
 

 

 

 

広島県議会 北欧行政視察団 

視察報告書 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０１８(平成 30)年１月 
 



 

Ⅰ 日程 

2017年７月 22日（土）～７月 30日（日）（９日間） 

  ※詳細は別紙のとおり 

 

Ⅱ 参加者 

  広島県議会議員 宮  政利（団長） 

          岩下 智伸 

          山下 真澄 

          西本 博之 

          的場  豊 

          鷹廣  純 

 

Ⅲ 調査目的 

 地方分権及び福祉施策の先進地である北欧の各種施策，労働環

境の実態及び進出企業の取組等を調査し，本県行政施策の立案等

に反映させる。 

 

Ⅳ 調査の概要 

  別紙のとおり 



 

 

【視察日程】 

 

日 付 場所(都市名) 視察先 掲載頁 

7/22 (土) 

広島 

大阪 

コペンハーゲン 

〈移動〉 

 

7/23 (日) コペンハーゲン ・コペンハーゲン市内 1 

7/24 (月) 
コペンハーゲン 

ストックホルム 

・視覚障がい者センター・ブレデガード 

・在デンマーク日本国大使館 

〈移動〉 

5 

8 

7/25 (火) ストックホルム 

・ＳＣＩ（スェーデン・ケア・インターナシ

ョナル） 

・三菱商事株式会社ストックホルム駐在員 

10 

 

12 

7/26 (水) 
ストックホルム 

ヘルシンキ 

・高齢者福祉施設・レーグナーシュツゴーデ

ン 

・在スウェーデン日本国大使館 

〈移動〉 

13 

 

17 

7/27 (木) ヘルシンキ 

・フェリー運航会社・タリンクシリヤライン 

・知的障がい者グループホーム・キッパリン

タロ 

・在フィンランド日本国大使館 

21 

24 

 

25 

7/28 (金) ヘルシンキ 
・ネウボラ 

・高齢者の住宅コミュニティ・コティサタマ 

26 

36 

7/29 (土) ヘルシンキ 
・環境都市・ヴィーッキ地区 

〈移動〉 
40 

7/30 (日) 
大阪 

広島 
〈移動〉 
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１ コペンハーゲン市内 

【日  時】７月２３日（日）９：００～１７：００ 

【場  所】デンマーク コペンハーゲン市 

【対 応 者】新井通訳 

【目  的】市民目線の図書館、公共交通、市民参加の街づくりなどの実態に

ついて調査 

【視察内容】 

 22 日夜、関西空港からコペンハーゲンに到着した訪問団は、ガイド兼通訳の

新井さんと 23日午前 9時に合流し、ホテルを出てコペンハーゲン中央駅からデ

ンマーク国鉄、メトロ（地下鉄）を乗り継いで、旧市街から 30 分程度のところ

にあるオーレシュタットのニュータウンを視察した。ここは広大な未利用地（市

街化地域の 3倍程度）をそのまま「緑地」として維持することが決まっており、

メトロ沿線にはデザイナーズマンションや大型ショッピングセンター、IT 系事

業所の社屋のほか、市内に 21ある市立図書館のうちの「ビブリオテック図書館」

が併設された小・中学校がある。 

 まず同図書館の入館には、市民カード（日本でいうマイナンバーカード）が

必要となっていて、このカードですべての貸出記録等を管理している。またこ

のカードだけで所得や診療記録などもデータ検索できるが、それぞれ分野ごと

に運営管理されており、分野外からは他のデータにアクセスできない仕組みに

なっているとのことだ。同市の全図書館

は「書籍との対話」をテーマとした配置・

運営がされており、自由な姿勢で多様な

書物と触れ合うよう設計されている。フ

ロアの一角には、日本でいうキッズスペ

ースが設置され、児童書を飽きることな

く親子で楽しむ姿が見られた。また音楽

CD 等の開架数や種類も豊富でパソコン

も整備され、年代を問わず活用できる形

態となっている。 

 この図書館は一部 9 階建てのビルの 1

階に設置されているが、2 階以上は公立

のオーレシュタット小・中学校である。

あいにく夏季休業中で施設内の見学はで

きなかったが、年齢を横断した教育が盛

んらしく、いたるところにオープン型の 

ミーティングスペースを配置しているこ

図書館のキッズスペース 

ビブリオテック図書館 
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となどが確認できた。 

同市には公立の幼稚園がなく、ほ

ぼ全員が保育所から小学校へ進学

していたが近年、いわゆる「小 1

ギャップ」の弊害が指摘されるよう

になり、小学校の側に「0年生」を

設定したところ、その効果が認めら

れたとのこと。そして 6年前から「0

年生から 9年生までの義務教育」が

制度化されたとのことである。 

 日本の公立図書館では、今でこそ「クールシェア」と呼ばれる猛暑対策場所

としての多目的な活用も始まっているが、開架の利用などでは民間委託での運

営を除き、いわば旧態依然のルールが支配的である。また小規模な図書館では、

絵本の読み聞かせグループなどの活動で「自由なスタイルで本と触れ合う」取

り組みも試みられている。同市の図書館の来館者や児童・保護者らの心理を巧

みに取り込んだスペースの配置、またジャンルを越えて次々と興味を引くよう

な開架の方法は、ノウハウの深さを感じさせ、とても参考になる。 

 

 一方、市内施設の「ピクトサイン」については共通

化が進んでおり、その意図していることを理解するこ

とは容易であった。コペンハーゲン中央駅には見慣れ

ない「目・耳・頭」を用いたサインがあったが、これ

は「目と耳で（積極的に）危険を察知しなさい。あな

たにはそのための頭脳がある」との意味だそうだ。ま

た、レストランには「衛生管理状態の水準」を示す、

日本のニコちゃんマークに似たサインが表示されてい

た。これは現実的に、食事に行く際のメニュー、価格

と並んで店舗の選択に役立っているとのことである。 

 

 同市の公共交通機関には「一日シティパス」という 80DKK（約 1600 円）の乗

り放題パスがあり、国鉄、メトロ、路線バス、水上バスなど、旧市街を中心に、

空港を含む区域（ゾーン 1～4）まで 24時間有効である。鉄道・バス・船につい

ては「改札」が存在せず、時々乗り込んでくるチケットコントロール（検察員）

へ提示するのみである。一般的な利用は ICカードでのタッチ支払いであり、原

則現金では乗車できない。しかし無賃乗車のペナルティは 15000 円程度と高額

である。性善説を利用した巧みなルールであるが、人間の心理は各国共通でも 

カラフルな遊具が多い校庭 

衛生管理の表示 
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あるようだ。また公共交通機関では、車いす、ベ

ビーカー、自転車（朝夕ラッシュ時を除く）の専

用スペースが確保されているほか、国鉄には「ク

ワイエットゾーン」と呼ばれる扉で仕切られた静

音座席が複数ある。車内のアナウンスは必要最低

限となっており、商品 CM などの付加は皆無であ

る。 

外国人観光客が増加している本県でも、今年度

に交通系 IC カードのシステム高度化事業(単県/

約 1800万円)に取り組んでいるが、各種カードの

連携はまだ限定的である。バス、鉄道など交通機

関の相互利用は、都市装置の有効活用・利便の向

上と、外来者の回遊性を高める効果が明らかで、

さらに進んだ高度化を追求すべきである。 

 

 昼食ののち雷雨となったが、ノアブロ地区に向

かい、スーパーキーレン公園を視察した。 

この公園計画のはじまりは、ノアブロ地区の特

色と課題にあったとのこと。家賃の安い集合住宅

が建ち並ぶ同地区には、国外から移ってきた労働者や留学生が多く暮らし、住

民の出身国は 50を超えるという。しかし言語や慣習などの違いで住民間の交流

は限られ、住民の争いごとが日常茶飯事となり犯罪も多発していたらしい。 

 対策に乗り出したコペンハーゲン市はノアブロ駅に隣接するデンマーク国鉄

の車庫跡地の約 3ha を公園につくりかえる計画を立て、2007 年にコンペを実施

した。その結果この公園の設計は、デンマークを代表する建築事務所のビャル

ケ・インゲルス・グループと、デンマークのアーティスト集団のスーパーフレ

ックス、ベルリンのランドスケープデザイン事務所・トポッテック１が手掛け

ることになったとのことである。 

 広大な敷地内にはショッピング

センターや屋内体育施設も配置さ

れているが、公園部分には「出身国

や民族の誇りと自覚」を促す意味の

オブジェや施設が設置されている。

それらはスロベニアやチュニジア

のベンチ、オーストラリアのハンモ

ック、エジプトの車止め、アフガニ

日本製のタコの滑り台 

スーパーキーレン公園 

バス停の料金地図 

赤い現在地から同心円のエ

リアで料金分け 
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スタンのブランコ、アルゼンチンのバーベキューグリル、モロッコのタイル張

り星形噴水、イギリスの街頭ゴミ箱、タンザニアのマンホールなど 57カ国から

の 108 種類にも及ぶ。日本からは「タコ

の滑り台」が採用された。設計事務所が

インターネットで日本の「タコの滑り台」

を知り、前田環境美術（東京都渋谷区）

に問い合わせ、西谷工業と望月工業が共

同して製作することになったということ

である。 

 その結果、同地区の犯罪発生率は減少

したという。住民が広く活用する公園を実現し、オープンな場を実現すること

で交流をはかり、地域の課題の解決に向かおうとする公共事業の考え方が、民

生分野へも好影響を発揮した例として内外から注目されている。 

参考文献によれば、公園の設計を手掛けた彼らは、ノアブロ地区の住民にヒ

アリングをすることから始めている。とはいっても皆が簡単に協力してくれる

わけではないので、地域の新聞に広告を出したり、学校に出向いたり、ダンス

を楽しむために老人が集まる公民館に行くなどして、住民それぞれの出身国の

「記憶」を聞き出した、とのこと。（出典：NIKKEI MESSE Japan Shop 川上典李

子） 

 日本で公園というと、典型的な遊具を設置した「児童公園」、もしくは「都市

公園」「運動公園」を想像する。進歩的な理念と綿密な調査にもとづき設計され

た公園は、いわば「地域のツール」としてコミュニケーションの活性化につな

がっていた。地域住民の相互理解を促進する、という点では、背景が直ちに日

本とは共通しないが、その要素を日本の公園設計に取り込むことは、少子高齢

化に対する地域コミュニティの存続や再活性化、また地域の防災機能を補完す

るものとして期待できる。 

 

さらに廃止された鉄道敷を利用した「高速自転車道」も公園近くを縦貫して

いる。同市は自転車を用いた目的地ま

での到着時間を、将来的に 3 割削減す

る目標を掲げており、旧市街でも車道

を縮小して自転車専用道にするなどの

対策が進んでいる。また街中にはシテ

ィバイク（レンタサイクル、1 時間

25DKK・約 450円）も多数の拠点が整備

されていた。ただし、メトロ駅などに 

タコの滑り台 

右側が高速自転車道 
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併設した地下駐輪場は全般的に不評で、利用率が低く閉鎖されたところも見受

けられた。そのためメトロの主要駅では、路面に再整備する方針とのことであ

る。 

日本と異なり欧州の自転車の歴史は長く、スポーツとしても広く認知されて

いる。「エコブーム」への迎合ではなく、一貫した「自転車政策」が見える。そ

のため生活の要素として、高速「自転車」専用道や市街地の「自転車」専用高

架橋など、ハード整備も壮大な規模で着々と進んでいる。不法駐輪の防止だけ

では、本県での自転車利用は進まないだろう。 

 

 

２ 視覚障がい者センター・ブレデガード 

【日  時】７月２４日（月）９：００～１１：００ 

【場  所】デンマーク フレデンスボーグ市 

【対 応 者】副所長 Berit Siegfred（ベレット シーフレッド） 

【目  的】障がい者福祉施設について調査 

【視察内容】 

 ブレデガードは、コペンハーゲン

から車で約１時間のフレデンスボ

ーグにある施設で、視覚障がいのあ

る知的障がい者と精神障がい者が

生活している。1933 年に開所し、

1947 年までは基礎自治体であるコ

ミューン、1948～1975 年は国が運営

にあたっていたが、1976年から自治

運営組織に移行した。当初は男性だ

けを対象にした施設であったが、自

治運営組織への移行を機に女性も

受け入れるようになった。現在、40

人がここで生活しており、６棟の建

物にそれぞれの自室がある。また、

デイケアを受けたり、訓練のために

通所している人も 14人いる。 

 職員はフルタイム（週 37 時間）

の勤務者が 60 人、40 人がパート勤

務である。入所者の介助や訓練と教

育は、保育士・教師・作業指導者・
バイキング形式の食堂 

左が食堂など、右が居住棟 
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看護師などの資格を持っているソーシャルぺタゴーとこれを補佐するアシスタ

ントが担当し、日勤 10人、準夜勤９人、深夜勤２人の態勢であたっている。こ

の他に、所長、副所長、中間リーダー２人、厨房担当５人、事務担当３人、施

設のメンテナンス担当７人がいる。なお、ブレデガードは、同様の施設でアシ

スタントとして働くことを志望している学生の実習施設としても指定されてい

る。 

 施設の運営経費は入所者が負担する家賃と食費、広域自治体であるレディオ

ンからの交付金などで賄っている。入所者はコミューンから支給される年金で

家賃と食費を支払うが、年金額が少ない人には家賃の補助がある。すべての入

所者の手元に１ヶ月あたり２～６千クローネが残るようになっており、残りは

自分の生活費に充てることができるのである。 

 

 説明してくださった副所

長のシーフレッドさんが強

調されたのは、運営に関す

るすべての問題を入所者と

話し合って決めることであ

る。彼女は「入所者はここ

が自分の家であり、そこに

職員が入り込むのだから、

当事者のニーズを把握する

ことが重要だ。そのため、

入所者と役員との協議会を

設けて、あらゆることを話

し合っている」と言われた。例えば、職員採用の面接に立ち会った入所者の「こ

の声は耐えられない」という意見を受けて不採用にした。視覚障がい者の聴覚

が敏感なことを考慮した決定であり、これこそが民主主義だと話された。 

 施設ではＩＴを活用した情報の伝達に取り組

んでいる。若い入所者のほとんどがスマートフ

ォンを持っていることに着目し、建物の入口を

通った時にセンサーが反応して情報が音声で流

されるシステムを取り入れた。スマートフォン

を使わない人は、ＩＣチップが埋め込まれたカ

ードをかざして聴く仕組みになっている。流さ

れる情報はさまざまで、その日の職員の勤務体

制や行事の時間と場所をはじめ、外出する人も

右から３人目が副所長シーフレッドさん 

雨どいにつけられたセンサー 
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いるので交通情報なども知らせる。食堂棟の入口では、食事ごとのメニューと

その時間に働いている職員の名前が伝えられる。入所者はこれらの情報をもと

に、自分の１日の生活リズムをつくるというわけである。 

 このシステムは入所者からの提案で取り組みが始まった。現在は、ＩＴの専

門家を雇用するとともに、ＩＴに詳しい入所者もＩＴ化推進委員会のメンバー

として働いている。なお、このシステムは誰にとっても便利であるため、市民

への情報伝達手段として採用することをフレデンスボーグ市が決定し、市と施

設のＩＴ化推進委員会が協働で取り組みを進めている。 

 

 入所者と職員との話し合いを重視するという運営方針は、互いに自立した人

間であるという認識に基づいている。シーフレッドさんは「デンマークでは、

介助が必要になったときは施設に入所し、そこで自立した暮らしをめざすので

す」と言われた。そのため、入所者がさまざまなことを自分でできるようにな

るための訓練と教育に力を入れている。一人ひとりの障がいの状態に応じた個

別の支援プログラムにそって支援するという仕組みである。 

 これによって入所者がもって

いるさまざまな力が引き出され

る。私たちを自室に案内してく

れた若い男性は「目はまったく

見えないが、パソコンでジャズ

を聴き、ギターも弾くよ。ここ

の暮らしはとても快適だ」と笑

いながら話してくれた。私たち

も昼食をいただいた食堂では、

カウンターに並べられている食

事を皿に取り、テーブルまで運

んで食べるのだが、職員が援助する姿はほとんど見られなかった。食事中には、

私たちのテーブルにやって来て「広島のことを知っているよ」と話しかける青

年がいた。私たちが訪問することを音声情報で知り、インターネットで調べた

と得意げに話す姿がとても印象的であった。 

 

 ブレデガードでは現在、居住・訓練・教育・仕事がひとつの場所でできるよ

うな新しい建物を建設中である。土地と建物をあわせて１億５千万クローネに

なる費用は、レディオンからの借入金と企業からの寄付で賄い、運営費の 10％

程度を返済に充てる予定とのことである。 

居室の様子 
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 建設にあたっては、役員と入

所者、家族、職員が話し合いを

重ね、入所者の意見を最大限に

尊重したそうだ。シーフレッド

さんが見せてくださった設計図

はプラスチック製で、視覚障が

いのある入所者も手で触ればわ

かるように作ったとのこと。入

居者の家という考え方が、ここ

でも徹底されていることを強く

感じた。５年後の完成が楽しみ

である。 

 

３ 在デンマーク日本国大使館 

【日  時】７月２４日（月）１３：００～１４：００ 

【場  所】デンマーク コペンハーゲン市 

【対 応 者】参事官 笹谷能史 

【目  的】デンマークの社会福祉政策の概要を調査 

【視察内容】 

 コペンハーゲンの日本大

使館で、デンマークの経済や

教育及び福祉制度の現状に

ついて笹谷参事官からお話

を伺った。デンマークの主要

産業は流通及び小売り、畜産

及び農業、運輸、エネルギー

産業で、2015 年の名目 GDP

は 2,950億ドル、一人あたり

52,114 ドルで世界８～9 位

という高水準である。日本と

の経済関係では、加工用ポー

ク、インシュリン、光学機器などが主要品目である輸出が 2,223 億円、自動車、

建設及び鉱山用機械が多くを占める輸入が 515 億円である。デンマークに進出

している日本企業は印刷、造船、製薬会社など 88 社（2016 年 10 月）で、日本

に進出しているデンマーク企業は、豚肉及び乳製品、薬品や酵素を扱う 38社で

ある。貿易額や進出企業の数は多くはないが、重要な経済関係にあるといえる。 

左から４人目が笹谷参事官 

凹凸で解る設計図 
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 また、デンマークは、日本とＥＵの経済連携協定は双方に利益をもたらすと

して、締結に向けてＥＵ各国の先頭に立ち、加盟国やその関係者に積極的な働

きかけをおこなってきた。わが国の対ＥＵ政策を決定していくうえで重要な位

置を占めている国である。 

 

 デンマークは先進的な社会福祉政策に取り組んでいる国として有名である。

まず、医療制度については、歯科医療と薬局での医薬品購入を除き、診察、治

療、投薬はすべて無料である。治療の流れは、まずホームドクターで受診し、

専門的な治療が必要な場合は紹介状を書いてもらい、総合病院や専門病院で受

診するというシステムである。ホームドクターは約 3,600人（医師全体の 17％）

で、患者の登録数と診察数に応じてレディオンから報酬を受ける。国民は、レ

ディオンが指定したホームドクターの中からあらかじめ１人を選定しておくの

である。 

 高度な医療は主として広域自治体のレディオン（予算の８割は国、２割は基

礎自治体のコミューンが拠出）が担当し、基礎診断や予防医療、退院後のリハ

ビリは 98のコミューンが担当している。また、2013年から、最先端の医療施設

を全国 16ヵ所に設置する「スーパーホスピタル構想」を推進している。しかし、

高度な医療に対する申し込みが殺到しており、重篤な患者でも手術は１ヶ月待

ちが普通という状況が生まれており、大きな問題になっている。 

 

 介護制度は介護が必要なすべての人を対象とし、コミューンには必要なサー

ビスを提供する義務が課せられている。コミューンは市民から提出された申請

書に基づいてサービス内容を決定するが、自宅で介護サービスを受けるか施設

に入居するかについては当事者が選択できる。また、自宅介護の場合も施設入

居の場合も、その費用の大半は国が予算措置をしたコミューンへの交付金で賄

い、利用者も一部を負担するシステムになっている。 

 入居施設はコミューンが運営するものと民間が運営するものがあるが、所得

が少ない人には家賃の補助（コペンハーゲンで月額上限 6.2 万円）がある。自

宅への配食サービスも２通りの運営で、いずれも朝食 330 円、昼食 495 円、夕

食 924円という料金になっている。 

 

 デンマークでは、公立及び国立学校における教育は無償である。義務教育は

０年生から９年生まで小中一貫校制の 10 年間で、約 81％の子どもがコミューン

所管の学校に、約 19％が私立学校に通っている。また、卒業後、高校や職業学

校へ進学する前に基礎学力の向上や進路選択の検討にあてる期間として 10年生

課程が設けられている。デンマーク独特の制度で、卒業生のうち約 45％がこれ
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を選択している。 

 義務教育終了後、約 44％の生徒が３年制の国立高校に進学し、約７％が２～

４年制の職業学校で実践的な教育訓練を受ける。いずれも入学試験はなく、義

務教育終了時におこなわれる全国共通テストの成績が進路の基準となる。テス

トは、教科学力と人間力の総合評価である。 

 大学はすべて国立で、入学希望者は第１～第６志望まで大学名を記入した書

類を政府に提出し、これをもとに政府が入学先を決定する。社会人の場合は、

高卒後の仕事の内容や期間も考慮して決定されるのである。学生には全員に教

育手当（奨学金）が支給される。親の収入や同居か否かによって金額は異なる

が、国民の平均賃金を得ている両親がいて同居の場合は 23,000 円、別居の場合

は 98,000円が毎月支給される。 

 

 デンマークの社会保障制度は、67.8％（日本は 40.5％）という高い国民負担

率によって支えられている。しかし、財源と必要額とのバランスに歪みが出始

めており、高額所得層の間で高負担に対する不満も高まっていると笹谷参事官

は分析しておられた。わが国も同様の課題に直面しており、税と社会保障の一

体改革を進めることの重要性をあらためて痛感した。 

 

 

４ ＳＣＩ（スェーデン・ケア・インターナショナル） 

【日  時】７月２５日（火）１３：００～１４：００ 

【場  所】スウェーデン ストックホルム市 

【対 応 者】訓練教育のﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄﾏﾈｰｼﾞｬｰ 

 Katarzyna Hess-Wiktor（カタリーナ ヘス ビクトル） 

【目  的】スウェーデンの高齢者・認知症福祉の取り組み（事業）について

調査 

【視察内容】 

 SCIは、スウェーデンの高齢者や

認知症の方に対するサービスプロ

ジェクトの展開を行っており、その

基礎となる考え方は、「財団シルビ

アヘンメス（シルビアＨ）」が持っ

てきた。シルビアＨは認知症等福祉

サービスに対して“特別な形”で創

られており、ＳＣＩは、その考え方

を、それぞれの国々の文化に合わせ
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てより良いものにして展開している。プロジェクトは 5 本の柱で、①教育と認

定。②コンセプト（中国を中心に、リーダーの海外展開）。③情報をデジタル的

に展開。④地球全体を一つにまとめたフォーラムの実施。⑤奨学金および表彰

制度（看護学生対象）となっている。サービスをより良くするために専門性を

持ったパートナーに、デメンスヘンメス（スウェーデンの認知）、ソフィアヘン

メスとカロリンスカ研究所（看護婦医者他の育成）がある。そして、日本、ド

イツ、中国、英国、大韓民国、オランダ、フィンランド、ポーランド、インド

の 9 か国と連携をとっている。とりわけ日本（ＪＳＣＩ）は早くからスウェー

デンに来て、シルビアＨを訪ねている。セミナーの受講者 5 万人、教育を受け

たインストラクター25 名、認定された 2 つのユニットがある。尚、日本での認

定を広めているが、広島県にはない。興味を持たれているところがあれば連絡

をいただきたい。日本以外で認定されたユニットを持っている国は、ドイツと

ポーランド。 

ユニットの例として、携帯電話

（スマートフォン）での展開があ

る。携帯で、養育、基本情報等を

それぞれの国の言葉で見ること

ができる。（日本語は未開発であ

るが、興味のある人がいれば即座

に展開できる）最も利用の多いの

は、認知症を持っているご家族で、

メモリーボックスの中に、認知症

に対する質問内容や入居者の情

報が入っており、コミュニケーシ

ョンツールとしても活用できる。シルビアＨの活動は、知識を広める、アイデ

ア、教育、指導、研究の促進はパートナーとの協力によってより良いものが生

み出され、認知症の有無を問わず、同じ価値観を持って同じ扱いをする。その

柱として、①その人のためのプログラムがつくられること。②家族への支援。

③取り巻く人の協力。④コミュニケーション＆リレーション（関係を密に）に

より、質を高めている。 

行政の仕組みにおいて、健常者が病気になるとその医療は県が担当、高齢者

や障がい者の身の回りの医療、介護はコミューン（市）が受けもつが、実際に

病気になると県となる。利用者が質のある生活を送れるよう、75 歳以上になる

と必ず看護師の訪問があり、一人住まいで認知症の場合は、コミューンから代

理人（後見人）が配置される。また、料金は上限があり、生活を維持するため

に小遣い分を残した費用でサービスが受けられるようになっている。ＳＣＩは、

中央がカタリーナさん 
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行政政策を考慮し、ご家族を含めて、利用者の生活に合せたプランにより、よ

り良い生活を提供できる。日本では、ＳＣＩプロジェクトの展開は道半ばとな

っているが、利用者の立場になって、生活の向上を図ることはこれからの社会

では重要なとりくみとなってくる。税率も問題もあるが、ＳＣＩの考え方と仕

組みを参考に、広島県からより良い福祉体制を構築して行きたい。 

 

５ 三菱商事株式会社ストックホルム駐在員 

【日  時】７月２５日（火）１５：３０～１６：３０ 

【場  所】スウェーデン ストックホルム市 

【対 応 者】駐在員首席 樗木（おうてき）健一 

【目  的】スウェーデンにおける、日本企業（三菱商事）のビジネスの状況

について調査 

【視察内容】 

 団長より、広島県行政にお

いて海外ビジネス展開を行う

部署があり、北欧ビジネスの

ノウハウを持ち帰りたいとの

挨拶の後、三菱商事ストック

ホルム駐在員の樗木首席より

事業展開の内容について説明

をいただいた。 

スウェーデンは日本から見ると遠くに位置するが、北欧と日本は様々な取り

組みができると考えている。目的は何であれ、まずは北欧に来ていただき知っ

ていただくことが重要であるとのこと。 

ストックホルム駐在員（オフィスといった呼び方はしていない）は、1969 年

に開設し約 50年になる。その間、他にも商事業者はあったが、現在残っている

のは三菱商事のみとなった。駐在員は日本人２名スウェーデン人５名の計７名。

拠点は、国内を含め 90 カ国に 221 箇所（本店東京、国内 27 箇所、海外 194 箇

所）にあり、約 1,200 社の連結会社と協働しながらビジネスを展開している。

北欧ではストックホルムに拠点（本駐在員）を持ち、北欧３カ国、バルト３国

を管轄する中、地球環境、インフラ事業、新産業金融企業、エネルギー事業、

金属機械、化学品、生活産業の７営業グループ体制の幅広い産業領域で事業展

開しており、その全てにおいて事業調整を行っている。地域内外の取り引き・

貿易関係を主に行っているが、近年は、開発や生産・製造など、事業そのもの

を実施するスタイルも加わっている。その他として、スウェーデン社会のかか

わりの中で、会社・地域代表としてＣＳＲ活動や商工会活動を行っている。商

中央が樗木駐在員主席 
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工会は 50 名弱 16 社の日系企業で、情報交換の場の提供や家族の生活のサポー

トを行っている。 

現在、日本との経済関係拡大に向けて、イノベーション、サステナビリティ

ー、クオリティオブライフをキーワードに新しい分野の展開を考えている。事

業の紹介として、原発内の補修、オンカロの処理場整備、ＭＲＪの販売リース、

サケ・マスの運送、スウェーデンハウス部材（三重サッシ等）の生産、ＣＳＲ

関係の取組みとして、海外留学生支援としての学生交流会や弁論大会などの紹

介がされた。 

質問に対する答弁は、①スウェーデンは、買収について資本が変わることは

気にせず、雇用が守られれば良いといった考え方。②日本については技術立国

である。近年の経済的低迷に対し

て疑念をもっている。また、少子

高齢化が進んでおりその政策に

ついて学ぶ一方、社会保障に対す

る取り組みについてはスウェー

デンは自負をしている。③日本の

サーモンは、ノルウェー産で、セ

ルマックによりチリを経由して

日本へ販売している。日本（アジ

ア）向けの展開が弱いので、拡販

のための取り組みを考えている。

④スウェーデンの働きぶりはまじめで、ライフとワークのバランスにおいてラ

イフを重要視し、残業はしない。⑤地域貢献として、日本との交流が深まる活

動を展開しているとのこと等々。スウェーデンにおける、日本企業の多角化や

労働基準、風土など、事業展開の難しさについて学んだ。 

 

６ Lojtnantsgarden（レーグナーシュッツゴーデン、一般居住施設との複合型

グループホーム式介護施設） 

【日  時】７月２６日（水）１０：００～１２：００ 

【場  所】スウェーデン ストックホルム市 

【対 応 者】Sylvia Kivi（シルビア キヴィ） 

【目  的】高齢者介護施設の内容や運営状況について調査 

【視察内容】 

スウェーデンでは、施設の運営は民間・

財団・公共の３種があるが、当施設は

Immanuels 教 会 組 織 の 一 部 で あ る

気持ち良く働けるよう配慮されたオフィス 

複合型介護施設外観 



14 

 

Immanuelskyrkan vard AB が運営している民間の認知症対応可能なグループホー

ム形式の介護施設である。ストックホルム市内にあり、Immanuels 教会所有の建

物を使い活動中である。Immanuels 教会は、1880 年から高齢者向けのホームと

して活動を開始し 1959年に現在の形に姿を変え今に至っている。不動産業やホ

テル業も手掛けているとのことであった。 

施設は、全６F建て建物の中央部に４Ｆ建てで中心部が円柱型空間の建物が施

設部分である。中央部は地上の庭園として整備され、庭園が眺められるベラン

ダ等も準備されており入居者が自然を楽し

める構造となっている。施設（４Ｆ部分）

の構成は、介護施設部分として認知症患者

対応の 1 フロア 26 室（３Ｆ）、一般の要介

護者用 1フロア 28 室（２Ｆ）があり、それ

以外に一般入居者用アパート部分のフロア

と、学生入居者用 10室からなっている。一

般入居者なども入れることによって、施設

内の人的な交流や長期的には経営的な安定

につながると考えられる。 

 

認知症患者対応用と一般介護者用は別フ

ロア（２Ｆ／３Ｆ）となっている。アパー

ト契約で居住している人には、介護施設入

所の優先権が与えられている。それ以外は、

ストックホルム市から人選された入居者で

ある。ただし、4 室分がストックホルム郊

外からの受け入れ用として確保されている。近年は郊外での介護施設の拡充が

進んだこともあり郊外からの入居は減少傾向にあるとのことであった。学生入

居用のスペース（地下１Ｆ）は、当初看護学生用を想定していたが、現在は一

般の学生も入居している。 

 

施設入口 マンション入口風 

中庭 
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各入居者の個室は、ベッド（ベッド上

にはクレーン設備が常備されていた）、ト

イレ、シャワー付き洗面室が配置され、一

部個室にはミニキッチンも設置されてい

た。一部にはキッチンを使う入居者もいる

ようではあるが、見学の中では利用実態は

確認できなかった。自宅に近い雰囲気をと

いう施設側の思いもあり、いつでも使える

状態にしているというのが実情ではない

かと感じた。入居者が集まって食事を行う

食堂スペースも確認され、実際入居者がそ

こでくつろいでおり集団生活的な意味合

いが濃くなっているようである。食事に限

っては日本の介護施設の現状とほぼ類似

しているのではないだろうか。 

教会の組織が運営しているが、入居に

あたっての宗教的な制限はない。価値観が

同じであれば入居できるとしている。しか

しながら、アパート部分への入居者は、教

会側が決定できるようであり、その人たち

に入居優先権があることから、明言はしな

いが教会の信者の方が施設入所の容易度

は低いように感じられた。 

施設の収入については、ストックホルム市より全体の約 81％、ストックホル

ム郊外の自治体より約９％、アパートメント部分の家賃収入から約 10％、その

他で賄われている。 

 

ベッド上にあるクレーン 

居室内にある洗面室 

居室内ミニキッチン 

一人用風呂設備は施設には１つ 
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施設配置人員は、一般要介護者対応フロアは 14 人/日（朝３人＋午後３人）

ｘ２ブロック分け＋夜勤２人、土日も含めて同じシフトにしているので、この

１４人を２ユニット構成として運営し世話にあたっている。入居者 2人につき 1

人/日の計算となる。 

認知症対応フロアは９人（朝３人＋午後

３人＋夜３人）ｘ２ブロックと介護８人の

３ユニットで対応しており入居者 1 人に

つき 1 人/日と、要介護者対応フロアより

は２倍の人員配置を行っているようであ

る。これら合計５ユニット 54 人で施設全

体を運営している。理学療法士１人、作業

療法士 0.5人、正看護士は昼２～３人夜１

～２人が地域で巡回している。施設で働い

ている人の 50％は教会より派遣されてい

る。一般入居者の中には、自分の将来も見

越してボランティアで協力してくれる人も

いる。 

施設の運営方針としては、如何に入居者

がまるで自分の家にいるという気持ちにな

ってくれるかを考えている。施設では各種

の行事を催行し入居者の楽しみを提供する

ように活動している。抱える課題としては、

多言語化しているので言葉の壁がある。 

現在新規入居時の個人の状況は、かなり

認知症が進んでいる状態であったり、身体

状況（歩行など）が悪化しているような状

態で入ってきたりといった重い問題を抱え

ている人がほとんどである。 

その背景としては、スウェーデンでは、

在宅介護が基本となっておりホームヘル

パー制度も充実しており、極力自宅でと考

える人が多いようである。入所者は単身が

ほとんどであるが、夫婦での入居も可能で

ある。重度の認知症の配偶者を抱える人が、

本人は一般入居者として別室に居住し、扉

を隔てた施設側に配偶者をといった対応

廊下 車椅子でも

十分に往来可能 

右から３人目がシルビアさん 

共用で使用する食堂の様子 

食事の準備は職員が行っていた 
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も可能な施設形態となっている。 

全体的に日本にも同様な施設が存在しているが配置人員が若干多めであると

いう印象であった。また、施設面でもセキュリティの高さや設置器具類の豊富

さが感じられた。限られた調査時間の中では自己負担か公的負担によるものか

の詳しい区分は残念ながら聞き取れなかったが、運営していく上で必要である

ものばかりであり今後の福祉施策の立案に生かしていきたい。 

 

 

７ 在スウェーデン日本国大使館 

【日  時】７月２６日（水）１３：３０～１４：３０ 

【場  所】スウェーデン ストックホルム市 

【対 応 者】特命全権大使 山崎 純 

【目  的】スウェーデンにおける行政と高齢者福祉制度について調査 

【視察内容】 

 在スウェーデン日本大使館にて以下のような同国の現状他の聞き取り調査を

行った。 

 

（１）スウェーデンの現状について 

① 経済規模他  

・人口約 1,000 万人（広島県の約 4倍、北欧諸国の中では最も多い） 

・GDP4,926 億ドル（一人当たり 49,866 ドル、対日本比 1.5 倍） 

・経済成長率 4.1％、物価上昇率 0.7％、失業率 7.4％ 

② 国としての特色 

北欧の盟主を

自認し北欧外交

のリーダーとし

ての存在感を持

っている。ノーベ

ル賞・ストックホ

ルム国際平和研

究所（SIPRI）等

を通じた国際的

な発信力を有し

ている。 

男女共同参画

の先進国であり、

左から４人目が山崎特命全権大使 
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女性の占める割合が、就労人口の 47.7％（43.2％）、国会議員では 43.6％

（13.1％）、企業の管理職 39.5％（12.5％）技術・産業力に特色があり、

世界的に知られる企業が多い（例、VOLVO、IKEA、H&M等） 

③ 最近のスウェーデン情勢 

政治面では、シリア難民の大量流入による難

民危機を経験し、2018 総選挙に向けて難民問

題が政治課題として対応が注目されている。 

経済面では、リーマンショックのマイナス成

長から、低金利政策や減税を実行したことによ

り 2010年頃より回復基調に、その後、2012年

の欧州経済危機の影響を受けて、一時停滞した

が、EU 圏の回復に伴い経済は好転し

ている。総発電量に占める原子力発

電の割合が 4 割で原発依存度が高く、

段階的に再生可能エネルギーへの代

替を進めている。ビジネス面では。

VOLVO の乗用車部門が中国資本により

買収される等の中国の存在感が高ま

っている。 

④ 日本との関係 

2018 年に外交関係樹立 150 周年を迎える。日本の皇室とスウェーデン

王室との関係は伝統的に良好であり、皇太子ご成婚式典等への皇族の出

席が行われている。 

広島県が進めている非核運動について、ストックホルム国際平和研究

所から興味をもたれているようだとの発言が大使側からあった。今後の

活動の一助になることを願うものである。 

 

（２）スウェーデンの社会保障制度について 

① 理念 

「国民の家」という理想を掲げ、育児、教育、医療、高齢者介護を原

則として国の負担とする高度な福祉国家を作り上げている。「高負担高福

祉」制度であるが、近年、国民負担率は低下傾向にある。給付先は現役

世代に手厚くしている。 

国が所得比例の社会保険給付（疾病保険、両親保険、年金等）や定額

の現金給付（児童手当等）を、地方自治体（ランスティング・コミュー

ン）が社会サービスの現物給付（医療、高齢者ケア、保育等）や社会扶
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助（生活保護等）を担う制度としている。 

 

② 社会保障の役割分担と財源 

個人の税負担は 50％を超えるレベル 

社会省、社会保険庁 ランスティング等 コミューン 

国レベル 広域行政レベル（＝道

府県） 

基礎自治体レベル（＝

市町） 

社会保険給付 医療サービス 福祉サービス 

（高齢者・障害者・保

育） 

社会保険料＋付加価値

税 

地方住民税（約 10％） 地方住民税（約 20％） 

③ 医療 

医療サービスは、ランスティングが提供義務を負っている。財源は、

地方税を主な財源として提供している。 

医療機関は、 

・高度医療を担う圏域病院（大学病院） 

・専門・救急医療を担う総合/専門病院 

・初期医療を担う地域医療センター 

多くはランスティング直営であるが、近年は民間委託も増加している。 

現在の課題は、患者の「待ち行列」、看護師等のスタッフ不足、地域間/

経済力による医療格差が挙げられる。訪問時の夏季には、夏季休暇によ

る手術の先送りが問題化していた。 

④ 高齢者ケア 

高齢者ケアサービスは、コミューンが提供する義務を負っている。各

コミューンは、地方税を主な財源として、予算の範囲内でサービスを提

供している。主なサービスは、 

・在宅サービス（ホームヘルプ・ディケア・ショートスティ等） 

・施設サービス（高齢者向け特別住居等） 

多くはコミューン直営であるが、大都市部を中心に民間委託が増加し

ている。利用者は、一部の自己負担でサービスを利用する。 

⑤ 社会保険 

病気等の理由で働けない場合の所得保障として、所得比例の社会保険

給付が支給される。給付水準は、所得の 8割が基本である。 

財源は、雇用主負担の事業主税（社会保険料）31.42％ 但し、児童手

当、住宅手当等は付加価値税（＝消費税）等から賄われる。 
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主な、社会保険給付は 

・両親保険 育児休業中の所得保障 

・疾病保険 病気・怪我による休職中の所得保障 

・労災保険  勤務中の事故や労働環境が原因の病気、けがにより仕事

能力が低下した場合の給与保障 

・住宅手当 子のいる家庭と若者（18-28 歳）に、子の数、住居の大

きさ、所得に応じて支給 

・活動補償金、傷病保障年金  障害による所得減を保障（＝障害年金） 

 使用者負担 被用者負担 

疾病保険料 4.85  

遺族年金保険料 1.17  

老齢年金保険料 10.21 7.00 

両親保険料 2.60  

労働災害保険料 0.30  

労働市場保険料 2.64  

一般賃金税 9.65  

合計 31.42 7.00 

 

⑥子育て支援 

保育サービスは、コミューンが提供している。サービス申請から 4 ヶ

月以内に保育サービスを提供する義務がある。保育所（プレスクール）

は「教育の場」との位置づけ。 

○充実した育児休暇制度 

12 歳又は 5 学年終了までの間、計 480 日の両親手当受給・育児休暇取

得が可能。12 歳になるまで、年間 120 日の休業補償付看護休暇取得が出

来る。児童手当は、月額で第一子 1,050 クローナ、第二子 1,200 クロー

ナ・・・多子加算方式で所得制限がない。 

保育サービスは、３歳から就学前の全ての児童に年間 525 時間の無料

保育サービスが受けられる。また、これを越える部分も低額の料金で利

用可能。 

課題では、男女間での育児休業取得日数差がある。 

スウェーデンにおける社会保険料率（2016） 
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以上の日本国大使館での調査を終え、スウェーデンにおける同国の置

かれている現状と社会福祉政策の実際と課題が理解できた。広島県での

応用を考えると、県民（国民）レベルで全体の社会保障はどのレベルを

目指すのか、従来の「中負担中福祉」か、北欧並みの「高負担高福祉」

がよいのかを議論していく必要がある。特に北欧型では、国レベルでの

財源確保策が非常に重要であり、十分な情報提供の元でしっかりとした

議論を積み上げていくことを心がけて行きたい。 

 

 

８ TALLINK SILJA LINE（タリンク シリヤ ライン） 

【日  時】７月２７日（木）１０：００～１１：００ 

【場  所】フィンランド ヘルシンキ市 

【対 応 者】営業サービス、国際営業担当 Ms. Sanna Tapanainen（サンナ タ

パナイネン） 

【目  的】欧州における旅客船による観光の実態について調査 

【視察内容】 

スウェーデンのストックホルムか

ら次の調査先となるフィンランドの

ヘルシンキまでは、船中泊を伴う船

での移動を行った。寄港後、船内の

カンファレンスルームで、船を運航

している TALLINK SILJA LINE（タ

リンク シリヤ ライン）の担当者

から、北欧における船による移動及

びクルーズ観光、船旅の状況につい

て調査した。 

（１）タリンク シリヤ ライン グループの概要 

バルト海で５航路の定期客船を運行する船会社で、設立 60 年。船 16 隻、

５ホテルを所有し、年間 950万人の利用客がある。従業員は 7000名。アルク

テクト社が造船している。 

企業理念として、環境・安全にこだわって企業活動し、ＩＳＯ等も取得。

社会貢献も考えている。 

2016年から環境汚染をしない取り組みを強化し、天然ガス船の導入もその

一つ。船内で出るゴミも、港で分別して処理している。 

船での移動の様子 
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なお、最も信頼される船会社に

13年連続で選ばれている。 

フィンランド独立 100周年記念

日が 12 月６日にくるので、フィ

ンランドの有名グッズメーカー

のマリメッコとコラボしてシリ

アライン 60 周年グッズも現在、

販売している。 

（２）メイン航路の概要 

①ストックホルム⇔ヘルシンキ   

航路 

飛行機だと１時間程度のストックホルム、ヘルシンキ間を、わざわざ船

中泊１泊する夜間航路を毎日、航行している。双子船であるセレナーデ号

とシンフォニー号が交互に行き交う。 

１隻で 2,852 人収容、レストラン７店、バー６店、自動車 395 台積載の５

万トンの大型船でバルト海最大の船と航路となっている。バルト海は冬場

に凍結するが、砕氷しながら進むことができる。車を載せて旅行する人も

多く、また、カーゴによる物流も重要な役割となっている。アーキペラゴ

（群島）を通り抜ける船旅が人気である。 

②ヘルシンキ⇔タリン航路 

１日６便×２隻。２時間の短距離の航路。自由席、ラウンジ、食事付の

ビジネスと３種類の席が用意されている。１隻は最新の天然ガス船でフィ

ンランドのトゥルクで造船。観光や生活が、バルト海の良い環境があって

成り立っているとの考えが根付いており、企業としても環境を守る取り組

みをしている。アイスクラス１Ａという自船で砕氷できる最高クラスの船。 

（３）シリアラインでの船旅の特徴 

船内での過ごし方も人により様々

で、客室で長い時間くつろぐ人もい

れば、客室にはあまり入らずショッ

ピングやショーなどの娯楽を楽しむ

人もいる。それぞれのニーズにあわ

せた客室を用意している。なお、雑

魚寝の大部屋のようなものはなく、

全てシングルやツインといったベッ

ト部屋となっている。 

ショッピングも利用が多く重要な

船上、中央がサンナさん 

船内のカンファレンスルーム 
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コンテンツとなっており、免税なので人気が高い。船内に 142ｍのショッピン

グストリートを設けている船もあり、船の中に街があるといった様相となっ

ている。 

船旅、ホテル、買い物、ショー(エンターテイメント)、レストラン、空港 

といった多くの要素が入った船旅となっている。 

秋・冬は会議等の利用も多い。ホテルでの一泊の研修会を船でやるイメー

ジでそのためのカンファレンスルーム（会議室）を設けている。このカンフ

ァレンスルームは夏は遊具を置き、キッズスペースとして活用している。 

夏期（６月１日～９月 30日）は日本人乗務員が船内に常駐しており、日本

からのツアー客も多い。 

（４）質疑 

質問：バルト海沿岸からの利用者と、日本など遠方からの利用者と割合はどの

ようになっているか。 

回答：割合までは分からないが、乗船地による。ヘルシンキ⇔ストックホルム

間は日本からの利用者も多い。すべての航路で、バルト海沿岸ではない国

からの利用者が増加している傾向にある。 

質問：ＬＮＧ船を導入しての二酸化炭素の削減効果と、窒素酸化物の削減の状

況はどうか。 

回答：(後日メール回答)二酸化炭素は 25％削減、窒素酸化物は 85％削減、硫黄

酸化物及び粒子状物質の排出は実質０。 

 バルト海はヨーロッパの中でも繊細な海で環境維持は特に重要となってい

る。 

質問：乗客の乗船率はどのようになっているか。 

回答：夏場は地元客、海外客とも多く 100％の乗船率となる。冬場は客層が変わ

り、企業の会議や海外からのツアー客が多くなるが、それなりに高い乗船

率を確保している。 

質問：ＰＲはどのように行っているのか。 

回答：地元はテレビや雑誌でＰＲしている。日本へは旅行会社経由でＰＲして

いるが、もっとＰＲしたいと思っている。また、乗客が少なくなる月曜日

などに子ども・家族向けのプランなどを用意し、他の客に気兼ねせずに利

用していただく企画などＰＲしている。 

（５）提言 

 波穏やかな閉鎖海域という意味では、バルト海と瀬戸内海は共通点が多い。

しかし、そこで近年育まれた船旅の文化は大きく違ってきている。移動手段

としてだけではなく、宿泊も伴いながら、プラスアルファの要素も楽しむよ

うなやり方は、現在の瀬戸内海の定期航路にはないと思われる。定期航路に
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大型クルーズ客船の楽しみ方を持ち込んだやり方となっている。現在、本県

では大型クルーズ客船の誘致を進めているが、観光の意味合いも含めた定期

航路の開拓もあわせて、検討することを提言する。 

 

 

９ Kipparintalo（キッパリンタロ、障がい者福祉施設） 

【日  時】７月２７日（木）１２：３０～１３：３０ 

【場  所】フィンランド ヘルシンキ市 

【対 応 者】・ヘルシンキ市の社会健康担当部門、障がい者向け居住及び家族ケ

アサービス部指導責任者 Ms. Pirjo Sjölund （ピリヨ・シュール

ンド）（館長が急遽不在となったため、市職員に対応していただい

た） 

・居住者代表 Kalle（カッレ） 

【目  的】障がい者福祉施設について調査 

【視察内容】 

（１）キッパリ・ハウスの概要 

身体的な重度障がい者と知的障がい者に向けた住居施設であり、フィンラ

ンドには自治体が運営するものと民間で運営するものとがあるが、キッパ

リ・ハウスはヘルシンキ市の運営。夜間も常駐して支援者がいる。 

重度障害がある人がいるので手厚い支援もしているが、言葉での支援だけで

足りる人も多い。ある程度自立できる人は、それぞれ自分で生活し、必要な

時だけサポートする人もいる。 

キッパリ・ハウスは賃貸アパート形式で、水道代・ガス代も自分で支払う。

キッパリ・ハウスには、公的支援での収入で生活する人もいれば、自分で仕

事をして収入を得る人もいる。この施設から他の職場に仕事に通勤する人も

いる。 

自分でできることは自分でさせる。ボランティアによるサポートもある。 

（２）市の居住施策等の概要 

市の施設は家賃だけで無料でサービスを受けられる。払えない人は、他の

支援施策で生活等ができるようにフォローされる。 

民間の施設は家賃に加え、サービスの料金が必要となる。 

ヘルシンキ市内に市の施設として 35 のグループホームがあり、それぞれ

５～40人の定員、職員が２～40人働いている。配置の仕方は入居者 15人に

スタッフ１人がつくパターンが多い。 

コミュニケーション能力も様々で、手話や絵でコミュニケーションする人

もいる。 
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フィンランドでは、「自分での決定権」が大事にされ、コミュニケーショ

ンが重要であり、障がい者も旅行に行ったり、選挙に行ったりしている。 

（３）福祉施策全般 

どの施設に入り、どのサービスの対象とするかは重要な問題で、市のソー

シャルワーカーがコーディネイトして決めている。施設によっては順番待ち

となっている。障がいによってサービスの内容は違う。住居を提供するだけ

といった考え方から、最近は自立を重視する傾向にある。 

ネウボラでは、赤ちゃんの時からその子にどのようなサービスが必要か見

極められ、必要なサービスを早い時期から受けられるようになっている。ま

た、ネウボラの情報は学校を含め、キッパリ・ハウスのような施設にも引き

継がれていく仕組みとなっている。 

キーとなるのはソーシャルワーカーで、例えば自閉症の子であれば、それ

に対応する医師、作業療法士、etcが関わっていく。 

若年での症状の発見とケアが、その後の育ちに好影響を与えると考えてい

る。ネウボラで発見できるかどうかはケースバイケースで、病気なのか、能

力が低いだけなのか、判らないことも多い。しかし、大事なのは何らかの症

状があることがわかることで、わかればその後も注意して見ていける。 

 

入居者がとても幸せそうなのが印象的だった。各種制度の支えにより生活し

ていくことに不安がないから、仕事や趣味などに気持ちよく取り組んでいるの

だと見受けられた。困っていることを解消するだけでなく、その先のやりたい

事ができる環境を整えることが人権の観点から重視されている。こういった福

祉の進んだ考え方は、広島県でも施策を立案するうえにおいて重要であり、お

おいに参考にすべきである。 

 

 

１０ 在フィンランド日本国大使館 

【日  時】７月２７日（木）１４：３０～１５：００ 

【場  所】フィンランド ヘルシンキ市 

【対 応 者】特命全権大使  山本 条太 

【目  的】フィンランドにおける行政システムと福祉政策について調査 

【視察内容】 

フィンランドは異質なものも包み込む包容力があり、ネウボラや教育のあり

方もその一つである。 

フィンランドでの日本の存在感は、「お互いに努力が必要」と思っている。人

の交流が大事であり、それゆえ、フィン空港も日本に４路線を飛ばしている。
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ヨーロッパで交流の重要性を意識しているのはフィンランドくらいではないか

とのことであった。 

日本との親和性でいえば、フィンランドは自然の捉え方などが多神教的で、

他のキリスト教国にはない風土があり、日本との親和性は良いとのこと。 

フィンランドの特徴は３点。 

① スウェーデン及びロシアに挟まれ独特の外交をしており、対ロシアは特に

警戒している。 

② 部品製造の技術立国で、ヨーロッパ各国に部品を提供する役割を担ってい

る。日本企業も関心を寄せており、日本の部品製造の最先端技術の提供も

行われている。 

③ 福祉の分野で社会実験をしている国であり、国民に情報を提供し、国民的

議論を行っている。 

 フィンランドには県はなく、311の自治体があり、その９割は１万人未満であ

り、小回りの利く小人口で教育と福祉を担っているといえる。公務員は 50万人

でうち 30万人が地方公務員である。 

 今後、教育は引き続き自治体で、福祉は 19ある広域行政ですることになる見

込み。広域行政に地方議会を設けるかを議論されている。 

 労働時間は年 1,600 時間で休暇制度が複雑となっている。国際競争力を強化

するため、国が年 24時間（８ｈ×３日）の労働時間の増加を要請し、９割の企

業で労使交渉で労働時間増を妥結している。 

 高い山がなく陸地は岩盤でできており、地震がない。そのため、原発廃棄物

処理施設のオンカロのようにトンネルを掘る技術が発達している。 

 国土の８割が森林で木材産業が基幹産業であり、木を燃料とした発電もして

いる。森林を 50区画に分けローテションしながら皆伐している。 

 ネウボラについては、人の顔が見える基礎自治体がベースになっているのが

うまくいっている理由ではないかと思われる。改革により広域行政が担うよう

になるが不安があるとのことだった。 

 

１１ エスポー市のネウボラ 

  （Iso Omena Neuvola、Palvelutori（=Big Apple イソ・オメナのネウ

ボラ、サービス広場）） 

【日  時】７月２８日（金）９：００～１１：００ 

【場  所】フィンランド エスポー市 

【対 応 者】ネウボラ看護師長 Ms.Heidi Langstrom-Karhapaa 

（ヘイディ・ラングストゥルム=カルハパー） 

【目  的】ネウボラについて調査 
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【視察内容】 

（１）はじめに～北欧調査（行政視察）の動機について～ 

ネウボラ（ネウボラとは、フィンランド語で「アドバイス（ネウボ）の場

所（ラ）」という意味） 

 広島県は、2017（平成 29）年度の新規政策事業として、「ひろしま版ネウ

ボラ構築事業」について、予算額 7,800 万円余を計上し、福山市（12 ヶ所）、

尾道市（5 ヶ所）、海田町（2 ヶ所）でモデル事業を進めていくことを決定し

た。将来的(2021 年度以降)には、広島県の 23 市町全域で 125 ヶ所程度を開

設し、これまでの子育ち・子育て支援政策をトータル的にワンストップで出

来るように行政展開することをめざしている。総事業費は 29～60 億円程度

（うち国庫 20～38 億）を想定しており、子育て支援政策の大改革がスター

トする。 

 フィンランドのネウボラは、妊婦検診や乳幼児健診など産前・産後・子育

てまで切れ目のない支援を行うため「相談拠点」として、国策で 800 ヶ所

以上設置されている。「かかりつけのネウボラ保健師」を中心に、医師や保

育士等と連携し、妊娠期から就学前までの子どもの成長を支援するとともに、

子育てや家族の健康に関するさまざまな相談に応じている。 

 現在日本は人口減少社会という大転換点を迎えており、将来の社会保障制

度の再構築や持続可能な地域社会をめざすためにも、安心して子どもを産み、

育てることのできる社会を築くことは、国の最重要課題である。合計特殊出

生率を見てみると、フィンランドが 1.8（2012 年）、広島県は 1.60（2015

年）、福山市は中核市中 1 番の 1.71（2015 年）である。以前、わが会派の

県内調査で福山市を訪れたときに、「福山市は合計特殊出生率が中核市で１

番となるほど高いがその要因分析は？」との問いに対し、福山市の担当は「詳

細に分析できていないが、これまで市の重要施策として取り組んできた地道

な子育て支援策が子育て世代へのトータル的な安心感に繋がっているので

は。」とあった。 

①合計特殊出生率②子育て世代への安心感③自治体の子育ち・子育て政策

の位置づけと予算等のキーワードへの答えが、フィンランドのネウボラには

あるのではないかと考えるに至った。現地で実態調査を行い、ひろしま版ネ

ウボラへのシステムアップを図りたいと思ったのが動機である。 

 

（２）フィンランドのネウボラの歴史 

およそ１世紀前のフィンランドは、ヨーロッパ北端の貧しい農業国であっ

た。1917 年ロシアから独立し、直後には内戦が勃発、乳児死亡率は急速に

悪化していった。内戦自体は C.マンネルハイム将軍の指揮した白軍が勝利
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したが、融和には時間がかかり国内は荒廃した。ネウボラはそうした状況の

中、1992 年にマンネルハイム児童保護連合（MLL）がヘルシンキ市内のラ

ステリンナ小児科病院（小児科医アルヴォ・ユルッポ）に初めて設立した。

その理念は、「幼子の世話をする全ての母親たち、貧しい母親にも裕福な母

親にもあまねく、直接のアドバイスを得る機会、さらに必要な時には直接の

援助が得られる機会を提供するために、一つにまとまった中央組織を作らな

ければならない。」と言うものだった。1936 年には児童保護法が成立、1939

年には 160～170 の子どもネウボラが、1944 年には 300 ケ所の子どもネウ

ボラと出産ネウボラが設置された。その後、出産ネウボラ 2,855 ヶ所（中核

的なネウボラ 759 ヶ所と支所 2,096 ケ所）、子どもネウボラ 3,700 ケ所（中

心的なネウボラ 780 ヶ所と支所 2,920 ケ所）まで拡大し、整理縮小を経て

現在 800 ヶ所（人口 1 万に対し 1.5 ヵ所）となっている。国の法規制の下、

全国で同水準のサービスが受けられることを目標としている。 

このように、フィンランドのネウボラは、当初は救貧策として、さらには

乳児の死亡率を抑えていくことがその目的であったと言える。 

 

（３）フィンランドネウボラ 5 つのキーワード 

  ネウボラを考えるうえで大事な 5 つのキーワードがある。 

妊娠の届出 大切な最初の一歩（最大妊婦 76 人に一人の保健師）、大事な

電話対応 

全員対象 困る前につながる。ワンストップのサービス 

個別対応 一人ひとりとの対話・面談 

かかりつけ相談

員 

継続して信頼関係を築く 

専門職 サポートの質の保証（大学で 4 年間の必修課程の資格） 

 

（４）エスポー市のネウボラ（大型ショッピングセンター内に設置された最近

のネウボラ） 
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 エスポー市は、首都ヘルシンキの西隣に位置し、面積約 500 平方キロメ

ートル、人口 25.5 万人のフィンランド第 2 の都市である。エスポー市内に

は 14 ケ所のネウボラが設置され、113 名の保健師が勤務している。ネウボ

ラの対象となる 0～6 歳の子どもは、約 25,000 人、毎年の出生数は 3,200

人である。今回訪問したネウボラは、大型ショッピングセンター併設型（3

階フロア）保健師は 16 名（2 名は臨時職員）が勤務している。併設されて

いる機関は、図書館・保健センター・メンタルヘルスクリニック・市民セン

ター・社会保険機構(KELA)等で複

合施設である。フィンランドでは、

異なる専門分野の人（医師・セラ

ピーカウンセラー）が目的達成の

ため一緒に連携しあいながらトー

タル的なサービスを行うシステム

である。こうした、予防のための

サービスは全て無償である。ネウ

ボラ相談員は、「ネウボラおばさん」

と呼ばれ、子育て世代との信頼関

係を結んでいる。ネウボラの相談

ルームは、乳児の身長・体重計、

血圧測定器と診察台を備えた個室

の相談室が 15 室、ミーティングル

ームが 4 室整備されている。 

 ネウボラの最初のアポイントは

電話から始まる。エスポー市では、

7 名の専門家が電話相談対応を担

当している。ネウボラの特徴とし

てまず挙げられるのが、「ワンスト

ップサービス」となっていることで

あり、子どもの対応だけでなく家族

全体の健康や薬物使用、社会との繋

がりをチェックしていくという点

である。保健師 1 人に対し 76 人（親

と子）を担当しているのが基準であ

る。相談体制は、ネウボラ相談員（保

健師）に医師がついており、様々な

相談に対応出来るようになってい

廊下に並んだ相談ルームの扉 

隣接する図書館から遮るものなくネウ
ボラのエリアに入れる 

ネウボラと分かるピクトサイン 
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る。子どもが通う保育所とも情

報交換を行い、子どもの育ちを

共有している。今後は、場所を

選ばずに相談やデータを参考

に出来るデジタルサービスを

充実させていきたいと考えて

いる。 

ネウボラの利用は自由選択

であるが、対象者のほぼ 100％

が利用しており、利用者の

92％がサービスに満足し、有

益であるという結果は、このシステムがフィンランドの国民全体に深く浸透

していることを示している。 

 

（５）質疑 

質問：ネウボラ相談員は、専門性と

経験が求められると思うが、

保健師業務等のキャリアを積

んでから担当となるのか？ 

回答：ベテランもいるが、113 人を    

確保するために新規採用でも   

担当になることがある。 

質問：ネウボラ相談員（保健師）は、 

ネウボラの専門職としての採用か？ 

回答：ネウボラ専門採用です。他の保健業務へ移る場合は、職を変えることに

なる。ネウボラ相談員の中には、さらに専門性を深め、糖尿病対策や子

どもの排泄指導などの担当している。 

質問：地域に配置されている保健師との関わり、保育園とネウボラの情報交換

をしているとあったが、子どもの課題共有などを保育所と一緒にケース

会議をすることがあるのか？ 

回答：地域に保健センターがあるが、そことの情報交換は余りないが、ケース

会議はする。担当地域を持っている医師と作業療法士が必要な場合等に

ケース会議を行う。 

質問：ネウボラ相談のポイントは、問題を抱えている家庭への対応だと思うが、

日本でも問題となっている児童虐待への対応はどうか？ 

回答：フィンランドは、ネウボラへの相談へは自由意志で来るのが前提である。

意見交換する視察団 

相談ルームの中、病院のような威圧感は少ない 
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数パーセントに満たないが、ネウボラを通らずに、いきなり病院へ出産

に来るケースもある（言葉の通じない移民など）。妊婦への暴力や薬物依

存などの問題へ、強制的に保護したらどうかとの議論もあるが、まだ制

度化されていない。 

質問：児童保護への措置はどうなっているのか？ 

回答：子どもが生まれた後は児童保護法が適用され、措置できる。 

質問：ネウボラ相談を終える 6 歳から成人までのケアは、日本でもある学校の

養護教諭等が引き継ぐと思うが、ネウボラ相談員と学校との連携はどう

なっているのか？ 

回答：考え方は同じです。学童になった子どもへの対応は、学校の保健師へネ

ウボラの情報を全て引き継ぎます。 

質問：学校への保健師の配置基準はどうなっているのか？ 

回答：学校の保健師は、1 人で 700 人～800 人を担当している。学校配置という

より、学校の児童数によって、複数校を担当している。ルキオ（高校・

職業専門校）も同様な対応で、子どものデータは引き継がれていく。 

質問：ネウボラの子ども情報や医師の診断情報などのデータの所管はどこか？ 

回答：ネウボラも医師も歯科医も全員同じデータベースに情報を集積する。担

当分野や専門性によって情報開示できる部分の階層セキュリティーがか

かっている。データの所管・責任者は市です。 

質問：ネウボラ相談や医師に相談に行くためのきっかけ作りはどうか？ 

回答：フィンランドは日本と文化の違いもあり、本人の意思を尊重する。本人

から申請があってから、相談を受けることになる。自己主張する社会・

文化である。 

質問：ネウボラを政策として取り組んだきっかけや背景は？ 

回答：100 年以上前、子どもの死亡率を下げることが目的であった。 

質問：合計特殊出生率は日本が 1.41、フィンランドが 1.8 であるが、このネウ

ボラ政策で、出生数が増えるのかどうか？ 

回答：直接パーセントに表れているかどうかは言い難いが、子どもを安心して

産み育てるという安心感には繋がっている。出生率は、ネウボラだけで

なく国の経済状況などが影響する面もある。 

質問：フィンランドは出生率を上げる政策は必要と思っているのか？ 

回答：1.8％の出生率を増やすためではない。女性の学力向上や仕事、キャリア

アップの状況もある。若い世代は正社員ではなくパートが増えている。

女性の高学歴化や都市部などでは出生数が少ない。3 歳までの育児休暇の

権利、自治体独自の育児手当などの保障もある。 

質問：大使館で自治体が 311 あると聞いたが、ネウボラ等の子どもの情報は、
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その自治体単位で所管

しているのか？ 

回答：ヘルシンキ市、エスポ

ー市、バンタ市の 3 市

はデータ管理できてい

るが、それ以外はこれ

からの課題です。 

質問：親育てが大切であると

思うが、子育てに問題

意識を持っていない親

にこそ課題がある場合

が多いがその対応と子育て相談の中で今一番重要な課題は何か？ 

回答：子どもが産まれてからのネウボラ相談は、育ちの時期によって細かくチ

ェックする項目が決められていて、それを面談の時に積みあげていく。

全国何処でも同じネウボラサービスが受けられるようにしてある。薬物

やメンタルヘルスの課題や、高齢出産への相談対応。 

質問：父親がネウボラに行く期間があるのか？出産前は？ 

回答：4 週間、４ヶ月、１歳半の時は、医師と面談するようになっているが、そ

の時は家族全員での参加を呼び掛けている。家族全体を健診する。それ

以外もできるだけ父親の参加を呼び掛けている。出産前は 14～16、17～

18 週の時に呼び掛けている。父親への参加は 30 年ぐらい取り組んでき

た。 

質問：日本ではおじいちゃんやおばあちゃんが「育じい・育ばあ」をしている

ことが多いが、ネウボラへおじいさん・おばあさんが来ることがあるの

か？ 

回答：フィンランドも同様です。ネウボラに来ることもある。 

質問：ネウボラ相談員は正規職員か？パート職員はいるのか？待遇に満足して

いるか？労働組合に加盟しているのか？ 

回答：基本的には、正規職員です。フルタイムでもパートタイムでも正規職員

です。正規職員の時間を埋める臨時職員がいる。（38 時間中 8 時間分）こ

このネウボラは、16 名のうち 2 名が臨時職員です。ネウボラ相談員は仕

事や待遇に満足している。離職率が低い。労働組合へは大半が加入して

いる。フィンランドは労働組合が強い国です。 

質問：ネウボラおじさん（男性保健師）はいますか？ 

回答：余り多くはないが、居ます。 

質問：親の負担を減らすためのケア等の取り組みがあるのか？授乳のケアとか

左から４人目がヘイディー看護師長 
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は？ 

回答：妊娠期間中は、まずは様々な情報を与えている。保健師が家庭訪問する

場合もある。 

授乳のアドバイザーや病院から家に帰るときのケアをしています。 

全体補足：家族で相談に来るときには、細かなチェックリストがあり、家族で

相談しながらそれに記入し相談に来ることになっている。 

※～別添：日本語版アンケート、チェックリスト 

 

（６）広島版ネウボラ構築事業との比較 

 広島県がこの仕組みを導入しようとする課題認識は何かをまず見てみた

い。一つは「子育ての孤立化」が進んでいる実態である。このことは、子ど

もを産み、育てることへの不安につながり、産後うつや児童虐待といった現

象につながっていく（子育てに不安や負担感を感じている人：18％、児童相

談件数 2010 年：1,275 件⇒2016 年：2,066 件） 

 二つ目は、これまでの母子保健、子育て支援、保育担当課等の窓口が別々

であったため一元的な支援ができない体制であったのを、「ひろしま版ネウ

ボラ」を構築することで、母子保健と子育て支援が一体となったワンストッ

プサービスによる切れ目のない支援を行っていこうとしている。 

 「ひろしま版ネウボラ構築事業」は、2021 年度までに、県内 125 ヶ所あ

る日常生活圏域（市町村介護保険事業計画において、当該市町村が、その住

民が日常生活を営んでいる地域として、地理的条件、人口、交通事情その他

社会的条件、介護給付等対象サービス提供するための施設の整備状況その他

の条件を総合的に勘案して日常生活圏域を定めるものとする、広島市や福山

市ではほぼ中学校区の圏域となる）毎にネウボラ拠点を設置することを目標

としている。 

それでは現状ではどのような支援策が実施されているのか。広島市では

「子育て世代包括支援センター」がすでに市内に８ヶ所（区役所）に設置さ

れている。これは、竹原市や廿日市市、海田町ではすでに「ネウボラ」と愛

称をつけているように、その機能の体制は保健師等 1 名以上配置、子育て利

用者支援専門員 1 名を配置して、実態把握とともに相談体制も整え、関係機

関との連絡調整も行ない、ワンストップのサービス展開をめざしている。さ

らにセンターを核として、児童虐待の発生予防、産前・産後サポート事業、

産婦健康診査事業、産後事業ケア事業も展開している。 

福山市においても、今年度ネウボラモデル事業として、６月 14 日に市内

12 ヶ所（専門相談員 19 名配置）にネウボラ「あのね」をオープンした。福

山市がこれまで地道に積み上げてきた子育て支援政策の集大成として、妊娠
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→出産→育児→子育ての母子保健と子育て支援策を一体的に切れ目なくワ

ンストップで行える拠点としてスタートさせたものだ。福山ネウボラの特徴

として①ネウボラ相談員等によるファーストコンタクト（母子健康手帳の交

付）②豊富な子育て資源による総合力の子育て支援③オリジナルの子育て支

援アプリの開発と提供④子育て総合相談システムの開発によるワンストッ

プ化、そして、商業施設（エフピコ RIM）内への窓口開設等である。 

開設して２ヵ月半が過ぎようとしているが、相談件数は 1,211 件となって

いる。相談内容は産前・産後や育児・子育て、健康相談など多岐に亘ってい

る。 

課題として、○相談員の育成や研修の充実、○地域の医者との連携、○子

育て支援プランのシステムアップ、○課題のある家庭（虐待）への対応が挙

げられている。（生活福祉保健委員会県内調査：2017 年 8 月 29 日） 

日本では母子健康手帳を交付して、さらに出産後は乳児全戸訪問（児童・

民生委員等）やこんにちは赤ちゃん事業等を実施して、乳児全員を把握する。

ここで重要なのがネウボラ５つのキーワードで前述した「全員対象」という

点である。 

 広島県での数字を検証してみると、毎年約 23,000 人の新生児が生まれて

いるが、一人のネウボラ担当者が 50 人の新生児を担当するとして、460 人

の相談員が必要となる。それが、県内 125 ヶ所の日常生活圏に分散すると、

1 ケ所に 3.7 人と具体的なネウボラ体制のイメージがわいてくる。 

 ただこれは新生児に限った数字で、実際には就学前の６歳児までフォロー

するので、1 人の担当者がフォローする子どもの数は 50 人×6 年間=300 人

となる。これがフィンランドのネウボラだと新生児約 30 人、全体で 180 人

を担当している。 

 サービスの利用者側から見ると、「ひろしま版ネウボラ」導入によって、

何がどのように変わるのだろうか。まず相談体制は今まで各市町の福祉・保

健・児童部門に分かれていた機関が、125 ヶ所の日常生活圏域ごとに窓口が

一本化し、ワンストップになる。就学前までの 6 年間継続的に 1 人の保健師

などの相談員が相談に対応し、子どもの個人の育ちの状況に応じたきめ細か

なサービスをコーディネイトすることになる。そして対応に当たる保健師は、

今まで出生数 90 人に一人の割合だったのが、50 人に一人となり、高度の相

談対応能力も必要とされる。次に面談の回数も今まで母子手帳交付時、乳児

全戸訪問の 2 回だったのが 6 回になり全員に支援プランが作成される。さら

に、ネウボラでは産後うつ、就労支援、乳幼児教育に関してもさらに充実さ

せることになる。 

 こうした「ひろしま版ネウボラ」構築には完成予定の 2021 年度において、
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総事業費 29～60 億（うち国庫対象額 20～38 億）の予算規模になると想定

されている。この事業費の開きは、サービスをどこまで手厚くするかによっ

て差が出てくるという意味で、最小限度のネウボラ構築が下限値ということ

になる。 

 議会の質疑を通して、「ひろしま版ネウボラ」の主な論点を整理してみる

と、 

①人材確保と育成について～質・量ともに確保できるか 

②リスク家庭の早期発見とケア 

③各市町との連携と県の役割 

④効果的な就学前教育の展開 

等が考えられる。特に 3 点目は具体的な事業展開は市町が行うので、広島県

と市町の連携は重要である。 

 

（７）まとめ 

 フィンランドのネウボラは、100 年の歴史を持ち、社会に深く浸透してお

り、子育て世代への安心感につながっている。ネウボラ相談員は、1 人の子

を中心に家族全員の健康相談まで行うことにより、相談者との信頼関係を築

いている。さらには、子どもの育ちの状況や相談内容、診察内容をデータベ

ース化し、ネウボラ関係者が共有できるシステムを構築している。そのデー

タは、学校教育にも引き継がれ、成人になるまで活用される。 

 しかし、日本もこれまで母子保健から子育て支援、そして、教育現場での

健康管理、地域保健や福祉等に取り組んだ歴史があり、自治体にはその積み

上げた財産もある。要は、そうした財産を活用し、子育て世代により効果的

なアプローチを行うと共に、これから結婚→出産→育児を行おうとする世代

に安心感を与えられるかどうかである。 

 県として「ひろしま版ネウボラ構築事業」を全県域で行政展開するのであ

れば、広島県としての統一施策と市町が積みあげてきた個別の子育て支援制

度をどう融合させていくかが大切である。さらには、何時の時代も子どもの

育ちを保障することは国策であり、国に対する政策要望や予算確保へのアプ

ローチも不可欠である。 

 今回の調査で、フィンランドの国の政策が子どもを中心に様々な切り口で

サービスをしていることを実感した。まさに、「子どもの権利条約」の条文=

「子どもは宝」そのものであった。 

 今後の広島県の政策に対し、子どもや社会的に弱い立場の立ち位置で政策

提言していくことの必要性を痛切に感じた。 
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（８）提言 

① フィンランドのネウボラは 100 年の歴史があり、国民に深く浸透している。

したがって、ネウボラへの「大切な最初の一歩」＝電話へのハードルはきわ

めて低く、サービス利用へのコミットメントは当たり前になっている。この

点日本では全くなじみのない「ネウボラ」の名称、さらに「行政に電話する」

という最初の一歩のハードルは高いと考えられる。しっかりとした周知を行

うとともに、電話対応も専門の担当者が丁寧に行える体制を整えることが大

事である。さらには、福山市のように、母子健康手帳交付時のファーストコ

ンタクトや育児パッケージをプレゼントするなどの工夫が必要である。 

② 個室の相談室は必置であり、備品などの装備も整える必要がある。今回大型

ショッピングセンター併設型の複合施設（図書館や保健センター）のネウボ

ラを調査したが、リラックスできる雰囲気と家族連れでも気軽に訪れられる

施設にするためには、設置場所の検討も必要である。（地域型と複合型） 

③ 児童虐待や子どもの貧困問題は、フィンランドではそれほど課題になってい

ない。日本ではこの問題にどう対応するかが行政課題であり、リスク家庭へ

のアプローチなどを緻密に行う必要がある。 

④ ネウボラ保健師一人の担当する新生児がフィンランドは 30 人、一方広島県

は 50 人、ネウボラ全体（就学前児童まで含めて）で、フィンランドは 180

人、広島県は 300 人と、広島県の負担感・ボリューム感はかなり大きいと思

われる。全員対象という基本がしっかりと守られるようチェックする体制が

必要である。 

⑤ ネウボラ相談員の専門性や経験が求められるため、専門研修や小児科医等の

専門家を含めたケース会議等の充実が求められる。 

⑥ 子どもの育ちの状況や相談内容、診察内容をデータベース化し、ネウボラ関

係者が共有できるシステムの構築を検討する必要がある。 

⑦ 「ひろしま版ネウボラ」で進めるのであれば、広島県としての統一施策と市

町が積みあげてきた個別の子育て支援制度をどう融合させていくかが大切

である。 

 

 

１２ コティサタマ（Kotisatama、高齢者のための住宅コミュニティ） 

【日  時】７月２８日（金）１４：００～１６：００ 

【場  所】フィンランド ヘルシンキ 

【対 応 者】・アクティブシニア協会役員（居住者） 

マイレーン・トルンク・ヴェスト 

      ・居住者 マリッタ 
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【目  的】高齢者のための住宅コミュニティについて調査 

【視察内容】 

（１）コティサタマ（高齢者住宅の概要） 

  コティサタマは、ヘルシンキの都市部の中年期と高齢者の住宅コミュニテ

ィ施設である。コミュニティは 63 室を有する 9 階建ての建物で形成され、

広々とした屋上テラスを含む 500 平方メートルの共有エリアで構成されて

いる。2 つのメインエントランスと階段があり、8 人乗りのエレベーターが

設置されている。この高齢者住宅では、各フロアに最低年齢 48 歳の人が 1

人必要となっている。各家庭の居住スペースは 38.5～77.5 ㎡で、キッチン、

バスルーム、バルコニーがある。 

  共有エリアは、1 階と 2 階、9 階であり、1 階はコミュニティーキッチン、

ダイニングルーム、ホビールーム（趣味の部屋）がある。階下には避難施設

もある。2 階は、図書室、オフィス、洗濯室、ゲストルームがある。最上階

はレクリェーションのためのもので、2 つのサウナ（男女）、暖炉付の多目

的空間と運動室がある。テラスでは花や野菜を栽培するコーナーがあり、暖

かい季節はレジャー空間として人気がある。 

 

（２）コティサタマの設立経緯と生活 

 アクティブシニア協会は、シニア会員で 2000 年から活動を開始し、2015

年に高齢者のための住宅コミュニティの概念を導入するため、この施設を建

設した。居住者メンバーで「ヘルシンキホームエア」という団体を作ってお

り、活動内容は、カラオケや旅行など楽しいことなら何でも企画している。

居住形態は、全て分譲のマンション形式である。居住人数は 83 人で内訳は、

ペア（夫婦）が 15 組で 30 人、一人暮らしの女性が 50 人・男性が 3 人とな

っている。平均年齢は 68 歳（50 歳から 81 歳）である。83 人の居住者を 6

つのグループ（12～13 人）に分け、調理や掃除担当など責任を持って役割

分担している。グループの中も、調理担当であれば、シェフ・調達・会計・

情報などの役割を決めている。一

食 4.5 ユーロ（約 600 円）で月～

金曜日の 17 時から提供している。

入居者で共有スペースの掃除な

どの維持管理の全てを行い、業者

は頼んでいない。共有スペースな

どの共同維持管理費として。１㎡

あたり 5.5ユーロで大体 360ユー

ロ（約 49,000 円）を徴収してい

共有スペース（食堂） 
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る。コティサタマの周辺は現在開発中の地域で、フィンランドではめずらし

い 36 階建ての超高層マンションや総合保健福祉センターが建設中であり、

人気の居住スポットとなっている。 

 

（３）質疑 

質問：フィンランドには、ここのよ

うな居住カテゴリーが多くあ

るのですか？ 

回答：フィンランドではアクティブ

シニア協会が作っていこうと

しているが、もとはスウェー

デンが発祥である。 

質問：住宅版の協同組合のようなも

のだと思うが、最初に出資金

は集めたのですか？ 

回答：最初はそうだと思います。施設の建設には、設計の段階から携わってい

ます。 

回答：フィンランドの高齢者の課題は孤独であり、この施設は一人で居ても良

いし、グループでの活動や仲間同士の交流も出来る良さがある。近くに

プレスクール（小学校）があり、交流をしている。 

質問：購入価格が１㎡ 4,372 ユーロとあるが、日本円で約 50 万円、1 部屋の㎡

を掛けると 2,000～4,000 万円となるが、通常の分譲マンションと比べて

の価格はどうか？ 

回答：利益を上げるための転売対象物件でないため、他と比べてもお得である。

土地は有償でヘルシンキ市から借り上げている。（借上料は管理費から拠

出） 

質問：新しく入居したい人の居住資格はどうやって決めるのか？ 

回答：アクティブシニア協会の会員しか入れない。（現在 200 名会員） 

質問：日本の介護サービスのようなものがこの施設で受けることが出来るの

か？ 

回答：建物自体はバリアフリーであり、元気な高齢者が入る施設であるが、ま

だ、過渡期であるため、検討中である。病気等は治療指示書やスペアー

キー等で対応している。 

質問：グループ内の交流は図れるが、それ以外の仲間との交流はどうしている

のか？ 

回答：月に 1 回全員で全体ミーティングをしている。毎年、グループのメンバ

意見交換する視察団 
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ーは交代する。 

質問：フィンランドでは、夫婦や家族の形が変化したときに、引越しをするの

が一般的なのか？ 

回答：パターンは様々である。自分は家族と 5 部屋ある大きな部屋に住んでい

たが、必要ないので住み替えた。離婚率も高いので、シングルになり住

む場所を変えるのは一般的である。 

質問：この施設は、同じライフステージであるものが作った点で新しいのか？

住む所でコミュニティを作ることも新しい試みか？ 

回答：住むだけでなく、コミュニティを築き、様々な体験交流を行うなどアッ

トホームな雰囲気がある点が良い。 

質問：レクリェーションや楽しい企画の具体例とバカンス（旅行）の過ごし方

を教えて頂きたい。 

回答：旅行はフランス（ニース）やアイ

スランドに行った。1 回の旅行は

20 名規模で 5 日間ぐらいだが、ス

ペインの時は 4 週間ぐらい滞在し

た。レクリェーションでは、ペタ

ンクや手芸、カードゲーム、映画

鑑賞（上映会）、カラオケ、散歩し

ながら野生のブルーベリーを摘み

に行くなどである。 

質問：是非広島の宮島や鞆の浦においでてください。（パンフレットで説明） 

回答：今度広島への旅行のアレンジを検討してみます。 

質問：他の地域ではない、この施設ならではの特別なルールを定めているのか？ 

回答：色んなパーソナリティーを持った人を受け入れる。 

質問：分譲価格（2,000～4,000 万円）は国民の平均所得で買える物件なのか？ 

回答：私は 5 部屋ある家を売って、少し金額を積んで購入した（約 4,000 万円）。

決して手の届かない物件ではない。フィンランドでは家族構成が変わる

と、住み替えが一般的であり、年金さえあれば大丈夫である。 

（４）まとめ 

 高齢者が自らの住みたい施設を建設し、共同生活を送ることで、目標や生

きがいを見い出しながら生き生きと生活している状況が伺えた。居住者との

会話の中で、野生のブルーベリーの森が近くにあることやサウナ、カードゲ

ーム、庭園作りなどの話しをする時に、目を輝かせながら楽しそうに語る姿

を見て、改めて高齢期の生き方を考えさせられた。日本における家制度や住

宅事情等フィンランドの状況と異なる点もあるが、日本でも健康寿命を延ば

最上階のテラス、中にはフィンランド
では欠かせないサウナがある 
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すことが高齢者施策のポイント

に据えられており、参考になる部

分が多く見受けられた。 

それは、高齢者に多様な生活形

態を提起することで、高齢期の社

会生活が意義あるものに繋がる

と考えられ、施設整備だけの面で

はなく、高齢者が充実した生活を

送るためのコミュニティや社会

生活への参画を政策として展開

することが求められている。 

今回の現場調査で何回も語られた「自らのことを自らで決め、自らが創造

する」ことは大切なことである。福祉の原点は常に当事者の希望や思いが叶

えられるものでなくてはならない。 

 

（５）提言 

① 県営住宅の建て替え時に、高齢者の多様なニーズを反映した住宅の検討が求

められる。 

② 健康寿命を延ばすための政策に、高齢者の実態や希望を叶えるため、アンケ

ート実施の検討が必要である。 

③ 高齢者を孤立させないため、県内 125 ヶ所ある日常生活圏域での関わりや、

郵便や宅配業者との連携した見守り活動の実施が求められる。 

④ 地域保健や福祉から介護予防、介護保険までのデータヘルスを基にしたトー

タル的なケアシステムを検討が必要である。 

 

 

１３ ヴィーッキ地区（エコロジーと環境を重視した街づくり） 

【日  時】７月２９日（土）９：００～１１：３０ 

【場  所】フィンランド ヘルシンキ市 

【対 応 者】建築家&ヘルシンキ市認定ガイド Ms.Tuula Pöyhiä 

（トゥーラ・ピョウヒア） 

【目  的】環境を重視した街づくりについて調査 

【視察内容】 

 フィンランドの出生率は 1.8 で国土も広いため、都市部への過度な人口集中と

いうアジアの大都市のような課題は見られない。首都ヘルシンキ市の都市集積

右から４人目がマイレーン協会役員 
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も、ちょうど広島市と同じくらい

で、大規模な都市開発を行って人

口を分散させる必要性は感じられ

なかった。 

 しかしより快適な住環境を目指

して地区の再開発事業は行われて

いる。カラサタマ地区（魚の港と

いう意味）は、高さ制限を見直し

今後十年で 7 棟の高層ビルを建設

する予定だし、そこからさらに東

に行ったアラビア地区（かつて同名の陶器工場があったことから命名されてい

る）でも職業専門学校の誘致とともに教育を中心とした街づくりが行われ、ア

ートの関係したモニュメントも加えながら人口 8,000 人の近隣住区を完成させ

ている。 

さらに「エコロジーと環境を重視した街づくり」が進められている地区があ

る。それがヴィーッキ地区だ。開発のスタートは 1994 年でフィンランド政府環

境省とヘルシンキ市都市計画局が中心となり開発した。ヘルシンキ中心部から

北東に8キロメートルあまりで、1,400ヘクタールの広さで16,000人が居住し、

ヘルシンキ大学が立地していることもあり、うち 7,000 人が学生だ。 

 地区の中心にはサイエンスパークがあり、ヘルシンキ大学の 4 つの学部、バ

イオサイエンス学部・薬学部・獣医学部・農林学部が立地し（ヴィーッキキャ

ンパス）、関連して研究所や図書館、教員養成学校も建設されている。 

 サイエンスパークに隣接する形で造られたのがエコヴィーッキ地区（23 ヘク

タール）だ。1999 年から 2004 年まで建設が進み、この近隣住区のコンセプト

は「省エネ・ゴミ減量を実現し、持続可能で健康な住環境づくり」だ。412 戸（全

体の約半数）で太陽光発

電システムが導入され、

フィンランドでは最初

で唯一の太陽光アパー

トメントも建てられた。

興味深かったのは「グリ

ーンフィンガーズ（緑の

指）」と呼ばれる南側か

ら指のように伸びた緑

地だ。雨水はそこから排

水路に至り、市民農園も
エコヴィッキのグリーンフィンガーズ、上が手のひら部分 

左から４人目が建築家トゥーラさん 
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置かれていた。フィンランドの場合、長い冬にどう対応するかが住居にとって

最も大事なポイントだ。太陽光以外にもさまざまな省エネ技術が応用されてい

た。日本の団地のように同じような住宅が並んでいるのではなく、区画ごとに

エコロジーなコンセプトのもとコンペが行われ、低層・中層、木造・コンクリ

ート造等、異なったタイプのおしゃれな建物が並び、感性の豊かさを感じた。

また区画ごとに市がエネルギー消費量をチェックして結果をまとめ、次のエコ

住宅建設に活用されている。こうした新しいタイプの近隣住区は日本にとって

も大いに参考になると思う。 

 

 

 


