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My Journeyは、「私の（人生の）旅」と題して日本介護事業連合会の関わりのある

著名な方々にインタビューをして、その経験を文字データ、動画データとしてより多く

の人に提供できるようにしたものです。文字データとしては本冊子、動画データとして

はサイト上で閲覧できるようにしております。

実は、このようなことを実施することとなったきっかけがありました。本会は政界、

官界、実業界など日本で枢要な地位を占める方々とのお付き合いが数多くあります。そ

こでは大変興味深い話を伺える機会も多く、会員の皆様にその一部分でもお伝えするこ

とができないものか、ということがあったからです。

それに本会の目的としてもそのような各界を代表するような方々と全国の多岐にわた

る会員の皆様を結び付ける役割も負っている、ということもありました。

人は「目」から「耳」から「経験」からと三つの方法によってしか学ぶことはできな

いと言われています。日本介護事業連合会は、その目から、耳から学び、仮想体験し、

情報収集できる内容を提供することも事業領域の一つと考えております。

この冊子や動画をきっかけとして、本会とのご縁が拡がることを祈念しております。

一般社団法人 日本介護事業連合会

事務局長 堀田 慎一

「My Journey」動画版

MyJourney＃1YouTubeで公開中

日本介護事業連合会 YOUTUBE
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【経歴】
約30年にわたり衆議院議員を務め、現職時には防衛庁長官・環境庁長官など要職を歴任。憲法や防
衛、環境問題を専門とし数々の法案を立案。 2014年12月より一般社団法人日本介護事業連合会代
表理事・会長に就任。介護・医療を通じて、これからの日本のあるべき姿を創るべく日々、邁進し
ている。

愛知和男
一般社団法人日本介護事業連合会会長
元国務大臣（防衛庁長官・環境庁長官）元衆議院議員

My Journey Vol.1

【略歴】
昭和36年 東京大学法学部卒
昭和36年 日本鋼管株式会社入社
昭和48年 同社退職

大蔵大臣秘書官
昭和51年 衆議院議員初当選（旧宮城1区 以降当選9回）
昭和55年 外務政務次官（鈴木内閣）
昭和57年 労働政務次官（中曽根内閣）
昭和61年 衆議院文教常任委員長
昭和62年 自民党調査局長
平成01年 衆議院安全保障特別委員長
平成02年 環境庁長官（第2次海部内閣）
平成05年 防衛庁長官（細川内閣）
平成06年 松本歯科大学理事長
平成09年 日本経済研究会理事長
平成16年 関西大学理事・客員教授
平成17年 自民党観光特別委員長
平成19年 衆議院政治倫理審査会長

衆議院の院議により永年勤続（25年在職）の表彰を受ける
平成22年 旭日大綬章受章

〔趣味〕声楽 スキー（準指導員） ゴルフ

防衛庁長官時代の視察の様子 趣味のスキーでの一コマ
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１．愛知会長の政治家としての思い出深いエ
ピソードをいくつか、教えてください。

愛知 思い出深いことと言ったらいっぱいあ
りますが、いくつか申し上げたいと思います。
憲法の話をされましたが、私は、初当選を

したころから国政の場で政治家として活動す
る場合、憲法問題は避けて通れないだろうと
思って最初からそういう思いを持ちました。
ところが、なかなか憲法のけの字も言ったら
それだけで役職を辞めさせられるみたいな時
代が続きましてね。ずっと。
実際問題として、僕は防衛庁長官をやりま

したが僕の前任者が記者会見か何かで少し憲
法について触れたらそれが命取りになって辞
めざるを得なくなって、僕は急遽ピンチヒッ
ターでその後を継いだという経緯がありまし
てね。
それを思いますと本当に時代は変わったな

と思うんです。とにかく憲法の中身を言い出
すときりはないですが、国民が自ら決める、
民主主義ですから国民が主権を持っているん
ですが、その主権の使い方が普通は、議員を
選ぶあるいは市町村長、県知事を選ぶ。それ
で後はおまかせでしょ。
唯一憲法だけが国民が自ら決めるんですよ。

賛成か反対か。意識がものすごく変わるはず
ですよ。民主主義というものの意識が。です
からそれをやらなくちゃいけない。内容に触
れるときりがないですけど憲法改正、憲法の
問題で一番、国民に大きな影響を与えるのは
そのことだと思うんですよね。
これはもうそれこそ誰かを選ぶんじゃなく

て、憲法の草案が出てきますから、それに対

して賛成か反対か。国民自らそれに対して判
断をするわけですからね。そういう意味で憲
法は、早くそういう場に乗せたいという思い
を強くもちます。
僕は39歳で初当選。約３０数年国会議員を

やってきたわけです。あいだに落選もしまし
たんで空白もありましたが、その間に、それ
こそ戦争などはありませんでしたが、政界は
ある意味でいうと戦争、権力闘争の世界です
からいろんなことがありましてね。
思い出は尽きないわけですが、その中で政

治家をやらせていただいたことで出会える人
に出会った。逆に言うとそうでなかったらと
ても出会えないような人に出会いがありまし
た。その典型が田中角栄先生です。
まぁこの人に、この人なんて言ったらいけ

ないな、この先生にですね、いろんな意味で
ご教授いただいたというのは、僕の人生を振
り返ってみてものすごく大きなことがあった
と。こんな人が世の中にいるのかと場面、場
面でですね、感じましたね。
まぁ話がこうがらりと（変わりますが）し

ますが、では国会議員として何をするのが役
割かと言うと、もの凄く大きな役割がですね、
官僚に対する陳情なんですよ。
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民主主義で国会が最終的な最高機関だと言
いながらですね、日常の政治家としての仕事
の大半は官僚に対する陳情なんですよ。
いったいこれでいいのだろうか。という思

いはずっと最後まで持ち続けましたね。やは
りそれで良いわけではないんでね。その辺の
バランスをどうするかが大問題ですね。
今は逆にその官僚がそれに行きすぎちゃっ

たところがあって官僚がすっかり元気をなく
してしまって官僚の諸君に元気を出してもら
わないといけない。
だから政治の責任もあるので、非常にバラ

ンスは難しいですけど僕の実感から言います
と官僚に対する陳情が仕事だったなと、やっ
ぱりそれじゃ駄目だなと。
普通の法律ですとね、官僚と一緒に原案を

作っていってそれで国会に出すわけですね。
だけど憲法だけは役人に相談しながらという
話じゃないんですよ。そういう意味でもね、
政治家が主体を持って取り組むのが憲法の問
題ですよね。
あちこち話が行ってしまいましたけどずい

ぶん色んな事がありましたね。
選挙制度が変わったわけですよ。中選挙区

から小選挙区に。これにはずいぶん大きな抵
抗や議論があってなかなか簡単ではなかった
わけだけど結局、小選挙区制に変えた。私は
それを推進するほうの一人だったんですけど、
今から考えると失敗したなと思ってますね。
今の現行の制度というのはやっぱり当初言わ
れてたんだけどその通りになってきた。要す
るに政治家のスケールが小さくなっちゃった。
サラリーマン化しちゃった、ある意味で言う
と。そういう意味で言うと選挙制度というの

は元のほうがよかったんじゃないかと。
今更もとに戻そうというのは簡単ではない

ですが元のいわゆる中選挙区というのは同じ
政党の中で争うんですよね。これはものすご
い争いでね。そういう中でお金もかかったり
親分子分の関係が出てきたり派閥が出来たり
という弊害がいっぱいあった。だからそれを
無くすためにという事だったんだけど、それ
は確かに小選挙区制度にしてから非常にゼロ
ではないけどかなり少なくなりましたね。
ところがその本当に選挙になる前にね、党

でそれぞれ候補者を決めてしまうでしょ。
新しい人が出てくるという事が非常に難し

くなってしまった。その最初の党の候補者を
決めるというのが密室の中での出来事みたい
なところがあってね。なぜこの人なのか、な
ぜこの人ではないのかというのが分からない
わけですよ。一般に。
だからそれが一番の欠陥のひとつですけど、

まあとにかく元の選挙区、選挙制度だと本当
に大変でしたね。
具体的な名前を言って恐縮ですけど僕の選

挙区というのは宮城一区。ここからはですね
三塚博さんが出てた。後々三塚派という派閥
を率いて大蔵大臣や色々な要職を務めてね、
これと争うのは大変でしたよ。その中でもの
すごく鍛えられましたね。色んな意味でね。
ところが今の政治家達はそういうことがな

いんですよ。公認をとればだいたい決まりみ
たいなものですから、やっぱり今の政治を悪
くしてしまった。スケールが小さくなってし
まった。政治家を思い出しても、今は安倍一
強と言われているけど昔はそうじゃないです
から。
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もうそのすぐそばに、すぐ後に虎視眈々と
狙っている人が何人かいてね。何かあるとす
ぐ取って代わるわけですよ。そういう緊張感
の基にやっていたわけです。だからああいう
時の総理大臣は大変だったと思いますね。国
政の場もそうだけど（国会の）中でもいつも
緊張していましたからね。
ちょっと様子が変わってしまって今の政界

全体がなにかこう沈滞ムードみたいなものが
生じているなと思えてならないですけどね。
思い出ばかり語っていてもいっぱいあります
のでこのへんで。

２．知られた政治家であった会長が考える政
治家の資質についてご教示下さい

色々な言い方が出来るかもしれませんが、
先ほども申し上げましたけど僕の人生を振り
返ってみて一番大きなインパクトだったのは
田中角栄という人。
正に政治家のあるべき姿の典型みたいな人

でして、どういう点かというと少し分解して
言いますとね。まずはもの凄く繊細な神経の
持ち主でなければダメなんですね。政治家と
いうとドーンと構えてよしよし、みたいな感
じに受け取りがちですけど、実際はそうでは
ない。一番大事なことのひとつは繊細な神経。
それからやはり政治家というのは一人でや

るわけではなく人を動かすというのが仕事で
しょ。人を動かす力が無ければいけない。そ
れなりの徳というかそういったものがないと
いけませんね。
政治家というと政策が大事だと言いますけ

ど政策だったら政治家でなくていいんですよ。

学生でも何でもいいんですよ。問題はそれを
実際に実行していくこと。これも田中先生の
言葉ですけど「決断と実行」というのが
キャッチフレーズでしたけどまさにそうなん
ですね。決断しなければいけない。
政治家が決断しなければいけないというの

は随分ありますよね、世の中には。そしてそ
れを実行に移さなければならない。それは人
がやるわけですから。人を動かす力が無けれ
ば（政治家として）大事な点が欠けるという
事になってしまうと思う。
色々時代によって変わってきていますけど

最近では政治家に求められる大きなものの一
つは国際性。これからの日本を考えると特に
そうですね。従来はアメリカの後をついてい
けば良かったわけだけど、もはやそういう時
代ではありませんし。国際感覚というかそう
いったものが必要になってきますね。
やはり先ほどもいいましたように非常に魅

力のあり徳のある人物である必要があると。
それでその人の持つものの見方というものも
やはり天下国家を考えるという事が無ければ
いけませんよね。国政ですから。
政治家にも色々なところがあるから、地方

の政治家は地域の問題を考えれば良いわけだ
けれど国政の場という事から言いますと、
やっぱり天下国家を考えるというのがなけれ
ば目先の事ばかりやってたんじゃ落第だと思
いますね。
政治家に求めるものというのも随分ありま

すけど思いつくことを申し上げますとそんな
ところでしょうかね。
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３．現在、日本介護事業連合会の会長として
の取り組みや力を入れていることをご教示く
ださい。

介護の問題をやらせていただくようになっ
たのは、偶然というか私は現役の頃は全然ご
縁がなかった世界ですから非常に戸惑うとこ
ろが多かったわけです。まだ会が始まって４
年ですからいつまでも戸惑っていたんじゃダ
メなんですけど。本当に今まで考えもしな
かったようなことに遭遇しましてね。非常に
教えられることが多いんです。介護の話とい
うのは人生の最後、誰でも人生最後は来るわ
けじゃないですか。その最後に係わる話しで
すよね。その人が最後、あぁ人生良かったと
皆さんありがとうということで世を去ると。
そういう事が出来るのが一番望ましい姿で、
ぼく自身も自分にそう思います。非常に抽象
的になりますけど一番大事なテーマだろうと
思うんですよね。
そうするとそのお医者さんとかそういう所

（医療従事者）との接点が出てくるわけです
よ。お医者さんの役割というのは、命を1分
でも2分でも長くするということが医者の基
本的な役割だという事になっていますから。
何か手を打てばちょっと延びると。ところが
その人の人生にとってみるとですね。それで
ちょっと延びたってあんまり意味がないじゃ
ないですか。苦しみだけが延びるわけで。人
生これではい終わりと。宣言するのは(現行
法において)お医者さんしかないわけですよ。
権限は。だからお医者さんにもそういうよう
な自覚を持ってもらわないといけない。
私は介護のほうの会長をやっていますが、

介護の事だけを考えていたんじゃいけないと、
もっと幅広いお医者さんもそうだし他の業界
の方々との連携というか（協議)そういうこと
が非常に大事なんじゃないかと思います。
とにかく人生最後、平穏な気持ちであぁ良

かった。とそういう気持ちでこの世を去ると
いうのがやっぱりいいんじゃないですかね。
そう望みますよね。
それにはどうしたらいいかと整えていくの

が周りの役割で言うのは簡単だけど実際は難
しいですが、とにかく今や長生きになりまし
たから大変けっこうなことですけれども長生
きになったって長生きになった部分をね、苦
しみじゃしょうがないじゃないですか。杓子
定規に考えたんじゃダメでどういう最後を望
むかとか。ご本人の気持ちがありますよね。
そういう問題もよく心得てそれで対応してい
くとこれが介護に携わる者の役割だと思うん
ですね。
一番先端(現場)ではね、介護士の皆さんあ

るいはお医者さんの皆さんこういう人たちが
自分が担当する患者さんがどういう気持ちで
最期を迎えているのかどういう気持ちで終わ
りたいと思っているのか。というようなこと
を良くわかる人じゃなきゃいけない。
そういったことを介護事業連合会で出来る

かどうか分かりませんけど、ものすごく大き
な、ある意味で崇高な課題に取り組んでいる
と思いますね。
それから介護の話は日本だけの問題じゃな

いですよね。世界の国々の人たちとの協議を
通じて我々が考える介護はこうだと相手の国
は風習も文化も違いますから自ずと違うと思
うんですけどね。そういう意見交換をしなが
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ら良いものを作り上げていく事が大事ですね。
この連合会の役割はそういうところにもある
んじゃないかと。
ちょっと話は飛びますが、従来日本という

のは先進諸国に追いつき追い越せというのが
大命題だったでしょ。そういう時は世界にモ
デルがあったわけですよ。あのモデルを目指
してこうやろうと。ところが今やもう追いつ
いちゃったわけですよ。日本はね。追いつく
どころか追い越しちゃった。特に介護の世界
はそうだと思うんですけどモデルが無いんだ
と、世界に。逆にモデルを追いかけるのでは
なくて自分たちがモデルになるようなものを
示すと世界に対してそういう自覚を持って取
り組んでいかなきゃいけないんじゃないかと、
これがこの日介連の役割の一つだと思います
けどね。

４．日本介護事業連合会は、政界、官界、実
業界において多大な活躍をされてきた方々が、
理事として名を連ねています。そのような
方々と今後どのような取り組みをされていか
れるのでしょうか

今現在もっとも影響を受けているのが石飛
先生です。齢も私よりちょっと上かな。まぁ
石飛先生の仰ることはその通りだと思う事
ばっかりでそのことを石飛先生は石飛先生で
外へ向かって発信しておられます。今やもう
大変有名な方になりましたけど、私は私でそ
れを受け売りじゃないけど大いに外に発信し
ていきたいと思って。本当に（石飛先生に）
感謝をしております。
それと同時に理事の中には色々と政界、

官界、実業界、企業の色々な人達が入ってい
ます、介護の話というのは、介護に関係のあ
る人だけがやれば良いというものではなくて、
社会全体として取り組んでいかなくちゃなら
ないのであえて色々な方たちにお願いをして
理事になっていただいたという経緯もありま
す。
メンバーの企業もいわゆる大企業が結構あ

りまして、普通こういった会の会員になると
じゃあ入ったメリットはどこにあるんだと。
こういった事を言われるのが普通なんですね。
我々の介護事業連合会の会員になっていただ
きたいとお願いをして時にはそういう風な事
を言われることもあるんですが、私はそうい
う時にあえて申し上げるんです、今や社会全
体の問題なので社会貢献の一つと考えてご協
力いただきたい。というお願いを主として、
しているんですね。
したがってこれからも色んな幅広い出来る

だけ多くの企業団体色々な方たちに入ってい
ただいてそれぞれのお立場で（例えば）大企
業の介護とはまったく関係の無い企業でも今
や介護離職という問題に直面しておられるわ
けです。ですから他人事じゃないはずなんで
すね。そういう方々に入っていただいて企業
の経営の中で介護にどういう影響を受けてい
るかなどもそういう機会にお話をいただいて
皆で考えるというような事を是非やっていき
たいと、こんな風に思うんです。
したがって、これからも今までも優良な企

業の皆様にも入っていただいておりますけど
さらにそれを伸ばしていってその中で我々の
役割を探していきたいと思っています。
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５．会長が日本介護事業連合会の会長として、
介護業界に対する思い、ならびに介護に携わ
るご家族の方々に対するメッセージがあれば
ご教示下さい。

私はなるべく介護の現場に行って勉強とい
う意味でそのたびにもう大変感動するんです。
本当に介護に携わっている人が大変な仕事を
一生懸命献身的にやってらっしゃる姿を見て
頭の下がる思いをその都度してきます。
そういう人達にどう応えていくのか。方向

としてはロボットみたいな物を発達させてそ
れを広めて少しでも（現場の）負担を少なく
する。というのもあるでしょうけど、しかし
介護という話は、介護をされる方は人間です
し、最後はやっぱり人と人との関係ができて
その中で心が穏やかになるんだろうと思いま
すので、ロボットといっても限界があるわけ
ですよね。まだまだロボットが進出していく
余地はあるけどそれですべては解決できない
と。そこで人材の問題になるわけですね。
介護を受けるという人はもの凄く増えてい

るわけだし外国人労働者というものを受け入
れてそういう人たちの力も借りようとなって
います。それはそれで非常に良いと思います
が介護を受ける身から言いますとやはり外国
人よりも日本人という気持ちにもなるでしょ
うからね。じゃあ日本人でどのようにこなす
か、介護の話、医療全体の話もそうなんだけ
ど、だんだん訪問診療とか家庭で面倒を見る
ような姿がね、やはり一番日本らしいんじゃ
ないかと言われていますよね。
ところがそれぞれ家庭でそういう人を抱え

て例えば子供のところで親御さんの介護をす

ると一緒に生活をしながら。そうすると子供
のほうの生活がまったく無くなってしまう形
になりますよね。それをどういう風にするの
が良いのか。
最近言われているのは、地域で面倒を見る

ことにしましょうと。これを地域包括ケアと
言っているわけですね。それを充実させると
いうのは非常に大切なことだと思いますね。
そうすると市町村の役割というのは非常に大
きくなるし、基本的には家庭なんだけどもそ
れでは無理なところも多いのでそれを少し広
げて地域でお世話をするということにしよう
と。
その方向は僕は正しいと思っています。ま

だ始まったばかりですからどこの地域に行っ
てもそうなっているとは言えませんけどそう
いう方向を目指していくのがこれからの日本
の介護を考えるうえで一番大事な点じゃない
だろうかと思いますね。
先程も申し上げましたが、介護の問題に取

り組んでいる方々というのは本当に献身的な
お気持ちでやられている事をしみじみ感じま
してね。非常に感動するところが多いですね。
改めてそういった方々に感謝を申し上げたい
と。またそういう方々のご意見などもおあり
でしょうからそういう方々の思いを、機会を
捉えて我々の団体としても聞かせていただい
てそれを必要に応じて政界なり官界なりにお
伝えしていくとそんな風に思っています。

9
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６．もう少し大きな視野で、日本という国に
対する将来への思いを是非、ご教示くださせ
てください。

もの凄く大事な時が来ていると国としてで
すね。戦争に負けてもう終戦70年ですが。そ
の間は、驚異的な経済発展をしてあれよあれ
よという間に経済大国。中国に抜かれて三位
になってしまいましたけど。大きな存在だっ
たんだけど、今急速に存在感が薄れつつある
んですね。中国を始めとして色々な国が台頭
してきましたから。そういう意味で存在感が
薄くなっていると。
今まではどちらかというと経済一本槍で。要
するにお金の力で世界の中で大きな存在だっ
た訳だけど、そうも行かなくなってきている
わけですよ。
そこで国としてどういう存在になるかと問

われていると思うんです。一言では言えない
難しい問題ですが、私はまずは日本国民が独
立国として日本という国は独立国なんだ。そ
の国民なんだ。という意識がね、あまり無い
んじゃないかと、国民に。それは平和だった
という事もあるし、周りが海ですから攻めら
れるという事も無いし独立国としての意識を
持てと言っても難しいのかもしれませんが、
しかし時代がそうは言っていられない。周り
が海だと言ってもすぐ飛んで来れるわけです
し、その中に揉まれていく。これからですよ
ね。ですから何を柱にして、どういう国とし
て、生きていくというのが良いのかという事
が問われているんだと思います。そういう感
覚を持ってこれからの国づくりをしていくと。
そういう中で僕はもう政治家を卒業という

か、落第かもしれませんけどやっぱり政治の
役割も大きいと思いますね。
一番大きな役割は、選挙で選ばれて政治を

やらせていただく。そうすると選挙の事ばか
り考えましてね。どうやってまた当選するか
という事ばかり考えるようになるわけですよ。
日本だけではなくアメリカのトランプだって
そうで次の選挙の事を考えてとんでもない事
をやったりしているじゃないですか。だから
どこの国もそうだと言えばそうなんだけど、
しかしだから良いというわけではなくて国の
指導者である政治家は、選んでくれた人たち
にお返しをするだけじゃなくて、逆に国民の
方に向かっても「こうしようじゃないか。」
とか、呼びかけていく姿勢がもっとなくちゃ
いけないんじゃないかと。
僕は折りに触れてずいぶん昔の話ですけど、

ケネディ大統領の就任演説の事をよく引用し
ているんです。就任演説でね、初めての国民
に対する演説の中で彼が言ったのは、「国民
の皆さんは政府が何かしてくれる、という事
だけ期待しないで、自分たちが国のために何
が出来るのかを考えてみて下さい。」という
ような事を言ったわけですね。
日本もね、政治家が国民に対して何か呼び

かけをしていくという、そういうような姿勢
がもっと無くちゃいけないと思いますね。今
は国の財政状態がものすごく悪くて、でもど
こがどう悪いのか分からないですよね。普通
（国の）借金がいくらだ。一人あたりなんぼ
だと。それをヒシヒシと感じる状態じゃない
ですよね。だけど、これ（国の借金）がその
まま無くなってしまう。というわけじゃなく
てやっぱり大きな問題だと、僕は思いまして
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やっぱり大きな問題なんだと、僕は思います
よね。それを解決するにはどうするかと、す
ぐ増税の話になるわけですけど、増税が必要
かもしれません。僕は否定はしません。その
前に国民がその状態を治すために国民がやれ
る事があるんですね。
何かというとですね。医療関係の国の出費

ですよね。今ちょうど概算要求が出たところ
で100兆円を超える予算になりそうだと。そ
のうちの医療費は、とにかく大変な額ですよ
ね。それを少しでも減らすという事。これは
国民がその気になって協力していただく。あ
るいは逆に言うと、国民もやれる事があるん
だと。端的に言えば、病気にならなければ良
いんです。病気になるから国の支出が増える
わけです。なるべく病気にならないようにし
ようとそれは本人もそのほうが良いんだし国
もそれで助かるんだし、そういう呼びかけを
政治家が国民に対して言うべきではないかと
私はそう思うんですよ。基本的にはもの凄く
大事な局面に日本はあります。国として。
ご承知の通りアジアは大変な状況じゃない

ですか。朝鮮半島はどうなるか？これだって
あえて申し上げると朝鮮半島は二つに分かれ
ていますけど、いずれは一緒になる時が来る
と思いますね。そうすぐ来るとも思わない。
どういうシナリオでなるかも分からない。し
かし同じ民族が人為的に二つに分けられてし
まった。こういう状況が延々と永久に続くと
いう事は考えられないですよ。いずれは一緒
になる。そういう時が来るだろうと、そう
なったらどうするかと、統一された朝鮮半島。
この存在がどうなるかと。朝鮮半島は中国と
陸続きですから中国寄りの国になるだろうと。

そういう風になったら日本はどうしたらい
いのかと、というような事を本当は議論しな
くちゃいけないですよね。
だれか独裁者が決めるんじゃなくて民主主

義ですからみんなで議論しながらどうしよう
かという事をやらなくちゃいけません。政治
家が国民に向かって呼びかけをして何か良い
路を探していくと皆さんの納得を得て皆で取
り組んでいくそういう事が大事だと思います。
日本は今までは追いつけ追い越せだった。

しかし、もう追いついてしまった。あるいは
追い抜いたところも一杯ある。そういう中で
どうしたら良いかと、日本の役割というのが
変わってきてしまったと思うんですね。
そういう自覚が必ずしも国民に十分でない

と残念ながらというか。発想をがらりと変え
てこれから世界のリーダーになろうなどとい
う事は考えないほうが良いですね。日本は。
だけど先程も言いましたけど介護の問題もそ
の一つだけどモデルを創って（世界の皆さ
ん）「どうですか？」これをひとつ皆さん勉
強してみて下さい。という事を世界に示すこ
とが、やはり日本の役割じゃないんでしょう
かね。
そういう気概を政治家は持たないといけな

いし、また国民の皆さんにもそれぞれのお立
場で何が出来るか考えていただきたいとそう
いう風に考えると良いんじゃないかと僕は思
うんですけどね。
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今回は文字データと動画データを日本介護事連合会として、対外的に発信できるものを作ろ
うという初の試みでした。至らない点ばかりで恐縮ですが、ご指導いただければ、と思います。
まず冒頭の政治について政治家時代、中選挙区制から小選挙区制に変えた、その推進するほ

うの一人だったが今から考えると失敗したなと素直に反省の弁を述べられています。この問題
は、今に至る大きな政治の問題の一つです。その渦中にいらっしゃった話は興味が尽きないも
のがありました。
今は安倍一強と言われているけど昔はそうじゃなく、中選挙区制のために派閥間の争いが激

しく、すぐそばに、すぐ後に虎視眈々と狙っている人が何人かいて、何かあるとすぐ取って代
わる、そういう緊張感の基にやっていた、とおっしゃっていました。スポーツの世界でも拮抗
した試合の方が面白いです。やるほうはたまったものではないと思いますが競争が激しければ
切磋琢磨が起こり、レベルが高まるというのも真理だなと思いました。
また、一番先端（現場）で、介護士の皆さんあるいはお医者さんの皆さんこういう人たちが

自分が担当する患者さんがどういう気持ちで最期を迎えているのか、どういう気持ちで終わり
たいと思っているのか。というようなことを良くわかる人じゃなきゃいけない、と話されてい
ます。どちらかというと介護の分野は門外漢だった愛知会長ですが、様々な識者と話される機
会が多いので、そのような点が気になっているのだろうと思われます。
我々は、このような政界関係者と会員様とのご縁を結び付けたいと再認識した次第です。

「介護」の基本哲学
人間は誰でも死を迎える。その時、幸せ感を満喫しながら回りの人々に感謝しつつあの世

に旅立ちたいと誰でも願う。
ところが現実はどうか。医師の手にかかって治療のためと証する処置からくるかずかずの痛

みに苦しみぬいて苦悩のうちに人生を終えるというケースが多い。
関係者の中に悪者はいない。故意に苦しめてやろうなどと考えるものはいないと考えるのが

常識であろうが 主役は患者である。患者がどう思うか、患者の意思が一番重要視されなけれ
ばならない。実際問題としていよいよとなった場合に患者の意思を知ることは難しいのが現実
である。前もってこの問題に関しての意思表示をしておくことが肝心である。
日本尊厳死協会が地道な活動をしていただいていることは評価に値するが、何か公的な方法

を講じるべきである。
いずれにせよ人生最後に当たって患者の立場に立って、どうするのが一番患者の幸せになる

のかを考える人がいなければならない。その役割を担っているのが正に「介護」に携わる人で
ある。その「介護」に携わる人々のためにお手伝いしようというのが日本介護事業連合会の使
命である。

編集後記

一般社団法人日本介護事業連合会

会長
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