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1. 地域 福 祉 活 動 の 事例

「岡崎市地域福祉計画」では、地域福祉推進のための重点的取り組みとして、①小地域ネットワー
クづくりと計画的な活動の推進、②地域と行政の連携による活動支援と相談支援体制の構築、③生涯
にわたる福祉教育の充実、④活動及び交流拠点発掘の取り組み（居場所づくり）、⑤災害時要援護者
支援体制の整備、⑥ボランティアへの参加の促進、⑦地域活動に関わる補償制度の利用促進・活動財
源の確保を掲げています。
ここでは、そのなかから「小地域ネットワーク活動」「居場所づくり」「災害時要援護者支援」に関
する他の地域での活動事例や課題を紹介します。

1−1

小地域ネットワーク活動

1 − 1 −①

三重県志摩市での取り組み

三重県志摩市では、自治会、民生委員・児童委員、金融機関、地域の商店など多くの地域関係者が「あ
んしん見守りネットワーク」を組織し、地域に密着した見守りを行っています。このネットワーク活
動の目的は、主に次の 4 点とされています。
①高齢者や子ども、障がい者などへの虐待の早期発見・防止
②生活困窮や困りごとがあっても訴えることのできない家庭の早期発見
③認知症状のある高齢者の安全確保
④孤立死防止のための一人暮らし高齢者に対する安否確認など
＜ネットワーク高齢者の登録＞
見守り対象となる認知症高齢者を事前に登録することによって、仮に行方不明になっても協力員や
関係機関への情報提供をスムーズに行い、早期発見ができるように努めています。また、登録内容に
ついては、地元警察署にも事前に情報提供を行っています。
＜活動や成果等＞
認知症による徘徊の不安がある高齢者の家族からの申し出によって「あんしんネーム」カードの無
■2
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料配布を行い、日頃から衣類のポケット、鞄等に入れて身元が分かるようにしています。

虐待防止については、ネットワーク組織による相談と市内の居宅介護支援事業所からの「チェック
リスト」の回収という二重体制により、早期発見につながるようにしています。多方面からの偏りの
ない情報収集を行いつつ、その情報を多角的に分析し、ネットワーク組織としての支援方針を決定し
ています。そして万一、生命の安全確保が必要であると認めた時は、養護者と分離する等の措置を行っ
ています。
また、高齢者が元気なうちから虐待を受けない力をつけてもらうために、ふれあい・いきいきサロ
ン等を活用し、虐待防止劇の上演や虐待防止教室を開催しています。
見守りの目が育つことによって、2006 年度に 13 件あった警察署への捜索依頼が、翌 2007 年度
には 0 件になっています。また、高齢者虐待に関しては、三重県内の他市町村に比べて相談・通報
受理件数が飛びぬけて多く、住民の関心の高まりと虐待活動の展開をうかがい知ることができます。

志摩市における虐待防止劇の様子

3■

＜その他の特徴＞
志摩市では、市町村合併により市域が拡大したことから、市を 4 層に構造化しています。1・2 層
では専門職での対応、3・4 層では住民が主体となった対応を行うとともに、介護保険法の「地域包
括支援センター」機能を包含するかたちで「ふくし総合支援センター」を設置し、高齢者、障がい者、
■4
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児童、生活困窮者の相談から健康相談まで、あらゆる相談にワンストップで対応しています。また、
365 日 24 時間対応と多職種によるチームアプローチ、インフォーマルサービスを含めたトータルケ
アマネジメントを実施しています。
いわば、
「公助」の範囲、
「共助」の範囲を設定した上での連携を図ろうとしているものと思われます。

1 − 1 −②

三重県菰野町での取り組み

三重県菰野町の地域包括支援センター（菰野町社会福祉協議会）では、民生委員・児童委員協議会
との連携、社会福祉協議会のホームヘルパーの活用等によって次のような見守りネットワーク活動を
行っています。
5■

＜取り組みの概要＞
①民生委員による「福祉票」
（一人暮らし高齢者などの台帳）の整備
②上記の「福祉票」の対象者を 1 〜 2 か月に 1 回、社協ヘルパーが見守り目的で訪問する「歩く
在宅介護支援センター」の取り組み
見守り訪問を行う対象者は、一人暮らし高齢者や高齢者夫婦のみ世帯で、約 500 人の登録があり
ます。見守り訪問の際には、安否確認に加え、必要に応じた相談を受けますが、相談や軽微な個別支
援とセットの活動が高齢者の地域生活を支えていくための地域福祉活動の基本であるといえます。
＜その他の活動＞
その他、一人暮らし高齢者を対象とした「ふれあい弁当」の配達（最大で月 4 回）を民生委員・
児童委員やボランティアに依頼し、見守りを兼ねた配達を行っています。
また、地域での支援のためのネットワークづくりと高齢者の見守りを兼ねた取り組みとして「一人
暮らし高齢者宅清掃奉仕作業」を継続的に実施しています。これは町内の中学生、中学校教諭、民生
委員・児童委員、一般ボランティアが一緒になり、一人暮らし高齢者宅の草刈等の清掃作業を行うも
のです。
この活動の背景として、菰野町では町内の小・中・高校をボランティア協力校と位置づけ、社会福
祉協議会職員が定期的に学校に出向き、ボランティアに関する啓発や知識の普及を図っているという
日常的な実践があります。そのような学校におけるボランティア学習の一環として「一人暮らし高齢
者宅清掃奉仕作業」が位置づけられています。

1 − 1 −③

千葉県松戸市での取り組み

松戸市常盤平団地は、約 5,300 世帯、9,000 人が暮らす国内でも最古の大規模団地で、高齢化率
は約 30％です。
この団地で 2001 年に、59 歳の男性入居者が死後から 3 年を経過して白骨死体で発見されるとい
う事件がありました。そのことをきっかけに、これらの事件に衝撃を受けた団地自治会、常盤平団地
社協、民生委員などが会議を開催し、孤立死対策へと乗り出しました。
＜さり気ない見守り活動と「孤独死 110 番」「孤独死予防センター」の設置＞
「郵便物がたまっている」「洗濯物が干しっぱなし」など様子がおかしい
兆候に気づいたら役員等に通報してもらい、警察や消防と連携して早期発
見ができるようにしました。
また、全国で初めて団地内に「孤独死予防センター」を開設し、約 20
人の民生委員・児童委員、ボランティアが団地内の巡回や個別相談に応じ
る活動を行っています。

＜広報・啓発活動＞
継続的な広報・啓発活動が重要であるとの観点から自治会の会報「ときわだいら」（毎月）、団地社
■6
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協の会報「福祉ネットワーク」
（年 3 回）を定期発行して、孤立死問題に関する啓発活動をしています。

常盤平団地内に設置している看板

＜あんしん登録カード＞
団地社協の事業として、緊急時の連絡先の他、かかりつけ医、血液型などをあらかじめ届け出ても
らう「あんしん登録カード」による意識づけと万一の事態への備えをしています。あくまでも任意で
すが、身寄りのない人や、いても遠方であったりするケースが多いことから緊急時に備えるものとし
て理解を求めながら登録をすすめています。プライバシーを気にする人も少なくないため、団地管理
事務所と団地社協で保管し、緊急時以外は閲覧しない約束にしています。現在 400 を超える世帯か
らの提出があります。
＜いきいきサロンの開設＞
孤立しがちな住民が閉じこもらずに過ごせるような日中の居場所の確保が有効であると考え、団地
内商店街の空き店舗に都市再生機構の協力で家賃を半額にしてもらい、住民同士の交流の場である「い
きいきサロン」を開設しています。この家賃は団地自治会と団地社協とが折半しています。このサ
ロンは入場料が 1 人 100 円。午前 11 時から午後 6 時まで年中無休で営業し、お茶やコーヒーが無
料で飲め、食べ物の持ち込みも自由です。1F はソファのあるサロン、2F は 6 畳の和室が 2 室あり、
会合やサークル活動にも開放しています。

ある日の「いきいきサロン」

7■

約 20 人の女性が世話人（1 時間 200 円の有償ボランティア）になり、そのなかから毎日 2 人体
制で運営にあたっています。利用者は平均 30 〜 40 人。禁煙・禁酒がルールとなっています。
＜孤立死対策の効果と要因＞
このような取り組みの成果は客観的には証明しにくいのですが、地元警察が集計した孤立死のデー
タでは前年比で大きく減少し、特に 50 〜 64 歳の中年層の孤立死が減少しました。一連の取り組み
がメディアで全国的に報じられたことで住民意識が高まり、自己防衛策が普及したことも要因とみら
れます。
自治会会長は「自治会、団地社協、民生委員などが一体感を持って孤立死防止に取り組んできまし
たが、活動を通じて学んだことは、あいさつをするという生活習慣が重要であることです。プライバ
シーや個人情報保護が重視される風潮ですが、地域の住民同士、人としてあいさつくらいは最低限で
きるはずです。やはり、『あいさつが孤立死ゼロへの第一歩』と実感しました。」と話されています。
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1 − 1 −④

福岡県大牟田市での取り組み

「道を不安そうに歩いている認知症の高齢者を見かけた時、やさしく声をかけられますか？」
この問いに地域全体で応えようとしている地域が福岡県大牟田市の駛馬（はやめ）南校区です。
＜徘徊模擬訓練＞
徘徊模擬訓練とは認知症の高齢者が家を出たまま行方不明になったという設定のもとで、警察署や
消防署、市役所、コンビ二、その他の商店、地域住民が情報共有、捜索、保護に至るまでの一連の過
程をシミュレーションするものです。訓練時の状況に応じて、地元消防団、タクシー会社などの協力
も得られるようにしています。
＜はやめ南人情ネットワーク＞
認知症のケアについての地域住民の学習や徘徊模擬訓練を通じて、「認知症の人だけではなく、子
どもや障がい者、独居の高齢者はもちろん、元気な高齢者にとってもまちづくりは大切であり、『誰
もが地域で安心して暮らせるまちづくり』を」との発想で発会したネットワーク組織です。
校区社協、校区町内公民館連絡協議会、校区民生委員児童委員協議会、校区老人クラブ連合会など
の代表によって世話人会を構成し、消防署や警察署、小学校、地域商店など地域のさまざまな団体が
サポーターとなってまちづくりを検討しています。

9■

＜日曜茶話会＞
このネットワークでは活動の柱を 4 本掲げ、2 か月に 1 回開催される「日曜茶話会」で情報交換
しながら活動を展開しています。「徘徊模擬訓練」以外でも、従来あまり活用されていなかった町内
公民館を活用して世代間交流や木工教室を開催し、机やいすを作って公民館の外に設置するなどの活
動も行っています。
校区内にはさまざまな各種団体があり、それぞれがそれぞれの立場や責任で広義の地域支援に関わ
る活動をしていましたが、世話人会と「日曜茶話会」という場をうまく循環させることによって有機
的な連携が図られるようになったといえます。

日曜茶話会の風景
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1 − 1 −⑤

秋田県大仙市での取り組み

かねてから中高年の自殺率が高く、豪雪地帯を抱えている秋田県では小地域ネットワーク活動が盛
んに展開されてきました。
かつてはネットワーク活動の対象となる世帯は、地域の中の「困った世帯」とみなされることが多
かったのですが、一人暮らし、要介護等が一般化するに連れてネットワーク対象者の抱える問題を地
域の課題として認識できるようになり、さらに「こういったものがあれば安心してここで暮らせる」
という意見がでてくるようになった地域もあるといいます。
＜

経

過

＞

大仙市社会福祉協議会が軸になりながらネットワーク活動のなかでさまざまなニーズをキャッチ
し、サービスを創設し、例えば、
「安心電話」「配食サービス」「巡回入浴サービス」等を手がけてき
ました。また、ネットワークを強化するためリーダー養成のためのネットワーク活動代表者会議（昭
和 60 年開始）
、警察、消防、電気・ガス会社と福祉関係者による安全対策のための在宅福祉打ち合
わせ会（平成 2 年開始）、福祉カルテによる情報の共有化、介護ボランティアの養成（昭和 62 年開始）
を行いつつ、住民参加型のミニデイサービスや当事者の組織化等にも取り組んできました。これらは
ネットワーク活動を継続・発展させるために有効であったと考えられます。
＜民生委員・児童委員と町内会＞
ネットワーク活動に民生委員・児童委員と町内会の存在は欠かせません。彼らは毎日の暮しのなか
で、どこの誰が何で困っているという情報をいち早くキャッチできる位置にいて、ここがうまく機能
することが福祉ニーズの早期発見につながります。そうした情報がキャッチされると民生委員・児童
委員、町内会長と連携をとり、在宅福祉相談員（社協職員）が訪問し、その人のニーズを聞き取るこ
とになっています。その上で本人の合意のもとで、その世帯を中心としたネットワークが形成されて
いきます。
現在、西仙北地区には 74 の町内会がありますが、そのうち 46 の町内会が小地域ネットワーク活
動に取り組んでおり、これを 60 くらいまで増やすことが課題になっています。
＜ 3 つのネットワーク＞
1 つ目のネットワークは、さしあたり特別な生活課題を抱えているわけではありませんが、近隣の
見守りが必要な「見守りネット」です。近隣との交流が薄く、地域から孤立しがちな世帯などを想定
しています。2 つ目は、日常的に何らかの生活福祉課題を抱えていて継続した見守りや支援が必要な
「支援ネット」です。介護ニーズはあるが近隣の手助けで自立生活が送れるという高齢者や障がい者
の世帯を想定しています。3 つ目は「ケアネット」です。これは介護ニーズが高く、日常的に医療・
福祉サービスを受けている寝たきりや認知症、重度障害があるといったケースを想定しています。い
ずれのネットも近隣住民の見守りがベースにあり、そこに必要に応じて専門機関・専門職が関わって
いくという考えです。専門職はあくまでも地域のネットに加えてもらうようなイメージでの協働を考
えています。

11 ■

1 − 1 −⑥

課題の整理

前述の 1 － 1 －①〜⑤で各地の小地域ネットワーク活動の実践事例を概観しました。
①三重県伊勢市での取り組みでは、認知症や虐待という問題が決して特別な問題ではないことを周
知し、啓発活動を行いながらネットワーク活動を展開しています。郡部特有の閉鎖性もあるなかで劇
の上演などあらゆる場面、あらゆる機会に工夫した啓発活動を行っている様子が垣間見えます。
もちろん認知症にならないとか、被虐待者を出さないという予防的な取り組みも重要であり、そう
した活動で実績をあげている地域も全国的にはありますが、伊勢市の取り組みは決して予防だけでは
なく、仮に認知症に人の徘徊や養護者による虐待が起こっても、ネットワークで早期に発見し支え合
おうとする姿勢が見られます。そういう地域環境を醸成するためには学習・啓発活動がポイントにな
るのだと思います。
また、市町村合併に伴って拡大した市域を 4 層に分けて小地域での住民活動をベースにしながら、
ニーズに応じた専門的対応・介入をしていくという体制が参考になると思います。一方で、ネットワー
ク活動の対象となる認知症高齢者の登録にあたり地元の警察署をどのように組み入れているのかは興
味のあるところです。
②三重県菰野町での取り組みは、一見どこの地域でも行っているような取り組みに見えます。「福
祉票」による一人暮らし高齢者の台帳づくりや配食サービスは珍しい取り組みではありません。しか
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しながら、「歩く在宅介護支援センター」というようなネーミングは活動者の側の意欲や使命感をか
き立てるような元気になるネーミングだと思います。活動者が自分たちの活動に意義や役割を感じ、
いきいきと活動するための仕掛けであったり、見守り対象者に在宅介護支援センターという機関を周
知するために軽視できない工夫がなされていると感じます。
また、
「一人暮らし高齢者宅清掃奉仕作業」は知識レベルではない福祉教育の一環として取り組ま
れていますし、中学生と中学校教諭、民生委員・児童委員とボランティアという組み合わせが何とも
ローカルな独自性を感じます。ともすれば行事的な取り組みに終始しがちなボランティア協力校に社
協職員が定期的に出向くという姿勢にも独自性を感じます。
③千葉県松戸市での取り組みは、かつて NHK テレビでも放映され全国的にも有名なものですが、
見守りネットワーク活動の他、広報誌の発行、相談窓口やサロンの開設等、他機関との連携などを含
め大変重層的で多面的な活動になっています。
紹介したものの他、孤立死を防止するためには、地域の諸団体の連携・協同・一体化が必要である
との考えから、常盤平団地では、一体化を担保するために、団地自治会の役員、団地社協の役員、民
生委員等を兼務する人がおり、しかも、相対的に長期にわたりその役員を務めています。ともすれば
輪番制の 1 年単位で役員が交代してしまう地域が多いなかで、常磐平団地の取り組みは役員のリー
ダーシップと使命感の高さを感じるものです。
④福岡県大牟田市での取り組みは、認知症高齢者に対する共感の姿勢と家族の苦労や心配への温か
い思いやりが感じられる取り組みです。徘徊模擬訓練は参加者にリアリティのある学習機会を提供し
ていると同時に地域の各種団体に役割を自覚していただけるイベントになっていると感じます。
認知症関係の取り組みが特筆されやすいですが、
「はやめ南ネットワーク」はまちづくりを意識し
た活動をしており、決して認知症高齢者に特化したものではなく「誰もが地域で安心して暮らせるま
ちづくり」を標榜しています。活動の 4 本柱やネットワーク体制図が明確であり、かつ視覚に訴え
るものでもあることから、このような明快な方針や体制図が活動者のモチベーションの維持や、ぶれ
ない活動のためには有効であると感じます。
⑤秋田県大仙市での取り組みは、市町村合併前の旧西仙北町の小地域ネットワークとして有名だっ
たものです。郡部の閉鎖性も手伝って、何か「困った世帯」とみられ孤立しがちな世帯の問題を、地
域全体の課題として理解してもらうためにどのような啓発活動や個別の働きかけを展開してきたのか
地域福祉活動実践においては大いに興味のあるところです。
民生委員・児童委員と町内会長の連携というのは理想的でありながらも、各地で自治組織と福祉活
動団体の連携の難しさが話題になることも少なくありません。経過をみる限り、ニーズに対応するサー
ビスや会議をコツコツと作ってきた様子がうかがえますので、一朝一夕ではない積み重ねがなされて
きたであろうと予測します。「見守りネット」「支援ネット」「ケアネット」という 3 つのネットワー
クに特徴がありますが、これは単なる便宜的な分類や区分けではなく住民の関わりや見守りの必要濃
度を測りながら関わっているものと考えられます。この考え方から地域住民の生活や介護・医療ニー
ズを丁寧にアセスメントしながらネットワーク活動を展開している様子がうかがえます。
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1−2

居場所づくり

1 − 2 −①

福岡県苅田町での取り組み

居場所づくりは、
「ふれあい・いきいきサロン」等の名称で地域の公民館、集会所、団地の空スペー
ス、民家等を活用しながら、そこで何らかのプログラムを提供して行われることが多いといえます。
福岡県苅田町では、水曜サロンと称して、主に認知症予防をキャッチフレーズに、以下の活動を実
施しています。
＜活動の概要＞
①サロン名：水曜サロン（認知症予防教室）
②開催頻度：月 1 回（第 4 水曜日）
③開催場所：公民館
④参加者数：1 回 20 人程度（登録者 28 人）
⑤スタッフ：1 回につき 3 〜 5 人（登録者 11 人）
⑥内

容：午後 1：30 〜 3：30
ショートスピーチ、百ます計算、かなひろい、書写、朗読、体操、ゲーム、茶話会等

⑦参加費

：無料

＜背景等＞
築 40 年と築 20 年の 2 つの団地からなる地域で、住民層が子育て世代と高齢者世代に二分され、
築 40 年の団地では高齢化がすすんでいます。
高齢化問題のなかでも認知症への不安の高まりを背景に、県の「地域で取り組む高齢者の健康づくりと
疾病予防事業」のモデル地区に指定されたことを契機に、月 1 回の「水曜サロン」として開始されました。
＜運営等＞
運営は民生委員・児童委員、地区小地域福祉活動推進委員など 11 人によって行われており、参加
者のなかからも運営を手伝う人が出ています。
世話をする人とされる人が二分される関係ではなく、スタッフを含めたメンバーが一緒に楽しみ
ながら認知症予防の活動を行っています。参加者は一人暮らしの人が多く、年齢層は 60 代後半から
80 代後半となっています。
＜プログラム＞
回想療法を取り入れたショートスピーチ、百ます計算、かなひろい、詩の書写、朗読などが主なプ
ログラムですが、参加者がショートスピーチのために新聞や本を読む、テレビニュースを見るなど、
社会の動きに関心を持つようになったといいます。
この地域では水曜サロンの他に月 1 回「いきいきサロン」が開催され、地域の保育所との交流や
皆で地域外に出かけるバスハイク、食事会や餅つきなど、子どもと高齢者が一緒に楽しめる「世代間
交流」も企画されています。
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みんなでやれば楽しい「かなひろい」

1 − 2 −②

大阪府豊中市での取り組み

大阪市の北側に位置する豊中市にある一学区（小学校区）の「庄内南校区社会福祉協議会」が
地域の福祉課題を解決するために、関係機関・団体と協力して、地域性を活かして行っている取
り組みです。
＜活動の概要＞
①サロン名：コミュニティサロン
②開催頻度：週 6 回（月曜〜土曜）
③開催場所：小学校の余裕教室
④参加者数：1 回 15 人程度（登録者 90 人）
⑤スタッフ：1 回につき 2 人（登録者 54 人）
⑥内

容：午前 10：30 〜午後 3：00
特にプログラムを持たずに自由に過ごす

⑦参加費
＜背

：無料

景＞

庄内南学区社協ではかねてから常設の活動拠点がないことが悩みで、継続的、日常的な活動のため
の拠点の提供を市に要望していたところ、庄内南小学校の余裕教室 3 教室を地域で利用して良いと
の許可が得られました。その際に示された条件は、①地域の各種団体による「コミュニティルーム管
理運営委員会」を設置すること。②将来、児童数が増えて教室が必要になれば原状復帰して返還する
ことなどであったそうです。
「コミュニティルーム管理運営委員会」を組織し、協議した結果、提供された 3 教室のうち 2 教室
を校区社協が優先的に使用することが認められました。
なお、小学校を開放することで不特定多数の人が出入することになるため、教育委員会や PTA か
15 ■

らは管理上の問題を危惧する意見が多数出ましたが、校区社協専用の出入り口の設置、学校と遮断す
る柵の設置、専用トイレの設置などを講じて了解を得られました。
＜運営等＞
平日は午前 10 時〜午後 3 時まで毎日開いており、自由に過ごせるようにしていますが、女性の参
加者の間では手芸が人気で、落ち葉を貼り付けたポストカード作りなどが盛んだそうです。
管理は、毎日、校区社協の役員が当番制で鍵を開け、委員 2 人がローテーションを組んで管理に
当たっています。当番はおおよそ月 1 回の割合で回ってきます。

教え教わり生み出された作品の数々

＜プログラム＞
校区住民であれば誰でも利用できることにしており、特に決まったプログラムはありません。なか
には寄贈されたパソコンやマッサージチェアーの使用を目当てに来る男性もいますが、気軽に立ち寄
りホッとできる空間にしたいと考えています。
同じ場所で月 2 回のペースで「にこにこサロン」という子育てサロンを実施しています。2 歳まで
の子どもがいる親を対象にしており、毎回 10 組ほどの親子が参加し、寄贈されたおもちゃ等で遊ん
でいます。ここも遊び空間の提供を主眼においており、あらたまったプログラムはありません。ただ
し、豊中市では地域支援保育士（担当校区を持ち、地域での子育てを支援する）や保健師が定期的に
サロンを訪れることになっており、参加者はそうした機会に専門家に相談できるようになっています。
＜その他＞
他にも校区社協の活動として、毎月 2 回、65 歳以上の一人暮らし高齢者を対象とした会食型のふ
れあいサロン「いこい」を別会場で実施しています。また、年末と年始には、庄内南小学校の児童が
このサロンに参加して世代間交流を行っています。さらに、市の委託事業である「福祉なんでも相談」
を毎週月曜日に開催しており、市社協のコミュニティソーシャルワーカーと校区社協の役員が相談を
担当しています。この窓口で解決できない問題は社協のコミュニティソーシャルワーカーが関係機関
と調整する仕組みになっています。
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作品をつくりながら会話が弾みます

1 − 2 −③

愛媛県松山市での取り組み

松山市小野地区に古くからある平井商店街のなかに設けられた「ふれあいサロン小野」の取り組み
です。
＜活動の概要＞
①サロン名：ふれあいサロン小野
②開催頻度：週 5 回（月曜〜金曜・土・日のオープンもあり）
③開催場所：商店街の一角
④スタッフ：登録者 65 人

表のシャッターの絵は、東温高校美術部のみんなが描
いてくれたもの。楽しそうな雰囲気が伝わってくる

＜特

サロンには子どもも来る。この日はお汁粉をみんなで一
緒に

徴＞

郊外型大型スーパー等の出店で活気がなくなっている商店街の一角で原則週 5 回、開催しています。
商店街の一角でのサロン運営は広島県尾道市の荒神堂サロンが先駆的ですが、それらを小野地区社協
の事務局長が視察に行き、オープンするに至りました。
サロン運営の経費は、家賃 10 万円（月額）に光熱水費等を加えると約 20 万円（月額）になり、
行政等からの助成だけでは賄えないため、サロンの喫茶店収入もおろそかにできません。そのため喫
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茶店部門では本格的なコーヒーを提供して売り上げを伸ばしています。
地区社協の事務局もサロン内にあるので、相談にも応じられますし、民生委員・児童委員の出入り
もあることから福祉関係情報の送受信の拠点にもなっています。介助が必要な人も利用できることか
ら、高齢者の同窓会会場として使用したいとの依頼があったりします。

みんなが、思い思いの時間を過ごします。この日
の男性は囲碁を楽しんでいました。

健康講座も開いています。講師の話を聞く参加者は真剣
そのもの

商店街の一画にあるサロンにはいろいろな人が訪れます

1 − 2 −④

石川県金沢市での取り組み

金沢市の中心部にある小さな麻雀荘では、「賭けなし、酒なし、タバコなし」という麻雀が行なわ
れ多くのお年寄りが麻雀を楽しみにやってきます。平均年齢およそ 70 歳の顔ぶれ。毎日、個性と
個性が四角い卓で火花を散らしています。強気一方で高めの手をねらう 84 歳の女性は 40 年以上前
に夫に教わった麻雀が今も気持ちの支えだと言います。「麻雀とったら何も残らん」とバスを乗り継
いで雀荘に通ってきます。「勝つためには絶対振り込まないこと」を信条に守りに徹するのは 74 歳
の男性。がんという挫折を経て、精力的に生きてきた自分を取り戻そうと真剣勝負に臨みます。そ
して、64 歳の女性は夫が突然亡くなったショックを仲間との触れ合いで癒そうと雀荘で一日を過ご
しています。
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＜健康麻雀＞
金沢市の例にとどまらず、現在各地で取り組まれているのが健康麻雀です。
20 年ほど前から「（タバコを）吸わない！ （お酒を）飲まない！ （お金を）賭けない！」をスロー
ガンとする健康麻雀というジャンルが確立され、東京都品川区が区の事業としてこの健康麻雀に取り
組んでいることが『厚生労働白書』の中のコラムで取り上げられるなど、麻雀と健康との良い関わり
が社会に認められつつあります。
麻雀という言葉からギャンブルをイメージする人も多いかと思いますが、それは、麻雀が豊かなゲーム
性ゆえにギャンブルとして親しまれてきた歴史によるものです。健康麻雀では、
その豊かなゲーム性を「頭
脳スポーツ」として体の健康、
コミュニケーションツールとして心の健康に役立てようと考えられています。

＜麻雀と健康＞
麻雀が健康に役立つという話は周知の事実になりつつあります。麻雀牌を指先で扱い、ツモ、打牌
を繰り返し 13 枚の手牌で相手より早く、より高い役を作り上げようとすることで普段使わない神経
を使い、体にも脳にもいい刺激を与え、特に中高年の老化防止や介護予防の観点から健康に役立つと
いう専門家によるコメントが新聞などでも紹介されています。
麻雀をすれば健康になるというものではありませんが、健康に役立つという食べ物でも、そればか
り食べていたのでは栄養が偏りバランスを失ってしまいます。また、食べ過ぎてしまっては逆に健康
を損なう恐れもあります。やはり、その食べ物をおいしく、また、気の合う人達と素敵な時間を過ご
しながら食事をするということが心と体の健康に役立つように、麻雀も個人のバランスを考え中庸を
守り、得点だけではなく楽しんだ人達が勝ちであるゲームだと考えられます。
＜コミュニケーションツールとしての麻雀＞
健康麻雀では覚えたての人と経験豊富なベテランとが同じ卓を囲むことがあります。麻雀を実際に
4 人で楽しむということで、誰もが勝つチャンスのあるゲーム性故に、ワクワク、ドキドキという臨
場感が楽しめ、また他の 3 人と麻雀という共通の趣味を持つということで社会性が維持されるなど、
今後、麻雀のコミュニケーションツールとしての評価は高まっていくと考えられています。世代間交
流による対戦も可能です。
健康麻雀では、サポーティブなコミュニケーションを促進するために、お互いにファーストネーム
で「○○さん」と呼びあって会話をすることを原則としているところもあります。
各地の地域福祉活動やサロン活動では、どうしても女性が中心になりがちですが、団塊の世代の男
性が地域デビューするきっかけとしても注目されています。
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1 − 2 −⑤

東京都国立市での取り組み

一般にデイサービスといえば、日中、通所型の施設で預かり介護、入浴、食事等のサービスを提供
するものですが、国立市の「青空デイサービス」は外気に触れ、土に親しみ、働く喜びを味わう中で
健康と生きがいを培い、生活意欲を向上させようという取り組みです。
＜概

要＞

青空デイサービスとは農園を意味しており、都内のベッドタウンで地域の住人で畑仕事とは縁が薄
かった退職サラリーマン層等をターゲットにした農地の福祉的活用策のひとつです。あくまでも虚弱
な高齢者が利用主体であり、いわゆる市民農園のように区画を分けて土づくりから収穫までを一人で
担うという性格のものではなく、約 300 坪の農地に利用者全員がかかわっていくというものです。
地元の老人クラブや自治会、農協女性部を中心としたスタッフ 22 人が農園と利用者の世話をして
いるものです。「やすらぎ農園」と名づけて、社協と農協がそれぞれの特性を生かしながら取り組ん
でいます。

大きなさつまいもを収穫

かぶも収穫

＜利用者＞
あくまでも虚弱でありながらも農園体験がしたいという人が対象ですが、事業開始当初に集まった
28 人の平均年齢は 78 歳、最高齢 90 歳でした。送迎を必要とする人も半数近くいて、心身の状態に
合わせた作業内容、作業方法を模索したとされています。
＜運営等＞
土地の確保をはじめ、計画立案の段階で農協と社協が深く関わったものの、それぞれの職員が常時
農園に張り付いているわけにはいかないため、日常の活動を回すスタッフを募ったところ老人クラブ
をはじめとしたスタッフが 21 人協力してくれることになりました。
大きく分けると農協がハード面を担当し、社協がソフト面を担当しますが、具体的には農協が年間
の作付け計画づくりや種苗、機械の斡旋・提供などを行い、社協が参加者の送迎や通知、農協、社協、
老人クラブ連合会、自治会、民生委員・児童委員協議会、行政などの代表 10 人からなる専門員会の
運営等を引き受けることになりました。
地元のスタッフの協力でスムーズな農園運営ができていますが、スタッフ自身も精神的な喜びや充
実感を感じているとの感想を得ています。
作業時間は午前 10 時から 11 時半ごろまでとして、週 2 回班別に行っています。
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1 − 2 −⑥

課題の整理

前述の 1―2 －①〜⑤では各地の居場所づくり・サロン活動の実践事例を概観しました。
①福岡県苅田町での取り組みでは、認知症予防を主なテーマにしたサロン（水曜サロン）が月 1
回行われていました。県のモデル事業を契機に始まったとのことですので、そのようなきっかけをど
う生かすかが重要だと感じます。モデル事業であれば、一時的に支援者が入りますので住民が一から
立ち上げるのに比べると負担が少なく助かるはずです。
プログラムは回想法をはじめとして認知症予防に特化した内容になっていますが、参加のきっかけ
がそうであっても利用者ニーズが変化していく場合があるので、プログラムの柔軟性が求められる場
合があるでしょう。また、百ます計算等は加齢にともなう精神機能の低下によってできなくなる場合
がありますので、ショックやダメージを受けないような配慮のいるプログラムでもあります。
世話する人とされる人が二分されない関係というのは、地域福祉活動ではとても大切なことで、一
方的に世話になる関係や負い目を感じなくても良いような関係形成がなされていることはすばらしい
と感じます。
②大阪府豊中市での取り組みでは、校区社会福祉協議会の取り組みとして行われており、岡崎市で
の活動イメージと重なります。
21 ■

ここの特徴は小学校の余裕教室を使用している点ですが、それが決して偶然に提供されたのではな
く、かねてから活動拠点の提供を市行政に要望していた点が評価できます。小学校を使用できるので
あれば世代間交流等、小学生とジョイントした活動も考えられるとことですが、昨今の社会情勢を反
映し、むしろ敷居が高くなっている様子がうかがえ、学校と地域の協働の難しさを感じます。
プログラムがないこともこのサロンの特徴の一つですが、同じ場所で子育てサロンを実施していた
り、
地域を巡回している地域支援保育士や保健師が立ち寄ったり、
「福祉なんでも相談」にコミュニティ
ソーシャルワーカーが関与したりとフォーマル、インフォーマルな重層的な活動が展開されています。
鍵開け当番が役員に月に 1 度回ってくるとありますが、このペースは負担のない範囲なのかが気に
なる点です。
③愛媛県松山市での取り組みでは、古い商店街の一角で週 5 回のサロンが開催されていました。
古い商店街の周辺は古い住宅地であることが多く、比較的足を運び易い環境にある場合がありま
す。このサロンが参考にしたとされる広島県尾道市の荒神堂サロンは、商店街の活性化をも意図
して立ち上げたとのことですが、必ずしも商店街の活性化とまで至らなくても歩いていけるエリ
ア内であったり、買い物のついでに立ち寄れたりといった環境があれば、サロンに賑わいが出て
くると考えられます。このような立地条件は集客力からみても魅力的です。地区社協の事務局も
設置されているとのことで、情報の送受信が容易で、相談ごとも受けやすい環境にあるといえま
す。
④石川県金沢市を事例としてあげましたが、近年全国的に普及してきているのが健康麻雀です。
麻雀にはどうしても負のイメージがつきまといますが、発想の転換をすれば、楽しみながら健康増
進、コミュニケーションの活性化、喜怒哀楽の感情を豊かに表出できるゲーム性のある遊びは他にも
あるかもしれません。介護予防ブームのなかでともすれば筋力トレーニングや認知症予防に特化した
プログラムが多く紹介されますが、そのなかで男性が気軽に参加できるものは必ずしも多くありませ
ん。健康麻雀は地域福祉活動やサロン活動というには、いささか違和感があるかも知れませんが、メ
ニューの一つとして検討する意味があると思います。
⑤東京都国立市での取り組みは、
「青空デイサービス」と銘打って外での活動を志向した点で斬新
です。しかも、あくまでも虚弱な高齢者を利用対象としている点がデイサービスの名を裏切らない取
り組みであると思います。
身体機能上長い時間の作業は困難であり、天候等に左右されるというリスクがありますが、物づく
りや収穫の喜びというのは室内での作業にはない充実感を与えるものだと思います。
また農協と社協のジョイント事業という点でも、あまり例のない取り組みだと思います。おそらく
送迎の負担や心身への配慮など細かい課題があるかと思われますが、このようなアイデアを含めて地
域特性を踏まえた居場所づくりがなされることは利用者にとって魅力的なものに違いありません。
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1−3

災害時要援護者支援

1 − 3 −①

島根県松江市での取り組み

災害時に備え、高齢者や障がい者等の要援護者を対象とした、地域社会での支援体制の構築を
模索する活動が全国的にみられます。災害時の課題を時間軸でとらえると、①短期的には早急的・
緊急的な人命の安全確保、②中期的には避難所・仮設住宅・福祉施設等での生活の安定、③長期
的には被災者の生活および地域社会の再建という 3 つの課題がありますが、松江市での取り組み
では上記の①を扱っています。
＜

目的

＞

松江市の法吉地区では、災害時に要援護者の避難誘導や安否確認を地域内で行うことができる体制
をつくることを目的としたモデル事業を実施しています。この焦点化は大変重要であり、ともすれば
上記の①〜③までの取り組みを地域で一気に実現しようと思いがちなところを、課題を整理し、限定
して取り組んでいます。
＜推進体制等＞
松江市法吉地区社協が総合調整機関となり、事務局を法吉公民館、松江市健康福祉部生活健康課、
松江市社協地域福祉課の 4 者が担い事務局となります。法吉地区全体で事業を展開しますが、活動
の単位は個々の自治会としています。具体的な活動をより小地域単位で行うことで諸問題がクリアし
やすいことに配慮したものと思われます。
＜支援対象と支援者＞
平素から支援を必要とする人のうち、災害時の支援を希望する人を対象として、登録台帳への記入
を依頼します。その際、登録台帳は公民館で、民生委員・児童委員および支援者が適切に保管するこ
とを条件に情報が有効活用されることについての同意を得ます。
支援者は、①近隣住民、②自治会、③地域自主防災組織、④民生委員・児童委員、⑤福祉協力員、
⑥ボランティアとし、誰を選任するかは当該要援護者の意思に委ねます。支援者の活動は、①災害
時に要援護者の安否確認と避難誘導を行う、②日常から声かけなどの見守り活動を行う、③自治会は
防災マップを作成するなど区域内の防災体制づくりを行う、④各自治会は本事業に関する情報交換等
を行うことで法吉地区内で連携・協力体制をつくる、などが定められています。
＜協議の中で＞
個人情報保護の問題があり、ニーズが予測されていながら支援対象になっていない人の取り扱いが
難しいことや、高齢者に比べて障がい者の方がこれまで社会資源にアクセスする機会が少なかったと
思われ、登録の呼びかけが十分に行き渡っていない可能性があることがわかりました。また、障がい
特性には個人差が大きく、必要な支援の確認や情報伝達の方法において個別的な配慮が要ることがわ
かりました。このような問題に対しては地域団体での取り組みには限界もあることから、事務局に位
置づいている行政機関から呼びかけを徹底することや必要に応じて障害者生活支援センター等の支援
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機関、通所施設の協力を得る必要があることも改めて認識され、必要即応的なチームによる会議の開
催等が模索されています。
その結果、約 2 年にわたってワーキング会議、高齢者支援チーム会議、障がい者支援チーム会議、
地域ケア会議、研修会等が旺盛に開催されています。このような会議の場で情報交換、連携の必要性
が改めて認識されるとともに、防災への取り組みを導入としながら、福祉コミュニティを形成する過
程を経ているという活動実感を得たとされています。
なお、災害時要援護者支援における対象者の把握とその情報共有に関しては、個人情報保護の観点
からいくつかの課題があります。以下の取り組みは、それらを踏まえての例示です。

1 − 3 −②

東京都豊島区での取り組み

東京都豊島区では、地域の住民組織から、首都直下地震等の際、高齢者をはじめとする要援護者の
安否確認・避難誘導をするための情報を提供して欲しいとの要望を受けていました。そこで国の「災
害時要援護者の避難支援ガイドライン」を参考にしながら避難支援対策をすすめました。
平成 17 年に区役所内に総務部長を委員長、保健福祉部長を副委員長とする 15 人の委員会（災害
要援護者対策検討委員会）を発足させ、以下の項目について検討しました。
①部局ごとに保有している要援護者情報の状況
②先進自治体や近隣自治体の取り組み状況
③対象となる要援護者の範囲
④個人情報保護審査会への諮問
その結果、これまで災害対策を想定した情報として整理されていなかった保健福祉部各課が保有す
る個人情報を、防災課において災害時要援護者用情報として整理し、平常時から災害時の支援や救援
活動のために活用することにより、災害時における的確な救援体制の整備を図ることになりました。
なお、要援護者については、次のように定め、個人情報保護審査会の了承を得ました。
①愛の手帳（療育手帳）1 度〜 4 度
②介護保険の要介護者
③身体障害者手帳

1 − 3 −③

要介護 3 〜 5

1 級〜 4 級

新潟県三条市での取り組み

新潟県三条市では、平成 16 年の豪雨により市内を流れる五十嵐川が破堤し、9 人の犠牲者が出ま
した（うち 6 人が高齢者）
。豪雨時の対応に関しては、避難勧告時の伝達方法に課題を残したと考え
られたことから、自治会、自主防災組織、民生委員・児童委員等が検討をすすめ、平成 17 年に「三
条市水害対応マニュアル」を策定しました。
合わせて要援護者の避難支援体制の整備に関して、市の保有情報をもとに要介護認定を受けている
人、
障がい高齢者の日常生活自立度 A ランク以上の人等を抽出し、暫定的に「災害時要援護者名簿（原
案）
」を作成しました。その結果、対象者が 1，320 人おり、そのうち助けを借りて避難所に避難す
ることができない状況にある「避難行動要支援者」が 371 人いることが判明しました。
次に、
「原案」の登録者に対して民生委員・児童委員が同意確認を実施するとともに、「原案」未登
録者に対してはアンケート調査等を実施し、改めて 1,177 人の対象者を登録した「災害時要援護者
名簿」を作成しました。
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登録された要援護者情報は、目的に応じて、民生委員・児童委員用、在宅介護支援センター用（当
時）
、介護保険サービス事業者用、自主防災組織・避難支援協力者用の 4 種類の名簿に整理し、それ
ぞれの関係者間で共有しています。また、平成 18 年からは震度 5 以上の地震発生時にも「災害時要
援護者名簿」を活用して、民生委員・児童委員、自主防災組織等が中心になって名簿登録者の安否確
認等を実施する体制を整備しています。

1 − 3 −④

静岡県御殿場市での取り組み

御殿場市ボランティア連絡協議会では、当事者団体等を通じて障がい者の情報を収集して避難支援
等の援助をするためのシート（救援システムカード）を作成し、救援システムづくりに取り組んでい
ます。同協議会では年に 1 回、町内会、自主防災組織と連携し、旧町村単位で行われる避難訓練で、
障がい者とボランティアが参加して安否確認や避難誘導を中心とする救援システム訓練を行っていま
す。この訓練には中学生のボランティアや要援護者である高齢者も参加しています。
御殿場市保土沢区で実施した救援システム訓練では、地域住民に加えて、障がい者、高齢者等の要
援護者が 19 人、中学生ボランティアが 60 人が参加し、安否確認・避難誘導訓練を行いました。こ
れらの参加者は、公民館で行われた救急法講習、炊き出し等の防災訓練にも参加しました。
この他、平素から消防署、社会福祉協議会と連携し、専門的な技術と知識を持つスタッフがボラン
ティアの救急・救命講座を実施したり、ボランティア連絡協議会の構成員に対する訓練・講座を実施
したりしています。

1− 3 −⑤ 災害時要援護者情報の共有における課題
避難支援体制の整備をすすめていくためには、平常時からの要援護者情報の収集と共有が不可欠で
す。この方法については、従来から以下の 3 つが知られています。
名

称

概

要

関係機関
共有方式

地方公共団体の個人情報保護条例において保有個人情報の目的外利用・第三者提供が
可能とされている規定を活用して、要援護者本人から同意を得ずに、平常時から福祉
関係部局が保有する要援護者情報等を防災関係部局、自主防災組織、民生委員などの
関係機関等の間で共有する方式。

手上げ方式

要援護者登録制度の創設について広報・周知した後、自ら要援護者名簿等への登録を
希望した者の情報を収集する方式。

同意方式

防災関係部局、福祉関係部局、自主防災組織、福祉関係者等が要援護者本人に直接的
に働きかけ、必要な情報を収集する方式。

また、対象者の範囲については、①介護保険の要介護 3 以上、②身体障害者手帳 1・2 級、③療育
手帳 A を対象としている場合が多く、その他、これに加えて一人暮らし高齢者、高齢者のみ世帯を
対象としている市町村もあります。
市町村においては、保有個人情報の目的外利用・第三者提供のために個人情報保護審査会の審議を
経ることに消極的なところも多く見られますが、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」
では、本人以外の者に提供することが明らかに本人の利益になるときには、目的外利用・提供ができ
る場合があるとしています。その場合、避難支援に直接携わる民生委員・児童委員、自主防災組織等
の第三者への要援護者情報の提供については、条例や契約、誓約書の提出等を活用して、情報を受け
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取る側の守秘義務を確保することが重要です。

1 − 3 −⑥

災害時要援護者の避難支援計画の具体化

関係機関共有方式や同意方式等による収集・共有した要援護者情報をもとに、具体的な避難支援計
画をあらかじめ策定し、平常時からの避難支援に直接的に携わる人の間で共有し、訓練等を計画して
おくことが重要です。特に高齢者、障がい者等の状態は変わりやすいことから、状態の変化に伴い、
必要な支援の内容等も変更し、更なる調整を図る必要があります。
同意方式を中心に進めた場合は、同意を通じて形成された人と人とのつながりにより、登録内容の
変更等を随時行っていける場合があります。しかし、対象者数が多い場合には、関係機関共有方式を
活用し、定期的・自動的に市町村の担当部局が保有する災害時要援護者情報が、関係機関・団体に提
供される仕組みを構築しておくことが大切です。したがって、個人情報保護審査会への諮問手続きを
経て目的外利用・第三者提供を実施する際には、最初の情報共有についてだけではなく、定期的に情
報共有（更新）を実施することも併せて諮問しておくと好都合です。ただし、更新の頻度が高いと膨
大な時間と労力が費やされるため、例えば半年に 1 回、もしくは 1 年に 1 回など、間隔の幅を決め
て更新することが望まれます。
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2. 地域福祉活動をすすめるために

近年、地域福祉活動を展開していく上で、「出会いの場」「協働の場」「協議の場」を形成すること
の重要性が指摘されています。これらは必ずしも「出会い」→「協働」→「協議」というように段階
的に展開するものではなく、「協働」や「協議」の場にも新たな「出会い」があるなど混在するもの
でもあります。しかし、「出会う」ことによって地域の福祉ニーズに気づき、共有することで問題意
識を高め、住民が主体的に「協働」しながら生活課題の解決に取り組むことは、地域福祉活動の一つ
の姿です。ここはいわば「共助」にあたる部分です。
しかしながら、
「協働」「共助」の力だけでは解決できない地域の課題を多様な主体で共有し、解決
に向けて話し合う「協議の場」は専門機関や「公助」をも巻き込んだ課題解決の場として欠くことの
できないものです。
このような観点に立って、3 つの場面展開について整理します。

2−1

出会いの場づくり

①福祉教育
福祉教育は広く社会福祉に関する理解と関心を深め、福祉活動への参加を促すための教育ですが、
そこでは、日頃、教育対象が認識していない福祉課題や福祉課題を持つ人と出会い、交流することを
重視しています。
小中学校等、学校で行われている福祉教育では、車いす体験、アイマスクを装着してのブラインド・
ウォーク、
当事者の体験談を聴く等が典型的なメニューとなっていますが、
これらは学習者にいわば「異
質」との出会いを意図的に作り出して、多様性や異質性に共感する力を育もうとするプログラムです。
最近では、小学生が地域の作業施設で作業体験をし、そこで作製したものを地域で販売したり、商
品開発に高校生がアイデアを出したり、参加を通した学習活動を重視しています。
学校という場を離れて 1 回で完結しない参加型の福祉教育によって、お互いの理解やコミュニケー
ションをさらに深まることになります。

②防災マップや支え合いマップの作成
防災マップや支え合いマップなどは、マップ作りのために参加者を募集するところからスタートし、
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対象地域の点検、地図への落とし込み、そして一連の作業を通じての気づきの確認と共有、地域や行
政への問題提起や啓発という過程で進められます。この過程のなかで自分が知らなかった地域の見方
を覚え、地域を見直すことで地域の福祉課題についての気づきが生まれます。防災マップや支え合い
マップは成果物としての意味とは別に、そうした気づきを生み出すツールでもあるのです。

③福祉まつり等のイベントによる啓発活動
地域のさまざまな組織・団体が協力して、福祉まつりなどの名称で行われるイベント、バザー等も、
広く地域住民に福祉一般や地域福祉活動、当事者についての理解をもってもらい、活動への参加を促
す啓発活動としての意味があります。

④定年退職者への働きかけ
従来、地域福祉活動への関わりが少なかった被用者への働きかけは意図的な出会いの場の創出とし
ては重要です。とりわけ、団塊世代の大量退職時代に、今後の活動の担い手として男性定年退職者に
期待が集まるのは至極当然のことです。ただし、定年退職者の側にも準備が必要となりますし、地域
福祉活動で期待される役割を理解するに時間もかかります。
必ずしも既存の地域福祉活動に合流するだけではなく、例えば有償型福祉サービスの担い手として
やコミュニティビジネスの創設等も含めて多様な参画のあり方を許容していく必要があるでしょう。

2−2

協働の場づくり

①居場所づくり
一般に「ふれあいいきいきサロン」と称されるものが多いですが、学区福祉委員会活動メニューの
なかでは「いきいきサロン」「健康いきいき教室」「子育てサロン」等がこれに当たります。
このような多様な「居場所」を設けることで、その場その場が地域福祉活動の「協働の場」となり
得ます。サロンは気軽に出会い、交流する場として開設されますが、実際にはこのなかで参加者同士
が相談し合ったり、情報交換し合ったりして、地域での共通の生活課題に気づく場にもなっています。
例えば、サロンでの会話のなかから日常生活での困りごとや子育ての不安などが明らかになると、他
の参加者やサロンに関わる世話人、ボランティア等を通じてフォーマルな相談窓口やサービス機関にそ
の情報が伝えらることがありますし、
時には参加者同士の知恵によって解決につながることがあり得ます。

②見守り・支援活動
一般に見守り活動は、地域住民が地域内の要援護者を訪問活動等によって見守り、必要に応じて個
別支援を行う活動として行われてきています。見守りというと、訪問して異変があった場合に、専門
機関につなぐというイメージが強いのですが、実際には見守り活動の担い手が住民間で支えられる部
分を支えるスタイル（協働の場）になっていることが多いといえます。
また戸別訪問のみならず、前述のサロンへの参加や会食会等への招待によって居場所に集うことに
よる見守りも行われています。そのような地域の集会所等で実施されている住民参加型の活動を「居
場所提供型」
の見守り活動といいます。居場所提供型の見守りも「協働の場」での取り組みの典型です。
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地域における見守り活動の目的別の分類には次のようなものがあります。
1）安否確認
・主に日常生活の変化、健康状態の変化、困りごとの変化等の把握を目的とします。
2）不測の事態への備え（異変の察知）
・死や病症等の早期発見を目的とします。「安否確認」と重複する部分もあります。
3）精神面のサポート（閉じこもりの防止）
・いわゆる閉じこもり、抑うつの予防等、生活の活性化を促すことを目的とします。
4）孤立死の防止
・社会的孤立による死を防いだり、死を早期発見したりすることを目的とします。「安否確認」「不
測の事態への備え」
「精神面のサポート」と重複しますが、
「孤立死」というインパクトの高いキー
ワードを用いる点が特徴的です。
5）虐待の早期発見
・近年、社会問題化している「高齢者虐待」に焦点を当て、対応よりもむしろ早期発見や通報を目
的としています。
6）消費者被害の回避及び対応
・意思能力の問題に関わらず高齢者が消費者被害にあわないようにし、たとえ被害にあっても被害
事実が早く判明し、迅速に適切な善後策を講じることを目的とします。
7）事故防止型
・子どもの登下校時の見守り、街頭でのあいさつなどは事故の抑止にもなり、地域全体に対するメッ
セージにもなります。

③ふれあいネットワーク活動
見守り・支援機能を含めて学区福祉委員会が長年力を入れて取り組んできたのがふれあいネット
ワーク活動です。活動のスタイルや頻度は学区により異なりますが、一人の要援護者に対して数人の
委員、協力員等がネットワークを組み、日常的な声かけや安否確認、ゴミだしなどの軽微な手伝いを
行う活動を生活支援付加型のネットワーク活動といいます。ふれあいネットワーク活動は、このよう
に見守りと個別支援を結びつけた「協働の場」の活動です。
住民だけでは担い切れない課題については、専門機関、専門職につなげるなどして公的サービスと
も協働して、その人の在宅生活を支える役割を果たしています。
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④住民参加型在宅福祉サービス
住民参加型在宅福祉サービスとは、住民自身が提供会員（サービスを提供）および利用会員（サー
ビスを利用）となって運営する会員制の有償サービスで、介護保険や自立支援法等の公的サービスで
は対応できないような幅広いニーズや、制度の隙間にあるようなニーズに対応することを意図したも
のです。
有償であってもボランティア精神にもとづく活動であるため営利を目的とせず、むしろ一定額を支
払っていただくことでお互い気兼ねなくやりとりしようという一定責任あるシステムとして展開され
ているものとも捉えられます。また、こうした活動は具体的なニーズを背景に発足しており、地域で
の「協働」の担い手として評価できますし、団塊の世代が取り組むコミュニティビジネスの萌芽にな
り得る可能性もあります。

2−3

協議の場づくり

①学区福祉委員会連絡協議会
定期的に各学区福祉委員会の代表者が集い、各学区の取り組みを報告し合い、経験交流、成果発表
を行います。経験交流、成果発表自体に大きな意味がありますが、
「協議の場」として捉えると、個々
の活動を通して見えてきた課題や学区福祉委員会という「協働の場」だけでは解決できない課題を協
議し、具体的な活動間の調整を行ったり、「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」に反映させていくこ
とを担う場ともなります。

②日常生活圏域でサービスを調整する場
③④で述べる「地域福祉計画」
「地域福祉活動計画」の策定や進行管理における「協議の場」とは別に、
日常的により地域に密着した日常生活圏域でのサービスの需給調整やニーズの充足、困りごとの解決
を話し合える、住民、サービス事業者、社会福祉協議会等の実務者レベルの「協議の場」を設けるこ
とが大切です。そのような実務者レベルのサービス調整を目的とした協議を行うことで、より小地域
でのニーズの把握、社会資源の把握、支援者の開拓ができ、きめ細かいサービス提供ができると考え
られるからです。
他には、
介護保険の地域包括支援センター運営協議会や地域密着型サービス運営委員会等において、
地域に必要なサービスの把握や整備計画を住民参加のもとで協議することなども必要となります。

③地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定における協議
「地域福祉計画」「地域福祉活動計画」の策定や見直しに際して設けられる策定委員会等をフォーマ
ルな政策立案や合意形成の場として協議することが大切です。岡崎市でも策定委員会には福祉関係機
関・団体の代表、学区福祉委員会の代表、当事者団体の代表、地域代表、公募委員等が参画していま
すので、各委員が団体等を代表して真摯な協議を行うことで「自助」「共助」「公助」の役割分担や調
整を行うことができます。
また計画の策定過程において、各種のアンケート調査・ニーズ調査を実施したり、住民座談会等を
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企画して地域の実情やニーズを把握しようとする場面があるかも知れません。そのような機会に学区
福祉委員会をはじめ地域の団体、福祉関係機関・団体、当事者団体等がそれぞれの立場から問題を出
し合い、解決策を検討したり、全市的な課題として取り上げてもらうことなども「協議の場」として
大切です。

④地域福祉計画推進委員会における協議
「地域福祉計画」では計画の進行管理を行うために、同委員会で施策の実施状況の把握、施策推進
のための助言・提言、取り組みの成果に対する評価を行うことになっています。「課題の解決に向け
た目標がどの程度達成されたか」
「課題の達成のためにどのようなプロセスを設定し、それが実行さ
れたか」
「計画の推進によってどれだけ地域の自主性が進展したか、どれだけ意識の高揚が図られたか」
という観点から年度ごとに評価することになっており、こうしたフォーマルな委員会において協議し
ていくことが重要です。

＜引用文献・参考文献＞
『地域包括ケアの行方』 筒井書房
『団地と孤独死』 中央法規
『住民参加のまちづくり』 中央法規
『校区の時代がやってきた！』 筒井書房
『熊本発

よかよかレポート』 筒井書房

『校区の時代を切り拓く』 筒井書房
『住民の支え合いマップ作成マニュアル』 筒井書房
『住民参加型の福祉活動』 ぎょうせい
『住民主導の地域福祉運営』 筒井書房
『高齢者・障害者の災害時の避難支援のポイント』 ぎょうせい
『地域における「新たな支え合い」を求めて』 全国社会福祉協議会
『
「ふれあい・いきいきサロン」のてびき』 全国社会３１福祉協議会
『地域福祉をすすめる力』 全国社会福祉協議会
『福祉教育のすすめ』 ミネルヴァ書房
『松江市の地域福祉計画』 ミネルヴァ書房
『地域が主体のまちづくり』 横浜市社会福祉協議会
『なごや発

コミュニティワーカー実践事例集』 久美
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3.地域福祉フォーラム（平成22年1月16日開催）の記録

3－1

竹村安子先生講演録
地域福祉フォーラムのプログラム
開催日時

2010（平成 22）年 1 月 16 日

会

岡崎市福祉会館

場

プログラム

開

6 階大ホール

会

あいさつ
岡崎市長
岡崎市社会福祉協議会

会長

岡崎市学区福祉委員会連絡協議会
講

会長

演「地域における新たな支え合い」
講師

竹

村

安

子

氏

フォーラム
発言者
岡崎市学区福祉委員会連絡協議会

会長

川合

秋夫

氏

松井

康裕

氏

鈴木

久義

氏

竹村

安子

氏

長岩

嘉文

氏

岡崎市社会福祉協議会
地域福祉サービスセンター
岡崎市福祉保健部

所長

次長

アドバイザー
司

会
日本福祉大学
社会福祉総合研修センター
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研究員

●講

演

地域における新たな支え合い
講師：竹村

安子氏（大阪市立大学

非常勤講師・大阪 NPO センター理事）

はじめに
盛大な拍手をありがとうございます。
拍手をいただきまして、こういうマイクが前にありますと、何か 1 曲歌おうかなという感じになる
わけですけれども、時間もないし、怒られるといけませんのでそれはご遠慮します。
今、
「先生」とご紹介いただいたのですが、私は先生というタイプではなくて、34 年間大阪市社会
福祉協議会に勤めてきて、56 歳のときに退職いたしました。退職する前に母親が脳梗塞で倒れまし
て（いまも介護をしているのですが）、かれこれ 10 年が過ぎました。母は今年 88 歳になりましたが、
今、
介護のしんどさをつくづく痛感しています。早期退職の背景には母親の介護があったということ、
それから、自分自身が社協の職員としてというよりも、いわば「コミュニティ・ワーカー」として地
域とかかわり、住民の方々とかかわり、市民の方々とかかわるなかでこんな活動をしたいなと思い描
くいろんな活動がありましたが、年を取りますと職場で管理的な仕事をしないといけませんので、自
分のしたい活動がなかなかできない。それだったら退職して母親の介護をしながら思い描く活動をし、
ボランティア活動もやろうかということで退職しました。実は今もっていろんなボランティアとか
NPO とか施設とかかわりながら、地域福祉にかかわらせていただいています。
その成果というと、悪いほうの成果なのですが、この体型なのです。私が一番太っているなと思い
ながら今日会場にいらっしゃった皆さんを拝見していたのですが、若いときはこんなんではなかった
のですね。いまの半分ぐらいで、髪の毛が長くて、かわいいかわいい女の子だったのです。（笑）
なぜこんな体型になったのかなと考えてみると、地域に出向く仕事をしていると、まず地域で会議
が始まるのが夜の 7 時半から 8 時ぐらいからです。
終わるのが大体 10 時か 10 時半ぐらいです。それ
ですんなり帰りますと・・・、その地域の本音は
わからない。実はそこからお茶を飲みにいったり
おチャケを飲みにいったりして、帰ってくると午
前様ということになります。疲れたなあとアイス
クリームを食べるという生活を続けておりました
ら、結果としてこの体型になってしまったのです。
何とかしなければと思っているのですけれども、
なかなか戻りません。（笑）

1．地域社会に求められているいろいろな活動
そういうふうに地域福祉にずっとかかわってきたのです。大阪市というのは政令指定都市です。私
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が職場に入りましたのは昭和 45 年。岡崎市の皆さんのところには「学区福祉委員会」があるとお聞
きしましたけれど、私が就職しましたときに大阪市内にはもうすでにそういうものがあったのです。
「地区社会福祉協議会」という名称で、大体小学校区ですけれども、小地域を対象にしたそういう組
織があったわけです。その地域のなかにあります町会、民生委員会、老人クラブ、青少年指導委員会、
子ども会、女性会と、もろもろの団体が集まりまして「地区社会福祉協議会」がつくられていました。
ところが、
実際にはあんまり活動していないわけです。地域を回っていると「何をしたらええのや？」
と言われる。できたのが昭和 30 年後半から 40 年代の最初ですが、就職した昭和 45 年ころ、地域に
行きましたら、地域の役員さんによく言われましたね。「福祉って何すんのや」「わしら税金払って、
地域のいろんな活動もしてて、これ以上何やらすんや」等と。「福祉はお役所のやることやで」とバー
ンと反撃されたりもいたしました。
「そのとおりやな」と思いながら、その当時かわいかった私はす
ごすごと帰っていったりしたわけです。

ひとり暮らし高齢者の増加
そういう時代から実は新しい福祉課題が生まれてきていたわけです。それはどういう課題だったの
かといいますと、
「ひとり暮らしの高齢者」の問題です。行政はいろいろな施設を作る、あるいは生
活保護制度を運用する、あるいは困っておられる方々に物だとかお金を渡す。そんな取組みはあった
んですけれども、ひとり暮らしの高齢者の方が実際にはさまざまな面で困っている。年金で生活でき
ていて経済的には困っていない。でも買い物、人付き合い、通院等、さまざまな日常生活で困ってい
て、困られたままアパートのなかで、今もいわれている孤老死、孤独死されるという問題が、実はそ
の当時からポツポツと出ていたのです。
先ほども控室でお話ししていたのですが、岡崎市に比べて大阪市のほうが高齢化率は高いです。市
全体ではもう 20％を超えています。地域によっては 35％を超えている地域もあります。それともう
一つ、高齢化率が高いということだけではなく、高齢者世帯が非常に多いという事実があります。そ
の結果としてひとり暮らしになっていかれる高齢者がたくさんいらっしゃるということなのです。
今日、岡崎市に参りましていろんなお話を聞いておりましたが、「ああ、15 年か 20 年ほど前の大
阪市の実態やな」と思いました。実はいま大阪市ではいろいろと地域の格差が生まれています。なぜ
格差が生まれているのか。大阪市内には 323 の「地区社会福祉協議会」があるのですが、いろんな活
動に取り組んでおられるところはそのうちの二つです。その二つの地域であれば、高齢でひとり暮ら
しになって、たとえ、要介護認定で要介護 1 とか 2 とかに認定されても十分にひとりで暮らせます。
それ以外のところでは無理だろうと思います。
暮らせると言った二つの地域は、私がずっとかかわってきた地域です。一つは 30 年間かかわって
いる地域、もう一つは 36 年間かかわっている地域で、今もってかかわっています。退職してもいろ
いろとかかわりをもっています。「出かける」と言うと、うちの母親が「あんたは仕事を辞めたんとちゃ
うんか？

お母ちゃんのために辞めてくれたんとちゃうんか？」と言うのですが、家にばっかりいま

すとストレスもたまりますので、姉に頼んで外へ出ていったりします。
私がずっとかかわりをもっているその二つの地域は、高齢でひとり暮らしになって、仮に要介護に
なっても十分にひとりで暮らせますと言いましたが、それはなぜか？
同じ大阪市ですから、福祉制度は一緒です。制度は一緒なのですけれども、実はそこにプラスアル
ファ、住民によるいろんな活動があるかないかで暮らせるかどうかが決まるのです。そう言うと「そ
れやったらその地域の役員の人たちは大変やろうな、しんどいやろうな」というふうに思われがちな
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のですが、この二つの地域は全然違うのですね。みんな楽しく活動しておられるのです。
もう一つの傾向としては、地域の活動をしている方はどこでもわりと高齢の方が多いのですけれど、
この二つの地域とも若手といわれる 30 代後半から 40 代、50 代、60 代前半の活動者の方がたくさん
いらっしゃいます。その方々は、福祉活動だけではなく、地域のほかの組織にもどんどん入っていっ
ていろんな活動をしておられます。むしろ最初に福祉活動から入って、だんだん地域のほかの団体の
活動もされているような印象を受けます。そんな二つの地域があります。

世代間交流の必要とふれあい三点セット
ほかの地域はそこまではいきませんけれども、大部分の地域で、「三点セット」と私が勝手に言っ
ている「ふれあいの場」をもっています。その一つが「ふれあい型の食事サービス（会食会と配食が
ある）
」です。多くは会食会で、ひとり暮らしの高齢者に集まっていただきまして、みんなで一緒に
ご飯を食べましょうという活動です。そのなかには、給食業者にお願いしてお弁当を持ってきてもらっ
て、地域の方がみそ汁などを作り足して、みんなでご飯を食べるというところもあれば、ボランティ
アや地域の方が完全に全品手作りでやっておられるところもあります。こういう活動を、一か月に大
体 2 回ぐらいやっているところが多いです。
二つ目が「喫茶サロン」という活動です。「それ何やねん？」ということなのですが、老人憩いの
家とか地域の会館のなかで、一か月に 1 回とか 2 回、2 時間、3 時間程度の喫茶店を開くのです。こ
の喫茶店では 100 円で本物のコーヒーとちょっとしたお菓子がつきますので、そこでコーヒーを飲み
ながらおしゃべりをしてもらうという活動をしています。
この「喫茶サロン」の場合、利用者はひとり暮らしの高齢者のみという縛りはありません。地域のど
なたでも来てくださいというスタイルです。多くのところは平日にやっていますので高齢者の方が多い
わけですが、地域によっては土曜日にやっているところもあります。私の住んでいる地域も一か月 2 回
やっているのですが、火曜日と土曜日にやっています。土曜日にやりますと、学校がお休みですので子
どもたちが来ます。お母ちゃんたちが来ます。しかも、私の住んでいるところの地域では、たこ焼きを
5 個 100 円で出していますし、カレーライスなどもありますので、親子連れでそれを食べに来られたり
もします。そういうことで世代間の交流の場にもなっています。そういうふれあいの場があります。
三つ目は何かといいますと、
「子育てサロン」です。これは女性リーダーの方とか民生委員の方とか、
主任児童委員の方とか、ボランティアの方々が中心になってやっておられます。
このようにいろんな年代の方々のふれあいの場があるということです。今までは福祉といいますと、
高齢者、障がいのある人たち、困っておられる人たち、あるいはこれから困られるだろうなと思われ
る方たちが対象だったわけです。ところが、今の地域の非常に大きな課題は、人と人とのつながりが
ないということです。これがいろんな年代にあらわれてきているということなのです。
いかに地域のなかで人とのつながりの場をつくっていくか、つながりをつくっていくのかという課
題が、実は地域にあるということです。子どもたちも、幼稚園か学校へ行くまでなかなかお友達がで
きない。特にお母さんのなかには公園デビューができないというような人たちがいらっしゃる。そう
すると、その子どもたちもお友達ができずに孤立してしまいます。そうではなくて、地域のなかでご
く当たり前に、普通にいろんな人たちが交流できるような場をつくっていきましょうということを意
図的にやらなければならない時代に来ているということです。
昔でしたら当たり前のように井戸端会議があったり、私が子どものときには、家に帰ってお母ちゃ
んがいてへんかったら、隣の家に行って、そこでおやつも食べて、遊んで、ご飯まで食べて帰ってい
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た。いろんな家でお年寄り同士が集まってお茶を飲んでおられたり、お母ちゃんが集まってお茶をし
ている。そんな場面が自然にあったのです。そして、子どもたちがちょっと悪いことをしていますと、
近所のおっちゃん、おばちゃんに怒られる。おじいちゃん、おばあちゃんに怒られる。そんなことが
当たり前にあったのです。
今そんな光景があるでしょうか。ないと思います。今は子どもたちを怒るのも怖いです。後で恨ま
れて親にどなり込まれるようなこともあったりします。あるいはその子どもが反撃をしたりというふ
うなこともあります。これが小学校高学年になったら怒るどころの騒ぎではありません。もう知らな
い顔をして通り過ぎるというふうになってきます。
なぜ通り過ぎていくのか。その子がもし自分の知っている子だったら声をかけやすいと思うのです。
でも知らない子だから声をかけられないし、怒れない。一言言えない。他人の子、知らない子にはそ
ういうふうな声はかけられない。こういう関係が実はずっと広がっていっているわけです。

地方でも人と人の交流が難しくなっている
これは大都市だけではなく、地方でも当たり前に広がっていっています。以前、呼ばれて石川県と
か秋田県とかにお伺いしたのですが、私は地方には人と人とのつながりが密接に残っていると思って
いたのです。思っていたのですが、実はないのですと言われたのです。
反対に、農業のやり方が変わってきたり、若い人たちが家を出て都会へ行ってしまう。農業の担い
手がなくなっていく。その村の今までの伝統であったお祭りさえできなくなってしまっている。そし
て、お年寄り同士のつながりもなくなってしまって、結局、顔は知っているけれども話をするという
ことがなくなってしまったというような関係になってしまっているんだとおっしゃっておられました。
ある地域では、その村の基本である自治会、組が崩壊をしつつあるというようなお話を聞きました。
「ええっ、なんでそんな地域の組織がなくなるんですか？」と聞くと「実は担い手がなくなるのです」
と言われる。頑張っていらっしゃるリーダーの方が高齢な方なのです。その周辺の一緒にやっている
方も高齢の方です。リーダーの方が亡くなられますと、あとの方も年齢が高くて、次の担い手が見つ
かってこない。だからできないのですというふうなこと言われる。
あるいは、その村落のなかで高齢の方が多くなっていって、自治会の活動を続けていくのがしんど
いと言われます。なぜしんどいのかといいますと、そこへ入るとお金を集めたり、いろんな役割が回っ
てくる。
「年を取ったらそれがしんどくなって、金を出すだけだったらいいけれども、そういう役割
がしにくくなってやめていくんです。」ということをおっしゃられました。
まだ岡崎市ではそういうような状況は出ていないかもわかりませんけれども、大都市の大阪でも既
にそれは出てきています。従来、町会組織で緻密にいろんな活動をしておられたのが、町会を脱退し
ていくというふうなところも出てきています。
今、大阪市は赤字で有名です。ATC とか WTC とかいっぱいいろんなものをつくったので、その
ために赤字にもなったのですが、市政改革ということで職員の給料を下げるとかいろいろと取り組ん
でこられて、その流れのなかで地域組織の活動、地域の住民活動を見直さなければあかん、行政と地
域が一緒になってやっていくということを考えていかなければあかんということになり、市政改革委
員会のなかで地域の活動を見直していくという方針が出てきたりしています。お金がなくなるからと
いうこともあると思うのですが、これから超高齢社会になっていくという現実のなかで、日本のこれ
からの一つのありようを考える機会かなと思ったりします。
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2．楽しく活動している地域は元気・・・今川地区の例
そういうなかで、先ほど言いましたような元気なところがいくつかある。元気なところは実は活動
を楽しんでいるのですね。これが一つのポイントなのです。
主催者から今川地区のお話をという依頼もありましたので、少しご紹介させていただきます。これ
は先ほど言いました二つある地域の一つです。かれこれ 30 年間かかわっているのです。去年の秋に
30 周年をされましたので、ちょっとしたお祝いをもってご馳走になってきたのですが、私がかかわっ
たのは昭和 54 年からです。
その当時、大阪市には区社会福祉協議会はあったのですが、名前だけで職員もスタッフもおりませ
ん。区役所の人がやっておられたのです。そういう状況なので、直接私たち社協の職員が地域に入っ
ていく、といっても、担当の職員が 3 人しかおりませんでしたから、323 地区もできるはずがない。
そこで、一つの区に 1 か所ずつモデル地区を出していただいて、そこにかかわっていこう、というよ
うなことをしました。今川地区には昭和 54 年と 55 年の 2 年間、モデル地区になっていただきまして、
担当をしたのが私だったのです。
私はそのときに思いをもっていました。この 2 年間で実行する目標です。どういう目標をもってい
たのかといいますと、この地域のなかで、何らかの住民福祉活動とその活動者、担い手を残すという
思いをもっていた。それはなぜかといいますと、それまでもモデル地区にかかわりまして、盛り上がっ
て大会を開かれたり勉強会を開かれても、モデル
地区の 2 年ないし 3 年が終わりますとそのままし
ぼんでいくのです。活動がなくなっていって、元
の木阿弥になっていくのです。
でも、そうではなくて、そこにひとり暮らしのお
年寄りにかかわる活動があって、しかもそれにかか
わる活動者がいれば、これは日常的な活動になる。
それやったら続いていくんと違うんやろか？ ずっ
とかかわっていくことができるんと違うんやろか？
そんな思いをもって今川地区に参ったのです。

始まりは友愛訪問活動・・・でも大成功ではなく
今川地区はその当時は会館も何もなかったところです。最初のころは幼稚園の教室を借りて会議を
したりしました。そのなかでわかってきたのが、その小学校区は人口 1 万 3 千人ぐらいのところなの
ですが、真ん中に細い川があって、西側が住宅の古い地域で、東側が新しい地域だったのですが、実
は西側は高齢者とかひとり暮らしの方が多かったのです。モデル地区になったからしょうがない、何
かやらなあかん。そうしたら、西側のほうはひとり暮らしの高齢者が多いから友愛訪問をしようかと
いうことで友愛訪問が始まったのです。これも地域の女性会のメンバーとか民生委員の女性の方とか
が中心となって、ひとり暮らしのお年寄りのところへ訪問に行っていただいたのです。これはけっこ
うしんどかった。このときに一つは友愛訪問のしんどさというのを痛感しました。
例えば、あるおばあちゃんのところへ行った女性の民生委員さんが泣かされて帰ってくるのです。
「竹村さん、ちょっと聞いて」ということで話を聞きました。「あそこのお家へ行ったら、あんたら私
にボランティアしようと思ってきたんやろ。それやったら、10 年間掃除してへん 2 階を掃除してとか、
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あれして、これしてといっぱい用事を言いつけはる。ボランティアはただの家政婦やと言いはる。私
らそんなことせんとあかんのやろうか。どないしたらいいんやろか」というような話です。
また、ある女性会の役員の方につかまっていろいろ聞いていますと「竹村さん、行っても喜んでは
らへん。反対に嫌がってはる。私らあの人らに何か悪いことをしてるんとちゃうやろか」という声も
ありました。
そういうなかで、友愛訪問に行っている先のお年寄りの方に、無記名で意見を聞かせてくださいと
いうことで聞きますと「友愛訪問に来てもらわんでもええ」というのが大半だったのです。なぜ来て
ほしくないのですかと聞きますと「知らん人に来てもろうてもしゃあない。用事してくれるのやった
らともかく、知らん人に来てもらうんやったら、そのときには家で待ってなあかんし、家も掃除せな
あかんし、ちゃんと服着てなあかんし、しんどい」こんな声があったわけです。
最後の質問で「ひとり暮らしになられて、友愛訪問に来てほしいと思うときはどんなときですか」
という質問をしたのです。そうしたら「夜の夜中にものすごくしんどくなったり不安に思ったときに
来てほしい」これが一番でした。二番目に来てほしいと思うのが、雨のしとしと降るような日に来て
ほしい。三番目が、夕暮れどきの寂しいときに来てほしい。要は自分がもうひとりぼっちやなと思う、
そして不安になってくる、そんなときに来てほしいという話なのです。昼間の外出したいなと思うよ
うなときには来てほしくないというわけです。
これを聞いてメンバーの方と話したら、
「これは私らも行かれへんわ。夜の夜中に行ったら、おま
え何しに行くのやといってお父さんに怒られるわ」とか、「雨のしとしと降るような日には私も出た
ないわ」という話もありました。そういうなかから生まれたのが実は「ふれあい型の食事サービス」
なのです。

食事サービスの始まりとひとり暮らしのお年寄りの琴線にふれた一言
お友達でもない人が行ったら、お話をするのは難しい。でも、食事がほしいなという人に、食事を持っ
ていって、その食事を介していろんなお話をすることならできるな。そうしたら、人数は減ってもそ
れをやってみようかということで、
「ふれあい型の食事サービス」が配食というかたちで始まりました。
このとき、配食で始まったのは、集まってくる場所がなかったからです。ですから、地域の給食業者
にお願いして、そこで作ってもらったお弁当を持っていくというかたちで始めました。そして、友愛
訪問もぼちぼちやろか、声をかけて安否を確認するというふうなことをしようかということで、2 年
間のモデル地区が終わったわけです。
要は私のねらいである友愛訪問活動と「ふれあい型の食事サービス活動」という二つの活動が残っ
たのです。そして 50 数人の活動者が残ったのです。
その後、この地域から 1 年に何回かお呼びがありました。相談があったのですね。お金の相談、あ
るいはこんなときどうしたらいいのやろうといった相談がいろいろありました。
あるとき、ひとり暮らしのお年寄りのところに食事を持っていった。その日はその方のお誕生日だ
ということを持っていった人が知っていたので、ささやかにあめ玉を添えて「お誕生日おめでとう」
と言って渡した。そうしたら、相手の方は男性の方だったのですが、それを聞いたとたん、声が出な
くなられて涙をぽろぽろと流されたのです。そして言われたのが、「お誕生日おめでとうという言葉
を三十何年ぶりに聞いた。うれしい」といって泣かれたのです。
それがわからなかったら後のことも始まらなかったと思うのですが、その方はうれしくてそこの地
区の社会福祉協議会にお礼状を出されたのです。毛筆のお礼状でした。こういうのが来たけど何やろ
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うということから、実はこんなことがあったんですという話になったのです。たまたま私も同席して
いたのですが、そのなかで出たのが、
「ひとり暮らしのお年寄りの暮らしというのは私たちの暮らし
とは違うところがあるんやね」
「お誕生日おめでとうと祝ってもらうことがない人もいてはるし、朝
起きておはようと言う人もいてないんやな」「夜中に不安になってもそれを訴える人もいないんやな」
という話になったのです。

地域の活動を支えることになった 1 円玉募金
そして、それがきっかけとなって地域に会館ができて老人憩いの家などができたときに、ひとり暮
らしのお年寄りの方々のお誕生会が始まったのです。お誕生会は始まったのですが、お金がありませ
ん。また電話がかかってくるのです。「竹村さん、どっかからお金出えへん？」というふうなことだっ
たのですが、
「いや、飲食費は出えへんわ」ということから、ほんならどうしたらええんやろうとい
うことで、たまたまほかのところでやっていた 1 円玉募金という募金を紹介したのです。それが昭和
58 年です。
「それはええわ。1 円玉ぐらいやったらみんな入れてくれはるから」ということで、名前を書かず
に封筒を回して、こんな募金活動をしていますのでどうぞ寄付をくださいということでお願いしたの
です。そのときには 10 万円ぐらい集まった。これは毎年回していますが、いまは 70 万から 80 万円
のお金が入るようになって、それが地域の福祉活動を支えていく原資になっています。
なぜみんなそんなにお金を入れてくれるのかと思ったら、封筒の表に地域の福祉活動がみんな書い
てある。それを見て、私も将来お世話になるかもわからへんな、ほんならちょっと入れとこか、こん
なかたちになる。人とのつながりがありますから、やっぱりちょっと入れておこうかというかたちに
なります。そういうことが始まっていきました。
それから、活動をされている方たちがいろんなところに気づきをしていかれます。車いすをちょっ
と借りたいなと思って役所に借りにいっても、いつもタイヤがつぶれているとか、時にはなかったり
する。そうしたら地域独自で車いすを買って、それを貸し出ししようかと考える。このときもお金が
どこからか出ないかということで相談を受けたりしました。これは福祉基金という基金を紹介して、
そこに申請をしてもらいました。

多様なニーズに対応できる体制へ・・・レモンの会の発足
そんなこんなでいろんな活動が広がっていきました。非常ベルをつけたり、地域の特性を生かして、
ひとり暮らしのお年寄りの方々を見守っていくという活動へ発展していきました。ある日たまたま配
達に行かれた人が若い人だったのですが、食事を持っていったときにそのお年寄りが倒れておられ
て、そのまま病院に付いて行ったけれど、自分の子どもが学校から帰ってくる時間もあるし、大変だっ
たというようなことがありました。そうしたらそんなときに対応していくちょっと年長の方のボラン
ティアグループをつくろうということになって、ボランティアグループのなかのボランティアグルー
プとして「レモンの会」というグループができました。それが昭和 61 年です。介護保険は平成 12 年
からですから、まだ介護保険はできていない時代の話です。
さあいろんなニーズが徐々に来るようになりました。車いすで病院まで連れていってほしい。ある
いはいま病気で倒れていて、食べるものも食べられないからおかゆさんを作ってほしい。病院まで薬
をとりに行ってほしい。いろんなニーズが出てきました。最初はそれらに全部対応できるには至りま
せんでしたけれども、少しずつ少しずつ扉を開けて玄関口に入り、玄関口から靴を脱いで上に上がり
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というふうな活動になってきました。これらの具体的な困りごとに対応する活動を「個別支援」とい
います。
二つの地域には、実は楽しい行事的な活動も 1 年に何回ではなくて、1 月に何回というふうに日常
的にあるのです。そういうものと「個別支援」の活動があるのですね。だから暮らせるのです。
「レモンの会」ができて、そういうふうなことをしながら進んでいきました。そうしたら楽しいこ
とをもっと広めてやろうということで、正月には鏡開きということで、会館でお餅を切っておぜんざ
いを作ったりしています。朝の 10 時から 3 時までの間、好きなときに来て、おぜんざいをどうぞ食
べてくださいということをやっています。秋にはお月見会というのをやっています。これは子どもと
の交流会です。子ども会と一緒になりまして、子ども会のメンバーの人たち、子どもたちがお世話を
しながら、太鼓をたたいたりしながら交流します。そういう楽しい行事もあります。
それから、
高齢者世帯への取り組みということで、高齢者のご夫婦とかご兄弟で暮らしていらっしゃ
る人たちをご招待して、
「高齢者の集い」というのをやっています。友愛訪問という活動も、見守り
と生活支援の二つをセットしたものになっています。
友愛訪問についてはこの地区には 153 人のボランティアがいます。人口 1 万 3 千人のところで、ボ
ランティアは 1,300 人の人にかかわっています。70 歳以上のひとり暮らしの高齢者、75 歳以上の高
齢者だけで住んでおられるお家の方、昼間おひとりとなる 75 歳以上の方、そして障がいのある人、
あるいはちょっと来てほしいという若い方もいらっしゃいます。総勢 1,300 人に 153 人のボランティ
アで見守りと生活支援をしています。153 人いますから、1 人のボランティアの方が大体 7、8 人の方
を担当します。たぶん、岡崎市でいいましたら組ぐらいの単位ですね。人口 20 世帯ぐらいのところ
に 1 人ぐらいボランティアの方がいらっしゃって、その近くにいらっしゃる、いま言ったようなボラ
ンティアを必要とする方を見守っているのです。
見守る側は、いちいち毎日訪問しません。1 月に 2 回は必ず安否を確認しましょうということになっ
ています。その安否の確認の仕方も、近くですか
ら、道で会ったときに声をかける、ショッピング
センターで見かけたときに声をかけるということ
で、何しろ会ったら声をかける。それ以外の日は、
近くですからその人の家のそばを通るわけですか
ら、近くを通ったときに、ああ、今日は新聞ない
な、窓開いてるな、カーテン開いてるなという確
認だけをするわけです。そしてお声かけは月 2 回
以上やりましょうねというふうなことになってい
ます。ですからそれほど負担ではないです。

お友達探し
ただ、なかには高齢でひとり暮らしになられて弱ってきていらっしゃる人もおられます。こういう
人たちには、数は少ないのですが、いろんな相談に乗ります。あるいは「個別支援」をします。病院
までの送迎もやります。ある 93 歳のお年寄りが自分の近くのボランティアの人を呼んで相談をされ
ました。その相談内容は何かといいますと、「私の友達みんな亡くなってしもうた。寂しい。私の友
達を探して」と言われるのです。93 歳ですから、お友達はみんな亡くなってしまったのです。自分
はひとり暮らしでお友達がいなくて寂しい。でも体も弱ってきているし、自分では知らない人に声を
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かけられないから、あんた探してくれというわけです。
ボランティアの人はそのひとり暮らしの方に合ったお友達を探しました。79 歳の女性で、趣味が
同じ方だったので、この人ならいいのではないだろうかということで会っていただいて、いわばお見
合いをして、いまは 93 歳と 79 歳のお二人が友達同士になられて、誘い合わせて 1 週間のうち 2、3
回はどちらかのお家に行ったり来たりというふうなことをしています。
そんな相談を受けているのです。ただ単に福祉サービスの相談だけではなく、生活相談です。ここ
では実は
「生活支援型の食事サービス」というのもやっていました。近隣にあります特別養護老人ホー
ムとタイアップして、月曜日から金曜日に毎日昼食がほしいという人のところへ配達をしていました。
ところが、都会のお年寄りですから、老人ホームの食事は味付けが薄くて嫌だという人が出てきまし
た。あそこの食事より、ちょっとほかほか亭で弁当を買ってきてとか、今日は何とか寿司にしてとか
いうことで、毎日どこかのお弁当を買いにいっているというケースも出ています。

こけられたら走る
なかには 2 日か 3 日ごとぐらいにこけるお年寄りがおられます。骨折はしないのですが、こけやす
くて、こけてももう自分で立ち上がることができないので、こけるたびにベルを鳴らされるのです。
ベルが鳴らされてボランティアの方に連絡がくると、「あぁ、またこけはったと」いうことで、鍵を
預かっているボランティアの方は、鍵を開けて家のなかに入って、こけている方を支えて立ち上がら
せて、いすに座ってもらって帰る。2 日か 3 日後にまたベルが鳴る。またこけられた。そういう方の
対応もしておられます。
いま言いましたようなケースに介護保険が対応してくれるでしょうか。友達を探してくれるでしょ
うか。こけたらすぐに来てくれるでしょうか。無理ですね。
ボランティアの方々が今ご紹介したような活動を、楽しくお話ししながらやっておられるわけです。
要は福祉サービスという公的なものではなく、住民による福祉サービスというのは近隣の人同士の楽
しい活動であるということが前提なのです。だから、あの人に会いたいな、あそこへ行きたいなと思
えるようになるわけです。このように楽しい活動を展開していただくというのが非常に重要なのです。
ほかにもいろんなことをしています。車を持っている人たちが、移動サービスということをしてい
ます。車いすで病院へ連れていくのが大変な方の場合は車を出してくれたりします。雨の日で食事を
配達するのが大変なときにも車を出してくれます。

担い手の新しい展開
そういう活動は地区社会福祉協議会にボランティア部というのをつくってそこでやっているのです
が、これがいまは各種団体に広がっています。老人クラブで自宅を開放したサロン活動をしようかと
いう声がいま上がってきています。あるいは、ボランティア部でしてもらわなくても、自分たちの住
んでいる近くの人やから、町会の女性会で面倒見ましょうということで、車で病院までお連れしたり
いろんなお世話をしたりというふうなことをしています。
そのボランティア部のメンバーは、最初はいままで地域の組織で活動していらっしゃった人が中心
でした。しかも皆さん忙しいです。忙しいですから、一般の人に「1 週間のうち 30 分お時間ないですか」
と声をかけたのです。友愛訪問の見守りだけだったらそれぐらいでいけるのです。そうすると、30
分ぐらいやったらまあええかと思ってその活動へ入ってこられる。あるいは定年退職した人が声をか
けられて活動に入ってくる。そういうことで、153 人のうちの半数以上は、実はいままで地域でまっ
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たく活動したことのない人たちです。その人たちが活動している。
そういうメンバーの人たちが、活動するなかで地域のもっといろんなことをやってみたいなという
ことになりますと、町会の女性会に入ったり、青少年指導員になったり、子ども会のリーダーになっ
たりというふうな活動になって、全体的に若返っていって活動の担い手がいっぱいいるわけです。で
すからここは、行きますと、若いなあという感じがします。
なぜこんな活動になったのかなというと、やはり一つは気づきを得ていかれたということです。ひ
とり暮らしのお年寄りへの気づき、あるいは「私たちボランティアはこんな活動していて大変や。いっ
ぱいいろんなことをせなあかん。そうしたらもっとほかの人にもやってもらおか」こういう気づきの
なかで、
実は一つずつできることをできるときにやっていかれた。そして 30 年の間に少しずつ広がっ
ていった。いっぺんにこんなふうにはなっていないのです。気づいたことを、何らかのかたちで工夫
してできるようにしてみようかとか、もっといいふうにできんやろうかということでやってこられた
わけです。

3．活動の広がりを促すことができたいくつかのポイント
さて、この地域が成功したポイントがいくつかあります。
①まず活動者を発掘して、養成していろいろ活動をしてもらう。いまはもう養成しなくても、辞め
る人が自分で次の人を見つけてこられるのです。「私どうしてもパートに行かなあかんようになった。
そやから私のかわりにこの人を紹介しますわ」と言って連れてこられるというかたちになっています。
それでも養成をしていくということをしています。
②それから、組織をつくったということです。ボランティア部という組織をつくって、一般の人た
ちが入れるようにした。声かけをして入ってもらうということにした。しかもその活動の仕方という
のは、食事サービスは食事サービス、移動サービスは移動サービス、友愛訪問は友愛訪問と、いろん
な活動のテーマごとに活動を決められるようになっています。
③そして、町会ボランティア部といいますと組よりもう一つ上ぐらいになるのでしょうか、町会部
は町会部で活動できるというかたちになっています。一つの大きな活動なのですけれども、それぞれ
が運営を自分たちでできる工夫をされました。そういうかたちをとっています。
④それから、先ほど言いましたとおり財源を確保したということですね。
⑤五つ目が、実は学びをしていらっしゃるのです。2 年に 1 回ごとに必ず 4 回の講座を開かれます。
そのままほうっておいて学びがなければ、何のためにこんなことをしているのかという気づきがなく
なっていきます。ですけれども、毎年やるのはしんどいから、2 年に 1 回ごとにやりましょうという
かたちで学びの講座を開いているということ。
⑥それから、やり方が、みんなで楽しく少しずつやりましょうということで、「少ししかできへん
人は少しでもかまわへんやないの。でも、いろんなことをやりたいという人はいろんなことをやって
もらいましょう」というかたちです。ですから、リーダーの方は「竹村さん、ボランティアといって
も、ものすごくやってはる人はそれこそ十数人ぐらいやよ。みんなちょっと声かけぐらいしかしては
らへんよ。でも、それでええのや」と言っておられます。
ボランティアとか活動していらっしゃる人が、自分と同じだけほかの人にもしてもらいたいという
ふうなものになってしまいますと、活動の押しつけになりますので、その人が活動できる分で活動し
てもらうというやり方をしています。そういうなかで気軽に皆さんが参加してくださる。そして、子
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どもさんが大きくなったときに、もういっぺん活動しますわということで、また入ってこられたりす
るということで、活動の出入りがしやすいということがすごくポイントになると思います。
⑦それから、おもしろいなと思うのは活動の仕方です。食事サービスの活動というのは毎週あるの
ですが、これがのべつ幕なしにずっと毎週やらなければいけないとなるとしんどいのです。毎週 1 回
の金曜日であっても、毎週、毎週となるとしんどいです。ここは偶数月に活動する人と、奇数月に活
動する人と分けています。偶数月の毎週金曜日に 4 回とか 5 回出たら、次の月はお休みします。お休
みをしますと、あ、次また行きたいわということになります。そういう無理のないかたちの運営の仕
方、活動の仕方をやっておられます。そんなふうにいろんなことをうまいこと分担しておられます。
⑧それから、すごく大事なことなのですが、この活動を全住民に知らせておられます。全戸配付で
新聞を出しています。私たちの福祉活動ではこんなことをやっていますということを、町会にも入っ
ていない、自治会にも入っていないところにもみんな入れているのです。そして、必ず 1 年に 1 回、
私たちはこんな活動をしていますよというチラシも入れます。そういうふうなチラシで、全然活動に
かかわっていない人たちも、自分たちの住んでいる地域にはこんな活動があるんやなということをみ
んな知っているのです。だからちょっと寄付をしようかというかたちになっていったりします。この
知らせていくということをしているということを覚えておいていただけたらと思います。
そういうなかで、ここでは、私が知っている範囲で 2 回、ひとり暮らしの人のお葬式をしておられます。
おひとり暮らしの方が病気になられて、地域を離れた遠くの病院に行かれたのです。地域から 1 時間ほ
どかかるところの病院に入院されたのですが、家族
がいないから洗濯をしてくれる人がいないのです。
収入も少ないので家政婦さんも雇えなかった。そう
すると、ボランティアが 1 週間に 1 回必ず行って、
お見舞いもして、その方の洗濯物を持ってかえって
洗濯をして、
次の週にそれを持っていく。これをずっ
と 2 年間続けられました。最後に昏睡状態になら
れたときに病院から呼び出しがあって、3 人か 4 人
のボランティアの方が行かれて最後を看取られまし
た。そしてお葬式をあげられました。
ここではそれこそ「揺りかごから墓場までやな」というふうな感じがします。先ほど言いましたよ
うに子育てサロンもやっています。小学校とタイアップして、ワンダーランドという活動をしていま
す。1 年間、小学校 3 年生の子どもたちがその地域の会館に来ます。1 学期は世代間交流です。地域
のお年寄りの方々から昔の話だとか、昔の遊びだとか、あるいは地域のお掃除をするとか、公園掃除
をするとかいう活動をします。2 学期は車いす体験とかアイマスク体験をして、食事サービスとかふ
れあい喫茶の活動に入ります。3 学期は、今度はボランティアが小学校に行きまして、学習発表とか
いろんな交流というふうなことで締めくくって 3 年生を終わっていきます。
そうしますと、いまは高校 1 年生から中学校 3 年生、2 年生、1 年生、小学校 6 年生、5 年生、4 年
生、3 年生までの子どもたちの顔がわかるといいます。それだけ長い間かかわっているからわかるわ
けです。この地域でボランティアの方と歩いたり地域の方と歩いていますと、お年寄りから声をかけ
られます。子どもたちからも声をかけられます。「ああ、地域ってこんなところやねんな。同じ場所
に住んでいるということで人と人とがつながるという、こういうことができるんやな」ということを、
実は私自身が学ばせていただいた地域でもあります。ここの地域に住めば安心して最後まで暮らせる。
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そういうふうなところですから、先のことはわかりませんけれども、超高齢社会になっていけば、反
対にこの地域を目指してやってこられる人が増えるのではないかと思ったりします。

おわりに（どんな暮らし方をしたいのか）
実はいま皆さん方に問われているのは、どんな暮らしをしたいのですかということではないかなと
思うのです。介護保険がいまのような状況のなかで、まず安心して安全に最後までひとりで暮らせる
のか。住み慣れた地域で、住み慣れた家で最後まで暮らせるのか。何人かの方は暮らせるでしょう。
でも、ここにいらっしゃる皆さん方のなかでも暮らせない方が出てきます。必ず出てきます。
大阪市内でもいま老人ホームは満杯ですから、そうなりますと多くは有料老人ホームに行きます。
企業さんのグループホームに行きます。全然知らないところです。地域も知らない、あるいは知らな
い人ばかりのところで最後を暮らすといふうな暮らし方が、実は当たり前になってきているのです。
特に心身が不自由になってくればそうなっていきます。
でも、少し弱ってきても、住み慣れた地域で暮らしていくという暮らし方、私はこれには行政ももっ
ともっと力を入れてもらって、住民活動だけではなく、それこそ民家型の託老所だとかグループホー
ムも考えてもらわなければいけません。それもただその法人がやるだけではなく、住民の人たちがそ
こで運営にかかわっていく。反対にそこに協力をしていく。こういうものがなければ地域での暮らし
にならないのです。地域の施設にならないです。
地域の施設というよりも、地域のなかでの暮らしというようなものが、自分の家だけではなく、い
ろんなところでできるようなことになっていったら、安心して安全に最後まで住み慣れた地域で暮ら
すということができるのではないかなと思っています。
私自身、生きている間はそういう夢に向かって、ボランティアも含めてぼちぼちやっていきたいと
思っています。
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質疑応答
質問者 1（細川学区） 私は北のほうの細川小学校の学区で福祉委員会の活動をやっている者です。
今日のお話を聞かせていただて、私自身のこれ
からの活動にも参考になる点がたくさんありま
した。ありがとうございました。
 一つぜひお聞きしたいことがあるのですが、
それは非常に熱心にいろんな活動を展開されて
きて、それも長い時間にわたって、全生活とい
うか、全人生をかけて一生懸命福祉活動をやり
抜いてこられているのですが、それだけの熱意
はどこから出てきているのか、どういうのが信
念なのか聞かせていただけたらと思います。
竹村

やっぱりおもしろかったし、楽しかった。地域に出て地域の役員さんといろんな話をして、一

緒に汗を流し一緒に活動して活動が生まれてくる。生まれたらもう私たちは手を引くのですけれど、
でもそれがすごくうれしかったし楽しかった。何かが出来上がっていく、あるいは何かの問題を解
決するときにかかわっていく、何か自分が共感しながらやっていく。そこにはやっぱり社協職員と
して大きな喜びがありましたね。自分自身が楽しかったからできたのかなと思います。
 それともう一つは、社協のもっている理念、地域福祉を目指すということにものすごく共感しま
したね。仕事をただ漫然とやっていくだけではなく、そういう一つの目的をもって仕事をしていく
楽しさのようなもの。それで専門職でありたい。専門職であるということは、住民の方から離れる
のではなく、住民の方々、地域のリーダーの人たちと共感しながら、自分の持っている情報だとか
いろんなものを提供しそこで役立ててもらえる。やっぱりこれは喜びでした。それがすごく楽しく
て続けてこられたのかなと思います。いまも続いているので母親には怒られているのですが、一つ
は、いい地域、いい役員の方々にめぐり合ってやってきたので続けられているのかなと思います。
 ぜひ皆さん自身が社協の職員、あるいは地域を担当する職員を育てていってあげてほしい、きつ
いことも含めて言ってあげてほしいなと思います。私も最初は怒られてばかりでした。でもそのな
かで、地域で活動しておられる皆さん方が本当に自分たちの住んでいる地域を愛しておられるんや
なということを感じたときに、自分自身もすごく共感できるものができましたね。ああ、やっぱり
この地域でいまリーダーとなって活動している人たちってすごいなと思うようになるなかで、いろ
んな話ができるようになりました。
 ですから、社協の職員といった地域にかかかわる人たちを、地域の人たち自身が育てていくとい
うようなことを考えていただけたらと思います。これは私からのお願いでもあります。よろしくお
願いいたします。
質問者 2（岩津恵田地区） 岩津恵田地区民生委員の鈴木と申します。
 いまの方がなぜ続けられるのですかと疑問に思われたのも、きっとつらい思いでボランティアを
続けられている方が多いからだと思うのです。先生のお話で気づかせてもらったのは、やはり原動
力に楽しさがあるのだということで、一つ目からうろこの新しいものが得られました。
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 それから、ダーッと話せるようになったというのに必要なのが、やはり会が終わってからのおチャ
ケとかの会なんでしょうね。
竹村

それは人によっていろいろあるでしょうけれど、私はそういう方法でかかわりましたね。その

当時は若くて元気があったということもありますが、楽しかったからおつきあいしたということは
あります。ですが、あまり社協の職員に強制はしないようにお願いします。でもときたまは社協の
職員もかかわってください。
 今日は歌を歌うと言っていて歌っていないので、二、三分いただいて、長渕剛の『乾杯』という
歌を、手話をまじえて一節だけ歌わせていただいて終わります。
（以下、手話を交えて歌う）



乾杯！

今君は人生の



大きな

大きな舞台に立ち



遥か長い道のりを



歩き始めた

君に幸せあれ！

 ちょっと音程が狂ってしまいましたけれども、このなかでいう幸せとは、私は白髪長寿のことな
んだと思っています。自分の母親との暮らしのなかでも、長寿が幸せというふうな社会になってほ
しいなということを強く思っています。
 皆さん方も大変でしょうけれども、できたら楽しめるところは楽しみながらやっていただけたら
と思います。
 どうも長い間ありがとうございました。
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3－2

地域福祉フォーラムの記録

●フォーラム

地域福祉フォーラム
発言者
川合

秋夫  氏（岡崎市学区福祉委員会連絡協議会

会長）

松井

康裕  氏（岡崎市社会福祉協議会・地域福祉サービスセンター

鈴木

久義  氏（岡崎市福祉保健部

所長）

次長）

アドバイザー
竹村
司

安子  氏（大阪市立大学

非常勤講師・大阪 NPO センター理事）

嘉文  氏（日本福祉大学

社会福祉総合研修センター

会
長岩

長岩

研究員）

竹村先生から非常にエネルギッシュで力強いお話をいただいて、会場の空気も盛り上がってい

るような感じがいたします。ここからは岡崎市の地域福祉の担い手であるお三方とご講演いただき
ました竹村先生に加わっていただき、4 時までという限られた時間ですけれども、話し合いを進め
ていきたいと思います。
 さて、岡崎市では学区福祉委員会を中心にして、小地域の地域福祉活動をますます発展させよう
という動きになっているわけです。一昨年、昨年と私もいくつかの地域に入らせていただきましたけ
れども、どうしてもさまざまな地域差があります。これは、活動が非常に活発だったり必ずしもそう
でなかったりという地域差も意味しますが、高
齢化率も違いますし、社会資源がいくつあるか
という違いもありますし、それから、エリアが
広かったり狭かったりという違いがあって、横
並びにはなかなかいかないわけですね。それか
ら、ご登壇いただいています川合会長の井田学
区のように、もう 10 年も取り組みをしていると
ころもあれば、ここ一、二年のところで学区福
祉委員会を立ち上げたというところもあるわけ
で、それぞれ課題が異なるというのが現実です。
 このように違いはあるわけですけれども、学区福祉委員会の組織づくりをどういうふうにして
いったらいいのか。あるいは活動の目標設定をどんなふうにしていったらいいのだろうか。また具
体的にどんな活動をしていけばいいのかを考えてみたいと思います。
 先ほど竹村先生から三点セットというようなお話がありまして、
「ふれあい会食」「喫茶のサロン」
「子育てサロン」というのが例示されましたけれども、そんな活動がいいのか、地域によってはま
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だこんな活動もあるぞというようなこともあるかもしれませんので、そのへんのところを検討して
みたいと思います。
 それから、市の福祉保健部から鈴木次長に入っていただいていますので、行政的にはどんな支援、
バックアップが用意されているのか、あるいは学区からすると市役所はどんなフォローをしてくれ
るのかをお聞きしたいと思います。また、社会福祉協議会からは松井所長にお入りいただいていま
すので、社会福祉協議会はどんな支援、サポートをしてくれるのか、学区のほうからするとこんな
フォローがあればこんなことができるというようなところを、ざっくばらんにやりとりをしていけ
ればと思います。
 さっそくご発言をいただきたいと思いますけれども、竹村先生から「先生」をやめて「さん」に
しろと言われましたので、
「竹村さん」と呼ばせていただきます。では、まず先ほどの竹村さんの
講演を聞いてどんな感想や印象をおもちになったか、川合会長から一言ずつご披露いただけるとあ
りがたいと思います。

■竹村先生の講演を聞いての感想
川合

ご無礼をいたします。まず最初に感じたのは、女性ならではのど迫力です。最近にない響く講

演でありました。しかも中身が実に具体的であったということですね。福祉というのは抽象論は通
り過ぎて、
もう具体的でなきゃならない。30 数年かけてあれだけの成果を上げられたということに、
まったく感動の一言であります。
長岩

ありがとうございます。では、松井所長お願いします。

松井

私も 35 年前はもう少し髪の毛が多くてスリムだったのですが、竹村さんほどではないですが、

地域へ入って少しお酒を飲んだりするものですから、こんなふうな体になってしまいました。二つ
ほど記憶に残ったのですが、一つは担い手を残すということ。福祉委員会でも地域懇談会で後継者
の問題を少し議論していて、なかなかいい答えが見つからないでいましたが、気づきをもとにもっ
ともっといろんな課題を見つけて、これだったら 1 時間、30 分ぐらいでできるというようなボラ
ンティア活動を提案するのがいいのかなと思いました。
 もう一つは知らせるということ、広報です。ある学区が何か一つ事業をするというときに、「松
井さん、最重要といったら何？」と問われたものですから、「広報をつくってください」とお願い
したことがございました。以上 2 点が特に気づいた点でございます。
長岩

ありがとうございました。では、鈴木次長お願いします。

鈴木

私が感じた言葉としては、私も定年退職が近いものですから、定年退職したら 30 分でもボラ

ンティア活動をするというお話。それから、みんなで楽しく少しずつという考え方。その 2 点が印
象的でした。大阪の今川地域の例は、住民の声が聞こえたらまず実行に移し、柔軟に活動を広げて
いくということで、何でもまずやってみるというフットワークの軽さというのでしょうか、それが
心に残りました。
長岩

どうもありがとうございました。川合会長から、大変具体的な話だったという点。地域福祉と

いうのは非常に抽象的な概念ですが、やはり具体的なレベルで見ていかないとあかん、それを痛感
したという感想が出されました。松井所長からは担い手を残すという点。これは社協側の業務課題
とも一致するのだと思います。それから、活動することを知らせる。これはやっている方が共有す
るだけではなくて、町内会にも入っていない、あまり地域の会に出てこないという層の方にまでき
ちっと知らせていく。知らせることによって受信されて、理解が生まれ、そこからまた担い手が生
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まれてくる可能性があると言う内容が述べられたと思います。鈴木次長からは、こういう活動は楽
しくないとあかん、そして定年後の方々をどういうふうに迎え入れていくのかというあたりがきっ
と岡崎市でも共通する課題だろうというご認識が語られたと思います。
 それではさっそく本題に入っていきたいと思
いますけれども、少しおさらいといいますか、
このフォーラムの前提になるところから進めて
いきたいと思います。今日ご参加の方は大体も
う頭に入っていることなのかもしれませんが、
まず社会福祉協議会の立場から岡崎市の地域福
祉や学区福祉委員会活動の概要をちょっと整理
していただこうと思いますので、松井所長から
ご発言をお願いいたします。

■地域福祉活動のこれまでの流れと現在の姿
松井

松井の話は長いと叱られそうですから、話を 4 点だけに絞らせていただきます。

 長岩さんからのご指摘どおり、今日ご参加の皆さん方はご存じだと思います。先ほども会長が申
し上げたように学区福祉委員会の創設は平成 10 年度からですが、その前から学区社会教育委員会
という活動がありました。実は私は役所に入って 36 年になるのですが、役所に入ったとき、1 年
目に教育委員会の社会教育課というところにおりました。私は岡崎の地域福祉のルーツは学区社教
（学区社会教育委員会）にあると思っています。学区社教ですでにそういった地域福祉的な活動を
30 数年から 40 数年やっておられて、岡崎の福祉はある意味、学区社教の歴史とタイアップする歴
史だろうと思っております。
 したがって、平成 10 年にもちろん学区福祉委員会が始まったわけですが、もう少し前から岡崎
の地域福祉というのは社教が担っていただいていたというふうな認識が私のなかにあります。これ
が 1 点目です。
 2 点目は、この学区福祉委員会の目的に関してですが、私も何度か福祉委員会でお話しさせてい
ただいておりますが、特に福祉委員会の場合は地域のなかで孤立しておられるお年寄りの発見、サ
ポートというところから始まりました。というのは、皆さんお年寄りになりますので、先ほども竹
村さんがおっしゃったように、決して人ごとではない。85 歳を超えれば 4 人に 1 人は認知症にな
るという時代でございますので、社会的な孤立の防止が学区福祉委員会の目的です。したがって、
いろんな活動がありますが全部これを目的にしてやっていただいているというふうに私は認識して
います。
 したがって、3 点目として、詳細な活動内容は後でまた川合会長からお話しいただけると思いま
すが、もうすでにいろんな地域で活動をしておられます、たとえば子育て支援、これは主任児童委
員さんが中心になってずっと手弁当でやっていただいておりました。それから、学校とタイアップ
しての小学校の下校時の見守り。これもいろんな学区でやっていただいています。以前は、これは
安全・安心の領域で、地域福祉とは全然関係ないといわれていたのですが、今は総代さんにも地域
福祉に関連するものとご理解をいただいています。それから敬老会もあります。最近始めていただ
いているのは会食会。なぜこんなことをする必要があるのかとも言われますが、私はもともと医療
ケースワーカーですから「会食をして口を動かしてお話をすると認知症の防止になるよ。」という
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話をします。そんななかで、まあ楽しいからいいじゃないかというふうで各地域でやっていただい
ております。それから三世代交流。お孫さんとお父さん・お母さんと、おじいちゃん・おばあちゃ
んの交流。これは敬老会をうまく再編していただいて、ちょっと目先の変わった新しい事業として
実施していただいています。それから災害時のマップ作りをしていただいて、平常時の声かけとい
うものも新しい活動として展開していただいています。その他もろもろの活動は「社協だより」に
も載っておりますので、是非見ていただければと思います。
 最後に 4 点目、お手元の資料のグリーンのほうは鈴木次長さんのところがお作りになった「地域
福祉計画」ですが、社協はピンク色が好きなものですから、ピンク色の「地域福祉活動計画」を平
成 19 年度の終わりに作りました。これは実は 130 ページぐらいありまして分厚いので、今日は皆
さんに概要版を配布しております。これは学区福祉委員会の総会でも何度もお配りしていますので
お持ちになってみえると思いますが、このなかで岡崎市の民間の福祉計画をメニュー化しました。
市の計画というのは大体こんな方針ですというような計画が多いのですが、社協の場合は具体的に
こういう事業をやりますというメニューで提示させていただきました。
 そのなかで学区福祉委員会をこの地域福祉の中核的な組織というふうに位置づけさせていただき
ました。とにかく 95％の地域に福祉委員会ができましたので、これが社会福祉協議会にとっては
中心的な組織であろうというふうな位置づけをさせていただいております。これが私ども社協の考
え方でございます。
長岩

ありがとうございました。社会的孤立の防止というようなことを念頭において地域福祉活動を

しているというご紹介でしたし、子育て支援や下校時の見守り、敬老会、会食会、三世代交流は先
ほどの竹村さんの講演のなかにもご紹介のあった事業ですので、岡崎がまったく何もやってないと
いうわけではないわけですね。すでにメニューとしては大阪でやっているようなのがいくつもある
ということがご紹介いただけたと思います。
 少し違うのは、最初に松井所長がお話しいただいた学区福祉委員会のルーツは学区社会教育委員
会なのだという点ですね。「シャキョウ」というと、社会福祉協議会の略だったり社会教育の略だっ
たり、昔の社会党と共産党の略だったり、いろんなイメージがあるのですが、学区社会教育委員会
がベースになっているというところがたぶん岡崎の特徴なんだろうと思います。
 それから、一昨年、昨年とこういう場にご参加いただいている方はご存じのとおり、市と社協で
それぞれ地域福祉に関する計画作りをなさっていて、今日、お手元にあるのはその概要版です。そ
のどちらでもいいのですが、6 ページをご覧いただきますと学区福祉委員会のイメージ図が載って
います。これは単に学区福祉委員会と地域組織いうのがポツンとあるのではなく、総代会をはじめ
とした学区内のいろんな地域団体、社会資源、学校等が集まって福祉委員会を構成するというイメー
ジになっているのですね。きっとここに書かれているいろんな団体がすべて網羅されて学区福祉委
員会が構成されているという学区もあれば、そうでもないという学区もあるでしょうけれども、岡
崎市の地域福祉活動は、この学区福祉委員会をベースにしてやっていこうというのが数年前からの
市の方針です。さっきの竹村さんのお話でいうと、大阪市で「地区社協」と言っている組織とほぼ
一致するのだろうと思います。
 ここで、川合会長から、学区福祉委員会の活動内容のご紹介、あるいは自己評価みたいなところ
も含めてお話いただきたいと思います。川合さんは学区福祉委員会連絡協議会の会長でもいらっ
しゃいますが、ここ 10 年間かかわってこられた井田学区の活動に焦点をあててお話をいただきた
いと思います。
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川合

私のところは平成 10 年の 6 月にいわゆる準備委員会なるものを立ち上げました。主たるメン

バーは総代、社教委員、民生委員、老人クラブ、まだほかにもおりますが、とにかく学区のさまざ
まな組織を集大成したものです。そしてその中核にはやはり町の代表である総代会長がなるという
ことでつくってまいりました。ただし福祉委員長には総代会長はならない。それは、総代会長は仕
事が多くなってまうから、総代のなかで、あるいは委員のなかで互選をして決めていくというよう
なかたちで進んでまいったところであります。
 最初の頃は、先ほど竹村さんからも話がありましたように、孤独死というような事件が 5、6 件
ありまして、新聞にも載りました。お亡くなりになっていても 3 日も 4 日も発見されないというよ
うな状況が出てきて、市社協からもこういうような状況を何とかしたいと話がありました。そこで、
先ほどの竹村さんの話ではないですが、住み慣れたところで一生を終えていくための取組みを考え
ました。
 したがいまして、最初に取り上げたのはひとり暮らし老人の見守り活動です。以前から民生委員
の方がやってみえたのを、学区福祉委員会ができたことを契機に福祉委員へ移管したのですが、そ
のチェンジのところでちょっとガタガタしたことはありましたが、いまは非常にうまくいっており
ます。
 こういうことを契機にして、あらゆる活動を皆さん非常に熱心にやっていただいていて、大変喜
んでいます。会議を開いても、一つの行事をやっても、本当に後で一杯やりたいなと思うけれども、
金がないのでなかなかやれません。将来的には知恵を出していき、こういうこともやはり必要だろ
うと思っております。
 見守り活動は二か月に 1 回、何らかの物品を持参して訪問するというものです。その物品購入も
初めは医薬品的なものでしたが、途中から各地区の代表委員さんに集まっていただいて何が良いか
を選択をしていただくようになり、各地区の代表者がとりにくるというかたちになっています。毎
月第 1 月曜日に購入をして、1 日おいて水曜日の午後 2 時にその販売店へ取りにくる。ちょうどそ
ういう雑貨品等の卸売りをしている人が地域におりますので、ほかの小売店よりも安く買えるとい
う利点もあり、こういうかたちで進めております。
 それから、先ほど出ました食事会でありますが、これも当初は困りました。地域の集会所だとと
てもじゃないが狭くて入り切れないと思って、会場を市民ホームの広い部屋に設定したのですが、
後で話を聞いてみますと、来られた人からこういう意見が出てきました。「私は三度三度飯を作っ
とるのに、わざわざこんなとこまで来て飯を食う理由はない」と。まったく私どもの意図がわかっ
ていただけないというような状況もあったものですから、次からは、いわゆる据え膳で食べるグルー
プと、もう一つは福祉委員の方と一緒に作って食べるグループと二つに分けました。これもやっぱ
り会場が 1 か所しかないといろいろな制約がでてきます。
 今、私どもの地域には 75 歳以上の方が 1280 人もいます。また、いわゆるひとり暮らしという人
が 140 人ぐらいいらっしゃいます。ですから「1 か所に集まってください」といってもなかなか大
変なことなんです。食事会について話を戻しますと、その後、会場を 5 つに増やしました。それは
各地区にある公民館とか集会所。そうすると、その会場の近くの人はそこへ行きやすい。ところが、
非常に地域が広いので、これもなかなか難点がありまして、ご出席をしていただく方が少なくて、
ちょっと情けない思いをすることもあります。一工夫しなければならないなあと感じています。
 それから、先ほど福祉マップの話も出ましたが、井田学区には全部で 19 町ありまして、今年度
はそのなかで 2 つモデル地区をつくって、それぞれその地区でマップづくりをしていただいており
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ます。これは一つの町内を対象にしてやりますが、もっと具体的になれば各組が中心になるわけで
す。ですから、総代の三役はもちろん入っていただくわけですが、組長さんとか学区福祉委員、民
生委員といった方に集まっていただいて、マップに色をつけながら、この方は車いすを使用してみ
えるので、何かあったときにはこの人が面倒をみるというように、非常にきめ細かい作図というか、
調整をしているところであります。
 先ほど竹村さんから小地域での活動という話がございましたが、私どもはより小さい地域で、そ
れぞれの町内でやっていこうと考えています。最終的には炊き出しまでやろうという計画も立てて
おります。3 回ほど会議をやりましたが、その会議のなかで近所の人たちのコミュニーションが非
常によくなっているという話が出てきました。いままでまったく知らなかった方が顔を出してこら
れる。そういうなかで、竹村さんの話にもありましたけれども、人間関係が大事だなということが
よくわかるようになってきた気がいたします。
 それから「福祉だより」ですが、年間 2 回発行しております。2 回がいいのか、あるいは 4 回に
したほうがいいのか、これまた金の問題もありますし、いろいろ相談をしなければいかんことがあ
るわけですが、考えてなるべく PR の機会を多くつくり、皆さんにご理解をしていただきたいなと
考えております。
 それから視察ですが、実は去年、長野県の松本市へ行ったのです。松本市の蟻ヶ崎という地域では、
蟻ヶ崎という大きな一つの町内だけで組織をつくっておられます。つくられたのは女性の方で、い
まは松本市の市会議員をやってみえますが、その方が町内会長をやっておられるときにつくられた
そうです。現在地区の会長さんは男性がやっておられるのですが、食事は有料ボランティアでやっ
てみえるような話を聞いてきました。これもおもしろい方法ではないか。おもしろいというよりも、
これからは有料ということも考えていく必要があるのではないかという印象をもちました。
 それから、私もいつも思うのがいわゆる「居場所」の創設ということですね。昔は洗濯機がないか
らどこへ行っても洗濯をしている。それから道端で話をしているという風景が子どもの時代にはあっ
たなと目に焼きついているのですが、いまはすべてスイッチを一つ入れれば何もかもできる時代です
から、みんな外へ出ていらっしゃらない。そして、家の中にいれば、一方通行だけれどもテレビがちゃ
んといろいろ映像を見せてくれるというような
具合です。私は歩くことが好きですからよく歩
くのですが、近所の道路を歩いていてもなかな
か知り合った顔に出くわすことがなくなってき
てしまった。非常に寂しいことであります。


かつては血縁関係が大事であるといわれた
が、これからは地縁関係というものを大事にし
た地域づくりをしながら福祉活動へ進めていか
なければいかんのじゃないかというのが、私の
現在の結論であります。

長岩

ありがとうございます。血縁から地縁に変えていかないといけないのじゃないか、それは時代

の流れではないかという話が最後にありました。井田学区のなかでいわゆる「福祉マップ」づくり、
「支え合いマップ」づくりなどにも取り組んでおられるというご紹介。食事会は 1 か所だったとこ
ろを 5 か所にしたということなど、10 年のなかでさまざまな工夫や試行錯誤があるのだという感
じがしました。それから、集まることで地域のコミュニケーションが活性化する、連帯感が増すと
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いうお話も、先ほどの竹村さんの話とかなり一致する部分がある感じがしました。
 打ち合わせのときにお聞きしたら、たしか井田学区は 1 万 5 千人ぐらいいらっしゃるということ
なので、学区のエリアとしては非常に大所帯なわけです。ですから、一応学区単位というふうには
なっていますが、19 町もあれば、おそらく学区単位ではなかなか動きにくくて、1 か所でやられる
と参加できないという方がいらっしゃるので、もっと小さな単位である町や組に分かれた活動をし
ないとうまくいかない。このへんの話を次の発言でしていただければと思います。
 さて、先ほどのご覧頂いた「概要版」の 6 ページに、学区福祉委員会と行政や社協の関係が簡単
に表現されているわけですが、岡崎市の地域福祉のイメージは学区福祉委員会で自由に勝手にやれ
ということでは必ずしもなくて、社協や行政が密接な連携、バックアップをするというように図の
上ではきちんと表現されているわけです。そこで、行政としてどんなスタンス、立場、距離感で地
域福祉にかかわってこられているのか、市の鈴木次長から少しお話しいただければと思います。
鈴木

失礼をさせていただきます。行政自身はサービス、事業にあれこれ手を出すことに心を奪われ

るよりも、社会福祉協議会、学区福祉委員会をはじめとする市民活動団体や事業所が得意な分野で
の活動量、機会を拡張できるように支援する。そして多様な実施主体が信頼関係を築きながら円滑
に事を運べるように、いわば地域社会における黒子とでもいうような役割を果たしたいと思ってお
ります。
 私どもの地域福祉の考え方と姿勢については、先ほど言いましたように、地域社会というのは私
ども自治体だけで成り立っているわけではありませんので、個々の市民はもちろん、町内会、学区
という地域組織、並びにボランティアや NPO といった市民活動団体、あるいは企業、市民など、
幅広い民間の活力をいかに引き出し有機的に束ねていくかが大事だと思っております。
 これらの人々や組織から構成される地域社会のネットワークがうまく機能するには、何よりも団
体そして個人相互の信頼関係が重要だと思っております。行政としても地域主体を大切にした対等
なパートナーとして一緒に行動をしていきたいと思っております。
長岩

ありがとうございます。黒子という表現が印象的でした。直接あれもこれも行政サービスで手

を出すということでは必ずしもなくて、いろんな住民活動、ボランティア活動、NPO 活動が既存
のものとしてあるので、そうした活動をフォローするという黒子的な立場で行政の役割を発揮して
いきたいというようなお話だったと思います。
 先ほどの竹村さんのご講演の後半部分にあった、93 歳の方の友達探しなどというのは行政サー
ビスにはなかなかなじまないわけです。それから、こけたら起こしにいくというのも、行政サービ
スにはない。もちろんあってもいいのですけれども、なかなか制度上のサービスに乗らない。そう
いうのは地域福祉活動の出番だという話をされたと思うのですけれども、そのへんの活動を行政が
傍観するのか、何らかのサポートをするのかが難しいところだなと思ってお聞きしました。
 お三方のお話を聞かれて、竹村さんからお気づきのことやコメントできることがあったらお話し
いただけますか。
竹村

川合会長がおっしゃったことは本当にそうだなと思います。先ほど今川地域の話をしましたが、

実は地域の活動の多くというのは、下手すると行事的になりがちなんですね。そのほうがかかわり
やすいし、やりやすい。行事にも活動者や担い手は必要なのですが、1 人ずつの生活に着目してい
くと、川合さんがおっしゃいました小・小地域に視点をあてていかないといけない。こちらでは組
とおっしゃいましたけれども、今川地域では 20 世帯ぐらいに 1 人ぐらいの見守りボランティアが
いる。これは小・小地域の活動なのですね。この小・小地域活動と全体的な活動との組み合わせみ
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たいなものが非常に重要であるということをご指摘いただいたと思います。
 それから、有償活動や「たまり場」づくりもすごく大事ですね。実は今川地域でももうすでにレ
モンの会のなかで有償活動をやっています。無償ではいろいろしてもらいにくいという方がいらっ
しゃるので、いま 1 時間 600 円でやっています。チケットを買っていただいて有償活動を実施して
いまして、実際には買えない方にもチケットを渡して有償活動を受けていただいています。地域が
お金を出してその方を支援するというかたちをとって、その方のプライドを大事にしていこうとい
うかたちでやっています。
 私自身もかかわりまして、小地域、地区社協（福祉委員会）段階で有償活動に取り組んでいると
ころが 5、6 か所あります。やはり、地域のボランティア活動とか地域の住民活動からすぐに介護
保険のサービスにならないのですね。ですからその間を埋めるものがどうしても必要だということ
です。家族がいらっしゃれば何とかなるのですが、家族自身のお力が非常に弱くなってきますと、
介護保険を使うレベルではないけれど・・・という援助もやはり必要になってくる。ぜひ川合会長
に頑張っていただけたらと思います。
 「たまり場」づくりも、いままで小地域で喫茶サロンや会食会としてやってきているのですが、
いま私がやっていますのは、福祉施設あるいは事業者（これには知的障がい者の作業所も含めます
が）
、その人たちのもっている施設の一部を開放してサロンをつくっていただく、居場所をつくっ
ていただくという活動をすすめています。
 それとともに、個人の自宅を開放してサロンをやるというふうなことも進めています。いまお二
人の人がやっておられますが、これはやっぱりすごく良いのです。会館とかセンターだったら 20
人、30 人とたくさん集まるのですけれども、そういうなかに入りにくい方がいらっしゃるのですね。
でも個人のお家でしたらお友達のような感覚で行けますので、それこそ 5、6 人ぐらいの方が集ま
られて、本当に和気あいあいとした雰囲気になっていく。一つには、ぜひそういう「たまり場」の
数を増やしていただいて、行きたいところに行って、会いたい人に会えるというふうな関係づくり
というものを、地域として考えていただけたらうれしいなと思います。
 それから、社協さんには、地域が住民福祉活動をやっていくのをサポートしていくという役割。
活動主体は住民でありその地域の組織であるということ。そういうなかでサポートしていくという
ことをきっちり認識していただきたいし、そのサポートしていく技術とノウハウを身につけてほし
いと思います。先ほど言いましたとおり、お金がないということが実情としてはあるわけですね。
そこで私は地域団体やボランティア団体にいろんな助成金を申請してもらいました。助成金の制度
があっても地域の方々はどういうふうに申請したらいいのかわかりません。そのへんの書き方とか
ノウハウをみんな教えました。金取りはうまいですよ。
 そういうことも含めて、社協は推薦をするだけではなく、そのへんの具体的なサポートのノウハ
ウを身につけてほしい。いろんな情報を把握してそれをタイムリーに提供できるようにする。そし
て新しいいろんな福祉活動をちゃんと把握してそれを適宜住民の方々に提供できるようにしてほし
いと思います。
 もう一つは、一般に社協は地域の福祉施設や事業者と関わりがありますので、住民だけの福祉活
動では展開が難しい場合、福祉施設や事業者と結びつけたり、つながりをつけてやるという役割も
あるのではないかと思います。特に地域包括支援センター等、地域の総合相談を標榜している機関
と住民活動のつながりなどは、非常に重要なことではないかなと思います。
 行政に関しては、ぜひ黒子となってお金を出してほしいなと思います。住民の福祉活動に対して
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お金を出して何かをしてもらうのではなくて、住民自身に自由に使っていただくという発想が必要
です。確かに税金ですから扱いにくい部分もあります。でも住民の人たちが使いやすいかたちで、
そして、福祉委員会もそのお金があるから活動するのではなく、自分たちのところの活動のために
それを使うんだという考えをもって、お金が先か活動が先かという議論ではなく、活動が先でそれ
にお金を有効に使うというかたちでやっていただいたら、行政のお金も生きていくのではないかな
と思います。
 それから、行政自身は福祉施設とのかかわり、事業者とのかかわりが社協以上にありますから、
福祉施設自体が地域福祉に積極的に参画していく、あるいは何らかのかかわりをもっていくように、
指導性を発揮していただきたいと思います。反対に市の独自事業として、福祉施設が地域福祉がら
みの事業をするときにはこういう補助金を出しましょうというふうなこともあってもいいのではな
いかと思います。
 実はそういうかたちで地域共生型のいろんな福祉事業を展開されているところが出てきていま
す。いまは国が主導するというよりも、もう自治体ごとです。住んでいる地域だけではなく、住ん
でいる市町村によって受けられるサービスが変わってきたりします。それだけではなく、どういう
ケアの内容、お世話のされ方を選択するのか。お年寄りだけが住んでいる老人ホームもあれば、障
がいのある人たちや子どもたちと一緒に楽しく
交流しながらやっているような交流ケアもあっ
たりします。そういうことも含めて、行政とし
て地域福祉を進めていく方法を、ただ単に住民
組織に対してこのお金を出すということだけで
はなく、総合的に考えていただきたいなと思い
ます。
 ちょっとまた言いすぎましたが、大阪のおば
ちゃんはおしゃべりだということでご勘弁いた
だけたらと思います。
長岩

ありがとうございます。コメントのなかで、集団に入りにくい方々もいるんだ、そういう方々

が入りやすいバリエーション、変化や選択みたいなのがあったほうがいいのだというお話が印象的
でした。地域内でバリエーションをもつのは学区福祉委員会としてはちょっと負担になる面もある
と思うのですが、利用者サイドでみると、このパターンのところは行きにくいけれども、別のパター
ンだったら行ってみたいということで、選択肢があるのは非常に大事なことだと思います。
 社協や行政の役割のなかで、福祉施設や事業所を取り込んでいくという課題。ここは学区福祉委
員会単独の力でみるとなかなかハードルの高いところがあるでしょうが、先ほどご覧いただいた 6
ページの図のなかには、保育園、幼稚園、福祉関係団体、事業所、医療機関、福祉施設なども表現
されているわけです。行政には指導性があるのだというお話もありましたので、このへんのところ、
つまりネットワークづくりにも学区福祉委員会の構成員としてきちんと協力してもらえるような働
きかけをしていただくという役割が組織づくりを進める上では大事だろうと改めて感じました。
 残りの時間は 30 分ぐらいですけれども、少し具体的な課題の整理のところにいきたいと思いま
す。先ほどもいくつか話がありましたけれども、川合会長のほうから学区福祉委員会の立場で、こ
んなところが実際難しいとか、社協や行政からこんなところで具体的なフォローがあると井田学区
も助かるし、ほかの学区福祉委員会も助かるのではないかというような、少し課題めいたお話や苦
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労話などをストレートにお話いただけるとありがたいのですがいかがでしょうか。

■地域福祉活動の課題と期待される支援
川合

いま私どもで一番困っている点といいますか、隘路といいますのは、意識のズレや物理的な会

場の問題などです。具体的に言うと、何年か前に、小学校の子どもさんを対象とした福祉の授業の
一環で、子どもさんからひとり暮し高齢者の方に「幾日の何時に訪問したいがどうですか」という
手紙を出してもらったことがあります。そうしたら、わずかな数はオーケーが出ましたが、かなり
の方から家が狭いとか、汚いとか、手間がかかるとかいう断りの返事が寄せられました。「なるほ
どなあ」と思って、この取組みは 1 回でやめました。
 こうした教訓から世代間交流の行事に変更しようと考えたのですが、いま井田小学校には 1 千人
余の児童がおります。そこで、地域の 5 つの場所へ小学校 5 年の子どもさんと 70 歳以上の人に集まっ
ていただく企画をしたところ、これも子どもの数が圧倒的に多くなってしまって、じいちゃん・ば
あちゃんが入りにくくなってしまうというようなことがありました。それで、今年は学校の体育館
で私が 1 時間ばかり話をしたのですが、これではあまり意味がないです。やるんだったら、やはり
具体的にお年寄りの方と子どもさんが一緒に話をしたり、ゲームをしたりすることに意義があるわ
けで、若い人の話ならともかく、おじいさんの話を聞いていても喜びゃしないのです。そういうこ
とで、これは来年の行事からはいっぺん外さなければいけないかなと考えております。
 それから、できたら各地域で空き家になっているような家、人間が入っても危険ではないという
ような空き家があったら、それを市のほうでうまく交渉して借りれるようにしていただけますと、
それがいわゆる「居場所」になっていくと思うので、そういうことを行政のほうでやっていただく
とありがたいなと思っております。
 市街地ですと人間が多いのでなかなか難しいのです。活動をしているといろいろなことをおっ
しゃる方もありますが、それでも何でも乗った馬は途中で降りるわけにはいきませんから、自分た
ちで決めたことは少しでも皆さんが喜んでいただけるようにやっていかなければいかんなというの
がいまの気持ちです。皆さんのところは会場についてはどうでしょうか。私のところの一番の隘路
は、会場が少なくて遠いということです。
長岩

ありがとうございます。何度か見ていただいていますが、お手元の市の計画の 7 ページの 4 の

ところに「活動及び交流拠点発掘の取り組み」というのがあります。実はこれが岡崎市の地域福祉
計画の「重点的な取り組み」として 3 年前に計画を作った時に掲げてあるのですが、これがいまの
川合会長の指摘ですとなかなか進んでいない、だから井田学区も苦労しているということのようで
す。今のご発言は、暗に行政に対しての訴えでもあるだろうと思います。川合会長も「たまり場」
とおっしゃいましたが、地域福祉計画の議論をしたときも、ずっと「たまり場」と言ってきたので
すが、
「たまり場」と言うと何か悪いことをしているみたいな感じがするので、最終的には「居場所」
に変えた経緯があります。
 学区福祉委員会の活動をいろいろと試行錯誤してやるなかで、やってはみたけれどもこれは
ちょっといけないなというときに、勇気ある撤退といいますか、辞めたというような判断も、上手
にされているなという気がいたしました。一度動き出すとやめにくいと事情があったり、それがし
がらみになったりすることもあるのですが、そのへんの決断が早いですね。
 「居場所」
「たまり場」についてのご指摘があったわけですけれども、それ以外でも社会福祉協議
会や行政のサポートが必要になっているだろうと思いますので、松井所長から、市社協としての具
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体的なサポート内容とか、学区福祉委員会に気持ちよく活動していただくために、竹村さんの言葉
を借りると楽しく活動してもらえるために、社協としてどんな用意をしていらっしゃるのかお話し
していただけるとありがたいのですが、いかがでしょうか。
松井

はい。またしても時間の問題がありますので、4 点にまとめて話をさせていただきます。1 点

目は社協が何をやろうとしているかということですが、すでに昨年度から学区福祉委員会に地区の
担当者を配置させていただきました。今日もうちの社協職員が何人かいて、所長が何を言うかと耳
をそばだてているのですが、最初はかなり抵抗がありました。日常業務をやりながら、夜も出てい
かなくてはいけないし、日曜日も出ていかなくてはいけない。所長と同じようなわけにはいかない
という批判もあったのですが、ようやく 2 年かかって担当者の方々の顔が学区に少しずつ売れてき
て、最近は窓口に松井がおらんでもいいというご意見も聞かれるようになったものですから、少し
つながり始めたかなという印象をもっています。
 2 つ目に、川合会長さんからも冒頭のごあいさつでご紹介いただきましたが、昨年末（2009 年）
の 12 月 16 日に学区福祉委員会連絡協議会ができました。「まだかまだか」と言われながらようや
くつくったわけですが、いままでは個人情報の問題があって、いつも社協が間に入った情報交流を
させていただいていたのですが、今後は名簿も公表させていただいて、お互いに情報交換、経験交
流をしてください、社協は仲間はずれでもけっこうですよということにしました。社協は黒子より
はもうちょっとでしゃばりますが、じゃまはしないようにして、同じ立場の方同士かかわっていた
だけるようになったというのが 2 点目です。
 3 点目に、社協は何をやりたいと思っているかというと、平成 22 年度に「ニーズ調査」の実施
を考えております。
「ニーズ調査」というと、なんだ、いつものアンケート調査かというふうに思
われがちなのですが、アンケート調査の内容よりも調査の仕方に少し工夫をしてほしいと職員にお
願いをしています。
「ちょっとこれは」と学区の方に警戒されないようなかたちで調査票をお持ち
してお答えいただく。目的は関係づくりと考えています。したがって、調査票に沿っていろんなこ
とにお答えいただきたいのですが、学区福祉委員さんたちが本当に住民の方々が困っていることは
何だろうかということをつかめるような調査にしたいと思っています。
 竹村さんもおっしゃられたように、ひとり暮らしのお年寄りというのは基本的に頑固なのですね。
私はもともと医療ケースワーカーの出身なのですが、ケース検討会のなかで保健師さんが「このお
じいちゃん、どうしてこんなに頑固なの」といわれたことがありました。ひとり暮し老人というの
は頑固なのが当たり前なのです。ひとり暮しをしていることで、集団に入りにくい面があるのです
ね。例えば、この調査でそういう方々のニーズを把握したいと思っていますが、ひとり暮しの方が
誰かに来てほしい、かかわってほしいというときは、ご自分が本当に困ったときなのですね。いく
つか予測も立つのですが、そうしたことを「ニーズ調査」で行いたいのです。
 今は地域包括支援センターという相談機関があって、各地域の学区福祉委員会総会にちょこちょ
こ顔を出していると思います。彼らは私と同様の専門職です。彼らは、先ほど竹村さんがおっしゃっ
たように、個別支援をやっています。例えば、ひとり暮らしの老人の方が亡くなったときに葬式を
誰がやるかという相談から、ネコ屋敷・ゴミ屋敷という問題とか、あるいは岡崎市でも年間 50 件
ぐらい老人虐待といった問題があります。
 そうした問題が発生したとき、見つけたときに地域の方々はどうしたらいいのか。そうした心配
事や問題もニーズに入るかもしれません。
 それを地域包括支援センター等の専門職、あるいは長岩さんがおっしゃった事業所の専門職にど
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うつなげていくのか。個人情報の問題があっても、個々のケースにかかわればそのケースのことは
わかってきますから個人情報の問題はクリアできます。地域や個々の要援護者のニーズに適切に対
応するために、私ども社会福祉協議会が中心になって、学区福祉委員会と専門職の方々をつないで
いきたいと思っています。
 もう一つは、先ほど竹村さんの話を聞いていてかなりズキッときたことは、社協職員はもう少し
技術を磨かないといけないといわれたことです。川合会長からは拠点（居場所）の問題が出されま
したし、既存の老人憩いの家とかいった施設を何かうまく運用できないかといったこと、他にもど
うしたら金（活動費）が確保できるかとか課題が投げかけられたと思います。これらは確かに社協
の具体的なサポート技術にかかわることだと思います。岡崎市でも六ツ美南部学区福祉委員会のよ
うに常に委員さんが常駐して居場所づくりをしている実践例などもありますので、そうした経験や
教訓を周知することも必要でしょうし、各学区で今やっている活動をニーズとの関係できちんと評
価することも必要だと思います。先ほどから出されている地域の他団体、専門職とのつながりをど
ういうふうにしてつくるかとか、活動の担い手の問題をどうするかという課題も含めて、この「ニー
ズ調査」の過程を通じてご提案をしたいと思っています。
 最後に、協働のあり方ということを長岩先生からときどき振られるのですが、僕は竹村さんほど
ズバッと地域に入り込めないものですから、距離をおいてしまっているのですが、社協の職員が住
民の方と一体になればいいのかというと、僕は必ずしもそうは思っていない。なれるわけがないの
です。たとえ私が連尺学区に入れられても、連尺学区では「社協職員といえば松井さんだ」となり
ますので、それは無理だろう。
 ですから、行政のように黒子まで引かなくてもいいと思うのですが、ある意味、学区福祉委員会
の活動をしていかれているなかで、いろんな活動の振り返りをしたり、見直しをしたり、困ったとき
などに私どもが横にいてご相談に乗れるような関係が必要であり、嫌なことも聞くけれども、でも私
どもが代わりをやってしまわないような関係。行政のほうでも市民協働推進とかいうかたちで協働の
推進のあり方をいろいろ議論されているようですが、そういった「一体でもないが、かけ離れてもい
ないというような新しい関係」というのをこれから模索しながら、職員が住民化することなく住民の
なかに皆さん方とともに入っていけるような関係というのを検討していきたいと思っています。
長岩

ありがとうございました。かなり整理した役割というのをお考えだなと思いました。

 1 点目では地区担当者を置くようになったというお話ですので、即、顔が見える関係になってい
るかどうかわかりませんけれども、学区福祉委員会からすれば自分のところの担当者は社協の誰々
さんだというわかりやすい関係をつくりだした。一定の前進ではないかと思います。
 2 点目で、学区福祉委員会連絡協議会を川合さんを会長として立ち上げられた。ここでは社協が
あれやれこれやれと指示するのではなくて、学区福祉委員会の役員や活動者の方々が話し合い、経
験交流をしながら、
「なんだ、お宅の学区はそんなことをしているのか。それならうちでもできるわ」
とか、
「そういうニーズはうちでもあるが、うちではなかなか取り組めないのでどうしたらいいのか」
みたいなことをするイメージですね。

創意工夫していくきっかけになるだろうと思います。

 3 点目に「ニーズ調査」の企画を話されました。地域にどんな福祉ニーズがあるかというところ
から地域福祉活動はスタートするわけです。ニーズがないのにメニューが下りてきているなどとい
うのは本末転倒ですから、これも正攻法だろうと思います。
 4 点目はなかなか難しいと思いますが、学区で活動していますと、自分のところの活動が一定の
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水準に達しているのかそうでないのか、やっている側は一生懸命やっていらっしゃるわけですけれ
ども、なかなか第三者の目から見ていいのかどうなのかよくわからない。だとすればそれはちょっ
と第三者の目も入れながら評価をしていく必要がある。でももしマイナス評価をされたりすると、
やっている側にとってはしんどいのですが、どんな活動でもタイムリーに評価するということがと
ても大事なものですから、そこに社協がきちんとかかわっていくという姿勢をお示しになられたの
だと思います。
 では、最後に市の行政としてどんな具体的なサポートをしていくのかというお話をしていただき
たいと思うのですが、何度もご覧いただいている「概要版」の 7 ページの 5 にある「災害時要援護
者支援体制の整備」ですけれども、私の認識としては、これは愛知県下でも岡崎市さんは先駆的な
取り組みをしていると思います。しかし、
「重点的な取り組み」のなかで言えば、先ほども話題になっ
た 4 番の居場所づくりというところがまだ進んでいないのではないか。この点は川合会長からもご
指摘がありました。それから、松井所長からも
お話がありましたが、6 ページの 2 番にある「地
域と行政の連携による活動支援と相談支援体制
の構築」の文章に、コミュニティーワーカー
の配置というのがあるのですね。学区福祉委員
会の図のなかにも、学区福祉委員会と社協、行
政の橋渡しになるところにコミュニティーワー
カーというあまり聞いたことのないような横文
字の職種が位置づけられているのですが、その
あたりも鈴木次長にちょっとご紹介いただける
とありがたいのですがいかがでしょうか。
鈴木

今後の私ども行政としての具体的な施策については、当面、3 点に絞って進めていこうと思っ

ております。まず 1 点目は、いま長岩さんからも指摘がありました「コミュニティーワーカー」の
配置ということです。具体的には、社会福祉協議会の職員であるコミュニティーワーカーの育成に
ついて行政として支援していくということです。
 それから 2 点目については、活動の拠点となる「居場所づくり」です。先ほど川合会長も言われ
たような「居場所づくり」の確保に努めていきたいということですが、対象としては地域福祉セン
ターとか地域交流センターとか民家とかいろいろあるでしょうが、そのへんの活用、活用の便宜、
開拓を今後考えていきたいと思っております。
 3 点目としては、福祉の基盤整備を行っていきたいということです。具体的には市内で福祉に携
わる多くの方々や一般市民の方々とともに地域福祉の必要性や実践課題について考え、地域福祉の
向上を目的としたセミナーを継続的に開催したいと思っております。
長岩

ありがとうございます。計画にはっきり載っていますので、「コミュニティーワーカー」の配

置と「居場所づくり」については進めていくんだというご説明だったと思います。では、お三方の
お話を聞いて竹村さんからまた少しコメントをいただければと思います。
竹村

さきほど大体言いましたので、もう言うこともないのですけれども、先ほどの講演の後、私が

どうして地域福祉の仕事を長年やってこれたのかというご質問がありましたね。ある程度お答えし
たのですが、さっき松井所長さんからお話のありました「一体でもない、かけ離れてもいない」と
いう関係は大事だと思います。実は社協職員として地域にかかわったときに、一つは共感しなけれ
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ば地域の方と思いを一つにするということができないのです。だから、地域のことをわかろうとい
うことと、地域の方の思いを酌みとって自分ができることをしていこうというところは大いに心が
けました。ある意味でいうと一体になっているときがあると思います。
 ただそれだけではだめなのですね。私自身はその地域の住民ではないわけです。私自身はむしろ
そういうことをしている自分自身を客観的に見るということを心がけました。非常にうまくいって
いるときでも、これでいいのだろうかということの反省も含めながら、今自分が行っているコミュ
ニティワークとその働き、役割にはどういうふうな意味があるのかということを、自分なりに記録
を取るなどして客観視するように心がけました。それでなければ地域とかかわっていくということ
は長年やってこられなかったのではないかと思います。
 そういう点でいいますと、コミュニティーワーカーの立場というのは、地域の住民の方々と思い
を一緒にしなければ物事を進めていかれない。だけど、それだけではお金をもらっている専門職と
はいえない。一つは客観性をもって、この地域には今後どういうことが起こってくるだろうという
ことも含めて考える力がないといけない。そして、いかに、何が提供できるのかということを考え
ていかなければなりませんし、そういう社協職員を育てていってもらうためにも、地域の方々が地
域の課題をいろんな機会にお話しいただきたいと思います。
 実際に私自身が地域にお伺いしても、すぐにいろんな課題が出てきたわけではありません。まず、
皆さんが頑張っておられましたので、うちはこんなに頑張っているんだという思いや誇りを伝えられ
ました。ただ、何度もお話しするなかで、でもこういうふうな心配もあるんだというようなお話も聞
けるようになりました。今、皆さん方自身がやっておられるなかで悩んでおられることとか、将来、
超高齢社会になったときに自分たちの地域はどうなっているのだろうか、あるいは子どもたちはどう
なのだろうかとか、さまざまな思いをもって社協職員あるいは行政の担当の方々にお話をしていただ
けたら良いと思います。そういうなかで実は行政も社協も育っていくのではないかなと思います。一
緒に地域を良くしていっていただけたらうれしいなと思って少し追加させていただきました。
長岩

ありがとうございました。ずっと我々だけで話していますので、時間があまりありませんが、

ご参加の方のなかで、少し発言をしたいとか、どなたかに質問したいという方がいらっしゃれば挙
手をお願いしたいと思います。こういう課題が地域にあるが話題になっていないじゃないかとかい
うご指摘で結構です。ご発言いただければ、課題が共有できると思いますので、いかがですか。

会場からの発言
鈴木（羽根学区） 羽根学区で委員会をしております鈴木といいます。羽根学区はひとり暮らし高齢
者の訪問をしておりますけれども、訪問してい
て感じますのは、いつも何か品物を持って訪問
をしますと「ありがとう」と言われますけれど
も、「いつもいつもいただいてばかりで申しわ
けない」と言われるのですね。皆さんひとり暮
らしをしておられますがお元気で、特にお金に
困っているわけではないと思うのです。聞けば、
何か仕事をしたいということを言われる。そう
いうことに対して何か言えることがあったら教
えていただきたいと思います。
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長岩

個別訪問のなかでそういう訴えがあるということですね。

鈴木

そうです。ただ何でももらう側ではなくて、自分でも少し社会的に何かやりたいという前向き

な方に対して。
長岩

これについては、竹村さんいかがですか。

竹村

実際そうだと思います。私もいろんなところへかかわっていますが、いつも何かしてもらう立

場というのはしんどいのですね。何かをしたいと仰る方は少なくないです。
 大阪の例ですが、ある地域でそういう声を聞いて、地域のなかでタオルの寄付を受けまして、そ
のタオルをお年寄りの人たちに渡して雑巾を縫ってもらったことがあります。その出来上がった雑
巾をまとめて地域の小学校とか幼稚園とか福祉施設に寄付をしているのですが、寄付をしに行くと
きに、参加したいと思う方は一緒に行っていただくというかたちで活動を展開しています。そうし
ますと、お年寄りの方々は、自分が作った雑巾が小学校で使われ幼稚園で使われ福祉施設で使われ
ているということで、役に立っているという思いを持たれました。
 もう一つは、ただ単に何かをしてもらうだけではなくて、社会のなかで役割を果たすということ
を考えていただけたらと思います。居場所等のなかで、お年寄りのお話を聞くとか、昔の遊びと
か、スイトンを作ってもらうとかも含めていろんなことができるのではないかと思います。これは
一つの事例ですけれども、そういうアイデアやお誘いの仕方は智恵を集めればあると思います。先
ほどご紹介したお友達づくりのようなことでもそうですが、おひとり暮らしのお年寄りの話し相手
になっていただくとか、いろんなことができると思います。雑巾は一斉にやりやすかったという事
例です。
長岩

ありがとうございました。もうお一方お願いします。

生駒（矢作東学区） 矢作東学区の福祉委員会をやっております生駒と申します。先ほどのいかに活
動者を育て、また増やすかということですが、それらしい人はいるので、それを仲間に引き込むい
い秘訣があったら聞かせてください。
長岩

うーん。いかがでしょうか。

竹村

仲間に引き込むというときに、一つは何をするのかということが明確にないとあかんのですね。

ただ単にお会いしてお話ししましょう、組織のなかに入ってくださいというのではなかなか今の方
は入らない。今、地域で活動しておられる方の多くは、いわば地縁型の組織でいろんな活動をして
おられる方です。先ほどからお話がありましたとおり、地縁型の活動にも福祉活動あり、災害に対
する活動あり、警察に呼ばれて犯罪予防の活動あり、あるいは環境問題の活動あり、いろんな問題
に対する活動があると思うのです。
 ただ、今まで地域であまり活動したことのない方の多くは、そんなにいっぺんに言われても、地
域のことも知らんし、ようせんわという方が絶対的に多いのです。そこで、今から新しく活動に呼
び込むというときには、実はテーマ型にして活動を明確にする必要があると思います。
 先ほど言いました今川地域でも、それまでまったく活動していなかった方を呼び込むときには活
動内容を明確にします。例えば「30 分ほどお時間ないですか？」とお声がけ、お誘いする際に用
意しておく活動が何かと言えば、ご自分の住まいの近くにいらっしゃるひとり暮らしとか高齢者世
帯の方のところに声をかけてもらったり、見守りをしてもらったりすることです。これが基本です。
これが 30 分の活動です。了承が得られたら、外でお会いしたときには声をかけて話をしてもらう。
 そういうふうに活動内容を明確にしていくなかで、活動している人自身の意識も高まってきます。
もしそのへんが明確でなかったら、何をしたらいいかわからないということで消えていってしまい
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ます。あるいは何もすることないわということで辞めていかれます。それともう一つは、活動を初
めてやる方の場合、しんどすぎることはちょっと嫌がられます。ですから、広く誰でもできるよう
なことを一つは考えていただきたい。
 それから、これは条件が違うのですが、活動メニューを作っていくというのは可能です。場所さ
えあれば喫茶サロンなんて簡単にできるのですね。ガスが通っていなくても、机といすがあって電
気ポットがあればコーヒーは立てられるのです。ですから、ニーズがあると考えられる場合は、活
動メニューを考え、明確にしていけば活動者を呼び込みやすいという面があります。そのときに大
事なのは、その意味をきっちりと活動者に伝えていくということです。ただ単に喫茶のお手伝いを
してもらうんですよというだけではなく、この活動を通じてあなたはこの地域のひとり暮らしのお
年寄りとか、ちょっと寂しいなと思っていらっしゃる人の、人と人のつなぎ役になっていただいて
いるんです。そういうことを明確に伝え、理解していただく。そういうなかでその方たちが次の活
動へとステップアップされる場合もあります。されない場合もありますが、されなくても、そのま
まささやかな活動を続けていただけたらいいと思います。
 ご質問された方の地区の状況をお聞きしたら、これをやったらどうですかということも言えるの
ですが、まず一つは見守りということを含めて考えていただいたらいいのではないかと思います。
長岩

必ずしもノウハウではなくて、役割や意義をきちんと感じとって、あるいは納得して活動する

というところが長く続けられるポイントだというお話だったと思います。ありがとうございました。
 私はこれまで 4 年ほど岡崎市さんにかかわらせていただいていますけれども、市も社協も、地域
福祉に関してはきちんと自分たちの立場といいますか、ポジションを理解しているところだと思い
ます。ほかにもいくつかかかわっていますけれども、こういうシンポジウムやフォーラムを自治体
単位で毎年やるところはあまりありません。ですから、学区福祉委員会に丸投げして、頼むわとい
うことではない自治体だと認識しています。
 新しく社協が取り組みだした地区担当者を学区の皆さんがどう育てるか、活用するかという課題
があるようですし、学区福祉委員会連絡協議会でどれぐらいの経験交流や創意工夫ができるかとい
うあたりは、ぜひ新しい取り組みとして頑張っていただきたいと思います。
 今日は講演から、その後の短い時間のフォーラムまで、きわめて具体的、実践的なレベルでやり
とりができたと思いますので、これを生かして岡崎市の地域福祉がますます発展展開することをお
祈りしたいと思います。フロアからのご発言もどうもありがとうございました。
時間が参りましたのでこれで終わりにしたいと思います。ありがとうございました。
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