知症の理解者である証と

して「オレンジリング」をお渡しします。 

 

認知症サポーター養成状況 （平成２０年７月３１日現在） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 H１８年度 H１９年度 H２０年度 計 

登録者数 ９６８ ９，５７３ １，３２０ １１，８６１ 

申込み・問合せ 
認知症サポーター１万人キャラバン事務局 

（北九州市社会福祉協議会内） 

電話 093-873-1296
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※団体名・個人名の敬称を省略しています 
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活動体験談（団体） 

 

】                            受賞者

私達の地域では、自治区会活動として高齢化対策を行なっています。 

9 月のまだ暑い時期でしたが、福祉協力員から「道に迷ったおばあちゃんがいる」と連絡

を受け、すぐに現地に行ってみると、85 歳のおばあちゃんがタバコを買いに行き、家に帰

るところで団地内の目印を見過ごして、自分の家がわからなくなったようでした。 

 このおばあちゃんは、軽い認知症で1年前に娘さんの嫁ぎ先に引っ越して来たようで、住

所が確認できなかったため、すぐに民生委員の方にも来てもらい、対応してもらいました。 

おばあちゃんが娘さんの名前を思い出してくれたことで、解決し、事なきを得ました。 

幸いにも、第一発見者がベテランの福祉協力員だった事が良かったと思います。大切なの

は、自治区会のモットーである「自分たちの地域は自分たちの手で安心・安全なまちづくり

のため、日頃から向こう三軒両隣が共通認識をもってお付き合いする事」が大事だと思いま

す。 

 

 

                       受賞者 

講座を受講してから、認知症の方を見る目が変わったと思います。 

■総合体育館でのニュースポーツ大会（３００人以上の参加の大会）に、認知症の男性と

奥さんの二人で参加していただきました。周囲から見守る事で、他の参加者に気がつか

れないで、無事に一日終りました。 

■マイクロバスで２６人参加の研修旅行の折、認知症の男性が駐車場で、バスから降りる

と同時に駆け出してしまいました。すぐに私が追いかけようとしたら、別の参加者が「僕

が行きます」とすぐ追いかけてくれ、見失うことなく事なきを得ました。 

以前の私でしたら、少々、遠慮気味でしたが、サポーター養成講座を受け、最初の一歩が、

すっと出るようになった気がします。 

 

 

 

 

現在、音楽ボランティアグループで、グループホームや特別養護老人ホーム、デイケア等、

10数ヶ所を月１回の割合で訪問しています。 

最初は無表情であったり眠ってたりと、いろいろな方がいますが、童謡、唱歌、懐メロ、

民謡などを一緒に唄っている間に口が動き、声が出て、笑いが出て、良い笑顔になっていき

ます。1 時間の間ですが、帰る時には握手で「ありがとう」、「また来てね」、「幸せ」、「待っ

ているから」等の声が帰ってきます。リクエストも毎月同じ人の同じ曲を繰り返してあげる

ボランティア「あひる」 

八幡西区 茶屋の原団地自治会 

小倉北区清水第一校区老人クラブ連合会 
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事で、落ち着かれている様子も伺えます。 

施設での１時間の出会いですが、声かけと話し合う時間の大事さを痛感しております。声

かけをして、相手の言っている事に調子を合わせ聞いてあげる事が対応の一つだと思いまし

た。 

今までは、歌うだけでしたが、講座受講後は、声かけやふれあいに心がけ、表情もゆっく

りよく気にかけるようになりました。そして、ゆっくりと接するように心がけています。 

 

 

 

 

市民センターから、「Ｈさんという人から妹が認知症になって、Ｍという病院に入っている

が、自分が毎週、妹の見舞い傍々、着替えや妹の好きなおやつなど届けている。自分も高齢

（83 歳）で持病があり、時々入院するので、交通費等の費用を負担するので代行を老人ク

ラブで代行してもらえないか」電話がありました。 

老人クラブは、会費以外には、負担はいらないことを説明し、認知症の人との対応はある

程度の知識が必要であることや、まだ認知症についての偏見を持つ人が多いことから協力し

てくれる適任者がいるかどうかわからないので、約束はできないが、できるだけ老人クラブ

として協力はしていきたい旨を答えました。たまたま、元ホームヘルパーをしていた人がい

て協力依頼し、代行してもらえることになりました。 

 しかし、1 人だけで毎週見舞いに行くのは難しいので、代わりの人をみつけて欲しいとの

要望が出されたが、適任者が見つからないまま、依頼者と当該ボランティアで代行しながら

1 年くらい対応しました。この間にも包括支援センターに問い合わせたところ、在宅ならヘ

ルパー派遣はあるが、施設や病院などへの対応は制度的にはないとのことでした。 

現在は、妹さんは亡くなってしまいましたが、今後もこのようなケースは、地域でみるに

しても熱意のあるリーダーと研修及び互助の精神が必要と感じています。 

 

 

 

 

大学の先生の研究事業で依頼されたのが、きっかけで活動を行ないました。 

主に話し相手になったり、散歩に同行したりして、入所者の人達とのコミュニケーション

作りをしています。時には、一緒に和菓子作りをしたり、お誕生日会での行事に協力してい

ます。 

現在は、週一回グループホームへ行っていますが、他の所でも、もっと体験したり、いろ

んな分野の勉強もしたいと思います。 

 

 

 

 

 

小森江東老人クラブ 

おとなりさんネットワーク「えん」 
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知人（高齢者）が認知症になり、施設へ入所したことや、NPO活動をする上で電話がかか

ってくる（本人・家族から）ことをきっかけにして活動しています。 

電話を通して、ご家族からの不安や心配等を聞くことが多いので、心が和らぐよう、ゆっ

くりお話しを聞いています。アドバイスできることがあれば、押し付けにならないように気

をつけて、お話しをしています。 

必要があると思った時は、地域包括支援センターにつないでいます。 

 

 

 

 

グループホームでの家族のかかわりの中から「茶話会」が開かれ親しくなるうちに、より

年長者のことを知りたいとのことから、認知症入所者と、その家族やスタッフのふれあいに

よる安らぎ、悩みをわかちあう等を目的として、「○○さんちのおうちごはん作り」を２００

８年３月から、これまでに3回実施し、大好評でした。 

年長者が実際に食べて（作って）こられたお好きな「我が家の味」の記憶を探り、家族か

らもお聞きし、できる限りお好みの味に近づくように、一緒に調理して、全員で食事をしま

す。家族の食卓のような一体感を感じることができ、年長者からレシピを伝授してもらうこ

とで、日本の古き良き「料理の知恵」を継承し、蓄積することができました。家族と入居者

全員が親睦でき、心あたたまる幸せな時間を共有しています。 

家族は、他の入居者の人生を知ることで親戚のような、親しい気持ちを抱くようになりま

した。 

 認知症サポーター養成講座後、認知症の方が増えていることを実感しました。これからも 

認知症の方や家族の方の力になれるよう、早期対応を心がけたいです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

匿  名 

ふらて福祉会 グループホーム森の家 ３階家族会 
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活動体験（個人） 

 

          受賞者 

今年の４月下旬、犬の散歩の時、雑木林の中で見知らぬおばあちゃんに出会いました。不

思議だなと思い、声をかけました。 

はっきりした声で返事をされたのですが、どこか違うと思い、ゆっくりと話を聴きながら、

犬と私とおばあちゃんとで、約４０分間程、話をしました。話をしているうちに、認知症に

なっていることがはっきりと判りました。しかし、話す程に少しずつ自分のことを思い出し、

雑木林から1時間程下ったところに家がある事がわかり、連れて行く事ができました。 

家では、おじいちゃんが心配そうにおばあちゃんの帰りを待っており、大変感謝されまし

た。二人とも８０歳を過ぎていて、二人で懸命に生活されていることもわかりました。ほっ

とした一日でした。 

思うことは、人間として生きたことの素晴らしさと、ゆっくり人生のお話しを聞いて差し

上げることが、とても大切だと思います。 

一人ひとりが健康であること、認知症の家族のお話し相手、そして自分の家族の理解度を

上げるため、これからも活動を行なって行きたいと思います。 

 

          受賞者 

平成 18 年度認知症サポーター養成講座受講。介護保険制度スタート時は、気がつかなか

ったが、その後、年々、独居の認知症高齢者の増加を実感しています。８年間訪問介護員と

しての活動をしたことがきっかけで、現在週に１～２回、近くのグループホームで散歩同行

や話し相手のボランティアをしています。 

外出中に、郵便局員さんや花屋のオーナー、ブティックの店員さんと顔なじみになりまし

た。認知症の高齢者と洋服を眺めていると「コーヒーをどうぞ」と出して下さいます。散歩

の途中のティータイム。入居者の方もニコニコ顔。ホームに帰っても笑顔です。きっとリラ

ックスできたからでしょう。 

これからも、同じ地域内に住み、家族や親族だけでなく、近所の皆さんが自然体で声かけ、

見守りを行い、認知症の方が安心して暮らせるよう、人を思いやる気持ちを大事にしたいと

思います。 

モットーは、笑顔で挨拶することです。 

住み慣れた地域で気軽に挨拶ができ、共に助け合い、絆を深める近所付き合いを目指してい

ます。 

 

 

 

 

大庭 弘子 

嶋田 あや子 
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          受賞者 

夫がアルツハイマー病で、10 年間介護経験をしました。当時、多数の方々にお世話にな

り、今、私が元気な時に人様のお役に少しでも立てれば良いなとの思いがあったのと、グル

ープホーム所長さんより声をかけていただいた事がきっかけで、お礼と恩返しの気持ちを込

めて、グループホームでボランティア活動を行なっています。 

認知症のある人に対しての見守り、お昼の食事の準備、洗濯やボタンつけやほころび等の

つくろい物、グループホームの外庭の草取り等を行なっています。また、認知症家族の方や

病気を理解不十分な方に介護体験をお話ししています。家族の方からお礼の電話もあり、う

れしく思いました。 

今後も、認知症の方と近づいて、心でナイスキャッチができるように、また人間の尊厳を

守りつつ、精一杯ボランティアに励みたいと思います。 

 

          受賞者 

町内の独居高齢者へ「お元気ですか」のチラシを持っていった時、色々と相談をもちかけ

られます。町内には、高齢の人や一人暮らし高齢者が多いので、主人と一緒に活動をしてい

ます。網戸の修理・水道の水漏れの修理・クーラーの掃除等もしました。 

また、平成１９年１０月より、認知症の方を毎朝迎えに行って、近くの公園でラジオ体操

をしています。この方は、以前よりラジオ体操が好きで来られていたのですが、急に「ラジ

オ体操がない」などと言ってくるようになりました。そこで、様子を見ながら、声かけして

誘うようにしました。そうすることで、大変喜んで、参加してくれるようになりました。ま

た、毎朝、迎えに行き、近くの公園で一緒にラジオ体操することで、高齢者の日々の変化も

わかります。 

今は、認知症がひどくなってしまったため、息子さんが引きとられました。 

 

 

 

活動と言うものではありませんが、岩国に住む認知症になった同級生とのやり取りを報告

します。 

今回、同窓会の案内状を出した際に、わかったのですが軽い認知症になってしまったよう

です。ご主人が付いて、炊事を助ければどうにかできるようで、週に２～３回程度、リハビ

リに行っているようです。 

同窓会への参加を勧め、私共一同歓迎する旨を伝え、参加出来なくても会の様子や集合写

真等、昔の想い出をたどってくれることが、リハビリになるのではないかと思い、想い出に

なるような物を送ってあげました。 

その後は、わかりませんが頑張ってくれていると思います。ボランティア活動と言った大

きなことはできませんが、身内や近所の方でこのような方がいらっしゃるなら、サポーター

養成を生かして話し相手ぐらいはと思っています。 

匿  名 

林田 敬子 

馬返 寿美子 



9

 

 

私自身が認知症の姑に悩まされている時、関西の兄嫁に長電話で愚痴をこぼしたり、知人

に話しを聞いて貰ったりしたので、介護が苦になりませんでした。この自分の経験を生かし、

介護で精紳的にまいっている人に元気を与えてあげたい、話しを聞いてあげたいと思いまし

た。 

小倉北区に管理しているアパート・貸家の入居者達が家賃を持参した時、独居老人とは世

間話をして、心の健康状態を見たり、明るく話しを弾ませるようにして、話しを聞いてあげ

ています。認知症の家族を介護している人には、話しを聞いてあげ、自分の体験談を話して、

「大変ですね」と、ねぎらっています。 

認知症と思われる独居高齢者を見た時は、地域包括支援センターへ連絡し、民生委員の協

力を求めています。 

 

 

 

同じマンションに住んでいる方が、デイサービスの車で送迎されています。丁度、生協の

配達の時間や週2回のゴミ出しの時間と重なる為、車の乗り降りのお手伝いと声かけを自然

にするようになりました。これも講座を受講して（平成２０年２月）から、自分の中ではっ

きり変わった点だと思います。 

日常生活の中で、高齢者の方がタクシーに乗る時に、お手伝いをしたり、エレベーター等

に出入りされる時などは、目につき、声かけやお手伝いする事が恥ずかしくなくなりました。

自分にとっても嬉しい事です。 

生協の中で、今後、「認知症サポーター養成講座」を行なう計画があると聞いています。受

講者の声により計画が増えているようです。 

 

 

 

平成１９年４月に妻が入院してからの１年半で感じたことを書きました。 

院内で、患者さんが寂しがって気持ちが不安定になって大声を出している人や、徘徊がひ

どく「家に帰る」など言っている人を見ると、ひと声かけるようにしています。また、車椅

子から転落している人やドアに車椅子を挟まれて動けなくなっている人などには、手助けを

したりしています。 

私の場合は、院内で手助け程度のことをしているだけで、それ以上のことをすると患者さ

んに、「余計なことをするな」と思われるのではないかと考えてしまいます。でも、手助けや

ひと声かけて患者さんの笑顔を見る時が、何と言っても生きがいを感じます。 

しかし、職員の方々の認知症患者さんに対応する心無さ。目にあまる行動があります。も

う少し認知症について勉強して欲しいと思います。 

 

 

 

匿  名 

匿  名 

匿  名 
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平成２０年５月から認知症の高齢者に関わっています。地域で実施している、ふれあい訪

問時に福祉協力員さんが、会話の内容がちょっとおかしいと感じて、私に知らせてくれまし

た。訪問してみると、軽い認知症の始まりではと思ったのが活動のきっかけです。 

この方は、日常生活には、特に不自由はないようですが、時々、「物が無くなった、泥棒が

入った」と、隣の人に言って来たりしているようです。 

私が訪問した時は、「妊娠したようなので、病院についてきて欲しい」と言われるので、は

じめは「その歳で、それはないよ」と対応していましたが、サポーター養成講座の内容を思

い出して、病院に行くことにし、地域包括支援センターに相談に行きました。現在では保健

師さんにも訪問してもらい、少し認知症があるようだと言う事で、関係機関とも連携して、

見守りを続けているところです。 

最初に訪問をしてからは、毎日のように電話がかかり、その度に、その方の家に行き、話

しを聞いていましたが、様子を見ながら気分のよさそうな日に、「私も用事があって忙しい時

もあるから、電話も時々にしてね」とお願いしました。だいぶ落ち着いて来たのでしょう、

今では回数も少なくなりました。 

これも、各関係機関のご協力のおかげだと感謝しています。 

 

 

 

母がグループホームでお世話になった事をきっかけに、月２～３回訪問の際に、デイサー

ビスで袋作りを教えるボランティア活動を行なっています。 

認知症のあるお年寄りは、多少差がありますが、とても可愛い方々で、少し大変さあります

が、とても楽しく袋作りを教えています。お年寄りの方たちも、昔、針を持って裁縫されて

いた事が好きだったのでしょう「時間が経つのが早い」「まだやりたい」と楽しんでくれてい

ます。１時間位の時間ですが、私自身も楽しいひとときを過ごさせていただいています。 

 

 

  

特別養護老人ホームにボランティアに行った際、若い職員が歩きまわる認知症の人の対応

に困っていた時の話です。 

Ａさんと言う方が施設内を一人で歩き回るので、職員の方が付き添っていると「何故君は、

私に纏わり付くのか」と言われ、職員が「事故が起きてはいけないから」と理由を優しく話

していました。しかしＡさんは怒ってしまい、職員が困っている様子だったので、若い職員

と話し合って私がかわって、Ａさんと話しをしながら、デイサービスの部屋に連れて帰るか

らと引き継いで、しばらく一人で自由に歩かせて見守ることにしました。 

少しして、さりげなくＡさんの側に行って「こんにちは」と話しかけてみました。最初は、

警戒していましたが、家の事などを話し出して心が和やかになり、一緒にデイサービスの部

屋に帰りました。職員の方が「お帰り」と声をかけると、にこやかな顔で自分の席に座って、

皆と一緒に話しをしたり、ゲームに熱中するようになって、落ち着きを取り戻して良かった

匿  名 

匿  名 

上村 幹子 



11

です。 

どのようにして、認知症の人を落ち着かせるか等、もっと認知症の勉強をしたいと思いま

した。 

 

 

 

 実母が認知症になったこと、知人（高齢者）が認知症になり、施設へ入所したことをきっ

かけに活動しています。施設へ定期的に訪問し、入所者の方の話し相手をしています。（一緒

に歌を歌ったり、折り紙をしたり、昔話など） 

 

 

 

私が子育ての時、お世話になった方から、妻がおかしいと電話をもらいました。 

「炊事・洗濯・掃除を一週間以上していない。会話は、別に変わった様子はない」とのこ

とでしたので、私は、早速3人分の昼食を用意して家を訪ねました。奥さんが出迎えてくれ

ましたが、顔つきがこれまでと違っていました。 

「変わったことないですか」と聞くと「変わったことないよ」と答え「お元気ですか」と

聞くと「元気よ」と、全て調子良く答える。「お茶を飲みたいですね」と言うと、「そうね」

と言って立ち上がって行き、お湯を沸かすが、火を点けたことを忘れています。お茶の葉を

用意までしたが、一人で最後までできず、結局、一緒に入れて飲み「後片付けを一緒にしよ

う」と言うと「私がするからいいよ」と言ったまま、立ち上がることはありませんでした。 

ものわすれ外来の受診を勧めて、現在は、ご主人が介護しながら、週3回デイケアに通っ

ています。ご主人にヘルパーを利用することを勧め、電話で様子を見守っています。早期発

見・早期治療と支えてあげられたらとの思いです。 

特に、家族介護者の支え、愚痴を聞いてあげたりしたい。 

 

 

 

一般のボランティア活動の中で、たまたま認知症の方がいたことがきっかけでした。 

内容は、話し相手・オセロ・将棋の相手・お茶の接待。童謡・唱歌・懐メロ・歌詞を模造

紙に書いて持って行き、皆で歌い一緒に楽しんでいます。デイサービスセンターでは、一般

利用者と認知症の方は一緒に過ごしますので、一般の利用者の方も認知症の方への理解を持

ってらっしゃいます。隣接する施設には、月2回歌いに行きますが、ここは認知症の方が多

いので、職員さんに聞いたりして、一人一人の性格を見て対応しています。歌わない人の横

で、私が歌うとついて歌います。上履きの色が良いとか、服が可愛いとか褒めてあげると心

がほぐれます。 

重度の認知症の方でも、心とプライドは持っているので、対応を誤れば表情が険しくなり

ます。 

長い間にいろいろ体得しました。サポーター養成講座を受けてからは、細やかに気配りが

出来るようになったと思います。 

匿  名 

佐藤 秋子 

匿  名 
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歩道の手すりにつかまり、疲れている様子のおじいさんに出会いました。気になり、サポ

ーター養成講座で見たビデオでの対応を思い出し、声をかけました。のどが渇いていないか、

けがをしていないかなど、様子を見ながら「涼しいところにいって、少し休みましょう」と、

そばに自分の家があったので、一緒に家に連れていきました。 

妻も協力して、お茶を出したり、優しく声をかけたり、心が和むように接したところ、お

じいさんは家族のことなど少しずつ話し出してくれました。落ち着いたところで、家の事や、

連絡先を尋ねると、息子さんの名刺を持っておられ、電話をかけると、息子さんの会社につ

ながり、すぐに迎えに来られました。おじいさんの自宅がわかれば、近所だったので、わざ

わざ迎えに来てもらわなくても、すぐ送れたのにとも思いました。本人の氏名や連絡先のわ

かるものを家族は持たせていなかったのかとも思いました。 

後日、ふれあい委員会（地区社協主催）に参加した際、同じ地区の福祉協力員で施設職員

の方から話を伺ったところ。「自分の名前を、外からでもすぐわかるところに記していると、

名前を呼び近づき、安心させておいて、悪いことをする人がいる事も心配される。家族は、

それも心配してのことかもしれませんね」と言われました。自分ひとりであれこれ悩んだが、

ふれあい委員会で体験した事例を伝えることで、疑問の解決にもなり良かったと思います。 

認知症とは、すぐに外見でわからない状況も多いが、一人で、何か戸惑われていそうな状

況の方に出会ったら、お年寄りでも子どもでも、ゆっくりとさりげない対応での声かけは、

だれでもできるのではないかと思いました。 

 

 認知症がある方のような人に出会ったので、活動というよりは、仲良くしたいと思ってい

ます。スーパーや道で、出会った人に笑顔で挨拶をするように心がけています。 

 

 

 

時期は、認知症サポーター養成講座受講後の平成２０年７月です。活動という大げさなも

のではないのですが、自分がケガをして1ヵ月余り入院しました。そこで、いろいろな認知

症の人たちを目の当たりにして、少しでも認知症の人たちの実態を理解できればと思ったの

がきっかけでした。サポーター養成講座を受講したり、人の話を聞いたりで、実際にどうい

う症状とかを目の当たりにしたのは、初めてでした。自分の親も、今に思えば認知症になっ

ていたと思いますが、なかなか自分の親は認知症だと認めたくなかったことを覚えています。 

同室にＳさんと言う 77 歳の方が入って来た時には、正直ショックを受けました。かなり

重度の認知症で、大ケガをしていたので安静が必要なのに点滴は引き抜いたり、痛くて動け

ないはずがベッドから降りようとしたり、体を起こして今にも落ちそうになったりしていま

した。その度に、私がナースコールして看護師さんを呼んでいました。朝は、機嫌が良いの

で 1 時間くらい話し相手をしていました。この時の彼女は、大きな声で嬉しそうに笑って、

唄を歌ったり、昔の話をしてくれたり、私の家の事をあれこれ聞いたり、毎日同じ話を繰り

匿  名 

旗生 政勝 

中 能子 
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返していました。 

また、別のＪさんは、同じ 77 歳ですがＳさんより軽い認知症で、おとなしく何でも「あ

りがとう」と手を合わす人で、私も少し動けるようになっていたので、側に行って話し相手

をしたり、ちょっとした手助けをしたり、とてもうれしそうな顔で「ありがとう」と言って

いました。 

病院には、いろいろな認知症の方がたくさんいます。生まれて初めて入院して、大きなシ

ョックを受けましたが、多くのことを学びました。 

 

 

 

平成２０年５月のことです。 

私の義母は、アルツハイマー型認知症です。デイケアの帰り、買物に連れて行った時のこ

とですが、百貨店で意識がなく倒れている方がいました。他の方が大きな声で「人が倒れて

います」と言っていましたが、誰も近寄らないので、母を連れて近寄ると大変な状態でした。

私は、近くにいた女性の方に「母は認知症なので、見ていてください」とお願いして、倒れ

ている男性に声かけなどをしました。 

周りの方の助けがあって、本当に良かったです。お互いに助け合い、声かけあえたことが、

とても嬉しかったです。 

これからも、もっともっと、認知症を理解してもらって、助け合える、世の中になっても

らえるよう、私も協力します。勉強します。 

 

 

 

少子高齢化時代を迎えて、私どもの地域でも高齢者の一人暮らしが顕著になり、心痛な思

いが増えてきたのが、きっかけでした。 

１．声かけ･･･大声と笑顔で（昨年、以後、継続的に声かけ） 

 「83 歳のおばあさん、目に見えて認知症的症状。今は、対人の判断や言語は通じるが、

今後が心配」「歩み方が、ちょっと気になる」 

※何はさておいても元気な意気込みであふれている。世間話し相手など 

２．母・娘･･･娘の暴力的行為（昨年） 

 「娘は嫁いでおり、母親は一人暮らしの超高齢者。娘は時折、母を訪ねて来る。娘は認知

症的症状で暴言・暴力的行為を母親に繰り返している現状に直面した」 

 ※叩く、蹴る、髪の毛を引っ張る等、手の付けようなく、警察に通報。病院と連携をとる。 

 ※娘は、病状も落ち着き親の世話をしている。（早い対処！） 

３．施設訪問･･･施設入所者多くなる（継続的活動８月実施） 

 「子供は成長し世帯持ち、親は施設入りし淋しい人生？」「グループホーム・デイサービス・

ショートステイ」 

※私共グループで、「折尾ひょっとこ同好会」を作っており、訪問して踊り、話しかけ、握手

など笑顔や喝采が多々ある。 

 

冨谷 博美 

斉藤 浩二 
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 認知症サポーターとして、個人または、団体や地域で、その活動に取り組まれている方々、そ

れぞれの活動は、様々ですが、共通して言えることは、誰もが安心して、その人らしい生活が遅

れれば・・・ということ。そのことを改めて、認識させて頂きました。気付いたことやできるこ

とから考えて、実行していく、認知症サポーターの輪がますます広がることを心より期待してい

ます。 

医療法人 小倉蒲生病院 認知症疾患医療センター 今村浩司 

 

 

 ある方のレポートに「講座を受講してから認知症の方を見る目が変わった」と書かれ、後尾に

は「少々、遠慮気味でしたが、サポーター養成講座を受け、最初の一歩が、すっと出る気がしま

す。」と結んであった。報告書に目を通して、「あっ、こんなこともできるのだ」と気づかされ、

所属の団体や地域で活動されていることに、頭が下がった。このような活動こそ、『認知症にな

っても安心できる町へ』確実につながるのだと教えていただいた。 

老いを支える北九州家族の会 代表 高田芳信 

 

 

 認知症が増加する中、皆様の活動を聞き、大変素晴らしく、頭の下がる思いです。 

地域行事への参加を促し、地域者とのふれあいの場を作るなど、認知症の人が住み慣れた地域

で、いつでも地域との接点が持てる環境。地域全体で見守り、認知症であっても人間の尊厳を守

った上で、思いやり、絆を深めていく姿勢。現在、失いかけた近所付き合いの大切さを痛感し、

私達、介護現場で学ぶ事ばかりでした。今後も活動が継続していけるよう、応援させて下さい。 

福岡県高齢者グループホーム協議会  理事 田中秋子 

 どの体験談にも認知症サポーターの若干の予知能力とその人の持つ優しい心くばりを感じた。

認知症や家族に接する時は、落ち着いた態度で、ゆっくりと話を聞くことが大切なこと。サポー

ターは、自然体で、まず実行に移し、学んだことを実践した体験談に共感を覚えた。今後も認知

症サポーターの活動が地域の中に着実に広がり、そして根付くことを願っている。 

門司区ボランティア連絡協議会 会長 八坂和子 

認知症サポーターの活動が徐々にですが、確実に地域に浸透し始めていることを実感でき、大

変嬉しく思います。今後も、「認知症になっても安心して暮らせるまちづくり」の実現のため、

更なる認知症サポーターの養成に取り組んでいきたいと思いますので、皆様のご協力をお願いし

ます。

北九州市保健福祉局高齢者支援課 課長 大下一悟 

 

 

「認知症になっても安心して暮らせる地域をつくりたい」これが、認知症サポーターキャラバ

ン事務局として、また、認知症の親を介護する家族の一人としての願いです。 

 寄せられた体験談には、日頃の散歩途上で何気なく気を配っているサポーター、地域行事の中

に誘い、見守るサポーター、まちの商店の人たちの気遣いがありました。思いの着実な広がりを

実感。更なる普及への決意を強くしました。ありがとうございました。 

北九州市社会福祉協議会 福祉部長 渡辺 良司 
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 認知症サポーターや多くの市民の皆様に、認知症の方やそのご家族への支援のきっ

かけ作りを目的に、認知症サポーターとなった皆様方の活動体験談を募集し、活動報

告書としてまとめました。そのうち誰もが行える活動や特色のある活動に対しては、

「認知症サポーター活動報告会」の中で活動報告の発表および表彰を行います。 

 

 

 

団体 個人 

活動体験談応募数 

２５件 ４９件 

選定会審査数 ７件 １９件 

内訳 

※審査対象外数 １８件 ３０件 

 
※審査対象外数については、応募された活動体験談を事務局において、事前に確認し
たところ、以下の理由により、認知症サポーターとしての活動体験ではなかったた
め、審査の対象外とした。 

 

※審査対象外 内訳 団体 個人 

①過去の自分自身の親族に対する認知症の介護体験 ０件 ６件 

②認知症サポーターとなる以前に体験したボランティア活動の感想 １０件 １３件 

③介護保険事業所における従事者として認知症に関わった体験 ５件 ７件 

④これから認知症の人に接した時に心がけたいこと ３件 ４件 



　

　①発送数：個人3,949人　団体53団体　　　　
　②回答数：３４０人
　③実施年月日：平成20年6月30日

認知症サポーター体験談の募集と合わせて、講座修了後の活動などについてアンケートを実施しました。
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無回答
14人
(4.1）%

女性
213人
（62.7%）

男性
113人
（33.2%）

30代
5人
（1.5%)

40代
28人
（8.2）%

５０代
49人
（14.4）%

20代
 2人
（0.6%）

８０代
18人
（5.3%）

無回答
22人
（6.5%）

６０代
135人
39.7%

７０代
81人
（23.8%）

役に立った
163人 （47.9%）

無回答
15人
（4.4%）

役に立たなかっ
た
18人
（5.3%）

少し役に立った
 144人
（42.4%)

なし
134人
（39.4%)

ある
204人
（60.0%）

無回答
2人
(0.6%)

・施設勤務、ホームヘルパー
　・特別養護老人ホームの看護師

・手作りゲームやクラフトを一緒に作って楽しんでいる。
　・外出先（病院・施設等）で、認知症のある人への声か
　　け、見守りを行なっている。
　・認知症の啓発や資料・情報の提供を行なっている。

・グループホームの運営推進会議に出席。
　・知人が入所している施設に冬野菜等の寄付。

・家族（義父・義母・夫・妻）が認知症になり対応
　　している
　・祖母が認知症だったので、同居の義母をサポ
　　ートしている
　・家族が認知症で、ホームに入所しているため、
　　そのホームの方々と、お話しや声かけをして
　　いる
　・他県に住居している家族へ支援。

38
件

56
件

8件

100
件

46
件

105
件地域で認知症のある人への挨拶・声かけ・見守り

地域行事での認知症のある人に対しての支援

企業、商店などで、認知症の人に対してのサポート

認知症のある人や家族に対しての支援

グループホームや施設でのお手伝い

その他



■協力したい人の意見

　・出逢った時に、気を付けて手を差しのべる。

　・自分の住んでいる近隣のボランティア。

　・話し相手や歌、折り紙、手遊び、書道など出来ることは、何でもしたい。

　・認知症の人の家族は大変ですので話を聞いてあげるだけでも、心のケアになると思う。

　・家族の介護が中心なので、自分の出来る範囲で、お手伝いがあるならやりたい。

　・現在、認知症の義母を見ているので、いろいろ情報がいただきたい。

　・現在、老人クラブのお世話をしているので、いろいろ活動したい。

　・現在、介護サービス相談員の実習を行っている。活動したい。

　・現在、認知症を支える家族の会の会員、草の根ネットワークの会員である。

　・現在、グループホームへ週1回行っているが、他の所でも活動したい。

　・26年のヘルパー歴がある。年は取っても経験を生かして役立つことがあれば活動したい。

　・イベント等の企画がしたい。　　　

　・地域活動の活性化に努めたい。

　・講習会等をもっと受けて勉強したい。　

　

　・余裕が出来たら、お手伝いしたいと思います。

　・地域や校区の役員をしているので、時間的に難しい。

　・仕事をしているので、時間的に余裕がない。

　・家族の介護で余裕がない。

　・子育てが忙しくて、今は出来ない。

　・意志はあるが、高齢のため体力的に難しい。

　・体調が悪いので、活動出来ない。
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その他

認知症のある人や家族を支援する活動

ふれあいネットワーク活動など(地域での活動）

グループホームや施設での活動

キャラバンメイト(認知症サポーター養成講座の講師）

高齢者見守りサポーター派遣事業

介護サービス相談員派遣事業

無回答
 33人
（9.7%）

知りたい
277人
（81.5%）

知りたく
ない
30人
（8.8%）

無回答
9人
（2.7%）

ある
201人
（59.1%）

なし
 130人
（38.2%）

23件

22件

25件

13件

53件

127件

77件
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《認知症に関する相談窓口》

地域包括支援センター 

認知症に関することや介護に関する相談、その他高齢者の保健、医療、福祉に関する幅

広い相談に応じる相談窓口を市内２４ヵ所に設置しています。また区役所に統括支援セン

ターがあります。 

 お問い合せ：各地域包括支援センター（北九州市役所ホームページ参照）

ささえあい相談会

認知症高齢者などの介護をしている家族の悩み事に介護経験者が応じます。区役所、生涯

学習センターなどで、毎月、各区１回開催しています。 

 お問い合せ：老いを支える北九州家族の会 

 電 話 番 号：０９３－４７５－９８８８ 

もの忘れ外来

 認知症についての相談や受診が気軽にできる「もの忘れ外来」を市内４３ヵ所の医療機関

に設置しています。 

 お問い合せ：北九州市立精神保健福祉センター 

 電 話 番 号：０９３－５２２－８７２９ 

認知症疾患医療センター 

 専門医療機関として、電話相談窓口を設置しています。初診前相談・医療機関紹介を行っ

ています。

 お問い合せ：医療法人（財団）小倉蒲生病院 

 電 話 番 号：０９３－９６３－６５４１（２４時間対応） 

高齢者・障害者あんしん法律相談 

 支援が必要な高齢者・障害者およびその家族が抱える「借地・借家」「相続」「借金」「金銭

管理」「近隣とのトラブル」など民事・刑事上の法律に関わる問題について、福岡県弁護士会

北九州市部会による法律相談を行っています。

 お問い合せ：各区役所 生活支援課 保健福祉相談係 
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《本人と家族の支援に関すること》

高齢者見守りサポーター派遣事業

  介護している家族が休息やリフレッシュしたい時、買い物などで外出したい時などに、

見守りサポーターが認知症等により見守りが必要な高齢者宅へ訪問し、高齢者の見守りや

話し相手をします。 

 お問い合せ：各地域包括支援センター（北九州市役所ホームページ参照） 

徘徊高齢者 SOS ネットワーク

 認知症等による徘徊行動で、所在不明になった場合に、警察をはじめとする行政機関、自

治会などの地域組織、タクシー会社などの幅広い関係機関において、発見活動を行ないます。 

 お問い合せ：各地域包括支援センターへ（北九州市役所ホームページ参照）

徘徊高齢者等位置探索サービス

 認知症等による徘徊行動で、所在不明になった場合に GPS を利用し、家族からの依頼に基

づき、専用端末機をもつ徘徊高齢者等の現在位置をお知らせします。

 お問い合せ：各地域包括支援センターへ（北九州市役所ホームページ参照）

《権利の擁護に関すること》

地域福祉権利擁護サービス 

財産管理等について自己の判断で適切に行うことが困難である高齢者等に生活支援員が金

銭管理や福祉サービスの利用援助等のサービスを行います。 

お問い合せ：北九州市社会福祉協議会 権利擁護センター「らいと」 

 電 話 番 号：０９３－８８２－４９１４ 

北九州成年後見センター

弁護士・司法書士・社会福祉士・行政書士・税理士などの専門職、社会福祉協議会・家族 

の会などが一体となって成年後見制度に関する相談、利用の支援を行います。 

 お問い合せ：北九州成年後見センター「みると」 

 電 話 番 号：０９３－８８４－０５０１ 

《認知症の予防に関すること》

認知症の予防教室 

 認知症を予防するため、運動や創作プログラムを取り入れた認知症予防教室を行っていま

す。 

 お問い合せ：各区役所 生活支援課 地域保健係 
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《地域で援助を必要としている人たちへの支援に関すること》

ふれあいネットワーク事業

 誰もが住みなれた地域の中で安心して暮らせるよう、援助を必要としている人たちを見守 

り、支え合うために、市内全ての１５４校（地）区社会福祉協議会が基本事業として取り組 

んでいるボランティア活動です。 

 お問い合せ：各区社会福祉協議会（北九州市社会福祉協議会ホームページ参照） 

北九州市社会福祉協議会 福祉部 地域福祉課 

電 話 番 号：０９３－８７３－１２９６ 

腕自慢おまかせサービス

 企業のグループや市民の皆さんが、ボランティアとして趣味・特技を生かし、高齢者・障

害者世帯での簡単な大工仕事などをお手伝いします。 

 お問い合せ：北九州市社会福祉協議会 ボランティア・市民活動センター 活動推進課

 電 話 番 号：０９３－８８１－０１１０

《介護サービス利用者・家族・事業所の支援に関すること》

介護サービス相談員派遣事業

介護保険事業所などの介護サービス現場に、サービス利用者や家族と事業所との「橋渡し

役」として「介護サービス相談員」を派遣して、利用者や家族から話を聞き、安心して介護

サービスを利用できる環境づくりに貢献しています。

 お問い合せ：北九州市社会福祉協議会 福祉部 生活福祉課 

 電 話 番 号：０９３－８７３－１２９６ 



認知症サポーター活動報告書 

平成２０年１０月 

 

北九州市保健福祉局地域支援部高齢者支援課 
〒803-8501 

北九州市小倉北区城内１番１号 

TEL093-582-2407 FAX093-582-2095 

認知症サポーター１万人キャラバン事務局 
（社会福祉法人北九州市社会福祉協議会福祉部地域福祉課） 

〒804-0067 

北九州市戸畑区汐井町１番６号 ウェルとばた８階 

         TEL093-873-1296 FAX093-873-135１ 


