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～茨木市地域福祉ネットワークのモデル事業によせて～

鳴り物入りでスタートした「茨木市地域福祉ネットワーク」が始まって１年が経過した。これから

の地域福祉の根幹を形づくる重要なテーマでもあることから、私達も意見を寄せてきたし、本誌６

号においても問題点を整理してコメントしてきた。私達が危惧した点をもう一度整理すると、１．こ

れまでの蓄積からくる経験を生かしていないこと。２．「相談」に対する認識が間違っていること。

３．民生委員さん達との役割分担が、その特性を理解したものでないこと。４．新たな公共という視

点を理解できない「直営万能論」への批判、５．費用対効果への疑問、の５点に集約することがで

きる。

悲しいかなこれらの危惧は見事に「的中」してしまった。モデル事業の２地区は、住民に身近な

相談拠点を整備し、直営の専門スタッフまで配置したにも係わらず、相談件数は１０分の１に激減

した。にも係わらず、これにかかる費用はＣＳＷ活用時に比べ数倍に昇り、今年度からは相談日

の縮小まで囁かれている。私達が提案した「基金」を活用したＣＳＷ制度の再構築への呼びかけ

は全く聞き入れられず、結局この「基金」は公民館の血圧計等に変わってしまい、来年度のモデ

ル事業を受け入れる地区はほとんど無い状態となり、今後の展開に一層の暗雲を生じさせてい

る。さすがにこの事業を進めてきた当事者からも、「失敗であった」との声まで出始めている。

ただ、私達は「ざまあみろ！」と無責任な嘲笑を浴びせるつもりはない。それは一方で、しっかり

とした提案と説得が出来なかった私達自身の失敗であり責任でもある。だからこそ、もう一度これ

からの地域福祉のセーフティネットを真剣に再構築しなければならない。今ならまだ間に合う。

その意味で、私達はもう一度ＣＳＷの「専任」を原則とした再構築に取り組むべきであると考え

ている。ただその提案は単なる「先祖帰り」ではない。今回のＣＳＷ議論でこれまでの本市制度の

不十分さも明らかになったからこそ、その経験と今回のモデル事業の蓄積からのスタートでなけ

ればならない。「公務員がもっと責任を持つ自覚がいる」と呼びかけた行政サイドからの提起は決

して間違っていない。その決意の上にたったうえでも、行政と受託主体である法人と

ＣＳＷの関係についても一定の結論がいるし、ネットワークづくりと

個別のケースワークにおける役割の分担についても未成熟で

あったことも事実である。また、これまでの在介センター重視

の姿勢は、ＣＳＷのオールラウンド性を偏狭化させるし、

社協とのネットワークももっと構築しなければならない。

M-CANの

主 張
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2011年10月の敬老会の様子

また民生委員会と福祉委員会制度の整理も必要であろう。その意味で、今後の「地域福祉ネット

ワーク」をどの様にするかを再検討するテーブル作りは必然であろう。2013年度からのスタートを

目指して真摯な議論を積み重ねたいと願う。

そこで、三島地区の高齢者アンケートから見えた重要な視点がある。昨年の１０月に三島地区

福祉委員会は校区の1535人の70才以上の高齢者にアンケートを実施した。これは敬老会の粗品

引換券を兼ねていたから、短期間で1120人ものアンケートが集約され、それらの意見は今後の

「知恵のわプランモデル事業」に活かされようとしている。ただ私達が注目したのは、アンケートを

出さなかった400人の中に、「福祉サービス」を受けている高齢者が意外と多いという実態であっ

た。私達にとっては最も「粗品」を渡したい人達でもあった。それらの高齢者にとっては、日常生活

における必要情報へのアクセスは、それら施設のヘルパーやデイなどのサービス提供者を通じて

しか行われておらず、私達地域サービスのアクセスはなかなか機能していないのである。言い換

えれば、行政や保険制度などのフォーマルサービスと、住民達が展開するインフォーマルなサー

ビスとが連携がとれていれば、これらの高齢者の課題は解決したのではなかったか。そんな悔い

が残っている。ここを繋ぐことに私達はこれからの「まちづくり」の神髄があるように思えてならな

い。それは行政だけでも無理であり、もちろん住民サイドで出来るものでもない。この２つのファク

ターを繋ぐ専門性を持った触媒こそＣＳＷであり、CSWの今後の事業展開のヒントが詰まっている

ように思う。そしてこの枠組みこそ「新たな公共」そのものなのではないだろうかと考えている。

今回の経験をふまえて、市民のためにどんな地域福祉制度が必要なのか、どの様な枠組みで

実施することが効果的なのかを、もう一度多くの知恵を結集して検討していこう。他市の進んだ実

践に学びながら、茨木市らしいネットワークの構築を目指して、M-CANはそのために汗をかく決意

である。
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CSW

昨年１年間、大関がＣＳＷとしてお世話になっておりましたが、３月に退職いたしました。南が再び、

ＣＳＷ事業を担当させていただくことになりました。

茨木市から委託されたＣＳＷ事業も７年目となりました。前民生委員長瀧井さんのご協力で始まっ

た見守り訪問を中心とした月１回のセーフティネットワーク会議も、右遠民生委員長のご協力のもと、

三島・庄栄小学校区で継続して熱心に行われています。昨年度は、この会議で地域の課題としてあ

がっていたＵＲ公団住宅でのふれあいサロンを始めることができました。

最近では、「まだまだ多くの人には認知されていない民生委員・福祉委員を中心とするセーフティ

ネットワークの取り組みを自治会にも広げていくために何かしていかないといけない。」という声も会議

の中であがってきています。太田小学校区でも、２０１０年度から定期的に民生・児童委員さんと関

係機関の情報交換会が開催されるようになりました。どの地域の民生・児童委員さんも地域のために

熱心に活動されており、頭の下がる思いでいっぱいです。

昨年度から、ＣＳＷ事業への茨木市の委託金が減額になったこともあり、地域からの新規の相談

は、直接、茨木市の福祉政策課が対応することになりました。しかし、Ｍ－ＣＡＮには相変わらずいろ

んな相談が寄せられます。ひとつひとつの相談に対して丁寧にかかわり、地域のみなさんにご協力い

ただいて、包括支援センター・エルダーをはじめとしたさまざまな相談機関・行政と連携しながら問題

解決に取り組んでいます。最近すぐには解決しない困難なケースが増えています。ＣＳＷの事務局の

矢山と一緒に、地域の皆さんに気軽に来ていただける相談窓口のひとつとして笑顔でがんばって行き

たいと思いますのでよろしくお願いいたします。

こんな時はどうしたらいいの？と思った時はどうぞお気軽にご相談下さい。

引き続き、駄菓子倶楽部みかん屋もよろしくお願いいたします。
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ひざし

平成１６年６月に開始した配食サービスひざしですが、２４年３月末をもち、事業を終了致しまし

た。約８年間地域の高齢者の方々や地域のスタッフに支えられて、特に大きな問題も起こらず無事

に終えることができました事に感謝しております。

当初、民生委員さんの声かけで利用者さんを…と言った感じで、地域に配食と言うもの自体が浸

透していませんでした。

でもその翌年に始まったCSW事業などの相談から、他事業所

との繋がりや地域との繋がりが徐々に広がっていき、ひざし＝配

食というように、地域にも名前が浸透していきました。

本来は役所の委託事業ですし、高齢者の為の安否確認を目

的とした配食サービスですが、相談から繋がった高齢者以外の

精神障害者、身体障害者の方にも同じように利用していただき、

菜の花や茨木病院との繋がりも、より深くなりました。

たかがお弁当…されどお弁当…

食は人間の生きる源で、高齢者の方にとっては楽しみのひとつでもあると思います。

その中で、ひざしを利用し好きになって頂きお弁当が届くことを楽しみにしてもらえたこと、スタッフとの

会話を楽しみに待ってくださっていたこと、本当にありがとうございました。
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茨木市が今年度、「街かどデイハウス」への補助金を大幅に引き下げました。

このことに心配した利用者の数名の皆さんが、「居場所」を守りたいと市長へ

手紙を書かれたうちの１通を紹介します。

息子夫婦と同居の昭和生まれ７４才です。

「日向（ひなた）」にお世話になり五年目を迎えております。それまでは鹿児島で元気に何不自由

なく暮らしておりましたが、いきなり大阪に来てからは、急に年をとり、足腰と身体にも異常をきたし、

毎日をどう過ごそうかと心悩んでいました。友達もなく、ご近所の方もマンションとなればお会いする

こともなく、話すことも無く、淋しい思いをしていました。

そんな時、息子夫婦が探してくれた素晴らしい場所が「街かどデイハウス日向」でした。一日体

験させていただき、早速入会させていただきました。皆さん高齢とは思えぬ明るい顔、元気で楽しく

過ごされている姿を拝見し、この目で実感し、「これだ～ぁ」私も頑張ろうと！

スタッフの方々もやさしく、一生懸命親切に面倒見てくださっています。我が親の様に世話をし

てくださいます。年寄りはやはり若者に乗るにも、追いかけていくにも、大変な世代ですが、デイハ

ウスは違います。「ぼけず」元気で暮らす所です。こんなに良いところはありません。

今ではハウスの皆さんとは、生涯親友として大切な財産として、人生にも楽しみを与えられ、心を

はずませ、慰められ、通わせてもらっています。家族にも話せないこと、嬉しい事、時にはうっぷん

晴らしに愚痴ってみたり、一日一日がとても楽しいです。また、「ひなた」で出来たお友達と、コンサ

ートや旅行にも行っています。巡りめぐる季節、一年の行事も数多く、保育所・小学生・時には大学

生とのふれあい交流等々、楽しませていただいています。月ごとにお誕生日会、民謡、カラオケ、

ダンス、お買い物や外食ランチデー、茨木体操と、若人に負けじと毎日を頑張っている私達です。

スタッフの方々は、我が子どもみたいに可愛

いし、自分の息子・娘といえど、やれ仕事、子育

てと追われていては、私達年寄りはつい遠慮し

て、淋しく思う今日です。

「潮が引くように何事も簡単に忘れ、捨てられ

る年寄り！」

これから先、四人に一人と高齢化が叫ばれる

世界になりつつありますが、この様な老人の憩い

の場所を大切に守って欲しいと思います。
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飲んで食べて呑んで食べる とよなか初！第１回 庄内バル

「バル(bar)」とは、スペインではどこの街にもあるといわれ

る、喫茶店でもあり、食堂でもあり、居酒屋でもあるお店の

こと。街全体をバルに見立ててそのエリア内のお店を転々

と巡り、飲み歩くイベントが「バル」です。

バル当日は、マップを見ながら行きたいお店を選びま

す。チケット1枚につき1店舗でバルメニューが楽しめます。

チケットは5枚綴りです。チケットの数だけお店を「はしご」

し、庄内を食べ飲み周ります。

また、庄内バルでは、いろんなスタイルのミュージシャン

がふらりとやってきて、軒先や店内で軽く演奏してくれます。

ミカンジュースVol.8で、「食と職をつうじたまちづ

くり」のとりくみについてインタビューにこたえてくだ

さった佐々木妙月さんたちが、豊中で、「第１回庄内

バル」を開催します。ぜひご参加ください。

私より高齢の方、ひとり暮らしの方など大勢いらっしゃいますが、とても明るく、安心して毎日を精

一杯過ごされている姿を一度見て欲しいです。格好いいことは言えませんが、戦争を振り返えれ

ば、苦しい時代も走馬燈のごとく、暗い道のりを越え、歩き続けて、こんな良き世の中を創って下さ

り、今の高齢者は宝物だと私は思います。高齢者の生きがいを取らないで欲しい。このような施設

で、我が家のような所で一人でも幸せにいられるように。貧しくとも豊かに老いた顔を忘れて欲しくな

いです。

健康は若さや老いではない。表情も穏やかに、いつまでも健康の許す限り、この街かどデイハウ

スに通い、学びたいと思います。人の優しさ、人の心と情け、夢を託して、命ある限り明日のために、

老人は生き続けていきたいのです。元気でみんなと頑張ります。
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M-CANのボランティアチームのメンバーで集まり「何かできることはないか？」
と話し合いの場を持った。

2012年、3月10日、総持寺公園で"みしまキャンドルナイト"というイベントが⾏われた。

昨年の東⽇本⼤震災から⼀年が経過し、「いま、自分達に何かできることはないか？」を出

発点として、企画会議の話し合いの中でそのイベントを実施することになった。このイベ

ントに中心的に関わらせてもらった者として、また、M-CANのボランティアチームである

"M-CAN Seeds（みかんの種）"を卒業した者として、"みしまキャンドルナイト"を振り返

ってみたい。

昨年の震災が起こった直後にも、M-CANのボランティアチームのメンバーで集まり「何

かできることはないか？」と話し合いの場を持った。それによって、チーム全体で支援を

実施するということには⾄らなかったが、それぞれのメンバーが⽀援の在り⽅を模索し、

それぞれができることを⾏っていたように思う。そして、震災から⼀年が経過した後も、「何

かできることはないか」という思いもあったし、⾃分⾃⾝が2012年の3⽉を以て、M-CAN

のボランティアを卒業するということもあり、三島地区でできることをやってみたいとい

う思いがあった。

福田 浩之
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三島地区福祉委員会の協⼒のもと、災害時の炊き出し訓練を兼ねて、豚汁とアルファ⽶
のおにぎりを作り、配布。⻑蛇の列が出来た。

イベントの準備には悪戦苦闘した。⼤量のキャンド

ルとそれの風よけとしてのペットボトルを用意しなけ

ればならなかった。キャンドル作りでは、子どもの社

会起業塾でのノウハウが活かされたが、⻑時間キャン

ドルの火が灯らないという問題があった。しかし、M-

CANに日頃関わっておられる方々がペットボトルを持

ってきてくれ、また自分達の知り合いからペットボト

ルをかき集めてくれた。駄菓子屋のみかん屋に来る子

ども達はキャンドル作りに参加してくれた。キャンド

ルの⽕が⻑時間灯るように、アイディアを出し⼿伝っ

てくれる方々もいた。様々な人達の支えで、イベント

当日を迎えることができた。

「みしまキャンドルナイト」のポスター

キャンドル作り
には、子どもた
ちも参加してく
れた。

⼤量のキャンドル作り。子どもの社会起業塾でのノウハウが活かされた。
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関⻄⼤学のバンド、「カントリーマアム」による
追悼コンサート。

ここで、イベントがどうであったか？について詳し

く分析はしないが、一言でいうならば、失敗であっ

た。準備不足が目立ったように感じる。手作りのキ

ャンドルの火がなかなか点かなかった。火が灯って

も、すぐに消えた。火を付けるためのチャッカマンさ

えも力尽きた。緊急事態の連続だった。けれど、そ

れでも、なんとか "みしま" と "3･11" という文字

は浮かび上がり、イベントも無事に終えることがで

きた。

イベントは失敗だったと述べたが、失敗の前に

"最高の"という言葉を付け足したい。相次ぐ緊急

事態にもかかわらず、イベントに来てくれた人達は

必死に消えたキャンドルに火を付けてくれた。子ど

も達も一生懸命、火を付けてくれた。手作りのキャ

ンドルだと火がすぐに消えてしまうので、イベントを

抜け出し近所の100円ショップでキャンドルと、新し

いチャッカマンを買い出しに行ってくれた方もいた。

トラブル続きのイベントだった。しかし、イベントに参

加してくれた人達が、イベントを成功させるために、

それぞれの力を発揮した、そういうイベントであった

と思う。これほど人のつながりを実感した日はなか

った。私にとって"最高の失敗"をした日だった。
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イベントの様子は、Ustreamで生中継。
Ustreamのブログや注目番組ピックアップにも取りあげてもらい、多くの人に
視聴していただけた。録画は、下記URLより⾒ることができる。
http://www.ustream.tv/channel/m-can-juice/

さて、私は約一年間M-CANにボランティアとして関

わらせてもらった。週に一度ではあるが、親子交流の

場"こえん広場"での子どもの相手、みかん屋の店

番、そしてインターネットラジオなど様々な場を経験さ

せてもらった。それらを通して、M-CANにスタッフやボ

ランティアとして携わっている方々とも交流することが

できたし、地域の子ども達に顔を覚えてもらえたので

はないかと思う。"みしまキャンドルナイト"のイベント

を終えて現在実感していることは、M-CANの人々との

つながりである。

人が何気なく集まることのできる場所があるからこ

そ、人とのつながりが生まれる。そして、人とのつなが

りがあるからこそ、「自分にできることは何か」という思

考が生まれ、行動へと繋がる。"みしまキャンドルナイ

ト"のイベントにおいて、人とのつながりがあったからこそ、緊急事態を乗り越えることができたのだ

と思う。三島だからできたイベントだった。東日本大震災を受けて、地域でのつながりが見直されて

いる。普段から地域内において人と人とのつながりがあるから、地震などの緊急事態に対応できる

強い地域になるのではないだろうか。M-CANでの人と人とをつなぐ地道な実践が、絆という幾重の

"糸"を紡いでいくのだろう。

追記：この記事を皆様がご覧になっている時には、私はフィリピンにいることだろう。今春、無事に大学

を卒業して、6月からフィリピン大学で地域開発と社会福祉の勉強をすることになった。きっと、慣

れない土地でヒーヒー言っているかもしれない。しかし、これからの学びを思うと胸がわくわくして

いる。二年間、学問に邁進していきたいと思う。M-CANの"種"を胸にひめて― 福田浩之

相次ぐ緊急事態を乗り越えて、浮かび上がった
「みしま 3･11」の文字。
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印刷： 株式会社プリントパック / デザイン：

一昨年までCSWを努めてくれていた室田君が、首都大学東京の准教授に迎えられるこ

とになった。昨年までのCSWであった大関さんは、宝塚市の社会福祉協議会の採用が決

まり、M-CAN Seedsの責任者的役割を努めてくれていた福田君が、フィリピン大学に留学

することになった。M-CANのスタッフが各地から必要とされ、活躍の場が与えられることは

本当に嬉しい。みんな新しい新天地で思う存分力を発揮して欲しいと願う。

ただ、さすがに一気に３人も抜けるとただただ淋しい。彼らが続けていてくれた活動も正

直なところ混沌としている。もう一度M-CANの事業総体の建て直しと、新しい事業計画を

出さないといけない。

それでもM-CANは地道に活動を展開する。地域にしっかりと根を張り、M-CANでしか出

来ない取り組みを模索している。福祉委員や民生委員さんというM-CANらしい支援者に支

えられながら、残ったスタッフは地道に頑張っている。３人がM-CANに居たことを「誇り」と

思えるような、そんな三島らしい地域福祉の実践を創り上げるために！

三島コミュニティ・アクションネットワーク 事務局


	MJ09-表紙
	MJ09
	1/10
	2/10
	3/10
	4/10
	5/10
	6/10
	7/10
	8/10
	9/10
	10/10

	MJ09-裏表紙

