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『助け合い大全ʻ21 提言・ポスター編』が完成しました！
全体シンポジウムの発言要旨、全34分科会の提言や議事要旨に加え、
ポスター展上位20作品を掲載しました。既刊の『パネル編』と併せて、

10

助け合い活動、地域共生社会づくりにぜひお役立てください。
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私は無力な人間で︑

ひと 新

りごと

神野 直彦

ただ周囲の人々の優しさによって生かされてきた︒

もしも︑優しき人々が織り上げてくれた

絆の木陰がなかったならば︑

ひとりでは寂しくて︑この暗き森のような﹁生﹂を

歩き続けることはできなかっただろう︒

助け合いを
広げよう！

21年度
20

創立

30 周年

全国交流フォーラム
を開催しました

11月１日、東京都千代田区の東京會舘において、さわやか
福祉財団創立30周年を記念して「2021年度全国交流フォーラム」を開
催いたしました。
多くのご支援者、さわ
やかインストラクターの
皆さんなどをお迎えし、
当財団の30年の歩みとこ
れからについて報告と
トークを行ったほか、壇
上でご支援者の皆様をご
紹介
紹
介し
紹介しました。

●東京大学名誉教授

冬の扉が開く前に、秋の芳香と静寂に囲まれて、
妻と二人で存在していることを確認しながら、
人生の「秋冬」を歩んでいる。
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これからも、ご支援を
どうぞよろしくお願い申し上げます

（本文38ページもご覧ください。）
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新しいふれあい社会 実現への道

成功と失敗から何を学ぶか

さわやか福祉財団 理事長 清水 肇子

助け合い活動を進める講演や研修会に出向くと、好事例のほかに、失敗事例も知りたいとい

う希望を時折受ける。質疑応答でも、活動を行う際のリスクについての質問は多い。

住民主体の心構えから段取りの考え方、活動を進める上での時間軸の捉え方、個々の活動で

あれば対応の仕方や評価のあり方など、問いに合わせてお答えしていくが、助け合いを広める

地域づくりに関していえば、すべてに共通している失敗の大元は明確で、住民の皆さんが自分
事として参加していない（そうしたプロセスを踏んでいない）ことに尽きる。

失敗に学ぶことは重要で、生活支援コーディネーターや自治体の苦心の様子がひしひしと伝
わってくるが、だからこそ、ここはじっくり腰を据えた姿勢が重要となろう。

好事例をどう生かすのか、他の失敗からどう学ぶのか。実はここにも成功と失敗がある。い

わゆる成功例を形だけまねても、地域の状況を踏まえて自分事になっていなければ結果は必ず

失敗となる。助け合い創出に至ったとしても一時的なもので頓挫してしまったりする。

好事例はモデルであってそのヒントから自分たちで考えていくこと自体が重要だ。地域のニ

ーズを住民自身で丁寧に掘り下げ、皆が共感を持ち、納得しながら進むことが不可欠となる。

21/12/01 11:32
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2021.12

そのためには相当程度の時間がかかる。こうしたプロセスを踏まずに、手法ありきで、これが

一番のモデルと示してリードすることこそリスクが高い。特定の取り組みとしては光っていて

も、残念ながら将来に向けて自治体全体に広げていく素地にはつながっていかない。

すばらしい助け合い活動を実践・支援している代表的なリーダーの皆さんは、そこを一番わ

かっているから決して押しつけたりはしないし、住民の皆さんが声を上げることができる場づ

くりを進めながら、次の新たな課題にチャレンジしている。その姿勢こそが一番の見本だろう。

では他者の失敗からは何を学べるだろう。慎重になりすぎて、ともすれば、自分たちができ

ない、やらないことの理由付けにしてしまわないように。“住民の声を聞く”という視点から、
具体的な手法、取り組み方の課題を自分たちの振り返りの参考としてみよう。

好事例であれ失敗例であれ、それらを活かせる人たちは、常に未来を見ている。つまり、こ

んな地域にしたいという地域への愛着、「目指す地域像」を持っている。そこに向けて皆が考
え、共感が生まれ、助け合いが広がっていく。

そもそも地域づくりにおける「成功」とは何だろうか。助け合い活動を進めようと私たちは

呼びかけているが、それはそうして関わり、参加することで次第に地域に愛着が湧き、いろい

ろなことが柔軟に地域でやれるようになる、そんな地域や暮らし方自体が、皆のいきがいとな

21/12/01 11:32
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り幸せにつながるからこそであり、組織をつくること自体が目的ではない。

今、残念ながら日本の社会全体が失敗に不寛容になり、生きづらさが増している。助け合い

づくりの現場から、皆で前向きにチャレンジしていこうという姿を発信していこう。大きな社

会変革の時期、何も動かず旧来のままにすることこそが将来に向けての最大の失敗であろう。

2021.12

3

神奈川

分科会のうち、特に地域共生社会に関するテーマを議論した３分科会につい

（文責・編集部）

住 民 か ら は「 い つ で も だ れ で も 型 の 居 場 所 が 欲 し

い」という声が上がるのに、なぜあまり広がらないの

か。そこで、イベント型の居場所をいつでもだれでも

型に発展させるにはどうしたらよいかを議論しました。

登壇者からは、体験から「いつでもだれでも型のイメ

ージが伝わっていないのでは」との意見があり、まず

は立ち上げや運営のプロセスからイメージ共有したと

ころ、広げるヒントがたくさん出されました。

登壇者から、どんな居場所にしていきたいかを地域

の実行委員会、多団体と連携するなどして話し合って

4

2021.12

いきがい・助け合いサミット

地域共生社会を考える分科会

in

月号で、神奈川サミットの全体シンポジウムとポスター展についてご報告しました。

今月号は、全

分科会８

さわやか福祉財団理事（進行役）
ＮＰＯ法人ゆっくりサロン理事長、
那須町第2層ＳＣ

藤枝市地域交通課（前藤枝市第1層ＳＣ）

ＮＰＯ法人居場所コム代表理事

松下 武人氏

枚方市第２層ＳＣ

たすけあい遠州代表、
高南の居場所あえるもん副代表

永濱 旭氏

稲葉 ゆり子氏

秋元 康雄氏

荒木 純子氏

鶴山 芳子

共生型常設型居場所をどう広げるか

■ 第１部パネル

てご報告します。

34

11
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報告
【登壇者】

いることが発表されたほ
か、「 準 備 し て お 出 迎
え」ではなく、居場所に
来ている人の声に応えて
活動が生まれ、広がって
いることも報告されまし
た。また、〝人と人との
ほどよい距離〟が大切で、
そこにいない人の話はし

【提

言】

住民は「いつでもだれでも型」の居場所を心の底で

は望んでいる。そこでは人と人とがつながり、弱み

も含めてのおしゃべりで共感が生まれ、助け合う関

係に発展し、いきがいある安心社会につながる。そ

れは、地域共生社会の推進に不可欠の拠点である。

まずはイメージを共有する機会をつくり、仕掛ける

部パネル 分科会

側、住民共に理解を広げていこう。

■第

奥田 知志氏

伊是名 夏子氏

高橋 良太氏

認定ＮＰＯ法人抱樸理事長

コラムニスト

社会福祉法人全国社会福祉協議会
地域福祉部長（進行役）

公益社団法人日本駆け込み寺代表

社会福祉法人豊中市社会福祉協議会
福祉推進室長

玄

障がい者や引きこもりの状態にある人、ホームレス、

秀盛氏

勝部 麗子氏

地域は、地域で孤立しがちな人とどうつながるか

20

ないなど、心地良い空気
感が自然に弱みも話せて
助け合いが始まる場となる、という意見もありました。
議論が進むにつれ、「 （居場所を）毎日開いて誰でも
受け入れるのは大変そう」というイメージが次第に少
なくなり、実践者からは「毎日開いているほうが楽」

2
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という声が多く聞かれました。
参加者アンケートでも、「 （居場所を）毎日開くこ
とが大変で増えていかないと思い込んでいたが、毎日
開いているからこそいろいろ考えなくて楽とか、いろ
んな人の出入りが可能になるなどの発言が聞かれ、印
象的でした」等の感想がありました。

2021.12

5

【登壇者】

刑務所出所者など、地域で孤立

視点をよく耳にしますが、果たしてその人が出たい社

息苦しさがある社会のままで

出ることで傷つけられることはないのか

受け入れる社会の大切さをうかがったことはとて

はないか？

会になっているのか？
。
？

言】

地域のつながりづくり

も印象に残っています」等の感想がありました。
【提

知ることからはじまる

部パネル 分科会

中林 美奈子氏

袖井 孝子氏

澤岡 誌野氏

ウェルケアヒルズ馬事公苑介護主任

ＤＡＹＳ

富山大学歩行圏コミュニティ研究会代表

一般社団法人シニア社会学会会長、
お茶の水女子大学名誉教授 （アドバイザー）

公益財団法人ダイヤ高齢社会研究財団
研究部主任研究員（進行役）

6

2021.12

したり排除されてしまう人たち
について話し合われた分科会
電車での車いす乗車拒否、「迷
惑がかかるから」と帰りたい故
郷に帰れない刑務所出所者。ま
た、コロナ禍でシングルマザー
や仕送りがなくなった大学生、

■第

前田 隆行氏

歩行補助車を使って高齢者がまちなか歩きをするこ

ＢＬＧ！代表

椎根 渓氏

心身機能が低下しても、持てる能力を生かして
高齢者が社会参加する方法とは

27

外国人、ヤングケアラーなどと
の出会いや、自らＳＯＳを発信
できない人たちに気づき知らせ
てくれた地域の人たちなどにつ
いて、登壇者から報告が行われました。「問題解決型
支援」とともに、つながることを目的とする「伴走型
支援」が大切、との訴えもありました。地域には、異
質なものを排除しようとする側面があり、包摂的コミ

3
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ュニティをつくることは容易ではない、としながらも、
地域共生社会の実現に向けては「断らない」「逃げな
い」「寄り添い続ける」ことをあきらめてはいけない、
というメッセージが発信されました。
アンケートでは、「 『引きこもりの人を外に出す』

【登壇者】

20

いきがい ･ 助け合いサミット in 神奈川

コミュニティのバリアフリー化が推進されるという事

するだけでなく、高齢者の目でまちを点検することで

れてしまっている』と話されたことにつ

った。しかし、それが経済成長期から薄

『昔は高齢者は高齢者としての役目があ

アンケートでは、「袖井先生のお話に

例。有料老人ホームの入居者が地域のイベントや保育

いて、気力体力が衰える中で年寄りとし

とによって高齢者の体力が維持され、社会参加を促進

園児への読み聞かせをし、新しい役割を得ることが高

て生きていく役割を、共生社会の実現に

向けて取り組みたいと実感しました」等

齢者の自立といきがいにつながるだけでなく、自己管
理能力の向上につながるという事例。また、デイサー

の感想がありました。

むことは可能だ。

生きがいをもって自立した暮らしを営

支えられながらも誰かを支えることで、

さんある。

少しの支えがあればできることはたく

年を重ね心身機能が低下しても、

【提 言】

ビスにおいて認知症高齢者が就労し、収入を得ている
事例では、高齢者がしたいことを優先させており、そ
れが高齢者の満足感につながっていることなどが発表
されました。アドバイザーの袖井氏からは、少子高齢
化と経済不況が進行する今日、高齢者の自立と社会参
加を推奨することは、
医療・介護費用の削減、
社会の活性化と高齢者

支え・支えられることが循環して、
「共生社会」が創られる。

そんな豊かな地域コミュニティを

みなの力を合わせて実現していきまし

21/12/01 11:33
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イメージの変容につな
がるだけでなく、高齢
者の心身の健康維持や
いきがい、自尊感情を

ょう

2021.12

7

生む、との話がありま
した。

2022年９月１日（木）
・２日（金） 於・東京品川

「いきがい・助け合いサミット in 東京」

どうぞ
ご期待ください

活動の現場から

8

2021.12

広げよう つなげよう 地域助け合い

みんなでつながり支え合えば
超高齢化も怖くない

年に高層住宅として建て替えを完了。

70

うりわりきた

瓜 破 北 た す け あ い 活 動 の 会 （大阪府大阪市）
高齢化率 ％超えの公営住宅で、５年後、 年後もつながり支え合
える地域づくりを目指して活動する「瓜破北たすけあい活動の会」。
地域の課題を抽出し、住民・関係機関・専門職が力を合わせて連携・

れ うりわり

眞紀子）

協働することでその解決を図る取り組みのあり方は、同様の問題を抱

き

り駅の大阪メトロ谷町線喜連瓜破駅か

棟に1200世帯、1800

人の住民が暮らしていて、そのうち

現在は
北地域。1960年に公営住宅のみで

分ほどのところにある瓜破

公営住宅からなる瓜破北地域

歳以上の独居世帯数は400世帯。高

ら徒歩で

7
構成される地域として始まり、201

10

21/12/01 14:24
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10

えている他地域でも大いに参考になりそうです。（取材・文／城石

高齢化、つながりの希薄化を
どないかせなあかん
大阪市平野区南西部に位置し、最寄

9

50

の地で

年

月から有償ボランティア

見守るかも喫緊の課題でした。このま

活動を開始。ちょっとした困りごとを、 までは今できている活動も、 年後、

齢化率は ％を超えていて、平野区内
で最も高くなっている。

会員同士の助け合いで支え合うことで、

10

「瓜破北たすけあい活動の会」は、こ

毎回楽しみに来てくれる人も多い、ふれあい喫茶
（毎月第２火曜日・第４金曜日11時～13時）

年後にはできなくなるかもしれない。

3

地域の支え合い機能の強化と新たな担

なあかん、との危機感が発端でした」

元気な人がいる今のうちにどないかせ

ふ

く

活動に取り組むきっかけについて、
歳）に話を聞いた。

瓜破北社会福祉協議会会長の西尾冨久
じ

二さん（

「瓜破北ではこれまで、団地内の集会
百歳体操などで隣近所のつながりを深

検討する「有償活動プロジェクトチー

野区内における有償の助け合い活動を

そんな思いに応えて動いたのが、平

め、登下校の見守り活動、夏祭りや餅

ム会議（有償ＰＴ会議）
」だ。

年から生活支援体制

整備事業が推進され、事業を受託する

大阪市内では
域づくりに取り組んできました。しか

活動の担い手不足です。また、一人暮

ながりの希薄化と、高齢化による地域

のが、団地建て替えに伴う住民間のつ

まな問題が生じています。特に深刻な

さえ愛アンケート調査」を実施。その

％の世帯を対象とした「ふれあい・さ

いては事業実施にあたり、まず区内

ーが配置されている。平野区社協にお

し、団地設立から

各区の社協に生活支援コーディネータ

16
年が経ち、さまざ

て子どもから高齢者まで支え合える地

つき大会など、世代間交流の場を通じ

所でのふれあい喫茶やふれあい食事会、

話し合いと丁寧な説明、養成講座
を経て、有償の助け合いを創出

い手づくりを目指している。

5

結果からは、地域への愛着といった帰

60

5
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80

らしの高齢者らの孤立を防いで、どう

2021.12

9

50

活し続けるための地域福祉活動への期

属意識の高さが見え、地域 ・在宅で生
実施を提案させてもらったんです。瓜

地域主体の有償による助け合い活動の

生活支援ニーズが高い瓜破北地域へ、

動の一環としての住民の困りごとニー

「サービスではなく、ボランティア活

に、取り組みの検討が始まった。

地域包括支援センター、区社協などが

た関係機関との話し合いを希望されて

員の皆さんが、地域の課題解決に向け

月、協議体の部会として、区役所、 破北はかねてから、西尾会長はじめ役

解していただかないと、発足したはい

検討しました。この点を住民さんに理

係づくりを目的として仕組みづくりを

ズを把握し、住民同士の顔なじみの関

待が大きいことがわかった。そこで

参画したプロジェクトチーム会議を新

いたので、快諾していただきました」

年

たに立ち上げた。

層生活支援コ

ということになりかねないので、会議

いけれど依頼はない、活動者もゼロ、

と話すのは、区社協所属で平野区第
層ささえ愛支援員（第

の中で議論を重ね、どういう形で住民
域の支え合い活

うプロセスがありました」
（井上さん）

ての養成講座も丁寧にしていこうとい

説明会を開くのか、また活動者に向け
動のプロジェク

活動費については助成金を活用し、

回瓜破北地

ト会議を開催。

先行実施区などへの聞き取りも行って、

月に、第

依頼者と支援者

各種書類を作成。住民説明会は 回実

施して、参加者は計 名。活動者養成

講座では、当財団で制作してリリース

43

年

ーディネーター）の井上佳奈さん。
そして

のマッチングを
行うコーディネ
ート役を地域福

名の

訪問

した『みんなでやってみよう

回実施。参加者計

祉活動コーディ

時間を

助け合い活動』テキストも活用され、

＊

2
ネーター中心に

67

なり区内全域で取り組むのは難しい。
本当に必要な地域から始めてみようと、

1

計

3

11

たが、平野区は 地域あるので、いき

「以降、毎月話し合いを重ねてきまし

18

10

2021.12
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1

1

担うことを前提

2

18

当財団制作の『みんなでやってみよう
訪問助け合い活動』テキスト。研修講師用
解説書付きで、実践に役立てられている
（問合せ：電話（03）5470－7751）

22

1

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

「住民の皆さんからの期待は大きく、

くれた。
しいとい

助けてほ

たときは

けど困っ

担い手も手を挙げてくれる人がけっこ
う両方会

うち、 名が活動会員として登録して

ういて、逆にこちらがびっくりしたく
員や、応
援会員と

らいでした」（西尾さん）
そして、約 年の準備期間を経て、
を払って
いる会員
もいる。
入会金は

1000円。活動に対する謝礼は

分

さんによれば、一番多いのは、電球交

福祉活動コーディネーターの生方和子

０円。マッチングを担当している地域

をやってもらえるなんて、ほんとあり

依頼者の方の第一声は、『こんなこと

どで作業を終えましたが、そのときの

含めた男性

人でうかがって、 分ほ

換、水道のパッキン交換、粗大ごみの

は 名。活動会員も依頼会員も登録者

30
頼だそう。

ってもらいました。そうしたら同じ方

介護タクシーで病院の付き添いにも行

』。 先日は、リフト付きの

4
「発足して最初の依頼は、大型のタン

うぶかた

登録者は現在103名。活動会員は

ほしいというものでした。西尾会長も

スを解体して粗大ごみとして搬出して

活動の様子。大型タンスを男性４人で解体して搬出

がたいわ

分までごとに３０

取材中にも依頼の電話が入る

搬出、家具の移動といった軽作業の依

500円で、以降

30

当初の 名から 名に増え、依頼会員

助けられる人だけでなく
助ける人もうれしくなる

＊地域福祉活動コーディネーター
地域福祉活動の中心となり、地域福祉計
画を推進する地域の身近なアンテナ役。
平野区では各地域（地区社協）ごとに、
１名の地域福祉活動コーディネーターを
配置している。

たすけあい活動の会の活動は始まった。 して会費

1

21
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15

15

となっている。そのほか、活動もする

2021.12

11

67

おうちまでお送りしたところ、にこに

って、好きなものを買っていただき、

車いすを押して近くのスーパーまで行

とであればして差し上げたいと思い、

しょ。だから臨機応変に対応できるこ

あれば、すぐに食べさせてあげたいで

われたのですが、食べたいというので

ルなので、『明日でも構わない』と言

れば前もってお電話いただくのがルー

食べたくなったのでしょう。本来であ

ら帰ってきて安心し、おいしいものが

てもらえないか』と再依頼が。病院か

べたいのだけれど、買い物に付き添っ

そういうケースは出てくると思う」と、

ぎ、要介護申請をしたことも。今後も

公的支援の必要性を感じて包括につな

をきっかけにお話をさせていただき、

いこうと頑張る方も多いですが、依頼

一人暮らしでも、自分で何とかやって

はここに来れば助けてもらえるという

いるので、何か困りごとがあったとき

や西尾会長などが常駐してくださって

「平日は活動拠点の事務所に生方さん

るそう。

越しはできない」といった声も聞かれ

ョン向上にもつながっています」（井

は言い、生方さんは「高齢になっても、 声を聞けることで、活動のモチベーシ

〝信頼〟があるのが強み」と井上さん

上さん）

『本当に助かっている』といった生の

参加いただいて報告の場を設けたり。

てお掃除講座を開いたり、依頼者にも

ウスクリーニングのプロを講師に招い

ったことからスキルアップのためにハ

ですが、家の中の掃除という依頼があ

「今年度はコロナ禍でできていないの

回開催。

こと本当にうれしそうな笑顔を見せて

見守り体制を築くための地域のアンテ

とをやってくれる地域なら、もう引っ

くださって。ああ、よかったなぁと、

ナ役、つなぎ役としての地域福祉活動

とから

から夕方に、『どうしてもお刺身が食

こちらまでうれしくなりました」（生

コーディネーターの業務にも役立って

瓜破北地域のあらゆる課題を共有する

月には、有償ＰＴ会議を
また、活動者同士の親睦や情報交換

考える会」に名称変更。地域の課題を

場として発展させ、「瓜破北について

年

活動がある程度軌道に乗ってきたこ

瓜破北から区内全域へ。
できることで助け合えば
悲観せずに暮らせるはず

方さん）

いると話してくれた。

「お礼のことを気にせず、気兼ねなく

を目的とした「活動者のつどい」も年

6
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頼めるのがありがたい」「こういうこ

活動実績はこれまでの累計で 件。
76

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

回に分けて か月で開

催しました。また、最近は回覧板をな

同じテーマを

「暮らし方講座の初回のテーマは、認

かなか見てくれないとの意見もあり、

新たな企画も次々と生まれている。

インでの買い物支援「ライフで買い物

知症の検査についてでした。新型コロ

吸い上げて、参加費500円のワンコ
ツアー」を実施したり、地域の人たち

それならば回覧板を回す一方で、スマ

月

に瓜破北地域の情報を発信するＬＩＮ

ートフォンを活用しようと、今年

ナの影響で認知症の方が増えていると

3

重要。考える

受けることが

適切な診断を

ＩＮＥ講座も同時開催。すでに登録者

で、認知症講座の際に補講座としてＬ

が、登録方法がわからないということ

名を超えていて、便利だと好評で

は

す」（井上さん）

いただきまし

講師になって

進員の２人に

症地域支援推

ンター、認知

話す一方で、西尾さんは「地域も変わ

だき、担い手を増やしていきたい」と

方にも地域のことに関心を持っていた

でつながりをつくって、その中で若い

も計画中。生方さんは、「いろんな形

子育て世帯を対象にした居場所づくり

瓜破北では子育て支援にも力を入れ、

た。密を避け

人に絞り、 っていかない」と言い、こう続けた。

っていかなければ、これからは成り立

域包括支援セ

である瓜破地

会のメンバー

性があるので、 Ｅの公式アカウントもつくったのです

症になる可能

5
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るために定員
を
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3

に知ってもらいたい知識や情報を発信

新企画として「暮らし方講座」を開催

する「暮らし方講座」を開催するなど、 いう意見がありましたし、誰でも認知

瓜破北について考える会の会議風景

広げよう つなげよう 地域助け合い 活動の現場から

を担ってきました。だから、『もう年

皆さんは、これまでいろんな地域の役

そうしてみんなが自分のできることで

く、お互いに助け合っていかないと。

す。やはり助けてもらうばかりではな

心できる地域づくりへの挑戦をこれか

ている。ぜひ、超高齢化でも元気で安

活動の周知や他地域への波及も目指し

区では瓜破北をモデルとした助け合い

支援コーディネーターを配置し、平野

毎日の暮らしの中でのちょっとした困りごと
を、会員相互の助け合い活動により解決する
ことを目指している。主な支援内容は、家事
援助、部屋の片づけ、外出付き添い、通院や
通学の介助、簡単な作業（電球の交換など）
、
学習サポートなど。入会金1000円、応援会
員会費１口1000円（上限額なし）
。活動に対
する謝礼は30分500円で、以降30分あたり
300円。活動終了時に利用会員から活動会員
に直接支払う。活動時間は月～金曜日（祝祭
日・年末年始を除く）の午前10時から午後4
時まで。依頼者は瓜破北地域住民のみ、活動
者は地域問わず登録している。
●連絡先／〒547 - 0043
大阪府大阪市平野区平野東2-1-30
平野区社会福祉協議会
電話 06 - 6795 - 2525
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大阪市では今年度から、第 層生活

だから、私らはいいか』とか『誰かが

少しずつ補っていけば、高齢化が進ん

らも続けることで、区内全域にも助け

ちづくりを目的とした有償ボランティアの会。

守り活動をする必要はなくなるわけで

存心が強くなっているように感じます。 でもそんなに悲観することなく暮らし

やってくれるんじゃないか』などと依

ていけるのではないかとの希望を持っ

合いを広めていただきたい。

瓜破北地域のつながりづくり、助け合いのま

「公営住宅に長く住んでいる高齢者の

でも、例えば見守りにしても、両隣を

ています」

瓜破北たすけあい活動の会

ちょっと気にすれば、わざわざ訪問見

（右から順に）井上さん、西尾会長、生方さん、第２層
生活支援コーディネーターの村上千富美さん

2

14
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こんなふうに役立っています！
皆様のご寄付
コロナに負けず助け合い活動スタート
新潟県
佐渡市

助け合う地域を目指し、
外出支援、部屋の掃除等の
有償ボランティア活動を開始

ボランティア活動保険加入費用、
消耗品費等を助成

子ども食堂から配食へ
コロナ禍で、

子ども食堂が 和歌山県
橋本市
困窮家庭に食料を配布
食料購入と事務費を助成

皆様のご支援が、地域の助け合いを広げます。
地域助け合い基金へのご寄付を
どうぞよろしくお願い申し上げます。
※詳細は、本文26ページをご参照ください。
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分け合い、共に成長し、
社会全体を豊かに
サントリーホールディングス株式会社

酒類・飲料メーカーで国内最大手の一つ、サントリーホールディングス（以下、サントリー）。 創業以

2019年度に行われた、サントリー文化財団による「第
41回 サントリー地域文化賞」授賞式。地域文化賞は、
地域の文化向上と活性化に貢献した個人、団体に毎年
贈られている（左から３人目は、同財団の鳥井信吾理
事長）

来、社会事業や地域活動に熱心に取り組んできた同社から、当財団は〝新しいふれあい社会づくり〟とい
う理念と活動に共感をいただき 年以上にわた

造に貢献するという考え方に基づく、地域社会や自然環

も込められている。それは、人々の豊かな生活文化の創

会への思い ～社会にとっての水となる～」という意味

「水と生きる」を掲げるサントリー。その言葉には、
「社

慈善活動や社会福祉事業への思い

祉法人邦寿会を紹介する。（取材・文／塩瀬 潔泉）

核を担い続けて今年１００周年を迎えた社会福

分主義」による同社の社会貢献活動と、その中

って多大なご支援をいただいている。「利益三

20

16

2021.12
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企業の
社会貢献

も一緒に喜んでもらうよう努めたものだが、こ
れには家内が一番力を入れてくれたものだっ
た。後に家内がなくなってから、邦寿会をつく
って、社会事業に力を入れるようになったの
も、この因縁によるのである。
（1959年、同社社内報より）

の寮や戦争で夫を失った

人のための母子寮も開設。

その後も、母子寮内に開

設した保育所や、介護施

設へと発展していった。

2000年の介護保険制

度スタート後も、邦寿会

はサントリーの社会貢献

活動を担う法人として、

大阪市の特別養護老人ホ

ームや保育園、藤井寺市

の総合福祉施設、地域包

括支援センターの受託な
17

芸術・文化・学術・スポーツの振興に、社員たちが時代

だけでなく、生活に困っているドン底の人達と

のニーズを取り入れながら主体的に取り組んでいる。

ある。このようにして、正月のお祝いも自分達

邦寿会の実践

かけ、一同で奉仕してこれを縫い上げたもので

境と交わす約束の言葉だ。

伊藤忠から大量の反物を買い入れ、正月に間
に合うように、家内は、社員の夫人達にも呼び

サントリーは、創業者の鳥井信治郎氏が、事業による

それとは別に着物も贈った。

利益を社会に還元しようと熱心に活動。特に、恵まれな

一方、雲雀ヶ丘の自宅でも、二日がかりで餅
をつき、役場に協力してもらって分配した。又

い境遇に置かれた人たちへの慈善活動や社会福祉事業に

は、これに加勢したのであった。

取り組んだ。その思いは、おかげさまの心で事業の成功

に来てもらって餅をつき、社員も元気なもの

邦寿会の発祥は、1921年。鳥井氏が生活困窮者救

たしか安堂寺通りに店のあった時分から始め
たと思うが、せまい店の庭で、多勢の賃づき屋

をステークホルダーや社会全体と分け合い、互いに発展

だった。

済のため、大阪市愛隣地区に無料診療と施薬を目的とし

ていないだろう。この餅をつくことがまた大変

・成長していける関係づくりに全力を注ぐ「利益三分主

全部匿名で行なったので、世間には全く知られ

た「今宮診療院」を開設したことに始まる。この活動は

活に困っている方々に配ってもらった。これは

義」として受け継がれてきた。現在も、物質的に豊かに

大正時代のことであるが、毎年の年末には、
社寺に献酒すると共に、「餅つき」をして、生

戦時下にも継続、戦後の混乱期には、海外引揚者のため

「『餅配り』―ともに正月を喜ぶ― 」

なった日本に心の豊かさをもたらしたいとして展開する、

～鳥井信治郎氏の社会事業への思い～

2021.12
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ど、利益三分主義を着実に引き継ぎながら常に時代のニ

── 一番に心がけていらっしゃることは何でしょうか。

私たちは、社会福祉の実践者でありたいと思っていま

す。福祉とは、「一人ひとり、みんながハッピーになる

ーズに即した事業を展開している。
地域活動の面では、さまざまな地域住民の定期的なボ

こと」ですから、私たちが関わらせていただくことで、

利用者さんにできるだけ地域で普段通りの生活を送って

ランティア活動（外出支援・楽器演奏など）を施設に受
け入れ、利用者、ボランティア、そして職員も、喜びと

といっても、一つ一つはとても小さなことです。例え

いただけるようなサポートをしたいですね。

同社のバレーボールチームやラグビーチームも、定期的

ば、職員が「お昼は何が食べたいですか？」とたずねる

楽しい時間を共有。国内最高峰のリーグで活躍している
に施設を訪問して交流するなど、コミュニケーションを

と、利用者さんが「マクドナルドがいい」とおっしゃる。

募って、皆さんをお連れ

ドに行きましょう」と。そして、ほかにも行きたい方を

でしょうが、うちの職員は「じゃあ、一緒にマクドナル

そんなとき、職員が代わりに買ってくることもできるの

深めることを何より大切に活動しているという。

一人ひとり、
みんながハッピーになるように

します。大事なことは、

す。困りごとを抱える方に、どんな解決方法があるかを

長、鳥井信治郎の熱い思いであり、私たち職員の思いで

みんな家族なんや」。 それが、私たち邦寿会の初代理事

「困っている方がいるなら、何とかして力になりたい。

── 邦寿会の活動に込められた思いを教えてください。

ご本人の生活の質の向上

うちょっとした満足が、

ないでしょうか。そうい

普段通りの社会生活では

して食事をする。それが、

べたいものを選び、購入

自分でお店に行って、食

一緒に考え、関わるすべての皆様に真摯に対応させてい

につながっていくのだと

18
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邦寿会専務理事・
羽柴誠一さんにうかがいました

ただくことが重要だと考えています。

利用者さん、ボランティアさん、職員そ
ろっての外出

企業の
社会貢献

── 邦寿会さんは、地域のボラン

り下見をしてリスクを取り除き、「どうすれば実行でき

私も現場経験者ですが、何か行事をする際にはしっか

トも行いました。

ティアの方々との連携がとても盛

るか」という視点で進めることにしています。職員のア

思います。

んですね。

りましたし、共に成長していきた

もともとそういったふれあいがあ

て活用していただいてきました。

団体の方々に練習や発表の場とし

ので、施設内のスペースは地域の

んでいただけるサービスをこれからもしっかりと提供し

もらい、地域と強固なネットワークを構築し、皆様に喜

重ねだったと思います。それを後輩たちにも受け継いで

この100年は、先人と現職員たちの一歩一歩の積み

── 次の100年に向けての抱負をお聞かせください。

に心がけています。

イデアも、「やってみなはれ」の精神で取り入れるよう

いという思いから、各団体様に私

ていきたいと思っています。

社会福祉法人は地域の資源です

どもの担当職員も付いております

＊

＊

つながりを維持していこうかと皆で考えたのですが、各

きませんでした。この状況下で、どうやって皆さんとの

の精神に基づき、地域とのコミュニケーションを大切に

がとうございます。当社は、創業からの「利益三分主義」

「このたびは、邦寿会の活動を取り上げていただきあり

当財団へのエールを紹介させていただきます。

た、サントリーＣＳＲ推進部課長・佐々木和美様からの

結びに、今回の邦寿会様の取材にご尽力くださいまし

＊

ので、ボランティア活動にもスム

ーズに関わっていただけていると思います。
これまで年 回、ボランティアの皆さんに集まってい
ただいていましたが、コロナ禍でこの 年以上それがで

団体の活動を 枚のＤＶＤにまとめ、それを職員が各団

各活動を実践しております。貴財団とは、今後ともご一

緒に尽力させていただきたいと存じますので、何卒よろ

体を訪問してお配りさせていただきました。また、藤井
寺の施設は苑庭が広いので、楽器演奏ができる団体さん

しくお願い申し上げます」

21/12/03 9:26

12月号-企業の社会貢献.indd 4

1

に集まっていただいて、密にならない形で屋外コンサー

2021.12

19

どうみょうじ高殿苑（藤井寺市）で開催された
屋外コンサート

1

1

応援ありがとうございます
「地域助け合い基金」助成先のご紹介

皆様のご寄付を原資に、さまざまな世代・人々が参加する地域共生社会への取り組みや、コロナ禍での困りご

と解決のための活動を支援している「地域助け合い基金」。 今月号は、男性が地域のために立ち上がり、まちに

ベンチを設置した活動、コロナ禍の子どもたちに家での学習支援を開始した活動、傾聴を電話でも行うことで幅
を広げた活動を紹介します。

これまで京極町では、高齢者が徒歩で買い物や病院に行

たちに昔遊びを継承する活動等も行ってきました。

話し合いになりました。その後、町の福祉まつりで子ども

で、「自分たちで地域に生かせることは何だろう」という

食事を介して交流を深めたところ、その後の活動振り返り

「飯盒で飯を炊く会」を実施し、おかずを持ち寄りながら

2019 年 に 設 立。「 ま ず は 何 か 取 り 組 ん で み よ う 」 と

を 生 か し て 地 域 に 貢 献 す る「 ゆ る く 集 ま れ る 場 」 と し て

なお、このほかの助成先団体の活動報告も財団ホームページに続々アップしていますので、思いが詰まった多
彩な活動をぜひご覧ください。

北海道京極町

住民の休憩場所となるベンチを製作
今後の活動に期待が集まる
男性の会

助成金額 ３万２０００円
男性の会は、地域の男性の交流の場、得意なことや趣味

21/12/01 13:25
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岡山県備前市

コロナ禍で孤立する人たちに
電話やオンラインで支援を実施

万円

ＮＰＯ法人東備子どもＮＰＯセンター

助成金額

東備子どもＮＰＯセンターは、1991年に活動開始。

これまで、子どもから高齢者まで利用・参加できる有償ボ

ランティアによって会員同士が支え合い、生活支援や移動

支援、母子支援等を実施してきました。

昨年からのコロナ禍で、高齢者世帯、子育て世帯の孤立

となる地域住民の手によるベンチがまちなかに置かれるこ

成金を活用して材料を購入し、ベンチを製作。町で初めて

担い手となる「ベンチプロジェクト」を発足。本基金の助

体等でも挙がっていました。そこで、男性の会が中心的な

支援拡充、離れて暮らす

育て家庭や産前の親への

相談対応体制の強化、子

電話やオンラインによる

響が出ていることから、

が進み多方面に深刻な影

とになりました。高齢者らから「途中で休めてありがたい」

家族からの相談への対応

層協議

15

21/12/01 13:25

12月号_基金助成先.indd 5

く際に、道中で休憩する場がないという課題が第

といった喜びの声が上がっており、同会の活動もだんだん

を行いました。本基金の
助成金は、通信費、人件

2021.12

21

製作したベンチで記念撮影

と住民に認知され始め、寄付を受けるなど今後の活動に期
待が集まっているそうです。

費、交通費、水道光熱費

子どもの家での支援の様子

1

に子どもの育ちに関わってもらうことで子どもの学びの多

どもの家での学びの支援を始めました。今後も、地域の人

機会が失われていることから、感染対策を実施した上で子

に充てていただきました。特に、子どものさまざまな体験

や活動周知のチラシ作成のためのコピー用紙購入等に充て

行うこととしました。本基金の助成金は、スマートフォン

が増していることから、新しい活動として電話での傾聴を

コロナ禍での自粛により、介護者やご本人の負担や不安

件。報告書

られました。

活動は、昨年 月から今年 月までで累計

93

に思えました」との報告をいただきました。

化率が一番高い地域とのこと。「まだまだ需要はあるよう

でいる様子が記されていました。安佐北区は広島市で高齢

には、同会に電話してきた人たちがさまざまな状況で悩ん

8

様性を確保したい、と抱負を寄せてくださいました。

広島県広島市

万９０００円

安佐北ミミの会

電話による活動を新たに開始
傾聴活動の幅を広げていく

助成金額

安佐北ミミの会は、2004年に設立。会費や参加費を
集めないグループとして、メンバーが交通費等の実費を負
担し、地域の高齢者施設および高齢者、障がい者宅を訪問
してお話相手となる活動、自宅で介護する人が集う場所で
もお茶やお菓子を共にしながらお話相手となっています。
土砂災害被災地区では被災者が集う互助サロンでハンドマ
ッサージを施しながらお話相手となる活動も行ってきまし
た。

9
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12

◇ここ ～ 年、コロナ禍などの影響

を紹介します。

ご寄付と共に寄せられたメッセージ

さい。

全国各地の活動の状況をぜひご覧くだ

「地域助け合い基金」状況のご報告
皆様のご支援により全国各地の助け合いを
助成している「地域助け合い基金」
。

千万円を供出

3063万1700円

月 までの状況をご報告いたします。

◎寄付受付額
201件
このほかに当財団より

◎助成実行額
当財団ホームページ開示時点）

607件 １億213万6897円
（ 月 日

おかげ様で、本基金による団体・個人への
助成は600件以上となり、実行額も 億円

もあって、中小零細企業、サービス
業などに携わる下積みの勤労者たち
につらいしわ寄せが来ているように
思われます。そうした方々にぜひ福
祉の暖かい光があたるよう「助け合
い基金」を通じた貴財団の御活躍に
期待しています。
地域共生社会を実現する活動が始ま

＊

また、このほど当財団のホームページをリ

り、また継続されるよう、引き続き皆

＊

ニューアルし、本基金のページも助成の実績

様のご支援・ご寄付をよろしくお願い

＊

や活動報告が都道府県別に表示されるなど、

（事務局長・内田）

申し上げます。

を超えました。

2
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1

より見やすくなりました。地域共生に向けた

2021.12
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15

1

15

11

●基金に関する情報、およびク
レジットカード決済は、ＱＲ
コードもご利用ください

財団ホームページ内
基金関連ページ

クレジットカード
決済ページ

9

11

当財団ホームページでは毎日、
寄付と助成金額を開示しており、
助成可能な金額もご覧いただけ
ます。寄付や助成をお考えの方
は参考にしてください。

＜地域助け合い基金担当＞
基金に関する
電話：
（03）5470-7751 FAX：（03）5470 - 7755
ご意見・お問い合わせ
メール：tasukeai-kikin@sawayakazaidan.or.jp

してケアが行われているんですよ。

楽しく生きよう〟ということを目指

オーストラリアでは「〝死ぬまで

「入居者のライフスタイル（生活の 仕方）」

質 に 関 す る 監 査 基 準 が あ り ま す。 そ の 中 に

ルを一定に高めようということから、介護の

オーストラリアでは高齢者施設の介護レベ

村田 幸子

ダイバージョナルセラピーと言いま

という項目が入っており、入居者一人一人の

福祉ジャーナリスト

す」と教えてくれたのは、芹澤隆子さん。も

楽しみや趣味、またアクティビティへの参加

死ぬまで楽しく

う 年も前のことです。彼女は編集者として

リアでは「老いることは楽しむこと」という

各地の施設や病院を取材する中、オーストラ

つまりプロが法律で位置づけられており、高

めダイバージョナルセラピストという専門職、

を支援するという項目があるのです。そのた

芹澤さんは日本にもこの取り組みを導入し

考えで高齢者福祉が進められているのを知り

ありません。その人に相応しい楽しみや喜び

たいと2002年、ＮＰＯ法人「日本ダイバ

齢者施設や病院、またリハビリテーション機

を与えるというきちんとした目的をもって、

ージョナルセラピー協会」を設立し、定期的

ました。「楽しむ」と言っても、ただ単に通

音楽や笑い、運動や会話といった様々な要素

にオーストラリアを訪れては、日本での普及

関等で活躍しています。

を組み合わせて意図的、計画的につくり上げ

に務めています。そのためには指導できる人

り一遍の遊びやレクレーションをするのでは

て い く 試 み です。
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12月号-エッセイ_村田.indd 1

30

24

2021.12

11
連載

うという考え方にスタッフが変わり、工夫す

って、この人にはこういう楽しみを提供しよ

門職ではありませんが、ダイバージョナルセ

るようになった」と言っていました。

の養成が必要と、オーストラリアのように専

ラピーワーカーと名付けた、日本の生活文化

今、オーストラリアではダイバージョナル

いると言うことです。心身機能が衰え、それ

に相応しい実践者を増やす取り組みを行って

日本では要介護状態になったり障害を負っ

がどんな状態になろうとも、その人のライフ

セラピストはエッセンシャルワーカーという

たりすると、食事、入浴、排泄といった身体

スタイルには「楽しむ」ということが組み入

おり、ワーカーは現在、450人近くになり

介護、つまり生活の援助はしてくれますが、

れられている。一方我が国では、まずそこか

位置づけで、なくてはならない存在になって

その人にとっての楽しみとか幸せを感じるよ

ら削られる。芹澤さんの奮闘もむなしく、こ

ました。

うな取り組みが目的をもって行われているか

の試みを取り入れている施設は、まだ

数カ

というと、それはほとんどありません。

所です。

「増やすにはどうしたらいいですか」と伺う

ダイバージョナルセラピーの実践をしてい
るある有料老人ホームの施設長は「ダイバー

と、「ひとえに、経営者の理解です」という

生きている限り、楽しむことをあきらめな

ジョナルセラピーを知る前の我々のレジャー

ちが勝手に決めて押しつけており、おざなり

い。こうした考えは、日本では広がることが

答が返ってきました。

だった。しかしダイバージョナルセラピーに

ないのでしょうか。
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の提供は、入居者の楽しみというより、私た

出会ってからは、入居者一人一人の情報を知
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10

（むらた さちこ） 立教大学英米文学科卒業後、ＮＨＫにアナウンサーとして入局。
報道番組のリポーターや社会性のある硬派の番組を中心に担当。1990年、解説委員に就
任。ＮＨＫスペシャル「あなたが寝たきりになった時」、ＮＨＫモーニングワイド「高
齢化社会」のキャスター他、多くの番組を担当。2004年、解説委員を退任後も高齢者
問題の第一人者として活躍中。

「地域助け合い基金」で
コロナ禍を乗り越えて共生社会へ

皆様からのご寄付をお待ちしています
１．寄付金の使途
共生社会を推進するため、助け合い活動の支援に活用させていただきます。
助成の対象は、地域で暮らす人同士の助け合い活動であり、新たに団体を設
立する場合のほか、新たに活動を広げる場合やコロナ禍に対応して特別な助け
合い活動を行う場合も含みます。
高齢者、子ども、認知症、障がい、生活困窮の方々、刑余者、外国人、ケア
ラーの支援ほか、分野は問いません。ただし、日本国内の活動に限ります。
本基金は、支援したい市区町村（区は東京都の特別区）をご指定いただけます。
２．税制上の優遇措置
当財団にいただいたご寄付は、税制上の優遇措置の対象となります（当財団
発行の領収証が必要となります）
。
３．ご寄付の方法
（１）銀行振込によるご寄付
三 井 住 友 銀 行 浜松町支店 （普通） 口座番号 ７８５９４５２
三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 （普通） 口座番号 ００９５４４６
（口座名義 ※いずれも同様）
公益財団法人さわやか福祉財団 地域助け合い基金
※銀行お振り込みの場合は、送金者の情報がカタカナ表記のお名前のみとなるため、
当財団発行の領収書が必要な場合や地域の指定をご希望の場合は、お手数ですが
「寄付申込書」を当財団宛お送りください。当財団へのお電話でも承ります。

（２）郵便振替によるご寄付
（口座記号番号） ００１１０−７−７０９６２７
（加 入 者 名） 公益財団法人さわやか福祉財団
※通信欄に、ご指定がある場合の市区町村名 ( 区は東京都の特別区）と、ひと言応
援コメントなどをご記入ください。また、手数料不要の払込取扱票をご用意してい
ますので、お申し出いただければ郵送いたします。

（３）クレジットカードによるご寄付
23ページのＱＲコードもしくは当財団ホームページよりお申し込み下さい。
助成応募については、当財団ホームページをご参照ください。
「寄付申込書」「パンフレット」なども、ホームページからダウンロードできます。

＜寄付・助成のお問合せ＞
地域助け合い基金担当

電話：
（03）5470 -7751 ＦＡＸ：
（03）5470 -7755
メール：tasukeai-kikin@sawayakazaidan.or.jp
2021.12
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新しい
ふれあい社会づくりに
向けて
ふれあい

いきがい

助け合い

さわやか福祉財団は、子どもから高齢者まですべての人が、
それぞれの尊厳を尊重しながら、いきがいをもって、
ふれあい、助け合い、共生する地域社会づくりを一貫して進めています。
特に現在は、全国自治体が新地域支援事業で取り組んでいる
住民主体の助け合いの地域づくりを強力に支援しています。
どうぞ、皆様の地域の情報もお寄せください。

●

新地域支援事業・助け合いの地域づくり
北から南から

●

各地の動き

その他の財団の活動 など
ご支援ありがとうございます。
さわやかパートナー（賛助会員）
・
ご寄付者の皆様のご紹介

27

2021.12

12月号-基金+中扉.indd 2
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北 から
南 から

日〜 日）

新地域支援事業・
各地の動き
月

からも、生活支援コーディネーターの

サポートを受けながら自分たちででき

ることから始めること、また、居場所

を拠点とした有償ボランティアの事例
を案内した。

（岡野）

月に住民勉強

今後は、この日の参加者アンケート

での希望者を中心に、

会を実施する予定。

日／八潮市で住民フォーラム「コロ

八潮市（埼玉県）

行政説明に続いて財団が基調講演を行

ます重要になる」とあいさつがあった。

も協力。感染対策のため、人数を制限

つものつながり」が開催され、当財団

ながろう

ナ禍の今だからこそ地域のみんなでつ

～非常事態に活きてくるい
い、助け合い創出・発展のため、ぜひ

名が登壇し、生活支援コーディネータ

つながりを活かしたあたたかいフォー

フォーラムの看板を作成し、地域との

して実施されたが、地元の八潮高校が
ーの役割、これまでの活動、地域のサ

ラムとなった。

その後、生活支援コーディネーター

ロンやつながりから生まれた助け合い

を、今後は生活支援につなげていきた

た。また、「居場所でできたつながり

各地のコロナ禍での活動を紹介し、ま

が行われた。ＮＥＸＴ動画を引用して

に続き、財団の堀田力会長の基調講演

市社協会長、大山忍市長のあいさつ

い」と抱負も語られ、何でも相談して

た、神奈川サミットのポスター作品で

を取材した様子等について発表を行っ

ほしい、と参加者に呼びかけた。財団

28

2021.12

住民に参加を呼びかける
（住民対象のフォーラム、勉強会等）

三春町（福島県）
日／三春町で、生活支援体制整備事

業の周知を目的とした住民講演会が行
われ、当財団も協力。約 名が参加し
た。
冒頭、坂本浩之町長から「住民一人

70

ひとりがつながり助け合うことがます

11

28

話し合いに参加してほしいと話した。

6

（2021年
●全国各地で、

31

●活動の一部を紹介しています

推進の支援をしています

1
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2

10

助ができないか」との問いかけに対し、

をもっと増やすために立ち上げ時の補

意に沿って立ち上げられた各協議体は

形式で進められた。勉強会を通じて民

対して財団から質問やコメントをする

層から取り組みが報告され、それに

してほしい、と紹介。「人の気持ちは
市長からも「皆さんにそうした気持ち

の堀田会長からの「このような居場所

コロナ禍には負けない。人とつながっ

熱心に話し合いを重ね、

の知恵と工夫を類型化したので参考に

て元気でいることの大切さをコロナ禍

があれば、応えていきたい」との返答

守りやサロンなどの活動が生まれ始め

次に、地域づくりチーム（第 層協

層として見

が教えてくれた」と、助け合いの大切
があった。

議体）の紹介が行われ、第 層生活支

ていることをこのフォーラムで多くの

住民が共有した。

層の活動も始

まとめでは、鶴山が「コロナ禍でも

まっており、今後はさらに多様な助け

熱心に取り組まれ、第

合いを広げ、また、既存の活動も含め

援コーディネーターとその担当圏域、
フォーラム後のアンケートには、参

たネットワークづくりを進める段階。

各協議体の活動状況が報告された。

たちで考え、幸せをつくり出すことが

加者に興味のある活動を記載してもら

その中で、『日常の家事支援などの生

け合いしかない、とし、「少子高齢社

できる喜ばしい時代と考えたいし、形

った。個別に生活支援コーディネータ

活支援は、ただでは頼みにくいところ

ーから連絡し、活動につなげていく予
（岡野）



を謝礼を払うことで頼みやすくする仕
ム～地域づくりの想いを分かち合う会

「目指す地域像の基本的要素〝つなが

天 童 」 の 動 画 も 紹 介 し た。 最 後 に、

例として、山形県天童市の「ふれあい

組み』と有償ボランティアを提案。事
～」が開催され、当財団も山梨県のア

日／甲斐市で「想いの共有フォーラ

甲斐市（山梨県）

定。

にしたい」と話した。さらに、市長も
割、「有

割の市民が

た。そこで「この気持ちを具体化する

ドバイザー派遣事業として協力。

ための仕組みができている」と第

生活支援コーディネーターを紹介し、

り、ふれあいのある地域〟とは、誰か

の役に立てる、生きがいと尊厳をもっ

層生活支援コーディネーターの
河西恵美子氏と行政担当の古屋皓司氏

講演を締めくくった。
活動発表では、空き家を活用した居

第

層

参加したいと答え、やる気が感じられ

償ボランティア」では約

「地縁」や「居場所」では約

登壇して見える化チャートを行った。

会の中でどう幸せに生きるのか、自分

ことは難しく、これを解決するには助

から介護保険だけでは安心して暮らす

さを伝えた。また、担い手や財政の面

3

て生きることのできる社会。それぞれ
2
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2

3

3

2

の進行で、第 層・第 層協議体や第

1

場所の取り組みが紹介された。進行役

1

2021.12

29

8

1

6

6

の開催なども検討されている。（髙橋）
生活支援コーディネーター・
協議体と連携

名が参

コーディネーター、福祉介護課、まち

づくり課職員、副町長など約

加した。理解を深め、地区計画に盛り

込みながら、第 層の充実や住民主体



の助け合いも含めた地域づくりを具体

の配置を依頼し、まちづくり課と福祉

層生活支援コーディネーターと協議体

し続ける社会の実現を呼びかけた。

りが自分らしく生きがいを持って暮ら

日／加須市北川辺地区の第

層協議

体運営委員会「みずわの会」に、当財

同市では今後、受け皿となる活動拡

長、事務局長、地区民代表、生活支援

置付けての開催。各地区交流センター

域づくりのために動き出す第一歩と位

を中心としたつどいの場を開催してき

る活動をしていこうと、屋外での体操

わの会が中心となりコロナ禍でもでき

30

2021.12

の地域に合った目指す地域像の実現を
（鶴山、三上）

目指そう」とまとめた。今後の展開が
楽しみである。
川西町（山形県）

同町の吉島地区は全国モデルの取り

的に進めていく予定。

絡協議会が開催され、勉強会にて「住

日／令和 年度川西町地域づくり連

地域支え合い講演

組みが進んでおり、すでに住民主体を

地域共生社会に向けて、町全体でもそ

民主体の事業をどのように推進するの

つの集落ごとで核となる地

会」が射水市健康福祉課の主催で開催

同町は

進める基金が立ち上がっており、プラ

回、異なる会場で実施、

ットフォームの動きも始まっている。

日の

からは、助け合いの意義や効果、実践

介護課が連携しながら生活支援体制整

のような動きを視野に入れ、一人ひと

の動画などを交えて紹介した。会場に

備事業による地域づくりを進めてきた。

域交流センターに2018年から第

は各地域の取り組みがパネル展示され

人の異動や地区ごとの温度差など、時

名ほどの市民が集まった。当財団

たほか、レクリエーション体験ブース、

団もオンラインでオブサーバー参加し

（鶴山）

簡単調理体験ブースなども設置され、

間が経つにつれての課題を共有した

た。参加者は約 名。同地区は、みず

2

加須市（埼玉県）

参加者が少しでも地域活動に興味を持

つの課がスクラムを組み、あらためて

19

大に向けて、協議体の取り組みも活性

30

2

化させていきたい考えで、意見交換会

た。

生活支援に係る研修会を支え合いの地

各

日と

る─」と題して当財団が講演した。

年度

日／住民の地域活動参加のきっ

射水市（富山県）
・

かけづくりを目的に、「令和

30

か ─生活支援体制整備事業から考え

みんなで学ぼう

2

された。コロナ対策を取り、会場の参

3

7

ってもらえるよう工夫が凝らされてい

2

2

加人数を制限していることもあって、

29

20
20
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3

18
18
60

た。

月にもつどいを開催しようと、
ング」を第 層協議体と位置付けて地

回の誰でも参加できる「地域ミーティ

を行っている。前回の協議体で買い物

方についてオンラインで当財団と相談

つの地縁の有償ボランティ

引き続き「部門会議」を任意で行い、

域課題を話し合っているが、その後に

た。この日の協議体では、移動販売業

するアンケートを実施することになっ

支援について協議し、買い物支援に関

今回の運営委員会実施となった。
今後のみずわの会の活動の方向性につ
これまで

をちょっとした困りごとへの解決につ

ることから、つどいの場でのつながり

座をモデル的に第 層圏域で検討して

は担い手不足で、 月に担い手養成講

ア団体を立ち上げてきた。現在の課題

とになったとのこと。

実施し、その場でアンケートを取るこ

者に来てもらい、お試しで移動販売を

つどい開催についての話し合いの後、
いて確認。コロナが落ち着く傾向にあ

なげようと、地域につどいへのお誘い

財団からは、担い手不足が第 層協
議体共通の課題であれば、第 層協議

今後はつどいを開催しながら、運営

者の担い手へのつなげ方などを話し合

と提案。養成講座の内容や、講座修了

体でそれについて話し合ってはどうか

の美里町の助け合いの発展を期待した

を持って見学に訪れたとのこと。今後

なお、今回の協議体には町長も興味

層協議体で提案してみたいと

層生活支援コーディネーターは次

日／ 月に行った座間市への第

回

個別支援で、住民向け勉強会を実施し

した結果、 回に分けて住民勉強会を

のことで、その際に財団から講義と情
（岡野）

日／美里町大沢地区では毎回協議体

美里町（埼玉県）

たいとの意向があり、市関係者で検討

回の第

（岡野）

委員会でアンケート結果に基づいたニ
（岡野）

層協議体

座間市（神奈川県）

ーズを確認し、生活支援につながる活
動に発展させる予定。
日／坂戸市では今年、第

回協議体を開催す

1

報共有、質疑応答を行うことになった。

1

坂戸市（埼玉県）
委員を再編し、年

回を 月に

7

第

い。

うな工夫をするようすすめた。

るのでなく、住民の交流の場となるよ

財団からは、単なる買い物の場にす

いるとのこと。

2 11

うことをすすめた。参加した第 層・

ーズを確認することとなった。

2

1

ドに困りごとのアンケートを付けてニ

カードを配布するとともに、そのカー

6

1

実施後に、協議体の総括と次回の進め

回目で、当財団はオブザーバー参加

開催することになった。今回はその第

3

ることとなった。その第

実施する予定で、意識統一を図るため
の勉強会を行いたいと当財団に相談が
層協議体の活動は活発で、年

あり、オンラインで支援した。
第

4

20

した。

1

12

2

14

1

2

2

19
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11
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2021.12

31

南から
北 から

交流できる居場所、ふれあいネットワ

ろ」では、つながりづくり、多世代が

グループワーク「ざまの好きなとこ

という言葉が印象的だった様子。また、

してもよいし、何もしなくてもよい」

でも誰でも」「居心地が良い」「何を

振り返りを行った。講演内容の「いつ

川辺町（岐阜県）

かけが進む。

議体で住民参加が進む同市の新たな仕

日／岐阜県のアドバイザー派遣に伴

（鶴山、三上）

ーク（有償ボランティア）など、活動

協が整理して今後に生かしていくとの

プワークで出た意見については、市社

につながりそうな話題も出た。グルー

た、と財団からコメントし、「共に学

でない居心地の良さに気づいてもらえ

これまでのサロンのような〝お世話型〟

インで実施した。協議体の仕組みを機

アリングを含めた打ち合わせをオンラ

い、川辺町の行政関係者と当財団でヒ

回の勉強会で財団が協力す

能させるため、関係者間のバックアッ

こと。第

回目のメインは市内の つの取り

組み事例を共有。財団から事例に対し

事業推進の展開について意見交換を行

（鶴山、沼崎）

った。

る予定となっており、引き続き支援す

て質問し、発表者に答えてもらう形で

七宗町（岐阜県）



日／岐阜県のアドバイザー派遣に伴

力。県担当者、同市の担当者、市社協、

所づくり研修が開催され、当財団が協

ちの見守りなど新たな活動も生まれて

こもっており、つながりから子どもた

うそれぞれの取り組みはどれも想いが

意見交換を行った。

自治体としての今後の進め方について

状についてヒアリングを行い、小規模

い、七宗町の関係者とオンラインで現

通じての気づきなどを確認し合っても

日／岐阜県のアドバイザー派遣に伴

てきたものを用いて、「居場所づくり

うテーマでグループワークで話し合っ

なたが行ってみたい居場所は？」とい

年度の異動で新任者が多いこともあり、

ヒアリングをオンラインで行った。今

い、御嵩町の関係者に現状についての

の意義と効果」「気づき」「大事にし

てみようと提案し終了した。活発な協

月に予定されている岐阜県の行う研

たいこと」「疑問点」等、項目ごとに

最後に財団から、次回 回目は「あ

らった。

（長瀬）

いた。その後、再度 人 組で事例を

層・第

層生活

協議体メンバー、第

30 2

回目の講演

支援コーディネーターなど約
加した。
オンラインで行われた

6

2

1

を聞き、各自がワークシートに記入し

1

1

3

御嵩町（岐阜県）

名が参

として、南アルプス市で

（長瀬）

進めた。「甲州弁ラジオ体操広場」
「上

南アルプス市（山梨県）
日／山梨県のアドバイザー派遣事業

八田支え愛の会」「さんカフェ」とい

プ体制に向けた連携方法など、今後の

んでいきたい」と話した。

19

12

る。

3

回目の居場

2

3

11

32

2021.12
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2

13

（長瀬）

修を活用しながら、推進体制を固めて
いくことを確認した。
日／愛知県の助言者派遣協力に伴い、

田原市（愛知県）

講演。事業の意義や生活支援コーディ

んなで助け合いを広げる時」と題して

いて説明。続いて、財団より「今、み

れている。当財団はオブザーバーとし

ネーターと協議体の役割、住民主体に

課、健康長寿課）等の計 名で構成さ
てオンラインで参加し、協議体の具体

を含めた打ち合わせをオンラインで実

し、担当地域での地域活動について情

ーディネーター（社協に配置）も参加

整備事業も始まるが、連携して進めて

生社会につながる中、重層的支援体制

質疑応答では、「講演を聞いて地域共

よる多様な事例を紹介し、共有した。

的な活動について説明した。
今回の会議には、第 層生活支援コ

施した。既存の助け合いを生かすなど、

報提供を行った。今後は住民主体の活

田原市の関係者と当財団でヒアリング

今後の事業推進の展開などについて意

いく必要性があるのではないか」との

ニーズから共生に向けて居場所や助け

い。地域包括ケアは高齢者中心だが、

質問もあった。「地域は縦割りではな
（髙橋）

動推進に向けて、市全体への効果的な

（長瀬）

層協議体である
西海市（長崎県）

働きかけの検討を進めていく予定。

見交換を行った。
倉敷市（岡山県）
日／倉敷市の第

「倉敷市高齢者活躍推進地域づくりネ

庁内連携の必要性も各地で高まってき

合いを広げていく例が増えてきている。

ている」と伝えたところ、保健福祉部

日／第 層生活支援コーディネータ

長から「今後、西海市も重層的支援体

ー・協議体と第 層生活支援コーディ
ネーターが配置されており、これから

制整備事業を進めていこうと計画が始

回目と

住民への働きかけを行っていく西海市

日に開催された。

なった今回は、新任メンバーも多いこ

において、第 層協議体をメイン対象

地域共生に向けて進み出しそうな活発

ットワーク会議」が

とから、再度「協議体の役割」を確認

にした共通理解と 層協議体づくり等、

な議論がされた。今後が楽しみである。

コロナの影響もあり今年度第

することからスタート。協議体メンバ

具体的な取り組みにつながることを目

層生活支援コーディネーターに加え、

部長のあいさつの後、事業担当が市の

講師として協力した。同市の保健福祉

（鶴山）

日／長崎県のアドバイザー派遣事業

長与町（長崎県）

まっている」との回答があり、一気に

ーは、高齢者支援センター（地域包括

的とした勉強会が開催され、当財団が

市の関係部署（市民活動推進課、健康

2

1

現状やこれまでの取り組み、制度につ

シルバー人材センター、市社協、第

支援センター）、 老人クラブ連合会、

1

づくり課、スポーツ振興課、生涯学習

1

1

27

1
13
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層協議体「支え

合い地域づくりが始まろうとしている。
（鶴山）

日／生活支援コーディネーターと協

波佐見町（長崎県）
議体が中心となり、自治会単位の第

連携に向けての第一歩で、担当課とは、

実施して見えた成果と課題を整理し、

りを推進しよう」として講演し、質疑

財団が「住民主体の助け合い地域づく

りも視野に入れて動き出すことが目的。

課長、企画班係長、住民福祉課長、社

長、総務課長、総務班係長、企画財政

派遣事業として協力。参加者は、副町

され、当財団も長崎県のアドバイザー

感じ、「庁内連携意見交換会」が開催

生活支援コーディネーターから地域に

ォーラムのアンケート記名者、および

かみ勉強会が開催され、当財団が協力。

館で、第

（鶴山）

次につなげていこうと話し合った。

応答で共に考えた。「既存のコミュニ

会福祉班係長、長寿支援課長、長寿介

協議体編成のための
研修会・勉強会等に協力

ティ協議会との違いや連携の必要性」

護班係長、地域包括支援センターの生

層協議体設置に向けた大づ

日／吉川市中曾根小学校区の南公民

月に開催した中曾根小学校圏域のフ

名が参加した。

ように頑張りたい」「住民の熱意だけ

し、続いて当財団から「住民主体によ

状況について」として担当係長が説明

ける生活支援体制整備事業の取り組み

体験ゲーム、生活上の困りごとや不安、

を財団から講義で伝えた後、助け合い

グループに分かれ、助け合いの大切さ

今回は、 自治会から近隣同士の

では対応できない。町も一緒に」など

る地域づくりをどう進める～一緒に何

介護保険課以外に福祉課、地域安全課、

携の必要性を伝えた。その後、活発な

ができるか共に考えよう～」と庁内連

ォーラムにも参加しており、また実際

プワークで行った。参加者の多くはフ

現状の助け合いの洗い出しを、グルー

熱い議論となった。第

生涯学習課、政策企画課などの担当課

意見交換で共通理解が進んだ。今回は

3

も参加している。それぞれの事業での

6

連携も検討しながら、住民主体の助け

1

34

2021.12

として、長与町で第
合い『ながよ』推進協議体勉強会」が
層協議体を立ち上げ

行われ、当財団が協力した。2018

層に働きかけて助け合いづくりが進む

年に勉強会で第
たが、その後、コロナの影響もあって

波佐見町。次第に庁内連携の必要性を

「地区ごとにやる気の温度差を感じ

あらためて声をかけて集まった住民約

吉川市（埼玉県）

る」「これまで住民のニーズを聞いて、

活支援コーディネーター。長崎県もオ

2

27

9

20

層協議体には

「

居場所と移動のニーズが高かった」

3

ブザーバー参加した。「波佐見町にお

2

層を立ち上げ住民の活動が広がる

そして目指す方向を確認し、

層づく

15

1

活動が停滞。あらためて現状や課題、

1
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2

ることができず、前回開催から半年以

った。

え、自分たちで何ができるかを話し合

ワークでは、地域にある困りごとを考

上経過しての開催だったため、まずは

目が開催された。コロナの影響で集ま

人も多いことから、助け合い活動の洗
生活支援コーディネーターから、前回

に、すでに助け合い活動を行っている
い出しにもさまざまな活動が挙げられ

動の不便さが中心に出され、あらため

いても、地域のつながりの薄さや、移

オンラインでの協力となったが、協議

け合いの必要性を再度説明。当財団は

の振り返りに加えて、地域の状況や助

る協議体設立を目指す。

の最終回とし、同市内で

長崎県

日／長崎県内の生活支援コーディネ

（髙橋）

地区目とな

次回の第 回勉強会を協議体準備会

た。一方、困りごとや不安なことにつ

て地縁の生活支援の必要性に気づきを

（髙橋）

生活支援コーディネーター
養成研修等に協力

体の役割と既存の協議体の活動の様子

回目に実施）。 次回はできるだけ

大野市（福井県）

議体を編成していく予定。

間を空けずに開催し、手上げによる協

第

体験ゲームも実施した（余喜地区では

得ていていたようで、熱のこもったグ
回

を伝えた。粟ノ保地区では、助け合い

コロナ禍のため、勉強会はあと

ループワークとなった。
だけ開催し、課題解決のために住民主

（岡野）

層協議体を立ち上げてい

体でできることを話し合って、現状の
参加者で第
く予定。

月に続

ーターたちによる主体的なネットワー

クづくりを目的として、昨年

く 回目の非公式な情報交換会が行わ

か

ぞれの取り組みや課題について話し合

月ぶりに近況報告を行いながら、それ

れ、当財団もオンラインで協力。
設立に向けた「地域支え合いを考える

日／大野市上庄地区の第 層協議体
会」の第 回目が 日に開催され、平

羽咋市（石川県）
層協議体を設置していく構想で、現在

日夜間ではあったが約 名の住民が参

（地域でささえあうまちづくりを考え

粟ノ保地区と余喜地区での住民勉強会

続き、オンラインで協力した当財団か

ターからの「第 回目の振り返り」に

必要性も感じたが、それぞれが多忙で、

りになった。この連携をもっと広げる

りを持ち、情報交換の必要性が浮き彫

援コーディネーター同士、横のつなが

工夫した取り組みを共有した。生活支

った。コロナ禍で進めにくい課題と、

地区で設置され活動している。今回

加した。第 層生活支援コーディネー

10
らは「住民主体の活動づくりに向けた

は新たに第

日／羽咋市では公民館区に第

12

層協議体の発足を目指す

・

6

3

協議体の役割」を説明した。グループ

12
日に

回目、余喜地区では

日に第 回

14

3

る懇談会）で、粟ノ保地区では
第

15
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に考えていきたい。

今後、県のネットワークに向けて一緒

倫子氏や県職員の小柳裕希氏も参加。

同県のさわやかインストラクター山本

事務局となる人材の必要性も見えた。

り聞きながら助け合い創出を広げてい

る。また、佐々町は住民の声をしっか

としっかり連携して事業を推進してい

ーディネーターを主体としながら行政

保市は中核都市であるが、生活支援コ

子氏から取り組み紹介があった。佐世

世保市の大石祐美氏と佐々町の江田佳

どを共有した。

行政の後方支援の重要性があることな

住民主体の地域づくりを進めるために

域像の実現に向けて、住民の声を聞き、

協議体の体制を築きながら、目指す地

課題もあるが、だからこそ、主体的な

ーターが代わり体制が安定しないなど

換。行政の異動や生活支援コーディネ

日／長崎県では年度初めに、各市町

の地域包括ケアの自己評価を元にした

る。 者の話を受け、質疑応答で理解
後半は、「住民の声を生かしていく

を深めた。
には」として、グループごとの情報交

長瀬純治、沼崎未来、三上宗佑）

（本稿は、岡野貴代、髙橋望、鶴山芳子、

（鶴山）

ヒアリングを行っている。その中で、
市町職員の異動等で、生活支援コーデ
ィネーターとの連携、支援内容など、
継続する上での課題が浮き彫りとなっ
た。そこで今回、行政職員を対象に事

36

2021.12

お問い合わせは広報まで
TEL（03）5470-7751

業の理解と市町のネットワークづくり

◆「いきがい・助け合いサミット
in 神奈川」報告／ ◆ 2022年「い
きがい・助け合いサミット in 東京」ご案内
／◆特集 助け合い活動を介護保険事業（総
合事業）とどう組み合わせればよいか／◆「地
域助け合い基金」状況ご報告 ほか

目次

を目的とした情報交換会が行われ、当
財団が講師として協力した。

発行

vol.17

「住民主体の事業をどのように推進す
年目の課題である「やらされ

るか」と題して、新地域支援事業が始
まって

感の払しょく」や、住民主体の地域づ
くりを具体的にどう進めていけばよい
のか、何が大切か、その際に行政の支
援は何かについて、事例を紹介し、共
に考えた。また、事例として、同県佐

生活支援コーディネーターと
協議体の取り組みを考える情報紙

26
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『さぁ、やろう』

情報紙

南から
北 から

ご支援ありがとうございます。

林 修

茨城県

緑川 宏子

福島県

伊藤 和喜

秋田県

須藤 わか

荒川 陽子

宮城県

川田 有一

鏡 英仁

遠藤 英嗣

石川 正三

秋元 紀子

東京 都

成瀬 えみ子

薄 幸夫

伊藤 幹夫

高野 利雄
広島県

三宅 実

島根県

白石 祐治

鳥取県

岡本 えり子

福岡県

永易 宏朗

愛媛県

山本 博子

徳島県

草野 明子

鹿児島県

蒔田 加代

橋下 京子

件）

本谷 喜美子

中峠 禎孝

青木 敏郎

千葉 県

新潟県労働金庫

音順）

吉原 弘子

（

さわやかパートナー法人（ 件）
岡田運輸株式会社

パラマウントベッドホールディングス株式会社

公益財団法人生命保険文化センター
京都府

社会福祉法人矢祭町社会福祉協議会

愛知県

海来 美鶴

全国労働者共済生活協同組合連合会

神谷 賢蔵

伊藤 正宣

松岡 紀雄

登 輝夫

川辺 裕子

大久保 寧繙

神奈川県

音順）

一般ご寄付（ 件）

万円）

秋山 喜弘（

万円）

万円）

荒木 純子（

藺牟田 忠男（

上野谷 加代子（

万円）

千円）

設楽 祥子（

万円）

髙橋 愛子（

音順）

百万円）

件）

一般財団法人年金住宅福祉協会（

万円）

（ご寄付日付順）

地域助け合い基金ご寄付（

堀 久美子（

（

日〜 月 日財団受付分） ※なお、自動振替の場合等、処理日と財団受付日にずれが出て掲載時期がずれる場合がありますことをご了承ください。

さわやかパートナーは、本財団の趣旨にご賛同いただき、財政的・精神的にご支援くださる賛助会員の皆様です。
会費は寄付金の一種として大切に活用させていただきます。
新規ご入会の会員の方、会員をご継続いただきました皆様も毎号ご紹介いたします。
また、個別のご寄付をいただきました皆様もご紹介させていただきます。
（敬称略）（2021年 月

林 美代子

神原 正子

ロート製薬株式会社

50

さわやかパートナー個人（

埼玉県

神部 亜季

初田 隆史

1

（都道府県別

大山 眞人

海老原 邦延

仙崎 礼次郎

3

31
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２０２１年度

日、「創立

周年

２０

さわやか福祉財団
全国交流フォーラムを
開催しました
月

が、本年は、当財団が1991年 月

症の拡大により開催を見合わせました

びかけ、復興支援、介護保険制度新設

ランティアの普及、共生型居場所の呼

周年に当たるため、記念の全

にさわやか福祉推進センターとして設

チライフ支援事業への参画、地域包括

の支援、外国人移住政策、勤労者マル

最初のプログラムでは、「さわやか

国交流フォーラムとして開催しました。

サミット、地域助け合い基金の創設な

法人改革の提言、いきがい・助け合い

ケア・「尊厳」の理念導入提唱、公益

立以来

福祉財団の 年の歩みとこれから」と

テーマに及び、ＮＰＯ法人高齢社

ただいた方、協働した方にもステージ

ーマにより、さまざまな形でご支援い

動について振り返りを行いました。テ

進行により、当財団設立以来の主な活

を披露していただきました。その他の

結実した経緯や当時の時代背景、思い

政府に働きかけ、介護保険法の成立に

子さんからは、介護保険制度の導入を

会をよくする女性の会理事長の樋口恵

ど

に登壇いただきお話をうかがいました

登壇者からも、打ち明け話や当財団と

題し、堀田力会長、清水肇子理事長の

が、プログラム冒頭の「スポーツによ

している経緯などについて、当時を振

や協働してくださった方で、前半のプ

ろいろな場面で支援してくださった方

では、まず、永年にわたり当財団をい

続いてのプログラム「ご紹介・交歓」

笑いに包まれる場面もありました。

の関わりなどを話してもらい、会場が
初代チェアマンの川淵三郎さんに登壇

リーグが当財団の支援を継続

舘にて、ご支援者の皆様やさわやかイ

り返りながらユーモアも交えて説明し

ご紹介しました。その後は、参加者同

ログラムで紹介しきれなかった方々を

ンストラクターなど189名の方に参

振り返りのテーマはほかに、有償ボ

ていただきました。

一昨年度は、新型コロナウイルス感染

加いただいて開催しました。昨年度、

J

38

2021.12

11

る多世代交流の実践」では、 リーグ

16

30

いただき、当財団設立以来今日に至る

去る

30

２１年度さわやか福祉財団全国交流フ

30

まで、

1

ォーラム」を東京・千代田区の東京會

11
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J

さわやか福祉財団

創立30周年

士の交歓の時間として、旧交を温めた

ることで、皆様からのあたたかいご支

月、当財

ごした故郷で、ひときわ思い入れのあ

るゆかりの地であり、本年

団の「地域助け合い基金」を通じて、

援に対する感謝の思いを新たにし、同
時に、これからも地域共生に向けて挑

り情報交換する時間としましたが、中
にはゲストと記念撮影する方などもい

堀田会長個人として

千万円を寄付し

戦し続ける決意を固める会とすること

締めくくりには、東日本大震災の直

て、終始和やかな雰囲気でした。

8

している「新生おおつち」（岩手県大

地域包括ケアのあるまちづくりを推進

くださった方々や、当財団設立当初に

重なご資産を遺贈という形で寄付して

なお、当日、ロビーには当財団に貴

らせる魅力あふれる町にしてほしい」

を、住民の力で安心していきいきと暮

分の人間性の基本を育んでくれた故郷

寄付としました）。 その想いは、「自

ています（これまでの小田ご夫妻との

槌町）
、「平田どうもの会」（岩手県釜

活動を支えていただいた方々のパネル

というもので、地域指定の寄付をする

ができました。ご参加いただいた皆様、

石市）
、
「ＮＰＯ法人大船渡共生まちづ

も展示して、感謝の気持ちを表しまし

にあたっては、 「宮津市民いきがい・

つながりから、行政ではなく社協への

くりの会」（岩手県大船渡市）、「歌津

た。また、創立 周年記念誌『新しい

ありがとうございました。

地区復興支援の会一燈」（宮城県南三

後から当財団とも関わり合いながら、

2

陸町）
、
「一般社団法人浦戸自主航路運

（内田 信幸）

ふれあい社会づくりに向けて』を配布

ーディネーターが協議体構成員の過半

助け合い基金」を創設し、生活支援コ

時 分までの

全国交流フォーラムには、宮津市社

しいこと、

基金の継続性を

助成の内容、効果を公開

にしてほしいこと、

確保するために、民間からの寄付募集

に努めてほしいこと、等を条件として

長ご夫妻も参加くださいました。宮津

想いをしっかり受け止めてくださり、

小田会長並びに宮津市社協は、その

います。

市は、当財団堀田力会長が 歳まで過

会福祉協議会（京都府）の小田和夫会

数の同意を得て助成団体を決定してほ

しました。

に登壇していただきました。歌津地区
復興支援の会一燈の小野寺寛代表には、
あいさつと共に、当財団へのエールを
いただきました。これに対し当財団は、

分から

宮津市社協でも
「助け合い基金」スタート

営協議会」（宮城県塩竈市）の皆さん

30
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清水肇子理事長の音頭で会場全員によ

時

3
年を振り返

30 30

る「頑張ろう」三唱で応えました。
午後

4

2021.12

39

30

時間でしたが、当財団の

6

1

けた手はず

金創設に向

短期間で基

いますが、「宮津市民いきがい・助け

かけ・連携が行われることを目指して

区町村単位での基金設立に向けた働き

「子どもと家族のための緊急提言プロ

庭省」創設に向けた提言を行うべく、

このたび、民間の立場から「子ども家

ビジョンは見えていません。そこで、

日に日

合い基金」が、住民主体のいきがいづ

月

を整え、全

ジェクト」を立ち上げ、

本記者クラブで記者会見を行いました。

くり・助け合い活動創出に向けたフロ
ントランナーとして、着実に育ってい

国交流フォ
ーラム同日

当財団会長の堀田力が同プロジェクト

地域住民が主体的に取り組む新たな地

止まらない中、さらにコロナ禍により

財源も十分ではなく、少子化の進行が

人に就任し（ほ

師・全国妊娠 ＯＳネットワーク代表

かに三重県名張市長の亀井利克氏、医

動の応援団団長）の

の共同代表（提言実現を目指す市民運

ってくれるよう伴走支援をしていきま
恵子）

から「宮津

（上田

社会全体で子育て支援を
緊急提言を実施
2015年度から子ども子育て支援

域福祉活動を応援するため、活動立ち

児童虐待や家庭内暴力は急増、子ども

新制度が導入されましたが、支援策も

上げに係る運営経費を支援することと

と子育てを支えるべきセーフティー・ネ

理事の佐藤拓代氏）、 当財団も賛同団

体に名を連ねています。

記者会見では つの緊急提言として、
１

２

安心して妊娠・出産、育児に臨め

る社会環境を確立すること

すべての人に「妊娠からの伴走型

支援」を保障すること（皆支援）

こども庁構想が浮上し、政府におい

ら守るために「保育保障」を実現す

境を保障し、すべての家庭を孤立か

すべての子どもに発達と成長の環

当財団の「地域助け合い基金」はス

ても創設に向けた動きは出ています。

ること（皆保育）

３

タート当初から、将来的には地域ごと

しかし、セーフティー・ネット強化の

ットの脆弱性が浮き彫りにされました。

し、助成の決定は生活支援コーディネ

請可能で、地域共生社会の実現に向け、

け合い基金」同様、期限なしの随時申

助成申請期間は、当財団の「地域助

成事業はスタートしました。

い基金」助

い・助け合

す。

9

市民いきが

11

に助け合いの循環ができるように、市

ーターが行います。

1

40

2021.12
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S

5

全国交流フォーラム当日、小田和夫会長
から堀田会長へ感謝状が贈呈された

国の所管を統合した「子ども家
庭省」を創設し、総合的・横断的
な司令塔機能を持たせること。併
せて、自治体の行政窓口も一元化

遺贈ご寄付のご報告
故 後藤 富士雄様
かねてよりさわやか福
祉財団の活動にご理解を
お寄せくださっていた後
月

歳でご逝去され

2

を図ること
すべての子どもと親、妊産婦の

藤富士雄様が、本年
日に

76

（森、徳間）

せていただきます。

団の活動に大切に活用さ

を冠した基金として当財

に、ご遺産は今後お名前

に感謝いたしますととも

故後藤様の温かいお志

す。

ったとうかがっておりま

と共にお一人暮らしであ

の仕事に従事され、愛犬

金属プレス・メッキ関係

中学ご卒業後、永らく

してくださいました。

され、ご資産を包括遺贈

財団を遺言執行者に指定

ました。ご遺言により当

7

４

５
ための「ファミリーポリシー（家
族政策）」 を確立すること。「子
どもと未来保険（基金）」 を創設
し、財源の統合と確保（ＧＤＰ比
％を目標）を実現すること

を発表しました。
当財団は、赤ちゃんからお年寄り
まですべての人が幸せに暮らせる社
会を目指して活動を行っていますが、
今回あらためてコロナ禍で子育て家
庭の窮状が深刻化していることを踏

基金として活用させていただきます

さわやかパートナーとして

年

どうぞ引き続き活動をお見守り

ます。

くりを一丸となって進めてまいり

今後も、新しいふれあい社会づ

きました。

する感謝状をお贈りさせていただ

心ばかりですが永年のご支援に対

間、ご支援くださいました皆様に、

20

くださいますよう、ご支援をよろ

しくお願い申し上げます。

21/12/01 14:07

12月号-活動報告.indd 4

まえ、これからの社会を担う子ども
たちの人間力を育んでいくために、
社会全体でしっかり子育て支援を行
う動きをつくっていきます。
（上田 恵子）

2021.12

41

3

＜子どもと家族のための緊急提言プロジェクトＨＰ＞ https://familypolicy5s.jp

ご支援をいつもありがとうございます
今年もさわやかパートナーにお贈りしました

私たちはふれあいあふれた地域づくりを支援しています

さわやか福祉財団の活動をぜひご支援ください。
『さぁ、言おう』はみんなで新しい社会のあり方を考える問題提起型の情報誌です
■さわやか福祉財団の活動をさわやかパートナーとしてご支援ください。
個 人
年会費

Ａコース

法 人
年会費

Ａコース

▲

Ｂコース

▲

『さぁ、言おう』を毎月お手元に
お届けいたします。
さわやかパートナーは、さわやか
福祉財団の理念と活動に共感して
会員としてご支援いただく賛助協
力者の皆さんです。

（1 口）

Ｂコース

10,000 円
3,000 円
100,000 円
20,000 円

公益財団法人さわやか福祉財団の会費は、特別な特典を付与するもの
ではない賛助会費であり、寄付金の一つの形です。
■寄付金は税金の控除対象となります。
さわやか福祉財団へのご寄付は、所得税、法人税等の控除対象となります（所
得税の寄付控除額の上限は所得の40％−2000円）。

一般ご寄付を
いただく場合の
お振込口座

口座名義：公益財団法人さわやか福祉財団
郵便払込 ００１２０- ９- ６６８８５６※

三菱ＵＦＪ銀行 浜松町支店 普通預金 口座番号３７３１７１４
りそな銀行 芝支店 普通預金 口座番号１１７４２９７

※手数料不要の郵便払込取扱票をご用意していますのでお申し出いただければご郵送します。

＊いずれもお問い合わせは、編集部あるいは社会支援促進チームまでお気軽にご連絡
ください。
（mail@sawayakazaidan.or.jp）
はり絵・池田げんえい

「ホワイトクリスマス」

「紺碧の空」

編集後記●「いきがい・助け合いサミット
in 神奈川」、今月号は、特に地域共生社会
に関わる議論が行われた３分科会の報告
です（Ｐ４～）
。●「活動の現場から」は、
大阪・瓜破北地区です。「助け合えば、高
齢化でもそんなに悲観せず暮らせるのでは」
という言葉が印象的です（Ｐ８～）
。●「企
業の社会貢献」はサントリーホールディン
グス。創業者の心を受け継ぎ、社会福祉に
情熱を注ぐ同社の社会福祉法人が100周
年を迎えました（Ｐ16～）
。●来年も、『さ
ぁ、言おう』をよろしくお願いします。良
いお年をお迎えください。
2021.12

12月号-最終頁.indd 1
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私は無力な人間で︑

ひと 新

りごと

神野 直彦

ただ周囲の人々の優しさによって生かされてきた︒

もしも︑優しき人々が織り上げてくれた

絆の木陰がなかったならば︑

ひとりでは寂しくて︑この暗き森のような﹁生﹂を

歩き続けることはできなかっただろう︒

助け合いを
広げよう！

21年度
20

創立

30 周年

全国交流フォーラム
を開催しました

11月１日、東京都千代田区の東京會舘において、さわやか
福祉財団創立30周年を記念して「2021年度全国交流フォーラム」を開
催いたしました。
多くのご支援者、さわ
やかインストラクターの
皆さんなどをお迎えし、
当財団の30年の歩みとこ
れからについて報告と
トークを行ったほか、壇
上でご支援者の皆様をご
紹介
紹
介し
紹介しました。

●東京大学名誉教授

冬の扉が開く前に、秋の芳香と静寂に囲まれて、
妻と二人で存在していることを確認しながら、
人生の「秋冬」を歩んでいる。
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これからも、ご支援を
どうぞよろしくお願い申し上げます

（本文38ページもご覧ください。）
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通巻340号

いきがい・助け合いサミット in 神奈川

● 2021年

人生100年時代 共生社会の生き方情報誌

『助け合い大全ʼ21』

月号 ●

12

12
令和 年 月 日発行
︵毎月１回 日発行︶

さぁ︑言おう

3

『助け合い大全ʻ21 提言・ポスター編』が完成しました！
全体シンポジウムの発言要旨、全34分科会の提言や議事要旨に加え、
ポスター展上位20作品を掲載しました。既刊の『パネル編』と併せて、

10

助け合い活動、地域共生社会づくりにぜひお役立てください。

通巻 号

10 12

９月１・２日に開催した「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」の

【目 次】提 言 編

340

● ― 神奈川サミット分科会の手引き―

多様な課題にどんなヒントを提供したか

発行人 清水肇子

● 全体シンポジウム

発言要旨

● 分科会１〜34

ポスター編

●
「いいね！

」上位20作品のご紹介

「いきがい・助け合いサミット in 神奈川」を振り返って

発行元 公益財団法人さわやか福祉財団

お申し込みは当財団まで

TEL（03）5470 -7751
１セット2,000円（税込み）送料別途

※２冊セットのみでの
頒布となります。

東京都港区芝公園2︲6︲8
日本女子会館７階

〒105
-0011
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