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「できることからの連携体制づくり」東浦町円卓会議（第１回）議事録 

日時：平成 26年８月 25日（月）10:00-12:00 

      場所：NPO法人絆 風ハウス 

 

１．はじめに（サポートちた） 

 東浦町において「ちた型地域包括ケアのまちづくり」をめざし、３回の話し

合いをしていく。地域資源として数えられるものを明確にし、すでにある連携

のしくみがさらに機能するように足りないものを明らかにして、連携体制を強

化していくためにはどうしたらいいかを考えていく。 

 団塊の世代が後期高齢者になる 2025年に向け、要介護者なかでも認知症がも

のすごく増えていく中で地域の仕組みがこのままでは持たないことが明らかに

なっている。地域包括ケアをどう進めていくか。５月 30日に日本福祉大学で知

多地域全体の地域包括ケアを考える円卓会議を開催し、東浦町からも 5 人の円

卓メンバーが参加した。その成果を基に今回は、さらに、緒川コミュニティに

エリアを絞った円卓会議を開催する。 

 

２．円卓メンバーの自己紹介 

民生委員 みなさんと話ができるのがうれしい。東浦町地域福祉計画策定

委員会が動き始めたところ。ここでは、ざっくばらんな討議が

できるといい。 

サロン連絡会 25 年度の事業報告とサロンの名簿を持って来た。それぞれ 20

〜30人の参加をしてもらっている。合わせて 300人の高齢者の

集まりがある。10 年以上から昨年発足という団体もある。月に

2〜4 回開催している。毎回出て来てもらって元気になっている

が、なかなかサロンが増えていかないなど、悩みも抱えている。 

企業 ゴミ収集や浄化槽の清掃点検などをしている会社。今年の 3 月

から買い物弱者支援を始めた。始めたばかりで、販売すること

はあまり経験がなく、いろいろな面で問題点を抱えているので、

意見をいただけたらと思っている。 

社会人学生 ２年前まで子育て支援センターの所長をしていた。今は日本福

祉大学で社会福祉を学んでいる。子育て支援を 40年間やってき

た。子育てをするためには高齢者の力が必要だといつも感じて
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来た。10 代で子どもができてしまうケースが増えているが、地

域のおばあちゃんがいい子だね、と言ってくれることやかわい

がってもらうことで、お母さんたちの顔が変わってくる。認知

症の方も赤ちゃんを見ると会話ができる。年齢別で別の行動を

するのではなく、いろんな人で一緒に取り組むことが必要だと

感じている。今年、大学も 4 年になった。何か力になれればと

思っている。 

訪問看護ステ

ーション 

医療法人で、医療を中心とした介護サービス事業をしている。

どうしても自分たちの中で解決してしまう癖がある。地域の方

と相談してやっていくことに慣れていない。この会議をきっか

けに、相談ができる関係ができるといいと期待している。 

地域包括支援

センター 

地域の住民が住みやすいまちを目指している。地域のケアマネ

との連絡協議会にも協力会員として関わっている。ケアマネと

の連携もさらに強めていけたらと思っている。 

ＮＰＯ法人 設立 20周年を迎えた。私は平成 13年から関わるようになった。

当時大学の商学部に行っていた。NPO の法人格を取りたいの

で、経理等サポートしてほしいと声をかけてもらって、14 年経

った。来年、介護保険のシステムが変わる中で、地域や医療と

の連携を図り、私たちがどのポジションになるといいのか考え

たい。 

町福祉課 20 年役場で働いている。役所は閉鎖的なイメージがあるが、今

はそれではいけないと思って、外に出て行くようにしている。

専門家ではなくても、地域の声を一生懸命聞いていく必要性を

感じている。地域福祉計画づくりも進め、楽しく仕事をさせて

いただいている。こちらも本音を伝えながら、思わぬ意見をも

らって応えに詰まることもあるが、地域住民のために奉仕する

のが行政の役割。できれば私も楽しく仕事をしていきたい。こ

れからも連携しながら、地域をよくしてけたらと考えている。 

 

サポートちた： 

これは東浦町の緒川コミュニティの地図。この地域にどんな資源があるか、地

域包括ケアに関わる場所を、学生インターンシップに作ってもらった。総合ボ
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ランティアセンターのコーディネーターや、ＮＰＯにヒアリングして作ったも

の。未完成であり、この会議でもっと埋まっていくと思っている。 

 緒川コミュニティに絞った理由は、まずは在宅高齢者にとっての生活圏域と

言うことで、小学校区とした。緒川コミュニティは役場もあり、ＮＰＯもあり、

町の資源が多かったため、この地域にさせていただいた。 

緒川コミュニティの人口は 8,642 人、面積 8.87 平方キロメートル、高齢化率

23.8％。東浦町のコミュニティ担当に計算していただいた数字として、後期高

齢化率 10.9%、独居高齢者世帯率は 11.0％。老老世帯率が 11.2％となっている。 

 

３．メンバーの取り組みの共有 

・課題をもう少し深めていきたい。 

私事であるが、先日母が長寿医療病院に 10日のみ入院するということだったが、

いろいろ見つかりずっと入院することになった。しかし、どうしても帰りたいと

言い、在宅介護を整えることになった。お盆だったので受け入れ態勢を整えるの

には、少し時間がかかったができた。そのとき初めて、東浦の医療と福祉の連携

がこんなにできているということを知った。残念ながら母は亡くなってしまった

が、こういったことが可能だということをもっと住民に知らせるといいなと実感

した。 

在宅医療に関しては、他の市町に比べて資源が豊富。私も当たり前だと思ってい

たが、受けてくれる先生の数が人口割合的に多いようだ。 

私は逆かと思っていた。 

この地域では、重度心身障害の方が一人で暮らしていた。それをサポートできる

地域であったということがすばらしいことだと思った。それで本が一冊できたく

らい。 

母の件では、支払いをする段階で、こんなにしてもらったのに自己負担は千円そ

こらだった。これでは日本はダメになる、国の財政負担は大変なことだと思った。

自分自身はありがたいが、こうやってみんなの医療を公が負担していたら大変だ

ろうな。 

重心の方の場合は、ボランティアが生活を支えた。 

ボランティアは、その方の生き方に賛同した。指一つしか動かない中で、メール

を送ってくれたり、その方の人としての魅力があった。ボランティア一人ひとり

が、心を動かされた。 
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福祉資源はあると思う。 

ボランティアは一部の方しかやっていない。 

ボランティアの広がりがない。 

きっかけがあれば、すごくやりたい人はいると思う。災害があればみなさんすぐ

集まる。たぶんどうしていいか分からないのではないか。 

7月にオープンした総合ボランティアセンターが、その仕掛けをしていくところ

だ。日・月曜・祝日休みだが、夜間は 20時までやっている。 

まだまだ住民に浸透していないのではないか。 

まだ浸透していない。 

わざわざ「ボランティアしに行く」ではなく、地域の通りがかりでやっていたら

手伝うのではないか。 

ボランティアはするのが楽しい。それを伝えていきたいが、なかなかできていな

い。地元でないと難しいのではないか。増えているサロンもあるが、サロン自体

が知られていない。そのためにいろいろ周知しようと努めている。サロンから保

育園へ遊びにいく活動をしているが、子どもたちは身近に高齢者がいないため、

おじいちゃんおばあちゃんに抱っこしてもらうのを喜ぶ。 

サロンは高齢者向けのイメージだが、誰でも行けるところだと思うと、いろんな

世代の人たちが集まれるのではないか。 

サロンは若い私たちが行ってはいけないのではないかと思ってしまう。 

今年はサロンに小学生の「ちょぼら」を受け入れた。社協に連絡をしないで勝手

に来て下さいと言って、5人ほど遊びに来てもらった。 

児童館のように面倒を見てくれると認知されると、いっぱい来てくれるのではな

いか。 

そうするとお年寄りが疲れてしまう。 

お母さんが１、２時間お茶したいと言うときに、そのくらいだったら様子を見て

おくことはできる。預かるのは難しいが、お母さんたちは１時間でも開放された

い、という気持ちがあるのだが。 

私は防災ネットに入っている。小学 4年生を対象に、防災教室を開催している。

地域の人が小中学校に入って課外・課内講座をすると、町で見かけたときに声を

かけてくれる。そういう場を高齢者の方も教えられることなどで、子どもに教え

てあげるといいのではないか。ボランティアセンターも積極的にそういう働きか

けをしたら、ぼーっとしていなくていい。 
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何か集う場所はある。その仕掛けが大事だと思う。 

移動販売も初めて知った。そこに移動販売車が来るとさらに賑やかになるのでは

ないか。 

森岡の青空市がある。役員の苦労はあるが、お祭り気分で楽しい。 

共生型居場所やサロンという意味では、ＮＰＯではどうか。 

子どもがあまり来ないという弱みはあるが、障害を持たれた方の通所サービスと

高齢者サービスを一緒の場所で運営している。資源がたくさんあるのは分かっ

た。あとはこれをコラボレーションするのが大事。その役割は本来どこになるの

だろうか。 

行政でやれる部分もあるが、手を出せないところは民間になるだろう。周知など、

支援できる部分はあると思うが、昔から同じような課題がある。若い世代がほし

い、団塊の世代の男性が来ないなど、ずっと言われている。新しい仕組みは、ボ

ランティアも支援された人も両方満足できる仕組みでないと継続しないし、新し

い人たちも入ってこない。どうしたらいいのか、ぜひ教えてほしい。 

先ほどの学生が作った地図など、若い人たちが作るとかわいいツールができる。

森岡の「たちこぎ坂」と呼ばれる通りのマップを作ったら、通称「イケメン通り」

となり、人気が出てまちに活気が戻った。 

店舗がどんどん広がって来た。 

大学の企画だと伝えると、お父さんたちがたくさん来る。仕掛けが大事だと思う。 

私の母も、若いイケメンのお兄さんがお迎えに来てくれることを楽しみにしてい

た。 

 

 

＜休憩中の雑談＞ 

・ HUG（障がい児童の放課後預かりサービス） 

・ 働くお母さんが増え、放課後預かれないくらいに子どもたちが増えていて。

どこまで子どもたちを預かるのか。ずっと預けられて育って来た子たち（主

に室内で育つことになり、体験不足が心配）がどうなっていくのかと思う。

あと 10 年経ったら大人になる。そのときにどうなるかと預かる側は心配。

親の安心と子どもの育ちに関しては、いろいろ考えることがある。 
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４．すでにある連携のしくみを確認 

 

・ 資料 NO.１ 東浦町における福祉ネットワーク会議 

 

・ つなぎ役として総合ボランティアセンターが活躍するといいのではという

意見が出た。私たちも公設市民活動センターの運営の一部を担っている。地

域やコミュニティや NPO などのサポート、つなぎ役など。機能としては東

浦の総合ボランティアセンターが同じだと思っているが。 

 

オープン直後、ボランティアセンターでアルバイトをしていた。利用について、

知名度がないこともあるが、団体の会議が 19時から始まるケースが多く、開館

が 20時までだと難しいという話をしていた。 

大府は 10時までやっている。 

ボランティアセンターをどういうものにするかを議論しないと、形としてあるだ

けになってしまうのでは。 

以前は、勤労福祉会館が開いているときは自由に使える形だった。 

ボランティアセンター運営委員会がそのような話をする場だと思う。ここに入っ

ている方もいる。ここをもっと活用していくといいかなと思う。 

２年９ヶ月の期間を社協に委託している。みなさんからの意見として、住民の

方々から声をたくさん出してもらえれば、変えられることもあると思う。使って

いないのに「足りない」と言うのではなかなか難しいが、まずは活用してほしい。 

さて、民生委員の活動をなさって困ることは？ 

先ほどから地域資源が豊富だと言われるが、住民が使い方を知らない。あること

すら知らない。もう少しうまく利用したらいいのにと思うものはたくさんある。

移動販売もそう。 

団地内に入ったら音楽を流しているが、それ以外は控えている。騒音問題もある

ので。 

一番効果があるのは口コミ。嫁は豊田出身で、比較すると東浦町は近くに何でも

揃っているという話をしている。いかに口コミに乗せられるかが重要だと思う。

いくらホームページに乗せても見る人は限られている。 

私もヨソモノだから思う。シャイな人たちが多い。自分たちの中で解決しようと

する。家庭の問題を外に出さず、家族、親戚など内輪で解決しようとしている。
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若い方が家を建てて、産後を夫婦だけで乗り切ろうという人たちも増えている。

認知症に関しても、これまでは絶対口外しなかった。それは嫁の仕事だった。そ

ういう旧弊なところがまだまだ強い。 

高齢になるとホームページは見ない。新聞もだんだん読まなくなってくる。何か

起こったときに、ここに相談すればいいというところがあればいいのでは。たら

い回しにはせずに。包括に相談すればいいことすら、民生委員は分からない。「何

でも相談窓口」があるといい。 

相談窓口はたくさんあるが、縦割りで分野別になっていて使いにくい。「何でも

相談窓口」があるといい。 

どこに相談できるか、分からない人が相談できるところがあるといい。 

そういうのは、個人的には社協さんに担ってもらえるといいのではないかと思

う。 

生活しづらいお宅は、家族全体が困難を抱えている場合が多い。みなさんにもり

立ててもらえるとありがたい。例えば、ボラセンに窓口ができたら、本当の意味

の「包括的な生活相談」ができるといい。 

最初に電話をするということに勇気がいる。 

ＮＰＯでは、うちでできることを案内することもあるが、様子に応じて、専門機

関につなぐなど情報提供をすることはある。 

もう一歩、一緒に動いてくれる、一緒に電話をしてくれるというサービスが必要

だろう。自分の力だけでは及ばない人もいる。 

サロンは保健センターの紹介から来たり、お友達で来たりなど。最初 10年前、

高齢者サロンと名付けていたから、70代後半の方も「私は高齢者ではないから、

私の来るとことではない」と言っていた。（笑）今は 99 歳の方も来て下さって

いる。 

行く手段がない、歩いても行けない、車もない、バスもないなど、困っている方

はたくさんいる。そこと移動販売がうまくつながるといい。福祉有償輸送は、要

介護者と、障がい者に限定せざるを得ない。運転ボランティアさんというボラン

ティアもあった。それに助けてもらっていたが、高齢化が進み、稼働数が減って

しまった。ボランティアに登録してもらいさえすれば、車両はあるので、もっと

活用できるといい。 

社協まで行って乗り換えて、そのお宅へ行くというそのシステムを変えないと、

難しいのではないか。自分の車で送り届けられるシステムを考えないと。 
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福祉有償運送が仕組みになる前は、本当に困ったときはお互い様でやっていた

が、法律ができてしまってそれに従わざるを得なくなった。 

 

 

〈オブザーバー参加者の声〉 

ＮＰＯが相談窓口になっているようでなっていないということを、改めて感じ

た。うちは口コミで、82 歳のヘルパーまでいてくださる。みなさんの印象とし

てＮＰＯに不足していること等あったら教えてほしい。 

「自分で立つという姿勢」を育てること。サロンでも立派だと思うが、介護保険

があるから、そこで面倒見なさいよとなってしまう。自分のことが自分でできな

い人が少ないとは言わないが、そういう気概のある方が少ないように感じる。自

分のことを最後まで自分でなんとかするというシステム、何でも利用したらい

い、何でもしてあげますよということではないことを伝えたい。 

自分の家の周りの草刈りをしていたら、近所の人に「町に電話をすればいい。や

ってもらえ」と言われた。高度成長時代を生きて来た人はそういう価値観の中で

生きてしまった。自分たちでやらないといけない時代だと言う人もいるが、何で

も他人に頼ってしまう人はそれを直そうとしても、60 歳を過ぎてから簡単には

治らないのでは。 

たとえば、私たちの子どもの頃は、夏休みの間中毎日通ったラジオ体操も、今は

２日だけ。近所から朝早く始めるのがうるさいと言われるらしい。春に桜が咲い

てきれいでも、散ると汚いと言われる。ご近所の付き合いをしっかりしないとい

けないのでは。 

ＮＰＯのデイサービスでも自己選択・自己決定を取り入れて進めている。自分で

何をやるのかを選ぶ。何もしないという選択もある。自立を促す仕掛けは大切だ

と思う。 

ＮＰＯに期待したいこと。子育て支援団体「親子の広場あんだんて」がなくなった。

ＮＰＯも元々は地域の子どもたちとのやりとりから活動が始まった。なかなか子育

て支援センターなどに行けない人もいる。そういう方々の支援もぜひやってほしい。 

子どもの居場所を 2年後くらいには行いたいと考えている。 

里山の活動をしている。小学校前の子どもたちを持つお母さんたちが企画して於

代公園などで遊ぶ。子どもがずっと家の中で待っているのではなく、里山遊びな

ど促す企画をＮＰＯがするといい。 
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〈言い足りなかったこと〉 

 

地域包括ケアをめざす「できることからの連携体制づくり」をテーマに活発に

議論をしていただいた。キーワードは、 

 

・豊富な資源のコーディネート役はどこが、だれが担うのか 

・ボランティア育成 

・総合ボランティアセンター機能の強化 

・住民が足を向けやすい総合相談窓口 

・移動の問題 

・子育て応援 

・住民の意識づくり 

・「自己完結」が連携を阻むという矛盾する課題 

 

これらを整理し、次回の展開に反映させたい。次回は、9月10日（水）18:00-20:00、

この会場で開催する。次回は、連携のアイデア出しと優先順位づけを行う予定。

進め方に提案があれば、サポートちたまでご連絡いただきたい。 

以上 

医療の中で完結する癖がある。福祉関係に入っていけない。どこに入ったらいい

か経験がなく分からない。福祉とうまくコラボレーションできるといいと思う

が、何かあれば教えてほしい。 


