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誰もが安心して地域で暮らせるための、住民主体の連携体制づくり 

半田市円卓会議（第 3回）議事録       

日時：2014年 12月 15日（月）18:00~20:15 

場所：NPO法人りんりん事務所 1階 

メンバー（9名） 

 地域福祉課、子育て支援センター、包括支援センター、NPO（2 法人）、地縁 NPO

組織、ドラッグストアー、民生児童委員、小学校 

オブザーバー（9名） 

 市民協働課まちづくりひろば、包括支援センター、こども園、民生児童委員、NPO、

地縁組織、PTA 

 

１．はじめに 

・ 本事業全体の概要説明 

・ 円卓会議の説明 

・ 本日の流れ・資料の確認 

・ 前回の振り返り（A3 資料参照）在宅支援は、看取りや認知症への理解が必要であ

ること。重症化後の支援では QOL ができないので、その人となりを知るために、

日ごろからの地域の多様な世代で付き合い、知りあう機会の必要性が確認された。 

 

２．自己紹介 

スギ薬局調剤部門のマネジメントをしている。調剤室に入って話を聞いてもらう中学

生の体験学習受け入れや、キッズ薬剤師体験イベントではラムネを使った調剤体験も

している。 

主任児童委員は、地域の子どもたちが元気に安心して暮らせるように活動している。 

知多半島の小学校 90 校を回り、地域の中の小学校であることを実感している。常滑市

では学校支援地域本部事業を担当してきた。半田市では学校運営支援協議会ができ、

岩滑小応援隊が立ち上がったことはとても嬉しい。これを発展させていきたい。 

高齢者の相談担当ではあるが、ふくし共育ということで、小学校や中学校に向けて福

祉や高齢者理解をしてもらえるように伝えている。 

子育て支援センターでは、子育て支援事業、幼児一時預かり事業、ファミリーサポー

トセンター事業の３つの事業を実施している。開設９年目、センターに来れない人を

支援するために地域に出かけていくとともに地域でのネットワークづくりを進めてい

る。 
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地域福祉は足らないところを補填する・解決するための取組をするところ。 

りんごクラブのカラー資料参照、企画運営している。りんごクラブは 7 年目。38 人の

子どもを預かっている。常勤 1 人、パート 5 人、学生 5〜6 人、校長先生やお助け隊

のみなさんにもお世話になっている。 

お助け隊は 2 年でメンバーは 40 人。高齢者世帯だけでできないことの手足になるこ

とと、自分たちの健康と仲間作りに励むことでボケない、という 2 つの目的で楽しく

やっている。 

共育ネットはんだは様々な体験を通して、子どもたちを共に育み 共に育ち合うこと

を活動理念に、半田中学校で 15 人の仲間たちと立ち上げた。 

 

３．話題提供  

みんなの cafeともとも (NPO法人共育ネットはんだ) 

 第 2回の円卓会議にオブザーバーで参加した時、第 3回目に繋がると感じたキーワー

ドは、地域の人たちが温かい目で見守ること、家族支援について、福祉支援の担い手不

足の 3つ。 

cafe ともともは 8 年来温めてきた企画、今年 9 月から始めて 3 ヶ月経った。子ども

たちに他者と生きる力をつけて、地域で役割を担う大人になってほしいと思っている。

育ちの支援が必要な子たちに何ができるかと思っていたが、他者と生きる力は今の子ど

もたち全てに言えること。この力がついていないので不登校になったり、ニート引きこ

もりになる。継続的な実践体験の場が必要で、単発では力がつかない。来店される全員

が内情を知って来るわけではなく、外のメニューボードを見てふらっと来て席に着き初

めてこの店の特徴を書いたファイルで知る。元々、パートナーが生まれ育った古民家を

改修したもので父母を知っている方々も来て下さる。 

子どもたちが「お水はどうですか」と尋ねると慌てて飲み干し、お代わりしてくれる。

普段の関わりがなくても食事して最後に一言「ごちそうさま、ありがとう」と声がけす

るだけで子どもたちは元気になれる。活動の中で褒めることを大事にしてきたが、その

前に認めることが大事だと子どもたちから教えられた。ありのままの自分を認めてもら

いたいと思っており、それが力になると実感する。バスケットでは見られなかった成長

が今は見られる。 

お客様に食事を提供するため、13 時を過ぎるとお腹が空いたとバックヤードで泣く

小学 5年の子。すごい事に、どれだけ泣いていても配膳となるとお客さまへ笑顔で「ど

うぞ」ができる。遊びではなく、頑張る時が分かっている。発語もなかったが、この 3

ヶ月で挨拶や必要な言葉が言えるようになった。普段関わる私たちだけでは成し得ない
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こと。 

A ちゃんに学校の話を聞くと「友達はいません」と普段とは違う厳しい顔になった。

気にかかり母親と面談をした。特別支援学級から普通学級に移り、生活支援員がついた

ことで特性が周囲に明らかになり学校の中で完全に浮いてしまった。自宅でも現実逃避

して好きなアニメの話しかしない。親の了承を得て、校長先生と担任の先生と面談し改

善を求めた。担任の先生は気づかなかったが思い起こせば思い当たると言ってくれた。

さっそくその土曜日に先生たちがカフェに来てくれたので Aちゃんは喜んだ。本来親が

することを申し訳ないと私たちに言った。そうであったとしても、誰がつないでもいい

のはないか。私はたまたま先生を知っていたし、民生主任児童委員として学校のハード

ルは高くなかった。親が丸抱えしなくても、やれる人がやればいいと思っている。 

今、Aちゃんはとても力をつけていて、福祉の担い手になりたいと言っている。ボー

ダーの子たちと丁寧に関わることで福祉の担い手になれると思っている。ドロップアウ

トした子どもたちが周りの大人たちに認められ、褒められ福祉の人材になっていく未来

が私には見えている。もっとそういう子を増やしたい、高齢者にはその力がある。 

実際に福祉の仕事を始めた子もいる。仕事を始めたグループホームで「ありがとう」

と言われることで役立ち感につながり、働く場所が変わってもヘルパーとして続いてい

る。ボーダーで手帳が取れなかったり、親に認めてもらえなくて揺れ動いている子ども

が増えている。不登校の相談も増えている。周囲の大人の見守る体制ができるといいと

思う。私は矢勝川のすぐ近くで畑を借りている。交差点でおじさんたちが子どもたちを

見守りながらほめてくれているので、岩滑は理想的な地域。ここから発信してできるこ

との可能性を実感している。 

 

４．テーマ「次世代育成」への課題・不安だし 

子どもの育ちが危ない。孤立した子育てゆえに人間関係が狭い中で育っているため、

親以外の価値観に抵抗感がある。家庭と学校以外に地域の中に居場所があり、多様な

人と関わりながら、その中で役割を持つことが重要ではないかと思っている。そうい

う場があるか？機会があるか？親も育ちきれていないところがあるので地域の中で親

も子とともに育つ場や機会が必要。半田市は市民活動が盛んで各々が一生懸命がんば

っている。しかし、1 団体ですべてができるわけではない。これは行政も同じこと。

互いにつながり、各々が得意なことを活かし合っていければいいのではないか。 

スタッフの確保、現場の担い手、活動に関わってくれる人を探す。保護者との関わり

があるといい。子どもたちには生きる力をつけ、自分の頭で考えられる人になってほ

しい。調理体験、とりくみ制作、あそび、お助け隊とのコラボ。どれも寄り添うには
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忍耐と力量が必要。10歳以上の子や、卒所していった子の居場所づくり、地域での子

どもの役割作りが課題だと感じている。 

こうして見守られていることをとてもありがたいと感じる。地域の方から認められる

というのは、自己肯定感を高める斜めの関係づくりである。県で地域の人と子どもた

ちが関わり、認めてもらう教育活動を研究したことがある。校長会の研究会では、「子

どもの社会形成能力を育てるためには」のテーマで、地域の人の教育力をどう取り入

れるかを学んできた。一過性ではなく、発展していく教育活動にすることが校長の使

命だと思い、応援隊で実現しようとしている。来てくださる応援隊の方も生き甲斐と

して、より充実していく仕組みにしたい。一方保護者のニーズに応えるために、担任

は大変。半田の子を育てる視点で、関係機関と情報共有するように促している。校長

は子どもの地域での活躍を褒めるようにもしている。 

空家が増えてきた。明るい町にするためには、これらの対策も必要だろう。私が住む

地域には若い人がいない。高齢者地域になってしまって困った。 

女性は年をとっても元気な方が多く男性は留守番が多い、そういうムードを変えたい。

区行事への参加率がいまひとつなのでもっと増やしたい。 

防犯パトロールをしていると子どもに会わない。外で遊んでいる子が見えない。もっ

と外でのびのび遊べるといいのではないか。校長は子どもの名前を全員知っている。

それはとても子どもがうれしいと思う。子どもでも大人でも名前を覚えることが大事

だと思った。 

私は 0 歳児に関わっている。生後 2 ヶ月の赤ちゃんが生まれたお宅に訪問している。

県外から嫁いだ方も多く、友達がほしい、どこに出かければよいのか分からないとい

う方へ、クラシティやこども園などの情報提供ができた。また、お母さんが寝不足で

見るからに大丈夫かなという時は保健センターにつなげるが、その後のケアをどうす

るべきか悩むこともある。 

学校を休みがちな子どもの情報も入って来るが、守秘義務があるためどう動いたらい

いのか、また面談の予定を直前に拒否されるので難しい。主任部会があるが、ちょっ

と時間が足りない。 

1 歳の娘がいるが育児は嫁に任せきりで問題意識がなかった。中学生の体験学習をや

っていても、何を伝えたら良いか分からない。商品の値段を下げてスタッフ数を減ら

したので説明の時間も減ってしまっている。高校で危険ドラックなど伝えられること

があるのではないか。 

全部ステンレス皿を使うエコ・バーベキューを 30〜40人でやることがある。りんごク

ラブの写真を見て、そこでお手伝いができたらと思う。 
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地域福祉課で来年 4 月から生活困窮者自立支援法が始まる中で、経済的に困窮してい

る方を支援する法律ではあるので、貧困の連鎖を断ち切ることをしていきたい。まと

もな大人に育てられていない子どもの問題。心配な子どもを地域で発見する仕組みは

どういうものがあるか、苦慮している。発見する入り口と、出口になる居場所を作り、

そこで関わってもらえる団体があるといい。困っている子やボーダーの子が働く、中

間的就労の場があるといいと思う。 

社協としてふくし共育で関わっている。学びを人に教えることで落ちるので、教えて

もらって感想文を書いて終わりではなく、後輩に教えられるといいのではないか。小

学生では難しいかもしれないが中学、高校になった時にできることはあるのではない

か。今は次につながっていないと思う。依頼があれば、認知症サポーター講座をする

高校もあるが、小学生にも伝えられるとよい。ふくし共育も小学校によっては体験型

で体験だけで終わってしまうところもある。岩滑のように子どもたちが考えるプログ

ラムで地域の親世代に対して、子どもたちがつなぎ役、発信者となってもらうといい

のではないか。 

多様化する家庭。父子家庭や孤立家庭への支援はできていない。法人のことでは担い

手がいない。いかにゲームを手放す時間を作れるか。現状、活動が多すぎて、周囲か

らはこれ以上やるなと言われる。研修など人を育てたいが育成ができていない。父子

家庭は、相談したいが誰に、どこに、というハードルが高い。窓口と書いたが、相談

できる人・体制を増やしたい。 

 

５．テーマ持ち寄りワークショップ・発表 

A班：コミュニケーション能力を育む力をどう育むか。どう広げていくか 

◎聴く力、話す力、考えも広げる⇒人が居て、場があって、予約しなくてもいいところ 

●核家族ゆえに意図的なコミュニケーションの場を作らないといけない現状 

●コミュニケーションをとりづらい人へのアウトリーチが必要 

●スペースがあっても、居心地を受け止められない親への言葉がけ（悩みを引き出す） 

●保健センターへつないだ後のフォロー 

○出かける人は元気な人 

○わいわい文庫を 35年間、毎週土曜日開催 子のやりたいことを大人が寄り添い支援 

○嬉しい！畑作業中に知らない女の子（中学生の「さわやかさん」）が挨拶してくれる 

○普段の子を知る機会：南吉記念館「親と子の読書ルーム」、学校空き教室、学校図書 

○話をする時その子に向けた“ことば”が大事 

○声掛けしやすい工夫：「今日のボランティアさん」の顔写真と名前、子に名札 
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⇒広げるには、人がいることがまず大事。人がいて、誰でもいつでも使える場所がある。

立派な館があっても、そこに心を通わせる人がいないとつながらない。人がいるからこ

そ、場所が生きる。相談窓口までではないけど、不安な親御さんへの声がけができる場

所、独りぼっちで行き場のない子もおじさんやおばさんがいて相手できる場所があると

いい。学校でも地域の大人が継続的に出入りする事によって、顔と名前がつながり、挨

拶から会話へ発展する。農作業中に毎日そこを通る子が、挨拶してくれるのは気持ちが

いい事。薬剤師も資格や専門性だけで仕事をするのではなく、消費者の立場に立ったわ

かりやすい説明ができるようなコミュニケーション力が必要。子育て中のお母さんの話

など、いろんな立場の方とのお話ができた。人と人がつながるには「ことば」が不可欠

である。コミュニケーション能力は家庭だけでは育たないので、様々な場で温かい言葉

がけが必要であると思う。 

 

■B班：子どもへ教えること。子どもが教えること。 

◎子どもが変わると親が変わる「子育ては親育て」 

●親が楽になるために便利になりすぎた⇒ルールがなくなった 

●人間として・・・何でもあるハンディ「豊かのようで豊かではない」 

（“家族”が教えること、“社会”が教えること） 

○自然の中で育てる⇒生きるコト、老いるコト 

○福祉教育の中から子どもなりに何ができるか考える 

○想像すること、体験することが大切 

⇒コンビニに行けば何でもある、ネットで何でも調べられるゆえのハンデ。これは豊か

さゆえに人間として自然の中で生きる力が落ちているのではないか。何が大事かと考え

ると、想像すること、イメージすること、体験すること、料理をすることなど。出来上

がってしまった親の人格を教育し直すのは難しいが、子どもが変わると親が変わるいう

話が出た。子育ては親育て。親が楽するために、子どもにいろいろなものを与えている

という話が出た。話を聞きながら思い出したのが、夜にイオンへ行くと小さい子連れの

親がいる。まず親の楽しみ、子どもは二の次になっている気がする。便利過ぎてルール

がなくなって来たことが怖いと思った。 

 

■C班：りんごクラブの子どもに指導員以外の大人との接点をどう増やすのか。 

●どの子もけっこう 1対 1で落ち着いて接したがる 

◎トライ⇒Ｇさんのエコバーベキューとコラボする 

◎紹介⇒地域に将来像を持つ子がいるのでパフォーマンスの場を提供してあげたい 

◎コンタクト⇒市内のＪr.リーダー(中～大学生) 
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 （接点例）Xmas会で司会などをお任せしたい 

      将棋やオセロなど一緒に遊べる機会がほしい 

 （提案）クラブ全員を一度に動かすのは難しい⇒小規模単位で外部と交流しては？ 

※Jr.リーダーの現状 

半田市の子・連絡協議会、雁宿ホールにて月 1の定例開催（会が彼らの居場所） 

 ⇒岩滑区で児童センターに近い機能を備えては？⇒空き家の活用     

※行政はなかなか失敗できない⇒お互いの立場を知ることができた 

⇒エコな BBQとコラボする、日にちが決まったら連絡する。また、税金をいただいてい

ることで失敗できないという話に行政の立場を理解できた。他に、お笑いのパフォーマ

ーに場を提供するということも出た。子ども連絡協議会、ジュニアリーダーの存在があ

る。岩滑区の子が多いが、雁宿まで行っているようだ。その子たちにりんごクラブに遊

びに来てもらう。地域の空家を活用するなどして、行ける場所が作れるといいのではな

いか。りんごクラブで老人ホームに出掛けてみたいが、少人数のグループで訪問するの

はどうかと提案してもらった。子どもは、マンツーマンで落ち着いておしゃべりをした

がる、何かつくりたがるので、人が必要。りんごクラブ以外の子どもたちにも「（りん

ごクラブが）あってよかったね」と言ってもらえるようにしたい。みんなで仲良くする

ことが本当に大事で本当に難しい。30歳以上の立ち振る舞いが問われていると思った。 

 

■市野 

大人の育ちが足りない。子どもを通じて「育ち合う」場を確保していかないといけない。

うちの子（高校生）も認められられたくて１対１で話したがる。場と時間と人をつなが

ないといけないと思った。 

 

■下村さん 

ありがとうございました。円卓会議をここでやれて、本当によかったです。 

りんりんは、平成 6年から「困ったときはお互い様」と始めた活動ですが、学童保育に

取り組んだことで、私たち大人が、子どもたちをちゃんと育てないと自分たちの老後は

幸せに送れない・・と感じるようになった。岩滑には、元気な高齢者・先輩が多いが、

今のうちに先輩たちの力を借りながら、リードしてもらいながら、地域で子育てをして

いきたい。私事ですが、孫が生まれ、まさに責任重大と実感しているところです。今回

のこのつながりを、ぜひ繋げさせていただきたい。 

【りんりん告知】1 月 5 日、お助け隊の方々の力を借りての炊き出し。準備は 10 時く

らいから、食べたい人は 11時くらいから、食べるだけも大歓迎。     （以上） 

 


