
 

誰もが人間らしく豊かに生きる社会の実現を目指す 

デンマーク福祉・教育視察報告 
2016.6.11〜18 

最終日懇親会の後、マリボのホテル前。22 時過ぎだが白夜のため昼間のような青空 



2016すてっぷ北欧視察研修行程表

日 月日 都市 時間 交通機関 日程

1 6/11(土)

成田空港発
コペンハーゲン着
コペンハーゲン発
ストックホルム着

11:40
16:05
20:25
21:35

SK984

SK1430

成田空港より、コペンハーゲンへ
到着後、乗換えて、ストックホルムへ

到着後、ホテルへ
　　　　　　　（ストックホルム：泊）

2 6/12(日) ストックホルム 自由行動

3 6/13(月)

ストックホルム

ストックホルム発
コペンハーゲン着

19:55
21:05

SK411

自由行動

空港へ
　　　　　　　（コペンハーゲン：泊）

4 6/14(火)

コペンハーゲン

コペンハーゲン駅発
(NykobingF)着
(NykobingF)発
Maribo着

08:20
09:30
14:00
17:10
18:58
19:23
19:48

公共交通機関

列車（２等）

列車（２等）

通訳のフィッシャー緑さんと合流
LIVING LAB STRANDVJEN
LAVUK
列車にてロランドのマリボへ
（２等列車のため予約なし）

　　　　　　　（マリボ：泊）

5 6/15(水) ロランド（マリボ）

08:30

15:45

専用車
通訳ニールセン北村朋子さんと合流
森の幼稚園
乗馬理学療法センター
スヌーズレン
　　　　　　　（マリボ：泊）

6 6/16(木) ロランド（マリボ）
08:15

15:45
専用車

グルボースン市行政説明、見学
フォルケスコーレ（統合教育）
障害者アクティビティセンター
障害者職業訓練センター
レストランにて、まとめレクチャー、振り返り
を兼ね、夕食兼懇親会
　　　　　　　（マリボ：泊）

7 6/17(金)

Maribo発
(NykobingF)着
(NykobingF)発
（コペンハーゲン）着
（コペンハーゲン）発
コペンハーゲン空港着
コペンハーゲン発

10:17
10:41
10:59
12:49
13:00
13:17
15:45

列車

SK983

列車でコペンハーゲン～空港

　　　　　　　（機内：泊）

8 6/18(土) 成田空港着 9:35

参加者

鈴木隆子 わーくはうすすてっぷ　施設長

今野みや子 (有)サンサンすてっぷ　代表

新井　亘 社会就労センターぴいす　施設長

後藤　均 ワークセンターまえばし　センター長

赤見正子 とらっぱ　サービス管理責任者

北爪敏江 わーくはうすすてっぷ　サービス管理責任者

阿部明美 わーくはうすすてっぷ　生活支援員

松井美香 (有)サンサンすてっぷ　職員



平成 28 年 7 月 13 日 

 

― 北欧研修報告 ― 

 

報告者：後藤 均 

Living Lab 補助器具センター 

 案内・説明 Christian Brix (法律家・企業家) 

 

○施設の変遷 

・1814 年～ ノルウェイの思い出 

  皮革工場の工場長が自分の憩いの場として建設した施設がコペンハーゲン市へ移行さ 

れた。市内から高齢者がショートステイ・レスパイトのような形で利用して休息・リ

フレッシュして市内へ戻る。 

・1917～78 年 子どもの保護施設 

  戦争により親が面倒を見られないため。 

・1986～2010 年 ナーシングセンター 

   国の政策が変わり、子どもを 1 か所に集めて生活するよりももっと家庭的な環境で 

生活することが望ましいということで高齢者や障害者の施設として運営される。 

・2010 年～ リハビリを中心に入居と通所の利用 

   身体機能を高めて自宅での生活を続けられるようにする。 

   どんな補助器具がどのように使われているかを紹介し器具になじんでもらう活動も。 

   新しいアイデアを補助器具として実用化に向けた研究開発の補助の場。テストアパ 

ートととして研究者、介護者、利用者、企業家、査定する職員等が活動する場にも 

なっている。 

 

〇このセンターでは主に障害者や高齢者が在宅生活を送るために必要な補助器具（福祉用具）の研究開

発の補助（テストアパート）や、実際にどんな補助器具がどのように使われているかを紹介している。 

 

補助器具の開発・導入を進める背景として、人口 540 万人のデンマークでも高齢化が進んできて若年

者数が減少していることから、介護に携わる人材の確保が困難になってきている。（現在は二人一組で介

護をしているが今後は難しい。）その対応策として補助器具（福祉用具）、ロボット、テクノロジーを導

入することに力を入れている。 

様々なアイデアを実際に使える器具へ、実用化するためのサポートをしている。3 段階のテストをそれ

ぞれ約 4～6 カ月かけて行い、評価して実用化されるものが生まれる。アイデアは随時受付をしているし

公募もしている。 

 

また、高齢者自身もただリハビリをすることだけではなくトレーニングに目標を持って挑戦し続ける

ことで身体的にも精神的にも活性され今まで同様に在宅での生活が続けられるように取り組んでいる。 

 

 



○補助器具の導入にあたって、市から査定する職員が訪問して必要な補助器具を判断する。その必要な

補助器具を市が用意して、利用者のもとに無料で貸し出される。ただし将来は（高齢者の増加により）

自己負担もあるかも知れない。また、ボランティアの力を借りることも考えていく必要があるかも知れ

ない。市が購入する物の合計金額が 2,850 万円以上になる場合は入札制度を実施する。市の要望に応え

られればだれでも入札でき、EU 内には募集が告知される。 

 

 

― 見 学 ― （画像） 

○天井走行型リフト（縦横に交差するレールになっておりリビング、ベッドルーム、トイレへと自由に

往来ができるようになっている。） 

○転倒感知センサー（トイレで転倒するとセンサーが働いてヘルパーステーステーションに通報される

仕組みになっている。） 

○ボディドライヤー 

○高さ調整式洗面台（立ち上がる際の手すりの役目も。） 

○オートマチック便座クリーナー 

○iPad（記録や業務内容、服薬確認も IT で。） 

○電動ベッド（ボタン一つで高さ、リクライニング、90 度ターンが可能。） 

○重みのある掛け布団（認知症の方は重みで落ち着き安堵の気持ちになる。） 

○ビタミン D が通過する窓 

○窓枠照明（冬季の夜が長い北欧ならではのものでうつ病の予防にもなる。） 

○音声入りアルバム（家族の写真と音声で。） 

○バキューム式（片手でもふたの開閉ができる。） 

〇食事用ロボット 



北欧研修報告  

 

Lavuk（ラヴック）について 

H28.07.13 

社会就労センターぴいす 

新井 亘 

 

基本情報 

 名称：Lavuk 

 営業時間：12:00-22:00（メンバーは 14:00-22:00） 

 住所：Borgervænget 19 2100 København 

 TEL：+45 39 18 42 11 

 FAX：+45 39 27 27 30 

 email：lavuk@lavuk.dk 

 web サイト：http://www.lavuk.dk 

 facebook：https://www.facebook.com/KlubLavuk/ 

 youtube：https://www.youtube.com/user/lavukkbh 

 

 

目的： 

 障がいのある人が普通に楽しむことを支援する。 

障がいがあるために自分の力で友達の家に出かける事や誰かと一緒にどこかへ出かける事や

パーティを行う事等が困難であるので、それを何らかの形で補って出来るだけ普通の人と同じよ

うに楽しい生活を作り上げる支援をする。 

ただ活動自体を目的にはしていない。例えば料理。料理を作るのが目的ではない、ひとつのテ

ーブルに5〜6人が座って、作った料理を食べながら一緒に楽しい会話をする。そんな時を過ごせ

るようにしたい。 

家族と一緒ではなく、ここでの仲間とどこかへ出かけるのも大切なこと。 

仲間とカフェに行ってコーヒーを飲む。外へ出かけて周辺のことを覚えていく。そんなことを小

さい頃から経験することが必要。（外の社会を見る） 

インクルージョンにも重きをおくけれど、障がいの程度が違うのでそれをどのように一緒に行っ

ていくかを考えるのは難しい。 

一般社会の人が障がいのある人を知る必要もある。自分に何ができるのかを普通の人にも考

えてもらいたい。そのためにもメンバーは外へ出て活動する。 

 

 

 



利用者（メンバー）： 

 １２歳～２６歳までの働いているか学校に通っている障がいを持つ人が対象で、現在１７０人のメン

バーがいる。（２６歳以上が対象の余暇活動支援センターは別にある） 

 メンバーは Lavuk には送迎バスで来る。 

 障がい者を専用に送迎するバス会社が運行している。（コペンハーゲンに（？）一ヶ所ある。） 

 メンバーの障がいは知的障がい、身体障がい、自閉症スペクトラム、ダウン症、脳障害など様々。 

 Lavukでは対応出来ない重度の障がい者は、その人に適した別の余暇活動支援センターに行く 

 

 ＊現在コペンハーゲンの学校が１校、Lavuk の施設、設備を利用している。この学校は特殊な生

徒（障がい者？）８〜１０人と教師１名が Lavuk に通いで来ていて、授業が終わった後は Lavuk

を利用している。 

 

スタッフ： 

 スタッフは「教育者（ペタゴー）」の資格を持ち、勤務時間は１２時〜２２時。１２時〜１７時の勤務 

 のスタッフもいる。（フルタイムにはならないスタッフ） 

 スタッフは３５人（パートは少ない）。 

 

＊ペタゴー（paedagog） 

 保育所（幼稚園）、デイケアセンター、知的・身体障害児（者）施設、学童保育、アルコール依存症

の施設などでケアワーカーとして働く職員の総称。主な仕事は、子どもや支援の必要な人たちへ

の指導や助言。近年では学校教育現場で、授業を担当したり、子どもの様子について教師と話し

合ったりするという役割を持つ者もいる。高等教育（大学）レベルの専門教育を３年半（15 カ月の

実習を含む）受けて、資格を得る。ソーシャル ペタゴーとも呼ばれる。 

 

活動： 

 メンバーは基本的には四つのラインと呼ばれるグループに所属して活動しているが、自分の所

属以外のラインの活動にも参加出来る。 

 

 スタッフはそれぞれのラインのメンバーが全員で出来る活動を考えるが、いろいろな障がいを

持つメンバーが集まっているので、何をすればいいのかを考えるのが一番苦労する。 

 多人数の中で活動（サッカー等）をするのが苦手な人もいるので、そういう時は少人数のグル

ープでの活動（クッキング等）もする。 

 

① アート＆カルチャー（芸術と文化） 

絵画、裁縫、料理、映画、音楽、ダンス、スポーツ、市内のいろいろな所へ出かける。 

ここでの活動を通じて、メンバーの社会性を高める。 

スタッフは安全な環境、居心地の良い空間、美的な表現を重視している。 

 



② スポーツと野外活動 

屋外の活動を希望するメンバーが様々なレベルでいろいろな事に挑戦する機会を作ってい

る。 

コペンハーゲンやその周辺に出かけ、ピクニック、たき火、カヌー、サッカー、ホッケー等を行い、

お互いを助け合うことで友情を育む。また活動する中で自分の限界を知り、さらにそれを越え

る術を学んでいく。 

 

③ MUTECO 

PS3、wii、パソコン（タブレッド）、音楽、映画、テクノロジー。 

若い人達の文化的な活動を支援している。 

 

④ KUBI 

複合的な重度の障がいを持つ人達の活動。 

リズム（音楽と歌）、スポーツ、ダンス、表現活動や健康、リラクゼーション、感覚刺激。 

KUBI は 2 年前に行政から依頼されて増築した区画で行っている。 

メンバー（とスタッフ）のために家族の協力を依頼している。それは家族にとってもメンバーと

どう向き合うかを考えることにもなる。いろいろな場面で家族の協力の機会がある。 

 

＊ 毎週金曜の夜はパーティー（カラオケ、食事）をする。８０人位が参加する。飲酒  

は量の制限はあるが可能。ビールの１～２本を飲んでくつろいで楽しい時間を持つことは大

切。酔うことでで出てくる話もある。飲酒禁止ともなればそんな話も出てこなくなる。10 本

飲んで酔っ払ってしまえば、それはくつろぐような話ではなくなるからそれはよくない。 

 

運営： 

 職員配置は６：１（２６歳以上の施設は１２：１） 

 メンバーが来る時間は様々だが、いつ来るかは把握していて、スタッフのシフトを組んでいる。 

 特殊な分野（芸術、裁縫等）の指導は専門家を頼んでいる。週 3 時間等 

 ボランティアはいない。 

 

 プログラムは基本的には本人の希望通り（自治体からの指示）だが、言葉のない人にはスタッフ

が活動を決めて、本人が満足しているか、楽しんでいるかを感じ取る。 

 ２〜３ヶ月に一度プログラムの見直しをしている。 

 ミーティングはなるべくたくさん行い、一人ひとりに焦点をあてて問題が無いか、活動を楽しん

でいるかを話し合う。 

 

 

 

 



お金について： 

 Lavuk 自体は民間施設で元々は篤志家（か基金事業）が始めたものだが、本来なら自治体が行

うべき業務をやっているので、自治体から給付金が出る。給付費はメンバー一人（市が必要度を

認めた人）につき、１０万クローネ／年（１５０万円／年）をその人の住む市が負担する。 

＊１デンマーククローネ≒１５円 

 コペンハーゲン以外の周辺の市からもメンバーが来ているがお金（１０万クローネ）がなくて自

前で小さな施設を運営するところも出てきた。 

 Lavuk 以外にも余暇活動支援をしている施設もあって、そこは給付費が２倍支払われている。

（理由はわからない） 

 利用者負担は、１２０クローネ（１８００円）／月 

 夕食は４０クローネ（６００円）／食 

 

イベント： 

 ラブックストック（毎年行う大きなイベント） 

  ５０万クローネ（７５０万円）の予算があるので、名前の売れたグループを呼ぶことが出来る。 

  今年初めて、７人のメンバーが企画委員として活動している。アーティストの要請や資金集め 

（カンパ）、宣伝（動画等の編集、SNS の利用も）等を行っている。 

  委員はスタッフが委員としての仕事の出来る人を選んだ。 

 

感想： 

今回１０年ぶりに Lavuk に訪れた。前回と比べるとメンバーの障がいが重度化しているように感

じた。以前は Lavuk が男女の出会いの場的な役割も果たしていると聞いていたが、今回のメンバ

ーではそこまではいかないのかなと思えた。しかし、帰国後 Lavuk のサイトや facebook ページを

見ると日々の活動の様々な画像がかなり頻繁にアップされていて、そこには１０年前に感じたエネ

ルギッシュなメンバーが写っていた。前回訪れたのは夜で、今回は午後１４時過ぎの早い時間。時間

帯によって、来るメンバーや活動内容に違いがあるだけで、遅い時間帯には以前のようなメンバ

ーがエネルギッシュに活動している様子がうかがえた。 



グルボースン市の行政について 

 

説明：フレーデ氏（インターナショナル コーディネーター） 

  

（ デンマークについて ） 

○ 面積 4.3 万平方キロメートル 

（九州とほぼ同じ面積） 

※フェロー諸島及びグリーンランドを除く。 

○ 人口 570 万人（兵庫県とほぼ同じ） 

○ 自治体について 

2007 年に地方制度改革が行われ、５つの 

リージョン（州）と９８の自治体に再編さ 

れた。再編することで、福祉政策や福祉事業を平等に分配できるようになった。 

 

（ デンマークの政府の仕組み ） 

中央政府 ・・・国土のインフラ、高等教育、司法制度、軍隊、警察  185,000 人 

リージョン・・・医療（病院・かかりつけ医、専門医）、県道の整備   136,000 人 

                 予算の９３％を医療に使用している。 

自治体  ・・・住民サービスの政策と実施             495,000 人 

人口の１０％が地方公務員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 自治体の機能 ） 

〇 保育園、幼稚園、小・中学校（フォルケスコーレ） 

デンマークは学費が無料だが、それ以前の幼稚園などは自己負担である。しかし子ども手当が

支給されるので、自己負担は 1/3 に軽減される。ほとんどの学校は自治体が運営しているので、

無料である。私立の学校もあるが、自治体からの支援があり負担金は少ない。 

〇 高齢者福祉は、在宅介護、福祉センター入所の介護があり、全て自治体が運営しているので、



利用料は全て無料である。 

〇 障害者福祉は、身体障害者、精神障害者の支援 

〇 市民の健康管理と予防医学の推進、失業者対策、雇用プログラムの政策と実施 

〇 自治体の都市計画 

県道の工事、風車・バイオマス施設の設置、環境保全、自然保護、廃棄物処理（全てエネル 

ギーに利用） 

 

 

グルボースン市（金城狭市）について 

○ 人口 61,000 人 

デンマークの最南端がありきれいなビーチと多くのサマーハウスがある。 

人口の 1/3 にあたる 23,000 人がニュクビン市住んでいる。 

23,200 人の雇用口のうち 10％が地方公務員である。 

○ グルボースン市の予算（2014 年）は市民１人あたり 100 万円ほどの予算である。 

労働市場関係（失業手当や失業者への教育。通常であれば労働組合から支援金が払われるが、

長期の失業になると組合に入っていないので、自治体が持ち出しする。失業者が増えると自治

体の運営が圧迫する）も予算が使用される。 

○ 自治体の事業 

障害者福祉と保健関係、幼児保育・小中学校 

国としても重点的に政策を組んでいる４つの分野で、バランスを良く摂るために議論が行われ

ている。 

各自治体で、提供するサービスの質を下げずに優先順位を付けながら必要な所にピンポイント

でサポートを届けられるか、いつも自治体としてはせめぎ合いである。 

高齢者で福祉のサービスを利用している人は大勢いるが、一人当たりのコストでは障害者福祉

のサービスの方が高い。障害者個々によってサービスの必要性が違い、オーダーメイドに近い。

高齢者はパターン化ができているので、コストが低い。 

近年は職場でのうつに対してもケアを迅速に対応しているので、予算を使用している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 グルボースン市の障害者福祉について 

 

説明：ヨェン氏（グルボーンス市 福祉政策課の責任者） 

 

グルボースン市では、障害者福祉に対して１つの大きな事業所として取り扱いをし、細部化して

いる。障害福祉のサービスは全て無料であるが、一般の企業がサービスに参入しているため競合

相手である。予算に余裕がある人はプライベートのサービスを受けている。 

グルボースン市の障害者福祉関連の職員は 400 人。 

サービスの提供の 1/3 は他の自治体に提供している。 

 ○ 一番大切にしていること 

それぞれの障害者の可能性を丁寧に見て、その可能性を引き出して、最大限に毎日の生活の中

に使えるように、色々な人と共同でやっていくことを大事にしている。 

どちらかというと、ノーマライゼーションというよりも、それぞれの人のおかれている環境に 

とってベストな選択肢を常にできるようにサポートをしていく考えに近くなっている。 

障害があるために社会の中で孤立しない、自分を社会の中で生かせることができるように模索

していくことである。 

 ○ 市のサービス利用状況 

グループホーム 85 人、在宅 240 人、クラブ 166 人、雇用施設 95 人（利用の重複あり） 

全体の予算は 1 億 1500 万クローネ（約 20 億円） 

○ 障害者住宅（グループホーム） 

グルボースン市には４つの障害者住宅があり、 

そのうち３つはニュクビンの周辺、残り１つ 

はニュステドにある。 

（2004 年～2006 年に建設） 

約 85 名が分かれて利用し、24 時間体制 

で介護を受けられる。アパートと同じよう 

な形式で、それぞれバスとトイレが付いた 

個室があり、その他に共同で利用できるス 

ペースがある。 

住宅を提供するにあたり重要に考えていることは、障害者の方が独立して生きられる、自分の

個性を反映できるように個室が必ずあること。一般の人がアパートを借りる時と同じ感覚で住

宅を借りられ、なおかつ必要な時に必要なサービスを受けられる体制が整っていることを重点

に考えている。 

○ 仕事の提供 

職業関連の施設が 2 ヶ所ある。 

インクルージョンを重要なポイントとしている。 

一般の社会の一部として自分が機能すること。ただ単純作業をやらせればいいのではなく、そ



の人達にとって、また社会にとって意味のある仕事をやる。仕事をやるからにはその人の意思

や、どういうふうに仕事を進めたらもっと良くなるか改善点などの意見を積極的に出してもら

う。 

一方的に与えられた仕事をやるのではなくて、自分で考えながらどうしたら一番楽しく効率良

くできるのか、一緒に考えながらやることを大事にしている。 

フォルケスコーレの学食で働いている人は、子どもたちに毎日ご飯を作ることを生きがいに感

じて働いている。 

 ○ その他のサービス 

家に届いた請求書や手紙を読んで意味を説明し、どう対処したらよいか教える週に一度 1 時

間のサービスがある。また、週 45 時間の買い物や生活に必要なサポートで利用するなど、

その人の必要性に合わせて様々な状況に合わせられる体制をとっている。 

支給された手当を貯金や投資するか、別な物を買って日々の生活に活用した方が良いのかな

どの相談にのったり、中毒（アルコール）の人の支援、快適な住環境を整えるなどと様々な

支援をしている。 

○ クラブ活動 

自由時間のクラブ（食事会や楽器を演奏、歌を歌う、映画を見る、ＰＣやゲーム、スポーツ

など）をスタッフは 2 名で、週に 4 回（月・水・金の夜と土の午後）行っている。 

クラブとして宿泊はない。予算が許さないのでできない。 

デンマークの法律として自治体のサービスを利用する場合は、自己負担は禁止されている。

しかい、障害者住宅に住んでいる人は、年間に 3 泊外泊が認められている。 

○ 民主主義の実現のために 

各障害者施設を利用している代表が集まり、 

改善点やアクティビティの案を出し合って 

いる。自分たちで行事やルールを決めて、 

民主主義を最大限実践しようと定期的に話 

合いをしている。 

 

 

 

視察の途中で訪れたグルボースン市の庁舎前

にデンマークの国旗（ダンネブロ）と日の丸が

掲揚されていました。（驚） 

6 月 15 日はデンマークの旗の記念日。 

赤地に白の十字架が書かれた旗は、国民にとて

も親しまれています。 



Ｓａｘｅｎｈøｊ（障害者職業センター）       

 

説明：サシャ氏 

 

（ 歴史 ） 

昔のデンマークには「人はすべて働く」とい 

う法律があった。 

しかし、その法律から漏れてしまう障害者や 

売春婦、社会になじめない人たちを保護する 

場所として、150 年前に設立された。 

（今の園芸の敷地が該当） 

同じような目的で作られた場所は他にもあっ 

たが、当時から続けて残っているところはほ 

とんどない。 

設立当時から公的な入所施設で、塀が張り巡らされ、外の世界とは遮断されていたが、

1920 年に壁は取り払われた。 

 

（ 現在の活動内容 ） 

60 名の利用者とフルタイム 8 名、パート 4 名の 

スタッフで農業や園芸、売店の作業をし、3 万平 

方メートル（３ヘクタール）敷地を管理している。 

※ネットでは５０ヘクタールなどの記載あり  

利用対象者は知的障害、精神疾患であるが、ハロー 

ワークと共同で再就職ができない人に対して社会 

復帰をしてもらうために足がかりを作ることもして 

いる。また、中毒者のリハビリも兼ねた支援もして 

いる。 

 150 年経った現在も住宅の設備があり、住んでいる人がいる。そのほとんどはボラン 

ティアとして農場で働き、住む部分だけサービスを受けている。職業として働いている

人は一部で、それ以外の人は外から通っている。 

 

（ こだわり ） 

生産している物は全てオーガニックである。最高の品質の物を作り、地域の住民が喜ん

で買ってくれることを大事にしている。 

敷地内を一般の人に開放することにこの数年力を入れ、ファーマーズマーケットの告知



（広報誌に掲載、地元のニュースに取り上げてもらうなど）を積極的に行い、知られる

ようになった。一般の人たちが気軽に来ることで、自分たちの仕事を誇り持って紹介し

たり、見せたりすることで利用者のモチベーションに繋がっている。 

 

（ 生産物 ） 

○畜産  

牛やデンマークの原種の豚などを飼育している。 

動物もオーガニックで育て、肉やソーセージに 

加工して売店で販売している。 

大きな動物や機械のそばに寄るのは怖いけれど、 

動物の世話をしたいと思う利用者は、小動物 

（モルモット、ウサギ、インコなど）の世話を 

している。町に住んでいる人のペットを休暇中 

に預かることもしている。 

馬は障害者を助けてくれる動物で、馬と接する 

ことで色々なことが改善されることが多く、職員の一部と言って良いほどである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○農業（園芸） 

 ここで使っている土は全てデンマークのオーガニック法 

に沿った土を使用している。 

 視察では数種類のトマトを栽培しているビニールハウス 

を見学した。 

 収穫して集められた野菜は、形を整え、オーガニックの 

マークが付いたシールの袋に詰めたりして販売している。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○売店 

 6 名の障害者が販売員として、値付けや商品の補充、接客をしている。 

 ここでの生産物以外に、地域のオーガニック生産者の商品（小麦粉やジャム、菓子類な

ど）や関係がある団体の物も販売している。 

※この後視察に行ったアクティブセンターの手芸品も取り扱っていた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ スタッフについて ） 

  福祉の教育者は 1 名で、その他は農業や園芸の技術者、大型機械の免許を持っている専

門職が指導をしている。また、長年働いている人が新しい人に教えている。 

 ここを利用している人は働くために来ている。ここは、どうやって自分は最大限に良い

物を作るかということに焦点を当てて仕事をする場所のため、専門家の指導を受けなが

ら仕事に特化していくことを大事にしている。教育者は本当に支援が必要な時に入る。 

 福祉に関わる研修は定期的にあり、専門職は、障害者に接するために知っておく一般的

な知識の研修を受ける以外に、精神疾患などの専門的な研修やその時の利用者状況に合

った研修を受けている。 



北欧視察研修の感想 

 3 年前のロサンゼルスの視察研修では、各個人の発達や自立を促すための個別支援プログ

ラムが幼児から成人まで作られ、それを基に受け入れ先の施設が支援を行っていました。 

 昨年の個別支援計画の研修では、谷口理事より「今のアメリカの方針としては、言葉で

意思を表現することが難しい利用者の支援については、支援の専門家が集まり、本人が一

番幸せと感じることを的確に見出すこと」と聞きました。 

しかし、デンマークでは個別支援プログラムという考えはなく、支援者が共同して、本

人とって心地よいと思われることを模索、実行するということを知り、制度の違いに驚き

ました。 

また、北欧の視察で印象に残ったことは「インクルージョン」という言葉でした。 

 ソーシャルワークの学習で「包み込む、包括」という単なる意味でとらえていたことが、 

①障害のあるなしに関わらず、 

②個別のニーズに応じた支援が誰にでも行え 

③地域の中に社会資源として存在する。また、 

④地域社会の中で自分らしい暮らしを築いていく 

ということとして認識することができました。 

 ロラン島での通訳のニールセン北村朋子さんの出会いは、エネルギーと環境について考

えさせられる機会となりました。 

 視察後、日々の業務や生活を理由に、研修で感じた気づきを表立って表現していません

が、研修報告を機会に再度振り返り、業務に繋げたいと思います。 

とらっぱ：赤見正子 



北欧研修報告 

森の幼稚園 

義務教育学校 ～フォルケスコーレ～ 

         報告者：北爪 敏江 

 

１．デンマークの教育体系 

１）憲法の教育条項＝国民全員に教育を受ける権利を守る 

①貧富、性別、社会的地位、国籍などの差別なく、すべての子弟が就学前教育から高等教育まで平等に

教育を受けることができる。 

②義務教育である国民学校卒業後も各自の進路希望に従って無試験・無償で進学を保障される。すべて

の国民が、成人なったときに適材適所の職業資格を持って職業に就くことを保証するためのものであ

る。 

③いつでも再教育を受けられる機会を用意（就学支援金制度：奨学金・就学ローン）してあるため、何

度でも再チャレンジする機会が与えらている。 

  



 

 ２）家庭教育・乳幼児教育について 

  ○子ども一人ひとりに家庭保健師、各家庭に家庭医１人が指定されており、一人ひとりの健康管理

を責任を持って担当 

  ○育児休暇：母親は出産後 14 週間。父は、誕生直後 2 週間 

両親休暇：9 歳まで合わせて 32 週間 

デンマークの労働時間は世界一短く、育児休業は世界一長い。この長い余暇を用いて家族が時

間を共有し、共通の活動をしながらそれぞれの課題を話し合う。  

  ○出産・医療は無償 

  ○１８歳まで子供手当て支給 

    育児資金：子ども手当〈１８歳まで〉 

       ０～２歳：約 24,000 円、３～６歳：約 19,000 円、７～１８歳：約 15,000 円 

○幼児教育の特徴 ⇒ 「社会性の育成」 

          原則として読み書きを教えない（希望があれば読み書きを教えても良い） 

          遊びを通しての対人関係の育成（仲良くなること、自由と責任を学ぶ） 

          統合教育の実践（障害児とともに生活） 

○１０歳以下の約８２％が保育ママ、保育所、幼稚園など各種で保育されている。「待機児童」等

はいない。ほとんどの幼児が市町村の運営する「公共の施設」を利用している。これらは有料で

あるが、国からの「子ども手当」によって実質ゼロ負担である。他の施設や人手に一切託さず、

保護者が育児に専念する場合もある。 

０歳～３歳 保育園・委託保育（保育ママ＊１という） 

３歳～６歳 幼稚園 

保育所：地方自治体の設置義務。０～２歳児６６％収容。３～５歳児９７％収容。 

     有料だが子ども手当で十分支払い可能。待機児童なし。 

   ○保育ママ（ダウプライヤモアー＝介護かあさん）： 

     ０～３歳の乳幼児のほとんどが「保育ママ」に預けられる。「保育ママ」は、市町村で認定を 

    うけた保育の専門家であり、自宅で子どもを預かり、保育を行う。保育対象年齢は、0.8 ヶ月～ 

2.5 歳。ママ１人につき４人の乳幼児が定員（５人まで可能）。保育時間：月～金の週５日、朝 6： 



30～夕方 18：30。料金：預ける時間によって異なるが、公共・民間ともに２人目から半額。超 

過する場合、一人当たり１時間５０クローネ（約 1,000 円）、2 人以上を預けても最大 100 クロ 

ーネ。保育ママとして市町村の認定を受ける条件:自宅に子どもを預かるスペースがある 20 代か 

ら 40 代までの母親か父親で、子育ての経験があること。実際には 50 代もいる。年 2 回、。計 2 

週間の育児に関する研修を受ける義務がある。研修費用は公費負担。逆に研修期間中も手当が支 

給される。保育ママは、ビジネスとしても十分に成り立つほどの所得となる。 

 ３）義務教育制度 

  ①国民学校（フォルケスコーレ＝ＦＳ）：基礎教育のための公立学校。 

①０学年（就学前クラス） 

    〈設置〉義務教育学校＝公立国民学校にすることが義務付けられている。 

    〈目的〉学齢（６歳）に達しても国民学校の教育についていけない、うまく移行できない子がた

くさん出たり、不安であるという声があり、国民学校に進学しながら学校教育を受ける

ための準備教育という意味で「０学年」を設置した。 

    〈教育の内容・方法〉 

        担任２人以上を置いて、生徒一人ひとりの成長を観察し、保護者にアドバイスをする。

幼稚園式遊び中心の教育（遊戯や他の児童との協力活動を通じて学校生活に向けての準

備教育言葉と表現、自然の様子、音楽、協力することなど）であるが、時間の概念を教

えるために時間割に沿った行動へ切り替わり、座席が指定され、授業では挙手して活発

に発言することを求められる。授業内容は意見が言えるように工夫されており、子ども

達は発言することが身に付く。読み書きや数学を学ぶ、そのほか歌を歌う時間、みんな

で遊ぶ時間などがあり、幼稚園から学校生活に慣れるためにソフトランディングさせる

期間である。０学年で１年過ごしても、１年生に進むにはまだ早いと判断されると０学

年を２回することもある。 

   ②１０学年 

    〈設置〉「０学年」同様、進路指導のためである。 

    〈目的〉９年生卒業時に将来の職業を展望して、後期中等教育のどの進路を選択するか決定する 

のであるが、これを決めかねている生徒や少し学力が足りなくてこのままでは高等学校 

        に進学するのに不安を感じる生徒等、９年生の約半分の卒業生が１年だけ補習教育をう

ける学年である。 

    〈教育内容・方法〉 

        常時、親や担任と相談しながら、自分の将来の進路を決定していく期間である。教育活

動も企業での実習や高等学校への体験入学も多く取り入れている。 

    ③民主主義の理念の教育をする重要な場 

      個人の価値観や自由（自己決定）を尊重し、それぞれの生活の仕方を認める。国民学校では 

その重要な役割である学校では、他人を尊重することの大切さを教え、子どもの自由な考え方 

や自己決定を大切にする。子どもをコントロールするよりも、やりたいことをやらせる。遊び 

を通して他人との関係や協力の仕方、ルールの大切さなどの社会性を育てることに主眼を置い 

ている。デンマークでは、結果よりもそれに至る過程でどれだけ努力したかということが評価 

される。大人になっても、どんな職業についたかというよりも、その仕事にどれだけ誇りと喜 

びをもって取り組んでいるかということに価値がある。 

  ４）義務教育教員の養成 

    ①養成機関：４年制の教員養成カレッジ Seminarium 

    ②入学要件：高等教育準備試験もしくはそれに相当する HTX〈上級技術試験コース〉あるいは

HHX（上級商業試験コース）のいずれかに合格している者。 



    ③待遇・給与：小中学校の教員の平均月給：約 3 万 500 クローネ（61 万円）、勤続 25 年フルタ

イム勤務の月収は約 4 万 5,000 クローネ（約 90 万円）学校には転勤制度がない。

本人が希望する限り退職するまで同じ学校で同じ教科の教師を続ける。校長は、公

募制。 

    ④勤務時間：週労働時間 37 時間×52 週（1 年間）＝1,924 時間 

          1,924 時間―224 時間（6 週間の休み＋日曜・祭日）＝1,680 時間 

    ⑤資格の種類：就学前教育教員、義務教育学校教員、後期中等教育教員、職業教育教員 

    ⑥学校保健師：小中学校に配置され、校内を巡回して子ども達の健康を管理する。 

５）特別支援学校 

   ○障がい児（＝ユニークな特徴を持つ子ども）に対応した教育を行う。 

      それぞれの障がいの特性と子ども一人一人の発達段階と学習能力をベースに、子ども自身が

楽しめるような独自の学習方針を取り入れる。①共学②特定科目のみ特殊学校へ③養護学校 

どれが良いのかは心理士判定員、最終的には親が決定する。   

  ６）後期中等教育：義務教育が終了すると、後期中等教育を受ける。①普通教育学校 または ②職

業教育学校 のどちらかを選択する。      

    ①普通教育学校：卒業後、さらに上級学校に進学しようとする者のための 3 年制の学校。原則、 

入学試験はなし。7～9 年生時の成績と適性により入学者が決まる。年齢制限はなし。 

落第した場合、スクールアドバイザーに相談し、新路の見直しを図る。 

    ②職業教育学校：高等学校に進学しない者は、将来自分のなりたい職種の専門学校（修業年限は 

3 年）へ進む。小さい時から自分の個性に合った教育を受けてきているので、高等 

学校に入れなかったといって劣等感を持つことはないし、親も失望することはない。 

12 分野で理論学習と同時に職場での実習訓練を受けることができる。どのコースも 

実習が重視されており、見習給ではあるが給料をもらえる。卒業後には、すぐに職 

につくことができるので特定の職業を目指す生徒が通う。また、専門性をさらに極 

めるために大学に進学して資格を取ることもできる。職業学校は、雇用状況に連動 

して定員がある。定員は、国が定める。 

    ○進学・進路は本人の意思と適性で決まる 

    ○後期中等教育の無償制 

    ○入学試験はない 

  ７）後期中等教育は、生徒の適性と希望に応じて専門教育が施され、終了者には資格が授与される 

教育段階である 

    ○卒業認定には厳格で客観的な試験があり、授業は理論と職場実習によって実践向きの実力が備 

わっているので、卒業生たちは自信を持って社会に出ていく。 

  ８）高等教育 ：後期中等教育の家庭を終了した学生がよりグレードの高い職業資格を得るために進 

          学する教育機関である。それは、「長期」「中期」「短期」の３種類がある。 

           ・長期：学士課程（３年）＋修士課程（２年）等５年以上の家庭をもつ総合大学 

並びに相当の単科大学（修業年数３＋３＝６年）。 

研究職、医師、弁護士、エンジニア、普通高校教諭（教員養成系はデン

マーク教育大学１校のみ） 

           ・中期：３～４年方栄の学士課程 

               国民学校教員、施設指導員、ジャーナリスト、ソーシャルワーカー 

               看護師、助産師、 

           ・短期：１～３年課程の非大学型高等教育 

               ビジネスコーレ、科学技術専門学校、ホテル、レストラン、学校など 



           ＊義務教育学校の教員養成カレッジは「中期」、就学前教育教員は「短期」 

     ○入学試験なし。「高等学校卒業資格」の成績によって進学する大学が決まる。この資格を持

っていれば行きたいときに行きたい大学に行けるので、高校卒業後しばらく働いてから大学

に行くという人生を選んだあり、各地を放浪（「サドバー」という伝統）をする者、外国留

学、国民高等学校を体験する者もいる。また、いつでも退学や再入学をすることができる。 

      ただし、入学の際には「統制入学制度」＝大学間の学生数のバランスを計るための制度）に

よる入学審査が行われる。 

       授業料は徴収されない。そのうえ、奨学金 月 3,600 クローネ（約 7 万 2 千円）支給され

る。これは、18 歳になると子どもは親元を離れて学ぶので彼らに対する生活支援という意味

もある。 

     ○大学卒業資格：大学の卒業率は、毎年 50％以下。卒業に必要な試験に 3 回失敗すると退学処

分。大学教育は、修士号 6 年間を終えて修士号を取得するのが一般的。有能な職業・専門家

（人材）を育成することが教育提供の最大の目標→学費は全学国庫負担。就学支援金あり。 

  ８）成人（18 歳）教育：失敗しても道に迷っても国は支援し続ける。労働者は仕事のやりがいを見失

わない。働かなくても暮らしていけるようなさまざまな支援あり。それでも、就業率は高い。 

     ○人間に失敗や迷いはつきもの 

       失敗が修復され、軌道修正される機会の提供。「自己責任」だとして放置しない。 

       ①困難を抱えた若者を個別に対策する「若者教育指導センター」 

       ②再チャレンジを支援する「ジョブセンター」 

       ③再教育機関としての「労働市場教育センター」 

     ○国民学校（フォルケホイスコーレ＝民衆大学） 

       グルントヴィの思想：学問とは試験のためとか、資格を取るためにあるのではなく、自己

形成のためにするものであると考え、自由と対話による相互作用による全人教育を目指した。

彼の教育思想は現在のデンマークの教育の根底をなすものであり、デンマークの国民的精神

ともなって、今日のデンマーク社会に大きな影響を与えている。 

       特徴：①入学資格 17.5 歳以上 

          ②全寮制 

          ③資格を与えない。履修期間３～６ヶ月。 

       受講生の中にには大学への進学前や仕事を辞めたり、別の仕事を求める前にモチベーショ

ンを高めるためやリフレッシュするために入学する。また、高齢者コース、夏季のみのコー

スなどもあり、自分に合ったコースを選んで、学ぶことができる。 

  ９）仕事のスタンス：労働者にとって仕事とは＝自分を成長させてくれる職場 

       勤続年数は平均８年、退職年齢６２歳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



森の幼稚園 

 

森の幼稚園：１９５０年代半ばにデンマークで誕生した「森の幼稚園」。ほとんどの時間を森で過ご 

       す。子供たちは「表現力が豊か」で「身体が丈夫」に育つという。 

       こうした自然に重点を置く幼稚園は現在デンマーク国に数多くあり、名称も「森」だけでなく、自然の中で遊ぶ「自

然幼稚園」、自然の中で遊ぶことを運動と位置付ける「運動幼稚園」、昔の大きな農場を使って動物を一緒に飼いなが

ら自然と親しむ「農業幼稚園」など多様である。 

 

１）森の幼稚園の目標（⇒園長先生がいつもおっしゃっていること） 

自分を知ることがすごく大事。自分とは、どういう子供か。人間かを知る。そして、自分とは

違う人間がいっぱいいることを知る。意見や見かけが違う人が、いっぱいいるのが社会。その中

で、どうやってみんなで仲良くやっていけるのかを考えながら、子供たちなりに民主主義を理解

して、その中で自分を上手に出していける人間を育てたい。毎日、みんなが幸せに過ごすために、

どう折り合いをつけながら、いいところをだしあっていくのかを最初に学ぶ場であってほしい。 

民主主義で活躍できる人間を育てたい。 

                   

  ２）保育内容・方針 

   ・対象       親が共働き or 働いているシングルの親  ３才～６才 ２０名  

   ・預かり時間    月～木 ６：３０～１７：００   金 ～１６：００ 

・保育士      ３名 

・通園方法     町の各集合場所に送迎している。  

・保護者協力    園内に必要なものを造る奉仕活動 保育参観はなし  

           年２回 転倒でのけが軽減のために、森の中に木製チップを敷きつめる 

・日課 町の集合場所にて、朝食を食べる → 森の幼稚園に向かう 

朝の会  歌を歌う  

            ものすごい嵐などの悪天候のとき以外は、毎朝この場所で行う。 

            雨の時は、雨具。寒いときは、歌いながら体を動かして体を温める。 

      朝のおやつ 地元のオーガニックの野菜や果物や牛乳 

    

       遊び  週ごとにテーマに沿ったアクティビティーがあるが、参加は自由。 

           子供たちは、自分のやりたいことをやる。 

       お昼  お弁当持参。使い捨てでない焼却廃棄できるもののみ使用可。 



                      

    ・方針 

 ○スタッフは、基本見守り。 

        例１： 子供同士が喧嘩になっても、あまり仲介しないでそのままにしておく。すると、

年上の子どもたちが仲介に入り自分たちで解決するのでできる限り見守る。 

        例２： 転んだりしても駈け寄ったりせず、基本見守る。 

        

○遊びに専念させる 

 例１： 好きなこと、やりたいことを気が済むまでできる。 

     やり遂げたという体験を何度も体験する。 

     木登り楽しいな。やりたいな。なぜ、○○くんはあんなに上までのぼれるのだ 

ろう。上手くいく方法を自分で考え上手くいく。だれかにアドバイスをもらっ 

て上手くいく。完遂する達成感を繰り返し味わう。遊びは、学びの宝庫。  

 疑問： 日本の幼稚園の場合、絵を描いていてまだ書き終えていなくても、次はお遊戯

の時間だからと言って途中でやめさせることがある。歌いたくないのに、歌わ

なくてはいけないことがある。みんなが好き勝手すると統制が取れなくなり困

るが、みんな同じでなくてはいけないのか。（管理しやすいからなのか？） 

                                 

       ○電化製品を一切使わない。プロセスを大事にする。命の尊さを知る。 

        例１： パン作り 地元のオーガニックの小麦を石うすで粉をひき、パン生地を作り発

酵させ、かまどで焼き上げる。 

        例２： 魚釣りをして魚をさばいて、ミンチにする。ミンチにするときも電気製品を使

わず手動の道具で行う。 

          

        ○一般的な幼稚園児より優れているといわれていること 

         フィジカルな部分、握力、持久力、忍耐力、瞬発力、精神力、集中力、問題解決能力 

 一般の幼稚園児よりの病欠率が、1/３ 

 

 

 

 



義務教育学校 ～フォルケスコーレ～ 統合教育実施校 

       

        広々とした校庭 青々とした芝太と青空 子どもたちのかわいい笑顔 

 ○全校 ５３０名 全員が違う能力：一人一人に合った教育ができるようみつめる。評価をする。 

      内） 学習障害６４人→教科書ではなく聞いて覚えられる教材を提供する 

         要支援 ９h/週 ５人→心理学者などの外部の力を借りて在学中 

         他機関も利用しながら在籍 １１人→常時支援が必要 

         身体的なサポートを受けている ４人→介護サポートあり 

○特別支援学校の対象基準：支援が９h/週以上必要な子ども及び重度の障がいのある子ども 

 ○インクルージョンとは： 

   障害児のあるなし関係なく個々のニーズや価値観が違うことを認める 

（みんな違ってみんないい） 

   個々のニーズに沿ったサービスを提供すること 

   より強いニーズを把握し、個々に見合った学習を支援する 

   皆が心地よく学校生活を送れることが大事 

 ○インクルージョンを成功させるポイント 

   ①子どもの情報をできるだけ多く集める 

   ②早期発見早期解決 

   ③外部の専門家の意見を聞く 

     ＊ネットワークミーティング 心理学者が、２回/週来校 

                   その他 看護師、ＳＴも加わり２回/月実施 

   ④親と相互理解を深める 

   ⑤移行先の施設や学校と密に情報共有をする        

○統合教育の個別対応例 

①パニックになりそうだったり、なってしまったりしたときに入るお部屋＝安心できる場所 

 

 



 

 ②小人症の児童の方のための環境整備 

   歩幅が狭いので これに乗って           手が届く位置にスイッチのつけた 

みんなと一緒に移動する          ドアが重いので自動開閉にした 

          

 ③椅子の個別対応 

   落ち着いて授業ができるように 個々の特性に合った椅子にする 

   

⑤周りを気にして集中しずらい児童への対応  

   障壁が右側にあると集中できる  苦手な音は、カットする  

    砂時計が落ちるまでは勉強する  好きなものに囲まれて落ち着く 

 

 



⑥就学前の小学校見学    

    

 

 

４．まとめと感想 

    森の幼稚園園長先生に「なぜ、卒園児が一般の幼稚園児より優れている点が多いのか」について

の質問に対しての返答「人それぞれ違うので、一般的にはどういう風になるとは言えないが、幼児

教育は、魂の中に入り込むほどの強烈な体験なので、それをもって育っていった子供が大人になっ

た時にいろいろな面で優れているのではないか。ここで過ごした時間のいい影響がでていると考え

ている。」 森の幼稚園は、細かいカリキュラムはないが、一年中どんな天候でも森や自然の中で

過ごすことで心身両面でバランスのとれた発育を促し、自然の一部としての人間の存在についてや

多様な価値観や民主主義社会を生きることを最初に学ぶ場であった。 

  森の幼稚園の見学後、幼い頃を思い出した。日が暮れるまで家に入れてもらえず、「子供は風の

子」と雨天時以外は外で遊ぶことを諭された。神社や森や川、畑や大きな石、それらすべてが遊び

道具・場であった。怪我や失敗なども繰り返し、友達と競ったり助け合ったりして毎日楽しんでい

た。今でも、鮮明に思い出せるほどの強烈な思い出があり、そばで見守ってくれる大人はいなかっ

たが、まさに森の幼稚園的であったと感じ、幸せな幼児期を過ごしたのだと胸がジンとした。 

遊びは楽しい→もっとたのしく遊びたい→遊びを発展させていく（ルール化、習熟度を高めるな

ど）。遊ぶから楽しさを追求することを学ぶ。幼児期の遊びは、幸せな人生を送るための土台作り

だと思った。どんなことが魂の中に入り込むほどの強烈な体験となるかを意識して子育て・親育ち

をしたい。 

利用者さんの中には知的に３～６歳の方もいるため、日々の体験や環境や心情を察し支援に生か

したい。また、成育歴にもっと関心を持ち、把握した上で支援に生かしたいと思った。 

  義務教育学校では、先生方が何度も『インクルージョン』という言葉を使っていた。『ノーマラ

イゼーション』だけでは古いのかもしれないと思った。少子高齢化の中で、子ども達１人一人のニ

ーズの把握と支援を重視し、本気で人を生かす社会の仕組みを見た。持ち上がりクラス担任制や教

科担任制は、複数の目で日々の子ども達を把握するのに有効であり、問題に巻き込まれている子ど

もに対しては、専門家で構成されているの支援チームがある。各々の専門性を習熟して『インクル

ージョン』にあたることができる仕組みがあることは、とてもパワフルだと思った。それと同時に、

日本はマルチを求められる傾向があり、求められている能力がないと自信も心のゆとりも持てず、

あまりいい仕組みではないと感じさびしく思った。 

    デンマークでは、国民が「幸福な人生」と送れるような教育を目指し、それを実施するにふさわ

しい教育制度を確立していた。福祉を充実させるためには教育が大切であると思った。 

北欧研修で得たものはとても大きく、私の価値観の深い部分に触れたため、いい意味で不安や迷

いが起こっている。幸福感を感じて大切な人たちと生きるためには、どうしたらよいのか、なにが



できるのか改めて考えさせられることが多く、仕事や私生活が少しずつ変化している。これらは高

幸福度を支える社会や教育の仕組みを肌身で感じたからこその成果であり、この感覚を大切に育て

今後に生かしたいと思う。 



-北欧研修報告- 

 

報告者：わーくはうすすてっぷ 阿部 

 

 

●乗馬理学療法センター Center for Ridefysioterapi 

 

<乗馬理学療法センターでの取り組み> 

乗馬理学療法と理学療法を組み合わせてプログラムを作成。 

身体機能の回復や最善の状態を保つことを目的としてトレーニングをしている。 

乗馬理学療法だけでなく、職場でうつになってしまう方に対してのアニマルセラピー（乗馬

セラピー）として利用してもらったりもしており、近年ではセラピーの需要が高い。 

子どももストレスが溜まり、学校に行けない子やいじめを受けた子など気持ちを落ち着かせる 

ために馬と触れ合ってもらったりもしている。 

 

<利用について> 

主治医の判断で必要とされた方は利用することができる。 

 デンマークでは医療は保険がきいて無料になるが、理学療法は一部負担金がある。 

重度の方で理学療法をやることで劇的に変わるという判断をされた人はまれに無料で利用で 

きる場合もある。 

 理学療法と乗馬理学療法のどちらを受けるかも主治医が判断して決める。 

理学療法や乗馬理学療法は医療行為ではなく、症状が悪化しないように最善の状態を保つこと、 

最大限の機能アップのためのトレーニングであり、１００％病気が治るわけではない。 

 

<職員体制について> 

 乗馬理学療法士は２名。 

他は障害者インストラクターの資格を持っている方や資格はないが馬が好きな方など様々。 

全員で 10 名ほど。 

１名の方に乗馬理学療法を行うには３人が必要。１人は乗馬理学療法士、もう１人は障害者イ 

ンストラクター、必ず２人が対になって対応する。プラス馬を引く人。馬が好きなら資格はい 

らない。 

その人にあった装具が使えているか、正しい装具か、正しい姿勢で乗れているかなどを見る役 

割を担うのが障害者インストラクター。 

 

 障害者インストラクターで乗馬理学療法センターに勤めるには乗馬の試験もある。 



土日の世話は交代制で勤務している。 

夏休みなどは必ず４週間の休みを続けて取る。 

祝日やクリスマスも休み、休みの時も乗りたいと希望がある時もあるが短い時間で対応したり 

もしている。 

  

 センターに１名アニマルセラピーを利用していた方で馬の扱いがとても上手で馬が好きな方 

がいて今では職員として働いている方もいる。週１５時間の勤務をしてもらっている。 

 

※乗馬理学療法士の資格を取得するには１年かかる。 

  最初に理学療法士の資格を取得し、その後、乗馬理学療法士の専門コースに通う。 

※障害者インストラクター 

週末受けられるコースがあり、その後５回連続で受講した後に試験を受ければ障害者インス 

トラクターになれる。 

 

 

<馬や砂の管理> 

ここの馬は自由に１日中出入りができるように 

なっている。 

エサも用意してあり、１日１回ビタミン剤を食べ 

る必要があるだけ。 

ストレスを与えないため、夜でも雪の日でも馬が 

外に出たい時は出ている。 

砂にはファイバーの素材を混ぜ、繊維を入れておくことでちょうどいい湿度が保てるようにし 

ている。また、風が吹いて砂がなくなってしまうと再度入れるのが大変なため混ぜている。 

 

 

<スケジュール管理> 

１週間の予定表を掲示している。 

火曜日と木曜日だけダブルヘッダーで 

３０分時間をずらして予定を組んでいる。 

利用者の名前、馬の名前、鞍の種類、 

職員名が記載されている。 

黒は病欠、白は連絡なしで欠席している人、 

連絡なく欠席しても利用料の請求はある。 

２ヵ所黒がついている人は２週続けて欠席の人と誰が見ても分かるように管理されている。 

 



<現在の利用状況> 

１週間で２２５名の利用があり、そのうち１０名位の方は週２回の利用、その他の人は週 1

回の利用となっている。 

 利用する曜日や時間帯は毎回同じであり、都合の悪い時のみ調整する。 

 そのため、スケジュールは固定してある。 

 

 癌で足を切断した子は足がないことだけで他の機能を使わないと機能が低下してしまうので 

利用している人もいる。馬に飛び乗ったりして楽しみながらトレーニングをしている。 

また、脳損傷で全身機能が落ちてしまっている方が機能向上のために利用することもある。 

 硬直があり、腕もグルグル回してしまったり、のけぞってしまう方でも続けることで緊張が緩 

み、乗れるようになる。実際に硬直があり緊張も強い方が１年半利用しているが、最初は職員 

が抱えて２人で乗り、姿勢を覚えさせ、徐々に自分で姿勢を取ることができるようになってい 

る。リフトがあるのでどんな方でも乗せられる。 

 足が開かない方でもできるだけ背中の狭い馬に乗せて、完全に開かなくても少しまたがれてい 

れば乗っている間に徐々に開いて来て乗れている。 

２０年前に交通事故に遭い、重度の状態であり、通い始めた頃は抱えて乗っていたのが今では 

1 人で姿勢を保てるまでに回復している方もいる。 

子どももすごくひどい小児麻痺で固まってしまっている方でも徐々に緩んでいくのは実感し 

ている。 

精神障害の方やうつの方も来ている。 

 乗馬理学療法がデンマークでは定着しているため、主治医も処方する。 

バスがチャーターされてセンターまで来ている方がほとんど。各施設がバスを用意したり、個 

人の場合は市役所に言えば無料で送迎をしてくれる。 

 

<内容> 

 乗馬の時はヘルメットとベストを着用。 

ヘルメットは普通のもの。ベストは落ちるとエアバッグの 

ように膨らみ、身体を守ってくれる。 

 室内だけで乗馬していると刺激が少ないため、毎日必ず 

外に出てもらうことになっている。 

コースは１周２０分のコースをになっている。 

コースはならしていないので凸凹になっていて 

人が歩くのにはあまり感じないが、馬の上だと直接感じるのでならされていない道を行くこと 

には、よりバランス感覚を鍛えられるとても意味があること。 

 子どもの場合はより刺激が多い方が良いので、コースを外れて池に連れて行ったり、色々な仕 

掛けをしている。※ロラン市は雨が降った後の水はけが悪いため、池を作っていることが多い。 



坂があり登ったり下ったり、斜めになっていたりすることで身体の多くの機能を使う。 

そのことでバランス感覚を養うことができる。 

 

 コースを１周したあと馬に乗ったまま理学療法士による 

トレーニングを受ける。 

バランス感覚を養うことや可動域を広げるため、馬の上 

で棒を使ってのトレーニングが主。 

天候の悪い日は室内で乗馬をして普通の理学療法や 

トレーニングを組み合わせて行う。 

 

 

 通常の鞍では刺激が１５％程度しか身体に伝わらないが、ここでは刺激が１００％伝わるよう 

な鞍を利用している。ここで開発したものではなく、一般に販売されているもので、他にも乗 

馬理学療法をやっている施設もあるので乗馬の需要が高いためとのこと。 

２人乗りのものは別の会社で専門に作っている。 

１人では乗れない方は後ろに職員が乗り２人で乗る。 

 

 子どもの利用者はだいたい何歳？と 

聞いてくるため、馬の名前と誕生日が書いてある。 

 最初に乗馬した馬のポストカードを利用者へ 

「これからもよろしくね」とメッセージと一緒に 

送っている。 

“ここに来れば自分の居場所がある”、“自分の馬が 

いる“と思ってもらい、トレーニングに来やすい 

状況を作っている。 

 

 見学時には、硬化症や半身の機能がうまく機能しないため改善のためのリハビリで来ている方 

のグループでしたが、馬に乗っている姿勢はとても車椅子の人とは思えない良い姿勢でした。 

 

 

 

 

  

 

 

 



●スヌーズレン Ｓｎｏｅｚｅｌｈｕｓｅｔ 

  

コニーさん（ＯＴ）３年半勤務。 

  

 <デンマークでのスヌーズレンの考え方> 

 スヌーズレンの語源 オランダ語からきている。 

スヌーフルン 目覚めさせる、覚醒させる 

           ドゥセルン  落ち着かせる、静まる 

           ⇒２つの言葉からできている。 

 

室内で静かに過ごしながら覚醒の感覚や気分を落ち着かせることを味わう施設で一般の人で 

もストレスやうつ症状を良くしたい人も利用できる。 

スヌースルンは２１年前からあり、デンマークでいちばん古くある施設。 

オランダで７０年代生まれた考え方で病院の治療の一環で、車椅子の方が病院内でいろんな

ことにチャレンジできるようにしようということから始まっている。 

大音量を出したい人、暗くして利用したい人などすべての利用者に対応できる施設になって

いる。 

 

また、７０年代に職場環境に関する法律が確立していき、ロボット導入の背景になる。 

例：この高さでは○○㎏まで、この身体の角度では○○㎏までしか持ってはいけない、この

移動など単純作業は回数を決めたり等、細かく決まっている。 

単純作業は機械にやってもらい、人しかできない品質管理などは人がやる。 

長く働ける職場環境が大事とされるようになり、みんながこの基準は大事に思っている。 

ストレスを軽減させるためにスヌーズレンは必要と考えている。 

 

<スヌースルンについて> 

入った瞬間から五感をいっぱい刺激される 

何があるのかワクワクするように仕掛けが 

あります。 

色に関しては色が人に与える影響はすごく 

大きいと考えられ色別の部屋になっている。 

また、音が気にならないようスライドドア 

になっており、静かに開け閉めができる 

ようになっている。 

ドアが閉まることが自分の世界に入りやすいことに繋がっている。 

 



★青の部屋★ 

バブルバス 

光と音楽と泡が出るようになっている。 

携帯をつなげて自分で好きな音楽を聞くこともできるようになっている。 

 

ウォーターベッド 

水が下から突き抜けるような感覚になっている。 

強さや温度も人に合わせて変えられる。 

３７℃に温度を設定。 

落ち着けない子どもに対しては有効。 

ＡＤＨＤや発達障害の方、認知症になっている 

方にはまずウォーターベッドを試してもらい、 

気分を落ち着かせ、ゆったりした気分になってもらうことから始める。 

ラベンダーオイルを布団につけて落ち着かせる。覚醒しない人にはオレンジオイルとオイルも 

人によって使い分ける。嗅覚は他の感覚と違い、ダイレクトに記憶に結び付くので、使い分け 

をして支援に生かしている。嗅覚は記憶の感覚とも言われ、匂いを嗅いでおばあちゃんの記憶 

を呼び起こすこともあり、すごく大事にしている。 

ベッドに横になっている間はボールの入った布団をかけ、上から軽く押すだけでマッサージ効 

果が得られる。 

掛け布団に入っているボールがすごく安心感を与える効果がある。 

施設内で夜ザワザワした時にラベンダーオイルを使うとすぐに落ちつき、効果的。 

ロラン市の中に６か所置いてあり、そのうち２つは高齢者施設に置いてあり大人気。 

２０クローネを握りしめ、次は私の番と喜んでいる。 

２０クローネで２０分の利用。 

障害者施設から来る方は１時間７５クローネ。施設で支払をする。 

ウォーターベッド以外は７５クローネで利用できる。幼稚園生が来たり、一般の方で肩が凝っ 

たなと利用に来る方もいる。 

 

 ジョブセンター（ハローワークみたいな所）と提携 

何で就職できないのかなどすごくストレスを溜めやすいので、ストレス軽減に利用して再度ポ 

ジティブな気持ちになってもらい、就職活動ができるように働きかけている。 

 

不眠の方への処方として掛け布団を提供。これは副作用はありません。 

深い圧力が人へ安心感を与える。抱きしめられているような。 

椅子に座って肩に巻き付けると後ろから抱きしめられているような安心感につながる。 

障害者施設や高齢者施設ではすごく重宝されている。 



４０００クローネ８万円。 

ベストタイプもあり、仕事をしている時に着用したり、料理を作る時に着用することで落ち

着きを得られる。重さが大事。気持ちが落ち着く。 

これも薬の代わりに処方される。ＡＤＨＤの子どもに着せると効果がある。薬を飲ませる代

わりにベストを着させて落ち着かせる。このベストで何人もの人が救われている。 

治療の一環なので１～２時間着用し、休憩を入れて再度着用する。 

 

★赤の部屋★ 

 自然とアクティブになれる部屋。 

すべての異なる触覚と振動ツールを試すことができる。 

子どもたちに押してもらい、何の音か聞いてトレーニング 

に使ったりする。 

ここに来て大事なのは子どもにかえること。 

 

スイッチを押すと呼吸をしているように動くので 

認知症の方はすごく可愛がっている。 

 

カラーボールのウォールプール 

 子どもたちは飛び込み、アクティブに活動する。 

多くの場合、より静かな部屋に移動する前に 

この部屋へ来ることが多い。 

 

★緑の部屋★ 

運動と自己活動の組み合わせで装飾されている。 

ボタンを押すと青と緑の色が混ざったりするポールもあり、自分で好きに色を選択できる。 

スピーカーを取り付けた大型ウォーターベッドでは、好きな音楽をかけてゆったり過ごした

り、音楽はかけずにベッドで自分の心拍を感じながら横になったりしている。 

 

★黄色の部屋★ 

悩みを持つ人に非常に人気のある部屋。大きなボールプールは、体全体に深い圧力を与え、

下から照明が当たっているので暖かい。 

うずまりたいという欲求。本当に欲している人は何も言わずにボールに埋もれていき、精神

安定がはかれる。 

心理学者の方や施設の方と一緒に来て悩みを話せてしまう。 

利用者の方で相談がある方がいるとウォールプールの部屋に来て一緒に話しましょうという

と意外と普段話せない方でも話せてしまう。 



★黒の部屋★ 

青紫の外光に照らされていて、鏡張りになっている。  

様々な利用方法があり、先日は１０名が部屋に入って床に座り何もしないで過ごすという方も 

いたとのこと。 

 集中力が高まると言われている部屋でもある。白い T シャツが光ったり、不思議な現象に鏡 

に映った自分をじっと見つめている人もいる。 

 

★白の部屋★ 

 大きなウォーターベッドの上に横になり、 

音楽に耳を傾け、ゆっくりと変化する光 

の効果を見ることができる。 

光のカーテンがあったり、ロッキングチェア 

がある。  

ハンティキャップのある方や認知症になった方が 

ロッキングチェアを利用することで自分の身体を 

動かすことで椅子が動いたりする感覚がとても良い刺激になる。 

精神的にも自分でもできるという経験をすることでプラスになる。動かせる方の足や腕で揺

れを作ることができるので、自分で何かをできるという気分を味わえる。車椅子に座ってい

るといつも介助されているので自分で何かできるという感覚を忘れてしまいがち。 

前後の揺れは落ち着き、左右の揺れや回転は覚醒の効果がある。 

デンマークでは一般にガーデン用品として売られている。日本にも同じような商品はある。 

  

 

<利用について> 

月～日 朝８：００～２０：００まで利用することができる。 

施設を利用するには、利用方法の講習を２時間受けなければならない。 

職員はコニーさん１名だけであり、講習を受けることで職員がいない時でも責任を持って利

用してもらうようになっている。 

職員は８時～２０時までいる必要もないし、週末出勤する必要もない。 

利用している方は講習を受けているため、汚したり、間違った使い方はしないため、きれい

な状態が保てている。 

基本的には施設の方が一緒に来て利用するが、難しい方についてコニーさんのアドバイスが欲 

しい人はコニーさんの時間を買い、１時間の講習料を払う。 

講習を受けたあとはネット予約可能となる。週に２回電話受付の時間も設け、電話での問い

合わせがある場合は受付時間のみ対応している。 

利用する方は施設の人や学校関係の人、幼稚園、一般の人など様々。 



１時間７５クローネで利用できる。 

普通の人も施設を利用できることが、障害者を身近に感じるきっかけになり、一緒に考える

ことにも繋がる。 

結婚する時にパーティをする習慣があり、先週の日曜日には貸し切りでパーティを行ったグル 

ープもある。 

 障碍者施設や高齢者施設の利用者は毎月まとめて利用料を支払うことになっている。 

 

<施設管理について> 

 ほぼ毎晩シーツを取り換えて、不快な臭いがしないよう最善を尽くしている。 

ウォールプールのボールは週１回洗浄している。 

専用の洗浄機があり、掃除機のように吸い込み、洗浄が終わったのが出てくる。 

１プール１時間で洗浄が終わる。 

この洗浄機がない時は手洗いでボールを洗っていた。利用状況によってであるが１０日に１回 

～１か月に１回やっていた。 

ウォールプールの普及率が高いため、一般に販売されている。１台８０万円位。 

機械を導入し、人件費の削減をおこなっている。機械化できるところは導入する方針。 

人間にしかできないことを人間がやっている。 

 

<支援内容> 

 どの部屋を利用するかは事前に決めるのではなく、ほとんどの人が来たら自分の好きな部屋に

行く傾向にあるため、各自に任せている。 

自分で決められない方や難しい方には色々なことを試し、本人の反応を見てみたてる。 

歯科へなかなかいかない嫌がる子どもや高齢者に対して待合室のコーディネートにも関わっ

ている。 

 また、出張して高齢者施設へ行くこともある。 

どうしても泣きわめいてお風呂に入らないという利用者に対してコニーさんが出張し、気分を 

落ち着かせ、お風呂に入るまでもっていく支援を行うこともある。 

 コニーさんの経験から高齢者で突然かたくなになったりする人は、手を触られたり、身体に触

れられたりすることに飢えている人が多く、さすってあげたり、ツボを押してあげたり、匂い

で気分を落ち着かせたりすることでお風呂に入れる方が多いと考える。 

 

<デンマークでのスヌーズレンの普及> 

デンマークは各地にセンターがあり、誰でも利用することができる。 

スヌースルンは目の前には庭があり、湖も広がっているとても良い環境にあると思っている。 

１００ｋｍ離れた施設から利用に来る人もいる。 

６か所同じような施設があり、全部のリージョン（県にあたる）にあるわけではないが、充実 



した設備が高齢者施設など各施設に整備されているのでそこを利用したりしている。 

 デンマークでは障害者施設や高齢者施設、病院など各施設に２部屋は必ずスヌーズレンルーム

がある。 

 スヌーズレンルームを各施設に設置することに経済的にも意味があり、利用者同士や職員と利

用者で対立することもあり、そういう時にこの部屋を利用することで余計な薬を与えたりする

ことをしないで済むし、職員の病欠率も減っている。 

ストレスが軽減されるため、職場環境の改善にもつながっている。 

 

 “施設内に１ルームつくるだけでも職場環境も改善され、働く職員も幸せ、利用者も幸せ。 

施設内に１ルームつくるだけで劇的に変わる。“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



障害者アクティビティセンター 

報告者：サンサンすてっぷ 松井美香 

 

� アクティビティセンターのサービスとは 

作業活動支援、文化・創作活動支援、自立支援（生活訓練、機能訓練）社会参加支援、

居場所機能などから構成される、多様な社会活動を展開する。としている。 

 

� デンマーク、グルボースン市のアクティビティセンターについて 

 

  

 

利用人数…だいたい 70 人ほどの利用者が毎日通っている 

職員人数…22 名（介護職員、送迎の職員など） 

利用者は朝 8時半～9時半の間に送迎車に乗り来園し、半日～１日過ごす。 

  

 

 

 

 

 

 

障害や年齢に合わせて５つのグループに分かれて活動を行っている。 

日中活動のほかに乗馬セラピーやスヌーズレンを受けに施設に通うこともある。 

また、施設は年中無休であり、いつでも利用できるよう体制が整っている。 

 

 

写真 1 送迎風景 



 

� 施設説明 

施設内にはほとんどの場所にリフトが設置してあり、介護職員の負担を軽減している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スヌーズレンルームは施設に必ず設置されている。真っ暗になる部屋というへやもあ

り、気分を落ち着かせるために役立っている。また、この施設では１部屋しかない為、

スヌースルンまで週１で通っている。 

  

 

 

食堂、一食３０ＤＫＫ。食堂を利用するかは自由。お弁当持参の人もいる。しかし、

食堂の食事は人気があるので食堂を利用する人は多い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 4 スヌーズレンルーム 

写真 3 リフト 写真 2 トイレ 

写真 5 食堂 



庭、果樹園も５感を刺激するための重要な場所である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� 陶芸班 

１０～１２名が利用者がいくつかのグループに分かれて作業している。 

 

「Ｎｏ Ｌｉｍｉｔ」 

 ＥＵの支援を受け、イタリア、ルーマニアと共同で陶芸品を作り販売している。デ

ンマークでは経済的に十分な年金をもらっているが、他の国は政府からの支援がない

ためこういった活動でモノが売れることはとても重要なことである。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 写真 8「Ｎｏ Ｌｉｍｉｔ」の活動 

 
写真 6 果樹園 

写真 7 庭 



今取り組んでいるプロジェクト 

 自治体からの依頼で、丸を書いたタイルをコンクリートブロックに貼り街の歩行者

天国などに設置している。街の人たちにも好評、利用者も誇りを持って取り組んでい

る。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記のプロジェクトは、自治体の公園道路課から予算が出ているが、その他の作業

は福祉課から予算が出ている。作品の売上などは利用者に還元するのではなく、次の

作品の為の予算となっている。 

� 高齢者の方たちの班 

こちらでは、小さなキッチンが設置してあり利用者は来たらまずコーヒーを飲み作業

を始める。作業部屋とは別に、４，５０年前のデンマークの一般的なリビングを再現

した部屋があり、ここでは利用者同士で昔話など楽しむ場所となっている。昔を思い

出したり、会話をすることで認知症予防となっている 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真 9 歩行者天国のプロジェクト 

写真 10 昔のリビングルームを再現した部屋 



 

 

 

� 手芸班 

手芸班では、手先の器用な人たちが所属しており、手芸や編み物をしている。各自作

業道具の入った箱を持っており、自分のペースで作業を行っている。 

  

 

� 身体障害、コミュニケーションが難しい人たちの班 

車いすに乗っている人たちや、気持の表現が難しい人たちが所属している。 

ここでは、触る、ブランコで揺れるなどの活動を行っている。また他者との関わりが

ストレスになってしまう人の為に、つい立を用意し一人になれる空間も作っている。 

 

 

 

 

写真 11 作業の部屋 

写真 12 手芸班 

写真 13 ハンモックやトランポリン 

写真 14 つい立のある空間 



 

� 重度の身体障害のある人たちの班 

フルサポートが必要な人たちのグループ 

毎週金曜日にはミュージシャンを呼び演奏会を開いており、大人気なイベントとなっ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

� これから 

現在、新しく自閉症の人たちの為の部屋を増設しているところである。さまざまなニ

ーズを聞き、通いたいと思える施設を試行錯誤して作っている。 

また、こういった施設には必ずと言っていいほど、高齢者の為の施設も併設している。

それは、人が施設に合わせて動くのではなく、施設が人に合わせて継続して通える場

所を作っていくことが大事と考えているからである。 

写真 15 部屋の様子 



第 56 回 ニールセン北村朋子 

デンマーク・北欧における生き方、働き方、考え方 

 

ニールセン北村朋子  にーるせん きたむら ともこ 

デンマーク在住ジャーナリスト 

 

2001 年よりデンマーク、ロラン島在住。ジャーナリスト、コンサルタン

ト、コーディネーター。デンマーク・インターナショナル・プレスセンタ

ー・メディア代表メンバー。 

2012 年デンマーク・ジャーナリスト協会 Kreds2 賞受賞。関心領域は持続

可能な社会づくり、気候変動適応、再生可能エネルギー、農業、食、教育。

著書に『ロラン島のエコ・チャレンジ～デンマーク発、自然エネルギー

100%の島』。神奈川県茅ヶ崎市出身。  

  

デンマークのワーク・ライフ・バランス 

 日本でも男女共同参画社会、ワーク・ライフ・バランス、イクメンなどの言葉に、多くの

メディアが注目にするようになって久しい。安倍政権が掲げるアベノミクスの『3 本の矢』 

の中でも「民間投資を喚起する成長戦略」として、全員参加の成長戦略、女性が輝く日本な

どの項目で政策を示しており、さまざまな試みが行われているようだ。 

 高度成長期に生まれ、バブル経済の時代を謳歌（おうか）した私は、会社員時代、実によ

く働いた。仕事で徹夜したり、午前さまになったりしたことが何度もあったし、仕事の後に

同僚と食事をして終電近くになることもよく経験した。前日、どんなに遅くなっても、翌朝

はまた 9 時にはオフィスで仕事を始めなければならないし、そのためにはすし詰め状態の

電車に乗るという苦行にも耐えなければならない。 

 これまでにしたどの仕事も楽しかったし、いい上司や同僚にも恵まれ、学んだことも多か

った。昔の同僚にたまに会うと、つらかったこと、大変だったこともたくさんあった、とい

う話になることもあるが、私の場合、振り返ると、楽しかったことばかりが思い出されるの

で、得な性格なのかもしれない。 

 それでも、会社員を辞めてフリーランス（当時は映像翻訳家）になったのは、毎日、どん

な仕事の状況でも、必ず毎日 9 時に出勤するために、あの満員電車に乗らなければならな

いことや、なかなか定時で帰れない仕事のリズムに疑問を抱くことが度々あったからだと

思う。 

 そんな私がデンマークに暮らし、仕事をするようになって驚いたのは、この国では共働き

が多いこと、残業をしないこと、金曜日が半日勤務であること、休みや休暇をしっかり取っ

て自分の時間、家族との時間、友達との時間を楽しんでいること――である。ほとんどの家

庭が共働きなので、幼稚園やフォルケスコーレ（デンマークの義務教育を担う一般的な小中



一貫校）では、日本の学校にあるような父母参観はない。その代わりに、毎日皆がそろって

夕食を食べられるので、そこで、その日一日にあったことを、子供も親もワイワイ話しなが

ら共有することができる。 

 デンマークで、なぜこのようにほどよいワーク・ライフ・バランスを保つことができるの

か、そこには、以下に挙げるようないくつかの理由がある。 

【法制度】 

● 労使協定により、労働時間は週 37 時間である→労働組合や労使関係が成熟しているが

デンマークでは、企業別ではなく産業別に充実しており、労使交渉も対等に行われている 

● 労働時間は、平均的に朝 6 時～夕方 6 時までの間の 8 時間勤務、金曜日は午後 1～3 時

までに仕事を終える人が大半 

● 土日祝日は休み。年次有給休暇は年間 5 週間 

● その日の労働後、次の労働時間まで最低 11 時間は空けなければならない 

● 4 カ月平均の週の労働時間は 48 時間以内でなければならない 

● 7 日間のうち、最低 1 日は休まなければならない 

● 主休暇（メイン休暇）は 5 月 1 日～9 月 30 日までの間に、3 週間連続で取る 

● 残りの 2 週間の休暇は、できる限り 2 週間連続、もしくは 5 日ごとの休暇とする 

● 夫婦合わせて 52 週間の出産・育児休暇 

● 通常、残業は最初の 3 時間が基本時間給の 50％増、それ以降は 100％増 

● 日曜・祭日出勤は基本時間給の 100％増 

【社会の仕組み】 

● 短い労働時間 

● フレキシブルな労働時間 

● 在宅勤務 

● 社員間の信頼 

● 安価な幼児保育 

● 子供の病気の 1 日目に親の休暇取得が可能 

● 待機児童なし 

● 義務教育、公立高校、国公立大学が機能し、十分にその役目を果たしている 

● 介護制度の充実 

"信頼に基づく裁量"が仕事の基本、残業発生は上司の責任 

 デンマークの仕事の世界は成果主義が基本であり、結果さえ出せば、仕事の配分や仕方な

どは各人の裁量に任されているといっていい。担当者ごとにある程度の裁量権も持たされ

ているため、会議や報連相も必要最低限で済む。各人の裁量に任せることができるのは、上

述の通り社員同士の信頼関係があるからで、それを担保しているのが、実社会に生かせる

PBL（Problem Based Learning ＝問題解決型学習）教育の充実である。 

 また、チームや部下に残業が発生するのは、目標設定や仕事の配分、適材適所の人材登用



などに不備があるということで、管理者＝上司の責任も問われることになる。前述のような

高い残業代が多く発生するような状況は、企業や組織の経営には大きな負担となる。部下や

チームスタッフが定時で仕事を終われるようにするために、上司にも大いに責任があるの

だ。 

働き方、生き方、考え方を進化させるとき 

 冒頭、会社員時代には実によく働いた、と書いたが、現在、フリーランスとしても、その

頃以上によく働いている。ただ、「よく」の意味合いがかなり変わってきたかもしれない。

よく働き、よく休み、よく楽しみ、よく学ぶ。社会に生きる自分、自然の中の一部としての

自分の役割とは何かを考え、自覚しながら暮らしているという実感と心地よさがある。 

 最近、お隣のスウェーデンでは 1 日 6 時間労働へとシフトしつつある。週 55 時間働く人

は、週 35～40 時間の人に比べ脳卒中になるリスクが 33％上昇するとの調査結果※などを踏

まえて、労働時間短縮に踏み切ったわけだが、1 日の労働時間が凝縮されることで集中力が

高まり、モチベーションも上がって、短時間で仕事を仕上げるエネルギーが湧き上がるので、

生産性も落ちることはなく、その上、社員はハッピーで休みも十分に取っているため、社員

間の対立も少ないという調査結果が出ている。 

※University College London の調査による 

 デンマークでも、労働時間のさらなる短縮が議論になっており、質の良い従業員の確保や

生産性の向上、公害を抑える効果、より公平、平等な社会の確立、民主主義の強化に効果が

あると考えられる――とメディアも指摘している。 

 一方、総務省統計局の調査によると、正規雇用者の中で週 60 時間以上働いている人の割

合は、男性で 16.7％、女性で 6.4％に上っている。日本に来るたびに、朝早くから夜遅くま

で開いている商店や企業、サービスを便利だと感じる一方で、本当にこれほどまでのサービ

スが必要だろうか、働く人が疲弊していないだろうか、と切ない気持ちにもなる。 

 20 世紀も遠い昔に感じるようになった今日、人口、経済、社会など、前世紀からこれま

でにない領域へと大きく変貌を遂げようとしている日本は、働き方、生き方、考え方も進化

させる時にきているのではないだろうか。 

 

 

労政時報の人事ポータル jin-Jour より 

https://www.rosei.jp/jinjour/article.php?entry_no=67507 

 


