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■ パネルディスカッション 
 

パネリスト 

   中島  修（厚生労働省社会・援護局地域福祉課 地域福祉専門官） 

   大原 裕介（NPO 法人当別町青少年活動センターゆうゆう24 理事長） 

   酒田 浩之（NPO 法人和（なごみ） 事務局長） 

   向山  篤（北広島団地地域交流ホームふれて コミュニティワーカー） 

   寺下 麻理（社団法人北海道総合研究調査会 医療介護研究部 主任研究員） 

司   会 

   西山  裕（北海道大学公共政策大学院教授） 

 

 

司会：西山 

それでは、パネルディスカッションに

入ります。先ほど基調講演をしていただ

いたお 2 人に、北海道で共生型事業に取

り組んでいる、釧路の NPO 法人和の酒

田様、北広島団地地域交流ホームふれて

の向山様、今回の主催者である北海道総

合研究調査会において昨年度実施された、

北海道の共生型事業に関する調査・研究

事業を担当した寺下主任研究員を加え、

パネルディスカッションを進めていきま

す。まず、酒田さん、向山さん、寺下さ

んに先ほどの基調講演を踏まえ、北海道

における共生型事業の実践についてお話

いただきたいと思います。 

 

酒田： 

釧路の酒田と申します。NPO 法人和

では、平成21年、平成22年に 2 つの共生

型の施設を整備しました。平成21年に整

備したのは「コロイ」といいます。これ

は、阿寒湖温泉につくった施設です。次

に平成22年につくったのは、「きらく」

です。この 2 つを運営しています。 

NPO 法人和は、もともと共生という

言葉を使いながら、8 年間活動してきて

います。まず、高齢者の介護保険施設の

整備、そしてボランティアのネットワー

クづくりからスタートしました。 

平成21年に「コロイ」をつくったきっ

かけとしては、大きく 2 つの要素があり

ます。1 つは、阿寒地区は、釧路市内か

ら 1 時間半以上もかかる場所にあり、福

祉サービスの不毛地帯と言われていたこ

とです。高齢者介護施設も障害者サービ

スも 1 つもなく、ニーズがありながらサ

ービスを受けることができない状態でし

た。その背景には、市町村合併があり、

もともと小さな町だった阿寒町は、釧路

市との合併で、障害者の活動支援センタ

ーなどが整備されていない状態のままだ

ったのです。 

もう 1 つは、僻地であるということが

共生型とマッチしているということです。

つまり、人口が少ないので、サービスが

高齢者だけ、あるいは障害者だけという

単独では実施できません。そのための工

夫として共生型を進めてきました。もと
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もと地域の人と一緒に福祉を作っていく

ことは、うちのコンセプトでもあり、そ

れを実践するために共生型は適している

と思いました。そこで、平成20年に構想

し、21年にスタートさせたものです。 

「コロイ」は、高齢者と障害者が住んで

通って働けるという場所です。そして、

子ども達もそこに来ます。障害のあるな

しに関わらず利用できないかということ

で、全てのものを入れこんで、制度を利

用できるところは制度を利用し、使えな

いところは住民のボランティアなどで補

う形にしています。 

一方、「きらく」は、制度に基づく居

住系の事業を 1 つも置かない、サロンと

しての共生型事業です。ベースになって

いるのが地域の農作物を使ったコミュニ

ティレストランです。そこで障害者が働

き、高齢者が訪れる。そこに子育て支援

などを交えて、地域の人達が支えるとい

う形をとっています。地場の食べ物を使

ったレストランとして地産地消を唱えな

がら、就労支援もしていく形の共生型施

設となっています。 

「きらく」ができたのと同時に、地域の

町内会や  PTA など12の団体で「きら

く」をうまく利用していくための協議会

を設立しました。住民とは「きらく」を

建てる準備の段階から、施設をどのよう

に使うかについて話を進めていました。

協議会は、「きらく」の活用の仕方につ

いての協議の場であるとともに、就労支

援の事務局も担っています。 

「きらく」において一番特徴的なのは、 

障害者の就労支援がベースにあるとい

うことです。もともとうちの法人は、高

齢者介護のグループホームからスタート

しましたが、そこのサブスタッフとして

障害者を採用してきており、それをベー

スとして就労支援を始めました。当初の

スタッフは、ケアを始めてから 5 年目に

なるので介護のスペシャリストにもなっ

て、一般のスタッフと同様の賃金をもら

って働いています。障害者が 1 つ目は介

護の人材として、2 つ目は基幹産業であ

る農業の再構築をするためのマンパワー

として、3 つ目は ACT という地域の包

括支援の「お助け隊」として活動してい

ます。この 3 つの要素を踏まえながら共

生型事業を進めています。 

ACT に関しては 6 年前からスタート

していましたが、今、訪問看護と抱き合

わせて事業化しています。施設に入れな

い人達、独居の人達など、地域で困って

いる人を包括的に支援するものです。建

物に留まらず、地域の中で共生していく

というコンセプトで進めています。 

 

向山： 

北広島市の北広島団地地域交流ホーム

ふれての向山です。「ふれて」は、まだ

新しい施設で、昨年の11月に完成し、12

月にスタートしました。まだ実績は少な

いですが、事業をスタートするきっかけ

やこれまでの経緯、今後の方向性などを

説明したいと思います。 

「地域交流ホームふれて」は、もとも

と団地にあった「スーパー銭湯ゆったり

館」を増改築して建てたものです。この

建物には、1 階に市民が自由に交流でき

る場「ふれて」と、2 階に介護保険制度

のデイサービスである「デイホームかた
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る」（定員25名）、そして今年の 4 月から

北広島のこの地域を担当している地域包

括支援センターである、北広島市みなみ

高齢者支援センターが入っています。 

北広島の地域の方々の人格が尊重され、

尊厳が保たれ、安心して生きることので

きる地域を、地域住民自らの手で作って

いける場にしたいというのが取り組みの

方向性の中心となっています。具体的に

は、子どもや子育て世代、障害者、地域

住民などが家族で集まって、世代や障害

など関係なく、積極的に交流していただ

きたいのです。そして、お互い理解し合

い、それぞれの孤立感を軽減したり、お

互いを支え合うことのできる、人と人と

のつながりの場を作る拠点にしたい、と

いうことです。 

「ふれて」では、何かサービスを行って

いるわけではなく、生活の場でもありま

せん。ただ、地域の方々が集まってくる

場です。喫茶店と子ども達が集まるキッ

ズコーナーがあり、イベントやミニ講座

もやっていますが、サービスをやってい

ないので一切の収入がありません。 

母体は、社会福祉法人北海長正会です。

北海長正会では、障害者施設や高齢者施

設、在宅サービス、高齢者の包括支援セ

ンターや障害者支援センターの委託を受

けて運営しています。人と人のつながり

から生きることの喜びを知ろうという理

念が根底にあって、社会福祉法人が介護

保険サービスや障害者自立支援制度その

他の制度に基づく事業だけをやっている

だけではだめだと思っています。北広島

も高齢化は例外ではありません。北広島

団地は、35年～40年前に札幌市のベッド

タウンとして宅地造成されました。歴史

は浅いですが、当時、土地・建物を購入

した世代は団塊の世代で、これから高齢

化を迎えようとしています。現段階でも

この団地は、高齢化率が30％を超えてい

ます。自治会によっては50％に達してい

る自治会もあります。孤立死もあり、死

後数日経って発見されている方もいます。 

認知症で徘徊して発見されていない方

もいます。地域において私達は、サービ

スだけでなく、地域を作ることもやらな

ければならないのではないかと考えてい

ます。実際、サービス以外でも、地域の

祭りに店を出したり、祭りを開いて地域

の方々を呼んだりして、地域とのつなが

りを求めてきました。 

私はふれての唯一の職員ですが、私 1 

人では何もできません。それでもなぜ唯

一の職員としているのかというと、費用

の関係もありますが、むしろ、住民が主

体となってこの空間を使って地域を作っ

ていくことを目的にしたいからです。私

の役目は、そのコーディネートや後押し

をすることだと思っています。 

昨年の11月、建物の工事に入る前から、

地域の方々に建物の活用を一緒に考えて

ほしいとお願いして動いてきましたが、

どういう方々に集まってもらえばいいか

考えました。私も、この春まで地域包括

支援センターに勤務していたので、自治

会の会長さんや民生委員の方々とつなが

りはありました。形としては、そういう

人達に集まってもらった方がいいのでは

ないかという話もありましたが、市役所

や社協がやる地域づくりではない、社会

福祉法人で民間がやる地域づくりなので、
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自由に人選してもいいのではないかとい

うことで、民生委員をやっていた方や障

害者、地域に積極的に参加している方、

いろいろな世代の方と一緒に考えてきま

した。工事する前の現場や、設計中、工

事中の現場を見てもらって、例えばキッ

ズコーナーはこっちの方がいいとか、み

なさんの意見も取り入れてつくってきま

した。 

また、「ふれて」では、住民の方々と

ブレインストーミングして、ここを使っ

てどんなことをやりたいかということを、

カードを使って整理しながら形にしてき

ました。喫茶コーナーやイベントなどの

企画や実行も、住民と一緒に、あるいは

住民が主体となって行いたいというもの

なのです。なかなか先に進まないイメー

ジはありますが、人のつながりの希薄化

している地域をなんとかしたいと考えて

います。地域を作るということなので、

5 年、10年ではできません。50年、100

年というスパンで見ていくスタンスでお

ります。 

ボランティアとして、「市民スタッ

フ」がいます。「市民スタッフ」という

呼び名は、四恩園の手伝いをするわけで

はないのでボランティアではなく、地域

づくりをする「ふれて」の市民スタッフ

がいいということで、市民スタッフ達自

身が付けたのです。現在、25名程度のス

タッフがいますが、こういった共生の理

念を持ったスタッフを100名程度は増や

そうと話しています。そのためにはまず、

人に集まってもらわなければなりません

が、理念ばかり表に出しても集まらない

ので、喫茶店やイベントなどをやってい

ます。子どもなど 3 世代が集っています

が、地域の子育て支援センターの保育士

が出張してくれたり、子どもが集まるイ

ベントをすると、今までのデイサービス

の雰囲気とは違うので、2 階のデイサー

ビスの方が降りてきて交流したりします。

こちらが考えていた以上にいい表情があ

り、デイサービスの方では、折り紙や縫

い物など、技術を持った人がいるので、

子ども達のために何かしようという話も

でてきています。 

地域の方々でスタッフを組織化したい

のです。ただイベントを楽しくするので

はなく、私達も勉強していかなければな

らないので、研修会を開催したり、参加

したりする活動も必要だと思っています。

定期的に講座も開催しています。 

地域包括支援センターも入っているの

で、いろいろな知識、技術を持った住民

の情報を集めて、この場に来れば生活の

中でだいたいのことは解決できるような

場にしたいという構想もあります。 

安心できる場づくりのために、昔の縁

側のように、向こう 3 軒両隣のような、

古き良き日本を作りたいという話はよく

出ます。しかし、今の時代それがどこま

でできるか、ということです。今、NTT 

東日本と、テレビ電話を使ったコミュニ

ケーションの実証実験をしています。こ

ういった今の時代のいい部分を使って、

人のつながりを作れないかと思っていま

す。 

海の日に、キタラで札響のチャリティ

ーコンサートがあります。その入場料は、

地域の課題を解決しようと動いている団

体に寄付されます。今までは、日本財団
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が直接団体に寄付していましたが、日本

財団が札響に資金を出し、チケットの売

り上げの全部が「ふれて」に寄付される

ことになりました。そのお金でエアコン

をつけようと思っています。寄付の仕組

みに住民の参加があるのがおもしろいと

思います。 

 

寺下： 

社団法人北海道総合研究調査会の寺下

です。昨年度、福祉医療機構の助成事業

で道内の共生型事業の施設・事業の調

査・研究を行いましたので、その概要を

お話します。 

平成19年から道内106ヵ所と、凄まじ

いスピードで共生型施設の整備がされて

きています。その中で、大原さんや酒田

さん、向山さんのところのような、地域

に密着して献身的な取り組みをやってい

る法人が出てきています。一方で、ハー

ド施設の整備なので、施設は建てたけれ

ど、中身をどう組み立てていけばいいの

か、課題を感じている法人も多いのです。

そこで、共生型事業を行う法人の中でも、

工夫をこらした事例を調査し、どのよう

なプロセスで事業を展開してきたのか、

工夫している点は何か、などを明らかに

することによって、現在、課題を感じて

いたり、これから事業を展開していこう

と考えている団体に向けて、ヒントやガ

イドラインとなるものを作ることを目標

に、調査・研究を実施しました。 

この調査・研究をするにあたり、全道

の共生型施設に声かけをしたところ、26

法人から参加の意向をいただき、協議会

としてより実践的な動きを作っていきま

した。 

また、実際に事業を行っている法人に

よる協議会の他にも、モデル事業の一般

化や普及に係る課題もしっかり研究して

いこうと、研究会を設置しました。研究

会のメンバーには、本日の司会者である

西山先生にも入っていただき、事業のプ

ロセスや財源などについても考えてきま

した。 

調査では、「ゆうゆう24」（大原さん）

や「コロイ」（酒田さん）、「ふれて」（向

山さん）のところにも視察・ヒアリング

に行きました。その他にも協議会のメン

バーの中から手を挙げてもらい、施設を

見に来てほしいというところに行きまし

た。「ゆうゆう24」、「とむての森」、

「NPO 法人ノーマライゼーションサポー

トセンターこころりんく東川」、「NPO 

法人和」、「いぶり花づくりネットワー

ク」、「ふれて」と、6 ヵ所訪れました。 

今日は、すでに本日の基調講演とパネ

リストの方々から、それぞれの施設の説

明がありましたので、残りの施設につい

て簡単にお話いたします。 

「NPO 法人とむての森」は北見にある

法人で、もともと障害者の親の会として、

ボランティアで土日の過ごし方を考えて

いたのですが、支援費制度をきっかけに 
NPO 法人を立ち上げました。法人では

子ども達の放課後事業を実施していまし

たが、だんだん子ども達が大きくなり、

仕事の場が必要になってきました。そこ

で、法人としての共生型事業の第 1 号と

してパン屋を開店しました。 

「とむての森」では施設を 3 棟運営して

いますが、それぞれ特徴ある取り組みを
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しています。1 棟目はパン屋、2 棟目は

カレーショップ、3 棟目は高齢者等の住

まいです。3 棟目は、看護大学と連携し

た人材育成の場として、看護学生の住ま

いの場ともなっています。 

パン屋もカレーショップもこだわりを

持った運営をしています。どうやって事

業を担う人を集めたかというと、いい人

がいなくて困っているということをあち

こちでみんなに話していくと、こんな人

がいるよと地域の人が紹介してくれたと

いうことでした。 

課題は、後継者と人材育成で、この事

業をどうやって継続していくかというこ

とです。また、「支援」と「自立」のバ

ランスも課題です。パン屋もカレーショ

ップも民間の店としてやっていけるよう

な数字を挙げることを目指していますが、

そうすると専門職が手を出さざるを得な

い場面が増えてくるので、そこで働いて

いる障害者の自立のレベルを下げている

のではないかということが悩みだという

ことでした。 

次に、「NPO 法人ノーマライゼーショ

ンサポートセンターこころりんく東川」

の紹介です。 

東川町の障害者の親の会の方々が、子

ども達が地域で過ごせる場や働ける場が

ほしいと考えていました。また、東川町

の中で私的に専門的なケアを実践してい

た事業者の方が、個人としてはなかなか

事業は継続していけないので、法人の形

で事業を継続させたいと考えていました。

さらに行政が、町の中に障害者施設がほ

とんどないのでつくりたいということで、

この3者の意向が合致して事業の設立に

至ったものです。 

特徴は、行政が積極的に関わっている

ことです。建物ができあがると行政の関

わりは薄れていくケースが多いですが、

そうではなく、行政が運営や事業費の獲

得などを法人と一緒になって考えていま

す。 

行政が積極的に関わるのは良い面もあ

るのですが、逆になかなか建物や事業の

中身から「行政」という雰囲気が抜け切

れないという課題もあります。住民に場

の周知をしたり、中身の仕掛けを考えた

りするところで課題が出てきています。

運営費の面でも、今のところ運営の柱と

なるような事業は実施されていません。

自立支援法に基づく事業を実施すること

を視野に入れているということでしたが、

助成金だけでなく、核となる事業をどの

ように展開していくのかという今後の方

向が課題です。 

最後に、登別の「いぶり花づくりネッ

トワーク」です。花づくりネットワーク

は、もともと造園業を営んでいる方が代

表で、その方自身も足が不自由になり、

障害を持った人の就労の場を作りたいと、

造園業をやっていた当時から障害者を雇

っていました。そうした中で、行政から

共生型の話があって施設をつくったもの

です。事業は造園業なので、それを生か

した障害者の就労の場ということで、就

労継続支援Aと就労移行支援を展開して

います。 

課題としては、やっているのは就労支

援の事業がほとんどで、せっかく素敵な

建物をつくったのに、核となる事業がま

だ見えてきていないことです。どうやっ
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て地域のニーズを拾い上げていくのかと

いう仕組み作りもまだできていません。

市街化調整区域の中にあるので、宿泊や

住まいという事業展開は難しい中、核と

なる事業の確立が必要です。情報共有の

面でも、他の法人や団体との交流がうま

くできておらず、どのように事業を展開

していったらいいのか、どのような工夫

ができるのかという情報も持っていない

ので、事業の組み立てのヒントを得ると

ころにも課題があります。 

今回の研究を通じて見えてきたことを

簡単にお話します。 

まず、多様化する生活支援ニーズに対

応していく可能性です。実際に共生型事

業を展開している法人は、ほとんどが自

立支援事業や介護保険事業などの制度サ

ービスを実施しており、それは事業の核

としては必要なことだと思います。制度

サービスで財政の基盤を得ながら、さら

に制度外のサービスを展開することで、

地域のニーズを幅広くカバーしていくこ

とができるのではないかと思います。 

また、地域の中、あるいは施設の中、

商店街、大学、専門学校、さらに高齢者

と子どもという形で、縦横ナナメの多様

な交流・支え合い・つながりが共生型施

設を中心に生まれてきています。高齢者

の就労支援のように、地域の雇用の場と

しても共生型施設は役割を持ってきてい

ます。つまり、福祉が地域づくりの拠点

の役割を担っていると考えられるのです。

共生型事業を核とした地域づくりの芽が

芽生えてきていると感じるところです。 

一方で、どのように事業を展開してい

けばいいのか、悩みを抱えている事業者

も大勢います。事業展開のノウハウをど

のように整理していくのか、あるいは、

安定した運営のためにどのように財源を

確保していったらいいのかといったこと

も課題です。 

最後に、今後、この研究を通じ、われ

われとしてやっていきたい取り組みにつ

いて触れたいと思います。 

福祉は生活そのもので、縦割りでは解

決できないニーズがあります。また、地

域それぞれのニーズも異なるので、各地

域で包括的に考える視点が必要です。北

海道には既に106ヵ所の共生型事業が実

施あるいは実施予定ですが、それらが、

今後、地域福祉、生活を支える拠点、基

盤になっていくのではないかと思います。 

共生型事業を展開するためのガイドラ

インを作るという話もあったように、今

後は、これから事業を行おうと考えてい

る方が取り組みを組み立てやすいように、

事業展開のプロセスを明らかにし、それ

が見えるようにしていくことが必要です。

また、そういったガイドラインだけでな

く、コーディネートする役割を担う人も

必要です。そのためには、人材育成が必

要になります。誰か 1 人の人材に頼るの

では仕組み作りとしてうまくいきません。

行政などいろいろな人達が関わる人的体

制で、コーディネートできる機関を作っ

ていくことが必要になると思われます。 

 

司会：西山 

ありがとうございました。それでは、

今の 3 名の方のお話について、基調講演

をしていただいた中島専門官と大原さん

にコメントをいただきたいと思います。 
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中島： 

酒田さんは、NPO の視点から取り組

んでおられるので、過疎地域のニーズを

しっかり捉えて、どういうものが必要か

を考えながら事業を広げていったのでは

ないかと感じました。過疎地域は、単独

ではサービスが実施しにくいので、共生

ケアの形を作っていったのだと思われま

す。 

事前にいただいた資料で、酒田さんは、

釧路に11年住み続けて、この町を良くし

たいと考えるようになったと書いてあり

ました。「住み続けたい地域にするため

には何が必要か」という視点は大事です。

自助・共助・公助の中で、共助を拡大す

るためには、生活者の視点が必要です。

生活課題を見つけ出すことは、行政の弱

いところかもしれません。 

次に向山さんですが、社会福祉法人の

役割は何なのかということを改めて考え

ながらお聞きしました。今は株式会社も

有限会社も介護サービスができる時代で

す。その中にあって、社会福祉法人は何

なのか。地域でどのような役割を果たし

ていくのか、ということです。スーパー

銭湯が改修されるときに、地域住民は、

ここには何ができるのか、関心を持って

見ていたと思います。地域のみなさんで

ブレインストーミングして、みなさんの

意見を聞きながら地域づくりをしていっ

たのは、素晴らしい実践だと思いました。

社会福祉法人として、こういう役割を果

たすことを大事にしてもらえればと思い

ます。 

寺下さんの報告ですが、共生ケアを検

証し、ガイドラインを作っていく取り組

みは重要です。共生ケアのプロセスの見

える化を図ることは、これから国も考え

ていかなければならないことです。 

コーディネートをする役割を担うのは、

どういう人がいいのか。これは、先ほど

の大原さんの提言が参考になりました。

社会資源をつなぐ力があり、そしてケア

もわかる人、ということでしたが、それ

は 1 人で担うのは難しいかもしれない。

そうすると、組織、チームで考えていく

必要があります。それぞれ得意なものを

生かしながら、チームでこなせるように

するためにはどうすればいいのか。ただ、

それを取りまとめる人材は必要です。こ

の辺はまだ私も結論は出ていませんが、

大事な視点だと思います。 

 

大原： 

釧路の和には僕も伺いました。学校を

生かして農業をしたり、町なかの雑貨屋

さんで障害者が働いていたり、地域づく

りと連動していていろいろ刺激を受けま

した。 

取り組んでいるみなさんは、個のケア

に対するケアワーカーとしての強い気持

ちがあり、そこから共生型を活用したソ

ーシャルワークへと発展し、そのソーシ

ャルワークがケアにしっかり立ち返って

いることが、実践としてうまくいってい

ることにつながっていると思います。ケ

アがなくて、ただソーシャルワーク、ま

ちづくり、地域づくりだけを考えても、

機能はしていきません。ですから、ケア、

ソーシャルワーク、そして、しっかり返

ってくるケアワークがあるときに、高齢

者に関わるのか、就労支援という形でま
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ちづくりに関わるのか、取り組みが見え

てくるのです。ケアなきソーシャルワー

クに成功はないと、それぞれのみなさん

の取り組みの背景や思いなどに共感し、

改めて思いました。 

 

司会：西山 

ありがとうございました。 

次に、私の方からみなさんにご意見な

どを伺いたいと思います。 

まず、酒田さんは、釧路で生まれたわ

けではありませんが、釧路に住み続け、

グループホームやゴマサーカスという精

神障害を持った方のボランティアグルー

プなどに取り組んでおられます。共生型

への思いや、地域への思いをお話いただ

ければと思います。 

 

酒田： 

僕自身は、10年以上前に東京から釧路

に移り住みました。地元の方はあまり釧

路をほめないのですが、僕は大好きな町

なので、少しでも力になりたいといつも

考えています。 

共生型に取り組んだ経緯は、1999年に

ボランティア団体を始め、それが北海道

で福祉を始めるきっかけになっています。

サービスありきではなく、ニーズありき

ということで、要望、ニーズの声を聞く

ことによってスタートしました。それが、

阿寒地区の方の共生型です。阿寒地区は、

サービスの不毛地帯で、一般的な施設を

建てて事業をするのは成り立たない場所

だったのです。 

精神障害の方達と関わるようになり、

ニーズを感じて始めたのが、ゴマサーカ

スです。もともと僕は大学で精神障害に

関することを学んでいましたが、現場で

取り組み始めたのは北海道に来てからで

す。精神障害の方達は、社会に参加した

いというニーズを持っているのです。 

ゴマサーカスを始めたのは、病院から、

病気を発症してから10年以上も社会に出

れない方々の集団カウンセリングを依頼

されたのがきっかけでした。その中で、

社会に出て行きたい、働きたい、人の役

に立ちたいなどの声を聞き、社会に接し

たいというニーズを感じました。やはり、

自分の役割を持ちたいという気持ちです。 

当初、介護保険がスタートして、3 年目

にグループホームを作りましたが、そこ

のお年寄りからも同じニーズを感じまし

た。子ども達が来たときに世話をしても

らったり、就労支援の方でチラシを折る

仕事があるので、それをやってもらって

います。そういうニーズがあったので、共

生型が必要なのではないかと考えました。 

 

司会：西山 

向山さんにお聞きします。札幌でも、

厚別区など、団地がまるごと高齢化して

いるところがあります。北広島団地も同

様に高齢化が進んでいます。その中で、

共生型施設だけではなく、北海長正会と

して高齢化の進んだ地域をどういう形で

支援していくか、また、これから高齢化

していく団地をどう面倒を見ていくか、

もう少し考えを聞かせていただければと

思います。 

 

向山： 

日本全体の高齢化よりも先に進んでい
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るという部分があり、どのように対応し

ていけばいいのかわからないのが現状で

す。独居の高齢者や夫婦世帯、空き家も

多い。こういう地域は、高齢者だけでは

支えきれません。子どもも、障害者もみ

んなでお互いを支えなければだめではな

いかと考えました。また、いろいろ話を

聞くと、子育て世帯や児童、障害者の中

でもいろいろ課題があることがわかり、

お互いを支えて生活できる場を作れたら

いいと思いました。 

今、法人として、介護保険制度による

サービスを提供してきた部分が本当によ

かったのかと自問自答しています。ヘル

パーが訪問すると、例えば、今まで向か

いのおばさんがごみを捨ててくれたけれ

ど、ヘルパーがしてくれるからもう大丈

夫、という方が増えました。ちょっとし

た人と人のつながりが希薄化してしまっ

たのです。介護保険制度が全て良かった

のかということに立ち返っている状態で

す。今後も介護保険サービスや障害者自

立支援法のサービスは提供してはいきま

すが、人と人とのつながりにも留意して

サービスを提供していこうと思っていま

す。つながりを壊してしまったかもしれ

ない部分も、「ふれて」を使ってまたつ

ながりを作っていきたいと思っています。 

 

司会：西山 

寺下さんにお聞きします。協議会を開

いて、実際に共生型事業をされている方

に集まっていただいたということでした

が、そのときの事業者の方々の関心や思

いなどをお話いただければと思います。 

 

寺下： 

協議会に集まっていただいた方々の中

では、事業の展開を考えるにあたって、

誰と相談すればいいのか、相談し合う仲

間がいないということがありました。協

議会メンバー同士でちょっと相談すれば

解決できるような課題もあって、事業者

同士で情報交換をしたり、情報を共有し

たりできる機会や場が求められていると

感じました。 

 

司会：西山 

大原さんの話の中で、従事者のネット

ワークということがありました。多くの

共生型事業は規模が小さい団体が事業を

行っています。また、認知症高齢者や知

的障害、身体障害、発達障害など、さま

ざまな方に対するケアを提供しています。

職員の方も、例えば自分は知的障害の方

については自信があるけれど、発達障害

の方については難しいなど、いろいろな

意見があると思います。その中で、職員

の方の悩みや専門性についてどう対応し

ていったらいいかということについてコ

メントをいただければと思います。 

 

大原： 

最近、北海道の若手の職員、40歳まで

の職員の方々にアンケートを行いました

が、やはりみなさん悩まれています。 

本音と建前を分けられる解析方法を使

って分析すると、建前では給料が安い、

休みがないと言っていますが、本音では、

ケアに自信が持てない、相談できる人が

いないなどが多いのです。 

介護保険では、いろいろなケア研修や
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マネジメント研修、障害の方では、サー

ビス管理研修やその他各協会が主催して

いる研修内容がありますが、僕らのよう

なNPOでそうした事業をやっているとこ

ろがみんなで学ぶ機会は、極めて少ない

ような気がしています。サービス管理者

研修がそれにマッチしているかも疑問に

思います。ケアマネジメントについて、

ケアを深める研修と、一方で、彼らが求

められている組織の中で、どうマネジメ

ントしていくか、さらにいえば、どう人

間関係を作っていくか、障害のある方が

地域で暮らす際、いろいろな方々との関

係性をどう築くかが、個々の事業所もし

くは事業所と連携しているところの熱心

さや前向きさにゆだねられてしまってい

るところがあります。若い人達に限らず、

研修フレームをケアマネジメントという

ところから、もう少しソーシャルワーク

的な、コアなマネジメントの研修などを

加えていくことも必要なのではないかと

思います。それは、僕らのような共生型

をやっている小さい NPO で共通してい

る悩みだと思います。どこかを頼らずに、

そういう仲間達を募って、研修会を自分

達でしっかりアセスメントして組み立て

ていくことも必要だと思います。 

 

司会：西山 

酒田さんのところはどうですか。 

 

酒田 

自分も同じように、専門性という部分

では、次の展開を渇望しています。実際、

今年度から自分たちでも共生型に対応し

た職員研修を始めています。対象は、介

護の事業所も含めた職員70人の有志と、

就労支援の中で、介護の仕事に移行して

いきたいと希望を持っている人達で、総

合ケアの法人独自のプログラムを組んで

始めました。法人独自のプログラムを組

んだのは、対応したものが他になかなか

見当たらないためです。 

 

司会：西山 

会場の方から質問や意見をうかがいた

いと思います。 

 

質問者 1： 
ゆうゆうの大原さんに申し入れですが、

私は麦藁細工をしているので、お役に立

つのでしたらゆうゆうの活動に参加させ

てほしいと思いました。 

 

大原： 

お願いします。 

 

質問者 2： 
向山さんにお聞きします。「ふれて」

の市民スタッフは、どのようなはたらき

かけをして集めたのか、具体的にお話い

ただければと思います。 

 

向山 

いろいろな場で募集している現状です

が、1ヵ月に 1 回、北海道新聞と毎日新

聞に、団地地区の約4,600世帯限定で、

イベントの予定や結果、写真などを入れ

た通信を作って、新聞に折り込んでいて、

そこに市民スタッフの活動や募集も入れ

ています。 

その他に、地域の方々が主催するイベ
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ントや施設見学、講座の開催のとき、ま

た、ちょっとコーヒーを飲みに来た人に

も話しかけています。実際、市民スタッ

フに登録しなくても、コーヒーを飲みに

来たついでに茶碗を洗ってくれる方もい

ます。地域の方々が使う場所でも、混ん

できたときにちょっと手伝ってあげると

か、そういう場にしたいと思っています。 

 

司会：西山 

運営委員や市民スタッフは、町内会と

いう形をとらずに進めたということでし

たね。 

 

向山： 

民間である社会福祉法人なので、最初

に検討する人選も自由に決めました。も

ちろん、自治会や民生委員の方もスタッ

フにはおられます。私はずっと包括支援

センターやその他の事業を通して地域の

方々と関わってきました。よく市役所や

社協など、いろいろな連携図があります

が、実際そこでつながりができるのは人

と人です。地域で活発に動いている女性

の方と話をすると、そこでは縦割りで参

加しにくいと言われます。連携図の下の

方の人達は、やりたくないけれど順番が

きたのでやっている場合もあります。そ

ういう団体にはしたくないと思いました。

団体に属していない方でも、一緒に地域

づくりをしたいと言ってくれる方はたく

さんいます。そういう人達で組織を作っ

ていきたいと思っています。 

 

質問者 3： 
「ふれて」は、無料で地域に開放でき

る場と考えていいのでしょうか。 

 

向山： 

建物は料金はとっていません。コーヒ

ーは100円で出しています。この料金も

法人には入れておらず、市民スタッフの

活動にあてています。ルールというわけ

ではありませんが、あるサークル団体だ

けがその場を借りて何かをするわけでは

なく、広く地域に向けて参加を求めたり、

共生の理念を理解してもらいたいと思っ

て使ってもらっています。1 団体だけが

楽しむために利用するということはあり

ません。 

 

質問者 4： 
寺下さんに質問です。札幌市は共生型

事業には応募していないのですか。 

 

寺下： 

札幌市は応募していません。 

共生型事業は、法人がそれぞれ直接、

道に申し込めるというものではなく、行

政が道に申請します。ですから、共生型

事業を申請したい団体は、行政と関係を

作って、それぞれの自治体が道に申請す

るという手続きをうまくできたのだと思

います。 

札幌市に関しては、市自体が事業にあ

まり積極的でありません。札幌市のよう

に大きい町では、共生型のような取り組

みもたくさんあり、共生型事業を使わな

くても取り組みができる。民間の事業者

のサービスもたくさんある。だから、市

としてこの事業に積極的に手を挙げるかと

いうと、判断が難しいのだと思われます。 
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司会：西山 

共生型事業は、市町村の事業という形

です。ただ、市町村が申請するけれど、

運営は、民間でもいいということになっ

ています。北海道で、積極的に共生型に

取り組んでいるのは、わりと小さな市町

村が多いのです。大きな都市については

あまり積極的ではない。それはいろいろ

な背景があると思いますが、ただ、施設

整備は別として、都市でも事業としての

共生型はニーズがあると思われます。今

後の調査・研究では、都市における共生

型事業も考えていく必要があると考えて

おります。 

 

質問者 5： 
行政の方からの申請ということですが、

行政へのはたらきかけなどはどのように

行ったのですか。 

 

大原： 

町は積極的でしたが、「利用者よし」

「職員よし」「地域よし」の「三方よし」

を押していきました。この事業が、障害

者、高齢者の方にとって極めて良い活動

になるということ、事業を通じて雇用を

生み出せるということで、地元の経済活

性化を図れるということは大きな説得材

料でした。共生型施設は、特定の方々が

利用するところではなく、地域全体にと

って有益な場所になり、地域にとって優

位な活動になるということも話しました。 

当時、行政から指摘されていたのは、

運営をどうするかということです。いろ

いろなところを参考にさせてもらいなが

ら、実際に数字を入れた運営経費の案を

作りました。ただ漠然とではなく、どう

いう効果があるのか、今ある制度体制の

中でこうした運営ができるということを、

しっかりとしたビジョンを持ってプレゼ

ンしました。 

 

酒田 

うちは 2 つ共生型の建物を持っていま

すが、最初の阿寒温泉地区に建てた「コ

ロイ」は、ちょうど市の方で、高齢者の

グループホームを設置しようという計画

を立てていて、それをやってほしいとい

う話がありました。それで、うちの方で

それを拡大していって、共生型という形

にしました。 

「きらく」はその次の年に建てたので

すが、2 度目なので少し揉めました。た

だ、本当の意味で共生型を進めていたの

は「きらく」の方で、共生型のフレーム

がまだない 7 年前から、ここで共生型を

したいと言っていたのです。 

市町村合併があって、行政の方で簡単

なアンケートを住民にまわしたところ、

障害者の福祉サービスは地域には必要な

いという結果が出て、活動センターも何

も作らないという話になったのです。そ

れに対して、地域の障害者の会から市の

方に陳情がありました。しかし、市の方

も財政が厳しいのでなかなか取り組めず、

市の直営で何かを考えていたのですが、

1 年くらい検討して市直営ではできない

ということになり、それでは、うちがや

ってやるという感じで取り組みました。

住民ニーズがそこにあるかどうかが行政

を動かす一番のポイントだと思います。 
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向山： 

北広島市は人口 6 万人で、札幌市に比

べてかなり小さいです。ですから、各事

業所と市のつながりが強いので、ある程

度は進めることができました。しかし、

市のどの部署が担当するかで揉めました。

高齢者なのか、障害者なのか、児童なの

か。また、共生型の交付金があるという

情報を聞いて急に進めたので、当初の計

画にはなく、まず議会を通さなければな

りませんでした。たまたま児童の方の計

画で、子育て支援の拠点を作るという計

画があったので、それに当てはめたのだ

と思います。他に、共生型のデイや宿泊

できるような生活の場など、3 本申請し

ましたが、実際に通ったのは 1 本だけで

した。 

 

質問者 6： 
和のパンフレットの後ろから 2 ページ

目に「グレーゾーン」とありますが、既

存の障害者福祉制度から漏れがちな方々、

また自分が対象になると認知しにくい

方々にどのようなアプローチをしていけ

ばいいのでしょうか。 

 

酒田： 

和では、就労支援 A 型事業所と併設

してフリースクールを実施しています。

パンフレットの後ろから 3～4 ページ目

がその写真です。これは、釧路市内の子

ども達に関する取り組みをしていた 4ヵ
所の団体がネットワークを作って一つに

なってできたものです。 

フリースクールは資金の確保が難しい

ので運営しにくいです。収入源は親から

のみですが、経済的に困難な親からはも

らえないので、専門職員などが置けませ

ん。和は、80％が精神障害の就労支援で

専門スタッフがいるので、フリースクー

ルを併設してケアをする形をとっていま

す。この2つの窓口を持つことで、かな

りグレーゾーンの方も来てもらえます。

この事業は、全て制度外で運営していま

す。 

また、障害者だと認めたくない人に対

して、今年から取り組んでいるのは、

「ホロス」という訪問看護＆ACT ステー

ションです。ACT という名前を使って

いるのは、北海道ではここ 1ヵ所しかな

い。制度外の部分で訪問していこうとい

うことで、グレーゾーンの方や、精神障

害を持ちながら医療介入をしていないと

いう方々に対して、ゲリラ的に訪問を行

っています。独居の方の安否確認なども

一緒にやっています。 

このように、切り口をたくさん作るこ

とによって、制度で拾えない人達をなん

とか地域で見ていけないか取り組んでい

ます。 

 

司会：西山 

ここまで、シンポジストのみなさまか

らいろいろなご意見、コメントがありま

した。共生型事業は、財政的な問題など

いろいろな問題もありますが、これから

の地域の多様な福祉を進める上で、発展

が期待できると思っております。また、

北海道の地域の実情に応じた柔軟な対応

ができるという点もあります。中島専門

官は、共生ケアという言い方をされまし

たが、共生型は、事業所内におけるサー
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ビスやケアの共生というより、むしろ地

域と一緒にやっていくという、もっと広

い意味でのケアに発展できる可能性を持

ったものだと思います。 

この数年間、北海道においてかなり多

くの事業が出てきました。各事業者もい

ろいろなやり方で取り組んでいますが、

なんとか我々としてもネットワークを作

って、情報共有をしながら発展していき、

また新しい芽を作っていくという形にし

ていきたいと思っています。そして、北

海道型の共生型事業のスタイルを発信し

ていければいいと思います。 

 


