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第２部　地域共生社会への展望

■ 講 演
座長主旨説明

慶應義塾大学大学院 教授 堀田聰子 氏

○堀田座長 第１部は『介護保険制度創設から地域包括ケアシステム

へ』ということでしたが、その地域包括ケアシステムという仕組みが目

指す方向性として「地域共生社会」が謳われるようになりました。他方

で、第一部の後半でも、このままいって地域共生社会といわれている姿

に近づいていくのだろうかという問いも投げかけられていました。

そこで、第２部は、『地域共生社会への展望』として、４人の演者の

出典：https : //www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000184346.html
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皆さんにそれぞれの哲学やそれに基づく実践をお話しいただき、後半は

地域共生に向けたチャレンジを議論してみたいと思います。

第１部から第２部へのつなぎ、第２部の導入として１枚だけお手元の

スライドをご紹介します。こちらは、厚生労働省が昨年まとめた地域共

生社会の実現に向けた当面の改革工程の概要版です。概念自体の議論を

もっと深める余地があると思いますが、ご覧のように、さしあたり「地

域共生社会」とは、支え手・受け手という関係を越えて、世代や領域を

超えて住民や多様な主体がつながることで、一人ひとりの暮らしと生き

がい、地域をともに創っていく社会と説明されています。

改革の骨格の４つを見ていただくだけでも、地域共生を語る切り口は

幅広いわけですが、今日は特に左下の「つながり」をひとつのキーワー

ドとして考えていきたいと思います。田中先生のご講演のなかでも、

SDH（Social Determinants of Health：健康の社会的決定要因）に触れ

られましたが、地域包括ケア研究会においても、もうひとつの予防とし

て「地域でつながる」状態に向けた支援の重要性が謳われるようになり、

第２部の手がかりとしてふさわしいのではないかと考えました。

ということで、広く世代や領域を超えたつながりを育み、人がもつ力、

場所や移動手段、お金が持つ可能性が最大限に発揮される循環を生み出

している、あるいはそれを活かした地域マネジメントやその基盤となる

仕組みづくりに取り組んでおられる４人の演者をお迎えしました。
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■ 認知症フレンドリーなまちを目指して
～インクルーシブな社会を目指して～

猿渡進平 氏

○堀田座長 まずはトップバッター、福岡県大牟田市からお越しくだ

さいました猿渡さんです。実はお手元の資料を昨夜２３時くらいに見て、

変えてくださいという非常識なお願いをいたしました。もともとは認知

症に特化した資料を準備くださっていたのですが、さらに広げて問いか

けをもってきてくださっています。どうぞよろしくお願いします（拍

手）。

○猿渡 皆さん、こんにちは。大牟田から来ました猿渡と申します。

堀田先生からご紹介があったように、昨日の夜に堀田先生からの指示

が飛んできまして、それから急いで１２時半ぐらいまで集中的な作業をし

て、今日の朝、福岡からこちらに来させていただいたというような経過

です。

今日、私がお話しさせていただくテーマは、「認知症フレンドリーな

まちを目指して－インクルーシブな社会を目指して－」ということでお

話をさせていただきます。

私の役職としましては、１つは病院でソーシャルワーカーをしていま

す。あと１つは、２０１６年から相談支援包活化推進員という事業を厚労省

の社会援護局の地域福祉課から受けまして、そういった業務にも携わせ

ていただいています。

大牟田市を皆さんご存じないかもしれないので、少し簡単にご報告し

ますと、もともと炭鉱の町でして、５０年前、６０年前は人口２１万人いたの

が、５０年たった今は１１万人で、高齢化率も３５．４％と、非常に高い状況に

なっているという町です。インクルーシブな町をつくるためということ
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で、今日は３つのフェーズに切ってお話をしたいと思います。

１つ目は、当事者の課題解決フェーズということで、地域住民ととも

に課題を感じている人を支えるというのが１つ目。

２つ目は、住民だけではなく、さまざまなマルチセクターのステーク

ホルダーとともにまちづくりを考えつつ、その人たちの暮らしの質を高

めていくというフェーズ。

３つ目は、そういった支えられるといわれていた人たちだけれども、

その人たちがもっているものを最大限生かし、その人たちが社会参画あ

るいは働くというキーワードで地域に出てくる、こういったことを我々

の実践を通して皆さんにお伝えしたいと思っています。

まず１つ目ですが、私は病院のソーシャルワーカーですという話です。

私の勤める病院はこういう病院でして、２１８床あります。療養型の病院

資料１
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で、患者さんの平均年齢は８５．７歳と非常に高いです。ほとんどの方が認

知症をもっていらっしゃいます。退院したいとご本人さんたちは望まれ

るのですけれども、なかなかそれがかなうことはないです。それは専門

職が不安に感じる、あるいは家族がもう帰れるわけがないということで、

長期療養や施設を希望するということを繰り返してきました。

そういった中、２００７年から大牟田市では「認知症SOSネットワーク模

擬訓練」、以前は「徘徊模擬訓練」と呼んでいたのですが、こういった

事業に取り組むことになりました。これは３つ目的がありまして、１つ

目は、地域住民の意識を高めて見守る体制をつくっていくこと。２つ目

は、行方不明になるのを防ぐために、しっかりした連絡網をつくってい

くということ。１番目と２番目が相まって、認知症の人が安心して外出

できる町を目指していく。このような目的で２００７年から小学校区単位で

この事業を据えました。

資料２
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どういう実行委員会体制になるかといいますと、地域住民を始め民生

委員さんや組織の代表者、そして、これがおもしろいと思うのですけれ

ども、その地域にある医療機関や介護関連施設がその校区の事務局とな

るという取り組みになります。もちろん行政職員もこの中に入って模擬

訓練を実行していきます。

２００７年、私が勤める白川病院というのは、白川小学校校区にありまし

て、模擬訓練をやりました。校区人口は７，５００人いますけれども、集ま

ってくれたのはたった９人でした。１人の行方不明者役が地域を回るわ

けですけれども、誰も声をかけてこない、誰も参加しようと思わない。

あげくの果てには、「何で病院がそんなことをやるのだ」とか言われ始

めるという状況で、我々としては、こういった模擬訓練をやって地域の

力を高めて、住民の方々が私たちの病院に入院している人たちを支える、

資料３
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そのようなものがあれば多くの方が帰れると思ってこの模擬訓練に取り

組んだのですが、なかなか難しかったという状況です。

しかし、これは例年、毎年１回させていただいて、本年度で１２回目を

迎えます。その中で、大分校区住民の行動変容がみられまして、行方不

明者役が１年目は１人だったのが、７年目、８年目になると５０人ぐらい

行方不明者役を出して、地域を回って啓発をやろう、そして、それに賛

同して参加してくれる人も初めは９人だったのが２００人、３００人と増えて

いきました。

「認知症」というキーワードをきっかけに、地域のことを多くの方々

で語り合い、こういったことを例年やっているのですが、その経過の中

で、認知症のことをきっかけに話し合うけれども、地域にはさまざまな

困り事があるということで、さまざまな相談対応、支援をやるための団

資料４
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資料５

資料６
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体として「NPO法人しらかわの会」というものが白川校区で立ち上が

り、日常生活支援を中心として、環境美化や安心・安全、そして、子供

のことまでも地域の中でしっかり支援していこうという団体が立ち上が

りました。

この団体も地縁組織の代表者、いろいろな地縁組織が校区の中にあり

ます。そういった団体の代表者が理事になって、しっかり包括的に地域

の中で対応していこうという取り組みをみせています。

日常生活支援は、こういった形でチラシをまいて、住民の方々が対応

する。さらには、地域の中で互助づくりをしっかりやっていかなくては

いけないということで、歩いて行ける距離にサロンをつくろうというこ

とで、空き家を使ったサロンを開設する。こういったことが地域の中で

でき始めました。

何が変わったのかといいますと、もともと１つ目のフェーズは、支援

を必要としている人が本人の自己実現、課題解決ができるというものだ

ったのですが、これはうちの病院に入院していた９２歳のおばあちゃんで、

認知症がありました。家で骨折して病院に入院して、家族がここにいる

のですけれども、施設をいくつも申し込んでいました。介護保険の説明

をしていたのですけれども、それだけではやはり不安だからということ

で、息子は断固として施設を望んでいました。

これは自宅に帰る前に地域住民とカンファレンスをしている写真です

けれども、何が変わったかというと、この部分です。これが地域の人た

ちです。このおばちゃんが、「私が朝、窓を開けに来てあげる」とか、「私

が犬の散歩ついでに夕方来ます」とか、「帰ってみえたら、私もひとり

暮らしなので一緒に食事しよう」とか。このおばあちゃんはおもしろい

のですね。息子さんのことをマー君といっていましたね。「マー君、あ

んたね、お母さんは内職までしてあんたを大学まで行かせてやったのに、

そんな『ばちかぶり』なことを言っちゃいかん」みたいなことを言って
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（笑声）。

「私たちがしっかり地域の中でおばあさんのことをみてあげるから、

安心して大丈夫だよ」と、地域の方々が言ってくださった。そういった

ことによって、この方、おばあちゃんは自宅に帰られた。これは私たち

が地域の住民とつながる、あるいは地域の住民の皆さんが地域の中で地

域の方々を支えていこうというマインドが高まらなければこういったこ

とはできなかったのかなと思います。

とは言え、地域住民の方だけで支えられるかというとそうではなくて、

今日は、後で先生もお話をされると思いますが、やはり地域住民と我々

がいかに顔のみえる関係性をつくり、心から話せる関係性をつくり、何

かあったらすぐ我々につながるという安心感を地域の中に提供してい

く、こういったものも非常に大切ではないかと思います。というのが１

つ目の話です。

２つ目は、１つ目で住民と医療・介護、関係者がつながって多くの方々

が自宅に帰れるようになったという話ですけれども、とは言え、住民の

方々の暮らしをみると、やはりさまざまな課題があります。住民と医療

・介護だけでは解決できない。そういったことを町づくりの仲間を広げ

るフェーズとしてつくりたい。さまざまなセクターの方々と「創りたい

まちの未来」を共有したアクションを起こすという活動をやっています。

住民×商店×教育×NPO、包括×福祉・医療×ボランティア、困っ

ていることともったいないことを掛け合わせていくワークショップで

す。例えばこういう困り事があります。おじいちゃんが地域の商店に、

八百屋とかお魚屋さん、お肉屋さんに行っていました。ただ、大型のショ

ッピングセンターができたことによって、こういう小さなお店が潰れて

いくということが起きていました。

そして、このおじいちゃんは、お店がなくなったことによって「サ高

住」とかに入らざるを得ないということが起きていました。お店がなく
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資料７

資料８
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なったことで困っていることは何かと言いますと、おじいちゃんが困っ

て施設に入らざるを得なくなった。あと１つは、商業者の人たちも困っ

ています。そういうことをワークショップで話し合って、例えば、先ほ

どお見せしたサロン、高齢者の方や認知症の方、子供たちも来るのです

が、そういう買い物難民といわれる方が地域のサロンには多くいらっ

しゃいます。

そういうところに、町の商業者が出張商店街という形で物を売りに来

る。そういったものがこのワークショップの中で生まれて、そして、商

業者の人たちが認知症の方々と出会うわけです。そうなると、自分たち

で対応方法がわからないので、では、サポーター養成講座を受けて、サ

ポーターのいる商店街になろうといった動きが地域の中で出てくる。

さらには、司法関係者は司法関係者の権利擁護の推進をします。福祉

は住み続けられる地域福祉の推進をします。住宅確保要配慮者というひ

資料９
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資料１０

資料１１
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とり暮らしの高齢者だったり、借りたいけれども、家を借りられない方々

も世の中にはいらっしゃいます。それは不動産仲介業者やオーナーが断

るからです。

不動産仲介業者が住宅の入居率を上げたい、身元引き受けの会社をつ

くろうではないかということで、「NPO法人ライフサポートセンター」

という、ひとり暮らしの方でも障害者の方でもお家を借りられるような

連帯保証をやろうという会社をこういった中で立ち上げました。こうい

った動きもこの第２フェーズの中で見られています。

このような動きが出たことによって、これは２０１３年に、白川校区で模

擬訓練をやったときに、皆さんのお力でこのようなポジティブな生活が

できるようになりましたというものを見せているところですが、このお

ばあちゃんですね。早朝から散歩に行ったり、買い物に行くことが私の

日課で、朝５時半とか６時半とかに連れていくわけです。住民が「どこ

に行きなはっと」、と声をかけてきます。「ちょっと買い物」。いつも決

まっているのは、「どんぐりの木」というパン屋さんです。手づかみで、

餡パンとかとるのです。パン屋さんも「大丈夫ですよ、ちゃんと対応し

ますから」と言って、やってくれる。そういったやりとりがあります。

このプレートは、認知症の人を地域全体で支えようというプレートを

持っています。見えにくいかもしれません。この総菜屋さんも毎回一緒

ですね。陳列棚に何が並んでいるか全部聞いて、「ああ、そうね」と言

って立ち去って行くんです。何も買わないです。

銀行ですね。通帳や印鑑を毎回なくします。でも、本当に優しく行員

さんが専属のように毎回出てきてくれて対応してくれます。雨の日も風

の日も歩いて行きます。

この方はひとり暮らしで、ご主人様を亡くされているのですけれども、

毎回ご主人のために買い物に行かなくてはいけないといって買い物に行

かれるのです。ただ、お金を忘れられます。ただ、そのときは、店長さ
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資料１２

資料１３
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んもこの方が主人の買い物に来ているというのをわかっているのです

ね。それですので、『「いいですよ、ご主人さんに元気ですか」と言って、

「渡してくださいね」』と対応します。

この中のどこかの施設の１つが、「もう来ないでください」とか、「警

察呼びますよ」とか言ってしまったら、それはきっとこの人はすぐ施設、

病院に入ってしまうのではないかと思います。でも、これだけ地域の多

くの人にこの人が出会って、多くの方々がしっかり見守って対応してく

れている。

これだけ住民やさまざまな人にめぐり会って、しっかりした病院の医

師やケアマネジャー、デイサービス、こういった職員が少なくとも本人

さんの何が大切なのかというのを知った上でサービス、自分たちの立場

を考えていく。そういうやはり医療者サイドと住民、地元の方々を連携

するのが非常に大切ではないのかと思っています。というのが２番目の

フェーズがあったからこそできた「認知症フレンドリー」な町なのかな

と思います。

こういう町ができてくると、冒頭ご説明しましたように、自宅に帰れ

ないという方々が非常に多く帰れるようになります。それは住民の力で

あり、さまざまな地域の資源の力。これはちょっと古いのですが、２００６

年ぐらいは二十数人しか在宅に帰れなかった方々が５年間で３倍以上帰

れるようになったと。まさに住民の方々やほかの資源の力ではないかな

と思いました。

３つ目、誰もが参加できるまちづくりのフェーズ。１番目のフェーズ

に取り組んだのは僕がまだ２５歳ぐらいのころで、どうしても支えるとい

う気持ちをもっていました。２番目になってもやはり支えるという気持

ちをもっていました。生活の質を上げるといいながらも、支えられる対

象なのだと思ってこの活動をしていました。ただ、今、多くの方々が仕

事をする、社会参画することが現実的に可能になってきている部分もあ
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ります。その話を今からします。

多機関の協働による包括的相談支援体制構築事業に２０１４年から取り組

ませていただいて、これはまた改めて調べていただければいいと思うの

ですけれども、福祉ニーズの多様化が進む中、さまざまな機関とともに

福祉ニーズを解消していく。さらには、そういったことだけではなく、

新しい必要な資源を開発していくモデル事業です。

２０１６年に相談員になって、地域からどういう相談が上がってきたかと

いうと、依存症、累犯、引きこもり、不登校、現状の介護保険サービス

になじめない要介護者、そして６５歳問題と、本当に多様な相談が寄せら

れました。周りを見渡してみると、全く受け皿がない、入院、入所しか

ない、こういった状況が非常に多かった。高齢の分野でいうと、非常に

サービスが多様化していて、顔のみえる関係者がいたので結構融通のき

く対応はできていたのですけれども、僕からしても全く知らない分野な

のです。こういった人たちにどのように対応していくかということを感

じました。

そして、私たちとしては、まずはその人たちに対応をするために、支

援者のネットワークをつくらなくてはいけない。支援者同士が顔のみえ

る、腹の中がわかる体制をつくらなければいけないと考え、小・中・高、

大学の教育関係者、それと、福祉関係者もスクールソーシャルワーカー、

障害・高齢に携わる方々、そして、商業・工業、農業関係者、行政関係

者、こういった方々にこのような課題があるということを相談させてい

ただきました。

みんなで課題に向き合うとこうなるのではないかという１つの例で

す。例えば、農業関係者、びっくりしたのですが、大牟田市の農業関係

者の平均年齢は７０歳を超えています。若い人は誰も農業をやっていない

ことがわかりました。困っていることは、担い手がいないことです。高

齢者は働きたいけれども働く場所がない。小・中学校の教員とか高校生
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は不登校の子供たちが目立つとか、大学関係者はもっとフィードバック

させるような教育をさせたい、学生は学校に行きたいけれども学校に行

けないという話があった。

だったら、学生が行く場所というのは、大牟田の場合はフリースクー

ルか学校しかないです。なので、少し目線を変えて地域の中で、例えば、

農業体験をみんなでやったらどうか、みかん収穫をみんなでやったらど

うか、そういうことにチャレンジしてみました。子供たちは非常に喜ん

でくれて、さらに、認知症のある高齢者の方々も一生懸命みかんをちぎ

ったり、お米を植えてくれたりしました。

これを見た我々はどう思ったかというと、農業関係者はもしかしたら

将来の担い手になるかもしれない。高齢者は楽しかった、小学校の先生

たちは、子供たちがそうやって家から外へ出てくれた。高校、大学の先

資料１６
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生も非常に喜んでいて、「最も嬉しかったのは学生が非常に楽しかった」

と言ってくれた。みんなで手をつなげばこういう資源は地域の中で生め

るのではないかという話です。

こういうことを促進していこうと考えていたところ、「こんなことが

できたらいいね」ということで、多くの農家さんの商品を出荷させる。

けれども、規格外のものが出てくるので、児童、高齢者、学生、障害者

の人たちとみんなでパティシエから指導をしてもらって販売しよう。こ

のようなものを売ってみたいということも発想として生まれました。

こういうことをやってみる中で、どういう成果があるかというと、若

者支援、障害者福祉、再犯防止などさまざまな分野でメリットが出てく

る。その対象者にしても自立支援とか賃金をもらう、あるいは社会保障

費の削減になるかもしれない。そういうものを加速するために、我々が

福祉関係者と産業関係者の間に入ってこれを加速していこうということ

で、去年、厚労省の野崎さんに来てもらって、「地域共生とは何か」に

ついて、そして、町田市で認知症の働くデイサービスをされている前田

さん、そして、今日、後からお話しされる鴨崎さん、堀田先生に来てい

ただいてシンポジウムをやってきました。

そもそも大牟田市は、僕もこれを聞いてびっくりしたのですけれども、

１５歳から６４歳までの生産年齢人口が２０年後には半分になっているわけで

す。そんな危機的状況で、さまざまなセクターの人たちも働く人がいな

いと口々に言っている。こういったことをみんなで共有して、企業関係

者、高齢福祉課の行政関係者でワークショップをやって、認知症の人の

就労先でホンダの洗車に行ったり、農業をしたり、お花屋さんで働いた

り、これは今検討中ですけれども、宅配をやるとかいったことが大牟田

市の中で生まれてきたところです。

さらに、堀田先生には「地域包括ケア」から「地域共生社会」の実現

ということで、専門職同士で顔が見えなくてはいけない、子供たち、障
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害者、高齢者、複合課題を抱えている世帯があり、そういうことに対応

していくために我々がネットワークをつくり、こういったものを考えて

プロジェクトをしています。

さまざまな課題が多くあるのですけれども、今日、第１部の先生方か

らも教えていただきました。また、今からお話しされる方々のことを参

考にしながら実践に取り組んでいきたいと思っています。ありがとうご

ざいました（拍手）。
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■ 世代を超えたBeHappy！なまちづくり
～病気をみる医師から健康をみる医師へ～

紅谷浩之 氏

○堀田座長 続いて、福井からお越しくださいました紅谷さんです。

Be Happy！をスローガンにさまざまな活動を展開されていますが、今

日は特に医療的ケア児をめぐる取組み、つながるクリニックの日常を手

がかりにお話しいただけるようお願いしています（拍手）。

○紅谷 皆さん、こんにちは。今ご紹介いただきました、福井県から

まいりました「オレンジホームケアクリニック」の紅谷といいます。今

日は、僕たちがいろんな形で、地域、福井で取り組んでいることを少し

話しながら、皆さんと対話したいと思います。

最初に自己紹介というか、どんなことをやってきたかを簡単にまとめ

てきました。まず、２０１１年に僕は僻地医療をずっとやっていて、在宅医

療は当たり前だったのですけれども、福井市の町に戻ってきてみたら、

在宅医療がないのは変だなと思ったので、在宅医療のクリニックをつく

ろうということで在宅医療を始めました。

そうすると、子供たちに出会うようになって、医療ケア児の主治医に

なってみると、この子ら、僕らが出会う子供たちには居場所がないのだ

なと気がついたので、あることがきっかけで居場所づくりをすることに

しました。それが「オレンジキッズケアラボ」という、人工呼吸器をつ

けた子たちの保育園とか児童館とか、大人になっても通える場所という

イメージです。

意外と医療と成長どちらも支えるというのは新しいのだなということ

に気がつきました。ほかになかなかやっている方がいなくて、医療だけ

か成長だけかで押しつけ合っているような感じだったので、これは新し
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いところだと思います。そして、そこに関わってどんどん成長していく。

重い障害をもっていて、これ以上横ばい状態だとみんなが決めつけてい

た子たちが、どんどん変化していくのを見て、結構びっくりしました。

僕たちが医療という目線だけで関わり続けると成長しなかった子たちが

違う形で成長していく。そうすると、医療としてはどうしたらいいのだ、

みたいなことで非常に戸惑うようになっていきます。

ひょっとすると、今まで当然、高齢者とか末期がんの方も診ていく中

で、いや、それはしょうがないというような、その人のやりたいことを

かなえていないこともあったのです。けれども、申し訳ないながら、高

齢者のときはしょうがないといったことが、子供たちだと何とかしてあ

げなければいけないのではないか、みたいな気持ちが湧いてくる不思議

さも同時に感じました。

毎年、海に行ったり、いろいろなことをしていたのですけれども、飽

き足らず軽井沢に行くことになりまして、軽井沢キッズケアラボを２０１５

年から毎年夏に開催していて、今お配りさせていただいたのがガイドブ

資料１
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ックというか去年の活動報告です。

そうすると、ますます子供たちは力を発揮し始めて、子供が成長する

だけでなくて、親や我々、それから、地域も変えていく、すごくパワフ

ルな存在だと思いました。人工呼吸器で寝たきりで、弱者中の弱者みた

いな存在かと思ったら、すごく地域を変えていくのに驚きました。

ちょっと時間は戻るのですけれども、在宅医療だけやっていると、大

体寝たきりの方に出会うので、寝たきりになる前に、もうちょっと早く

出会えていたら何かできたなと思うことが多くて、うちのナース全員で

秋山さんのところに押しかけて、すぐにでもやりたいということで、み

んなの保健室というのを２０１３年から始めて、今、直営３ヵ所とのれん分

け２ヵ所、福井と石川にあります。

子供たちから教えてもらったことは、薬とか機械とかよりもつながる

ことのパワーだなと思っていたので、「つながるクリニック」という外

来をやってみたくなりました。普通、外来をやった先生が在宅も始める

ことが多いのですけれども、在宅をずっとやっていた人たちで外来を始

めるのは、意外とおもしろいことが起こってきて、それもちょっと報告

できたらなと思っています。

私のスタンスとしては、在宅医療は道具だと思っています。病院であ

れば医療が主人公になる場面があったとしても、在宅では生活が主人公

なので、医療はどんなに病気が重くても、どんなに医療処置が多くても

便利な道具になれるかということが大事かなと思います。

そういう意味で、在宅医療は医療者が地域に出ていくきっかけという

か、地域に出てもいいわけだったと思うので、せっかく地域に出たので、

いろいろな道具としての出番探しみたいなものをしっかりやっていく、

出番に合わせて使い方を柔軟に変える必要があるなと感じています。

私がお手本にしているのは眼鏡です。ちなみに、眼鏡は福井県がトッ

プ生産量ですけれども、眼鏡はもともと視力障害者用の装具、つまり医
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療機器ですけれども、今どき医療機器だと思って使っている人はほとん

どいなくて、生活道具、ファッションアイテムみたいなものになってい

ます。もともと生まれたときは医療機器だったと思うのですが、今は普

通にもっと簡単な存在として扱われています。

では、あまり大した仕事をしていない存在かというと、決してそんな

ことはなくて、私も眼鏡を外すと視力が０．０１しかありませんので、もし

眼鏡が世の中になければ、こうやって東京に出てくることも仕事するこ

ともできず、恐らく障害者施設の中で過ごしていたのだろうなと思うと、

物すごく僕の人生を支えてくれている壮大なツールにもかかわらず、気

軽な存在になれている。これが今後の生活モデル、時代の医療の役割の

モデルではないかと思います。

車椅子なんかもだいぶメジャーになってきていますけれども、眼鏡の

ように、目が悪くないけれども、格好いいから眼鏡をかけるところまで

は車椅子はいっていないなと思うと、まだまだ眼鏡にはかなわないと思

っていて、我々医者も眼鏡のような便利な道具になっていくのが地域の

資料２
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役割ではないかと考えています。

人工呼吸器も、人工呼吸器があるような子は安静にしていなさいみた

いなのが今までの病院の中の話だったのですけれども、これからは「人

工呼吸器があればどこへでも行けるようになったね」と声をかけてあげ

るという役割、これが医療モデルから生活モデルへの頭の切りかえなの

ではないかと思います。

私は小児科医ではなくて、在宅で診ている患者さんも３００名のうち子

供は４０名、１５％ぐらいですけれども、今日前半は子供に軸足を置いた話

になります。病院から帰れない子が家に帰れた話です。もともとこの子

たちは、少し前の時代でしたら病院で生まれて病院で亡くなっていたよ

うなお子さんたちが、在宅でも医療機器が使えるということで、在宅医

療が使えるというので帰って来られた。

「帰れてよかったねと」は言うのですけれども、よく考えてみると、「帰

ったからよかったね」というよりは、では、「帰って今からどうしてい

くのだ」ということが、もちろん、これはほかの高齢者とか成人の方で

資料３
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も同じです。けれども、子供の場合、それが今からもうゼロからのスター

トだというところのインパクトがすごく僕たちにはあって、かなり悩み

ながらも、でも、子供たちのスピードに一緒についていかなければいけ

ないという印象でやっております。

「オレンジキッズケアラボ」の紹介の動画がありますので、ちょっと

ご覧ください。音が小さいですけれども、解説を挟みながら聞いていた

だきたいと思います。

（動画再生）

初めはたった１人の子どもが行く場所がないというのを聞いて、ほか

はどこを探してもなかったので、僕らでつくるしかないと思ってつくっ

たのがきっかけです。そうしたら、あっという間に子供たちでいっぱい

になって、でも、どんどん使っていって、どんどん支え合いが進んでい

くと、働くお母さん、重度心身障害児を育てるお母さんが働く率は平均

５％とか言われているのですけれども、うちでは８割を超えていて、み

んな働き始めるという不思議さがあります。

資料４
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人工呼吸器をつけて気管切開している子が土遊びするというのも、な

かなかこれを当たり前にやるまでには少し時間がかかりましたけれど

も、当たり前にやると子供たちはますます成長していきます。

「ドクターストップ」という言葉があるのですけれども、医者は何か

と理由をつけて止めるのが仕事だったのですが、地域に出ると「ドクター

ゴー」を迫られることがあります。「入っていい」と言ってくださいみ

たいな感じですね。そのとき、僕らが何かを覚悟しないといけない。「だ

め」と言うほうが楽ですけれども、僕らが覚悟して、「よし、一緒に行

ってみよう」と言えたときに、子供も我々も成長するということを感じ

ています。

先ほど言った「軽井沢キッズケアラボ」も同じような勢いで始まりま

した。毎年夏１ヵ月間、軽井沢に臨時の施設を立ち上げて、そこでは福

井からの子だけでなく、日本中から子たちが遊びに来られる場所として

います。僕も今朝、軽井沢からここに来ました。今年も今週の頭から始

まっております。

実際、この子たちが毎日のように軽井沢の町を遊んで歩いていると、

町の雰囲気も変わってきたり、後から紹介しますJRの対応が変わって

いったり、地域をどんどん変えていく力をもっているのだなということ

を感じています。

今、「東京２０２０オリンピック」とかと書いてあるのですけれども、こ

の勢いで２０２０年には日本中、世界中から人工呼吸器の子がオリンピック

をみに東京に来られるようなまちづくりをしようというプロジェクトを

立ち上げて動いていますので、また応援をよろしくお願いします。

去年は調子に乗って気球を上げてしまいました。軽井沢は別荘地で、

こういうのはクレームが結構来るのですね。気球を上げると、上からみ

ているのではないか、ああいうのは、やめてくれとかとクレームが来る

ので、基本、建物も３階建てまでしか建てられないし、工事も夏の間は
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禁止になったりして、気球は今まで申請があったものはほとんどだめに

なっていたらしいのです。

でも、医療ケアの子供たちが乗られるでっかいバスケットをつけて、

資料５

資料６
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これで飛ぶのだという話をすると、何だかこれはいろいろステップがあ

るぞと思いました。まずは行政のステップ、ひょっとしたら政治家の方

に相談してとか、地域の町内会、いろいろあるぞと始めはおどされてい

たのですけれども、意外とこんな企画ですといったら、するっと通って

飛んでしまうというところもあります。

この企画は、もともと歩ける、歩けない、の話をすると、歩けない子

と歩ける子の差が出るから、飛べる、飛べない、の話だったら全員飛べ

ないではないか、「みんなで飛ぼうぜ」というところから始まった企画

です。

これはたぶん病院の先生がみると卒倒してしまうのではないかと思う

ぐらいで、「感染症に気をつけて安全・安静に家にいなさい」というこ

とになります。これも無謀なチャレンジをしていると捉えておられる方

もあるのですけれども、もちろんお母さんや子供本人とも対話するのも

大事だと思うのですが、やりたいことをしっかり経験して、その経験を

することで成長するというステップにどう導いてあげられるかというと

ころを大事にしています。

それと、風邪をひくこと、感染すること、入院すること、または死ぬ

ことに関するリスクとのバランス、ひょっとしたら入院するよりも大事

なことがあるかもしれないし、一番安全なのは入院し続けることが安全

だというなら、それがそうではないかもしれないというところを誰が決

めるのかというところを一緒に考えていこうと。それを本人、家族でし

っかり考えて、「決まったら言ってくださいね」という病院医療のスタ

ンスではなくて、「一緒に悩みましょう」というところに医療者がいる

というのが新しい生活モデルの中の医療者の形かなと思っています。

毎日町を歩いていると、呼吸器の子が歩いているのが当たり前みたい

になって、みんなおそろいのTシャツを着ていますので、今日、井上さ

んがそこでTシャツを着てくれているのですけれども、結構目立つTシャ
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ツを着てうろうろしていますので、みんな声をかけてくれるようになっ

たり、おしゃれなカフェのスタッフが、「ちょっとうちのカフェも寄っ

ていきなよ、段差でバギーを持ち上げるのを手伝うから寄っていって」

資料７

資料８
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なんて言ってくれたりします。

右のJRの写真は、僕らは福井から軽井沢の往復は特急から新幹線に

乗りかえて行くのですけれども、JRには特段何も余り期待もしていな

くて、お願いもしていなくて、自分たちで行こうと思って行っていたの

ですけれども、楽しそうにこの子たちが旅をしているのをみると、旅を

支えるプロとしての血が騒ぐのかもしれませんが。どんどん対応のレベ

ルが上がっていくのですね。

これは僕たちが先回りして対応してくださいなんて幾らいってもそん

な簡単にレベルが上がるものではないけれども、この子たちが楽しそう

に旅行しているとレベルが上がっていくのだなと思います。人工呼吸器

で気管切開、経鼻胃管の子が散歩していて、町の人たちがかわいいわね

と寄ってきて一緒に写真を撮らせてくれるなんていうのは、僕たちがそ

の子たちがいないところで障害者をこのようにみましょう、みたいな講

演活動とかをしてもなかなか変わらないけれども、この子たちが行くと

結構変わっていくのではないかと思っています。

今年は今週の月曜から始まったのです。お配りしているチラシも入っ

ていますので、またご覧ください。この中で、ちょっとこれを見ていた

だけたらと。だいぶ眼鏡になってきたなと。扇風機、チャイルドシート、

人工呼吸器がこんな感じで縁側に並んでいると。なかなかいい風景にな

ってきたなと思っています。

８月１１、１２日はイベントをやりまして、去年は堀田さんに来ていただ

いてお話しいただいたのですけれども、今年は幸手の中野先生とか久米

島から安里さんに来ていただいて、１１日はサミット、１２日は気球を飛ば

しますので、見ていただけたらなと思います。

こうやって子供たちと、私たちは「０－１００」（０歳から１００歳）とい

うことで、当然赤ちゃんからお年寄りまでいろいろな方を診させていた

だいていて、実際に診ている患者さんは、一番下がゼロ歳、一番上が今
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１０２歳というところですけれども、高齢者のケアの場合、自立イメージ

というのが、一度は自立していた人の自立が崩れてくるのをどう支える

かということなので、本人の自立イメージを支える必要がある。そこを

どう介助していくかということかなと思うのですけれども、障害をもっ

た子たちのケアというのは、そもそも自立したことがないというところ

があるので、この穴埋めだと思って一生懸命積み上げようとするのです。

けれども、全然足りないし、そもそもどう積み上げていいのかもよくわ

からない。

本人に「希望しますか」と言っても、自立したことのない人に幾らい

ってもわからないのですね。「海に行きたいですか」と言っても、海が

どんなところか、入ったこともない子に、「この子は海に興味ないみた

い」と言って行かせるのをやめるという選択肢はちょっとおかしくない

かなと思うのですね。これはどのように支えていくのがいいのかという

のは非常に難しいなと。理想的にはこのように全体を押し上げるような

仕組み、これは障害の仕組みの中ではいろいろ考えていたりするところ

はあるのですけれども、まず生活全体の中で自立をどう保証していくか。

それは我々健常な人でいう自立とはまた違うのですけれども、自分で

コントロールできる形の自律をしっかり保証していけるといいなと。こ

れは理想的なことを言っていて、どうすればいいというのがあるわけで

はないです。ただ、少なくともこれを持ち上げる方法としては、不足分

を探して、そこに何か乗せてあげようというケアではなくて、自立に向

かう力を見つけ合う関係性の中に置くこと。それから、機能・活動より

も参加・体験を重視していくことが大事だなと感じています。

軽井沢で一緒に活動している佐久総合病院の小松先生が、「社会的な

つながりが希薄になると障害のない人でも健康を害していくことがわか

って、障害をもっている人に対して求められる支援は、機能訓練をする

ことではなく障害をもっているがゆえに希薄になってしまった社会的な
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つながりをつくり直し、社会参加を促していくことではないか」とおっ

しゃっています。そのとおりだなと思うと、今一番多い障害者のケア、

イコール誰にでも必要な関わりと書いたのです。けれども、決して、医

療ケア児だからこれが必要だったのだよねというよりは、我々はいわゆ

る健常と呼ばれているけれども、例えば、働き過ぎるという障害をもっ

ている方とか、そういう方たちにもこういう要素はすごく必要です。こ

れはある意味万人に必要なアプローチになってくるので、どこかで線を

引いて、あなたは何とかの病ですから、この薬を使わない、使いますと

いう線引きをする話からは少し変わってくる要素があるなと感じていま

す。

いずれにしても、医者というのはひたすら６年間、悪いところを見つ

けて潰すという勉強をさせられ続けてきたわけですけれども、良いとこ

ろを見つけてつないでいくようにどうシフトしていけるかというのが、

今後の生活モデル時代の医者像だと思います。医者なのかどうか、既存

の医者との違いがよくわからないところもあるのですけれども、この辺

は先ほどの医学教育の話なんかも１つ関連してくると思います。単純に

医者がこれを語り続けるのも逆に怪しいというかおかしいところもある

のかもしれません。そこのバランス感というか、多職種連携で医者はこ

の要素はこのように引き出せる、「ドクターゴー」ぐらいは医者の仕事

だと思うのですけれども、そのほかのつなぐところは他の職種と組んで

いくことのほうが大事なのかなと思っています。

ちょっといろいろ書いてあるのですけれども、最近、僕はもともと僻

地医療で高齢者医療とかを結構やっていながら、高齢者がハッピーに過

ごせるまちづくりとか認知症の人をハッピーに過ごせるまちづくりを考

えてきたのですけれども、今、医療ケアが必要な子たちと出会って考え

ていると、ひょっとすると、この医療的ケア児がハッピーに過ごせる町

づくりを一生懸命しています。高齢者、認知症、がんの方には、いった
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ん後ろを向いてしまうかもしれません。子供がハッピーに過ごせる町づ

くりを一生懸命しばらくやって、ふと気がついて振り向くと、意外と認

知症の方とかがんの方も、にこにこしていたりするのではないかなとい

う気持ちになっています。町づくりの視点のポイントを自分としては子

供に少しシフトしているところです。

この子はアスカちゃんといいまして、その横がお母さんで、後ろの２

人はうちのスタッフですけれども、旅行に行きました。ある支援団体と

の連動で一緒に参加させてもらったのです。アスカちゃんは高校２年生

で、人工呼吸器です。胃ろうと気管切開です。特別支援学校に通ってい

ます。特別支援学校の修学旅行を楽しみにしていたのですが、学校側か

ら断られて、行けなかったのですね。

その２週間後ぐらいに広島県福山市鞆の浦の旅行に行けました。どん

な支援があったかというと、ボランティアのおじさんたちが初めは大分

恐る恐る、だったのですけれども、わかってくると、こうやって先回り

しておじさんたちがこの坂道をどうやっておりるかなというのを検討し

て、こうだなんて決めて運んでいくわけですね。最終的には支援団体の

イベントの砂浜運動会にも参加して、人工呼吸器をもってダッシュする

という運動会に参加しています。

これはいわゆる特別支援学校、特別であり支援をする学校では特別な

支援をし切れなかった子供ですけれども、普通のサラリーマンのボラン

ティアのおじさんたちと一緒なら旅行はできた。特別支援の人たちとの

旅行は断られてしまったけれども、普通の人とは旅行ができたというお

話です。こういう仕組みをどのようにつないでいけるのかということを

考えなければいけないと思っています。当然突っ込みどころとしては、

医者とかクリニックのスタッフがいたからでしょうとは言えると思うの

で、それをどのようにつないでいくかと考えています。

もう１つ、最後に「つながるクリニック」の話ですけれども、薬より
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もつながりを処方しようというコンセプトで始まりました。そして、在

宅医療をたくさんやっていて、残念ながら不幸な雰囲気が漂う在宅療養

者とハッピーな在宅療養者がいて、それはどう違うのだろうというのを

資料９

資料１０
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数百人みてくると、「もっと手前にあるな」ということに気がつくわけ

です。もちろんそこから立て直しもできるのを頑張るのが僕らの使命で

はあるのですけれども、もっと手前に出会っておきたいというのは非常

にあります。そこでハッピーをつくりにいきます。

在宅チーム、もともと地域や家に出るのが当たり前の人たちが外来を

やるというと、ふと気がつくと、スタッフがみんな結局にそこに行って

いるのです。例えば「朝から嘔吐と下痢で動けなくて、外来に行きたい

けれども、ゼロ歳の赤ちゃんを育てているところだから動けない、どう

しよう」と言ったら、「往診に行きますよ」と言って往診に行ってしま

う。

ゼロ歳の子のお母さんの往診、つまり、外来と往診の組み合わせとい

うイメージです。例えば「これは肺炎ですね、では毎日通院して点滴し

ますか、それとも入院します」かというのが今までの選択肢だったかも

しれませんが、「毎日通院して点滴しますか、何ならうちのナースが行

ってやりますよ、入院はやめておきましょう」というスタンスで話がで

資料１１
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きるという感じです。

あとは、お土産をもらったら配りに町に出て行ったり、最近は熱中症

パトロールとかでうちのスタッフが行っています。最近はスタッフと患

者さんが一緒にご飯を食べたりするみたいです。

待合室でも、結構まだ始まったばかりで外来は暇なので、暇だったら

診察室で話すと一対一になってしまうので、待合室に出ていって話すと

ほかの患者さんもいて、みんなで話せるので多職種がいろいろなところ

で声をかける。外来だから診察室で医者としゃべるのがメーンではなく

て、入ったときからいろいろな人が声をかけていきます。

あとは、ACPですね。風邪で受診した人にすら、「どこで死にたいで

すか」と聞いてしまうというのは、人間どこで死にたいですかと考える

チャンスは必要だと思うのです。そんなことを声かけられることは普通

ないので、誰かがきっかけをくれたらなと思って、誰がいいかなと見回

すと、やはりクリニックとか医者ではないかと思って聞きますけれども、

結構考えている人が多くて、大事な話を聞けて、そういうのを元気なと

きにいっぱい聞いておくと、いざ、がんが見つかったときの話とかはか

なりスムーズに話ができるのを実感しています。

地域住民向けの勉強会もやっています。開業するときに、「点滴台は

何ぼ要るかな」とナースと相談していたら、ナースは「ハンガーがあれ

ば要りません」と言い始めまして、そうか、みんな在宅モードになって

いるので、病院の中に必要な物品は余り要らないのだな、みたいな話に

なったり、「和室は要るでしょう」ということになって、畳の部屋が急

遽生ました。ケアラボも近くにありますので、お父さん、お母さんが２

人とも胃腸炎でダウンしてしまったときに、２人が畳の部屋で点滴して

いる間、赤ちゃんはうちの保育士が現れてケアをするとか、いろいろ何

か機能をたくさんもっているとサポートのしがいがあるなと思いまし

た。
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最近、そういう意味では在宅医療側でも、もっと地域側を向いたアプ

ローチがチャレンジできるのではないかということでやっているのが

「退院早期在宅集中ケアチーム」です。在宅型の回復期みたいな形です。

資料１２

資料１３
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真ん中の写真の方は９７歳で大腿骨骨折しまして２週間で帰ってきたので

すけれども、その２ヵ月後に今歩けるところまで復帰して、これは在宅

で２週間の特別訪問看護指示という制度の枠の中だけでどこまでできる

資料１４

資料１５
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かにチャレンジした事例です。どこまでいけるかということはちょっと

見えてきたなと感じています。

あと、医療ケア児の学校問題がよく言われていると思うので、私たち

は「スクールキッズケアラボ」という院内チームを立ち上げて、学校の

課題をどんどんピックアップして、どんどん攻めていこう、入っていこ

うということで、気管切開の子と一緒にプールに入っているのはうちの

看護師ですけれども、行って入ってしまって、本人がピースすると、学

校の先生も後から許してくれるのです。最初はちょっと引きますけれど

も、入ってピースまで来ると、学校側も許してくれる。

あと、ロボットもいろいろと試しています。これはまた成果が出れば

ご報告できたと思うのですが、これなんかはうちのスタッフが「オリヒ

メ」というロボットを体につけて自転車で滑走する。もともとバイクが

趣味だったけれども、バイクの事故で脊損になって寝たきりになった方

にカメラを見みせながら、自転車で滑走するところ、コース取りが悪い、

とか突っ込まれながら走るというのをやっています。

資料１６
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今、遠隔診療もチャレンジしています。これは遠隔診療の制度が始ま

るちょっと前です。豪雪で福井が２月動けなくなったときがあって、や

むを得ずLINE電話なんかを使ってテレビ電話で診察したというチャレ

ンジをしたときです。こんなこともいろいろチャレンジしながら、どう

いう役割が医療チームにあるのかということを地域側と対話しながらや

っていって、弱みをみる医師から強みをみる医師になっていけたら、そ

ういう医療チームになれたらなと考えています。

以上です。ありがとうございました（拍手）。

資料１７
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■ 東近江の未来資本を太らせよう
「東近江三方よし基金」

山口美知子 氏

○堀田座長 次は、滋賀県東近江市からおいでいただきました山口さ

んです。ここまでお２人ケアの専門職でしたが、今度は自治体のお立場

から、住民自治の風土を大切にしながら地域全体の循環をつくる取組み、

思いのあるお金の循環も軸にした持続可能な地域づくりの展開をお話し

いただきます（拍手）。

○山口 皆さん、こんにちは。初めまして、東近江市からまいりまし

た山口と申します。堀田さんからの依頼はいつも受けてから後悔するの

ですけれども、私、１時から頑張って勉強しようと思って来たのですけ

れども、相変わらずやはり後悔しながら座っております。

紹介していただきましたように、私は東近江市の決して福祉部署にい

る人間ではなくて、市民環境部の森と水政策課というところで職員をし

ておりまして、一度も福祉分野で仕事をしたことはございませんので、

大変申し訳ないのですが、本当に専門用語も全くわからずに前に座って

おりました。

今日のお話の中心は、「東近江三方よし基金」という「コミュニティー

ファンド」と一般的に呼ばれる仕組みを東近江市という小さな単位でつ

くったことが中心にはなってくるのですけれども、ほんの少しだけ町の

背景も紹介しながらお話をしたいと思います。

東近江市、多分皆さん、どこにあるかも全然わからないのではないか

なと思うのですけれども、滋賀県の真ん中に琵琶湖がポンとありまして、

その右側ですね。有名なのは近江商人です。よかった、頷いてくれる方

がいました。近江商人は江戸期から全国区で活躍した商売人のことです。
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私どもの「三方よし基金」というこの基金の名前にもつけた「三方よし」

という言葉を生み出したこの近江商人というのが、例えば「始末して、

きばる」とか、「奢れる者は久しからず」とか、稼ぐことは悪いことで

はない。でも、その稼いだものを地域にちゃんと返しなさいというのが

近江商人の家訓として今でも残っております。

この言葉をみた学芸員が「近江商人の商売というのは三方よし、売り

手よし、買い手よし、世間よしだね」ということを言ったことからこの

言葉ができております。どちらかというとこの分野で有名なのは、「三

方よし研究会」という会が東近江圏域にはございまして、医療・福祉の

連携、多職種連携が大変古くから議論されて、市民と一緒に地域づくり

をしていこうという医療関係者、福祉関係者が集まる研究会がもう長く

活動をしています。そんな研究会も「三方よし」という言葉をつけてい

資料１
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るぐらい実はこの言葉は有名になっております。

お一人だけ近江商人を紹介しておくと、この方も東近江市に合併した

旧能登川町から出た方ですけれども、紡績で財を成して、その財産で北

野病院や研究機関をつくられたり、神崎実業学校という学校をつくられ

たことがきっかけで、現在も東近江市にあります八日市高校とか八日市

南高校に進化しております。

要は、商売人と一緒に町をつくってきた地域です。なおかつ、私ども

の町は、地域のことは地域で考えて地域で解決するのだという自治の力

が大変強い地域でもあります。これは近江のあの立地と歴史的な背景が

かなり大きく影響しているとは思います。そんなベースのある町であり

ます。

１１万人ちょっとの人口になったわけですけれども、既に人口減少が始

資料２
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まっております。土地の半分以上が森林です。私がなぜ森と水政策課と

いう課にいるかというのは、実はここに大きな理由があるのです、合併

して山林を５６％も持つようになったのに山を全く活用してこなかったと

いうのがこのエリアの最近の状況でした。工場がたくさん立地をしてく

れたおかげで、かなりの額の生産額を上げる町になっております。２０１０

年当時、約５，４００億ですね。東近江市財政が５００億です。

約１０倍のお金が地域で回っているということがわかったわけです。例

えば地域の皆さんが市外で買い物をされるお金が６８０億を超えておりま

すし、エネルギーを外から購入するお金が３３０億を超えているというこ

とで、１，０００億以上のお金が外に流れていっていた。このお金は本当に

地域に取り戻せないのかという話です。

福祉で大変高額な予算が回っておりますけれども、それと同じか、何

ならそれ以上のお金が外へ流れていっています。これらの経済フローを

資料３
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支えてきたのは、間違いなく下にあります自然資本とか教育と情報をも

った人、適度なインフラ整備とか、大事な社会関係資本、こういう資本

が中心になってこれらの経済フローを生み出してきたということをもう

一回ちゃんと位置づけをしようということで、東近江市では環境基本計

画にその定義づけをしました。

地域資源に先ほどの４つの資本を位置づけまして、それらを活用して、

また、つないで保全・再生していこうという環境計画をつくりました。

持続可能な社会の実現が厚生労働省のいう地域共生社会の実現だと思い

ます。今風に環境サイドからいうと、SDGsです。国連の文章にはイン

クルーシブという言葉が多用されるようになりました。貧困の問題も高

齢者の問題も全て包括した地域の持続性をみんなでどうやって実現して

いくかというのが国連のSDGsが求めている社会像です。

東近江市の計画では、ここに人と人のつながりも環境計画の中にきち

資料４
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んと位置づけをしよう、なおかつ、それらをきちんとつないでいく仕組

みとしてお金を位置づけるということで、実は東近江三方よし基金とい

うのは、環境基本計画に位置づけられた仕組みとして私たちは仕事で変

わっております。

この基金は、今日の私の紹介のところには一般的財団法人と書いてあ

ったと思うのですけれども、つい先日やっと公益財団法人になりました。

ありがとうございます。オレンジクロスさんも財団法人ということで、

実は大きな寄附が財源になっているのだなというのを拝見しました。私

たちもそういう寄附を財源にしていこうということで立ち上がった財団

です。

東近江市は、５００億の予算の中から基本財産になる３００万を支出するこ

とは多分難しくなかったかもしれませんが、関係者、地域の皆さんが口

をそろえて地域のみんながお金を出し合ってつくる財団でなかったら意

味がないとおっしゃったのですね。なので、私たちは３００万円の寄附集

めをしました。

もしかしたらこの中にも寄附をいただいた方があるかもしれませんけ

れども、３，０００円一口の寄附を１，０００口集めましてこの財団法人は立ち上

がっております。７７２名の方に協力をいただきました。そのときに、地

域のこの財団法人に求める、例えば町に対する夢とか期待することなど

をコメントとして許していただける方には書いていただいて、写真を撮

らせていただきました。

真ん中辺には、例えば専業主婦のお母さんとか薬剤師さん、実は三方

よし研究会の事務局をやっておられる薬剤師さんです。喜んで寄附をし

ていただきました。町のパン屋さん、農業をやっている方、いろいろな

方の思いを寄せていただいて、この財団法人が立ち上がっています。

この財団法人は何を考えているかというと、１つは、遺贈寄附の受け

入れをしたいと思っています。地域にお世話になったその思いを地域に
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残したいという方がいたとしても、なかなかそれを受け取るところが今

まで地域にはありませんでした。悲しいかな、行政には寄附はしたくな

いというせりふが私たちの地域でもよく聞かれます。この財団法人であ

れば、地域のみんなでつくった財団ですので、市がその使い道を決める

わけではないですよということもお話ししながら遺贈寄附セミナーなど

をやらせていただきました。全国的にも議論になっております、例えば

休眠預金なども受け取っていく仕組みになれたらいいなということなど

を想定して立ち上がりました。

では、機能として何をしていくかというと、例えば助成金を出す。い

ろいろな公益活動に助成金を出していく。また、関係者には地域の金融

機関に入っていただいていますので、一緒に融資の仕組みをつくりませ

んかと。社会的に本当に意義のある活動に融資をする。ビジネス的に成

功するから融資をするのではなくて、地域にとって意味のある事業だか

ら地元の金融機関が融資をするという方向にシフトしていきませんかと

いうような今提案をさせていただいております。

もう１つ、この基金の特徴的なのが「コミュニティー投資」と言われる

ものです。社会的投資という言葉は、きょうお集まりの皆さんだと何と

なくいろいろな分野で聞かれているかもしれません。どうしても大きな

プロジェクト、見栄えもよく影響力も大きい方にお金が集まりがちです

が、実は地域の小さな取り組みがとても生活者には大事だったりします。

そういう投資を応援する仕組みはなかなか地方では持ちにくかったの

です。冒頭紹介したように、例えば近江商人のような商売人がいたり、

商売はしていなくても自分が預金で眠らせている１０万円を社会的に意義

のあることに使えるなら、そのほうがいいのではないかと思ってくれる

方が多いのではないか。そんな期待を込めてこの投資の仕組みをつくろ

うと始めたのが東近江市版「ソーシャル・インパクト・ボンド」（SIS）

という仕組みです。
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一方的に投資をしませんかという声かけは、なかなか地方では、すぐ

にはやりにくかったので、まずは行政がもっている補助金を地域の皆さ

んからいったん投資をしていただいて、成果が出たら行政が予算化した

お金を投資してくださった方にお返しをする仕組みで社会的投資の機運

づくりを始めました。

その仕組みで、これが昨年度やらせていただいたものです。例えば左

上であると、過疎化が始まりつつある山間部の耕作放棄地になっていた

ところで市の花であるムラサキを地域のじいちゃん、ばあちゃんたちと

栽培して、それを化粧品にして販売したいという若い子の提案を投資で

応援する仕組みとか、右側は古い街道沿いの大きな空き家を改修して、

そこを地域の拠点にしたいということで、カフェを始めたいというお母

さんたちの活動を応援するということもやらせていただきました。

「キッズカフェ」という、地元の子供たちが店長になってカフェをや

資料７
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る日があったり、アル中でずっと家にこもっていたおじいちゃんが実は

木工が得意だというのがわかって、いきなり木工講座の講師になるとい

う、それがきっかけで毎日ここへ出かけてくるようになるとか、そんな

ことが次々起こっています。

下の３つの写真ですけれども、これは生活困窮者支援ではそういう

方々を受け入れてくださる事業所への支援策がありませんでした。です

ので、市単独で中間的就労を支援してくれる、そういう場を提供してく

れる事業者への支援をしていたのです。それも知る人ぞ知る事業になっ

てしまっていたので、それをSIBに変えてみませんかという提案をして、

広く出資を募集しました。

そうすると、事業者の皆さんが結構出資をしてくださいました。そん

ないいことをやっているのなら、１回現場をみてみたいということでみ

に来てくださって、おう、こんなこともできるのなら、うちの会社のこ

んな仕事もできるのではないか、みたいな感じで、次々と仕事が舞い込

むようになっています。

今年やりたいと思っているのが、１つは、これも山間部のお茶畑がど

んどん耕作放棄されていくのを何とかしたいという若者が、もう一回お

茶を振興する組合をつくって、これを新たな販売ルートにつないでいき

たいというような取り組みをしようとしてくれています。

もう１つは、お母さんたちが子供たちの居場所をつくるのを市から委

託を受けてやっていたのですけれども、市からは建物から出てはいけな

いといわれる。でも、子供たちを外へ連れていきたい。なおかつ、私た

ちが経験した産前産後の不安を解消するために、マイ保健師という制度

をつくって、同じ保健師にずっと相談できる仕組みをつくりたいと、お

母さんたちが立ち上がりました。そんな仕組みづくりを今回は応援して

いく予定をしております。

もう１つ、今回新たにテーマとして掲げたのが、実は子供です。東近
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江で子供の話を聞くのは初めてだといわれて、すごくショックだったの

です。実は地域に子ども食堂があったり、障害のある子供たちのお母さ

んの会が生まれたり、いろいろな動きが出ておりましたけれども、全て

の支援が全て世代でぶち切れているということがわかってきました。そ

れを何とかつないでいきながら、いろいろな専門職とつないでいくこと

ができたらなということを今は考えております。

ちょっと雑駁な説明になりましたが、そんな地域の現場の動きを私た

ちとしてはどうやってお金の仕組みで支えていくか、お金を通じて地域

の皆さんの応援団を増やしていくか、そんなことに貢献できたらなとい

うことで、この三方よし基金の運営をしているところでございます。あ

りがとうございました（拍手）。
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■ 地域共生社会推進における
社会的インパクト評価の意義

鴨崎貴泰 氏

○堀田座長 最後に、今日唯一の首都圏在住、鴨崎さんです。先ほど

ソーシャル・インパクト・ボンドの話題もありましたが、社会的インパ

クト評価やファンドレイジングを専門にされています。社会的インパク

ト評価と地域共生、昨年度のモデル事業で支援されていた久留米市のご

紹介をお願いしています（拍手）。

○鴨崎 ありがとうございます。ファンドレイジング協会の鴨崎と申

します。よろしくお願いいたします。

今日のテーマとして「地域共生社会推進における社会的インバクト評

資料１
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価の意義」ということで、簡単にいうと、今まで皆さんが発表された事

業がどう社会にいいのか、その「どう」というところを具体的にあらわ

す、表現していくのが「社会的インパクト評価」なのかなと自分として

は理解しています。その内容について少し事例も含めてお話ができれば

と思っています。

今日、お話しする内容については、この「社会的インパクト評価」に

関しては、日本では２０１５年ぐらいから内閣府なども中心に入って議論を

重ねてきて、２０１６年に初めて基本的な概念を日本語としてまとめました。

その定義等に沿って今日はお話をしたいと思っております。

まず、「社会的インパクト評価」について初めて聞かれる方もいらっ

しゃると思うので、最初にどういった定義に基づいて、今日、お話をす

るかということの確認ですが、一番上に書いてありますけれども、定義

はこうなっています。難しい日本語ですが、「短期・長期の変化を含め

当該事業や活動の結果として生じた社会的・環境的なアウトカムを定量

的・定性的に把握し、価値判断を加えること」と。何度言っても舌を噛

みそうですが、こういう日本語が当てられています。

いくつか大事な要素があって、皆さんであればお聞き及びかと思うの

ですが、「アウトカム」という表現をしていて、「アウトプット」と「ア

ウトプットアウトカム」を分けて、この後もご説明します。そういった

いわゆる社会的な変化を「見える化」していこうよという取り組みです。

我々はNPOなどソーシャルな活動をされている事業の評価をするの

ですが、評価を何のためにするのかというところが、１点すごく大事な

ポイントになっておりまして、我々が評価をするときの目的は２つある

と思っています。１つは説明責任を果たしていくということです。

例えば、寄附や社会的投資、さまざまな資源を受けて活動するわけで

すが、そのいただいたご支援を使ってどう社会を良くしたのかを、支援

者の方にきちんと報告することが社会的なミッションを帯びた我々の１
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つの役目として評価をします。このことが１点目です。

もう１つ、事業者にとって非常に大事だなと思うのが、学び・改善と

いうところです。事業改善をして、より社会を良くしていく活動で、

PDCAを回していくときに評価を使っていきましょうというのが２つ目

の目的です。今日はこの２つの目的が何度か出てきますので、覚えてお

いていただければと思います。

この「社会的インパクト評価」ですけれども、特徴が大きく２つあっ

て、１つ目は、アウトプット評価ではなくてアウトカムを評価しますと

いうことです。アウトカムとアウトプットの違いについては、囲みで例

示を書いていますが、サービス等の規模を示すものをアウトプットとい

います。「社会的インパクト評価」では、アウトカムを評価しますよと

いうことです。何を何回やったかというのがアウトプットというとわか

りやすいかと思います。

資料２
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もう１点は、後ほども出てきますが、「ロジックモデル」という、ア

ウトプットからアウトカムの間の因果関係といったものを論理的に示す

設計図のようなものをつくって表現をしていくという特徴があるという

ことです。

この「ロジックモデル」を少し説明しますと、これは成人病予防の事

業のケースを持ってきているのですが、左から、インプット、アクティ

ビティー（活動）、アウトプット、アウトカムという構成になっている

ことが一般的で、成人病予防のケースであればインプットというのは投

入される資源、ヒト・モノ・カネ・情報です。実際の事業の活動、この

事業の場合はセミナーの企画であったり専門スタッフ育成という活動が

あります。その事業の結果として出てくるのがアウトプットで、セミナー

の開催回数とか専門スタッフの育成人数というものです。

多くのNPOの事業報告などをみて気づくのは、アウトプットレベル

のものが報告書に書かれていたり、成果報告として報告されるというの

が大半で、これももちろん成果ではあるのですが、先ほど申し上げまし

た「社会的インパクト評価」の、場合は、その結果として、どう社会や

受益者に変化が起こったのかというところに着目していくわけです。そ

れをアウトカムと呼んでいます。

例えば、それは時間軸で出てくる成果が変わってくる場合が多いので

すが、このセミナーを開催し、専門スタッフを育成することによって、

例えば、市民の予防意識が変わるという、意識の変化が起こったり、ま

たは、受診に行くようになって、初期の段階で疾病がみつかるという変

化・効果が出てくることが予想されるということです。

その結果として、健康寿命が延伸して労働人口が増えるとか医療費が

削減されることが、受益者であったり、社会に対してこういった変化・

成果が出てくるだろうということがわかってくるわけです。これを論理

的に示したのがこの「ロジックモデル」ということで、評価をする際は、
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この設計図を最初につくって評価にアプローチするという形になりま

す。改めて、この「社会的インパクト評価」を行う意義をこの２点にま

とめております。先ほどの評価の目的と対応しているのですが、１つは、

資源獲得・成長の観点ということで、社会にどう良いことを我々はして

いるのかということを適切にコミュニケーションすることによって新た

な支援を獲得したり、良い人材が獲得できたりといった目的・意義があ

ります。

もう１つは、先ほどの事業改善の観点ですが、評価をしながらPDCA

を回してより成果が出るように事業の改善をしていく、意思決定に役立

てていく、このような観点をもちながら評価をするということです。

先ほどから「PDCA」、「PDCA」と言っていますが、「プラン・ドゥ

・チェック・アクション」というこの「PDCA」のサイクルを回しなが

ら評価をその中でやっていくということです。なので、評価をいつやる

資料３
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のですかというご質問をよくいただくのですけれども、事業が終わった

後に評価をするというのは遅くて、事業を始める前のプラン（計画）の

段階で、この事業はどういう成果を出すための事業なのかという設計を

きちんとした上で、事業を実際やってデータを集めて分析して、また、

次の改善に生かしていくということにまさに使うというのが評価の流れ

という形になります。

こういった社会にいいことをやっている、「さまざまな事業のそのい

いことをもう少し社会や支援者にわかりやすく伝えていこう」というア

プローチが、今、日本の中でもかなり注目を集めていて、さまざまなシー

ンで使われています。

これは実際に地域共生で社会の推進のためにどう活用できるのかとい

うとことについて、１つの事例をもとにお話をしたいと思います。これ

は昨年度、福岡県の久留米市のまさに地域共生をテーマにした事業で、

資料４
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私が評価者としてお手伝いをした案件の資料を持ってきています。

久留米市も先ほどの大牟田とか軽井沢とか、さまざまな地域の日本

じゅうが抱えている人口減少社会における課題意識は共通していて、こ

の辺は皆さんにとってはもうご存知だと思うのですけれども、その中で、

どのような課題も人ごとではなく、いつかは我が事になっていくという

ことであったり、支援する側、される側では対応し切れなくなるという、

今日も何度も先生方のご発言もあったと思います。

その中で、担い手としては、専門家だけではなくて市民自体が担い手

になっていくことが必要です。「丸ごと・我が事」というテーマで「課

題を捉え直すことが必要だよね」という中で、これも何度も皆さんの発

表の中にもありました。一方向の支援では支え切れないところがある中

で、例えば、東近江の場合は、そこに資金というものを住民自体が出し

ていきながら課題解決に参加・参画していこうという流れが出てくるわ

けです。

久留米においてもそういった課題感を捉えながら、この課題を何とか

解決するような手法の開発をしてみようという取り組みが始まったわけ

です。これも何度も今までの発表事例の中でも出てきておりますけれど

も、「一方向支援から我が事・丸ごと・支え合い」ということをするた

めのアプローチとして、久留米の場合は地縁型コミュニティーとテーマ

型コミュニティー、そして、世代という違うコミュニティー自体をかけ

合わせていくという設計を事業に織り込んで、さまざまなプロジェクト

で社会実験的にやってみようという取り組みをしたわけです。

そこには構造的に支えられる側と考えられていた弱者と呼ばれている

人たち、子供、高齢者、障害者を担い手にどうやって変えることができ

るのかというテーマがあったり、または、財政的な自立性を高めるため

に公的な依存からの脱却をどうしていくのかという話、それから、先ほ

どのコミュニティーを混ぜ合わせるということを事業の中に入れていこ
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うということをしてきたわけです。

そうすることで、我々が議論を重ねる中で行き着いたのは、支えると

いうことではなくて、この状況を一緒につくる、担い手にみんなもなっ

ていくということで、上に乗っていた支えられる側の人が下に入って、

お金の出し手になったり、自分たちが主体者としてサービスを提供する

側にも回るということです。

これも何度もご発表の中にもありました、多様で緩やかなつながりを

地域にたくさんつくることと、それは時間だけではなくてお金も出すと

いうような担い手の役割の変化みたいなことを起こせないかということ

があるわけです。そこで出てくるのが「ソーシャルキャピタル（社会関

係資本）」というところです。その醸成をこの実験を通じて生み出せな

いかというアプローチをしてきたということです。

具体的な事業のご紹介に入る前に、この事業をどうやって評価しよう

かと、かなり関係者と議論して、今回は評価のポイントを３点に絞って

評価をしてみたということです。１つ目が、多様な担い手の創出、「ソー

シャルキャピタル」の増加、それから、公的費用削減というこの３点に

少し絞って、評価自体は持つとたくさんの項目でやっているのですが、

この３点をさまざまな事業に共通する評価指標として捉えて評価を行っ

たという形になります。

皆さんと議論しながら、担い手とは何なのかという議論にかなりの時

間を費やして出た結論としては、担い手というものをいわゆる主体的に

地域参加をする方、支援する側に回るだけではなくて、支援されている

けれども、例えば、障害を持たれている方が地域で自立していくことが

あります。その姿を見て、同じような障害をお持ちのお子さんの親御さ

んが勇気づけられて希望を持つみたいな、これ自体は支えられている障

害を持っている方は意図していないのですが、「そこで役割を持って、担

い手になっているのだという変化自体があるよね」ということで、そう
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いったものも広く含めて担い手を表現できないかというアプローチをと

ったということです。先ほどの議論を重ねてというのが、まさに地域の

皆さんとこの事業が生み出している価値とは何だろうかということを、

ワークショップを重ねて言葉をつくりながらモデル化していったという

プロセスを踏んでいっています。

結果の一部を今日ご紹介するのですが、ここは５個ぐらいのプロジェ

クトを同時に各地域で走らせて、非常にカオスな状況が地域では生まれ

ていて、とても大変だったのですけれども、とても楽しかったのです。

例えば、一部ご紹介しますと、「ほんによかねプロジェクト」という、１

つの校区で地域の住民が参加して、地域自治組織のような、「ほんによ

かね会」という会員組織をつくって、地域食堂を運営したり、または、

地域でボランティア運営を募ったりしながら、さまざまな地域参加を誘

発していきました。

この短期間、３ヵ月ぐらいだけの事業期間のモニタリングでは、１９０

人以上の方が会員として主体的に資金も出しながら事業者としても参加

するという動きが出てきたり、その中で最初は食堂に食べに来る方が、

ちょっと人手が足りないからということで、食べつつ、次にはもう料理

をつくる側に回っていくとか、そのような担い手の変化みたいなことが

次々に出てきています。

あとは、「もう１つの家」という、これは先ほど少し申し上げた、か

なり重い障害をもたれている方がこの地域で次々に自立、ひとり暮らし

を始めていくという変化が出てきて、地域力が高いからそれができてい

るわけですが、そういったものを地域住民と一緒に、この子がどうやっ

たら地域の中でひとり暮らしができるのか、また、仕事ができるのかみ

たいなことを考えながら、そこの中には、家を貸してくださる大家さん

がその地域活動に参加されたりする中で、理解を深めて家を貸してもら

えるみたいなことで自立が実現していくわけですが、そういったことが
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まさに変化です。地域の中に施設を開いて、そこに地域住民が参加して、

その課題について一緒に考えることによって理解が進み、役割の変化が

出てきます。

重い障害を持たれている方が地域でひとり暮らしを始めていくという

ような変化が出てきたり、あとは、障害を持つお子さんのお母さんたち

が中心に、この子たちの情報交換が全然、今までなかったということで、

まず食事会なんかを通じて楽しく集まる中で、住民同士がつながって、

地域の教育者も入って、その中で、今まで特別支援学校に通っていた子

が、校長先生が「うちの学校に転校して来なよ」というような後押しを

して、特別支援学校から普通学校に転校しています。もともと久留米は

統合教育を進めていた地域なので、そういった昔の状況がこの地域の中

に少し復活してくるという変化が、具体的に出てきたり、こういう役割

とか担い手の創出の変化が出てきたということが１点。

資料９
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それから、「ソーシャルキャピタル」、これも短期間なので、そんなに

すぐ出ないかなと思って、アンケートベースで測ってみたのですが、か

なり明確に「ソーシャルキャピタル」の創出に寄与しているなというこ

とがアンケート結果からみてとれました。例えば、つながりです。知人

・友人の増加とか相互扶助の規範、困ったときに頼れる方が増えたと実

感されています。

また、地域参加に関しては、かなりの割合で皆さん参加されているの

で、そういった増加が見られました。これは短期間で見たらこういう形

なのですが、これは長期的にみると、この地域で健康で長生きしていく

という、いわゆる長期的なアウトカムにつながるような最初の兆しが見

えたのかなというふうに捉えています。

最後、公的費用の削減。これはかなり短期間の事業でのシミュレーショ

ンでしかないのですが、先ほどの、例えば地域の中で地域食堂を運営し

たりする中で、お仕事の創出が具体的に生まれていたり、農産品とかも

売っていますので、そういった高齢者の仕事の創出、障害を持たれてい

る方が自立することで介護報酬が下がっていくという変化、それから、

専門家が今まで担っていた役割を地域の有償・無償のボランティアの方

が今どんどん担い始めていますので、そういったものの経済効果です。

それから、先ほど言いました、普通学校に転校することによって中長

期的にはこれぐらいの経済効果があるなど、これは文科省が出している

数字から引っ張ってきていま。このような変化の兆しというものがこの

地域の中で経済効果としても見られるのではないかという、仮説といい

ますか、シミュレーションの上では出てきたという形になっています。

こういった、どう社会に変化を起こしたのかということを確認しなが

ら、この地域では一方向の支援から民間活力の活用による支え合いの創

出、それから、「ソーシャルキャピタル」に着目して、地域づくり、地

域共生社会をつくっていくアクションを次につなげていくという、今ま
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さに今年度も続いてやるのでが、次のアクションにもつながってきたと

いう変化を起こしている事例であります。その中で、この「社会的イン

パクト評価」というツールを使って、そこの「見える化」とアクション

につなげていくお手伝いをさせていただいたという事例紹介になりまし

た。私のほうからは以上となります（拍手）。
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■ ディスカッション

○座長 それでは、４人の演者の皆様、壇上に上がっていただけます

でしょうか。もう会場の皆様はおなかいっぱいという感じかもしれない

のですけれども、残り３０分ぐらいありますので、少しずつ深めていけれ

ばと思います。

まずは、今回、第１部から第２部に、田中先生、西村先生から宿題が

ある意味投げられて、１部は「終わりますよろしく」というふうに言わ

れておりました。

「地域包括ケアシステム」から「地域共生社会」へ進展のために

ということで、最初、ケアの現場におられる立場から、紅谷さんと猿

渡さんには、いったんさかのぼって１部での議論、介護保険から「地域

包括ケアシステム」へという流れの振り返りと議論を聞かれてどんなこ

とを感じられたのか、２部の「地域共生」へということを考えたときに、

どこにチャレンジがあると思われたか、おうかがいできますか。

○紅谷 ありがとうございます。１部は本当にひたすらお勉強になっ

たなという感じで、すごく整理ができました。最後の「地域包括ケアシ

ステム」から「地域共生社会」へ進めるためにというお話の投げかけが

ありまして、それも考えながら、スライドもそれを聞いて、ちょっと作

り直させてもらったのです。

特に、私、医者ですと、仕事の収入のほとんどは医療保険になってき

ています。ただ、それだけでは楽しくないというのもあるのですが、今

後、この形で医療の知識をもつ専門職が地域にいて仕事をするやり方の

中に、「それだけではもはやない」というのに、先ほど発表したように

気づき始めていて、ただ、では、「それが何なのか」というところまで



75

はわからないので、地域でもがいているというのが僕の現状です。聞い

ていただくとおわかりいただけたと思うのですが、その中で、では、医

療保険、介護保険ではない、もう１つの何か、もう１つなのか、２つな

のかわからないのですけれども、そこの何かというものをどのように見

つけていくのかというところが、１部を聞き終わったときは非常に納得

感いっぱいだったのです。けれども、今から発表する自分のスライドを

見て、また、もやもやするというのが１部と２部のつなぎ目だったと感

じていて、ほかのお三方の発表を聞いて、僕はそこにまたもう１つの広

がりを感じたところです。

しかも、それを私の場合は民間のクリニックということで、いわゆる

地域型の公的な診療所とか病院ではないからこそできるスピード感と

か、柔軟さみたいなものが大事なのだということも再確認しました。今、

お三方のお話も伺って思いました。

○座長 ありがとうございます。では、猿渡さん、いかがでしょうか。

○猿渡 １部は、僕は社会福祉士として先生方のお名前は前から知っ

ていましたし、教科書に出られている先生方を目の前にするという非常

に緊張する時間をいただいていました。お二人の先生がディスカッショ

ンされている中で、地域の概念、僕も日頃から悩んでいまして、個別な

話をすると、本人の日常的な動きを地域と呼んだり、でも、体制をつく

るときは小学校だったり中学校だったり、政策をするときは市区町村だ

ったり、先生がおっしゃった地域の構想はまた違うと。あれはやはり僕

も、一度帰って、しっかり、どのレベルでどう考えていったらいいのか

難しいのですが、改めて学ばせていただきたいと思いました。

さまざまなディスカッションの項目があったのですけれども、その中

で、「地域包括ケア」から「地域共生」という動きで、僕の捉え方が甘

かったのかもしれませんが、「地域包括ケア」というのはどうしても支

える体制をどうつくっていくかという視点で、今まで僕の中では捉えて
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いました。今日、お話をさせていただいた第３フェーズの中で、今日の

資料でいうと１３ページの上のほうに認知症の人の就労や社会参画という

のがあるのですけれども、大牟田市でも非常に介護人材が不足している

状況なのです。

病院でも介護施設でも人がいないという話が多くあるのですけれど

も、ホンダに洗車に行っているデイサービスについて、左側の新聞記事

に載せているのですが、本人が働くことによって、初めは１台しか洗え

なかった車を２台同じ時間で洗えるようになった。そして、本人の身体

機能が非常に向上して、給料をもらえるので給料をもらう。それを孫と

か奥さんにパンを買って与えるわけです。すると、家族が喜ぶ。それを

見ていた介護職員が、「こんな楽しい仕事ってあるのですか」と言って

います。

施設の中で入浴や排泄や食事のお世話だけをしていると、全然自分の

モチベーションは上がらないのですが、いかにクリエーティブに本人さ

んに寄り添ってやっていくことによって、職員としてはモチベーション

が上がります。それを見ている施設長も非常に喜んで、その施設がこの

頃注目されて、いろいろな協会で講演をするようになったのです。そこ

に利用者が殺到し始めて、みんな自立していくのです。

要介護度が改善して、利用者はどんどん来るというような、非常にす

てきな事業所が出始めたということもあるので、やはり自分たちも今ま

で学習の中で学んだ専門職ではなくて、もう少し社会をしっかり俯瞰し

て、社会の中で、どのようにこの人たちの自立支援、自己実現を目指し

ていくのかを想像する力も、一方では、必要になってきているのかなと

感じました。

○座長 ありがとうございます。今日、参加者名簿を拝見したところ、

専門職、事業者の立場の方、メディアの方、そして、自治体の方々とお

られましたけれども、専門職の方々も比較的多いと思いましたので、ちょ
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っと私も追加させていただきます。今、猿渡さんがご紹介くださった、

認知症のある方が介護保険サービスを使い始めた後も、社会の役に立ち

たい、働きたいという思いを実現できる機会を広げようというプロジェ

クトを私たちは一緒にやっています。

ご本人が諦めてしまっている、ご家族がもうそんなことやれないと思

い込んでおられる、あらゆるセクターに参加・仕事を出しうる可能性が

あるわけですが、そこに偏見があるのではないか、いやマッチングがで

きていないのではないか…プロジェクトの最初に、なにがハードルにな

っているのか、みんなで議論してみたところ、介護サービス事業所の職

員もまた、ご本人の思いの邪魔をしてしまっているのではないか、とい

うことになりました。

猿渡さんのお話をうかがって、「うちのお客様はお風呂に入りたいか

ら、おいしいごはんがあるからこのデイを選んでるのに」「まさかうち

の利用者さんに限って仕事をしたい参加したいだなんて思っているはず

がない」、もしくは「働きたい気持ちはわかっているけれども、人手不

足で開拓できない」「なんかあったらどうするんだ」という介護サービ

ス事業所の職員の意識が変わり、行動が変わるためのプログラムをやっ

てみたことを思い出しました。

専門職、事業者が生み出している社会的価値、アウトカム

鴨崎さんと山口さんは、医療や介護の専門のお立場ではありません。

次はまず、鴨崎さんにおうかがいしてみたいと思います。

前半、介護保険制度に関して田中先生が改めて上位概念として「自立

と尊厳」についてもご紹介くださいました。西村先生は、制度の成り立

ちをよく知らないときは６０点だと思っていたものが、制度をよく知ると

９０点とおっしゃいました。介護保険制度は、理念に基づく壮大な社会イ



78

ノベーションの舞台をつくってくれたものでもあると思っています。

でも、単なる事業者、サービス提供者にある意味成り下がってしまう

と、先ほどの鴨崎さんのご紹介でいくとアウトプットですね。誰に何回

何を提供したかという支払いが基本になっているので、それが実際にご

本人にとって、あるいは社会にとってどんな価値を生んだのかというこ

とを忘れてしまいがちです。やったらやった分だけもらえるわけですか

ら。

イノベーティブな事業者さんだけでなく、そういう事業者ともつき合

っていらっしゃると思うのですが、専門職や事業者の方々が、改めて、

本人に、社会的に生み出している価値、アウトカムということに、もう

ちょっと心を戻していくためには、どんなところをノックすべきと考え

ておられるか、教えていただけますか。

○鴨崎 ありがとうございます。いくつか観点があると思うのですが、

ただ、先ほどおっしゃられたとおり、利用者の方に変化が出てきて、生

き生きとされたり、健康になっていく、これ自体は多分専門職の方もう

れしいと思うのです。とは言え、そこで今の制度の中で少しだけ歪みが

あるのではないかと感じるのは、そこと報酬体系に少し歪な構造がある

という問題意識は持っています。

先ほどの介護度が改変していくと、事業者にとっては報酬が減るとい

う構造があると思っています。それですので、介護度が下がっていくと、

気持ちはうれしいけれども、経営的には大変みたいな、インセンティブ

設計が少し健全ではない状況ではないかと素人ながら見ています。

そこはアウトプットにフォーカスした報酬体系に、もしかしたらなっ

ていることが要因なのではないかと思っています。アウトカムとかイン

パクトのほうに報酬体系を連動させていくことによって、健全なインセ

ンティブやそういったものが設計し得るのではないか、そして、より利

用者の変化、幸せに即した支援をすることにつながっていくのではない
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かと思っています。

地域の現場では「オーケー・ゴー」で

○座長 ありがとうございます。山口さんには行かずに、いったん、

紅谷さんに戻ってみたいのですけれども、紅谷さんの「オレンジホーム

ケアクリニック」、理念は「Be Happy!」です。このハッピー、今、サー

ビスを受ける顔も持つ、それは子供から大人までもですが、ご本人がハ

ッピーになると、狭い意味での担い手とされている側も多分ハッピーに

なっていっていると思うのです。でも、「ハッピー」というものは、必

ずしも、制度上は支払いには結びつくかどうかわからない。そういうな

かで、みんなで、立場を超えてハッピーになろうというエンジンをどう

やってかけ続けているのか、あるいは勝手にかかっているのか、どうで

しょう。

○紅谷 それはうちのチームがということですか？

○座長 そうです。そんな「ビー・ハッピー」が、すごくいろいろな

ところに飛び火していっていると思いますが、どうやったらそれをより

広げていけると思っていらっしゃるか、何か戦略があれば、あわせて教

えてください。

○紅谷 ありがとうございます。オレンジを始める前に、僕は僻地診

療所で５年ほど働いて、そのときは公務員として診療所医療をやってい

て、そこでも性格は変わりませんので、突飛なアイデアを上に持ってい

っては返されるみたいなことをやっていたわけです。けれども、ただ、

初めは突飛でこんなことできるわけない、と言われることとか、今の制

度では大赤字ではないか、みたいに突き返されるものでも、１００も２００も

いろいろなアイデアを持っていくわけですけれども、なぜか生き残って

進んでいくものがあるのです。
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それは何かというと、やはり僕は医者としての現場があって、外来や

在宅の場面で話を聞くのが好きなので、いろいろな話をずっと時間があ

る限り聞くわけです。そうすると、そこで、この人もあの人もこんな困

り事を言っているなとか、それを解決するアイデアはこれだなと思って、

それでプランを立てたものが制度になかったり、もともとお金がつくも

のでなくても、時間はかかるけれども、やがて何か形になって進んでい

くなという印象を持っていました。ただ、公務員でやっているときは１

つのアイデアが、どんなにいいアイデアでも実現するのに１年半とか２

年かかってくるというところがあったので、民間になって、オレンジは

民間だけれども、地域医療をやりました。

つまり、地域医療は民間では成り立たないので、行政のものをやらな

ければいけないような雰囲気になっているけれども、実はそうではない

のではないかということは、うすうす、僻地をやりながら思っていまし

た。民間がやる地域医療というのがオレンジのもう１つのコンセプトで

す。だから、とにかく現場で話を聞いて、現場に必要なものに関しては

やっていけるはずだという漠然とした、これは経営者としては大間違い

かもしれないのですが、これは地域の現場で実は行われていて、うちの

スタッフが現場の患者さんと話をしていて、絶対これをやってあげたら

ハッピーが生まれるぞ、そして、いいほうにいろいろなハッピーが連鎖

するぞと気がついているのに、制度がないからやらないで帰ってくると

いうのはオレンジでは絶対悪としています。

それで生まれたハッピーに関しては、「オーケー、ゴーサイン」を出

していくというのはかなり浸透しています。そのせいで、現場で生まれ

て、この現場で生まれた悩みやいいものを、見られるのは僕らしかいな

い。行政の方も政治家の方もそこの現場にいるわけではないので、そう

すると、僕らがそれを制度にないのでとか、私の職掌ではできないので

といって帰った瞬間、その思いはそこで消えてしまうことの危機感のほ



81

うがすごくあるという感覚です。

○座長 では、「ドクターゴー」だけではなくて、経営者がちゃんと

「ゴー」と言えるということですね。

○紅谷 それはそういう確信をもっていると思います。

様々な関係者を巻き込むために

○座長 ありがとうございます。さらに、猿渡さんに戻ります。猿渡

さんは経営者の立場ではなくて、確か３０代、まだ若くして町の風景を変

えていくということを同じ世代のセクターを超えたお仲間たちと、どん

どん進めておられるわけです。でも、邪魔されることもいっぱいあるの

ではないかと想像します。

時に経営者が、「いや、そんなの別にやってくれてもお金はつかない、

ベッドを埋めることにつながらない」ということもあるでしょうし、分

野を越えて横串を刺してやっていこうと思ったら行政の縦割りが壁にな

るとか、いろいろなことがあると思うのです。

そういうなかで、必ずしも既存の制度や支払い、社会環境が第３ステー

ジに十分向かえていないときに、ステージ１、２、３へと進み、全ての

人たちが担い手に、主人公にということをつくってこられている。どう

やって、時にゴーとなかなかいってくれない経営者、時に行政、いろい

ろなセクターを仲間にしてきたのでしょうか。

○猿渡 ２つあって、１つは完全に真ん中に人がいて、例えば、認知

症の人でもいいのですが、この人の「思い」だったり、物語を切実に相

手の目を見て伝え続けることは必要だなと思います。やはり、誰のため

にやっているのか、この人のために、このような人生をこの人にと言う

のです。さっきの動画のスーパーの店長、初めは物すごく不機嫌だった

のです。「何で私がそんなこと、忙しいのですよ」と言っていたけれど
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も、「いや、おじいちゃんのためにこうやって来ているのです」という

話をすると、「ああ、そうなのですね」と、ころっと変わってきます。や

はり思いを真剣に伝えていく、そこはすごく大切だと思います。

あと１つは、しっかり相手の立場を理解して言葉を発するということ

です。２つ目のフェーズの困っていることともったいないことも、つま

り、向こう側の困り事を聞かないうちに、自分たちだけの提案をしても、

それはなかなかうまくいかないと思うので、しっかり、友達になるぐら

い相手と距離感をしっかりつないで、そして、それを一緒に協働してや

る体制をつくります。この２つは、結構、気にしています。経営者につ

いては、わからない時はわからないので、僕もサラリーマンだけれども、

専門職なので、それはやはりサラリーマンを超えて専門職の領域で戦い

たいと思っています。

○座長 と言いながら、ちゃんとこうした取組みで、東京の大学を卒

業した方が白川病院に新卒採用で入る、新人を引っ張ることにも成功さ

れています。

○猿渡 あと、在宅患者が増えたではないですか。これは多大なる評

価をいただきました。

○座長 在宅復帰率のグラフをご紹介くださいましたね。これは西村

先生が投げかけられた本人本位とはということにつながりますが、MSW

（Medical Social Worker 医療ソーシャルワーカー）、ソーシャルワーカー

として、ご本人がどのように生きたいのか、暮らしたい町でどうしたら

暮らせるのかを追求する、そのストーリーをしっかりと共有する。

そして、ウィンウィンの関係とよくおっしゃいますが、とはいえ、認

知症のあるおばあちゃんが『お家に帰りたい』と言っている、あるいは

『仕事したい』と言っているので、よろしくと言われると、何を押しつ

けてくるのだと思われてしまうかもしれません。そのときに、「丸ごと

スタイル」の話がありましたけれども、では、農業をやっている方々、
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商店の方々、地域の方々は何に困っているのか、そちらの困り事も解決

できるような環境をつくっていかないといけないということです。あり

がとうございます。

歴史的背景を踏まえた住民自治

〇座長 お待たせしました。山口さんにおうかがいします。まず、あ

えて前半のお話をどのように聞いていらしたかというのを、率直にうか

がいたいと思いますが、いかがでしょう。

○山口 本当に学生が大学で講義を聞いているかのようにお聞きして

おりました。というのと、「あ、そんなに昔からこうだったのではない

のだな」と、制度も含め、社会的な状況も含め、何となく初めて認識を

したかもしれません。後で、何か報告書になるとは聞いているのですけ



84

れども、現場に行くと、やはり福祉の制度で割り切ってしまう対応への

不平不満を耳にすることがとても多いです。

どうしても制度を運用している立場として、「だめなものはだめ」と

言わざるを得ないのはわかっているつもりですが、では、それで埋まら

ない部分をどうやって埋めるかということに「三方よし基金」をどう使

うかを考えるように、実はなってきているのです。すごくすばらしい運

用をしなければならないと思っている制度も社会的な状況から、崇高な

理念のもと生み出されてきたものであることがよくわかりました。

では、社会が変わっているのだから、やはり制度を変えていくべきで、

変えられた制度を、また、きちんと運用していくという、その循環は未

来永劫続いていくのだなということを初めて認識ができました。

○座長 田中先生が正面で拍手をなさっています。行政のすごいとこ

ろは、そういう山口さんがひょっこり介護保険のご担当に移られるかも

しれないことで、おもしろさでもあり、時に限界にもなるということだ

と思います。

田中先生の最後のスライドで、かつて「地域包括ケア研究会」が規範

的統合という言葉を使っていたことにもつながるかもしれないのです

が、課題解決から目的達成へと書かれました。そして、次に町づくりと

もおっしゃいました。

今日、東近江市、約１１万人の市ですけれども、最初の「三方よし」の

歴史から、住民自治をベースにして、どんな町にしていきたいのか、持

続可能性をみんなで高めていく問いや営みが、ある意味長年の歴史の中

で育まれ続けていた側面もあったのではないかと思います。恐らく全国

各地に行かれている中で、この歴史から紐解かれると、いや、そういう

住民自治の風土、うちにはないと言われることもよくあるのではないか

と想像します。

例えば、私は某２３区民ですが、こんな高いところから言うことではあ
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りませんが、お恥ずかしいことに自分の住んでいる区のいまや未来に興

味を十分持てていません。そういうことを言われる自治体の方もいらっ

しゃると思うのです。「東近江市さんは三方よし、近江商人から始まっ

て、住民自治があったからこんなことができるのでしょう」といわれた

ら、何と答えておられますか。

○山口 いや、そのとおりかもしれないと思っています。各地域には、

やはり、DNAがあり、人の長い歴史があり、その背景を完全に無視し

て全く新しい町をつくってしまったのがもしかしたら東京かもしれない

のですけれども、ほとんど大半の地域はそうではないと思います。だか

ら、その歴史を逆に紐解いていくと、なぜ、ここがうまくいかないのか

ということが実はすっと落ちたりする。

では、それをどう変えていこうか、うちなりにどうしていけばいいか

ということを発想すればいいだけで、全国に行かせていただくようにな

って、決定的な違いは、近江というのは大きな藩に守られた経験がない

のです。だから、自分たちで、自分の身は自分で守るしかなかったとい

う、すごく不幸な歴史なわけです。結果的に自治が育まれ、物すごく厳

しいルールを自分たちで自分たちに課したのですね。そうしないと生き

ていけなかったのです。

でも、大きな藩に守られてきた歴史をもっているエリアというのは、

やはり行政が中心になって制度をつくり引っ張っていくという町づくり

がとてもうまくいっていたりしました。けれども、では、そのモデルを

近江に持ち込んで、この行政が引っ張っていくのだというトップが来る

と物すごく摩擦が起こるわけです。

○座長 リアルですね。

○山口 そうなのです。住民が言うことを聞かない。何か言うと一言

二言文句が返ってくる、職員はだんだん萎縮していく。では、それは住

民が悪いのかという話になるのですけれども、いや、近江の歴史を考え
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たら当たり前ではないですかというふうに内部では話をするようにして

いるのです。

それぞれの地域の歴史的な背景を踏まえた地域づくりというのを、先

生方のお話でも「地域によって必ず違うはずです」と言ってくださった

のが、すごくうれしかったのです。けれども、やはり、制度が降りてく

ると、全て同じ「地域包括ケアシステム」をつくらないといけない、そ

れは行政がつくらないといけないみたいな強迫観念をもつと、近江の場

合は多分一歩も動けなくなると思います。全てが摩擦になっていくので

す。

「いやいや、地域にはNPOの皆さんもおられますよね」、「何なら金融

機関も興味をもってもらいましょうか」と話をして、「みんなでやって

いきませんか」と言うと、「しょうがないな、力貸したろか」みたいな

人が出てくる。だから、やはり、地域の力とか歴史的な背景を踏まえれ

ばいいだけで、私はどこでもできると思っています。

自然資本をどう考えるか

○座長 ありがとうございます。そして、今日は途中でSDGsのお話

もしてくださいました。「地域共生」もより広い意味での循環の中で捉

えたお話をしてくださったと思うのですけれども、東近江の場合は、環

境基本計画という、環境を切り口にこの動きが始まって、１つのエンジ

ンになって、領域を超えて思いもお金も循環が広がっているように感じ

ます。おっしゃったように、それぞれの自治体、さまざまな文脈の中で、

縦割りの庁内を通じてエンジンを、横串を刺しながら進めていくことを

考えたときに、何かメッセージはありますでしょうか。

○山口 そこも本当に地域によって違うと正直思います。ですけれど

も、個人的に感じているのは、日本はなぜSDGsを環境省で受け取って
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しまったかはよく考えたほうがいいと思っています。日本はすごく災害

の多い国です。それは昔からそうだった。そうなると、自然は敵ではな

くて共存せざるを得ないと考えるしかなかったのです。

だから、ヨーロッパのような自然支配をするという概念ではなくて、

共存・共栄していく概念で日本人は自然に向き合ってきたわけです。そ

の延長でコミュニティーを形成し、命を守る仕組みをつくってきた。そ

れなので、「環境基本計画」に書いてある概念は、本当に国連の概念を

そのまま持ち込んだので、自然資本が全てを包括しているわけです。環

境といわれる一般的な自然資本の中に人も経済活動も全てが存在してい

て、幸せに生きていく仕組みをつくるという概念なのです。

それですので、残念ながら、今、その大きな自然資本といわれるとこ

ろを所管している部署は環境部署が持っていることが多分多いと思いま

す。それを町の方針にして企画部署で扱っている町ももちろんあります

ので、そうとは限らないのですが、そういうところを概念として整理を

すると、日本人はなぜ人と人のつながりを大切にしなければ生きていけ

ないのかということがやっと理解できるのです。

いや、本当に「僕は１人で生きていける」という人に対して権利を擁

護するという考え方だけだと、実は立ち向かえないのです。ですけれど

も、日本のこの自然環境とつき合ってきた歴史、今、まさに、また、温

暖化でさまざまな被害が出ていますが、そのときにやはり「近所づき合

い大事」みたいな話は、必ず、位置づいてくる。何かそのような概念整

理が、町でできるといいと思います。正直どこが担当してもいいとは思

うのです。

本質的な「つながり」を生み出すために

○座長 ありがとうございます。私の時計だと、あと５分です。



88

鴨崎さんに戻ろうと思います。一応、今回、第２部は「つながり」を

共通する手がかりにしながらすすめてきたわけですけれども、他方で、

つながりって、なかなか目には見えないようなもので、社会的な価値を

というときにもこれをどうやって「見える化」するのかと、もがいてい

るところが多いと思うのです。

では、「つながり」が人々の日常の、あるいは災害のときにも安全と

安心の基盤にもなるかもしれない、幸せの基盤にもなるかもしれないと

いうときに、その「つながり」がより深まっていく、あるいは広がって

いくことを応援し得る仕組み、もしくは、邪魔しているものがあるとす

ると、取っ払うかもしれないのですが、そのアイデアや入り口はどこに

あるか、お願いします。

○鴨崎 ありがとうございます。久留米のこのプロジェクトにかかわ

って、今年度もまたやろうとしている中で、１年目を経て２年目にもう

１つキーワードが出てきているものがあって、それは何か「わくわく感」

みたいなものなのです。やはり、楽しいものがあると人は集まるし、そ

こで交わされるコミュニケーション自体が新たな「つながり」をつくっ

たり呼び込んだりするという、この「わくわく感」をどうやったらつく

れるのかみたいなことを今回テーマに、また実験をしようみたいな話を

しているわけです。

そのヒントを地域の方はどうもつかみ始めているみたいなのです。そ

れをわかる形に、見える形にしていくのが僕の役割だと思っていて、ま

た、何か難題が降ってきたなみたいな感じです。ただ、それはすごく本

質的な話で、裏返しには、さっきの自然災害も含めた危機感みたいなも

のを健全に醸成していく必要はあります。けれども、人はどっちに引か

れるかというと、やはり楽しいほうにモチベートされるというのがある

ので、その危機感と楽しさみたいなことを、どうあの中に埋め込めるデ

ザインができるかというのは、結構、本質的な「つながり」を生み出す
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ポイントだと思います。

その中で「我が事」感を醸成していくもう１つのポイントは、まさに、

東近江でやられている、お金というものを介在して、そこに主体性をも

たせる。あれは地域自治に寄附をすることで参加しているわけですけれ

ども、寄附はそういう役割をもっていると思うのです。社会参加のツー

ルだと思っています。人はお金と知恵と汗をかくと共感し始めるという

動物なので、何かそれをさらにその場の中の「つながり」をつくるツー

ルとして設計を入れ込んでいく、それが多分、東近江はかなりうまくで

きているなと拝見しました。何かそういった要素がどうもヒントになり

そうだと感じています。

○座長 ありがとうございます。楽しく豊かに生きていった結果とし

て健康になる、「地域包括ケア研究会」でも、本人が動機づけられる地

域や社会環境をつくる視点からもつながりをといった議論がありました

が、その「わくわく感」を、どう生み出すのか、それが１つ鍵になるの

ではないかということですね。

地域におけるこどもの重要さ

では、最後に、猿渡さんと紅谷さん、両方にお伺いします。課題の発

信もありですが、このわくわく感、そしてハッピーを大切に、何らかの

病気や障害とつき合うようになったら不健康で、支えられる側というこ

とではなくて、年齢とか性、障害、疾病の有無や違いを超えて、１人の

人として、その可能性が開かれるようにと考えるときに、おふたりは専

門職のお立場でもあり、一市民でもあるわけですけれども、それぞれの

お立場から次なるチャレンジ、あるいは専門職に対するメッセージ、あ

るいは自治体の方々もいらっしゃるので会場の方々に、おふたりからメ

ッセージをいただければと思います。
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会場の皆さんからすると、「大分これ飛んでいってしまったね」と思

っていらっしゃるかもしれないので、専門職、事業者の立場から、ある

いは一市民の立場からチャレンジ、あるいはメッセージ、どうぞ。どっ

ちからいきますか。

○猿渡 紅谷先生から。

○座長 では、紅谷先生。

○猿渡 ちょっと小さくいったのですけれども、僕らからしても大分

ぶっ飛んだところに堀田さんが行ってしまったみたいな。

○座長 では、戻って、忘れて、何でも言いたいことを最後に言って

ください（笑）。

○猿渡 では、１つ、今日、すごく気づいたことを１つ、ちょっと宣

伝させてください。短くいきます。１つは、紅谷先生の「軽井沢プロジェ

クト」、すごく感動しました。医療的ケア児の方々が行って、そこでJR

の駅員さんがそれを感じて、恐らく自分たちが主体的に感じ、実践され

ているというこの動きって、本当にどんどん進化していくのだろうなと

思いました。

僕たちのアプローチでいうと、さっきの話とか、さっきもお話ししま

したが、ここまでお願いしますぐらいのアプローチをしているのです。

なので、やはり当事者参加という言葉の意味というのは、子供のパター

ンですけれども、そこまでも発展させるのだということを感じました。

ここが非常に感動したポイントです。あと１つ、きょう僕の資料で堀田

先生に削除された部分があります。

○座長 すみません！西村先生へ答えてもらえますか。お願いします。

○猿渡 さっき、西村先生が一部おっしゃっていましたので、ちょっ

とそれの僕たちのアプローチとして少しお返ししたいと思います。各地

でもさまざまなすばらしい取り組みが生まれてきています。地域でもそ

うですし、自治体レベルでもそうです、そういった情報を我々はかなり
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蓄積を始めています。

それを全国の市区町村、あるいは地域でこういうことをやっていると

いうことが、カーソルを合わせるとそれらがポップアップされるような、

今、「１００DFC」というサイトを立ち上げていまして、いわゆる認知症

の取り組みと認知症の取り組みが交わり合って高まっていく、そういっ

たものを立ち上げています。また、会場の皆さんの中でも興味がある、

あるいは、掲載してほしいというお話があれば、ぜひ、教えていただき

たいと思います。以上です。

○座長 ありがとうございます。それでは、紅谷さん、ご自由にどう

ぞお願いします。

○紅谷 ありがとうございます。先ほどのお話の中でも少し触れさせ

てもらったのですけれども、本当に高齢化時代とか少子化というので、

子供の数が少なくなっているのですが、どうも「０－１００」でずっと関わ

ってきて思っていることに、子供が少なくなったからこそ、子供はより

大切だよねというところもあるし、障害をもった子は逆に増えているこ

とを思うと、そこをどう支えるかという仕組みは、実は社会を支える仕

組みになっていくということが実感としてすごくあります。

その中で、医療ケアが必要な子たちだけでなくて、本当に健常と呼ば

れる子たちも含めて、子供がハッピーに暮らせる町ができれば、先ほど

も何度も言いましたけれども、その町は、きっと、ほかの方も笑顔にな

っていると思います。子供がにこにこ育っていない地域で「在宅死亡率

が高いからいいでしょう」と言われても、なかなかそれは違うのではな

いかと思います。少し病気とか障害とかというところも離れて、子供と

いうラインで社会の入り口を、医者だとどうしても病人という入り口か

ら入ってくるのですが、病人というドアから入ってくる人としか出会え

ずにいたのを、今、地域に膨らませてすごく楽しいので、次はもっと地

域の子供みたいな扉を開けてみたいなというチャレンジを、今、思って
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いるところです。

○座長 ありがとうございます。本当はあと１時間ぐらいラウンドし

て、地に足を着けたり浮かんだりしてみたいところですが、時間が、既

に、３分ぐらい超えていますので、２部はこれで終わりたいと思います。

介護保険制度の創設から始まって、「地域包括ケア」、そして、その目指

すところの「地域共生」とはどういうことだろうと、２部まで展望して

きました。

皆さんがどんな感触を今もたれているかわからないのですが、「地域

包括ケア」も「地域共生」も、改めて、私たちみんなが持っている、あ

るいは地域が持っている、時に、いろいろな制度によって、支払いのあ

り方によって閉ざされてしまった、ラベルを張られて閉じ込められてし

まった可能性を、もう一度開かせていこうという、言わば人間復興、あ

るいは、地域レベルで別の方向からいうと「地域創生」の側面もあると

思います。

私たちそれぞれがより輝いていけるところに向けて、もう一度、介護

保険の始まりの「自立と尊厳」とは何だろうかと、常に立ち戻りながら

進んでいければと、思わされたところです。

４人の演者の皆さんに拍手を送って２部を終わりたいと思います。ど

うもありがとうございました（拍手）。

第２部ディスカッション締めくくり

○司会者 どうもありがとうございました。突然ですけれども、第１

部でご講演、また、対談いただいた西村先生、田中先生、お話をお聞き

して一言ずつご感想をいただければ大変ありがたいと思います。２、３

分、お時間をください。

○西村 大変勉強になったのですが、そのあたりは省略して、今、猿
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渡さんがおっしゃった日本各地の取り組みの「見える化」、あれは大変

いいと思います。これを踏まえてちょっと話をしたい。

私の機構に服部真治君という総合事業をやっている人がいます。彼に

ほだされてというか、寝屋川で総合事業のプロジェクトが始まったので

す。それで、私はすごく感動したことがあって、話を聞きに行って、終

わりに、運転して１０分ぐらい私を送ってくださった方がおられて、この

方はOTで、話を聞いていると、こういうプロジェクトをやるためにそ

の人がいかに苦労して頑張ったかという話をされる。

決して、寝屋川は先進的な地域ではありません。でも、そういうとこ

ろで本当に一生懸命やりたいという人がいるということを帰りの車の中

で知って、本当に感動しました。恐らく各市町村には、もちろん担当は

変わるから、いろいろな場所におられると思うのですが、こういうこと

をやりたいと思っておられる方がたくさんおられるということを思っ

て、今、皆さんの話を聞きながら補足させていただきたいと思います。

○座長 ありがとうございます。それでは、田中先生、締めをお願い

いたします。

○田中 まずは、年寄りからすると、大学院生よりはちょっと年上だ

けれども、次の世代をみて、成績をつけるとすると皆さん「Aクラス」

であると（笑声）。ごめんね、年寄りが成績をつけてしまったけれども、

問題なく「Aクラス」であるというのが第１です。

第２は、「地域包括ケア研究会」、いずれ名前が変わるかもしれません

ね。「介護保険サミット」も今年から「地域共生社会サミット」に名前

が変わりました。「地域包括ケア研究会」も名前が変わるかもしれませ

んが、そこでの必要な要素、重要な材料なのですね。皆さんから、今日

はフレッシュな、これは食いつけるな、という材料をいっぱいいただい

たので、感謝いたします。

３つ目は、皆さんおっしゃったように、最後は、地域にとって大切な
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のは子供です。子供が生き生きしていると、大人も年寄りも生きられる、

という町にしていくのは紅谷先生のおっしゃるとおりです。それをしな

いとこの国の未来はないですからね。それをみんなが理解できた、今日

はいい会合でした。ありがとうございました。

○座長 ありがとうございました。

○司会者 それでは、改めて、今日、ご講演の７名の方に拍手を送り

たいと思います。どうもありがとうございました。

（満場拍手）
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