
「ちた型地域包括ケアから協働のまちづくりへ」議事録 
 

日時：平成 27年 3月 7日（土）14:45-16:30 
場所：アイプラザ半田 講堂 

１．基調講演 
・千頭聡氏（日本福祉大学国際福祉開発学部教授） 

 

・ タイトルは地域包括ケアから協働のまちづくりだが、協働という言葉を使わないで伝える。 

・ 地方分権、地域の主権、市民主権など、できることは地方に任せていこうという流れが出

てきているが、本当に自分たちの地域でできる仕組みになってきたのか、というと必ずし

もそうでもない。 

・ 住民に近いところでの議論とルールの設定ができるようになったが、国や県が半田市に責

任を持って自分たちでやってくださいね、という諸刃の剣。国から権限が移ってきたらよ

かったという反面、一人ひとり責任が大きくなっているという意味。 

・ 地域の課題はみなさんの生活の中に例えば、安全、防災、防犯、環境、地域での子育て、

孫育て、高齢者の見守りなどがある。私も両親、特に母親が若年性アルツハイマーになり、

このままではまずいなと思っていた。いろいろな問題が地域にあるが、見えにくく、隠れ

ていて「誰が、どう気づくのか」その兆しを地域がどう拾い上げるのか。 

・ 私たちはイエス・ノーが好きだが、複雑化した課題の答えは一つではない。 

・ 補完性の原理の自助共助公助。公助は行政の仕事だったが、本当に担えるのかという議論

もある。それは財政の厳しさや問題自身の見えにくさなどにも関わってくるからこそ行政

の仕事として任せてしまうことに対して危惧している。 

・ 地域に求められているのは、支えあう力、育ちあう力、はぐくむ力。地域資源の蓄積力、

地域への関心力、少なくとも社会に関心を持つことが大事。それがやや減ってきているよ

うに感じる。高校生までの間の社会との接点がとても少ないため、自分が生かされている

社会に目を向けるきっかけや必要性が見えにくくなっている。地域への関心を高めること

は大事だと思う。 

・ NHK 番組の自分たちで知恵を出し合う「ご近所の底力」。専門家に相談するのではなく、

私たちの地域ではこんな風に解決したよ、と市民の困りごとを市民の知恵で解決し合う。

そのためにアイデアを出し合おうという場だった。私はこれが大好き。 

・ 第３セクターとは行政と企業がお金を出し合った会社を指すが、本当の意味は市民主体。

日本ではこれが弱い。地域包括ケアはどれだけ市民が力を発揮できるか。 

・ どのような地域が想像できるか、2040 年の人口予想。生物学的に子が産める女性として、
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2040 年の若年女性の人口変化率も掲載している。出生率が横ばい、少し回復したとしても、

そもそも若年女性数が減ると子の数が増えない。子の数が増えない社会はどうなるかをも

っと想像しないといけない。 

・ 半田市の将来人口推計を参照、いろんな角度から想像して、思いを巡らせることが大事。 

・ 国はまち・ひと・しごと創生本部を設置、その柱として人口減少対策を前提として元気な

社会を考え、発想を変える必要があるだろう。 

・ これから大切にしたい地域づくりの４つの視点 E。環境のこと、神戸の大きな団地の自治

会長を３０年間している方と１５年前にご一緒した話。高齢化のために遊具の必要がなく

なった公園内に池を造り、水生植物を植えてビオトープ（生物生息空間）をつくった方。

これは市民福祉だと言った。つまり、その団地に住んでいるすべての方にとって、普段の

暮らしの幸せを願っている。その一つが、身近な場所にビオトープを造ることだったと言

っていて、なるほどと思った。 

・ 大府のごみ検討委員会で、古紙回収を子ども会？新聞屋？どこに出すのか、回収するプロ

セスの中からもう一度地域で団結できるきっかけになるという意見が出た。規模と効率性

の呪縛から脱した新たな経済。トヨタが数年前、六百何十万台しか車が売れないから赤字

だ、また八百万台売れたから黒字だと言われ、なにかおかしいと感じた。公的支援を使う

のではなく、地域の中でお金を回す価値。コミュニティビジネスなどと言われるようにな

ってきた。 

・ サポートちたの Ada-coda（あーだ・こーだ）というワンデイシェフもそう。 

・ NPO 雇用調査で主婦を対象に訊いた。週１日１１〜１４時まで金額的にはわずかでも働く

場が必要。震災のあと、支援物資が必要なのは、初期支援。ある時から被害を受けた地域

の中で小さなビジネスが回る支援が大事だと議論されてきた。 

・ これは世界の発展途上国がどう発展していくかという話と同じ。地域の中で自分たちが仕

事をつくっていく。 

・ 教育。共育。そこに、多様な学び合い、育ちあい。一方通行の関係ではなく、ある時は先

生、ある時は生徒という関係がよいと思っている。 

・ 公正。「１０個のミカンを５人でどう分けるのか」という宿題を半田キャンパスと美浜キャ

ンパスで出した。半田の理系学生は、みかんの大きさが違うので、まず大きなミカンから

配っていく、またはみかんの皮を剥いて小さい房を配る。それでも不公平だから絞ってジ

ュースにしてしまうという答えがあった。 

・ 美浜の学生は、まず空腹の人、栄養不足の人に２個あげて、おなかいっぱいの人にはいら

ないという答え。みかん２個ずつ配るのが本当の公正ではないのではないという議論をみ

んなでしたら、働き方も含めて、社会への関わり方を合意できるのではないか。排除する
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のではなく、包摂型社会から考える。 

・ もう一つ、どのような地域をどう創造するか。名古屋市緑区片平学区は３年位前に老人ク

ラブを作った。団地のある地域で孤独死があった。会長は１００人を超す会員の得意を知

っている。地域の中で何か計画したときに、これはあの人やあの人に頼めばいいとわかる。

自分のやりたいこと、できることが、地域の中でできるようになっている。 

・ 最近、地域の中で花づくりをしようとなり、必要なプランター、土、種、育てるための技

術を老人会のみなさんは名古屋市役所の緑政土木局、上下水道局などに相談にいく。みん

ながリーダー。みんなの力をどう生かすかという考え方。 

・ 今日のテーマは、協働型のまちづくり。協働という言葉はすごく難しい。相乗効果になる

ようなもの。そのためには地域の人材をどう生かしていくのかがとても大事。 

・ そのためには、地域社会の見える化をするといい。日本人は、自分からこれがやれますと

は言わないが、得意なことをお願いされると喜んで協力してくれる。 

・ 地域と人との好循環。すごい方だけがすごいのではなく、そのコミュニティに関わること

でいろんな人が育っていく。コミュニティと人とのやりとり。そういうことが地域包括ケ

アなどにつながっていくのではないかと思っている。 

・ ESD。持続可能な社会をつくる担い手づくり。習ったことを一歩踏み出して地域の中で活

動する。やりながら学びにつなげていく生涯学習。地域づくりの中で何かをやることで次

の学びにつながる。行動と学びが行き交うことが大事。しかし、やり方は一つではない。

地域によってやり方も全部違う。 

・ 地域には特徴がある。半田でも自分たちの地域だったら、こんな風にしたら、もっとみな

さんの力が発揮できるんじゃないかと模索しながら、少しずつやってみながら考えること

が大事だと思う。さらに、市内で交流できたらいい。そんな仕組みづくりができたらいい

と思っている。続きは、シンポジウムでお話しする。 

 

２．シンポジウム 
・パネリスト 

 溝口昭弘氏（亀崎思いやり応援隊代表） 

 山﨑紀恵子氏（特定非営利活動法人絆代表理事） 

 山田宰氏（半田市地域福祉課長） 

・コーディネーター 

 岡本一美（特定非営利活動法人地域福祉サポートちた代表理事） 

・コメンテーター 

 千頭聡氏 
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岡本 千頭先生のお話のポイントは３つあった。一つは、私たち市民が大事。そし

てコミュニティやボランティア活動、NPO組織を支援する機関が大切であると

いうこと。二つ目は、３０年後の人口動態を見据えて、次世代に何を残せる

のかを考えなくてはならない。三つ目に、すでにあるたくさんの活動や人を

地域で生かすことで、地域で育った人が地域を創っていく人になる、という

ことだった。 

 

ちた型地域包括ケアの「ちた型」とは、困った時にささえあうまちづくり、

地域づくり。半田市社協の言われる「一人にしない、させないまちづくり」

と同じこと。今日の資料として、サポートちたから冊子を一つ配布させても

らった。岩滑区とりんりんの協力のもと円卓会議を開催したが、そのプロセ

スや岩滑区をモデルとした「ちた型地域包括ケア」の図をご覧ください。 

 

「協働のまちづくり」を位置付けた、「半田市協働推進計画みんなでいっしょ

に大作戦」がある。行政職員研修では、各職員が現場に赴いて見る研修を行

っており、はんだまちづくりひろばを行政と社会福祉協議会との協働運営で

進め、ボランティア団体、市民活動など様々な活動をしている人たちの支援

をしている。他にも助成金や協働事業提案制度なども行っている。 

 

市民も行政も、その他の関係者もできることを持ち寄って地域を創っている 

ケアが必要な高齢者が激増する２０２５年に向けて、何ができるのかを今日

は話をしていきたい。亀崎で助け合い活動を実践している KOOの溝口さん。 

市外ではあるが、お互いさまで助け合っていこうと介護保険が始まる前から

活動をしてきた絆、山﨑さん。コーディネート機関として重要な地域福祉課

長の山田さん。まずは山田さんからお願いします。 

山田 半田市の地域包括ケアシステム構築の取り組みについてお伝えしたい。まず

まちづくりということから、地域福祉計画を図の中心に持ってきた。地域福

祉計画は平成２１年度に作成、基本理念に、誰もが自分らしく生きられるま

ち・はんだを据えた。 

 

次に、仕組みづくり、関係づくり。地域包括ケアシステム推進協議会：リビ

ングウィル（延命治療に関する意思表示）、身元保証（身寄りのない人などの
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医療同意等）、認知症対応検討会議。認知症ケアパスをつくった。認知症の予

防の段階から、地域でどんなものがあるか、どうつなげるのかなどが整理さ

れている。 

 

地域力として、まず半田の市民力がすばらしい。ふくし井戸端会議、お助け

隊、ＮＰＯの活動等。また、在宅ケア推進地域連絡協議会など。市民だけで

なく専門職との連携も進めている。 

 

お助け隊は、亀崎、岩滑、成岩で立ち上がった。そのほか、ボランティアス

タッフによる介護予防事業。事業者による見守り活動として新聞販売店にも

協力をしてもらっている。 

 

第６期介護保険事業計画策定では、地域包括ケアシステム計画として進めて

いる。 

溝口 現在７１歳。６４歳のときに、副区長に就任。そのときにパトロール、資源

回収などをやっていた。自主防災の活動にも関わるようになった。ボランテ

ィアは東日本大震災のとき大船渡市へ行き、私たち世代だからこそ、役立て

る場があることを実感した。 

 

KOO が発足して３年。地域の困りごとを地域の人で応援しあう仕組みを作ろう

と始まった。会員数は５７名。接骨院と新聞店社員など２４名が途中で入り

若返ったが、それまでは高齢者集団だった。応援できることは３０分〜１時

間でできる簡単なこととしているが、１時間以上かかることもある。 

 

利用の流れは、会員メンバーを通して入ってくることもあるが、窓口の人の

携帯に連絡が入るしくみ。１件５００円、最初は無償ボランティアで始めた

が「タダでは頼みにくい、お金をとってほしい」と言われワンコインになっ

た。 

 

応援内容は、家の修理、枝切等。枝切の依頼は増えてきている。隣の家にか

かって迷惑をかけている部分を切っていたが、最近チェーンソーを購入し根

元から切れるようになった。公共施設の整備、不用品の処分なども行う。 
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今までの応援件数、１年目は１４件。開始当初は１件も申し込みがなかった。

まずはメンバーの家族の支援をして実績を積んだ。昨年は８月くらいから１

０件以上になった。２４年４月から今年１月まで合計１６８件になった。リ

ピーターもいる。気軽に連絡が来るようになった。 

 

活動の流れは、携帯電話へ連絡し、訪問。応援内容の決定し、実行する。 

 

年齢は当初６０〜７０代のメンバーだった。メンバー集めは、井戸端会議メ

ンバー。その後、区長さんにお願いしたり、同年に声をかけたりした。今は

地区の議員さんも３人入っていて、分け隔てなく草刈りなどで汗を流しても

らっている。 

 

応援をしてくれている団体は、社協、まちひろ。相談に乗ってもらったり助

成などをもらっている。市役所では、市民協働課、地域福祉課、都市計画課

などに相談に行く。最近はクリーンセンターから清掃や伐採後大量に出る枝

などをコンテナで撤去してもらえるようになった。 

 

コミュニティ推進協議会には、青パトの軽自動車を活用させてもらっている。

道具が増えてきたので、コミュニティの倉庫を使わせてもらっている。 

 

発足時の資金はゼロ。コピー代も支払えない。現在は公園の清掃管理などの

仕事をもらって、７万円の定期収入がある。 

 

中学生に手伝ってもらい、お店紹介の買い物便利帳を作成した。亀崎には出

前をしてくれるお店があることがわかった。そのときは民生委員さんに協力

してもらい、必要な方に配布した。 

 

活動では、遊びを楽しむ。思いやり応援隊も語呂遊び、月例会も KOO(クー)

にちなんで毎月９日の９時開催。会員の特技をネーミングで楽しむ。応援前

後をビフォー・アフターで写真記録している。 

 

我々は困っている方に喜んでもらうためにやっているが、我々応援する側も
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生きがい、やりがいになっていることで、きつい仕事でもモチベーションに

つながっていることを実感している。元企業戦士としての能力なども生かせ

ている。 

山﨑 「困ったときはお互いさま」という古くて新しい仕組みと、みんなの居場所

づくりをしている。地域の力や住民の力が弱くなり強い絆が持てなくなって

きた。それで新しい仕組みが必要だと立ち上がった。今年で２１年目になる。 

ミッションは３つ。絆の活動を通してまちづくりに関われたらいいと思って

いる。会員数は５５９人。５００名ほどの方を支えている。 

 

最初は３畳一間からスタートした。知多半島では、同じような活動が幾つか

あり、４つ目に立ち上がった。同じ年に半田でりんりんが立ち上がった。ど

の会も同じように民家を借りて、集い合い学び合い、仲間づくりをしてきた。 

 

その後、長屋を借りて宅老所を作った。そして、一軒家時代。平成１３年に

NPO 法人絆になった。介護保険や障害福祉にも参入することができるようにな

り、３６５日の配食サービスなどを始めた。移転後、５０年契約の借地に建

物を建てた。立ち退きの度にだんだん広くなってきた。ピンチはチャンス。 

 

自己選択、自己決定のデイサービス。私たちは「夢のみずうみ村」というデ

イサービスに学んできた。普通はお風呂に入るためにデイサービスに行くが、

ここは、お風呂に入れる力を維持するためにデイサービスに行く。通う半数

の人が、介護度が下がるといわれている。 

 

この環境は、生活に視点をおいたリハビリを仕掛けとした「バリアアリー」。

スタッフの見守る力が必要。絆がこの方針に転換して以降、利用者が元気に

なり、変わったと実感した。みんないきいきとする。支えあって生きるとい

うことは、こういうことだと学ばせてもらった。 

その後は、物置を改装してカラオケルームを作ったり、トレーラーハウスを

使って喫茶店や教室をしている。 

 

東浦には資源がたくさんある一方で、柔軟な対応ができていないと思う。人

間関係が複雑になった。地域の温度差、世代間の違いなどもある。 
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これしかできない→これならできる、という発想に変えていく。 

介護保険の改正がある。２０２５年問題の対象として団塊の世代の人たちが

申し訳ないという方もいるが、この方たちの力こそ借りたい。絆には８２歳

の方が働いている。 

 

シニアのパワーを生かして、社会を変えていく側になること。それは KOO さ

んの活動そのもの。いろいろな人を巻き込んで変えていく。地域のニーズに

あった方法で、生涯現役で、元気に老いること。 

 

連携して助け合うことで相乗効果がある。地域も、さをり織りのように、い

ろいろな糸が混じって作られていく。 

岡本 介護保険の制度が変わり要支援１、２は自治体の事業に変わっていく。半田

市としては今後どうなるのか。助け合い活動などがどのように自治体の仕組

みにつなげていくことができるのか。 

山田 まだ決まっていない。障害者支援や高齢者支援と同様、自己決定自己選択は

地域づくり、まちづくりでも言える。半田の市民力を活用して、半田に合っ

た支援ができるようになるのではないかと思っている。 

岡本 具体的な仕組みはどのように決まっていくのか。 

山田 地域包括ケア推進協議会や介護保険運営協議会などの場で決まっていく。 

岡本 溝口さん、様々な支援はあるということだったが、課題はあるか。 

溝口 課題ではないが、網戸６枚張り替えても５００円なので、本業者やシルバー

人材センターの営業妨害ではないか心配している。派手な活動は控えようと

思っている。私たちの応援対象は高齢者や病弱な人なので、シルバーがワン

コインサービスを始め若い人でも申し込み先が増えてよかった。 

岡本 営業妨害でいうと、タクシー業界から白タク行為と言われ、福祉有償運送の

制度ができた。移動サービスのニーズはたくさんあるが、そこに支援が届か

ない状況になっている。地域の中でいろいろな方々と一緒に考えていかない

といけないと感じている、東浦ではどうか。 

山﨑 以前は、熱が出たので病院に送ってほしいというときに対応していたが、制

度ができたため、手帳がある、公共交通機関で行けない場合でないと対応で

きなくなってしまい、とても歯がゆいことがある。 
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溝口 応援隊が初めやろうとしたのは、買い物応援。おじいちゃんおばあちゃんが

買いたいものを、自分の目で見て買いたい時、乗っけていく。それを１００

円でやろうと思ったらそれは白タクになると言われた。その人の送り迎えを

する買い物応援は難しいと諦めた経験がある。 

岡本 移動の問題は、全国で課題だと言われている。さて、ここまでお聞きになっ

て、先生からいかがですか。 

千頭 買い物便利帳を作るときに、中学生が関わったと聞いた。福祉を次の世代に

つなげるための仕掛けなどはあるか。 

溝口 亀崎中学校には出前講座がある。そのときに、思いやり応援隊で講座をする。

生徒たちの反応はすごい。人の痛みをわかるボランティアがやってみたいと

いう声を聞けるが感想文を書くとすぐ忘れてしまうので、行動に移すお願い

をした。昨年はエコキャップや古切手集めをしたが、１年で終わってしまっ

た。子どもたちの自覚を促すには、行動に移すまでをしてもらえるといいと

思う。 

千頭 山﨑さんは、若い世代へ巻き込むことについてはどうか。 

山﨑 今、日本福祉大学の学生がサービスラーニングという授業をきっかけに５回、

絆祭りを開催してきた。サービスの提供や情報発信ではない、祭りで地域に

還元するという若い発想を私たちは柔軟に受け入れたい。 

千頭 学生が活動の経験を通して、学ぶべき気付きを得ることは良いこと。山田さ

ん、現場のニーズに応えていこうとした時に制度との狭間が生じた場合、半

田での助け合いの力を、地域包括ケアの地域特区として上げていくようなこ

とはどうか。 

山田 国は地方分権を進めており、逆に地方がそれに追い付いていないという面も

ある。特区指定を受けなくとも市町村の創意工夫でやれることはたくさんあ

ると思う。地域包括ケアにおいても市が、地域の実情に合わせ、様々なアイ

デアで効果的な施策を行うことは可能だと思う。 

岡本 半田市は愛知県の地域包括ケアモデル事業として認知症対応型をおこなって

おり、市民活動が盛んな特性を活かし、それを基盤に作っていきたいという

話をされていた。今後見える化して、知多圏域が底上げされるように期待し

ている。最後５分になってしまったが、まとめて千頭先生からお話ししてい

ただきたい。 

千頭 言い残したことがあったら。 
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溝口 亀崎はたまたま一番最初に立ち上がった。その後成岩、岩滑、そして住吉、

板山などの方も検討されている。半田は捨てたもんじゃない。名前の出てこ

ない場所、乙川の火付け役が出てくるといい。産みの苦しみ、継続の大変さ

はあるがやってくれると思う。以前、乙川から応援依頼を受けたが、断った

ことがある。それがとてもひっかかっている。ぜひ乙川もよろしくお願いし

たい。 

千頭 みなさまのお話を伺って、システムの整備と、一人ひとりの市民ががんばっ

ていくことを調整しないとうまくいかないと感じた。一人ひとり違うからこ

そ市民が思いを形にできるような社会づくり、それを行政として柔軟に支え

るしくみができるといいのではないか。仕組みづくりと人づくり。国の制度

ももっと活用できるはず。国の発想は必ずどこかの地域にある。地域で抱え

ている課題をどんどん遠慮せず国に伝えるべき。それをお願いしたい。 

岡本 資源が豊富な半田市を中心としながら、知多地域で地域包括ケアを進めてい

けたら。システムというが、形があるわけではなく、今その地域がどうなっ

ているのかを把握する場づくりをするところからしか始まらない。今の半田

市の現状と NPO、地域の取り組みを伺う中で、地域で活動を進める上での一助

になれば幸い。 

千頭 ぜひ今日の話を友達やご家族に伝えてもらいたい。 
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