
法人設立６０周年記念誌発行（3種）、5会場で地域シンポジウムを開催しました！

　今年度から本格実施となった生活困窮者
自立支援制度では、支援を通じた地域づくり
「支え、支えられる」「相互に支え合う」をつな
ぐことが始まっている。
　また、介護保険制度の改正における、地域
包括ケアシステム、地域支援事業にみられる

動きは、支え支えられる仕組みを地域にどうつくるかである。
　そして、厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支
え合う地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27
年9月17日）では、縦割りではなく総合的な福祉サービスの方向
性が打ち出されている。
　これらの動きから、「支え、支えられる」「相互に支え合う」仕組

みづくりを地域でどう動かすか、制度の隙間への的確な対応と、
地域での課題発見と課題解決への取組、そのコーディネートが
問われていると考える。

社会福祉法人を取り巻く環境・情勢が変わってきている
　社会福祉法人は、地域を支える使命があり、特に、社会福祉協
議会が中心となり在宅や施設サービスの運営主体も巻き込ん
で地域をつくれないだろうか。
　このめまぐるしい情勢変化を「公助」「共助」「自助」の新しい可
能性があると捉え、当面のゴールである2025年までにみんなで
手をつないで実践していけないか。今回のシンポジウムをきっか
けに、皆さんが一歩進みだすアイデアを見つけていただきたい。

　今日のシンポジウムから、3つの限界と2つ
の可能性をあげる。①民間の限界。連携や協
働を議論する場合、行政や専門職の参画も
必要である。今回は、そこまで踏み込んでい
ない。②対象の限界。事業に来てくれない
人、地域の気になる人をどう巻き込んでいけ
るかという課題が残る。③運営の限界。報告

はすべて自立的した事業であったが、経済的自立ができない事
業は継続できないのか、という問いがある。
　その一方で2つの可能性がある。①日常の延長上の実践であ
れば参加しやすくなる。今日報告された実践は参加のハードル
が低く、より多くの人が参加できる可能性がある。②それぞれの
実践には、今後の展望が見えている。次の展開への可能性が開
かれているといえる。

検証すべきは、地域福祉理論
　理論は抽象度が高く、難しいものであ
る。私は、実践モデルの理論（実践をしてい
くときに、こんな風にされてはどうか）とい
うものは創りだそうとしている。しかし、理
論研究は現場に届きにくい。がゆえに、間

を埋めるチームの研究者がいて、初めて現場が動くと思ってい
る。そういう意味で、多様な実践を検証することが大切である。
そして、多様な活動実践や計画（みんなの合意による取組）か
ら学ばなければならない。

地域包括ケアシステム
　厚生労働省のプロジェクトチームの報告（「誰もが支え合う
地域の構築に向けた新しい福祉サービスの実現」平成27年9
月17日）について評価すべき点は、子どもから障がい者、高齢
者、生活困窮者も含めてトータルに支援するプランを描いてい
る点である。

　地域でいろんな「自立」を考えながら、その必要性を地域住
民と合意のために対話しながら、計画的に参加型で、評価しな
がら（当事者や地域住民にとっていい方向なのかどうか）やって
いくことが必要になってきた。

一人の不幸も見逃さない
～滋賀の縁（えにし）創造実践センターからの学び～

　様々な団体の参画と協働による取組と地域で実践を創る取
組である。やるときはみんなで力を合わせないとできない。助
けられたり助けるということを自分の中に落としていくことが
とても大事だと思う。協働をめぐって実践はもちろん、理論を学
びながら、一歩踏み出すことをお互いがやっていく時代、それ
が今日的な時代である。失敗した時は、反省し、修正したらよ
い。今日的な課題の解決は難しい。恥ずかしがらずSOSが言え
る文化を作りだし、早期発見・早期対応をしていくことをチーム
で持ってやっていかなければならない。

社会福祉法人和歌山県社会福祉協議会 法人設立60周年記念
近畿地域福祉学会 平成27年度大会開催
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「今あらためて、『社会的孤立』から生じる生活課題解決への取組を考える
　　　　　 ～すべての人がその人らしく生きるために、私たちにできること～」

たすけられ上手 たすけ上手に 生きる
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日本地域福祉学会会長 同志社大学大学院 社会学研究科 教授　上野谷加代子氏
うえのや か よ こ

「地域のみなさまと共にあゆむ」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人喜成会 地域交流センター センター長　寺井　政子氏
きっかけ／開かれた施設をめざし、昭和５５年に施設内の浴場を無料で開放し、入浴サービス利用を紹介しなが

ら戸別訪問を行ったが、まだまだ介護サービスを利用するという感覚は住民の中に無かった。施設が周
辺に住民に知られていないのではないかと思い、施設理解と介護を知ってもらうために介護教室を始
めた。平成７年には、施設近隣のスーパーの一角を借りて出張介護相談を行い、平成８年には高齢者
の外出支援として施設の送迎車両を利用しバスツアーを始めた（現在の地域交流活動）。

活動内容／現在、地域活動の３本柱として地域交流活動、ふれあいサロン、介護教室・ふれあい食事会を実施している。

「来る人ももてなす人も『ほっこりさん』」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・特定非営利活動法人 WACわかやま 理事長　中村　富子氏
きっかけ／WACわかやまの子育て支援事業で取組んでいたメンバーの高齢化が進み託児が難しくなってきた。

そのメンバーの居場所として、保育ルームで月１～２日持ち寄りランチや手芸等をして楽しんでいた。
近隣の方に参加を呼びかけしたが、場所が保育ルームでは参加が難しいと思い、誰でも参加できる居
場所として、美園商店街の一店舗で活動を始めた。

活動内容／居場所づくり（「食」を連動させる…ランチやお弁当の販売、配食サービス）、人づくり（助け合い活動に
活かせる人材育成講座の開催）、ものづくり（手作り商品の販売）

農福連携の取組から・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・社会福祉法人 みなべ町社会福祉協議会 事務局長　川口富士夫氏
きっかけ／入退院の繰り返し、専門職も医療機関も支援困難であり、地域からも孤立していたアルコール依存症

の人の「地域で暮らしたい」という思いを受け止め、在宅生活継続のためにデイサービスやホームヘル
プ、金銭管理サービスを利用しながら伴走支援を行っていた。支援する中で、居場所が必要と感じたこ
とから、「福祉農園」で、職員と共に農作業をする活動を始めた。

活動内容／耕作放棄地等を探し、地元の支援者（農業経験者）の協力を得て、野菜や農作物を栽培して居場所作
りをしている。また、できた野菜の販路を拡大中である。

パネルディスカッション

パネルディスカッション

今あらためて、「社会的孤立」から生じる生活課題解決への取組を考える

　県内市町村社協との共催により５市町（橋本市、新宮市、御坊市、田辺市、白浜町）で地域シンポジウムを開催しました。

10月17日／橋本市10月17日／橋本市 8月9日／白浜町8月9日／白浜町

60年間の活動を振り返り、今後を展望するものとして
記念誌や方針集を発行しました。

11月14日／新宮市
11月14日／新宮市

11月20日／御坊市11月20日／御坊市

市町村社会福祉協議会会
長による地域福祉活動推
進方針集（今後の方針と成
果等のまとめを掲載）

生活福祉資金貸付事業
60年の歩みとこれから（地
域における役割・意義、事例
等を掲載）

社会福祉法人和歌山県社
会福祉協議会法人設立
60周年記念誌

法人設立60周年を迎え感謝の意を表し、羽ばた
く60羽の鶴がお出迎えしました！（平成27年12月
19日、近畿地域福祉学会平成27年度大会にて）

社会福祉協議会に期待することは、新たな「協働」を
築くコーディネーター役
市町村社会福祉協議会会長会議を開催（12月19日）
　「市町村社会福祉協議会への期待」と題して大阪大学
大学院 人間科学研究科 斉藤弥生教授からご講演をい
ただきました。地域福祉と高齢者介護の視点から、改め
て地域で「要支援者」を支えるための「しくみ」を組み立て
るコーディネーターとしての役割が社会福祉協議会に求
められていることを確認しました。
　また、県内の市町村社会福祉協議会の会長が一堂に
会するこの機会に、長年にわたり福祉巡回車両を寄贈い
ただいている一般社団法人生命保険協会和歌山県協会
様へ和歌山県市町村社協連絡協議会会長より感謝状を
贈呈しました。

さいとう やよい

12月5日／田辺市12月5日／田辺市

てらい まさこ

なかむら とみこ

かわぐちふじお

　去る12月19日、和歌山ビッグ愛（和歌山市）を会場に、近畿地域
福祉学会　平成27年度大会が開催されました。
　6年前に和歌山県で開催された本学会大会では、「社会的孤立」
から生じる生活課題への取組をテーマに住民主体の可能性や方
向性を探り考察を深めました。今回はそのことを踏まえ、今あらた
めて社会福祉法人、市民活動団体、社会福祉協議会のそれぞれの
地域福祉実践を通じて、すべての人がその人らしい生き方を可能

とする地域包括型の地域づくりについて考察しました。この大会
は、和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年として、近畿各府県
と和歌山県内から300名を超える参加をいただき盛会裏に終了し
ました。
　午前中のプログラムでは、地域福祉における近畿の研究者や実
践者（12名）からそれぞれ研究発表・実践報告が3会場に分かれて
行われました。午後は、記念講演とパネルディスカッションでした。

地域に対する課題解決への期待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和歌山大学 経済学部 准教授　金川めぐみ氏

３つの限界と２つの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪府立大学 人間社会学研究科 教授　小野　達也氏
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きっかけ／入退院の繰り返し、専門職も医療機関も支援困難であり、地域からも孤立していたアルコール依存症

の人の「地域で暮らしたい」という思いを受け止め、在宅生活継続のためにデイサービスやホームヘル
プ、金銭管理サービスを利用しながら伴走支援を行っていた。支援する中で、居場所が必要と感じたこ
とから、「福祉農園」で、職員と共に農作業をする活動を始めた。

活動内容／耕作放棄地等を探し、地元の支援者（農業経験者）の協力を得て、野菜や農作物を栽培して居場所作
りをしている。また、できた野菜の販路を拡大中である。

パネルディスカッション

パネルディスカッション

今あらためて、「社会的孤立」から生じる生活課題解決への取組を考える

　県内市町村社協との共催により５市町（橋本市、新宮市、御坊市、田辺市、白浜町）で地域シンポジウムを開催しました。

10月17日／橋本市10月17日／橋本市 8月9日／白浜町8月9日／白浜町

60年間の活動を振り返り、今後を展望するものとして
記念誌や方針集を発行しました。

11月14日／新宮市
11月14日／新宮市

11月20日／御坊市11月20日／御坊市

市町村社会福祉協議会会
長による地域福祉活動推
進方針集（今後の方針と成
果等のまとめを掲載）

生活福祉資金貸付事業
60年の歩みとこれから（地
域における役割・意義、事例
等を掲載）

社会福祉法人和歌山県社
会福祉協議会法人設立
60周年記念誌

法人設立60周年を迎え感謝の意を表し、羽ばた
く60羽の鶴がお出迎えしました！（平成27年12月
19日、近畿地域福祉学会平成27年度大会にて）

社会福祉協議会に期待することは、新たな「協働」を
築くコーディネーター役
市町村社会福祉協議会会長会議を開催（12月19日）
　「市町村社会福祉協議会への期待」と題して大阪大学
大学院 人間科学研究科 斉藤弥生教授からご講演をい
ただきました。地域福祉と高齢者介護の視点から、改め
て地域で「要支援者」を支えるための「しくみ」を組み立て
るコーディネーターとしての役割が社会福祉協議会に求
められていることを確認しました。
　また、県内の市町村社会福祉協議会の会長が一堂に
会するこの機会に、長年にわたり福祉巡回車両を寄贈い
ただいている一般社団法人生命保険協会和歌山県協会
様へ和歌山県市町村社協連絡協議会会長より感謝状を
贈呈しました。

さいとう やよい

12月5日／田辺市12月5日／田辺市

てらい まさこ

なかむら とみこ

かわぐちふじお

　去る12月19日、和歌山ビッグ愛（和歌山市）を会場に、近畿地域
福祉学会　平成27年度大会が開催されました。
　6年前に和歌山県で開催された本学会大会では、「社会的孤立」
から生じる生活課題への取組をテーマに住民主体の可能性や方
向性を探り考察を深めました。今回はそのことを踏まえ、今あらた
めて社会福祉法人、市民活動団体、社会福祉協議会のそれぞれの
地域福祉実践を通じて、すべての人がその人らしい生き方を可能

とする地域包括型の地域づくりについて考察しました。この大会
は、和歌山県社会福祉協議会法人設立60周年として、近畿各府県
と和歌山県内から300名を超える参加をいただき盛会裏に終了し
ました。
　午前中のプログラムでは、地域福祉における近畿の研究者や実
践者（12名）からそれぞれ研究発表・実践報告が3会場に分かれて
行われました。午後は、記念講演とパネルディスカッションでした。

地域に対する課題解決への期待・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・和歌山大学 経済学部 准教授　金川めぐみ氏

３つの限界と２つの可能性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・大阪府立大学 人間社会学研究科 教授　小野　達也氏
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