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ははじじめめにに   

  
  

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会  

理事長 瀬戸 恒彦  

 
 

おかげさまで、（公社）かながわ福祉サービス振興会は、このたび２５周

年を迎えることができました。当法人は、神奈川県や市町村の「公」と、民

間企業やＮＰＯなどの「民」が連携協力して、平成９年３月に創立されまし

た。以来、２５年にわたって「市民とともに創る新しい公共」の実現に向け

て、様々な公益事業に取り組んでまいりました。こうして２５年にわたり事

業を継続できたのも、ひとえに当法人を支えてくださった会員の皆様のご支

援とご厚情の賜物と心から御礼申し上げます。  
私たちは、２５周年記念事業の一環として、２０４０年を展望した「かな

がわ福祉ビジョン」の検討を進めてまいりました。高齢者や障がい者が住み

慣れた地域で幸せに暮らすことのできる地域を共創するために、何ができる

のか、何をしなければならないのか、委員会や部会において活発な議論が展

開されました。  
新型コロナウィルスが世界的規模で流行し、世の中が暗い世相に包まれて

いますが、神奈川県においては、若い経営者を中心として、これまでの福祉

の枠にとらわれない先進的な福祉活動が展開されています。こうした先進事

例も織り交ぜながら、未来を明るく照らすための提言を取りまとめました。

提言の取りまとめにあたっては、慶應義塾大学経済学部教授の井手英策委員

長をはじめ多くの皆様から貴重なご意見やご示唆をいただきましたこと、こ

の場を借りて御礼申し上げます。  
幸せを実感できる地域社会をつくるために、幸せの種をまき続けることが

大切になっています。人生１００歳時代を迎え、地域の社会資源を総動員し、

住民が主役となる「ともに生きる社会」の実現に向けて、微力ではあります

が最善を尽くす所存です。今後とも、より一層のご指導ご鞭撻を賜りますよ

う、よろしくお願い申し上げます。  
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ビビジジョョンン発発行行にによよせせてて  

～かながわ福祉ビジョン２０４０策定委員会委員・作業部会会員より～ 

 

慶慶應應義義塾塾大大学学  経経済済学学部部教教授授  

井井手手  英英策策 

21 世紀。幼い頃の僕は夢と希望で一杯の時代を思い描いていた。だが、人口

が減り、所得が減り、安心が減る。訪れたのは＜縮減する世紀＞だった。 

高齢化が進み、女性の就労が進んだ。福祉や子育ては他人事から身近なテーマ

に変わった。政府に頼りっぱなしではもたない。地域に投げっぱなしでも回らな

い。そう感じた僕たちは、政府の役割を論じ、あるべき地域の姿を語り、事業者

へ、働く人へ、行政へ、思いの丈をぶつけようと決めた。 

この報告書は火の出るような熱い議論の集大成だ。未来はいつもいまの延長

線上にある。いまを動かし、未来を変える、そんなエネルギーが＜かながわ＞

には満ちあふれている。さあ、始めよう。21世紀を＜喜びの世紀＞に変えるた

めに。 

 

 

 

 

神神奈奈川川県県立立保保健健福福祉祉大大学学大大学学院院ヘヘルルススイイノノベベーーシショョンンススククーールル  教教授授  

島島岡岡  未未来来子子 

未来を予測することは困難です。もちろん様々な予測データはあります。しか

し猛スピードの変化の中で、福祉をめぐる社会や人と人との関係は、いったいど

う変質するのかに思いをはせたときに、私たちは予測の困難さにしばしば呆然

とします。しかし困難でありながら、そして厳しいとも言える予測データを前に

しながらも、今回のビジョンづくりに向けた議論は楽しいものでした。それは関

係者の方々や先進事例に取り組む皆さんが、この変化を生き抜くために必要な 

ことは何か、ということを如実に体現している人ばかりだったからと思います。 

この方たちを表すキーワードは、固定概念を疑い、アントレプレナーであり、 

社会とのつながりを重視し、学び続ける態度を持ち、失敗を許容し、課題発見 

力があるということだと思います。このビジョンづくりに関わらせていたおか 

げで、明るい未来が見えてきた気がします。このビジョンを読んだ皆さんにも 

未来に向けたワクワク感が沸いてくることを祈っております。 
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株株式式会会社社ジジョョビビアア  代代表表取取締締役役社社長長  

𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷𠮷備備  カカヨヨ 

この度策定委員のメンバーの一人として、未来の福祉ビジョンについて専門

家の方々の知見や福祉現場を運営されている方々の知恵と勇気と覚悟に接し、

大変学ばせていただくことがありました。 

 未来はどのように福祉を定義するようになるのか。高齢化が進み、人生１００

歳時代を迎える中で、一人ひとりがより明確に「我が人生」の絵柄を創造してい

くこと、そして周囲がどのようにその思いを尊重し、敬意を抱き、一人ひとりの 

人生に寄り添えるかが肝要かと感じます。 

福祉はとても崇高な人間界の作法であってほしいです。一層の教育、医療、

行政、街づくりとの連携強化が図れること期待しております。 

 

 

 

 

 

 

横横浜浜市市政政策策局局共共創創推推進進室室長長  

梅梅澤澤  厚厚也也 

これからの社会に大きな影を落とすであろう課題の一つに、孤独・孤立の深刻

化があります。「2040かながわ福祉ビジョン」策定作業の只中に報じられた、地

域医療者が犠牲となる複数の事件の背景にも、家族や隣人とのつながりの希薄

化が透けて見えます。「愛情」の反対語は「無関心」とよく言われますが、一人

ひとりが尊重されウェルビーイングが増進する真の意味での福祉社会が実現す

るためには、ビジョンをお読みいただいた皆様の主体的な地域社会への関与が 

欠かせません。 

策定委員の末席に加えていただいたことを大変光栄に思います。崇高なビジ

ョンの実現に向けて、皆様とともに、私個人としても微力を尽くしていきたい

と考えています。 

  



3 
 

慶慶応応義義塾塾大大学学  名名誉誉教教授授  

公公益益社社団団法法人人かかななががわわ福福祉祉ササーービビスス振振興興会会副副理理事事長長  

深深谷谷  昌昌弘弘 

社会の眼差し・福祉の眼差し             

 福祉ビジョンの策定に関わっていてつくづく感じたことがある。振興会発足

時のビジョンではとにもかくにも福祉そのものに視線を当て福祉が羽ばたくこ

とを願っていたように思う。前回は福祉が社会にどう根づき働くかが関心の的

であった。そして今回は、社会に埋め込まれた福祉が社会とともにどう息づき、

福祉を埋め込んだ社会がどう福祉とともに動いていくのかを構想している。こ 

のような視点の動きは、福祉の福祉としての自立、社会に根づく福祉、そして、

福祉と社会の相互的展開への意識の反映である。市民社会は、福祉がしっかり

地歩をえること、福祉が社会の構成員であることを、支持し受け止めてくれた

と思う。また今後も、福祉が社会の一員として、社会の諸局面もまた福祉とと

もに、社会を動かしていくことを受け入れ後押ししてくれると思う。これから

の社会と福祉に期待していきたい。 

 

 

 

 

早早稲稲田田大大学学大大学学院院経経営営管管理理研研究究科科  客客員員教教授授  

ＣＣＡＡＰＰＳＳ株株式式会会社社  代代表表取取締締役役社社長長  

鶴鶴谷谷  武武親親 

「柔軟性」「多様性」「教育」、これが作業部会委員としていただいた宿題であ

る「2040年の社会福祉に期待すること」として提示した項目でした。 

柔軟性としては、制度の柔軟な運用から、ギグワーカーを支えるようなプラッ

トフォームまで、改善の余地は大きい。固定的な家族観に縛られず、外国人、一

人世帯、子どものいない世帯、パートナー世帯など、様々な人がいることを前提 

にした社会福祉が望まれる。人生において社会福祉に関わらず生きる人はいな

い。ならば、教育の中に、社会福祉に関わるリテラシーと言えるような知識や

情報を入れることも必要なのではないか。 

こうした言いたい放題を、井手委員長をはじめ、「かながわ福祉ビジョン 2040」

の策定に関わるみなさんは受け入れてくださいました。このチームは、柔軟性

も多様性も備えていたのだと思います。このビジョンが、一人でも多くの皆さ

んと共有されることを願ってやみません。 
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株株式式会会社社ああおおいいけけああ  代代表表取取締締役役 

加加藤藤  忠忠相相 

仕事においても、個人的な日常においても、毎日があたりまえに流れているわ

けですが。超少子高齢化社会に生きている私たちが２０年先の社会を考えると、

ものすごい激変期に生きていることを思い知らされます。でも、あまり小難しい

こととして捉えるのではなく、日常の中でちょっとした幸せを感じられるとか、

そんな仕組みだったり雛型だったりを考えて、且つ動いていく。そんな未来につ

ながる実践がビジョンの一助になったら幸いです。 

 

 

 

特特定定非非営営利利活活動動法法人人ささんんわわーーくくかかぐぐやや  理理事事長長  

藤藤田田  靖靖正正  

福祉という言葉は、福も祉も幸せという意味らしい。 

それなら、 

料理人が、「おまえは料理も作れないのに福祉を語れるのか！」とか、 

農家さんが、「野菜も育てられないのに福祉の話が出来るの？」なんて、 

誰もが、それぞれの角度で人を幸せにする事について話が出てくる様な時代に

なって欲しい。 

人への配慮、生き物への配慮、環境への配慮、未来の全てのものへの配慮 

それは、経済活動とも両立出来るはずで、今後の暮らしの中心的な考え方にな           

ると思います。 

 

 

 

株株式式会会社社ぐぐるるんんととびびーー  代代表表取取締締役役 

菅菅原原  健健介介 

発行おめでとうございます。寄稿されている方々の素晴らしいケアの実践は

ときに理想的なケアに見えることがありますが、ぐるんとびーに関して言えば、

足りないことだらけ。きっと他の法人もそうだと思います。これらの法人を量産

して広げたら地域が良くなるなんて簡単なことではない。だからこそビジョン

を掲げ、試行錯誤し続けていく事が大切だと感じています。 

政策と実践の両輪をアップデートする中から生み出されていくであろう神奈 

川県の福祉が今回の発行でさらに加速することを願っています。 
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第 1章
2040 年の日本、そして神奈川県の姿
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第第１１章章  ２２００４４００年年のの日日本本、、そそししてて神神奈奈川川県県のの姿姿  

１．日本と神奈川県の人口はどのように推移していくのか  

日本の総人口は、2008 年の約 1 億 2,808 万人をピークに減少へと転じました 1。すでに、０

～14歳の人口は 1980 年代から、15～64歳の人口は 1995 年以降減少に転じています。図 1-1-1

など、総務省を始め国が示す資料によれば、総人口が明らかに減少へと転じた 2011 年以降は、

「本格的な人口減少社会」と呼ばれています。ただ、人口推移を年齢別にみていくと、65歳以

上の高齢者人口は、現在も増加中です。そのため、日本の高齢化率は、間もなく 30％に達し、

現在の推計では、今後 50年間で 40％近くに達すると見込まれています。 

しかし、増え続ける高齢者人口も、65～74 歳と 75 歳以上とでピークアウトの時期が異なる

ものの、2040 年代には減少に転じると見込まれています。つまり、あらゆる世代で人口が減少

するのが 2040年代なのです。もちろん、この傾向には地域差が生じると予測されています。日

本の総人口の約３割 2が集中する東京圏では、他の地域とは異なる人口の推移が進むと見込ま

れています。 

私たちが暮らす神奈川県の人口はどのように推移していくのでしょうか。神奈川県の総人口

は、2021年に約 924万人にのぼり、これを境にピークアウトを迎えたとみられています 3。 

 
1 総務省統計局「統計トピックス No.119 統計が語る平成のあゆみ」 
2 総務省「令和 2 年版情報通信白書－都市部への人口集中」 
3 神奈川県「神奈川県人口統計調査(月報) 令和３年～4 年」 

出典：内閣府「令和３年版高齢社会白書」より作成 

図図 11--11--11  日日本本のの総総人人口口とと高高齢齢化化率率のの推推移移 
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図 1-1-2に示されるように、今後も高齢者人口は増加する見込みですが、０～14歳と 15～64 

歳の人口は、現時点で減少傾向にあり、しかも、2040 年の 65 歳以上の人口は、15～64 歳の人

口の約 60％に相当すると推計されます。同じく東京都に隣接する千葉県と埼玉県も、ほぼ同様

に 60％を超える 4 と見込まれています。ちなみに、この割合は、東京都では 48％4となります。

この理由として、東京都と隣接県との間では、15～64 歳の世代で東京都への人口流入が続き、 

 
4 国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来人口（2018 年推計）」をもとに算出。 

出典：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(2018 年推計)」より作成 

図図 11--11--22  神神奈奈川川県県のの年年齢齢別別人人口口推推計計 

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第８期）」より作成 

図図 11--11--33  神神奈奈川川県県のの高高齢齢者者をを含含むむ世世帯帯のの推推移移 
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高齢者世代が隣接県へ流出する傾向のあることが考えられます 5。そのため、東京圏以外の地方

では、そう遠くない将来に高齢化率がピークアウトを迎える地域があるのに対し、東京圏では、

長期間にわたって高齢者人口の増加傾向が続くことが予測されます。しかも、地方に比べて高

齢者の人数そのものが膨大です。 

今後、全国的に高齢者世帯が増えると予測されていますが、その傾向は、図 1-1-3 に示され

るように神奈川県も例外ではありません。県の推計 6によれば、2035 年時点、総世帯数に対し

て高齢者世帯数の占める割合は約 27％になり、高齢単身世帯数の割合は約 14％と予測されてい

ます。国の推計では、2025年頃に高齢単身世帯数が高齢夫婦世帯数を上回る見込みであり、2040

年には、高齢者単身世帯数が約 20％7に達し、高齢者の５人に 1人は一人暮らしになると予測さ

れています。 

神奈川県は、2015 年に「神奈川県人口ビジョン」を策定し、「人口減少社会に歯止めをかけ

る」、「超高齢社会を乗り切る」ことを同時に克服すべき課題であると設定し、「合計特殊出生率

の向上」、「マグネット力の向上」及び 「未病の取組みによる健康長寿社会の実現」という３つ

のビジョンを提言しています 8。この提言では、2050 年には合計特殊出生率を２.０７に引き上

げ、神奈川の魅力を磨いて国内外からの人の転入と社会増の維持を図り、未病への取り組みを

推進して健康長寿を実現し超高齢社会を乗り切ることを実現するとしています。 

２．さらなる高齢化と要介護(要支援)者の増加 

図 1-2-1 は、健康寿命と平均寿命の推移を表したものです。二つの年齢の差が小さいほど、

健康に過ごす期間が長くなることを意味し、その差は、男性の場合で約９年、女性は約 12 年で

あることがわかります。ちなみに、神奈川県の場合、男女ともに全国平均を 0.3～0.4 ポイント

 
5 国土交通省「日本創生会議―首都圏問題検討分科会資料(2015 年 6 月 4 日)」 
6 神奈川県住宅計画課「神奈川県の人口、世帯及び空き家数などについて」 
7 国立社会保障・人口問題研究所「日本の世帯数の将来推計(都道府県別推計：2019 年)」 
8 神奈川県「神奈川県人口ビジョン(2015 年《2020 年改訂版》)」 

出典：内閣府「令和 3 年版高齢社会白書－第２節 高齢期の暮らしの動向」より作成 

図図 11--22--11  健健康康寿寿命命とと平平均均寿寿命命のの推推移移  ≪≪全全国国≫≫  
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ほど上回るとされています 9。健康寿命を過ぎた人たちの多くは、療養や闘病、介護などを伴う

生活を送っていると考えられます。なお、平均寿命は、2065年には男性が 85歳、女性は 91歳

まで伸びると見込まれています 10。 

日本では、少子高齢化の進展とともに死亡者数も増えています。1989 年には年間約 79 万人

だった死亡者数は、2019年には 138万人にのぼり、2040 年には 168万人と、２倍を超える水準

に達すると見込まれています 11。今後も死亡者数は、数十年間にわたって高位で推移すること

から、前述の図 1-1-1からもわかるように、日本の総人口は、2050 年代に 1億人を切ると見込

まれています。 

図 1-2-2 は、人生の最終段階において、医療や療養を受けたい場所の希望と、実際の死亡場

所とをまとめたものです。末期がんや重度の心臓病を患っていても、意識や判断力が保たれて

いる場合、「自宅」を希望する割合は約 30～50％にのぼりますが、認知症が進行した場合では

「施設」を望む割合が高くなるなど、心身の状態によって、希望する場所が異なることがわか

ります。実際の死亡場所を見ると、自宅で最期を迎えた割合が約 13％で、介護施設を合わせて

も約 23％にとどまり、およそ８割弱の人たちは、医療機関で最期を迎えたことがわかります。

その理由として、病状の進行や容体が変化した時点で医療機関の対応を仰いだケースや、在宅

での看取りまでを含めて対応できる往診医やその体制がまだ少ないこと、そして、看病を担う

人たちの負担が大きいことなどが考えられます。どこで最期を迎えるのかというテーマについ

ては、希望と現実との間に大きな乖離がみられます。 

高齢期においては、疾病や障害などにより、終末期の生活に様々な支障をきたす人たちが増

えることも予想されます。図 1-2-3は、神奈川県の要介護(要支援) 認定者数の推移を表したも 

 
9 内閣府「令和３年版高齢社会白書－2 健康・福祉－都道府県別 平均寿命と健康寿命の関係」 
10 内閣府「平成 30 年版高齢社会白書－平均寿命の推移と将来推計」 
11 厚生労働省「令和 2 年版厚生労働白書 第 1 章－平成の 30 年間と 2040 年にかけての社会の変容」 

図図 11--22--22  人人生生のの最最終終段段階階ににおおいいてて、、医医療療・・療療養養をを受受けけたたいい場場所所とと実実際際のの死死亡亡場場所所  ≪≪全全国国≫≫ 

出典：厚生労働省「平成 29 年度－人生の最終段階における医療に関する意識調査」より作成 
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のですが、2008 年には 24.1万人だった認定者数が、2020 年には 41.2万人に増えており、年に

約 1.5万人前後の割合で増え続けていることがわかります。また、認定者数の多くは 75歳以上

が占めており、2020年の 75歳以上の認定者数は 36.3 万人で、認定者数全体の 9割近くを占め

ています。全国推計でも、2030 年頃までは、年に約 17～18万人程度の割合で増加し続け、高齢

者人口が最大になると予測される 2040年頃に、認定者数もピークアウトを迎える 12と見込まれ

ています。 

要介護(要支援)認定者数の増加に伴い、認知症高齢者の数も増えていくと予想されます 13。

要介護(支援)状態としては、身体機能のほか、認知機能の低下に不安を感じる人は少なくあり

ません。もし、その時が訪れた場合、頼りになるのは介護サービスであり、今後、大都市圏を

中心に高齢者の増加とともに介護サービスの需要が増大することが考えられます。また、介護

の担い手が家族をはじめとする身内から、ホームヘルパーなどの介護サービス従事者によりシ

フトしていくことは想像に難くありません。図 1-2-4 は、介護需要の増大とともに、神奈川県

で将来的に必要となる（＝不足する）介護職員の数を表したものですが、2020年度は 1,557人、

2025 年度には 21,140 人が不足、そして、国の推計で 2040 年度には、約 46,431 人の介護職員

が不足すると見込まれています 14。 

  

 
12 経済産業省「将来の介護需給に対する高齢者ケアシステムに関する研究会報告書（2018 年 4 月 9 日）」 
13 「日本における認知症の高齢者人口の将来推計に関する研究」（平成 26 年度厚生労働科学研究費補助金特別研
究事業 九州大学 二宮教授）による速報値によれば、2012 年に 462 万人だった認知症高齢者の数は、将来的
に認知症有病率が上昇する場合、2025 年は約 730 万人、2040 年には約 950 万人に上ると予測されている。 

14 厚生労働省「第８期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について―添付資料（令和 3 年 7 月 9 日）」 

図図 11--22--33  神神奈奈川川県県のの要要支支援援・・要要介介護護認認定定者者のの実実績績とと予予測測 

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第 8 期）―介護保険の状況」より作成 
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３．労働力の減少と高齢者像の変化 

現在日本では、65歳以上の 24.9％の人たちが就業しており、就業率を年齢別にみると、65～

69 歳の 48.4％、70 歳以上の 17.2％が就業しています 15。 

日本の労働分野の特徴として、高齢者の就業率が高い水準にあることが挙げられます。図 1-

3-1 によれば、65 歳以上の就業率は、2006 年以降増加傾向にあります。総人口の減少に伴い、

今後も、労働力人口そのものの減少は続きますが、高齢者の就業者数ならびに労働力人口全体

に占める割合は、高齢者人口の増加とともに増え続けると考えられますから、将来にわたって

日本の経済を支える上で欠かせない戦力であり続けると言えるでしょう。 

 
15 総務省統計局「労働力調査(基本集計)2020 年平均結果の概要」 

図図 11--33--11  高高齢齢者者のの就就業業率率のの推推移移  ≪≪全全国国≫≫ 

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第 8 期）―高齢者の就業の状況」より作成 

図図 11--22--44  神神奈奈川川県県のの介介護護人人材材のの需需要要推推計計 

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第 8 期）―介護人材の需要推計と供給推計」および 

厚生労働省「第 8 期介護保険事業計画に基づく介護職員の必要数について」をもとに作成 
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図 1-3-2 によると、日本の高齢者が働き続けたいと考える理由として、男女ともに収入の確

保を挙げる人が最も多い一方、仕事のやりがいや社会への参加意識、健康に役立つといった理

由もおよそ４割以上に上っています。働きたいと希望する高齢者の労働参加を高めることは、

本格的な人口減少社会における経済の活力維持のほか、地域の働き手や社会保障の支え手の確

保にも貢献します。高齢者にとっても、就労やボランティアなどの社会活動が転倒リスクの低

下や抑うつ傾向の軽減、認知機能の維持改善に効果があり、社会的役割や生活機能の維持にも

つながるといった研究報告もあります 16。 

歩行速度の向上など、近年、高齢者の体力は徐々に向上しているほか、日本人の高齢期にお

ける思考力や読解力は、OECD の平均値を上回るという調査結果が出ています 17。新しい知識の

吸収や短期記憶能力の衰えは否めないものの、日常問題の解決能力や言語能力は、経験や知識

の習得に伴い、むしろ向上するとの研究報告もあります 18。また、「何歳からが高齢者だと思う

か」という問いに、「70歳以上」と答える人が圧倒的に多いという意識調査の報告もあり 17、65

歳以上の人たちを一律に高齢者として括ることは、もはや現状にそぐわなくなりました。こう

した背景もあり、高齢者のイメージは年々変化しています。 

前述のように、2040年頃までは高齢者人口と要介護（要支援）者数の増大が続きますが、す

べての高齢者が要介護状態になるわけではありません。図 1-3-3 によれば、過去、現在、そし

て将来予測においても、概ね８割強の人たちは「元気な高齢者」として生活し続けると見込ま 

 
16 首相官邸「未来投資会議―『健康・医療・介護』会合（第 3 回）配布資料 平成 29 年 12 月 14 日」 
17 内閣府「平成 30 年版高齢社会白書－第１章 高齢化の状況」 
18 総務省「平成 25 年版情報通信白書－第 2 章 ICT の活用による社会的課題の解決―第 3 節超高齢社会におけ
る ICT 活用の在り方」 

図図 11--33--22  6600 歳歳以以上上のの就就労労意意向向者者がが就就労労のの継継続続をを希希望望すするる理理由由  ≪≪全全国国≫≫ 

出典：内閣府「高齢社会対策に関する調査 高齢者の生活と意識－第９回国際比較調査(令和 2)」より作成 
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れています。老化に伴う障害の原因解明やその予防策として、未病 19やフレイル 20への取り組

みを筆頭に、ヘルスケアの研究と高齢期を元気に生き抜くための社会啓蒙が進められています。

およそ 40年後には、日本人の平均寿命は男性が 85歳、女性は 91歳に達すると推計されていま

す 10 が、健康寿命との差をさらに縮めることができれば、生涯を通して活躍できる期間が延伸

し、高齢者のイメージはまだまだ変わっていくと考えられます。 

 

 
19 神奈川県「未病改善・健康づくり－未病とは？」によると、「未病」とは、「心身の状態が『健康』と『病気』
との間を連続的に変化するものと捉え、このすべての変化の過程を表す概念」とされている。 

20 日本老年学会「フレイルの意義」によると、「フレイル」とは、「加齢に伴う様々な機能変化や予備能力低下に
よって健康障害に対する脆弱性が増加した状態」とされている。 

図図 11--33--33  要要介介護護者者のの割割合合のの推推移移  ≪≪全全国国≫≫ 

出典：総務省「平成 25 年版情報通信白書－変わる高齢者像」より作成 
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第第２２章章  神神奈奈川川県県のの福福祉祉ササーービビススのの現現状状とと課課題題  

１１．．介介護護保保険険のの始始ままりりととそそのの後後のの社社会会  

戦後、医療技術の発展や保健衛生対策の充実化、生活環境と意識の変化などにより、高齢者

の平均寿命は著しく延び続けてきました。それと同時に、心筋梗塞や脳血管障害などによる後

遺症や認知症等により、人生後半で生活に支障をきたしてしまう人も増加しています。図 2-1-

1に示すように、神奈川県の高齢者人口は増加し、2040年には 286.8万人、高齢化率も 33.6％

と上昇していく見込みです。 

介護保険は、2000年（平成 12年）に施行された日本で最も新しい社会保険制度です。それま

では、介護サービスを受けようとする人たちは、市町村に福祉サービスの利用を申請し、ホー

ムヘルパーやデイサービスといった在宅サービスの利用や特別養護老人ホームなどへの入所は、

市町村の判断で決定される「措置制度」という仕組みで運営されていました。 

しかし、介護の問題は、健康の悪化や生活上の障害に悩まされる高齢者本人にとどまらず、

介護者にも、介護の世話に伴う負担が心身ともにのしかかり、仕事や生活、健康、人間関係な

どに様々な影響を及ぼします。子育てとは違い、介護には卒業や独り立ちといった区切りが無

く、いつまで続くのかわからないという不安もつきまといます。高齢者の人口は、増加の一途

をたどり、核家族化が進む世帯状況で家族ばかりが介護の負担を担うことはもはや限界を超え

ています。そこで、介護の問題を、誰にも起き得る国民共通の課題であると位置付け、広く社

会で支えていくことを目的に介護保険制度が誕生しました。 

制度の施行開始当初から介護サービスの利用が促され、その拡充が急速に図られてきました。

神奈川県では、サービスの利用者数が右肩上がりに伸び続け、制度開始から 20 年の 2020 年で

約４倍近くの 345,664人に達しました（図 2-1-2）。こうした需要を受け、指定介護サービス事

図図 22--11--11  神神奈奈川川県県ににおおけけるる高高齢齢化化のの推推移移  

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第８期）―高齢者の急速な増加」より作成  
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業者数は約 2.5倍の 25,511件に増加しています（図 2-1-3）。 

それに伴い、介護給付費用は 2025 年には 2000 年 1,416 億円から約 5.6 倍の 7,897 億円にま

で増加すると見込まれています。（図 2-1-4）。 
介護保険は、社会に多くのメリットをもたらしました。福祉サービスの位置付けが、それま

での措置制度から介護保険制度に移行したことで、介護サービスの利用を希望する人は、自ら

の能力や生活を支えるために必要なサービスを選択して受けることができるようになりました。

また、その選択肢を増やすため、従来、介護サービスの事業主体の中心であった公的機関や社

会福祉法人に加えて、株式会社やＮＰＯ法人といった様々な運営法人の参入が促され、介護サ

ービス事業者は急速に増えました。介護支援専門員いわゆるケアマネジャーは、介護を必要と

する本人や家族からの相談を受け、適切なサービスの利用へと結びつけるとともに、介護者の

図図 22--11--22  神神奈奈川川県県ににおおけけるる介介護護ササーービビスス利利用用者者のの推推移移  

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第８期）―介護保険の状況」より作成  

図図 22--11--33  神神奈奈川川県県ににおおけけるる介介護護ササーービビススのの指指定定状状況況  

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第８期）―介護保険の状況」より作成  
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相談相手にもなることで家族の精神的負担緩和にも一役買っています。  

介護保険制度の功績の一つに、介護を社会に広く一般化させたことが挙げられます。介護保

険制度が施行される以前、介護は、家族だけで抱えるにはあまりにも重い負担でありながら、

それを他人はおろか隣人にさえも明かそうとせず、「家の奥で起きていること」として表沙汰に

しない風潮が一般的でした。しかも、当時の社会では、親の面倒を看ることは「娘の責任」や

「嫁の努め」といった考えが強かったため、その重責の担い手の多くが女性でした。しかし、

「介護」という言葉が広く一般化するにつれ、現在では介護サービスの利用を肯定的に捉え、

介護者の健康や生活をも尊重することが当然の世の中に変わっていることは、皆さんもご存じ

の通りです。 

近年は、「介護離職」や「ヤングケアラー」といった言葉を頻繁に見聞きしますが、近年まで

の社会変化とともに、家族の発揮する介護力は弱まりつつあると考えられます。しかし、これ

らの新しい社会課題が意味するところは、すでに社会に認知されつつあり、その対策 1や支援の
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し、問題解決を図ろうとする意識が醸成されてきたことも、介護保険制度の功績であると考え
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1 2022 年度の診療報酬改定では、病院が福祉や介護、教育機関と連携し、ヤングケアラーへの支援につなげた
場合の診療報酬加算が設けられる見込みである。 

図図 22--11--44  神神奈奈川川県県ににおおけけるる介介護護給給付付費費のの推推移移  

出典：神奈川県「かながわ高齢者保健福祉計画（第８期）―介護保険の状況」より作成  

 



- 23 -

２２．．障障ががいい者者、、子子どどもも、、現現役役世世代代をを取取りり巻巻くく福福祉祉ササーービビススのの今今 

介護保険によって、高齢者の介護をサポートするサービスが社会に数多く提供されるように

なった一方、子どもたちの生育環境を見守る仕組みや、障害のある人たちが社会の一員として

活躍できるようにサポートする制度も広がりつつあり、そして、社会保障には現役世代の暮ら

しを支える様々な制度も含まれています。 

((１１))  障障害害者者支支援援のの今今  

日本では児童福祉法に続いて、1949年に「身体障害者福祉法」が公布され、その後、「知的障

害者福祉法」、「精神保健福祉法」といった障害種別に応じて定められた法整備とともに、福祉

サービスの拡充と利活用が進められてきました（図 2-2-1）。それ以降、制度間格差や、いわ 

ゆる「制度の谷間」に陥る弊害の解消、障害別サービスの一元化、障害者への差別や虐待の防

止、相談支援を含む生活支援の充実・強化が図られ、2012年の「障害者総合支援法」の制定を

経て現在に至っています。また、国際的な要請を背景に、2014 年に日本は「障害者権利条約」

に批准し、障害者の生活支援や社会参加、権利擁護といった環境整備が急速に図られています

2。 

2011 年の改正障害者基本法は、「『障害』はその人を表すのではなく社会が作り出している」

という考えをもとに、誰もが自ら望む自分の生き方や生活が選択でき、支援を受けながら自己

実現できる社会づくりをめざすことを謳っています。現在、障害者の支援については、自立支

援の観点から、入所施設や病院から地域生活へ移行を促進するほか、就労支援の促進、医療的 

ケアを必要とする障害児や高次脳機能障害者への支援強化、発達障害者に対する地域支援体制 

の確立といった取り組みが進められています 3。 

 
2 全国社会福祉協議会ホームページ「障害者の福祉」 https://www.shakyo.or.jp/bunya/shougai/index.html 
3 厚生労働省「令和 3 年版厚生労働白書―第 9 章障害者支援の総合的な推進」 

図図 22--22--11  障障害害福福祉祉ササーービビススににおおけけるる主主ななササーービビスス種種類類別別にに見見たた総総費費用用額額のの推推移移（（各各年年度度合合計計））  ≪≪全全国国≫≫  

出典：厚生労働省「第 7 回障害福祉分野の最近の動向(令和 2 年 6 月 19 日)」より作成 
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 障害者手帳の交付数などから把握される 2018 年時点の神奈川県の障害者数は約 41 万６千人

で、中には複数の障害者手帳を併せ持つ人もいますが、県民の約 4.5％が何らかの障害を有して

いると考えられます 4。とりわけ、精神障害者数は、2008 年度の 35,490 人から、2018年度には

79,359 人へと２倍以上に増えており、今後、精神障害者数の増加率がもっとも高いと推計され

ています 4。 

県は 2018 年に、「かながわ障がい者計画」を策定し、障害者の自立と社会参加の支援、権利

擁護と障害への理解促進に向けた施策を一層推進し、一人ひとりを大切にし、誰もが住み慣れ

た地域で安心して暮らすことのできる「ともに生きる社会かながわ」の実現を目指すとしてい

ます 5。 

((２２))  子子どどもも・・子子育育てて支支援援のの今今  

戦後の混乱期であった 1947年、困窮する子供の保護、救済を図るために「児童福祉法」が公

布されました。これは、身体障害者福祉法(1949 年)や老人福祉法(1963年)に先立って制定され

たもので、日本の社会福祉法制度の中でも極めて初期段階に子どもの福祉を重視した当時の国

の姿勢が窺われます。国際的な観点からも、1994 年に国連による「児童の権利に関する条約」

が批准されています。 

神奈川県の年少人口（０～14歳）は、1980 年の 170万人に対し、2020年には 109万人と、減

 
4 神奈川県「かながわ障がい者計画（2019～2023 年度）―障がい者数の推移」 
5 神奈川県「かながわ障がい者計画（2019～2023 年度）―基本理念と基本方針」 

図図 22--22--22  神神奈奈川川県県のの障障害害者者数数のの推推移移とと推推計計  

出典：神奈川県「かながわ障がい者計画―障がい者数の推移」より作成 

注１ 身体障害者数は身体障害者手帳交付者数、知的障害者数は知的障害児者把握数、精神障害者数は

精神障害者保健福祉手帳交付者数から算出（県障害福祉課調べ）。 

注 2  2023 年 3 月 31 日（推計値）は、2013 年から 2018 年までの５年間の県内人口に占める障害者

の比率の伸び率から 2023 年の障害者の比率を推計し、2023 年の県内人口推計地に乗じて算出。 
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少傾向が続いており、2040 年には 96 万人へとさらに減少する見込みです 6。図 2-2-3 によれ

ば、神奈川県の合計特殊出生率は 2005 年の 1.19％を境に上向いてきていますが、常に全国平

均値を下回っています。また、2020年には全国平均の 1.34％に対して、1.25％7となりました。 

若い世代が希望の子供を持たない理由の一つに、所得金額の伸び悩みに伴う経済的理由が挙

げられていますが、幼児教育・保育の無償化はその要望に応える施策の一つです。待機児童の

解消に向けた預かり保育への支援策、保育人材の確保と処遇改善、放課後児童クラブの整備と

いった施策も、子どもを持ち育てたいと考える人たちの希望を叶える環境整備には欠かせませ

 
6 神奈川県「かながわ子どもみらいプラン―少子化の現状」 
7 厚生労働省「令和２年(2020) 人口動態統計月報年計(概数）の概況」 

図図 22--22--33  出出生生数数、、合合計計特特殊殊出出生生率率（（全全国国、、神神奈奈川川県県））のの推推移移  

出典：神奈川県「かながわ子どもみらいプラン―少子化の現状」より作成 

図図 22--22--44  神神奈奈川川県県のの年年齢齢別別待待機機児児童童数数のの状状況況  

出典：神奈川県「参考資料 3―子ども・子育てを取り巻く状況について」より作成 

https://www.pref.kanagawa.jp/documents/8970/05_r3_1_sankou3.pdf 
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ん。2015 年に「子ども・子育て関連三法」が施行され、子供・子育て支援は、社会保障を充実

化する上での優先施策として位置付けられました。これにより、認定こども園の量的および質

的な充実化を柱とし、子育て支援拠点の設置など利用者支援が図られています。 

しかし、図 2-2-4 に示すように、神奈川県をはじめとする大都市圏の一部地域や、年度ごと

の変動により、完全には待機児童の解消が図られていなかったり、保護者の希望と保育所等の

利用条件とが折り合わなかったりするケースが依然として存在することも事実です。 

「かながわ子どもみらいプラン」では、「すべての子どもに笑いがあふれ、幸福で健やかに成

長できる社会の実現」を基本理念に掲げ、「子どもが生きる力を伸ばし、保護者が育てる力を発

揮でき、社会全体が支える力を大きくする」という取り組みを、2026年までの間で充実、強化

するとしています 8。 

（（３３））現現役役世世代代をを支支ええるる福福祉祉  

図 2-2-5 は、分野別に見た社会保障制度の仕組みです。右上の「社会福祉」には「高齢者や

障害者福祉」が位置付けられていますが、子どもや子育てをする親、障害児のための福祉も含

まれています。図 2-2-5 左上の「社会保険」には、「公的年金」、「公的医療保険」「公的介護保

険」が位置付けられていますが、「雇用保険」「労災保険」も含まれています。 
「公的扶助」は生計困難者となった場合に適用され、「保険医療・公衆衛生」は全国民を対象

に、衛生面から社会の安定を図る役割を果たしています。もちろん、規模の違いや、施策とし

て十分か否かといった議論はあるにせよ、日本の社会保障制度は、あらゆる世代の生活者を対

象とした施策を整えていると考えられます。 

 

３３．．福福祉祉ササーービビススをを取取りり巻巻くく課課題題  

 
8 神奈川県「かながわ子どもみらいプラン―Ⅲ 計画の基本理念等」 

図図 22--22--55  現現役役世世代代をを支支援援すするる制制度度  
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これまで述べてきたように、日本には、高齢者、障害者、子どもと子育て世代、そして、現役

世代を支援するための諸制度があり、生活に密着したサービスが人々の暮らしを支えています。

しかし、いまだに多くの課題が残されていることも事実です。 

まず、介護保険においては、介護者に関する課題が挙げられます。図 2-3-1 からもわかるよ

うに、現在、介護者に占める同居家族、とりわけ「同居する子の配偶者（＝主に息子の妻）」の

割合は、制度の施行開始時の 2001年の 22.5％から、2019年には 7.5％に縮小しました。ただ、

「配偶者」、「同居する子」の割合はほとんど変わらない一方で、「別居の家族等」の割合が 2001

年の 7.5％から 2019 年には 13.6％と高まっています。多くの人が介護サービスを利用すること

で、家庭内介護のアウトソーシングが徐々に進んでも、主に配偶者と血縁者が介護を担うとい

う基本的な構図はあまり変わっていないようです。核家族化の進展とともに、いわゆる老々介

護は依然として多く、離れた場所に住む血縁者が介護のため親元に通うことで、心身の疲労や

経済的負担、仕事への影響は避けられなくなっていると考えられます。 

さらに気掛かりなのは、「不詳」という項目の割合が２倍に増えていることです。おそらくは、

生活実態が把握されておらず、介護サービスはおろか、地域の支援さえアプローチできていな

い独居の要介護高齢者が増えていることが窺われます。介護の問題は、家族や家庭といった枠

組みを超えたところにも広がりつつあるのかもしれません。 

また、1990～2010 年の、いわゆる「失われた 20 年」に社会に出た世代は、2030 年代以降に

高齢者の仲間入りをします。新卒以来非正規で雇用され、生涯を単身で過ごす人が比較的多い

と考えられているこの世代が高齢期における生きづらさに直面した時、介護サービスの量的な

整備のみならず、経済支援や孤立を防ぐ対策の必要性がいっそう高まると考えられます。これ

らを勘案し、神奈川県をはじめとする東京圏の地域性を考慮した高齢化対策が求められます。 

次に、障害福祉サービスにおける課題として、障害者に対する理解の不足が挙げられます。

障害者に対する差別や虐待、不適切なケアなどは依然として続いており、権利擁護を基本とし

た共生社会づくりが叫ばれてはいるものの、その実現は遅々として進んでいません。当事者と

図図 22--33--11  要要介介護護者者等等かかららみみたた介介護護者者のの続続柄柄のの推推移移  ≪≪全全国国≫≫  

出典：厚生労働省「国民生活基礎調査 主な介護者の状況」より作成  
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揮でき、社会全体が支える力を大きくする」という取り組みを、2026年までの間で充実、強化

するとしています 8。 
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図 2-2-5 は、分野別に見た社会保障制度の仕組みです。右上の「社会福祉」には「高齢者や

障害者福祉」が位置付けられていますが、子どもや子育てをする親、障害児のための福祉も含

まれています。図 2-2-5 左上の「社会保険」には、「公的年金」、「公的医療保険」「公的介護保

険」が位置付けられていますが、「雇用保険」「労災保険」も含まれています。 
「公的扶助」は生計困難者となった場合に適用され、「保険医療・公衆衛生」は全国民を対象

に、衛生面から社会の安定を図る役割を果たしています。もちろん、規模の違いや、施策とし

て十分か否かといった議論はあるにせよ、日本の社会保障制度は、あらゆる世代の生活者を対
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３３．．福福祉祉ササーービビススをを取取りり巻巻くく課課題題  

 
8 神奈川県「かながわ子どもみらいプラン―Ⅲ 計画の基本理念等」 

図図 22--22--55  現現役役世世代代をを支支援援すするる制制度度  
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それに近しい人たちには相互理解の意識が共有されていても、社会全般でみれば、ごく僅かだ

と思われます。目に見える障害に対しても、保護されるべき、或いは被害者であるかのような

存在として区別されがちで、障害者個々の権利を尊重し、共生の在り方が模索されているとは

なかなか言い難い状況です。 

さらに注目すべきことは、うつ病、気分障害といった精神疾患の増加で、依存症や発達障害

への対応が社会的に高まっていることです 9。現代は、目まぐるしく変化する経済社会情勢や生

活様式への対応が求められ、誰もがストレスを抱えやすい時代です。加えて、複雑化する問題

へのスピーディな対応が求められ、過度なプレッシャーから環境に適応できなくなる人が増え

ています。知的レベルや広汎性発達障害の特性から障害覚知が難しい、いわゆるボーダーライ

ンにある人たちは、さらに強い生きづらさを感じていると考えられます。 

子どもと、子育て世代に関する課題としては、児童虐待、子どもの貧困、いじめ・暴力行為・

不登校、障害のある子どもの療育、仕事と子育ての両立の困難さなどが挙げられます。児童虐

待に関する通報や事件数、適切な養育環境の整わない家庭の数は年々増えています。そうした

中、2016 年には児童福祉法が改正され、特に、2010 年代以降は、子どもに対する施策が矢継ぎ

早に、また、様々なケースに対応すべくきめ細かな内容で打ち出されてきました。それでも、

子どもと子育てを取り巻く環境に対する不安が拭えないのは、子どもが育ち、育てられる環境

が大きな社会変化の影響を受け、地域や家庭が抱える課題が複雑化していることが理由として

考えられます。 

ヤングケアラーの問題も、子どもたちに深刻な影響を及ぼしています。国によるヤングケア

ラーの実態調査によれば、中高生のおよそ４～６％、１クラスのうち１～２名が両親や兄弟、

祖父母の介護を担っていると考えられます 10。しかし、ヤングケアラーと思われる子どもの実

態把握は進んでおらず、その理由として、家庭内の事象ゆえに第三者の介入と調査が困難であ

ることや、地域による支援の枠組みが定まっていないこと、そして、子ども自身がヤングケア

ラーであると認識していないことなどが挙げられています 10。幼い世代に介護負担がのしかか

ることによって子ども自身が疲弊してしまい、家族関係の悪化や学力の低下を招き、友達や地

域との関係も希薄となり、進路の選択を狭めてしまうことで、子どもたちは、100年にも及ぶ人

生のスタート地点で大きくつまずいてしまいかねません。 

十分な財源確保を必要とする負担軽減措置といった国の施策と併せて、子どもと子育てを取

り巻く環境の改善には、地域性に応じたきめ細かな施策が欠かせません。核家族化の進展や生

活スタイル、価値観の変化を否定的に捉えず、行政や児童相談所といった公的機関、学校、施

設ばかりに対応を任せるのではなく、そして、家族という枠組みばかりにとらわれることなく、

地域の様々な関係者が「我が地域の事」と関心を持って協働参画し、困っている子どもとその

家庭を地域の福祉ネットワークにつなげていくことが求められます。 

人口減少の進む社会では、労働力の減少と社会保障制度の持続性が課題です。新型コロナウ

イルス感染症の拡大によって、「エッセンシャルワーカー」に注目が集まるようになりましたが、

 
9 厚生労働省「令和 3 年版厚生労働白書―第 9 章障害者支援の総合的な推進」 
10 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和 3 年 3 月）」 

これまで述べてきたように、日本には、高齢者、障害者、子どもと子育て世代、そして、現役

世代を支援するための諸制度があり、生活に密着したサービスが人々の暮らしを支えています。

しかし、いまだに多くの課題が残されていることも事実です。 

まず、介護保険においては、介護者に関する課題が挙げられます。図 2-3-1 からもわかるよ

うに、現在、介護者に占める同居家族、とりわけ「同居する子の配偶者（＝主に息子の妻）」の

割合は、制度の施行開始時の 2001年の 22.5％から、2019年には 7.5％に縮小しました。ただ、

「配偶者」、「同居する子」の割合はほとんど変わらない一方で、「別居の家族等」の割合が 2001

年の 7.5％から 2019 年には 13.6％と高まっています。多くの人が介護サービスを利用すること

で、家庭内介護のアウトソーシングが徐々に進んでも、主に配偶者と血縁者が介護を担うとい

う基本的な構図はあまり変わっていないようです。核家族化の進展とともに、いわゆる老々介

護は依然として多く、離れた場所に住む血縁者が介護のため親元に通うことで、心身の疲労や

経済的負担、仕事への影響は避けられなくなっていると考えられます。 

さらに気掛かりなのは、「不詳」という項目の割合が２倍に増えていることです。おそらくは、

生活実態が把握されておらず、介護サービスはおろか、地域の支援さえアプローチできていな

い独居の要介護高齢者が増えていることが窺われます。介護の問題は、家族や家庭といった枠

組みを超えたところにも広がりつつあるのかもしれません。 

また、1990～2010 年の、いわゆる「失われた 20 年」に社会に出た世代は、2030 年代以降に

高齢者の仲間入りをします。新卒以来非正規で雇用され、生涯を単身で過ごす人が比較的多い

と考えられているこの世代が高齢期における生きづらさに直面した時、介護サービスの量的な
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た共生社会づくりが叫ばれてはいるものの、その実現は遅々として進んでいません。当事者と
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9 厚生労働省「令和 3 年版厚生労働白書―第 9 章障害者支援の総合的な推進」 
10 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和 3 年 3 月）」 
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人材の獲得競争によって福祉分野の人手が減ってしまうと、必要な介護サービスが社会に供給

されなくなることで、いわゆる介護離職の増加を招き、経済力の低下にいっそう拍車をかける

悪循環へとつながりかねません。 

正規・非正規雇用者間の格差の拡大、低所得世帯の増加、社会適応が困難となる人の増加と

いった課題への取り組みも必要です。その影響下においても社会保障制度と経済力を維持でき

るか否かは、日本の社会機能と国力を左右する課題ですから、将来にわたる社会変化に応じた

柔軟且つ実効性のある施策によって、あらゆる人たちが社会に参加でき、労働力を確保すると

ともに、心身が健康である限り働き続けられる意欲が維持される環境が求められます。 

このように、介護（高齢者）、障害者、子ども、現役世代のための福祉サービスには、様々な

課題のあることがわかります。しかし、ヤングケアラー、障害のある子どもの療育、虐待、人

手不足に介護離職といった問題は、それらが単独で存在するのではなく、世代をまたいで相互

に関連していることは否定できません。高齢者の社会参加を高めることで心身の健康の維持向

上につなげるという取り組みは非常に望ましいものですが、どれだけ秀逸な取り組みも、それ

が、高齢者世代の中だけで完結してしまうと継続にはつながりません。時代とともに世代が入

れ替わる以上、社会的に有用な活動にも多様性と新陳代謝が必要であり、常に次世代の人たち

を巻き込みながら継承していく仕掛け作りが大切です。従来の制度に根差した縦割りの視点や

施策からの脱却と、多世代の参加を意識した取り組みが求められています。 

自分らしく生き、自分なりに社会に参加し、そして、自分らしい最期を迎えることを誰もが

望みながら、それを、誰もが実現できているとは限りません。そのため、地域の様々な関係者

によって、生きづらさを抱える人たちや最期を迎えようとする人とその家族への支援が続けら

れています。人、お金、物と社会資源の減少が加速する時代だからこそ、私たちは、「そういう

ことは、どこかの誰かがやってくれているだろう」と思われがちだった福祉の在り方に、「我が

事」として目を向けなくてはならない事態に迫られているのではないでしょうか。本格的な人

口減少社会の到来は、私たちがより望ましい形で人生を生き抜くための道を模索する必要性を

突き付けているのかもしれません。 
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生のスタート地点で大きくつまずいてしまいかねません。 

十分な財源確保を必要とする負担軽減措置といった国の施策と併せて、子どもと子育てを取

り巻く環境の改善には、地域性に応じたきめ細かな施策が欠かせません。核家族化の進展や生

活スタイル、価値観の変化を否定的に捉えず、行政や児童相談所といった公的機関、学校、施

設ばかりに対応を任せるのではなく、そして、家族という枠組みばかりにとらわれることなく、

地域の様々な関係者が「我が地域の事」と関心を持って協働参画し、困っている子どもとその

家庭を地域の福祉ネットワークにつなげていくことが求められます。 

人口減少の進む社会では、労働力の減少と社会保障制度の持続性が課題です。新型コロナウ

イルス感染症の拡大によって、「エッセンシャルワーカー」に注目が集まるようになりましたが、

 
9 厚生労働省「令和 3 年版厚生労働白書―第 9 章障害者支援の総合的な推進」 
10 厚生労働省「ヤングケアラーの実態に関する調査研究（令和 3 年 3 月）」 
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第第３３章章  策策定定委委員員会会のの議議論論をを踏踏ままええたた展展望望  ――ビビジジョョンンのの理理念念とと提提言言――  

かかななががわわ福福祉祉ビビジジョョンン２２００４４００策策定定委委員員会会委委員員長長  

井井手手  英英策策  

 

11.. ああららわわににななりりつつつつああるる社社会会保保障障のの限限界界  

 

社会保障という言葉、みなさんも一度は聞いたことがおありでしょう。厚生労働省のホームペ

ージを見ますと、「社会保障制度とは、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネッ

ト」と書いてあります。 

人間が何かに挑戦するときには、セーフティネットが必要です。それがなければ、私たちは失

敗をおそれ、挑戦する意欲すらなくしてしまいます。社会保障は、私たちの生活や経済活動の基

盤そのものといっても過言ではありません。 

ところが、そうした重要性にもかかわらず、日本の社会保障には大きな三つの「壁」がありま

す。ひとつ目は「申請主義の壁」です。 

日本の社会保障は、事故や問題が生じたときに、自分で申請を行うことで給付してもらえる仕

組みになっています。たとえば、年金や介護、高額な医療費、失業給付、生活保護など、いずれ

も受給者／利用者が申しでてはじめて、給付してもらえます。ですから、制度を知らない人、心

身の不調等の理由によって行政機関にアクセスできない人は、サービスを利用することができま

せん。 

二つ目は「上下関係の壁」です。仮に申請にたどりつくことができたとしても、受給資格があ

るかどうかの最終的な決定権を持っているのは、行政など、供給サイドの人たちです。また、生

活保護の利用者にケースワーカーが高圧的な態度を取ったり、専門職が要介護者にきびしい指導

をしたりという話をしばしば耳にするように、「給付する側」と「給付してもらう側」との間には、

垂直的で、固定的な関係が生じがちです。 

三つ目は「消極性の壁」です。日本の社会保障では、歳をとる、病気になる、働けなくなると

いったネガティヴな問題が起きたときには対処できますが、一人ひとりの成長や精神的、社会的

な自律／自立といった積極的な目標はカバーしきれていません。 

この「壁」のなかには、縦割り行政の弊害も加えて良いでしょう。発達障がいのある子どもが

不登校になっているような場合、つまり、福祉と教育のはざまで苦しんでいる子どもたちの場合、

それぞれの部局が業務をゆずりあい、制度からこぼれ落ちる問題があちこちで起こっています。 

この三つの問題、1）申請主義の壁、2）上下関係の壁、3）消極性の壁は、私たちの社会が大き

な変容を遂げつつある今日において、深刻さの度を増し、社会保障制度そのものを機能不然にさ

せつつあります。社会保障を根底から変えていくことの必要性を知るために、以下、この三つの

壁について、もう少し踏みこんで見ていきましょう。 

 

11））申申請請主主義義のの壁壁：：ササーービビススへへののアアククセセスス保保障障へへ  
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高度経済成長期のように、経済が持続的に成長し、昨年よりも今年、今年よりも来年に所得が

増えていくと予想できる時代には、申請主義はそれなりに機能していました。 

なぜなら、サービスにアクセスできない人がいたとしても、中間層の生活は安定していました

から、大多数の人たちが暮らしていくための「必要（ニーズ）」を自分自身で満たせていましたし、

敗戦後の貧しさを知る人たちが大勢いて、低所得層に対する寛容さもそれなりに存在していたか

らです。あるいは、コミュニティもいまよりもしっかりとしていましたから、地域の支えあいが

人びとの困りごとを和らげることも期待できた、というメリットもありました。 

ところが、次第に貧困の記憶が社会から消え、経済が長期的に停滞していくと、サービスにア

クセスできない人たちは可視化され、反対に、弱い立場に置かれた人たちへの優しさは失われて

いってしまいました。 

平成期のデータを見てみましょう。 

勤労者世帯の収入のピークは 1997年、それ以降、所得の停滞が続き、平成はおろか、令和にな

った現在でも、97年の収入水準をこえられずにいます。家族モデルの主流が、「専業主婦世帯モデ

ル」から「共稼ぎ世帯モデル」に変わってしまったにもかかわらず、です。 

雇用も不安定化し、非正規労働の割合が、平成元年の 20％から平成 31 年には 40％へと倍増し

てしまいました。これを受けて、低所得層の割合も再び増加をはじめています。平成 31 年には、

世帯年収 300万円以下が全体の 31％、400万円以下が 45％を占めるようになり、平成元年とほぼ

同じ比率に戻ってしまったのです。 

貯蓄率も減少の一途をたどっています。金融広報中央委員会の調査では、2人以上世帯の３割、

単身世帯の５割が「貯蓄なし」と回答しています。みなさんは、老後の備え、子どもの学費、大

きな病気をしたときの備えをどうしていますか。おそらく貯蓄のはずです。それなのに貯蓄がで

きない人が大勢いる社会が生まれてしまったのです。 

中間層にとって、自己責任で生きていく、暮らしていくことがむつかしい状況が生まれますと、

低所得層に対する寛容さは失われます。International Social Survey Programmeの調査や OECD

の報告書を見ますと、日本で貧しい人たちの暮らしの保障や、失業者の生活の保障を「政府の責

任だ」と考える人の割合は、国際的にみて明らかに低く、税や給付をつうじた格差の是正効果に

いたっては、先進国で最低レベルだということが分かります。 

「分断社会」という言葉が知られるようになって久しいですが、弱い立場に置かれた人たちへ

の無関心は、まさに「分裂の危機」ともいうべき社会現象を引き起こしています。  

現状がこのようだとすれば、私たちは、自己責任で生きていくことを前提にするのではなく、

サービスへのアクセスをより確かなものにしていく必要があります。 

それには、大きくふたつの方向性を考えることができます。 

ひとつは、いまある社会保障へのアクセスを強化する方法です。たとえば、障がいを持つ人た

ちに対して、支援計画を作成したり、関連機関との連絡・調整を行なったり、家族も含めて助言

をしたりといった「相談支援」を充実する方法はどうでしょうか。 

あるいは、義務教育というサービスにアクセスできていない子どもたちのために、学校にスク

ールカウンセラーを設置するという近年の動きもこれに含めることができるでしょう。さらにい

えば、生活保護の申請を手伝ったり、住まいをなくした人たちの入居を手助けしたりする NPO 活

動などに補助を行うことも検討に値するのではないでしょうか。 

第第３３章章  策策定定委委員員会会のの議議論論をを踏踏ままええたた展展望望  ――ビビジジョョンンのの理理念念とと提提言言――  

かかななががわわ福福祉祉ビビジジョョンン２２００４４００策策定定委委員員会会委委員員長長  

井井手手  英英策策  

 

11.. ああららわわににななりりつつつつああるる社社会会保保障障のの限限界界  

 

社会保障という言葉、みなさんも一度は聞いたことがおありでしょう。厚生労働省のホームペ

ージを見ますと、「社会保障制度とは、国民の「安心」や生活の「安定」を支えるセーフティネッ

ト」と書いてあります。 

人間が何かに挑戦するときには、セーフティネットが必要です。それがなければ、私たちは失

敗をおそれ、挑戦する意欲すらなくしてしまいます。社会保障は、私たちの生活や経済活動の基

盤そのものといっても過言ではありません。 

ところが、そうした重要性にもかかわらず、日本の社会保障には大きな三つの「壁」がありま

す。ひとつ目は「申請主義の壁」です。 

日本の社会保障は、事故や問題が生じたときに、自分で申請を行うことで給付してもらえる仕

組みになっています。たとえば、年金や介護、高額な医療費、失業給付、生活保護など、いずれ

も受給者／利用者が申しでてはじめて、給付してもらえます。ですから、制度を知らない人、心

身の不調等の理由によって行政機関にアクセスできない人は、サービスを利用することができま

せん。 

二つ目は「上下関係の壁」です。仮に申請にたどりつくことができたとしても、受給資格があ

るかどうかの最終的な決定権を持っているのは、行政など、供給サイドの人たちです。また、生

活保護の利用者にケースワーカーが高圧的な態度を取ったり、専門職が要介護者にきびしい指導

をしたりという話をしばしば耳にするように、「給付する側」と「給付してもらう側」との間には、

垂直的で、固定的な関係が生じがちです。 

三つ目は「消極性の壁」です。日本の社会保障では、歳をとる、病気になる、働けなくなると

いったネガティヴな問題が起きたときには対処できますが、一人ひとりの成長や精神的、社会的

な自律／自立といった積極的な目標はカバーしきれていません。 

この「壁」のなかには、縦割り行政の弊害も加えて良いでしょう。発達障がいのある子どもが

不登校になっているような場合、つまり、福祉と教育のはざまで苦しんでいる子どもたちの場合、

それぞれの部局が業務をゆずりあい、制度からこぼれ落ちる問題があちこちで起こっています。 

この三つの問題、1）申請主義の壁、2）上下関係の壁、3）消極性の壁は、私たちの社会が大き

な変容を遂げつつある今日において、深刻さの度を増し、社会保障制度そのものを機能不然にさ

せつつあります。社会保障を根底から変えていくことの必要性を知るために、以下、この三つの

壁について、もう少し踏みこんで見ていきましょう。 

 

11））申申請請主主義義のの壁壁：：ササーービビススへへののアアククセセスス保保障障へへ  
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ただし、これらはあくまでも申請主義が前提であり、「申請しやすくする」というところに力点

があります。ですから、どうしても、制度のすきまでつまずく人が出てきてしまいます。 

これに対して、もうひとつの方向性は、医療・介護・教育・障がい者福祉、これらの万人が必

要とする／必要としうるサービスを「ベーシックサービス」と位置づけ、すべての人たちに所得

制限なしで給付をおこなうやりかたです。 

ベーシックサービスをすべての人びとに保障できれば、生きていく、くらしていくための「必

要（ニーズ）」から人間は解放されることになります。病気をしても、失業をしても、長生きして

も、子どもをたくさんもうけても、さらには貧乏な家庭に生まれても、障がいを抱えても、すべ

ての人たちが人間らしい生活を営めるようになるわけです。 

ポイントは、申請した人を救済するのではなく、すべての人の生存・生活を権利として保障す

ることです。万人が必要とするサービスを保障することで、「救済原理」とは異なる「保障原理」

へと社会保障の根幹を変えていくのです。 

急いで付けくわえますと、それでも働けない人たちの命をどう保障するかという問題は残され

ます。障がい者、高齢者、シングルマザー、失業者等の命の保障も大切な問題です。これらの人

たちに対しては、十分な生活扶助、失業給付、そして先進国のなかで例外的に日本では制度化さ

れていない家賃への補助（＝住宅手当）を提供していく必要があります。これらは「最低限の保

障」ではなく、「品位ある命の保障（decent minimum）」でなければなりません。 

既存の社会保障へのアクセスを容易にし、基礎的な生存・生活への保障を強化する、これらは

“Social Security（社会保障）”を超えて、“Life Security（人間性保障）”へと仕組みを進化さ

せることを意味しています。この点については、また後ほど触れたいと思います。 

 

22））上上下下関関係係のの壁壁：：フフララッットトでで「「そそばばににいいるる」」のの関関係係へへ  

 

みなさんはお気づきでしょうか。「生活保護」「介護」「看護」「養護」、これらの聞き慣れた社会

保障の用語には、すべて「護」＝「まもる」という言葉が使われています。それだけではありま

せん。たとえば、「支援」「介助」「援助」、これらも福祉の領域でしばしば耳にする言葉ですが、

「介」「援」「助」「支」といったそれぞれの漢字には、「たすける」という意味がこめられていま

す。 

名は体を表すといいますが、こうした言葉の成り立ちは、「守ってあげる」「助けてあげる」と

いった上からの目線、垂直的な関係がサービスを供給するほうの価値観の根底にある可能性を示

唆しています。 

もう少し踏みこんでいうならば、社会保障がこのような価値観を前提としている以上、「権利擁

護」というきわめて大切な考えかたも、「擁護してあげる側」と「擁護してもらう側」のように「上

下の関係」を生み出してしまうかもしれない、ということです。 

ちなみに、生活保護を英語に置きかえますと、“public assistance”です。“assistance”の語

源はラテン語の“assistere”で、この言葉には、“stand by”、“take a stand near”という意

味が含まれています。私たちが「助けてあげる」「守ってあげる」という上下の関係を言葉に含ま

せたのとはちがって、「そばにいる」という水平的なニュアンスがここではこめられています。守

る、助ける、ではなく、「そばでアシスト」するというイメージです。 

高度経済成長期のように、経済が持続的に成長し、昨年よりも今年、今年よりも来年に所得が

増えていくと予想できる時代には、申請主義はそれなりに機能していました。 

なぜなら、サービスにアクセスできない人がいたとしても、中間層の生活は安定していました

から、大多数の人たちが暮らしていくための「必要（ニーズ）」を自分自身で満たせていましたし、

敗戦後の貧しさを知る人たちが大勢いて、低所得層に対する寛容さもそれなりに存在していたか

らです。あるいは、コミュニティもいまよりもしっかりとしていましたから、地域の支えあいが

人びとの困りごとを和らげることも期待できた、というメリットもありました。 

ところが、次第に貧困の記憶が社会から消え、経済が長期的に停滞していくと、サービスにア

クセスできない人たちは可視化され、反対に、弱い立場に置かれた人たちへの優しさは失われて

いってしまいました。 

平成期のデータを見てみましょう。 

勤労者世帯の収入のピークは 1997年、それ以降、所得の停滞が続き、平成はおろか、令和にな

った現在でも、97年の収入水準をこえられずにいます。家族モデルの主流が、「専業主婦世帯モデ

ル」から「共稼ぎ世帯モデル」に変わってしまったにもかかわらず、です。 

雇用も不安定化し、非正規労働の割合が、平成元年の 20％から平成 31 年には 40％へと倍増し

てしまいました。これを受けて、低所得層の割合も再び増加をはじめています。平成 31 年には、

世帯年収 300万円以下が全体の 31％、400万円以下が 45％を占めるようになり、平成元年とほぼ

同じ比率に戻ってしまったのです。 

貯蓄率も減少の一途をたどっています。金融広報中央委員会の調査では、2人以上世帯の３割、

単身世帯の５割が「貯蓄なし」と回答しています。みなさんは、老後の備え、子どもの学費、大

きな病気をしたときの備えをどうしていますか。おそらく貯蓄のはずです。それなのに貯蓄がで

きない人が大勢いる社会が生まれてしまったのです。 

中間層にとって、自己責任で生きていく、暮らしていくことがむつかしい状況が生まれますと、

低所得層に対する寛容さは失われます。International Social Survey Programmeの調査や OECD

の報告書を見ますと、日本で貧しい人たちの暮らしの保障や、失業者の生活の保障を「政府の責

任だ」と考える人の割合は、国際的にみて明らかに低く、税や給付をつうじた格差の是正効果に

いたっては、先進国で最低レベルだということが分かります。 

「分断社会」という言葉が知られるようになって久しいですが、弱い立場に置かれた人たちへ

の無関心は、まさに「分裂の危機」ともいうべき社会現象を引き起こしています。  

現状がこのようだとすれば、私たちは、自己責任で生きていくことを前提にするのではなく、

サービスへのアクセスをより確かなものにしていく必要があります。 

それには、大きくふたつの方向性を考えることができます。 

ひとつは、いまある社会保障へのアクセスを強化する方法です。たとえば、障がいを持つ人た

ちに対して、支援計画を作成したり、関連機関との連絡・調整を行なったり、家族も含めて助言

をしたりといった「相談支援」を充実する方法はどうでしょうか。 

あるいは、義務教育というサービスにアクセスできていない子どもたちのために、学校にスク

ールカウンセラーを設置するという近年の動きもこれに含めることができるでしょう。さらにい

えば、生活保護の申請を手伝ったり、住まいをなくした人たちの入居を手助けしたりする NPO 活

動などに補助を行うことも検討に値するのではないでしょうか。 
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近年、共生社会、伴走型支援、寄り添い型相談支援など、国の施策でも、よりフラットな関係

が強調されつつあります。また、重層型支援体制整備事業のように、行政が縦割りの対応をやめ、

居場所づくりや交流をつうじて当事者やその家族と社会のつながりを強めようとする方向性もま

た、水平的な関係の大切さを強調するものとなっています。 

これらの動きはとても好ましいものです。しかし、以上の用語のなかに示されるような、私た

ちの価値の根底にある「上と下の福祉観」を放ったらかしにしておく限り、こうした国のビジョ

ンも絵に描いた餅となってしまうのではないでしょうか。 

医療従事者や介護従事者の多くの人たちが専門資格を持っています。学術的には少し不正確で

すが、現場の用語として、彼女ら／彼らを「ケアワーカー」と呼んでおきましょう。 

介護労働安定センターの調査を見ますと、介護職員の約５割、サービス提供責任者の８割弱が

介護福祉士の資格を有しているといわれ、その他の資格もふくめれば、かなりの割合が有資格者

ということになります。 

ケアワーカーが高い専門性を持つことは素晴らしいことです。ですが、そうした高い専門性を有

した人たちだからこそ、利用者や患者と一対一の関係に立ったとき、どうしても、上下関係、あ

えていえば、支配＝非支配の関係を生みだしがちです。専門職は、利用者、患者側から見れば、

生殺与奪の権を持った強者であり、その指導や助言に対して反論することは決して容易なことで

はありません。 

みなさんも想像してください。デイサービス事業所で過ごす 7 時間、ずっと座っていることに

みなさんは耐えられるでしょうか。きっと無理ですよね。 

ところが、苦痛をこらえきれず、3時間たってあきてしまえばケアワーカーに「帰宅願望」と記

録され、5時間たって我慢できずに歩き出すと「徘徊」とみなされる現実があります。あるいは、

安全のためだ、福祉だからだという名目で、ある環境を我慢できないと、鍵をしめて部屋の中に

閉じこめる現実があります（加藤忠相「RE：care19――プラットフォーム化する地域密着型介護

へ」井手英策編『壁を壊すケア』）。 

私たちは、「提供する側」と「提供される側」のあいだに生じがちな上下の関係にもっと敏感で

あるべきです。ですから、私たちは、「ケア」の言葉の本来の意味である「気にかける」の精神を

尊重し、「そばにいる」「アシストする」ことの大切さを強調します。 

 

33））消消極極性性のの壁壁：：健健康康・・自自律律・・参参加加をを保保障障すするる  

 

敗戦後の貧しさから立ちあがった日本は、当時の人たちには想像すらできなかったような豊か

な社会を実現しましたが、これと同時に進んだのが、価値観の多様化です。 

社会保障へのアクセス保障、そして、ベーシックサービスをつうじた生存・生活の権利保障は

非常に重要な論点です。しかしながら、これらの保障は、たとえば、病気になった、失業した、

介護が必要になったというように、すべての人たちに「共通」する「困りごと」への対応に止ま

っています。 

これに対して、価値が多様化した現代社会において、一人ひとりの抱える生きづらさや困りご

とは、さまざまな特性、個性を持つものとなりつつあります。 

ただし、これらはあくまでも申請主義が前提であり、「申請しやすくする」というところに力点

があります。ですから、どうしても、制度のすきまでつまずく人が出てきてしまいます。 

これに対して、もうひとつの方向性は、医療・介護・教育・障がい者福祉、これらの万人が必

要とする／必要としうるサービスを「ベーシックサービス」と位置づけ、すべての人たちに所得

制限なしで給付をおこなうやりかたです。 

ベーシックサービスをすべての人びとに保障できれば、生きていく、くらしていくための「必

要（ニーズ）」から人間は解放されることになります。病気をしても、失業をしても、長生きして

も、子どもをたくさんもうけても、さらには貧乏な家庭に生まれても、障がいを抱えても、すべ

ての人たちが人間らしい生活を営めるようになるわけです。 

ポイントは、申請した人を救済するのではなく、すべての人の生存・生活を権利として保障す

ることです。万人が必要とするサービスを保障することで、「救済原理」とは異なる「保障原理」

へと社会保障の根幹を変えていくのです。 

急いで付けくわえますと、それでも働けない人たちの命をどう保障するかという問題は残され

ます。障がい者、高齢者、シングルマザー、失業者等の命の保障も大切な問題です。これらの人

たちに対しては、十分な生活扶助、失業給付、そして先進国のなかで例外的に日本では制度化さ

れていない家賃への補助（＝住宅手当）を提供していく必要があります。これらは「最低限の保

障」ではなく、「品位ある命の保障（decent minimum）」でなければなりません。 

既存の社会保障へのアクセスを容易にし、基礎的な生存・生活への保障を強化する、これらは

“Social Security（社会保障）”を超えて、“Life Security（人間性保障）”へと仕組みを進化さ

せることを意味しています。この点については、また後ほど触れたいと思います。 

 

22））上上下下関関係係のの壁壁：：フフララッットトでで「「そそばばににいいるる」」のの関関係係へへ  

 

みなさんはお気づきでしょうか。「生活保護」「介護」「看護」「養護」、これらの聞き慣れた社会

保障の用語には、すべて「護」＝「まもる」という言葉が使われています。それだけではありま

せん。たとえば、「支援」「介助」「援助」、これらも福祉の領域でしばしば耳にする言葉ですが、

「介」「援」「助」「支」といったそれぞれの漢字には、「たすける」という意味がこめられていま

す。 

名は体を表すといいますが、こうした言葉の成り立ちは、「守ってあげる」「助けてあげる」と

いった上からの目線、垂直的な関係がサービスを供給するほうの価値観の根底にある可能性を示

唆しています。 

もう少し踏みこんでいうならば、社会保障がこのような価値観を前提としている以上、「権利擁

護」というきわめて大切な考えかたも、「擁護してあげる側」と「擁護してもらう側」のように「上

下の関係」を生み出してしまうかもしれない、ということです。 

ちなみに、生活保護を英語に置きかえますと、“public assistance”です。“assistance”の語

源はラテン語の“assistere”で、この言葉には、“stand by”、“take a stand near”という意

味が含まれています。私たちが「助けてあげる」「守ってあげる」という上下の関係を言葉に含ま

せたのとはちがって、「そばにいる」という水平的なニュアンスがここではこめられています。守

る、助ける、ではなく、「そばでアシスト」するというイメージです。 
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「必要」の理論の専門家であるイアン・ゴフは、人間の基礎的なニーズを「健康」「自律」「参

加」の三つに分類しました（I. Gough, “Universal Basic Services: A Theoretical and Moral 

Framework,” The Political Quarterly, Vol.90, No.3, 2019）。肉体的な健康、政治や社会生活

への参加が人間の基本的なニーズであることには異論が少ないでしょうが、自律については少し

説明が必要かもしれません。 

ゴフは、「自律」を「熟慮して選択する精神的な能力」だといっています。 

ある人が「走る」ことを選んだとしましょう。じつは、その人にとって、「走る」ことは、単純

な生物の「行動」をこえる、何かを含んでいます。ダイエットのためであれ、電車に乗り遅れな

いためであれ、その人なりの「目的」がそこにはあります。そして、それを実現するための戦略

をあれこれ考えながら、私たちは「走る」という「行動」を選択しています。もし、目的もなく、

選択することもできずに走っているとすれば、それは走っているのではなくて、走らされている

ことになるはずです。 

医療であれ、介護であれ、あるいは金銭的には年金もそうですが、これらの社会保障が提供さ

れることで、私たちは健康に生きていくことができるようになります。ですが、一人ひとりの人

間が抱えている、多様な生きづらさや困りごとにまでアプローチできなければどうなるでしょう

か。 

たとえば、介護サービスを提供することで、その人の身体的な機能や生活上の機能は回復する

かもしれません。しかし、その人が暮らしのさまざまな場面で自分なりの目的を持ち、その実現

のために自分なりの選択ができなければどうでしょう。その結果、他者とのかかわりあいを持て

ず、地域の一員として生き、暮らし、死んでいくことができなかったとしたら。それは「自律」

や「参加」という基本的なニーズ、あえていうならば「人間らしさ」が保障されないということ

になるのではないでしょうか。 

政治哲学者ハンナ・アーレントは、「ローマ人の言葉では、「生きる」ということと「人びとの

間にある」ということ、あるいは「死ぬ」ということと「人びとの間にあることを止める」とい

うことは同義語として用いられた」と指摘しました（ハンナ・アーレント『人間の条件』）。 

そうです。人びとの間にあること、すなわち「人間」は、物理的に生きるのと同時に、社会的

にも生きる存在なのです。だから、私たちは、「物理的存在」としてだけでなく、「社会的存在」

としての「人間」という視点から出発しなければならないのです。 

このことは、社会保障を単なるサービス提供で終わらせるのではなく、さらにあゆみを進め、

地域のなかの人びとの関係の網の目なかに居場所を作りだし、一人ひとりが人間らしく生きてい

くための条件整備へと足を踏みだしていかなければならないことを示しています。 

以上は、高齢者であれ、障がい者であれ、子どもであれ、同じです。経済成長や所得の増大を

前提とした、自己責任の社会が行き詰まりを見せているいまこそ、「2040年」という遠くて近い未

来にむかって、私たちは、人間性を保障しあう社会を作るために、地域にある資源をつむぎ直し

ていきたいと考えているのです。 

 

22.. ラライイフフセセキキュュリリテティィへへ  

 

近年、共生社会、伴走型支援、寄り添い型相談支援など、国の施策でも、よりフラットな関係

が強調されつつあります。また、重層型支援体制整備事業のように、行政が縦割りの対応をやめ、

居場所づくりや交流をつうじて当事者やその家族と社会のつながりを強めようとする方向性もま

た、水平的な関係の大切さを強調するものとなっています。 

これらの動きはとても好ましいものです。しかし、以上の用語のなかに示されるような、私た

ちの価値の根底にある「上と下の福祉観」を放ったらかしにしておく限り、こうした国のビジョ

ンも絵に描いた餅となってしまうのではないでしょうか。 

医療従事者や介護従事者の多くの人たちが専門資格を持っています。学術的には少し不正確で

すが、現場の用語として、彼女ら／彼らを「ケアワーカー」と呼んでおきましょう。 

介護労働安定センターの調査を見ますと、介護職員の約５割、サービス提供責任者の８割弱が

介護福祉士の資格を有しているといわれ、その他の資格もふくめれば、かなりの割合が有資格者

ということになります。 

ケアワーカーが高い専門性を持つことは素晴らしいことです。ですが、そうした高い専門性を有

した人たちだからこそ、利用者や患者と一対一の関係に立ったとき、どうしても、上下関係、あ

えていえば、支配＝非支配の関係を生みだしがちです。専門職は、利用者、患者側から見れば、

生殺与奪の権を持った強者であり、その指導や助言に対して反論することは決して容易なことで

はありません。 

みなさんも想像してください。デイサービス事業所で過ごす 7 時間、ずっと座っていることに

みなさんは耐えられるでしょうか。きっと無理ですよね。 

ところが、苦痛をこらえきれず、3時間たってあきてしまえばケアワーカーに「帰宅願望」と記

録され、5時間たって我慢できずに歩き出すと「徘徊」とみなされる現実があります。あるいは、

安全のためだ、福祉だからだという名目で、ある環境を我慢できないと、鍵をしめて部屋の中に

閉じこめる現実があります（加藤忠相「RE：care19――プラットフォーム化する地域密着型介護

へ」井手英策編『壁を壊すケア』）。 

私たちは、「提供する側」と「提供される側」のあいだに生じがちな上下の関係にもっと敏感で

あるべきです。ですから、私たちは、「ケア」の言葉の本来の意味である「気にかける」の精神を

尊重し、「そばにいる」「アシストする」ことの大切さを強調します。 

 

33））消消極極性性のの壁壁：：健健康康・・自自律律・・参参加加をを保保障障すするる  

 

敗戦後の貧しさから立ちあがった日本は、当時の人たちには想像すらできなかったような豊か

な社会を実現しましたが、これと同時に進んだのが、価値観の多様化です。 

社会保障へのアクセス保障、そして、ベーシックサービスをつうじた生存・生活の権利保障は

非常に重要な論点です。しかしながら、これらの保障は、たとえば、病気になった、失業した、

介護が必要になったというように、すべての人たちに「共通」する「困りごと」への対応に止ま

っています。 

これに対して、価値が多様化した現代社会において、一人ひとりの抱える生きづらさや困りご

とは、さまざまな特性、個性を持つものとなりつつあります。 



- 37 -

一方でサービスへのアクセス保障機能を強化しつつ、ベーシックサービスの制度化、品位ある

命の保障を進めていく必要があります。他方で、サービスの出し手と受け手という「一対一の関

係」からひらき、「精神的、社会的な自律」「参加」という基礎的なニーズを満たしていかなけれ

ばなりません。この方向性について、私たちはさらにいくつかの問題を指摘しておきたいと思い

ます。 

 

11））ソソーーシシャャルルワワーーククとと自自治治のの新新ししいい連連帯帯  

 

私たちは、生存と生活、ふたつの「生」を大切にする「ライフセキュリティ＝人間性を保障す

る社会」をめざしていきたいと考えています。 

ですが、まだこの段階では、ライフセキュリティとしては、不十分なものです。なぜならば、

サービスを無償で提供したからといって、私たちが本当に幸せを追い求め、自由に生きていける

わけではないからです。 

たとえば、親のネグレクトが原因で不登校になっている子どもがいるとします。この子は、義

務教育というベーシックサービスを提供はされていますが、現実にはそこへのアクセスはできて

いません。あるいは、女性への差別、障がい者や外国人などへの偏見は、サービスを提供しただ

けでは解消されません。 

このサービス保障の先にある問題、一人ひとりの生きづらさを解消するためのカギを握るのが

「ソーシャルワーク」です。 

ソーシャルワークといえば、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つソーシャルワーカーの

仕事をさすのが普通ですが、ここでは「国際ソーシャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）」の示した国際

的な定義を見てみることとしましょう。 

 

「ソーシャルワークは、社会の変化、開発、つながり、そして人びとのエンパワメントと解放、

これらを促進するような、実践をベースとした専門職であり、学問分野である。ソーシャルワー

クの中心となるのは、社会正義、人権、集団的な責任、および多様性の尊重といった諸原則であ

る。ソーシャルワーク、社会科学、人文学、そして地域や民族に固有の知からなる諸理論を土台

としながら、暮らしの課題に取り組み、幸福や健康といったウェルビーングを高めるべく、人び

とやさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で拡張されうるもので

ある」 

（2014 年７月メルボルンにおいて採択）。 

 

以上の定義は包括的なものですが、注目すべき点がふたつあります。 

まず、ソーシャルワークの基本は、「ウェルビーングを高めるべく、人やさまざまな構造に働き

かける」としていることです。これまでの社会保障のように、当事者にサービスを提供すること

だけが目的なのではなく、各人の置かれている状況を理解し、その環境ごと変えていくことにソ

ーシャルワークの本質があります。 

もうひとつ注目したいのは、「実践をベースとした専門職であり、学問分野である」という点で

す。この定義はいささか奇妙なものです。なぜなら、専門職はソーシャルワークというよりも、

「必要」の理論の専門家であるイアン・ゴフは、人間の基礎的なニーズを「健康」「自律」「参

加」の三つに分類しました（I. Gough, “Universal Basic Services: A Theoretical and Moral 

Framework,” The Political Quarterly, Vol.90, No.3, 2019）。肉体的な健康、政治や社会生活

への参加が人間の基本的なニーズであることには異論が少ないでしょうが、自律については少し

説明が必要かもしれません。 

ゴフは、「自律」を「熟慮して選択する精神的な能力」だといっています。 

ある人が「走る」ことを選んだとしましょう。じつは、その人にとって、「走る」ことは、単純

な生物の「行動」をこえる、何かを含んでいます。ダイエットのためであれ、電車に乗り遅れな

いためであれ、その人なりの「目的」がそこにはあります。そして、それを実現するための戦略

をあれこれ考えながら、私たちは「走る」という「行動」を選択しています。もし、目的もなく、

選択することもできずに走っているとすれば、それは走っているのではなくて、走らされている

ことになるはずです。 

医療であれ、介護であれ、あるいは金銭的には年金もそうですが、これらの社会保障が提供さ

れることで、私たちは健康に生きていくことができるようになります。ですが、一人ひとりの人

間が抱えている、多様な生きづらさや困りごとにまでアプローチできなければどうなるでしょう

か。 

たとえば、介護サービスを提供することで、その人の身体的な機能や生活上の機能は回復する

かもしれません。しかし、その人が暮らしのさまざまな場面で自分なりの目的を持ち、その実現

のために自分なりの選択ができなければどうでしょう。その結果、他者とのかかわりあいを持て

ず、地域の一員として生き、暮らし、死んでいくことができなかったとしたら。それは「自律」

や「参加」という基本的なニーズ、あえていうならば「人間らしさ」が保障されないということ

になるのではないでしょうか。 

政治哲学者ハンナ・アーレントは、「ローマ人の言葉では、「生きる」ということと「人びとの

間にある」ということ、あるいは「死ぬ」ということと「人びとの間にあることを止める」とい

うことは同義語として用いられた」と指摘しました（ハンナ・アーレント『人間の条件』）。 

そうです。人びとの間にあること、すなわち「人間」は、物理的に生きるのと同時に、社会的

にも生きる存在なのです。だから、私たちは、「物理的存在」としてだけでなく、「社会的存在」

としての「人間」という視点から出発しなければならないのです。 

このことは、社会保障を単なるサービス提供で終わらせるのではなく、さらにあゆみを進め、

地域のなかの人びとの関係の網の目なかに居場所を作りだし、一人ひとりが人間らしく生きてい

くための条件整備へと足を踏みだしていかなければならないことを示しています。 

以上は、高齢者であれ、障がい者であれ、子どもであれ、同じです。経済成長や所得の増大を

前提とした、自己責任の社会が行き詰まりを見せているいまこそ、「2040年」という遠くて近い未

来にむかって、私たちは、人間性を保障しあう社会を作るために、地域にある資源をつむぎ直し

ていきたいと考えているのです。 

 

22.. ラライイフフセセキキュュリリテティィへへ  

 
一方でサービスへのアクセス保障機能を強化しつつ、ベーシックサービスの制度化、品位ある

命の保障を進めていく必要があります。他方で、サービスの出し手と受け手という「一対一の関

係」からひらき、「精神的、社会的な自律」「参加」という基礎的なニーズを満たしていかなけれ

ばなりません。この方向性について、私たちはさらにいくつかの問題を指摘しておきたいと思い

ます。 

 

11））ソソーーシシャャルルワワーーククとと自自治治のの新新ししいい連連帯帯  

 

私たちは、生存と生活、ふたつの「生」を大切にする「ライフセキュリティ＝人間性を保障す

る社会」をめざしていきたいと考えています。 

ですが、まだこの段階では、ライフセキュリティとしては、不十分なものです。なぜならば、

サービスを無償で提供したからといって、私たちが本当に幸せを追い求め、自由に生きていける

わけではないからです。 

たとえば、親のネグレクトが原因で不登校になっている子どもがいるとします。この子は、義

務教育というベーシックサービスを提供はされていますが、現実にはそこへのアクセスはできて

いません。あるいは、女性への差別、障がい者や外国人などへの偏見は、サービスを提供しただ

けでは解消されません。 

このサービス保障の先にある問題、一人ひとりの生きづらさを解消するためのカギを握るのが

「ソーシャルワーク」です。 

ソーシャルワークといえば、社会福祉士や精神保健福祉士の資格を持つソーシャルワーカーの

仕事をさすのが普通ですが、ここでは「国際ソーシャルワーカー連盟（ＩＦＳＷ）」の示した国際

的な定義を見てみることとしましょう。 

 

「ソーシャルワークは、社会の変化、開発、つながり、そして人びとのエンパワメントと解放、

これらを促進するような、実践をベースとした専門職であり、学問分野である。ソーシャルワー

クの中心となるのは、社会正義、人権、集団的な責任、および多様性の尊重といった諸原則であ

る。ソーシャルワーク、社会科学、人文学、そして地域や民族に固有の知からなる諸理論を土台

としながら、暮らしの課題に取り組み、幸福や健康といったウェルビーングを高めるべく、人び

とやさまざまな構造に働きかける。この定義は、各国および世界の各地域で拡張されうるもので

ある」 

（2014 年７月メルボルンにおいて採択）。 

 

以上の定義は包括的なものですが、注目すべき点がふたつあります。 

まず、ソーシャルワークの基本は、「ウェルビーングを高めるべく、人やさまざまな構造に働き

かける」としていることです。これまでの社会保障のように、当事者にサービスを提供すること

だけが目的なのではなく、各人の置かれている状況を理解し、その環境ごと変えていくことにソ

ーシャルワークの本質があります。 

もうひとつ注目したいのは、「実践をベースとした専門職であり、学問分野である」という点で

す。この定義はいささか奇妙なものです。なぜなら、専門職はソーシャルワークというよりも、
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ソーシャルワークを生業とする人たち、すなわちソーシャルワーカーの定義といったほうが適切

だと思われるからです。 

ソーシャルワーカーを専門職に限定するという考えかたは、日本では一般的なものです。2017

年に総務省に『自治体戦略 2040構想研究会』が設置され、大きな注目を集めましたが、その報告

書のなかでも以下のような文章が盛りこまれています。 

 

「放置すれば深刻化し、社会問題となる潜在的な危機に対応し、住民生活の維持に不可欠なニー

ズを、より持続的、かつ、安定的に充足するためには、ソーシャルワーカーなど技能を習得した

スタッフが随時対応する組織的な仲介機能が求められる」 

 

ここでもまた、ソーシャルワーカーは専門的な知識を持った人たちとして描かれていることが

わかります。 

総務省がソーシャルワークの重要性を語ったことについて、福祉の世界では、「住民の生活上の

ニーズに民間の力も活用して対応するため、ソーシャルワーカーが組織的に仲介する機能が必要

だとする報告書をまとめた…総務省がソーシャルワーカーの活用に言及するのは異例」（「福祉新

聞」2018年 7月 17日）と、大きな驚きをもって受け止められました。 

なぜ驚かれたのでしょう。じつはここに問題の核心があります。それは、総務省は地方の行政

や財政をあつかう組織であり、彼らが重んじる理念は福祉ではなく、自治だったからです。福祉

をあつかうのは厚生労働省のはずなのに、自治をあつかう総務省がソーシャルワークについて踏

みこんだ言及をおこなった、これはどういうことだ、というわけです。 

ここで、ひとつの疑問が浮かびます。「ウェルビーングを高めるべく、人やさまざまな構造に働

きかける」という目的、すなわち、単なるサービス提供をこえて、当事者の置かれている困難な

環境じたいを変えていくという目的を、技能を取得した専門職だけで本当に達成することができ

るのでしょうか。 

最近の動きを見ますと、地域包括支援センターにソーシャルワーカー（社会福祉士）を配置す

る義務が設けられ、また、ソーシャルワーカーを配置する自治体や社会福祉協議会も少しずつ増

えています。 

ただ、ソーシャルワーカーは専門職ではありますが、スーパーマンではありません。彼女ら／

彼らが、地域のなかに入りこみ、行政の縦割りの壁をこえ、専門職間のネットワークを自らの力

で作りあげ、当事者やその家族の困りごとを解消していくのは、簡単なことではありません。 

むしろ、当事者や家族の置かれた環境を変えていく、という本来の目的がおざなりにされ、か

ねてから人手不足が問題となっていた事業の実施のために、専門職であるソーシャルワーカーが

吸収されてしまうような事態が散見されるようになっています。 

こうした事態を避けるためのポイント、それが「自治」です。 

ソーシャルワークを機能させるためには、行政、社会福祉協議会、あるいは、高齢者介護施設

や障がい者支援施設、児童相談所や児童養護施設といった諸機関はもとより、自治会・町内会や

PTA、NPO、協同組合組織などもふくめた、アクター間の交流、情報の共有、地域全体のチームア

プローチが求められると私たちは考えています。 

こうした発想からは、さまざまなアプローチが浮かんできます。 
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たとえば、ソーシャルワーカーを自治体のなかにあるコミュニティ関係部局に配置するのはど

うでしょう。自治会の会長さん、民生委員・児童委員さんは、さまざまな情報を持っています。

それらの人たちとソーシャルワーカーの連携を強め、情報を共有していく間に行政が立つのです。 

また、どの部局、組織に人をはりつけるにしても、行政内部の部局間の連携をつよめ、ソーシ

ャルワーカーとソーシャルワーカー、ソーシャルワーカーと行政との間の情報共有をすすめなが

ら、地域の課題やニーズをたえず発掘し、協議していく工夫が大事になってくるでしょう。 

つまり、ライフセキュリティの社会とは、「サービスプロバイダー」の時代から、自治を土台と

した「プラットフォームビルダー」の時代へと、社会のありかたを大胆に変えていくことを意味

しています。 

先の国際定義をもう一度見てください。「この定義は、各国および世界の各地域で拡張されうる」

との文言があります。そうです。私たちにとって理想のソーシャルワークのありかたを考えてい

く勇気こそが大切なのです。 

ソーシャルワーカーの専門性が大事であることを認めたうえで、いま求められているのは、地

域全体がソーシャルワークを行うための基盤作りです。地域のさまざまな課題を自分たちで解決

する自治がまずベースにあり、そのなかでソーシャルワーカーが結節点、接着剤となりながら、

地域全体がソーシャルワーク、すなわち一人ひとりの困りごとの背景ごと変えていくような実践

のプロセスが重要になってくるのです。 

 

22））参参加加かか？？強強制制かか？？  

 

以上で指摘したように、ライフセキュリティの社会では、従来のサービスへのアクセス権を強

め、さらにベーシックサービスをつうじて、人びとの生存・生活保障機能を強化していきます。

これらは国＝ナショナルなレベルでの社会連帯の姿ですが、他方で、ソーシャルワークをつうじ

て地域＝ローカルなレベルでの社会連帯も追求します。 

その際、ひとつ気をつけておくべき問題があります。それは、地域包括ケア、そして地域共生

社会へという大きな流れのなかで、人びとの「参加」が地域福祉の前提となり始めているという

現実です。 

2017年および 2020年の法改正で、社会福祉法に大きな変更が加えられました。以下、その確認

をしておきたいと思います。 

 

第 4 条 地域福祉の推進は、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生す

る地域社会の実現を目指して行われなければならない。 

2 地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者（以下

「地域住民等」という。）は、相互に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構

成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会

が確保されるように、地域福祉の推進に努めなければならない。 

3 地域住民等は、地域福祉の推進に当たつては、福祉サービスを必要とする地域住民及びその世

帯が抱える福祉、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護

状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、保健医療、住まい、就労及び教育
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に関する課題、福祉サービスを必要とする地域住民の地域社会からの孤立その他の福祉サービス

を必要とする地域住民が日常生活を営み、あらゆる分野の活動に参加する機会が確保される上で

の各般の課題（以下「地域生活課題」という。）を把握し、地域生活課題の解決に資する支援を行

う関係機関（以下「支援関係機関」という。）との連携等によりその解決を図るよう特に留意する

ものとする。 

 

長い文章ですから、下線部に注意しながら読んでみてください。 

2017年改正では、現行法の第 4条 2にあたる規定に関して、地域のあらゆる住民が役割を持ち、

支えあいながら、自分らしく活躍できる地域共生社会の実現をめざしていくという目標がかかげ

られ、「福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活を営み、社

会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会」について、「与えられる」ものでなく、

「確保される」べきものへと書きかえられました。 

そのうえで、現行法の第 4 条 3 にあたる規定が追加されたのですが、この規定では、地域住民

等が課題を把握し、関係機関との連携をつうじて「解決を図るよう特に留意するものとする」と

されていることがわかります。単に留意するのではなく、「特に」留意せねばならないとされてい

るのです。 

2020 年改正では、第 4 条 1 項の規定が追加されました。ここでは、一目でおわかりのように、

地域福祉の推進は住民の参加を前提とした努力義務としてあらわされていますね。 

全体のトーンをみなさんはどのようにお感じでしょうか。地域住民が共生社会の実現のために

参加する機会が確保されねばならない。地域住民は地域課題の解決を図るよう「特に」留意せね

ばならない。住民が参加し、共生する地域社会をめざして、地域福祉の推進は行われなければな

らない。あたかも参加以外の選択肢がないような書き振りになってはいないでしょうか。 

これらの法改正の理由を、悪意に満ちた国が国民への支配を強めようとしているとみるのは誤

りです。そうではなくて、きびしい財政事情の一方で、高齢化が進み、さらにはダブルケアやヤ

ングケアラーと呼ばれるような現役世代にとって深刻な問題が浮かびあがってくるなか、限られ

た財源でやりくりできないことへの危機感がその根底にあると見るべきです。 

ですが、予算を節約するために人びとが参加と強制を強いられる、こうした動きがさらに広が

っていくとすれば、私たちはとても窮屈な社会を生きねばならないことになります。そうであれ

ば、私たちは、税をつうじた新たな社会を構想することも視野にいれていくべきです。 

 

33））フフララッットトににななるるたためめのの条条件件  

  

では、どの程度の財源が必要なのか、という話になるのですが、その前にもうひとつだけ、確

認しておきたいことがあります。1-2）では、福祉や医療に関わる人たちの「強い立場」を強調し

てきました。 

ですが、現実にはこれとは正反対のベクトルも存在していることを忘れるべきではありません。

それは、サービスを提供する人たち
．．．．．．．．．．．．

の抱えている苦悩という問題です。 
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近年、「共生」「伴走」「寄り添い」といった言葉がしばしば用いられている現状を指摘しました。

ですが、少し立ち止まって考えてみましょう。「共に生きること」「ともに走ること」「相手に共感

しながらそばにい続けること」を要求される職場、そこで働く人たちは本当に幸せなのでしょう

か。 

人間の善意は美しいものです。慈愛の精神もそうでしょう。ですが、それを当然の義務と考え

る社会は、働く人たちにとって生きづらい世の中を作ってしまいます。現実に、こうした義務・

要求に忠実に応えようとして、燃え尽き、仕事をあきらめる人たちが多数存在することは、福祉

や医療の世界では広く知られる問題です。 

私たちは、一対一の関係のなかで、当事者やその家族への無条件の「献身」を求めることは、

専門職が当事者を支配しようとするのと同じくらい深刻な問題だと考えています。 

ですから、ひとつには、福祉や医療を地域にひらき、専門職自身を、さまざまな関係の網のなか

に位置づけ直す「チームアプローチ」が必要になるでしょう。要は、専門職と専門職、専門職と

各種機関の連携を強めるための施策です。 

それと、もうひとつ重要なのは、福祉や医療の現場で働く人たちの労働の対価を保障すること、

つまり、福祉や医療に関わる人たちの権利擁護が、利用者や患者の権利擁護の土台になるという

視点です。 

福祉や医療に関わる人たちの平均的な所得水準は低いことが知られています。令和元年「賃金

構造基本統計調査」を見てみますと、医療や福祉の平均給与月額は 17 ある産業区分のなかで 13

位という状況です。さらにこれを「医療業」と「社会保険・社会福祉・介護事業」とに分けてみる

と、後者の低さは明らかです。厚生労働省の資料を見ますと、特定処遇改善加算によって、平均

で 30万円強ほど年収が増えていますが、それでも全産業の平均給与額には遠くおよばないという

のが実情です。 

以上の不十分な賃金という問題は、日本の社会保障、ベーシックサービスの問題とも関連して

います。日本の社会保障は、総額で見ますと OECDの平均を上回る水準にありますが、現役世代に

限定して見ますとトルコ、アメリカに続き、下から 3 番目です。ちなみに、子どもたちの教育費

を見ても、日本の公的負担は下から 2番目という状況です。 

つまり、福祉や医療の現場で働く人たちは、低い給与水準に苦しみ、満足な生活保障が得られ

ないなかで、当事者やその家族を「助けてあげる」「守ってあげる」こと、「共に生きる」「ともに

走る」「他者に共感しながらたえずそばにいる」ことを要求されているという現実があるのです。 

私たちは福祉や医療に関わる人たちの所得水準を引きあげるべきだと考えています。同時に、

社会保障へのアクセス保障やベーシックサービスを充実させることで、生活コストを軽減すべき

だと考えています。 

ですが、そうした制度改正の前に、確認すべきことがあります。 

福祉や医療の現場で働く人たちは、命の最期の灯火を守り続ける人たちです。病や死に苦しむ

人たちがいます。重度の障がいを抱え、わずかなサインしか送ることのできない人たちがいます。

その人たちの思いを現場の人たちが受け取り、理解し、応答してくれるからこそ、私たちは孤立

せずに、他者との関わりあいのなかで生きていけるのです。 
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彼女ら／彼らが安心して当事者とむきあい、自分たちの仕事に誇りをもって専念することがで

きないとすれば、それは、不正です。そして、その不正の犠牲者は、当事者とその家族であり、

それは、未来のあなた、未来の私なのかもしれません。         

さて、こうしたケアワーカーへの保障という視点を盛りこみながら、財源について考えたいと

思います。 

結論からいえば、消費税をもう 6％引きあげることができれば、2019 年に実現された幼稚園・

保育園にくわえ、医療、介護、大学教育の無償化が可能になります。それだけではありません。

義務教育の給食費や学用品費も無償化され、看護師、介護士、保育士、幼稚園教諭の給与も引き

あげることができます。 

念のためにいっておきますと、消費税に限定したのは便宜上のことです。法人税や所得税の富

裕者課税も消費税とセットに議論されてしかるべきです。 

それともう一点、以上の増税を行なってもなお、国民負担率は OECD加盟国の平均程度にしかな

らない点も強調しておきましょう。それだけ日本の国民負担率が低いのであり、反対にいえば、

自己責任の領域が広いというということです。 

税の話は決して愉快なものではありません。しかし、分配のパイを増やさなければ、私たちは、

自己責任の社会を変えることはできません。 

もちろん、借金に頼るという考えかたもあります。ですが、借金は必ず次世代の負担を生みま

すし、それだけではなく、何が必要な支出か、何がいらない支出か、どの税で、誰がどの程度の

負担をするのか、という大切な議論を不要にしてしまいます。 

民主主義を大切にしながら、痛みと喜びを分かち合うこと。それは「いまを生きる私たち」の

「未来を生きる人たち」への責任だと私たちは考えています。 

もちろん、財源問題は、政治的にきわめて不人気なテーマです。ですが、みなさんには意外な

ことと思われるかもしれませんが、財源と給付を組みあわせた議論は、静かに広がりを見せはじ

めています。 

みなさんは覚えていらっしゃるでしょうか。2017年の衆議院選挙で争点となったのは、消費増

税をおこなうことで、その財源が所得制限をつけずに、幼稚園や保育園の無償化、低所得層の大

学の無償化にあてる、という政策の是非でした。 

また、国の税金だけではなく、地方レベルでもこうした動きが起きています。その一例として、

全国市長会が提案した「協働地域社会税」を見てみましょう（全国市長会『ネクストステージに

向けた都市自治体の税財政のあり方に関する研究会報告書』）。 

これは、住民税、固定資産税などに全国一律で超過課税をおこなう、あるいは地方消費税の税

率決定権を自治体にゆだね、全国で税率を一律で引きあげるという提案です。その税収は、公共

交通整備、コミュニティ活動等の拠点施設の支援、地域を支える人材の確保などに用いられると

されています。 

急いで付けくわえますと、仮に、協働地域社会税を増税するとしても、先に示した消費税６％

の増税にプラスアルファする必要はありません。なぜなら、医療や介護、教育の無償化に近づけ

ていけば、その分、医療扶助や介護扶助、教育扶助といった生活保護が不要になるからです。こ

の浮いた財源で協働地域社会税の引きあげ分は相殺されます。 
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2-2）では参加と強制の問題について考えました。私たちは、住民に参加を強くうながし、行政

サービスを地域に丸投げする状況を求めません。反対に、「公」＝国や地方自治体の財政責任を明

確にし、「共」＝コミュニティや NPOなどの中間団体、ソーシャルワーカーの強化を図り、これら

が土台となって「私」＝住民や企業の自治が可能となる、そのような社会ビジョンを提示したい

と思います。 

「公」が責任を果たしつつ、人びとの生存・生活の「必要（ニーズ）」を満たすために、「共」が

「私」をつなぎ、地域課題を解決していく  「公・共・私のベストミックス」をめざして、どの

ような枠組みを作っていくのかが、それぞれの地域ごとで鋭く問われていくのです。 

  

33.. 私私たたちちかかららのの提提言言  

11））頼頼りりああええるる社社会会〜〜誰誰ももがが自自分分ららししくく生生ききるるたためめにに〜〜  

 

私たちは誰かに頼ることをいけないこと、情けないことだと考えがちです。ですが、哲学者の

ジョナサン・ウルフが指摘するように、現実には、私たちは誰もが、お互いに依存しあいながら

生きています（ジョナサン・ウルフ『正しい政策がないならどうすべきか』）。 

たとえば、誰の世話にもならずに生きていける、そう主張する大金持ちがいるとしましょう。

ですが、その人の乗る高級車は、「私たち」が作った道路なくして移動はできないはずです。 

必死に働いてお金をためて大学を卒業したと語る高齢者がいるとします。ですが、その程度の

授業料ですんだのは、「私たち」の払ったお金を使って、国から大学に補助金が入り、あるいは奨

学制度を整えたからではないでしょうか。 

生まれれば、すべての「私たち」が年長者の世話になり、すべての「私たち」は、学ぶときには

先生に、病気になればお医者さんに、死ぬときは火葬場の人たちのお世話になっているはずです。

あえていえば、誰にも頼らずに生きている人間など存在しないのです。 

私たちは、一人ひとりが自分の持つ価値を十分に発揮し、主体的、能動的に生きていくことが

何よりも大事だと考えています。ただ、そのためには、逆説的ですが、足元にお互いが「頼りあ

える」前提がなければならない、と考えています。 

私たちは、みなが自分の足で立ち、自分の意志で未来を決めることができるよう、2040 年を目

標に、神奈川県を「頼りあえる社会」へと変えていきたいと考えています。それは、生まれた土

地で育ち、学び、働き、愛する人と出会い、そして住み慣れた地域のなかでこの世に別れを告げ

る、そんな一人ひとりの「自由」を保障しあう社会にほかなりません。 

では、その「頼りあい」を可能にするための条件をどのように整えるべきでしょうか。 

日本の社会保障は、繰り返し指摘しましたように、「申請主義」が前提になっています。問題な

のは、申請を行う際、固定的な家族、親族構成を前提とした制度が積みあがってしまい、機能不

然を起こしていることです。 

1990年代後半以降、妻は専業主婦で子どもが二人という「標準世帯」モデルは、むしろマイノ

リティであり、全体の 5％にも満たないといわれています。ところが、制度は、この変化について

いけていません。その結果、夫婦共稼ぎの世帯では、育児・保育のため、あるいは親の介護のた

めに女性が離職を余儀なくされるケースが続出しています。 
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それだけではありません。同居の有無にかかわらず、第一世代＝80歳、第二世代＝55歳、第三

世代＝30歳、第四世代＝1歳という「4世代モデル」が普通になってきています。 

第二世代はまだ現役ですが、親の介護に追われ、子育てに大変な第三世代のアシストにまわれ

ません。すると、残念なことに、第三世代では妻が仕事をあきらめ、子育てに専念せざるを得な

い、という問題が頻発し、同様に、第三世代もまた、上の世代のアシストに回れず、第二世代が

介護離職を迫られる、そんな負の連鎖が生まれつつあります。 

むろん、核家族化が基本だとしても、この四世代で同居することをのぞむ世帯もあるでしょう。

そうであれば、その人たちの住宅の取得、改修の際に、制度面で後押しすることが必要です。そ

れは税制上の対応を取ることも考えられますし、直接、建設補助を出すような場合も考えられる

でしょう。 

ここで問われているのは、特定の家族モデルにとらわれず、さまざまな家族構成に応じて、柔

軟に対応可能できるアシストの仕組みをどのように構築すべきか、ということです。 

そのための第一歩として、まず、行政のほうで、地域に適した共生デザインを描き、実践する

ためのチーム作りを進めることを提案したいと思います。 

それぞれの地域にはユニークな共生ビジョンを持ち、さまざまな専門性を持った専門家が少な

からず存在します。たとえば、これらの情報をデータベース化できれば、それぞれの地域の特性、

多様なニーズに合わせたチーム作りのための情報プラットフォームを構築することができます。 

同時に、行政は、個別ニーズにより柔軟に対応するため、地域の特性にあわせて介護を「ハイ

ブリッドサービス化」してはどうでしょうか。それぞれのニーズに応じて、介護保険適用サービ

スと、保険外の自己負担、有償サービスとを同時に組み合わせていけば、予算の心配をあまりせ

ずに、細やかなニーズへの対応が可能になっていきます。 

また、ソーシャルワークを自治と結びつける私たちの発想からすれば、重要なアクターは、地

域のなかにこそ、存在しています。一例をあげれば、民生委員・児童委員さんなどは、地域で起

きている問題を各機関につなぐうえで欠かせない人たちです。 

ただ、高齢化による担い手不足が全国で起きていますし、深夜におよぶ電話の相談、時にはお

金の相談に至るまで、ボランタリーサービスの域を超えた仕事の負荷もまた、問題となっていま

す。 

こうした仕事に対する対価を行政はどう考えるべきでしょうか。有償化は一案ですが、それが

難しいのであれば、地域通貨の延長線上として、自分が活動して獲得したボランティアポイント

を、将来自分がアシストを必要とするときに利用できるような、長い時間軸での互酬の仕組みを

制度化してはどうでしょう。 

行政にくわえて、事業者にも工夫の余地は大です。 

私たちが、地域で暮らす、ということは、さまざまな世代の人たちが「共にある」ことを意味

しています。それは、高齢者が地域のなかで孤立しないための枠組みづくり、世代をこえて互い

が互いを「気にかけあう」街づくりと地続きです。 

そうであれば、たとえば、独居から解放されたい高齢者と、安く部屋を借りたい若者とをマッ

チングするサービスを提供し、地域で「多世代生活」を希望する人たちどうしを結んでみてはど

うでしょう。 
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そうすれば、多世代による生活面、経済面、精神面などでの支えあいを促進する実践例が次々

と出てくるはず。これを蓄積・発信していくことも大事です。次の章であおいけあの「ノビシロ

ハウス」を紹介しますが、これもまた、この情報発信のひとつの試みです。 

情報の共有が進めば、高齢者と若者がともに生活しやすい物件の開発と供給も進むでしょう。

これが多世代生活や共生デザインを柱としたコミュニティ開発と結びつきながら、積極的なイン

フラ投資につながっていけば理想的です。もちろん、これらに対する行政の支援も重要になって

くることは、いうまでもありません。 

もう一点、先に「ハイブリッドサービス化」について触れましたが、従前の介護サービスと近

隣者によるサポートを組みあわせることも検討の価値があります。行政と協力しながら、事業者

もまた、介護保険適用サービスと、保険外で自己負担の有償サービスとをうまく組みあわせ、提

供できる選択肢の幅を広げていくのです。 

 以上の行政や事業者の改革は、「頼りあえる社会」へと街の姿を変えることに貢献し、そのこと

が、一人ひとりの住民の意識を変えていくかもしれません。 

想像してください。病気になっても、介護が必要になっても、安心して暮らせる街。誰かを気

にかけ、みなが誰かと支えあい、頼りあうことを自然なことと思える街。 

それは、けっして「奉仕」と「自己犠牲」の街ではありません。その地域に住み続けるなかで、

時には自治会で、時には NPO で、さまざまな場所を自由に人びとが出入りし、自己実現と、いま

の誰かの困りごとと、自分自身の未来の安心とをつなげるために、知恵を出しあう街です。 

そんな街ができれば、人とのつながりや関わりあいに希望を感じる意識、互いに違うことを当

たり前だと感じられる意識、家のなかにも、地域にも、居場所と役割があることの喜びを感じる

意識へとつながっていくのではないでしょうか。 

 

22））「「福福祉祉ササーービビスス」」かからら「「生生活活ササーービビスス」」へへ  

 

私たちは、2040 年の神奈川県を念頭に、社会保障からライフセキュリティへ、すなわち、事故

や問題があったときのセーフティネットを重視する社会から、生存と生活を支えあい、人間性を

保障しあう社会への転換をめざそうとしています。 

これらを一言でいいあらわせば、「福祉を地域に」ではなく、「地域が生活を」への価値の転換、

ということになります。繰り返しをいとわずにいいますと、これは生活を地域に丸投げするので

はなく、地域が生活を支えあうような、「公・共・私のベストミックス」をめざすことにねらいが

あります。 

ですから、これまでのように「福祉サービス」を当事者・利用者に提供することが目的なので

はなく、「生活サービス」をすべての人たちに行き渡らせ、生活ニーズ全般が満たされるように、

地域のプレイヤーがそれぞれの立場でかかわりあう、気にかけあう社会をめざしていくことにな

ります。 

これまでの行政は、既存の社会保障の枠組みのもと、介護、障がい、子育て等に特化しながら、

個別のサービスを個別の部局が担当してきました。ですが、そういう人の属性にしたがった縦割
．．．．．．．．．．．．

り
．
によってではなく、人びとが

．．．．
生きやす
．．．．

くなる
．．．

、暮らしやす
．．．．．．

くなるという基準
．．．．．．．．

で、それらにつな

がるサービスを制度として認めていくことになります。 
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そのためには、地域における各種サービスを利用者本位で統合する工夫が求められます。同時

に、当事者やその家族からの相談を断ったり、よそに回したりするのではなく、いったん引き取

り、これを各部局につないでいくための環境整備が必要になります。 

たとえば、福祉、教育、コミュニティの担当課が人を出して係をもうけ、個別の窓口に寄せら

れた声を、この係につなぐような仕組みづくりはどうでしょうか。ワンストップの総合窓口の重

要性が叫ばれるようになって久しいですが、いわば役所の内側に、職員のためのワンストップサ

ービスを整備するというアイデアです。 

行政の以上の変化に対応して、事業者もまた、これまでの「〇〇福祉サービス」という看板を、

「○○生活サービス」へと切り替えるくらいの発想が必要になるでしょう。事業者もまた、福祉

ニーズから、利用者本位の生活ニーズへとサービスの内容を組み替えることが求められるのです。 

ここで、高齢者の生活を包括的に支えていく仕組みについて考えてみましょう。 

近年、日本版 CCRC の普及を求める声が強まっています。CCRC（Continuing Care Retirement 

Community）とは、高齢者が健康な状態で入居し、介護が必要になれば、サービスを受けながら人

生の最期まで暮らすことのできる生活共同体をさしています。 

ただ、本場のアメリカを見てみますと、これは富裕な高齢者からなる、社会と隔絶された“Gated 

Community”であり、日本版 CCRC でも一部の施設では、同様の傾向が観察されています。また、

日本の場合は、地方創生政策の一環として実施されたことから、都市部から地方部への高齢者の

移住、地域経済への貢献といった国の政策意図が反映されたという特徴もありました。 

これに対し、スウェーデンでは、安心住宅やシニア住宅、コレクティブハウスなど、安価で質

の高い集合住宅が提供されています。そこには、カフェ、図書館、運動室、屋上庭園などが設置

され、住民自らがさまざまなコミュニティ活動を企画・運営しています。 

スウェーデンのケースで注目すべきなのは、これらの集合住宅が公的な介護サービスと連動し

ていることです。 

まず、自治体が税で介護サービスを安価に提供しているため、コストが居住に必要な分だけで

すみます。第二に、医療の質や、社会サービス、介護職員の質、高齢者ケアの内容などを自治体

が公表することで、自治体間の比較が可能となり、「質の競争」が起きています。第三に、施設が

地域にひらかれ、世代をこえた交流が可能となっています。 

事業者がこのような生活共同体を提供していくうえで、内と外をつなぐコーディネートの役割

がポイントになってきます。つまり、先に触れた「ハイブリッドサービス」を差配する現場の人

材育成が重要になるのです。 

保険適用、保険適用外、専門特化サービス、専門的ではないけれども生活を支えるサービス、

これらを柔軟に組みあわせながら、利用者に計画を提案できるような力をもったマネジャー人材

を養成しなければなりません。そして、オランダやイギリスのように、その人たちが以上のよう

な全世代型コミュニティに常駐できるような状況が生まれれば、理想的だと言えるのではないで

しょうか。 

ここで強調しておきたいのは、「福祉」は弱者のためだけのものではなく、誰にも必要な生活イ

ンフラだという意識を育てていくことです。 

老後の豊かな暮らしは、福祉のニーズやサービスだけではなく、家族や友人、あるいは趣味や

地域活動などとの付きあいかたによっても大きく左右されます。「生活サービス」の視点からは、
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隣人どうしが一緒に出かける、食事をする、趣味の時間を楽しむといった「関わりあい」をどの

ように保障していくのかが大切なテーマとなるでしょう。 

 

33））学学びび合合いいががつつむむぐぐ「「共共ににああるる心心」」  

 

高齢化が進み、100 年生きて当たり前という人も珍しくなくなってきました。認知症になった

り、自由に歩けなくなったりするのは、特別な事件ではなく、誰の身にも起こりうる「自然なで

きごと」なのです。 

ところが、まだ、そうした人びとへの差別や偏見の眼差しを色濃く残っています。 

差別や偏見はなぜ生まれるのでしょうか。それは、そこに差別や偏見を喜ぶ「悪」があるから

ではなく、その人の置かれた状況に対する「無知＝知らないこと」があるからではないでしょう

か。 

「徘徊」と差別的に用いられる言葉を見てみましょう。認知症の症状のある高齢者が目的もな

く歩き回るのではなく、ほとんどの場合、周りの「専門職」と呼ばれる人たちが、当事者の持っ

ている目的に気づく力、理解する力を持てていないことが原因です。 

こうした「無知＝知らないこと」が生みだす差別や偏見をなくし、介護であれ、障がい者福祉

であれ、児童福祉であれ、誰もがそれらのサービスの利用を当たり前の権利とみなせる社会を作

っていくためには、住民が出会い、学ぶ＝知るための機会が不可欠です。そして、無知の生みだ

す「心の壁」を壊し、事実を正しく知ることは、住民の主体的な福祉への参加につながっていく

ことでしょう。 

 では、学びの機会を増やすためにできることは何でしょうか。 

福祉サービスを利用する人であっても、そうでなくても、それまでの人生を通じて得られた体

験やスキル、発想といった、他者にとって価値のある何かを人間は持っています。 

であれば、行政は、住民・ケアワーカー・学生などが、年齢や障がいの有無にかかわらず対等

な立場で交流できる場を整え、そこで要介護者の持つ強みを伝えていってはどうでしょうか。そ

の際、多世代の住民が自然と集まる場所を作るために、空き家や地縁を再活用すれば一石二鳥で

す。 

あるいは、障がい者・健常者を問わず、そうした場に参加した各人の得意分野やスキルをリス

トアップして、本人同意のもと、データベース化していくのもよいでしょう。必要なときに、必

要な人に頼れるようにするための情報プラットフォームです。 

住民の地域福祉活動への関与を高めるために、行政は、住民が楽しみながら地域福祉の世界に

触れられる機会を作ってみてはどうでしょう。福祉施設等を会場に使った各種カルチャー教室的

活動を展開していけば、それがきっかけとなって、人びとは福祉の世界を知ることができます。 

また、空き家活用による地域サロン開設への支援として、民間ファンド支援や企業版ふるさと

納税制度などを活用した公的補助も一案ですし、高齢者 PC/スマホ教室の講師を若い世代が務め

るなどすれば、多世代の住民が知らないうちに出会える場づくりにつながります。 

2-2）でも指摘しましたように、福祉や介護の仕事は、人間の最期の命の灯火を守る、誇り高く、

尊いものだと私たちは考えています。こうした現場での「物語」を行政が地域住民に丁寧に伝え
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ていくことは、ケアワーカーの尊厳を守り、福祉が他人ごとではないという認識を生み、「無知＝

知らないこと」による差別を解消する重要な手段となるでしょう。 

一方、事業者サイドもまた、行政に頼りきりではいけません。空き家の利活用や、高齢者への

ITリテラシー指導の機会を活かした交流を支えるためのファンド立ち上げを進めてみてはどうで

しょうか。 

資金面での安心が得られれば、個別の学びの場の制度設計に進むことができます。その際、「手

続き記憶」を最大限活用するサービスの場を作っていくことが重要です。認知症になっても、家

事や趣味など、「体で記憶しているできること」＝「手続き記憶」を上手に引きだしていけば、当

事者の自尊感情を大事にしつつ、周りの人たちの無理解を解消していくことができるようになり

ます。自分が必要とされる場所を作っていくことは、高齢者の人間性を保障するうえで、もっと

も大事な要因といえます。 

事業者が、異分野の人たちを集め、つなぎ、地域福祉の資源とする仕掛けづくりを進めていく

うえで、カギとなるのは、ボランティアに偏りすぎないことです。各人の生業、ビジネスが地域

資源として生き、かつ一人ひとりの生きづらさを解消していくようなビジネスモデルを創出して

いくことが求められます。 

こうしたビジネスモデルの核心は、福祉と企業の利潤を調和させることにあります。この問題

を考えるうえで、高知県の大豊町は参考になります。 

大豊町では、行政、商工会、地元企業が連携しながら「御用聞き」を行う、見守り介護システ

ムを開発しました。行政が補助を出すことで、宅配業者が高齢者の御用聞き行い、地元の商店で

物を買い、届け、安否確認を行うことで、地域全体に win-win の関係を作りだすことに成功して

います。 

以上の、福祉従事者のみならず、地域のメンバーがゆるやかに資源を持ち寄って集まる社会で

は、実践のプロセスで、参加者の間にさまざまな「関係」が生まれます。この「関係」は他者の能

力や個性を知る格好の機会を与え、まわりの人たちの生きづらさや困りごとに対する「感受性」

を高めていくことでしょう。 

同時に、仕事や年齢、障がいの有無にかかわらず対等な立場で交流する場が増えていけば、サ

ービスの利用者であっても、自分の知識や能力を生かしてアシストする側に回る意欲を持てるよ

うになりますし、実際に福祉の現場ではそうした光景が頻繁に見られます。 

 

44））人人をを育育てて、、地地域域をを育育ててるる  

 

これまでの提言では、「生活サービス」の「担い手」の存在を暗黙の了解としてきました。です

が、現実には、その担い手をどのように育成していくのかも含めて、具体的に考えていかなけれ

ばなりません。 

 近年、主権者教育の重要性があちこちで聞かれますが、福祉のリテラシーを高めるための教育

については、あまり指摘されません。 

三世代同居が当たり前だった時代であれば、愛する人が年老いて、病におかされ、いなくなる

ことを、日常の暮らしのなかで学ぶことができました。しかし、核家族化が進み、若い人たちが

福祉の現実に接する機会は、めっきり少なくなってしまっています。 
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このような状況を打開していくためには、教育のありかたそのものを議論の俎上にのせる必要

があるのではないでしょうか。 

生存権が保障され、最低限度の文化的で健康な暮らしが送れれば十分なのではなく、私たちに

は、幸福を追求する権利もまた憲法で認められています。私たちの問題意識に即していえば、福

祉サービスを提供して事足れりとするのではなく、その先の関わりあいの領域、ソーシャルワー

クの領域も含めて、福祉への理解を深めていく必要があります。 

そこで、思い切って、神奈川県独自の共通教育を私たちは提案したいと思います。 

社会福祉は高齢者のためだけにあるのではありません。これを「人の基盤教育(社会リテラシー)」

として位置づけ、副読本を作成しつつ、神奈川県内の学校でカリキュラム化してみてはどうでし

ょうか。 

あるいは、高校生、大学生が地域福祉活動に参加でき、単位として認定する教育の仕組みづく

りを考えるのもよいでしょう。さらにいえば、地域のあらゆるステークホルダーを巻きこむよう

な、ファシリテーション機能と人材を育成するプラットフォーム作りを高校や大学の教育カリキ

ュラムに盛りこむことも考えられます。 

若い人たちも、いつかは、自分自身が当事者となります。ですから、認知症ケアにも有効と考

えられるタッチケア等の教育、未病を中心とする予防医学の充実化と健康寿命の延伸といった技

術的な教育も考えられるでしょう。 

あるいは、ヤングケアラーとして多くの困難を抱えている同世代の若者たちとの対話の場をも

うけ、そうした社会問題への関心を「自分ごと」として高めていくことも教育の大切な役割です。 

 もちろん、こうした方向性は、公教育のみが追求すればよい問題ではありません。事業者側で

も、人間性の保障、権利擁護をもとにした福祉教育をケアワーカーの共通基盤としていくことが

重要です。 

 現実のソーシャルワーカーを見てみますと、独立型のワーカーは少なく、大半が「雇われソー

シャルワーカー」だという実態があります。もちろん、「雇われワーカー」のなかにも、施設から

飛びだし、地域で東奔西走している人はいます。ですが、同時に、当事者や家族が置かれた「環

境ごと変える」という本来の眼差しが置き去りにされ、サービスを提供するための連絡・調整に

終始するというケースのほうがより一般的です。 

とはいえ、各事業所でこの問題に対応するのには、限界があります。ですから、福祉をこえて、

分野横断的に人材が交流できる機会を事業者が共同で設け、これを革新的なビジネスへと発展さ

せるべく、ファシリテータ的な指導者を養成してみてはどうでしょうか。 

 公教育をつうじた人材育成は、ややもすると、国や社会の求める人材を強制的に育てていく危

険性をはらんでいます。ですから、地域社会を、子どもと大人が相互に学びあう場ととらえ、本

来の意味の“care（＝気にかける）”を通じた教育から子どもたちが多様性を学んでいくプロセス

を大事にすべきです。 

つまり、人材育成は、3）で述べたような「学びの場」を地域のあちこちに作り、学力、能力、

専門、世代など、似た者どうしが集まりがちな社会のなかで、自分たちとはちがう能力、発想、

価値観と出会う機会を作っていくこと、そして自分にとっての正義が必ずしも社会全体の正義と

は限らないことを学んでいくこと、これらの努力と足並みをそろえていくことが求められるので

す。 
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55））行行政政よよ、、事事業業者者よよ、、ププララッットトフフォォーームムビビルルダダーーににななれれ！！  

 

かつてのような経済成長が期待できず、自己責任で生存・生活の「必要（ニーズ）」を満たして

いくことが難しくなるなか、これまでの行政主導の社会保障では対応できない地域課題が次々と

あらわれています。 

こうした変化は、行政の役割もまた、変えずにはおきません。 

それを私たちは、「サービスプロバイダー」から「プラットフォームビルダー」へと表現してき

ましたが、この変化は、行政という存在を「グランドデザイン(大きな旗振り役)」から「プラッ

トフォームデザイン(基盤を作る黒子)」の主体へと変えることを意味します。つまり、既存のサ

ービスを必要とする人たちに届けることと同時に、地域のアクターが課題解決に挑む「自治」の

力をどのように育んでいくかが鋭く問われる時代になるのです。 

いまある介護保険、医療保険は、疾病や介護のニーズに対して、「事後的」に対応する制度設計

になっています。これはこれで重要なのですが、私たちは、保険機能を再検討することも含め、

「神奈川県版ライフセキュリティ」を構想する段階に来ていると考えています。 

まず、最初の一歩として、事後的に保険で対応するという発想にとどまるのではなく、フレイ

ル予防活動などを充実させながら、介護度や健康状態を改善するための取り組みを進めていく必

要があります。 

その際、保険制度の財源を保険料一辺倒で行うのではなく、たとえば、ソーシャルインパクト

ボンド 1などを活用し、介護予防の改善と予算の削減とを同時に追求することも視野に入れるべ

きでしょう。また、提言 4）で指摘したような、未病を中心とする予防医学を深化させ、健康寿命

の延伸を図るための施策に力点を置くことも大切です。 

私たちは、提言 1）、2）のなかで、福祉の「ハイブリッドサービス化」の有効性を強調しました

が、この観点は、自費利用が可能な人たちの選択肢を増やすこととうまく連動させられるかもし

れません。 

つまり、自由診療や混合介護を認めることで、自費利用に納得した人たちが要望する手厚いサ

ービスに対応し、その満足度を高め、さらに利用増を図る戦略です。ここで得られた財源をうま

く活かしていけば、ケアワーカーの処遇改善にもつなげられます。 

生存と生活を軸に「人間性の保障」を行うという視点からは、効果的に施設、住居を整備する

ことまで保障の範囲内にくわえていくべきです。 

一方では、住宅手当の創設によって、低所得層に現金の給付を行うわけですが、自治体レベル

では、空き家等の余剰インフラの転換・活用を促す仕組みづくりを模索すべきです。たとえば、

所得対策としては、空き家を自治体が借りあげ、これを安価で低所得層に貸与する方法が考えら

れます。 

 
1 ⾏政の成果連動型⽀払契約と⺠間資⾦の活⽤を組み合わせた官⺠連携⼿法の⼀つ。⺠間事業者が、資⾦提供者

から調達した資⾦を基に、⾏政機関から委託された⾏政サービスを実施。成果⽬標を定め、⽬標を達成した場合

に資⾦を拠出した投資家に報酬が⽀払われる仕組み。 
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高齢者介護の枠組みのなかであれば、これらのインフラを活用して、介護度に応じた居住空間、

多世代が一緒に過ごせる空間を作ることもできます。公営住宅の空きスペースを活用して、地域

福祉活動の拠点を増やしていくこともできるはずです。 

自助、互助、共助、公助といった言葉が定着していますが、自助の領域、公助の領域と画然と

役割・機能を区別するのではなく、これらを柔軟に組みあわせながら、地域、地域になじむよう

な福祉制度を整備していくべきです。 

そのプロセスでは、従来にない取り組みを地域じたいが評価する仕組みを取り入れ、「生活サー

ビス」をたえずチェックしながら、更新していくことが重要でしょう。 

 

66））私私たたちちがが変変わわるるたためめにに大大切切ななこことと  

 

以上では、行政や事業者、そして地域に生きる一人ひとりが、どのような改革を進めていくべ

きかについて考えてきました。 

改革の提言をするのは簡単ですが、それを実践していくためには、行政や事業者、そして、福

祉にかかわるすべての人たちの意識変革が必要であり、また、改革をさまたげる要因、非効率性

を生みだす要因についての検討も行わなければ、実効性のある提言とはなりえません。 

すでにこれまでにも、「してあげる」という上下の関係から脱却できない現状、構造を変えると

いう視点を失った「雇われワーカー」の限界等について言及してきました。ですが、これらにと

どまらない、より大きな視点から、福祉の変革を妨げる要因の改善方法について私たちは考えて

いかねばなりません。 

まず、大規模社会福祉法人のなかには、旧態依然たる経営方法を採用しているものが散見され

ます。これを改善するための方策として、行政は、社会福祉法人と地域に密着した中小企業など

とのコンソーシアム（事業者連合体）の設立を容易にするための環境整備を進めていくべきです。 

コンソーシアムをつうじて、ヘルスケアサービスの顧客満足度の向上、ＩＣＴによる業務の効

率化といった企業経営手法を社会福祉法人サイドが取り入れることができます。また、現場の人

たちも、福祉法人のなかに閉じこもるのではなく、職場を適切に異動しながらキャリアとスキル

を積める体制を整えることができますし、中小企業自身も、ここでの協働を基礎に、地域課題の

解決に向けたソーシャルビジネスのモデル構築を進めていくことができるようになるでしょう。 

経営効率化との関連でいいますと、事業所の業務負担が重い毎月の報酬請求を共同事務化し、

事業資源をケアに集中していくべきです。あるいは、事業実績に乏しい法人が福祉サービスに新

規参入しにくい現行の仕組みを変えていくために、プレゼンによる事業評価、参入を認め、若い

経営者による福祉サービスの変革を加速していく方法も考えられます。 

近年、AI の普及や DX の進展により社会の仕事が全般的に効率化されつつあります。これは、

社会福祉法人に企業経営の視点と価値、DXを積極的に導入し、将来の福祉のあり方にどのような

価値発揮で貢献するのかという事業ビジョンを掲げねばならない状況が生まれつつあることを意

味しています。 

その際、強調しておきたいのは、これまでと違って、マンパワーを「人でなければできない仕

事」にシフトさせるという視点です。 
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一方では、映像分析技術やセンサーデバイスの全面的導入をつうじて、日々の体温や血圧、脈

拍といった「バイタル情報」の記録など、現場の事務的仕事からの解放を進めることができます。

しかし、そこで話を終わらせるのではなく、そこで不要となった人材に関して、人事の再配置を

積極的に進め、施設のなかだけではなく、地域のなかに活躍の場を見いだせるような「雇われワ

ーカー」の抱える限界を克服していく方向性を事業ビジョンのなかに織りこんでいくべきです。 

先に、若い経営者による変革の重要性を指摘しました。ですが、現在の制度のもとでは、それ

が決して容易ではない、という深刻な問題があります。 

介護の世界で事業をはじめようとすると、土地を買い、事業に必要な基礎設計ができている建

物を手にするだけでもハードルが高いのですが、これに、事業運営の経験が５年以上なければな

らない、という制約が覆いかぶさってきます。 

こうした、自由な発想をもった若い人たちが手をあげることすらできない現状は必ず変えるべ

きです。若い人たちの先進事例から学ぶこと、そして、若い経営者を育て、その経営者どうしが

切磋琢磨すること、こうした好循環を生みだすために、公募要件を見直すことこそ、国・行政が

真っ先に取り組むべき課題です。 

最後に、きわめて難しい問題ではありますが、社会の価値観について触れておきましょう。何

度も述べてきたように、私たちの社会には、自己責任を重視する文化がありました。高齢化や少

子化、経済の停滞がもたらしたさまざまな問題を、家が、身内が抱えこみ、その苦しみを社会全

体で分かちあうことができずにやってきたのです。 

伝統的な家族観についてはいろいろな評価があるでしょうし、あってしかるべきです。ですが、

これを前提とした社会保障が機能不然におちいっている以上、また、人びとの生きづらさや困り

ごとが多様化している以上、神奈川の共生社会モデルは、旧来型の家族観をこえたところで構想

されなければなりません。 

一人ひとりが異なる価値観を持つのは、当たり前のことです。そのような多様な主体が自分自

身の将来と、地域全体の将来とを重ねあわせながら、同質性や一体性にとらわれすぎない「共在

観（a sense of togetherness）」をもてるよう、私たちは未来を見据えねばなりません。 

もちろん、すべての問題を一度に解決してくれる魔法のスイッチはありません。ビジョンを持

ちつつも、その時々に必要となる目標を柔軟に掲げながら、あるべき未来に向かいつつ、行きつ

戻りつを繰り返す、そんな、20年後に向けて絶えず変化し続ける福祉こそが私たちに求められる

のではないでしょうか。 

 

おおわわりりにに  

 

私たちは「不安から人間を解放すること」を目指して議論を続けてきました。なぜなら、生き

ていく、暮らしていくための「必要（ニーズ）」から人間が解放されない限り、人びとは、肉体的

必要に従属しながら生きてくほかないからです。 

残業や長時間労働といった過酷な就労環境になぜ人びとは応じるのでしょうか。それは生きる

ための必要があるために、雇用主の要求に対して異議申し立てが行えないからです。日本の法制

度のもとでは、労働者の残業拒否は、懲戒処分や解雇の理由とみなされます。そして、自己責任

の社会では、それは即、労働者の生存の危機と直結してしまいます。だからこそ、生活不安や失
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業の恐怖から人びとを解放することによって、定時退社や自己実現へのチャレンジを可能にする

条件を整えるべきだと私たちは考えるのです。 

地域の活動への参加、そして、地域全体を巻き込んだソーシャルワークの成否は、社会保障へ

のアクセスやベーシックサービスの拡充と切っても切れない関係にあります。なぜなら「必要（ニ

ーズ）」のいいなりにならねばならない限り、私たちが地域のさまざまな活動に参加することなど

夢のまた夢だからです。 

一方、アーレントは別の著作のなかで、重要な指摘をおこなっています。 

 

「自由であるためには、人は、生命の必要から自ら自身を解放していなければならない。しかし、

自由であるという状態は解放の作用から自動的に帰結するものではない。自由は、たんなる解放

に加えて、同じ状態にいる他者と共にあることを必要とし、さらに、他者と出会うための共通の

公的空間、いいかえれば、自由人誰もが言葉と行ないによって立ち現われうる政治的に組織され

た世界を必要とした」（ハンナ・アーレント『過去と未来の間』） 

 

以上の指摘が意味するのは、真に自由な状況を獲得するためには、生きる、くらすための「必

要（ニーズ）」から人間を解放することと同時に、「同じ状態にいる他者と共にある」状態を作り

出さなければならないということです。 

私たちが、自治の力をはぐくみ、人と人とがつながりあい、互いが互いを気にかけあう環境を

整える社会を構想したのは、私たちが「共にある」ことを実感できるような社会を次世代に残し

たいと考えているからです。そして、その「共にある」人たちのあらわれの場こそが、共通の公

共空間である「地域」にほかなりません。 

地域を巻き込んだソーシャルワークの実践は、人間が自由を手にするうえで欠かせない条件と

なるでしょう。そして、その条件を整えるために、福祉を福祉の世界で、医療を医療の世界で完

結させるのではなく、自治という大きなコンテクストのなかに位置づけ直すべきだと私たちは考

えています。 

主張するのは簡単ですが、これを実践するのは大変な作業です。ですが、だからこそ、私たち

はただ提言し、これを投げっぱなしにするのではなく、これからもその進捗を定期的に確かめて

いかなければなりません。 

その積み重ねは、「共同の困難」を「共同の努力」で克服してきた人類の偉大な歴史に、あらた

な 1 ページを刻むことになるでしょう。しかし、この私たちの提言は、その 1 ページの最初の一

文字を記したに過ぎないのです。 

 

 

 

 





第 4章
すでに始まっている取り組み
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第第４４章章  すすででにに始始ままっってていいるる取取りり組組みみ  

「株式会社あおいけあ」は、神奈川県藤沢市で高齢者向けのグループホーム、小規模多機能

型居宅介護の事業を展開しています。 

あおいけあを訪れると、その敷地内には大きめの一軒家が建ち並ぶ光景が目に入ります。実

はそのいくつかの一軒家が事業所であり、私たちがよく目にする介護サービスの建物のイメー

ジとはだいぶかけ離れています。更に、あおいけあの敷地と、車や人通りの多い道路との間に

は塀がありません。敷地内を貫く小径は近所の人たちが駅へ向かうための近道として利用され、

子どもたちの遊び場にもなっています。「敷地の壁を取り払う」、これも、あおいけあの特徴の

一つです。 

アジア太平洋地域で影響力のある高齢者ケアの経営者として、2019年に「Ageing Asia Global 

Ageing Infuluencers」に選ばれた代表取締役の加藤忠相さんがあおいけあを立ち上げたのは２

５歳の時でした。それ以前は横浜市内の特別養護老人ホームで働いていましたが、現場の働き

方や支援の価値観などにショックを受けて退職。ご自身で介護サービス事業を立ち上げました。 

――加藤さんは、ご自身が考える理想の介護を実践するために、独自のアイデアを凝らしたサ

ービスを立ち上げたのですか。 

加藤さん：いや、別に素晴らしい事業所を作ろうとかではなくて、ごく当たり前に介護サービ

スを運営できればいいと思って始めたんです。 

――それにしては、加藤さんのサービスは各方面から注目されています。 

加藤さん：よく、「加藤さんのところは独自のサービスをやってるよね」って言われるんですけ

ど、そんなに特別なことをしているつもりはないんですね。ていうか、そもそも介護保険事業

に「独自のサービス」なんてありますか。僕がやってきたのは、お年寄りの「悪化防止」だけで

すよ。これ、介護保険法にもちゃんと謳われていますからね。だから独自のサービスでも何で

もないんです。 

  

１１．．－－ソソーーシシャャルルワワーーククがが地地域域をを変変ええてていいくく――  
株株式式会会社社ああおおいいけけああ    

代代表表取取締締役役  加加藤藤  忠忠相相ささんん  
hhttttppss::////aaooiiccaarree..ccoo..jjpp//    
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――つまり、ごく当たり前のことをしているだけということですね。しかし、あおいけあのサ

ービスに追随したくても、できないと感じている人たちは多いと思われます。 

加藤さん：多くの人たちは、「介護サービスとはお世話するもの」というイメージにとらわれて

いるのかも知れません。お年寄りが転ばないように一日中椅子に座らせておく、どこのデイサ

ービスでも当たり前に見られる光景ですが、支援する側の私たちがそのようにさせられたらど

う思いますか。とても耐えられないでしょ。敷地の塀を無くしたって、認知症のお年寄りが行

方不明になることもありません。ここが自分の居場所だと解ってくれているから。 

相手のことを自分自身に置き換えて考えてみる、そんな当たり前のことに気づけないのは、

「自分たちの仕事はお世話だから、こうすべき」というイメージにとらわれているからだと思

うんですよ。だから、僕たちのやっていることが特別に見えてしまうのかもしれません。しい

て言えばこうすべきとか、専門職に拘った価値観は排除してきたと思います。だから僕は、ス

タッフに「こうすべきだ」という指示をせず、現場で必要なことはスタッフ自身で考えてもら

っているし、僕自身もその中で一緒に考えているんです。 

 ――加藤さんを含め、今回、神奈川の先駆事例としてお話を伺った３人は、みな藤沢市内で事

業を運営されています。藤沢市だから素晴らしいサービスを生み出せるのでしょうか。 

加藤さん：関係ありません。僕たちは他の事業者と全く同じ介護保険のルールに則って事業を

運営しています。藤沢市から特別な取り組みの許可をもらっているわけでも何でもないんです。 

結果も出していますよ。あおいけあの利用者のほとんどは、介護度が改善されているか据え

置かれたままです。普通は介護度が改善される(＝低くなる)と報酬単価が下がりますから、中

にはそれを歓迎しない事業所もあるかもしれませんが、元気でいられることはお年寄りにとっ

て嬉しいことであり、社会的なメリットにもつながる。だから、自分でできる事は自分でやっ

てもらうし、必要とされる役割があればその機会を持てるようにしています。 

――これからも高齢者の人数が増えていく社会で、今の仕組みや考え方のまま介護サービスを

続けていくと、いつか壁に当たるだろうと多くの人たちが気づいていると思われます。一人ひ

とりがいつまでもその人らしく生きられることが、ますます重要になるのではないでしょうか。 

加藤さん：今後、認知症と診断される人の割合は、８５歳以上の人の約４０％以上、９０歳以

上では約６０％、９５歳以上では約８０％を占めると予測されています。でも、人は認知症に

なった途端に何も出来なくなるわけではないんです。「手続き記憶」という、料理や家事といっ

た体が覚えている能力は、歳を重ねただけではなかなか失われない。あおいけあでは、腕に覚

えのあるお年寄りがスタッフに交じって料理でも何でも担ってくれています。 

いつまでも元気に役割を果たしてくれれば、本格的な介護を受ける人生を先送りできる。そ

ういう自立した生き方が当たり前になれば、高齢者に対する社会保障費の拡大も抑えられるで

しょうし、その人自身も前向きに生きられますよね。 

――あおいけあには「菜根や」という和食店が併設し、介護サービスを利用するお年寄りの食

事がそこで作られているほか、一般のお客さんも気軽に利用できるお店になっていますね。 

加藤さん：ここに料理屋さんがあったら面白そうだな、と思ったのがきっかけです。高齢者に



- 58 -

とっては栄養状態、食生活の良し悪しが残りの人生を大きく左右します。美味しい料理はお年

寄りの意欲を高めてくれると思いますね。食事を楽しみにサービスに通ってくれれば、フレイ

ル(加齢で心身が老いて衰えた状態)の予防にもつながります。それに、お店が来てくれたおか

げで出会いの間口が広がったと考えています。介護サービスがある場所にはサービスの利用者

しか集まりませんが、もともとあおいけあではスタッフが子連れで出勤できる体制を整えてい

たので、お年寄りも子どもと一緒に過ごすことに慣れているんですね。そこへ近所の人や若い

人もお店を利用してくれるようになったので、更に幅広い年代の人たちが集まる場所になった

と思います。 

地域にはお年寄りも若者も、心身が元気な人も不自由を感じる人も一緒に生活していますか

ら、多様な人が集うことでお互いの理解が進むのだと思います。特に子どもたちは、近所には

色々な人がいるということを小さい頃から当たり前だと思って育ちますから、自然とダイバー

シティの意識が育まれます。このことは、未来の地域社会を考えるうえでとても大きな財産に

なるはずです。 

――あおいけあは、「ノビシロハウス」という賃貸住宅を作りました。ここにも多世代交流の仕

掛けがあるとのことですが。 

加藤さん：部屋を借りたくても不動産屋の理解が得られずに困っているお年寄りと、まだ経済

力が弱くて希望する部屋を借りられない若者、そのどちらにもメリットのある賃貸住宅を作ろ

うという発想から生まれたものです。１階は、バリアフリー構造の高齢者向け住居になってい

て、２階には学生などの若者が住んでいます。若者には賃料を少し安くする代わりに、１階に

住むお年寄りに毎日一度の声掛けをお願いし、ソーシャルワーカーの一翼を担ってもらってい

ます。賃貸住宅の向かい側には在宅訪問診療と訪問看護ステーションがありますから、お年寄

りは安心して暮らせますし、誰かが気にかけてくれる環境では孤立する心配もありません。 

社会とのつながりが有るか無いかによっても、人の人生は大きく左右されるんです。地域に

はもともと色々な人たちが暮らしていますが、今の社会は学校や職場といった集団を基本に生

活する人が多く、その同質性が当たり前となることで自分たちとは異なる属性や個性、価値観

を持つ人を排除しようとしてしまう危険性を孕んでいます。それが、世代間をはじめとする様々

な分断を生む一因になっていると思うんです。神奈川県の障がい者福祉施設で起きてしまった

痛ましい事件も、このことと決して無関係ではないと思います。 

ソーシャルワークが、高齢者に使われている社会保障費の拡大防止につながれば、削減でき
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た費用は子どもたちや若者、子育て中の家族にもっと振り向けられる。未来の社会をそういう

方向に持っていきたい、ならば、未来から逆算した発想で今できる事を、それもごく当たり前

の取り組みをみんなで始めればいいのです。 

 ――加藤さんのような、当たり前のことに正面から向き合い、未来志向を持つ経営者が増えれ

ば、介護サービスの世界はもっと変わっていくかもしれませんね。しかし、志を胸に若者が新

たなサービスを展開したくても、それを実現するには高いハードルがあると思われますが。 

加藤さん：今の仕組みでは、新たに福祉サービスに参入する場合に行政は、「事業者として〇年

以上の実績を有する者」という条件を求めています。その時点で若い経営者の参入障壁は高く

なってしまいますから、まず、この仕組みを変える必要があります。かながわ福祉サービス振

興会では、県内で優れたサービスを実践している団体を表彰する「かながわ福祉サービス大賞」

を主宰していますよね。ここに、新しい福祉のアイデアや事業計画を審査する部門を設けて、

未来の経営者として表彰する。表彰された人に対しては行政の参入条件を緩和し、新しい福祉

サービスの経営者として起業入しやすくなる仕組みを講じることも一つの手です。 

 それから、現在の社会福祉法人にも変革が求められていると思います。公益に資するという

観点から、社会福祉法人には税制面をはじめとする様々な恩恵があるにもかかわらず、未だに

旧態依然とした発想で経営を続けている法人が多い。「人生１００歳時代」と言われる今、時代

とともに高齢者のイメージはどんどん変わっているのに、その変化に対応したサービスを提供

できている法人が果たしてどれだけあるでしょうか。現場の変化を感じ取るとともに、時代に

適応したサービスと経営を学ぶべきなのは、むしろ経営者のほうかもしれません。 

――将来の社会を担うのは今の若者です。より良い未来が描け、若者が活躍できる環境を整え

るために必要なことは何だとお考えですか。 

加藤さん：社会福祉法人に求められるものは他にもあります。若い経営者を育てることです。

今、介護サービス業界は深刻な人手不足で、将来にわたって法人を経営していくためには優れ

た人材を確保し、育てていくことが欠かせません。 

人手不足の原因の一つに、若者の目に介護サービス業界が魅力的なものとして映っていない

ことが挙げられます。あおいけあには多くの視察者が訪れ、その中には若者も多くいます。僕

は大学で教える機会も持っていますが、若者たちの中には、ソーシャルワークのような地域を

変えていく活動に興味を感じている人が少なくないんですよ。ということは、先駆的で魅力あ

るサービスを実践している現場を目の当たりにした若者が就職し、多くの事例を学んでくれれ

ば貴重な戦力となる可能性があります。そのためにも法人と経営者は変わらなくてはいけない。 

そして、失敗を認めることも大事です。やがて経営者になった若者は、はじめはたくさん失

敗をするかもしれません。僕も２５歳であおいけあを立ち上げてから、さんざん失敗をしてこ

こまできましたよ。でも、今の社会は失敗することに決して寛容とはいえない。失敗してもや

り直せる社会は福祉の世界だけでなく、未来の社会を築くうえで必要なのだと思います。 

――２０４０年の福祉について加藤さんのお考えをお聞かせください。 

 加藤さん：「Care」という言葉の本来の意味は、「相手の生活がうまくいくように気にかける」

ということで、「お世話をする」という意味だけではありません。世の中に何か特別な福祉の街
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を作る必要はなくて、誰もがそこに集まり、ちょっとお互いを気にかけながら暮らせる街があ

ればいい。ソーシャルワークがその地域を変えれば、やがて社会に変革のインパクトがもたら

されます。多様な価値観を持った社会の担い手を育て、２０４０年に向けて今からできる事を

みんなで実践すれば、誰もが幸せに暮らせる社会を実現できると思います。 

 

 

  加藤 忠相さん 

1974 年生まれ。株式会社あおいけあ代表取締役、慶応義塾大学看護医療学部非常勤講師、特

定非営利活動法人ココロまち理事等、多くの職務を兼任している。2001 年、株式会社あおいけ

あを設立。「グループホーム結」「デイサービスいどばた」の運営を始める。2007 年より小規模多

機能型居宅介護「おたがいさん」を開始。 

2012年、第 1回「かながわ福祉サービス大賞」大賞受賞。 

2019年、Ageing Asia Global Ageing Influencer 2019(アジア太平洋地域の高齢化に影響を

与えている最も影響力のある指導者)に選出される。 



- 61 -

「株式会社ぐるんとびー」は、神奈川県藤沢市で小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機

能介護、訪問看護ステーション、居宅介護支援の事業を展開しています。 

湘南の丘陵地に建つＵＲの団地の一角に、ぐるんとびーはあります。普通の介護サービス事

業所によく見られる賑やかさはないものの、木が多用された内装と間接照明がゆったりとした

空間を演出しており、利用中のお年寄りが穏やかなまなざしで緑豊かな外の風景を眺めていま

した。 

その風景を眺めようとベランダに出ると、隣家との間にあるはずの戸境壁がありません。前

例のない取り組みは、管理会社や行政をも巻き込んで実現したのだそうです。デンマークで生

活した経験を持つ代表取締役の菅原さんは、その地域にある人間関係をフルに活用するアイデ

アで様々な取り組みを展開してきました。それが国外でも高く評価され、ぐるんとびーは

「ELDERCARE INNOVATION AWARDS 2020 最優秀賞」を受賞しました。多くのメディアが菅原さん

を取り上げる際によく使われる言葉が「ごちゃまぜ」と「家族のような地域」。介護サービスを

中心に、集合住宅を核とした地域福祉への取り組みについて伺いました。 

菅原さん：介護サービス以外にもスポトレ、ママトレ、御用聞き、街かど法律相談、健康相談、

リハビリ相談、そして街かど葬儀といったサービスを行なっています。電球の交換や庭木の手

入れといった普通に暮らしていれば誰もが必要とするサービスを、地域の人たちの力を借りて

展開してきました。 

――加藤さんと同じく福祉サービスのトップランナーと称される菅原さんですが、やはり介護

保険事業については、他の事業所と変わらない環境下で運営されているのですか。 

菅原さん：うちは小規模多機能からスタートしました。一般的にはこの事業は採算性が低いと

されていますけれど、半年で黒字化しました。人員配置を始め、他の事業者と同じ条件ですよ。

だからよく、「ぐるんとびーのようなことは出来っこない」と言われてきました。先日、知り合

いの社会福祉法人から研修スタッフを受け入れたのですが、「毎日忙しくて、特に朝晩は走り回

るような状態だ」と言うんです。ならば、朝晩をたった一人で回そうとする無理な体制自体を

変えればいいと思うのですが、それが変えられない。しかし、僕たちのやり方に初めは半信半

疑の様子だったスタッフたちも、研修を重ねるうちに「自分たちにもできるんじゃないか」と

２２．．－－地地域域をを大大ききなな家家族族ととととららええるる――  
株株式式会会社社ぐぐるるんんととびびーー    

代代表表取取締締役役  菅菅原原  健健介介ささんん  
hhttttppss::////wwwwww..ggrruunnddttvviigg..ccoo..jjpp//  
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徐々に気付いてきたようです。考えて改善できることが、僕たちの強みだと思います。 

――ぐるんとびーと、その他の法人との違いはどこにあるのでしょうか 

菅原さん：固定観念にとらわれているか否か、そこが一番大きいでしょうね。 

例えば、脳梗塞で半身まひの人が、「車で海沿いの道をドライブしたい」と望んだとします。

大抵の事業所は、「そんなの無理だよ」と言うでしょう。介護保険の中で、自分たちに出来る範

囲の中で考えているからそういう結論になるんです。どうして海沿いをドライブしたいのか。

もしかすると、「歳はとっても、若い女の子にモテたいからだよ！」という気持ちがあるからか

もしれない。「だったらカッコいい電動車いすに乗って犬の散歩をしていれば、女の子のほうか

ら声をかけてくれますよ!」ってことで、クラウドファンディングで必要な費用を集めるという

方法だってある。オンライン技術が、地域課題を独自に解決することにも役立つでしょう。 

先ほどの研修での話ですが、職場の隣に法人が建てたアパートがあって、しかも職員は安く

借りられるとしたら、是非そこに住みたいと。仕事終わりに、入所者と一緒に夕食が食べられ

るならこちらも助かるし、夜勤者のサポートにもなると。何かが変わればやってみたい、とい

うスタッフも実はいるんですね。出来ないと思っているだけで、課題に対処する選択肢を編み

出せれば、どの事業者も固定観念から脱却出来ると思います。 

――しかし、「今を変えてやってみたい」と考える研修スタッフの中にも、ぐるんとびーのスタ

ッフたちが仕事と生活とをシームレスに行き来しているのを目の前に、「自分の暮らしを犠牲に

してまで仕事に向き合えるだろうか」と感じた人もいたそうですね。はたして、ぐるんとびー

のサービスモデルに追随できる事業者はどれだけ出てくるのでしょうか。 

菅原さん：ぐるんとびーのスタッフは生活を犠牲にするというより、暮らしの中に仕事(介護)

があるワーク in ライフと捉えている人が多いので、仕事と生活とをはっきり区別したい人に

は、僕たちと全く同じことは出来ないと思います。もしかすると、ワーク inライフを良しとす

る人材を獲得できる事業者は、生活に溶け込む形で利用者と喜びを分かち合えるようなサービ

スを実践し、サービスをビジネスと割り切る人材が働く事業者はより専門的で高単価なサービ

スを提供するというように、個性の異なるサービス展開が広まっていくのかも知れない。恐ら

く、都会とは逆方向に行けば行くほど前者のような働き方を志向する人が多いのではないかと

思うので、そのポテンシャルを伸ばせる地域では「ぐるんとびーモデル」の強みを発揮できる

と思います。 

ただ、こうして成功事例のように取り上げていただくんですけど、僕らの取り組みがすべて

正解だとは思っていません。常に失敗して修正を繰り返す作業の連続です。しいて言えば、そ

うやって更新し続けていることが先進事例と言われる理由かもしれません。もちろん、介護サ

ービスのすべてが「ぐるんとびーモデル」になる必要はありませんが、ケアを画一化しないた

めにも、ワーク in ライフに魅力と可能性を感じる人を見出していくことは大事だと思います。 

 ――では今後、介護保険制度の枠内でサービスを提供する事業者と、その枠を超えて取り組む

事業者とが出てきた場合、国の方針や制度自体が変わる可能性はあるとお考えですか。 

菅原さん：制度も変わるかもしれませんが、同じ地域の中にコンセプトの異なる事業所が点在

していて、利用者自身が受けたいサービスを選択できることに価値があると思います。僕はこ
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れが、「地域福祉プラットフォーム」だと考えています。制度への順守が強まると、すべての事

業者は平準化されたサービスしか提供できなくなってしまう。安全を第一に掲げる事業所があ

る一方で、利用者が人生を楽しむためにはある程度のリスクもとっていくようなサービスに重

きを置く事業所もあると。そういった事業所ごとの個性を行政と地域包括支援センターが把握

したうえで、利用者の希望に応じて選択肢を示せる、そんなプラットフォームが地域にいくつ

もあることが大事なのかも知れません。 

――他とは一線を画す「ぐるんとびーモデル」ですが、それは、藤沢市内で運営したからこそ

実現できたのでしょうか。 

菅原さん：藤沢市だけが特別なわけではないと思います。ただ、前述した地域福祉プラットフ

ォームを築いて地域に個性的な事業者を点在させ、福祉を街づくりの基本に据える自治体が今

後は神奈川県内で出てくるかも知れません。もし、僕たちの事業モデルを誘致し、場所も貸し

てくれるという自治体があって、例えば、そこが人口減少地域であれば新たな雇用が生まれま

すから、地方創生につながる可能性だってありますよね。変化しようとする自治体とチャレン

ジングな事業者とのマッチングを、かながわ福祉サービス振興会が担うというアイデアも面白

いと思います。 

――福祉は、高齢者や障害者といった弱者のためのものと捉えられがちですが、あらゆる人が

人生を前向きに生きるために必要なものでもあります。「地域を大きな家族ととらえる」、「ちょ

っと我慢、ほどほどの幸せ」という言葉から、菅原さんは全体の最適が見える人を増やしてい

くことが大事だとおっしゃっていますね。 

菅原さん：誰かの暮らしを支えようとすると、その取り組みはあらゆる分野に及びます。しか

し、福祉サービスだけで個人の生活のすべてを満足させることは難しいでしょう。だから、利

用する側も、生活の中で最低限大事にしたい所を支えてくれるサービスを重視して、結果とし

てほどほどの幸せを得られることが最適なのだと思います。その意味からも、住んでいる地域

に選択肢(複数のプラットフォーム)のあることが大事なのです。 

 人材を育むという点では、プラットフォームがあることで、地域に根差した福祉の担い手が

自然に生まれ、お互いを支える意識も醸成されていくと思います。ぐるんとびーは「街かど葬



- 64 -

儀」という事業もやっていますが、死生観を文化として地域に戻し、住人同士で支え合う意識

も芽生えてきています。肉体、精神、文化、社会の四側面から人の生き方や在り方を再定義す

る福祉教育を、将来の福祉を担う人の共通基盤として学校教育のプログラムに取り入れること

が期待されます。 

――では、２０４０年の社会でも、ワーク in ライフで福祉サービスを展開していく事業者と、

現行のようにお客様視点でサービスを展開する事業者が併存していくのでしょうか。 

 菅原さん：選択肢があるという意味では、併存したほうがいいと思います。利用者のみならず

サービスを提供する側の人の中にだって、地域とのつながりに息苦しさを感じる人やそういう

時もあるでしょうから、そこから抜けられる選択肢があることも必要です。 

  それから、事業者の収益も多様化してよいと思います。既存の介護報酬の他に、福祉を核と

した街づくりや経済の活性化を担ってくれる事業者に対してインセンティブを付加するのも手

だと思います。業界を超えて民間企業を巻き込み、例えば、タクシー会社が送迎を一手に担う

ことだって可能です。そこまでいけば、福祉サービスは最先端の業種に躍り出ますよ。 

  

  

  

  

  

菅原 健介さん 

1979年生まれ。株式会社ぐるんとびー代表取締役。中学高校をデンマークで過ごす。リハビ

リ病院で理学療法士として勤務後、2015 年、株式会社ぐるんとびーを設立し、「小規模多機能

型居宅介護ぐるんとびー駒寄」を都市再生機構の団地の 1室に開設。その後、2017年に「ぐる

んとびー訪問看護ステーション」、2019年に「ぐるんとびーケアプランセンター」、2020年 4月

には「看護小規模多機能型居宅介護ぐるんとびー駒寄」を開設。 

2018年、第 6回「かながわ福祉サービス大賞」大賞受賞、その後 2021 年にも第 9回「かな

がわ福祉サービス大賞」大賞受賞。 

2020年、第 1回「アジア健康長寿イノベーション賞」最優秀賞受賞。 
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「特定非営利活動法人さんわーく かぐや」は、神奈川県藤沢市からの委託事業である障害者

日中一時支援事業の運営を柱に、アートと農業を軸に障害者の自己表現と社会参加を実現、促

進する事業を展開しています。木彫家であり、神奈川県を舞台に障害者とともに展開する芸術

活動が認められ、2013 年に第 22 回キララ賞を受賞した理事長の藤田さんもまた、湘南地域で

活動する福祉サービスのトップランナーと称されるお一人です。 

小田急江ノ島線の最寄り駅を降りて住宅街の道を歩くと、ここが住宅街の中とは思えないほ

ど緑に溢れた一角が目に飛び込んできます。「理事長は今アトリエにいますから、庭先の道を下

ってください」という案内に促され、「かぐや」という名前の由来を想像しつつ、生い茂る竹林

を見上げながら小径を下ると、緑と土、そして煙のにおいが入り混じる広場の中にアトリエが

見えてきます。手作り感が親しみを醸し出すアトリエの中では、ここを利用するメンバーさん

たちが思い思いに創作活動にあたっています。 

一人の利用者(以下、メンバー)さんが刃物で指を怪我した様子。すると、もう一人のメンバ

ーさんが黙って救急箱から絆創膏を出して渡していました。周りは誰も慌てたり、驚いて声を

上げるようなこともなく、創作活動は続きます。 

藤田さん：いつもこんな感じですよ。「怪我をしたー!」って、誰かが大声で駆け込んできたり

せず、メンバー同士がそこで出来ることをして助け合っています。 

――さんわーく かぐやの特徴や違いが発揮された日中一時支援事業の運営には、何か藤沢市の

協力などがあるおかげなのですか。 

藤田さん：いえ、他の事業者と同じく障害者総合支援法に則って運営しています。他の法人で

は、制度に合わせて事業形態を決めていくのが通例かと思いますが、私たちの場合は、利用す

る本人ありきで活動し、元気になっていくのに必要なメニューを選択し、制度の枠に当てはま

らないところは自分たちの思いで運営している、その初心が今も一貫しているところが違いで

はないでしょうか。 

――こうした先駆的な取り組みは、多くの市民を巻き込みながら実現されています。藤沢市に

は、市民が社会活動を実現、推進しやすい素地のようなものがあるのでしょうか。 

３３．．－－「「～～ししててああげげるる」」かかららのの脱脱却却――  
特特定定非非営営利利活活動動法法人人ささんんわわーーくく  かかぐぐやや    

理理事事長長  藤藤田田  靖靖正正ささんん  
hhttttpp::////wwwwww..ssuunnwwoorrkk--kkaagguuyyaa..ccoomm//  
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藤田さん：他の市町村と比べたことはありませんが、藤沢市に暮らしていて、ＮＰＯや市民活

動の数が多いのかなと感じています。物申す市民、つまり、「世の中の動きがおかしいな」と感

じ取った人同士が声を上げて顔を合わせるという人が多いのかもしれません。市民力が違うと

いうか……。 

 ――しかし、メンバー個々の特性を重視するあまり、制度サービスとのせめぎあいも起きてい

るのではありませんか。 

藤田さん：ありますね。私が事業を立ち上げた頃の障害者福祉制度はもう少しざっくりして、

選ぶメニューも少ない代わりに、一事業所で本人の様々な課題を柔軟且つ包括的に看ることが

出来たと思うんです。それが今は、事業ごとに役割分担ができ、発達障害など障害種別も細分

化されてサービスのカテゴリーに当てはまらなくなる人が出てきました。 

 最終目標はメンバーの終の棲家を作ることです。既存のグループホームとは違った、家族の

ようにコミュニケーションがとれて暮らせる場を作りたいと思います。 

――これまで一貫した理念で事業を運営されてきても、時間とともに当初掲げていたものとは

異なる目標が見えてくるような変化が藤田さんの気持ちの中にあったのではありませんか。 

藤田さん：色々とあります。でも、事業所を設立した当初は、何か社会に対してアプローチし

ようという理念があったわけではなく、とにかく困っている家族のレスパイトに役立てたいと

考えていました。そうした近隣の人たちの助け合いの場を運営してきて、やがて私たちの取り

組みが周囲に知られるようになり、遠くから人が訪ねてきたり、講演に呼んでいただくように

なりました。実はそこで、自分たちが当たり前のように運営してきた場所が地域から失われつ

つあることに気づいたんですね。これは、社会を変えないと自分たちの幸福も実現できないと

考え、本来の福祉の役割について言語化し、社会に発信しようと思うようになりました。 

――福祉は、人がより良く暮らすため、みんなに必要なものですが、未だに弱者のために施さ

れるもの、社会資源の余裕によって営まれるものと捉えている人が多いのが現実です。藤田さ

んはかねてから、福祉は経済成果のおこぼれによって営まれるものではなく、人が生きていく

ベースに福祉があることを強調していますね。 

藤田さん：経済成長も科学の発展も、究極の目的は人間の幸せを最大化することです。福祉サ

ービスが契約と経営の時代になり、障害区分や介護度の軽重によって経営効率や生産性を議論

する風潮がありますが、それが至上命題になると必ず取り残される人が出てきます。福祉があ

るから人は支えられ、安心して経済活動に勤しみ、科学の発展に貢献できるわけで、社会イン

フラのようなものではないでしょうか。 

福祉の価値向上を促すため、事業者にとっては増益や拡大という考えとは違った指標を編み

出す必要性が、個人にとっては新しい幸福度の指標が求められていると思います。それによっ

て資本主義社会は新たな局面に入り、社会システムそのものが大きく変わる、言い換えれば、

福祉が世の中を進化させる可能性をも秘めているということです。 

――藤田さんは、「～してあげるからの脱却」ということもおっしゃっています。無意識に使っ

ているその言葉には、確かに一方的な表現が込められており、片方が優位で、もう片方が劣位
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に置かれているかのような印象を与えることに改めて気付かされます。そこから脱却するため

に、私たちの意識をどう変えればいいのでしょうか。 

藤田さん：地域福祉の究極的な話になりますが、安心して自分の弱さを出せるかどうか。自分

の弱さを認め、伝えられる関係性というものが大事なのですが、今の社会はそうすることが難

しいのだと思います。例えば、精神障害を発症した人というのは、実は発症するよりもかなり

前から言語化されないＳＯＳを発信しながら何度も死を考え、本人も周りの人もどうしようも

なくなってから福祉サービスを受ける、というケースが多いと思います。「助けてと言われたか

ら、助けてあげる」のではなく、声なき本人のメッセージを周囲が受信して心の声に耳を傾け

る意識があれば、地域福祉はもっとうまくいくと思います。 

福祉も医療の現場でも、疲労困ぱいして休養したり職場を去る人が後を絶ちません。人を元

気にするためには支援する側の心も元気でなくてはいけませんから、支援者がＳＯＳを出せて

休める環境が整っていることも必要なのだと思います。 

 あと、私たちは障害のある人たちとともにきちんと働ける環境を地域に築けているかどうか。

障害者が地域で働けることを私たちは目指して活動していますが、もし、その私たちが、様々

な配慮が必要な彼等彼女等と同じ給料で一緒に働くとなると、おそらく色々な摩擦が起きるで

しょう。「～してあげる」から脱却するには、そうした軋轢も乗り越えられるかどうかが問われ

ると思います。 

――「～してあげる」から脱却した市民社会を実現するため、将来の担い手である子どもたち

に、どのようにして人権について学んでもらえばいいのでしょうか。 

藤田さん：子どもたちへの教育においては、今の世の中では所与のものである人権と尊厳が蔑

ろにされてはいけないということ、(例えば理不尽な校則など)それを侵された場合に声を上げ

られること、それらを当たり前に気付けること。人権教育には、そういったことが小学一年生

の子どもたちでさえ腑に落ちていることが必要だと思います。 

人権や尊厳を学ぶことは、社会的な倫理観を醸成させることです。「福祉」だけが力を発揮す

るべきではなく、ＳＤＧｓが叫ばれる時代ですから環境分野の人たちだって参加してほしい。

人間のみならず、物申さぬ命をも包摂する環境といった、もっと大きな視点からも幸福せにつ

いて考えることが必要です。 
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２０４０年の福祉を、目指す社会を考えていくうえで、私たちが変わる、変えていかなくて

はならないことは何でしょうか。 

藤田さん：私は未来に対して楽観主義なんです。何かを変えていこうという意識を持ち始めて

いるという点では、みんな同じ方向を向いているのだと思います。その方向とは、科学の発展

や健康寿命の進展とともに、「より良く生きる」ということですね。環境への配慮や隣人への配

慮を重んじたコミュニティの中で暮らすことが幸せにつながる。近い将来、人を資本の中心と

する価値観が主流になると考えています。おそらく、今の子どもたちが大人になり、社会をけ

ん引する立場になる頃には、世の中はかなり変わっているのではないでしょうか。 

 時間とともに時代も価値観も変わります。しかし、それをただ時間の経過に委ねるのではな

く、変化の進み方を加速させる可能性が福祉にはあると思っていますから、きっと、これから

福祉はトップランナーの分野になりますよ。福祉の分野にいる人たち、には、「次の時代を、未

来を創る最先端の仕事に携わっているのだ」というメッセージを発信してもらい、これからチ

ャレンジする人たちも巻き込んでますます元気になってほしいですね。 

 

  
藤田 靖正さん 

1980年生まれ。NPO法人さんわーく かぐや理事長。幼少より木彫を始め仏師へ弟子入り、ア

トリエを開放して 2008年福祉活動を行うための法人としてさんわーく かぐやを設立。2010年

地元アーティストと地域活性のアートイベント開催をきっかけに、横浜や新潟十日町、岩手一

関など、全国のアートワークに協力、アートを通じて新しい社会づくりを行っている。2022年

地域福祉の拠点として「駅前かぐや」開所。 

2000年、第 30回日彫展入選（奨励賞受賞） 

2002年、第 34回日展入選 

2013年、第 22回「かながわ若者生き活き大賞(キララ賞)」受賞 

2019 年、第 7回「かながわ福祉サービス大賞」特別賞受賞 
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「社会福祉法人佛子園」は、石川県を中心に、高齢者、障害者、児童向けに福祉サービスを

展開しています。そのほか、地域の人も利用できるレストランやスポーツジム、温浴施設、そ

して、学生のための賃貸住宅など、老若男女障害のあるなしにかかわらず、地域に暮らすあら

ゆる人々が利用し、集う場を提供しています。 

 

理事長である雄谷良成さんは、青年海外協力隊、新聞記者という経歴を持ち、僧侶だった祖

父が創設した佛子園を引き継ぎ、隣人同士がつながり合い助け合うコミュニティを地元に築き

ました。金沢市内にある「Ｓｈａｒｅ金沢」は、各種福祉サービス事業所と、障害者の働く場

でもある店舗や温浴施設、学生向けの住宅などが集結した一つの「街」です。法人のスタッフ

以外に、Ｓｈａｒｅ金沢の住人達も街の運営に携わっています。その特徴は、「ごちゃまぜ」。 

さらに、Ｓｈａｒｅ金沢のような街を県内に増やすべく、障害者のグループホームやサービ

ス付き高齢者向け住宅などを核としたコミュニティを県内に点在させる「Ｂ‘ｓプロジェクト」

を推進し、ごちゃまぜがもたらす暮らし良い街づくりを広げる活動も展開しています。 Ｓｈ

ａｒｅ金沢は日本版ＣＣＲＣ(生涯活躍のまち)としても知られ、地域の多世代の人たちが共生

し、生涯活躍できる街づくりのモデルとして、全国からの視察が絶えません。 

福祉サービス事業を核とした新しい街づくりと、これから実現しようとする佛子園のビジョ

ン、そして、将来の福祉の在り方などについて雄谷さんに伺いました。 

――同じコンセプトを持つ人、事業者が手を取り合って生まれたＳｈａｒｅ金沢という街を、

なぜ、これだけの短期間で築き上げられたのでしょうか。 

雄谷さん：国際協力の手法に、プロジェクトサイクルマネジメントというものがあります。私

たちが乗り込んで事を始めるのではなく、まず、住民が何に困っていてどんな街に変えていき

たいのかを住民主体で考え、それを私たちも共有し、佛子園という組織は黒子役として一緒に

取り組むというスタイルです。ですから、最初のコンセプト作りに時間はかけましたが、コン

センサスを基本に住民主体で事業が動くので、そこから街の建設自体は速く進みました。 

――住民と関わり合うために、どのようにきっかけを作っているのですか。 

４４．．－－ごごちちゃゃままぜぜががつつむむぐぐ共共生生社社会会――  
社社会会福福祉祉法法人人佛佛子子園園    
理理事事長長  雄雄谷谷  良良成成ささんん  
hhttttpp::////sshhaarree--kkaannaazzaawwaa..ccoomm//  
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雄谷さん：地域のために活動している人たちを知るには、町内会の集まりなどに顔を出して地

域のキーマンを見つけ、じっくりと話を聞き、色々な人を紹介してもらうことが大切です。 

――住民とのコンセンサス作りに心を砕いていることは何ですか。 

雄谷さん：Ｓｈａｒｅ金沢を築く以前から、佛子園は様々な地域の活性化に取り組んできた実

績があります。ですから、ややもすれば、「佛子園さんが来て、何とかしてくれるだろう」とい

う雰囲気になり、住民主体ではなくなってしまいます。実は、青年海外協力隊の現場でも、若

いうちは日本の技術を以て解決できる手法をアピールしてしまいがちで、そうすると、住民主

体にならない取り組みは、隊員が帰国した後に消えてしまっているんですね。最初は、佛子園

にできることを言わず、困りごとやその原因、解決の方向性について住民の意見に耳を傾ける

側に徹することで、あくまで住民主体の地域作りに主眼を置いています。 

――Ｓｈａｒｅ金沢では、障害者を支援する福祉施設が住民主体の街づくりの核となったわけ

ですが、福祉と街づくりにはどんな関係性があるとお考えですか。 

雄谷さん：福祉は、何らかのサポートを必要とする「社会的弱者」が対象と見られがちですが、

それは、人間の一面でしかありません。障害者や認知症の人にも、適切なサポートがあればも

っと活躍できることがあります。福祉サービスを提供する側と受ける側という二元論に陥ると、

その人たちがどれだけ頑張っても、やっと社会の一員としてスタートラインに立てるかどうか

のようなイメージです。しかし、障害者も高齢者も、或いは日本在住の外国人の人たちにもそ

れぞれの持つ得意事があり、街づくりに貢献し、生きがいを得られる可能性があるわけです。

如何にそれらを見出し、地域の活性化につなげるかという観点が大切です。 

障害者、高齢者という縦割りではない福祉の現場には、色々な人がごちゃまぜになって集ま

ります。北欧を始め、福祉先進国と言われるも国々でも、今や縦割りの福祉を見直し、色々な

人たちがごちゃまぜに関わることが地域を動かす原動力になるという考え方が主流です。 

――様々な取り組みに対して、「それは佛子園だから出来ること」と周囲には受け取られがちか

と思います。他の法人が追随しようとするならば、何が必要なのでしょうか。 

雄谷さん：私たちは、障害者の入所施設から事業をスタートしました。将来、彼ら彼女らは社

会に出て色々な人たちと関わるわけで、そこには高齢者も子どももいる。しかし、社会は障害

者を受け入れないだろうと決めつけたり、或いは、専門職の人たちが「ごちゃまぜはいいが、

もし、障害者が子どもに怪我をさせたら誰が責任をとるのか」と危惧したりする。まずは、既

成概念と縦割りの福祉に捕らわれがちな自分たちのメンタルに向き合うことが必要ですね。 

誰だって、色々な人がいる環境の中で暮らすのが自然だし、面白いんですよ。地域の人たち

を巻き込む現場を、映像やインターンシップなどを通して知った若者が関心を持ち、佛子園の

採用に応募してくれています。元気な人もそうでない人も、楽しく一緒に過ごす現場で働きた

いと思ってくれるんです。法人としても大事に育てた人材には長く活躍してもらいたいですか

ら、障害者や高齢者、子どもといった事業を経験することで、人生 100 歳時代を見据えたスキ

ルを身につけてもらえるし、仕事の場が複数あれば、人間関係による離職のリスクも回避でき

ると考えています。ごちゃまぜは、人材確保にもメリットをもたらすと思います。 
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――サービスの報酬で、法人全体や事業所の運営はうまく成り立っていますか。 

雄谷さん：共生型サービスで運営が成り立つのかとよく聞かれますが、私たちの「輪島 KABULET」

は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略」の事業モデルになっており、それには健全な運営が前

提になります。健全運営の理由ですが、例えば厨房設備を保育やその他の事業所とで供用した

り、総務部門は一本化すると。また、サービスの本体報酬の低減が厳しくなってきていますか

ら、ニーズの高いサービスや、縦割りの福祉では見落としがちな共生型サービスに伴う加算項

目を、丁寧に見落とさないよう算定することが肝要です。 

――ごちゃまぜの発想は、福祉サービスの運営にもメリットをもたらすということですね。 

雄谷さん：ごちゃまぜによって、デイサービスに通うお年寄りが、子どもに会えるのを楽しみ

にして利用率の向上につながります。お年寄りや子どもに会うことが楽しみな障害者も、元気

をもらって就労の励みにつながったりしています。人は人と関わることでポジティブになると

いう公衆衛生学の研究結果があるので、共生型の福祉は理に適っているんでしょうね。 

――では、共生型サービスをもっと取り入れやすくする制度に変えていくべきなのでしょうか。 

雄谷さん：生きがいを持つ人とそうでない人とでは、要介護リスクが倍、生存率が３倍違うと

いう研究結果があります。障害、高齢という単体サービスの専門性ももちろん大切ですが、制

度云々の前に、その領域にとどまらない効果があるということを理解しておく必要があります。 

――お互いのことに関心を持ち、困った時に支え合えるような環境作りが必要だと多くの人が

考えながら、公私にわたって他人が関わることに抵抗を感じる人もいるでしょう。ごちゃまぜ

のコンセプトをさらに育むには、何が必要でしょうか。 

雄谷さん：地域というのは、色々な人間がいるから面白いし、また、次々に問題も起こるんで

す。表面的な問題が起こらない地域を作ってしまうと、むしろ地域力は落ちます。命に係わる

ようなことは別として、一つ問題を解決すれば次の問題が起きてくることを前提に、地域で対

処していくというプロセスが地域力を伸ばすうえで必要です。また、「問題は起きるものだ」と

いう心構えがあれば、色々なことに寛容な共生社会の素地ができていくと思います。 

――だとすれば、佛子園の皆さんのように、当事者の間に立って互いを結び付ける、問題解決

にアプローチするためのファシリテータ役が必要になるかと思いますが。 

雄谷さん：障害について何も知らない地域の人が、突然大声を出す障害者を見たら驚きますよ

ね。危害を加えるつもりで大声を出しているのではないことを、私たちが専門家として障害特
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性の説明をします。そして、新しく住み始めた人が同じ場面に出くわした時、事情を知ってい

る別の住民が教えてくれるようになれば、佛子園を拠点に障害のある人を地域で見守り、問題

が起きたら住民主体で解決する基盤ができてくるんじゃないでしょうか。 

私たちの保育園を巣立った子たちは今、二十歳過ぎになり、子どもの頃から関わってきた障

害者や認知症の人を支えたいと考え、自ら福祉の仕事に就いたり看護師になったり。或いは、

他県へ進学したのち、人との関りが残る地元に戻ってくるような人もいるんですね。障害者や

認知症の人がいてこそ支え合う意識が醸成され、地域力は育まれていくと思います。 

――学校でも、福祉に関する教育は必要だとお考えですか。 

雄谷さん：私は、生まれ育ったお寺に仏子園（当時）が開設された当時から、障害のある人た

ちと一緒に風呂に入ったりご飯を食べていました。そういう暮らしの体験には圧倒的な現実味

があり、（ダイバーシティとは）机の上で誰かに教えられるものではないのかもしれません。人

は、自分と違う要素を持つ人に違和感を覚えがちですが、小さい時からごちゃまぜの中にいれ

ば本能的にそれを理解し、お互いを地域の一員として認めていくわけです。 

――佛子園が掲げる「ＰＬＶＳ ＶＬＴＲＡ ―さらに彼方へ―」というビジョンの意味と、職

員の皆さんが働くうえで、ビジョンがどのような意味を持つのかについてお聞かせください。 

雄谷さん：「さらにかなたへ」というスペインの標語をもとに、私たちの仕事はここまで、とい

うゴールを定めずに次を目指そうという意志を表したものです。地域の問題は次々と起こりま

すが、それでも negative thinkingにならないようにしようという意味合いもあります。  

――20年後の福祉の在り方と、その実現に必要な条件は何だとお考えでしょうか。 

雄谷さん：長生きをラッキーと思える社会ですね。今後、福祉サービスの報酬水準が大きく向

上することはないでしょうから、私たちは生涯賃金で他業種と勝負します。法人は、職員が元

気で長く働ける環境を整えるために定年を毎年１年ずつ伸ばし、仕事のパフォーマンスが変わ

らなければ給与は下がらず、働く場の選択肢も増やすと。人を元気にするには、自分も元気で

なければいけないんです。そのために、職員自身が健康を心掛け、マルチステージで働く経験

を積むことで、人生 100歳時代の生き方に若いうちから準備できます。 

――佛子園は、様々な地域でコミュニケーションを形成する仕掛けを作っているように思われ

ます。 

雄谷さん：障害者福祉には、働く場の創出も必要です。そこには多様な人が関わるので、障害

者の職業トレーニングを通して、普段接点のない飲食業者と福祉職とが関わりを持ちます。つ

まり、彼ら彼女らは単にサポートされているだけではなく、多くの人が関わり合い、知り合う

きっかけを作ってくれるんです。もちろん、そこで起きる問題もごちゃまぜで対処します。 

健康づくりのため、法人の運営するジムに職員が通うのを見れば近隣の人も足を運んでくれ

るでしょうし、ついでに飲食店も利用して下されば就業の場＝店の売り上げにもつながります。 

――暗い話題があふれがちな日本に、明るい未来はあるとお考えでしょうか。 

雄谷さん：高齢者が増えることで、長い人生に裏打ちされた知見や経験が活かせます。障害者
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の持つ、まだ発掘されていない多くの才能も秘められています。だから、日本は宝の山なんで

す。2040年には定年が 85歳になっていて、「20年前は、『70歳で定年だ』なんて言ってたよね」

と、笑い合っているかもしれません。将来が楽しみですよ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

雄谷 良成さん 

 1961 年金沢市生まれ。社会福祉法人佛子園理事長、日蓮宗普香山蓮昌寺・行善寺住職、公益社

団法人青年海外協力協会（JOCA）会長等、幅広い顔を持つ。 

祖父が住職を務めていた日蓮宗行善寺の障害者施設で、障害のある子どもたちと共に育つ。金

沢大学卒業後、白山市で特別支援学級の教員勤務を経て、青年海外協力隊員としてドミニカ共和

国で障害者教育の指導者の育成に携わる。帰国後は北國新聞社に勤務ののち、1994 年、実家の

社会福祉法人佛子園に戻り、県内に障害者のための就労施設などを開設。2014 年に Share 金沢

を街開き、2016 年には B‛s 行善寺を全面オープン。さらに、JOCA、ブータンとの連携事業にも

携わるなど、国内外を問わず活動は多岐にわたる。 

2021年、「バリアフリー・ユニバーサルデザイン推進功労者表彰」で内閣総理大臣表彰を受賞。 
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東京都小平市、緑豊かで武蔵野の面影を残す一角に「ケアタウン小平」はあります。「認定 NPO

法人コミュニティケアリンク東京」は、高齢者のためのデイサービスや訪問看護ステーション

などを。そして、２つの株式会社が配食サービスと、暮らしや健康に不安を抱える人たちに向

けた賃貸住宅「いつぷく荘」をそれぞれ運営しています。 

理事長である山崎章郎さんは、ケアタウン小平の中核である「ケアタウン小平クリニック」

の院長でもあり、それ以前は、小金井市内の病院でホスピス医として末期がん患者の診療に携

わってこられました。そこでは、患者が尊厳ある最期を迎えられるよう、治療の場である病院

では当たり前とされる様々な制約をなくすことにも尽力されてきました。しかし、病棟である

ホスピスを生活の場に位置付ける構想を実現するため、同じ志を持つ方々とともにケアタウン

小平チームを誕生させました。 

日本は本格的に、多くの人が死に直面する「多死社会」を迎えます。現在、亡くなる人の約

８割は病院で最期を迎えていますが、これからは誰と、どう暮らしながら、どこで最期を迎え

るのかといった希望が今まで以上に叶えられる仕組み作りが求められるでしょう。山崎さんが

「在宅ホスピスケア」を実現されるに至った理由、専門性の高いチームケアを築くためのポイ

ント、孤立化と死への対応、そして、様々な活躍を見せるボランティアの存在といったケアタ

ウン小平チームの取り組みについて伺いました。 

――ケアタウン小平チームでは、「住み慣れた街で生きて“逝く”」というテーマを掲げていま

すが、その実現に不可欠な要素とは何でしょうか。 

山崎さん：人が亡くなる過程というのは、体の機能や日常生活など色々なものを失うとともに、

苦痛も現れてくる過程です。苦痛はいつ現れるかわかりませんから、住み慣れた場所で最後を

迎えるための必須条件の一つは、様々な身体的苦痛に 24時間対応できる医療です。また、大勢

の人たちを見送ってきた経験からすると、適切な排泄と体の清潔を保つことも大切なので、介

護保険サービスのほか、家族やボランティアを含めたサポートも 24時間体制で必要です。これ

らの条件が揃えば、人は、どこの場所でも最期を迎えられると思います。 

世論調査からも、半数以上の人が住み慣れた場所で最期を迎えたいと望んでいますが、自宅

や緩和病棟で亡くなる人はそれぞれ十数％程度で、８割近くの人は病院で亡くなっているのが

５５．．－－住住みみ慣慣れれたた街街でで生生ききてて逝逝くく――  
認認定定 NNPPOO 法法人人ココミミュュニニテティィケケアアリリンンクク東東京京  

理理事事長長  山山崎崎  章章郎郎ささんん  

hhttttppss::////ccaarreettoowwnnkkooddaaiirraa..nneett//nnppoo//  
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実態ですよね。そうした条件の整うケースは、まだまだ少ないのでしょう。 

――在宅ホスピスケアを推進する上で、現在の医療や介護の制度は十分でしょうか。それとも、

何か変革すべきところがあるとお考えですか。 

山崎さん：ケアマネジャーさんがプランニングして下されば、医療でも介護保険でも必要に応

じて患者さんを訪問し、対応できる仕組みになっていますが、介護保険制度には限界もありま

すので、制度のはざまをどう埋めるのかという課題はあります。そのはざまを埋める一つがボ

ランティアの参加だとも考えています。さらに、問題点を挙げるならば、地域包括ケアシステ

ムが想定している「かかりつけ医」が、外来診療も担う地域の開業医だということです。私も

年齢を重ねてきて実感しますが、開業医の多くは一人ですから、24時間対応で随時往診する負

担は大きい。地域包括ケアという仕組みはよく出来ていますが、結局それを支えているのは人

間ですよね。過大な負担にならぬよう医者同士で連携し合う配慮がなされればいいのですが、

やはり患者さんを理解しているのはかかりつけ医なんです。今では在宅診療を専門とする医師

も増えてきましたから、開業医と在宅医がカバーし合える仕組みが整えば、住み慣れた街で最

期を迎えるという願いは、今以上に多く叶うと思います。 

――一人だけに負担をかける仕組みは継続しないし、理想にも近づけないということですね。 

山崎さん：私たちのチームは、在宅ホスピスケアの一つの形を築いてきた自負がありますが、

世に先んじて理想を追い求めようとすれば、初めは献身的な誰かが負担を背負ってしまうのは

致し方ない面もあると思います。それを普遍化（＝制度化）しようとすれば、みんなで負担を

分かち合い、代は変わっても質の高いケアが永続的に維持される仕組みが必要です。ただ、社

会の課題をサービスで解決した結果、それが制度化されれば多くの人が享受できますが、一方

では、制度化されたものをうまく活用する、つまり、ビジネスの成果だけを追い求める人も出

てくるわけで、そうするとケアの質が疎かになる可能性も出てきます。 

――社会で必要とされ、独自に始まったサービスが制度化された途端、玉石混交の事業者が加

わることでルールが厳しくなり、当初の志や利便性がスポイルされてしまうという例が、過去

にいくつもあったと聞きます。 

山崎さん：日本の制度ビジネスを支えている事業体は多くが民間組織ですから、どうしても利

益の追求は避けられません。すると、経営層と現場スタッフとの間で（ケアに対する考え方の）

ギャップが生まれてしまいます。 

私は以前、病院のホスピスに勤務していましたが、制度に基づく職種だけで終末期の患者さ

んと家族を最後まで支えることは難しいと感じました。患者さんがホスピスで過ごす時間の多

くは孤独で不自由なものですが、医療の制度下で病院のスタッフが 24時間関わることはできま

せん。ならば、話し相手になってほしい、車いすを押してほしい、いや、傍に居てくれるだけ

でもいいというニーズに応えてくれる人がいて、初めて患者さんの社会性が担保されるのだろ

うと。福祉が目指す、「幸せに、より良く生きること」をアシストするには、専門職の役割の隙

間を埋めてくれる地域のボランティアさんたちが必要なんです。 

医療法人がクリニック、訪問看護ステーション、デイサービス、居宅支援事業所のすべてを

設立することは可能です。でも、地域のボランティアさんが参加してみたいと思えるのは、大
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きな医療法人や株式会社よりも非営利法人のほうじゃないかと思うんですね。それに、応援し

てくださる方々のご寄付も、地域のその他の活動に役立てることが可能です。それが、ケアタ

ウン小平チームが NPO法人を母体としてスタートした理由です。 

――ケアタウン小平チームがボランティアの振興に力を入れる理由はそこにあるのですね。 

山崎さん：病院のスタッフと患者の間でも話はできますが、やはり「医療職と患者」という関

係性は排除できません。でも、ボランティアさんとは地域の人同士の立場で話ができますから、

それならば患者さんの社会性の担保につながると思います。ただ、ケアタウン小平チームでも、

ボランティアの皆さんの協力でデイサービスなどの活動はできていますが、在宅の患者を個別

訪問するところまではできていませんので、そこはこれからの課題です。 

――子育てや文化スポーツの振興にも関わっていらっしゃいますね。 

山崎さん：終末期の患者は様々なものを失っていく過程にあるので、たとえ身体的苦痛が和ら

げられたとしても生きる意味を見失いがちです。自分の力では動けず、誰かの手を借りなくて

はならず、しかも、間もなく命が終わると解っている状況下ですから、そうした思いを受け止

め、寄り添って介護をしてくれる誰かが居れば、人間として大切に見守られていると患者自身

も感じられるはずです。つまり、他者との関係性の中で生きていることを実感できるわけです。 

不登校のお子さんやその親御さんも一緒で、すでに十分頑張ってきたその人たちに周囲は叱

咤激励をしてしまいがちですが、辛い立場や悩みを受け止めてくれる人が寄り添うほうが、生

きる希望を見出せると思うんですね。いじめがあったり、追い詰められたり、人との関係性が

希薄で苦悩に満ちた社会には、「そのままでいいんだよ」と受け入れてくれて、見失いかけた自

分を再発見できる居場所が必要なんです。だから、ケアタウン小平チームが地域の中で事業を

展開していくのであれば、子どもたちがいつでも自由に遊びに来られて、体を動かせる「居場

所」も提供しようと。私たちのこれまでの取り組みから見えてきた人間の在りように目を向け

れば、子育て支援も私たちの大事な役目だよね、と考えた結果なんです。 

――他者との関係性の中で自分の存在意義を見出せない人が増えているという意見は、確かに

他でも聞かれますね。 

山崎さん：そうだと思います。ホスピスケアを展開してきた私たちの周りには、ご遺族の関係

者も大勢いらっしゃいます。誰かを亡くしたことで先々の生きがいを見失う人は多いのですが、

同じ体験をした人がその気持ちを受け止めてくれて、互いに思いを語り合えれば、悲しみに暮

れる自分を肯定できますね。亡くなったのが親なのか、配偶者なのか、子どもなのかによって
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も悲しみは異なります。そういう体験をした人たちの居場所を私たちが提供しようと。中には

一人で亡くなる人もいますが、もし、その人に生前自分らしく生きられる場所があったのなら

ば、それは孤独死ではないのかもしれませんね。 

 ケアタウン小平チームで活動して下さるボランティアさんは 100 名以上にのぼり、うち２割

くらいはご遺族の方たちです。辛い時期を共に過ごしたケアタウン小平チームのスタッフを、

今度は応援する側に回ってくれて、それをきっかけに新しい居場所と生きがいを得ていらっし

ゃるんです。このように、立場を変えた関係性が地域で継続し、循環し、少しずつ増えていく

ことで、在宅ホスピスケアの取り組みが地域文化として根付いていくのではないかと思ってい

ます。 

――ボランティアを担ってくれるのは、単に恩返しという動機だけではないということですね。 

山崎さん：ご恩返しというお気持ちもあるでしょうし、それも嬉しいことです。世の中って助

け合いで成り立っているわけじゃないですか。「家で最期を迎えたい」という希望を叶えるため

にチームで応援し、次の人に受け継がれ、ケアがケアを生み出すと。社会が本来的に目指して

いくことは、そんな関係性ではないかと思っています。 

――つまり、人と人との関係性の中で起きた活動が新しいケアを生み出す…、そういう連鎖の

起きる社会が、ケアタウン小平チームの皆さんが見据える将来の地域の姿なのでしょうか。 

山崎さん：それはまさに、福祉が本来的に求めていることと共通していると思います。私たち

の活動の原点は、「生命を脅かす病に関連する状況に直面している患者とその家族に対して、身

体的、心理社会的、スピリチュアルな問題を早期に見出し、的確に評価し対応することで和ら

げ、その QOL を向上するアプローチである」という WHO の定義に基づく緩和ケアなのです。病

による痛みを和らげ、失われていく機能や死に直面する不安といった患者の思いに耳を傾け、

人間として尊重された意識の中で適切に看護、介護を行なっています。それでも、生きる意味

を見出せない人は少なからずいるわけで、その辛い思いに応える根本原理は、福祉の原理と同

じなのだと思っています。 

今は核家族化が進んで少ないと思いますが、三世代で同居している子どもは、日に日に衰弱

していく過程にある祖父母の看病を自宅で見ながら、やがて亡くなるというプロセスを知るこ

とができます。その子たちにとって、適切な緩和ケアのもとで大切な人が亡くなるという体験

は、特別に怖い出来事ではなくなるでしょうし、やがて大人になって、自分の親の死に直面し

ても、祖父母を看取った体験が死を穏やかに受け止める助けになるでしょうね。 

人の死は自然の摂理です。今は、８割の人が病院で亡くなっており、それは、病院という特

別な環境に囲い込まれた「医療の中の死」になるわけです。しかし、自宅での死は、無理な治

療や延命措置、不本意な苦痛を伴わず、周囲の見守りと患者本人の納得のもとに馴染みの場所

で迎えられるわけです。地域の協力を得ながら自然な死を見届ける体験を積み重ねた子どもた

ちは、いずれ成長して地域の支え合いに加わっていくでしょう。死を、医療の専門家たちだけ

で囲い込むのではなく、患者本人と家族を主体に地域で共有すれば地域の文化は変わるかもし

れません。ケアタウン小平チームは、病院での死を地域に取り戻すことを応援したいと思って

います。 
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――これから福祉の仕事を目指す若者に、メッセージをお願いします。 

山崎さん：福祉が目指す、人が幸せにより良く生きられることの実現は、ホスピスケアが目指

すものと同じなのだと、改めて思いました。専門職もボランティアも、個々の能力を発揮して

福祉の原点を支えるチームである以上、すべての人は evenの関係です。人は何のために生きて

いるのか、何が人を幸せにするのか、そのために自分は何ができるのかをイメージし、ご自身

が貢献できる役割を見出して、胸を張って仕事に励んでいただきたいと思います。 
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６６．．海海外外のの先先進進事事例例  

  ((１１))オオラランンダダ  エエルルメメロロ（（精精神神科科病病院院をを中中心心にに形形成成さされれたた町町））  

エルメロは、精神科病院を中心に形成された町です。はじめに町があり、そこに後から病院

が作られたのではなく、最初に病院があって、その周りに町が形成されてきたケースです。 

病院には門や塀といったものがなく、敷地内は誰でも自由に出入りできる開かれた空間とな

っています。また、この町には精神科病院だけではなく、障害のある人が利用する各種施設や

青少年の更生施設などもあり、福祉はエルメロの経済の柱となっています。エルメロの人口の

約半数は障害のある人たちが占めており、彼ら彼女らが働く店や作業所が多数あるほか、入院

患者や病院の職員たちも普通に街中を歩いています。障害のある人たちが健常者を包摂する町

ともいえ、緑が多く住みやすい環境は、一般の人たちから観光や移住先として選ばれるほどの

人気を誇っています。 

この町は、政治家や権力者が福祉のためだけに計画的に作った町ではなく、福祉、経済、教

育といった人々の暮らしに欠かせない様々な要素が並行してつくられた町です。 

((２２))ドドイイツツ  ベベーーテテルル（（医医療療とと福福祉祉のの町町））  

ベーテルはビーレフェルト市にある総合医療福祉施設で、1867年に設立されたてんかん患

者の療養施設に起源を発し、現在は各種の医療施設や学校、障害者のための様々なケアサービ

スが整えられています。もちろん、ベーテルとビーレフェルト市街との間に塀や壁はありませ

ん。 

障害者を護る対象としての弱者ではなく、「施しよりも仕事を」という理念に基づいた多種

多様な仕事(約 2500種類)がここには用意されています。そのため、様々な企業がベーテルに

仕事を依頼しており、寄付金額も相当量に上ります。それが、約 150年の歴史の中でごく自然

に培われてきたのです。 

第二次世界大戦がドイツに暗い影を落としていた時代、ナチスの優生思想に基づく安楽死政

策下にあっても、ベーテルでは一人の犠牲者も出さなかったという逸話が残っています。 

((３３))フフラランンスス  ひひととつつ屋屋根根、、ふふたたつつ世世代代((高高齢齢者者とと若若者者ととのの共共同同生生活活))  

ひとつ屋根・ふたつ世代とは、フランス政府によって立案された高齢者と学生との世代間同

居政策です。その発端は、2003年の猛暑によって全仏で 1.5万人が亡くなり、犠牲者の多くが

独居老人であったことがきっかけでした。 

学生は高齢者と一緒に夕食を食べたり手伝いをしたりすることで、家賃が安くなる仕組みで

す。ＮＰＯや企業が仲介機関となって高齢者と学生を結びつけています。「２つの世代のアンサ

ンブル」というＮＰＯは、学生と高齢者の信条や趣味など徹底した事前調査を行うことでマッ

チングの確度を高め、生活のルールを明文化することで同居生活のトラブルを未然に防いでい

ます。単に同居することで家賃を浮かせたいという意識だけの学生や、学生をヘルパーとして

手配したいという高齢者からの申し出は断られており、お互いが対等な関係で暮らすことが共

同生活のベースになっています。 

日本では、前述した株式会社あおいけあが運営する「ノビシロハウス」をはじめ、福井大学

と福井県社会福祉協議会が協働して異世代ホームシェアを運営している事例があります。 
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((４４))ドドイイツツ  協協同同組組合合にによよるる多多世世代代型型住住宅宅ワワググニニスス  

住宅協同組合ワグニスはコレクティブハウス（※）で、子育て世代や勤労世代、高齢者とい

った多世代が、一部のスペースを共用しながら暮らす、北欧発祥の多世代住居です。居住者組

合が市場価格で土地を購入し、居住者は協同組合への出資金額に応じて家賃を払います。居住

者は建設時に出資金を出すことで発言権を持ち、生活居住の権利を持ちます。また、自分にで

きることでお互いの暮らしを支え合う仕組みも有しています。 

日本でも、ＮＰＯ法人によって営まれているコレクティブハウスが増えつつあります。 

※コレクティブハウスとは、スウェーデン、デンマーク、オランダなどでみられる、仲間や親しい人々が共

同で生活するライフスタイルのことである。 

((５５))フフラランンスス  地地域域拠拠点点型型高高齢齢者者住住宅宅 

コミューン（※）が運営する高齢者住宅(レジデンス)「ＡＢＣＤ」は、パリ郊外に立地する

地域拠点のような施設です。その特徴は、個人のプライベートな空間と、地域の人が誰でも出

入りできる公共の場との「共役」をミッションにしていることです。公共の施設には劇場ホー

ルや保育園、レンタルスペース、ショッピングアーケード等があり、施設の賃貸料や利用料を

施設の収入とすることで開業コストを抑え、入居する高齢者にも安い料金で賃貸物件を提供で

きるという相互作用があります。また、デイケアや在宅訪問看護介護等の各事業所も併設して

おり、地域の高齢者のための在宅支援も行っています。 

※コミューンとは、フランスにおける基礎自治体の単位である。 

((６６))ドドイイツツ  多多世世代代のの家家((多多世世代代交交流流ののたためめののココミミュュニニテティィセセンンタターー)) 

「多世代の家」とは、フランスやスウェーデンのコレクティブハウスが発祥となっており、

ドイツが 2006年からその普及に力を入れている国策の一つです。多世代の家の目的は、地域の

中での多世代間交流を促すことであり、必ずしも住居の形をとっていなくても構いません。子

どもから高齢者までが利用できる交流型施設で、様々な立場の幅広い世代が、同じ場所で相互

に助け合いながら生活することを目的とした場なのです。 

「多世代の家」の設置には、ドイツ政府及び欧州社会基金等から助成金が支給されます。 

((７７))フフラランンスス  隣隣人人祭祭りり（（地地域域ののココミミュュニニテティィのの活活性性化化））  

「隣人祭り」とは、1999年、フランスはパリのアパートで一人暮らしの女性が孤独死し、1カ

月後に発見されたという出来事をきっかけに、住民たちが建物の中庭に集まって交流のための

食事会を開いたことが始まりです。この活動はヨーロッパ全域に広がり、2016 年時点で、ヨー

ロッパを中心に世界 30 カ国以上、延べ 1,000 万人もの人々が参加するイベントとなりました。

日本でも、2008 年から同様な取り組みが行われています。 

同じ地域に暮らしている人たちがおしゃべりをしながら、それぞれが持ち寄った食事を囲ん

でお互いを知り合う「きっかけづくり」の場となっています。 

 

((８８))アアメメリリカカ  オオハハイイオオ州州ククリリーーブブラランンドドのの TThhee  IInntteerrggeenneerraattiioonnaall  SScchhooooll((TTIISS))((世世代代間間交交流流学学校校))  

アメリカオハイオ州クリーブランド市の世代間交流学校（ＴＩＳ)はチャータースクール（※）
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で、多世代が集う学習環境を小・中学校のカリキュラムに組み込むことで、世代間交流活動を

実施しています。児童とその家族、地域の高齢者など、あらゆる世代が世代間交流モデルに基

づいて生涯学習を実践する場となっています。 

※チャータースクールとは、従来の公立学校では改善が期待できない、低学力をはじめとする様々な子どもの

教育問題に取り組むため、親や教員、地域団体などが州や学区の認可（チャーター）を受けて設ける公立の

初等中等学校。公費が支給され、民間が運営する。 

((９９))  アアメメリリカカ  ＣＣＣＣＲＲＣＣ（（CCoonnttiinnuuiinngg  CCaarree  RReettiirreemmeenntt  CCoommmmuunniittyy））    

ＣＣＲＣとは、リタイア後の人がまだ元気なうちに入居し、介護が必要になっても他所の地

へ移転することなく、同じ場所で人生の最期までを豊かに暮らすための高齢者生活共同体のこ

とです。アメリカには 約 2,000 カ所あり，約 60 万人が住んでいるといわれています。 

都市部のタワー型のほか郊外型、リゾート型といったスタイルがありますが、あるリタイヤ

メントコミュニティでは、ゴルフ三昧の生活でアルツハイマー病の患者が増えたというケース

が報告されています。これは、知的な刺激に乏しい生活が原因とみられることから、今注目さ

れているのは大学連携型ＣＣＲＣです。大学での生涯学習や学生との交流を通じて、知的刺激

や多世代交流の不在を解消するのが狙いで、約 2,000 あるＣＣＲＣのうち、大学と連携したも

のは 80～90 に上るといわれます。中には、大学で一定時間以上、生涯学習に参加することを入

居条件としているＣＣＲＣもあるそうです。 

  ((1100))  イイギギリリスス  ケケアアララーーととヤヤンンググケケアアララーーのの支支援援  

イギリスは、介護者支援が進んだ国といわれており、ケアラーセンターやケアラー法に基づ

く支援を行っています。ケアラーセンターでは、ケアの情報提供やアドバイス、ピアサポート、

環境整備、経済支援等を行い、ヤングケアラーに対してニーズに沿った支援や、他のヤングケ

アラーとの交流など様々なプログラムが提供されています。 

2014年の法改正により、ケアラーへのアセスメントと支援が地方自治体の責務となり、ヤン

グケアラーにもアセスメントの権利(家族の誰かを世話することが適切かどうかを判定するこ

と)が与えられるようになりました。 

((1111))  台台湾湾  アアジジアア一一ののホホススピピススケケアア  

台湾では、ＷＨＯがホスピス緩和ケアの実施を提唱する 20数年前から、台湾の国民皆保険制

度「全民健康保険」による在宅医療ケア計画を開始しました。これは、高齢者が在宅でも医療

が受けることができ、最期を迎えられるようにするためのもので、政府にとっても重要な政策

目標となっています。イギリスの国際経済誌「エコノミスト」が 2015 年に発表した世界の終末

医療の状況に関するレポート「2015年死の質ランキング」によると、台湾は評価対象である 80

の国、地域のうちの６位、アジアでは 1 位にランクインしました。特に、緩和ケアなど台湾の

終末期医療体制は、国際的に高い評価を受けています。 

また、患者の意思を尊重するための「病人自主権利法」が 2018年１月６日から施行されてお

り、医療の事前指示書を作成する相談窓口を通して、医療ケアを受けるか拒否するかを事前に

選択できる仕組みがあります。これは、アジア地区で初めて患者に対する自己決定権を保障す

る法制度となりました。 
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((1122))  アアメメリリカカ  異異世世代代交交流流アアププリリ「「PPaappaa」」  

「Papa」とは、若者と高齢者とのマッチングアプリで、「Grandkids On-Demand（必要な時に

孫を）」を理念に掲げ、「大学生と生活に支援を必要とする高齢者とをマッチングするサービス」

となっています。マッチングが成立した大学生は、スーパーへの買い物や病院の予約、家事手

伝い、スマートフォンの設定まで、生活のあらゆる側面で高齢者をサポートしています。 

((1133))  アアメメリリカカ  糖糖尿尿病病予予防防ププロロググララムム  

アメリカでは、糖尿病の一次予防として健康増進を促し、生活習慣病など疾病予防法を健康

保険会社に提供する会社があります。生活習慣を改善する方法として、オンラインコーチとい

ったオンラインサービスを健康保険加入者向けに割引価格や無料で提供しています。オンライ

ンコーチは、健康増進を促すオンラインプログラムとコーチングによるサポートを行い、生活

習慣病や精神疾患を予防するサービスを提供します。代表的な企業としては、２型糖尿病の予

防コーチングで知られる「Ｎｏｏｍ」や「Ｇｉｎｇｅｒ」といった会社があります。 

((1144))フフィィンンラランンドド  イインンククルルーーシシブブ教教育育制制度度  

フィンランドでは 2010年、すべての子どもが障害の有無に関わらず最寄りの学校へ通えるよ

うにし、みんなが同じ教室で授業を受けられる体制を整えました。子どもたちには、年齢と能

力に応じた学習プログラムが提供され、知能の発達の遅れや障害がある子どもは専門教員のサ

ポートを受けられるようにするといったことが定められています。 

モンゴルでも青年海外協力隊やＮＧＯのプロジェクトによってインクルーシブ教育が実践さ

れており、日本では、大阪市立大空小学校の取り組みが知られています。 
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７７..先先進進事事例例とと海海外外のの事事例例かからら読読みみ取取れれるるもものの  

このように、福祉ニーズを抱える人たちへの支援が様々な国や地域で展開されており、その

どれにも、将来の福祉サービスを考察するうえでのヒントがあると思います。 

これらの事例には、国が着目して少子高齢化時代における地域作りのモデル事業とされてい

るものも含まれていますし、国外の事例については、法制度や国民性、家族観、宗教などの違

いから、そのままの形で日本に導入することは困難と思われるものもあります。 

私たちはこれらの事例から、 

・先進事例と評される事業者も、福祉制度の枠内で事業を展開し、成果を上げてきたこと 

・物理的な生活環境だけでなく、技術の活用においても孤立する人を取り残さないこと 

・介護者、とりわけ、将来に向けてはヤングケアラーへの支援が重要であること 

・様々な障害や認知機能の低下があっても、適切なサポートにより社会参加は可能であること 

・少子高齢化が進む社会では、世代を超えた支え合いが地域の基盤になっていくこと 

・高齢、障害、幼児の分野ごとの支援の他、多世代交流がもたらす支援効果にも着目すること 

・支援する側、される側という二元論からの脱却が必要であること 

・人権擁護とダイバーシティが子どもの意識に育くまれることが、福祉教育の核となること 

・100年を生き抜くための人生設計と準備が個人にも、且つ若いうちから求められていること 

・誰もが、それぞれの持つ役割と能力を以て地域社会に貢献でき、生きがいとなり得ること 

・人生を通した個人の希望や人としての在り方への寛容さが、地域には必要であること 

・幸せに、より良く生きる生活環境は、街づくりそのものを変える可能性があること 

・国としてだけでなく、それぞれの地域にも人生 100 歳時代の戦略が必要であること 

といった示唆を得られるのではないでしょうか。 

こうした取り組みがあることを知っていただき、福祉の仕事との向き合い方、福祉サービス

の在り方など、これからの福祉を考えるきっかけとなれば幸いです。 

 





第 5章
（公社）かながわ福祉サービス振興会からの提案
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かながわ福祉ビジョン２０４０ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.共にある心 
 地域住民、地域
団体、事業者などが
お互いに学び合い、
ともに生きる心を育
む。 

4.人と地域を育てる 
地域住民への教育
をとおして、倫理観の
高い人と共に生きる
地域を育てる。 

1.頼り会える社会 
お互いの信頼を基本
として、支え支えられ
住みやすい地域を創
る。 

2.生活サービスへ 
福祉ニーズから生活
ニーズの充足へとシフ
トし、豊かな生活を
実現する。 

5.プラットフォームビルダー 
地域課題を独自に解決す
る重層的な仕組みを、公
民連携して創る 

6.大切なこと 
一人一人が主役の
人生を先人の知恵
に学び、時代の変化
を受入れ明るい未来
へ繋げる。 
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２２００４４００年年へへ向向けけてて  

皆さんは、「福祉」は誰のためにあるものだとお考えになるでしょうか。社会の要請を受けて

介護保険制度が生まれた経緯や、社会保障費の半分近くを高齢者への年金給付が占めている現

状を見ると、福祉サービスの対象者の大部分は高齢者なのだと思われるかもしれません。 

また、2025年の構築が目指されている「地域包括ケアシステム」も、将来にわたる介護保険

制度の持続性の観点から高齢者のための住まい、医療、介護(予防) 等を核に議論されることが

多いことから、「福祉は高齢者を主なターゲットにしている」というイメージが社会に色濃く定

着していると思われます。 

しかし、社会保障制度は国民の福祉を増進する手立ての一つです。それも、制度を支える仕

組みが機能してこそ成り立つものですから、少子高齢化の進展と本格的な人口減少社会に直面

する日本の社会保障制度を持続させるために、「担い手不足・人口減少の克服」、「新たなつなが

り・支え合い」、「生活を支える社会保障制度の維持・発展」、そして、「人生 100 歳時代」とい

った議論が欠かせません 1。 

2020 年からは、新型コロナウイルスの感染拡大によって、医療のひっ迫、社会機能の低下、

巨額の経済損失、物理的または精神的な社会の分断などを経験しました。これらの禍は、あら

ゆる世代の誰の身にも起き得ることですから、制度を超えた支え合いがなくては、100年にも及

ぶ人生を生き抜くことは難しい時代へと突入したことを感じます。 

「福祉」という二文字の漢字には、どちらも「しあわせ」、「さいわい」という意味がありま

す。国民の福祉の目的が、単に弱い立場にある人たちを助けることばかりではなく、すべての

人たちがより良く生きていけるように見守ることであるとすれば、つまり、福祉は、あらゆる

人たちのためにあるといえるのではないでしょうか。 

 

「「人人生生 110000歳歳時時代代」」をを楽楽ししむむ  

「少子高齢化」と「人口減少」は、もはや不可逆的な趨勢です。また、多くの人たちにとって

「人生 100 歳時代」は、現実のものになりつつあります。この２つの事実の中で、私たちは人

生をどう生き抜いていけばよいのでしょうか。 

人口と経済活力を維持する観点から、国内外からの人口流入を促進する旨が謳われているよ

うに、県内の外国人労働者は増加傾向にあり、周辺都県からの社会増も続いています。ただ、

県内で人口流入が見られるのは、横浜・川崎地区といった、産業立地や消費立地上で優位にあ

る地域が中心であり、県西地区や横須賀三浦地区では人口そのものの減少が続くと予測されて

います。一定地域で一時的な社会増を図ることはできても、人口減少という大きな流れを変え

ることは相当困難であると推測できます。 

 

ところで、私たちは、65歳を過ぎた人たちを高齢者だと認識してきました。しかし、老いや

障害、疾病に関する研究が進み、65歳を境に高齢者になるという意識は社会の中でも少数派と

なっており、多くの 65歳以上の人たちが生涯現役であり続けたいと望んでいます。積み重ねら

 
1 厚生労働省「令和 2 年版厚生労働白書－令和時代の社会保障と働き方を考える」 
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れた知見と経験を仕事に生かし、働く人がいます。認知症になっても、長年担ってきた家事や

作業を得意事として発揮できるコミュニティがあります。こうして、元気で働く意欲を維持し

ながら社会に参加することは、「より良く生きる」という福祉の意味にも合致します。 

障害者に対する社会環境も変化しています。障害者福祉の分野では、「できることを見つけて

伸ばす」、「自分の頼れる支援者をいくつも持つ自立」に価値を置く支援がはじまっています。 

子育て環境も、第４章で紹介したように、職場の中に子育てをする環境がつくられていると

ころが出てきました。これは、地域で子どもを育てる仕組みとしての形であり、その環境で育

った子ども達が新たな地域社会の関係性を生み出してくれることを期待できます。 

こうした生き方や暮らし方を選択できる地域を育むことで、創意工夫を凝らした福祉サービ

スが将来的に地域産業の柱になっている可能性も考えられます。 

社会には、多くの選択肢が存在します。「より良く生きる」ことや「幸せ」の意味は、人それ

ぞれに異なることでしょう。多様性を包摂する地域には、一人ひとりが 100 年を生き抜くため

に個別の人生設計図を描き、必要に応じて誰かの力を借り、時には最新の技術を駆使すること

で、自分で選べる人生を歩むことができます。そして、老若男女を問わないあらゆる世代が活

躍でき、共に生き、社会を創る仲間なのだという意識が醸成されている未来を想像しています。 

人口や経済など、多くの指標上で縮小が避けがたい状況下にあっても、生きるための選択肢

が豊富に揃う地域があることで、神奈川県が掲げる「生き生きと働いて経済を活性化させる」、

「若い世代の結婚、出産、子育ての希望をかなえる」、「魅力にあふれ誰もが活躍できる地域社

会づくりを進める」という基本目標を叶えられる可能性があるのではないでしょうか。 

2040年に、本書を読んでくださっている方たちはもちろん、多くの方たちが、人生を楽しむ

ための選択肢にあふれる神奈川県で、より良く暮らしていることが望まれます。 
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11..頼頼りり合合ええるる社社会会～～誰誰ももがが自自分分ららししくく生生ききるるたためめにに（（地地域域共共創創））  

  おお互互いいのの信信頼頼をを基基本本ととししてて、、支支ええ支支ええらられれ住住みみややすすいい地地域域をを創創るる。。  

 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

2040 年に向けて、生活上の困難を抱える方が自立した生活を送ることができるよう、公的支援

と民間サービスが連動し包括的な支援体制を構築する必要があります。また、住民のお互いの支

え合いが十分に機能するような仕組みも大切です。 
そのためには、地域の歴史や文化を踏まえ、それぞれの地域特性にあった仕組みを、行政と事

業者、福祉活動を行っている住民により共創していくことが求められています。そのための情報

共有と連携が不可欠です。地域の中に「お互いを知る」仕組みを誕生させ、定着させていくこと

を進めていくことが重要です。こうした取り組みの中で、人と人との交流を生み、地域の行事や

福祉活動に関心を持ち、頼り、頼られる関係を構築していく必要があります。 
住民同士の支え合い活動の活性化、行政と民間事業者との連携、認知症対策、フレイル対策、

生活支援、孤立防止、空き家対策などの施策を総合的に推進し、ともに生きる社会（共生社会）

の実現を目指します。 
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施施策策１１  共共生生社社会会実実現現にに向向けけたた公公民民連連携携ネネッットトワワーーククのの構構築築  

 
地域包括支援センターを核として、障害、母子保健・成人保健の機能を統合し、共生型地域

包括支援センターを設置し、住民からの様々な相談にワンストップで対応する体制を整備する

必要があります。 
住民の複雑・高度化したニーズに対応するために、共生型地域包括支援センター職員向けの

研修を実施し、地域づくりに向けた人財育成や社会資源を活用するための情報プラットフォー

ムを整備します。また、共生型地域包括支援センターに生活困窮、児童、障害、教育委員会と

の連携機能を持たせるための支援を行います。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

 
 

施施策策２２  児児童童のの健健全全育育成成指指導導者者のの養養成成  

教職員ＯＢや大学生、企業経営者を講師に迎え、児童の健全育成のためのカリキュラムを作り、

地域ぐるみで児童の健全育成ができるよう、関係機関と連携して指導者を養成します。 

  
   

地域包括支援 
センターブランチ 

障害者生活介護、就労支援 B 型等 

保健 
センター 

共共生生型型地地域域包包括括支支援援セセンンタターー 

   
地域包括

支援 
センター 

障害者相談

支援事業所 

教育機関 

小・中学校 

多世代型交流拠点 

社会福祉協議会 

自治会 

地域住民 

民生委員 

児童委員 

行政 
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施施策策３３  フフレレイイルル予予防防とと健健康康寿寿命命延延伸伸のの施施策策  

人生１００歳時代を迎え、いつまでも元気で生活できるよう、健康寿命の延伸に関する政策が

重要になっています。市町村によるフレイルチェック等の施策の充実とともに、民間の創意工夫

を活かし、新しい商品開発や販売促進につながる仕組みを検討し、フレイル予防産業の振興を図

るために、フレイル予防・生活支援情報提供システム構築を推進します。 
また、高齢者の健康寿命を延伸するためには、社会参加活動を継続する場と仲間が必要となり

ます。そこで、同級生や同じ趣味等を持つ人たちを対象に、健康をテーマとした合宿（キャンプ

と呼ぶ）を年に数回実施し、参加者には合宿後に地域に戻り、健康づくりに関する指導者になっ

て活動の輪を広げる取り組みを推進します。 
こうした事業は、これまでも市町村が主体となって実施してきた経緯もありますが、民間活力

を導入し、フレイル予防産業の振興施策とも連携しながら実施することにより政策効果を高めま

す。フレイル予防に関する商品やサービスを見える化し、消費者が自分の好みに合った商品やサ

ービスを選ぶことのできるフレイル予防・健康づくりプラットフォームの構築に向けた施策を推

進します。 
 
施施策策４４  持持続続可可能能なな地地域域づづくくりり  

 
 県内に所在する空き家（部屋）、空き店舗、廃校など、地域において活用されていない社会資源

を再生し、持続可能性のある地域づくりを進めるための政策を推進します。例えば、空き家を高

齢者が集うサロンとして活用することにより、高齢者の健康増進に役立てるとともに、近隣の住

民同士のつながりをつくり、お互い様の心を養うことが出来ます。 
また、関係機関と連携して空き家活用事業を推進し、地域サロンの開設支援とともに、住民が

交流できる事業の企画立案及び実施できる人材を養成します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

空き家の再生活動を通した地域づくり 

会員制民宿 

移住体験用 

住宅 

資料館・図書館 

まちのカフェ 

コミュニティスペース 

介護・福祉 

事業所 

農業体験住宅 

民泊 

地元物産品の 

販売店舗 
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22..「「福福祉祉ササーービビスス」」かからら「「生生活活ササーービビスス」」へへ（（新新ししいい福福祉祉のの創創造造））  

  福福祉祉ニニーーズズかからら生生活活ニニーーズズのの充充足足へへととシシフフトトしし、、豊豊かかなな生生活活をを実実現現すするる。。 

 

【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

地域にはこれまでとは異なる多様性があり、新しい仕組みを構築することが求められています。 
さらに、これから私たちが経験する技術革新は、それぞれの生き方、暮らし方に大きな影響を

与え、それに伴って、「福祉」サービスの概念がもっと広く、深くなってくると考えられます。 
また、現在の福祉制度の「縦割り」を超えて柔軟に必要な支援を確保することが容易となるよ

う準備しなければ、時代に対応できないことも想像に難しくありません。 
そこで、これまでの「福祉サービス」から、地域住民の生理的、安全、社会的欲求から自分ら

しく暮らせる承認、自己実現欲求までに対応したプログラムとして広げ、住民が主役の新たな「生

活サービス」を創出し、地域で豊かに暮らせる社会の実現を目指します。 
  

2.「福祉サービス」から「生活サービス」へ（新しい福祉の創造）
福祉ニーズから生活ニーズの充足へとシフトし、豊かな生活を実現する。

各ステージに応じた人生応援型の生活サービス拡充
縦割り排除のワンストップ対応でのサービス化

新生活サービス活躍の場づくり
（自己実現・承認欲求を満たす）

既存サービス・セーフティーネット
（安全の欲求・生理的欲求を満たす）

既存サービスの協働、交流による多様化した居場所作り
（社会的欲求を満たす）

柔軟な対応

POINT

生きがい
やりがい
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施施策策１１  生生活活支支援援ササーービビススのの充充実実  

 
多様なニーズに応えられるサービスを創るためには、介護サービス事業者だけでなく、介護業

界以外の企業や地域住民との連携が必要です。そのためには、民間の創意工夫、柔軟性を十分に

発揮できるように規制緩和を進める必要があります。 
地域ケア会議等で地域課題を抽出し、課題解決のための政策やサービス開発につなげるととも

に、直接、住民の声をサービス開発につなげることのできる仕組みを作ることも有効です。そこ

で、公民連携して生活支援サービス開発のプラットフォーム構築に向けた施策を推進します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
  

 
生活支援サービス開発のプラットフォーム 

配食 

見守り 

財産 

管理 

訪問

診療

 

生活支援

ロボット 

家事 

支援 

訪問 

理美容 

自自治治体体・・社社協協  

生活支援サービス

プラットフォーム 

外出 

支援 

訪問 

介護 
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施施策策２２  生生活活支支援援ロロボボッットトのの活活用用  

 
認知症になっても、自分らしい生活を送ることができるよう、生活支援ロボットの開発や導入

を推進することが必要です。認知症になっても手続き記憶は衰えませんので、社会との接点を保

ちながら自分らしい生活を送ることが可能になります。スマートフォンを使いこなせば、目的地

まで案内してくれたり、機能や必要な商品を購入したりすることができます。 
そこで、障害者や要介護高齢者の生活圏を広げることのできる生活支援ロボットの開発及び普

及のための施策を推進します。 
  
  
  
施施策策３３  介介護護職職週週休休３３日日制制導導入入支支援援制制度度のの創創設設  

  
今後、高齢者の急増等を踏まえると、介護人材等の養成及び就労支援が必要です。介護現場に

良い人財を集めるためには、介護現場の就業環境を改善し、職員の心身の負担軽減や業務の生産

性向上をより一層進めることが必要です。 
そのために、事業所内の働き方改革を進め週休 3 日制度の導入に向けた施策を推進します。 

 
 
 
施施策策４４  介介護護事事業業所所等等にに多多様様なな働働きき方方をを導導入入  

 
 介護事業所等では、夜間の勤務も含めると、介護職員にかなりの負担がかかります。土日や盆

暮れ、年末年始についても、サービスを止めることはできません。そこで、高齢者や女性、障が

い者にも介護現場で適した仕事ができるよう、介護業務を再構築するとともにワークシェアを進

め、介護事業所等に多様な働き方を導入し、定着できる施策を推進します。 
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33..学学びび合合いいががつつむむぐぐ「「共共ににああるる心心」」  

  地地域域住住民民、、地地域域団団体体、、事事業業者者ななどどががおお互互いいにに学学びび合合いい、、ととももにに生生ききるる心心をを育育むむ。。  

 
【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

コロナ禍を経験した私たちの生活は、居住する地域の中で費やす時間が増えました。 
このような背景をきっかけに、多くの方は、地域での暮らしがより豊かとなるよう追求する時

代へと変わってきています。こうした大きな転換は、多忙な社会で生じた「お互いを知らない住

民関係」を少しずつ変えてきています。 
 地域住民が豊かな時間を費やすためには、一人ひとりが知り合う場を必要とします。お互いを

知り、触れ合うきっかけがつくることができれば、地域で発生した問題について、自分事化する

ことができ、みんなで解決に向かう地域社会へと変わることが可能になります。 
そこで、一人ひとりの心のふれあいを大切にした「学び」を創出し、そこで生まれる「共にあ

る心」が、さらなる幸せの関係を生み出し、より良い関係が継続される地域づくりを目指します。 
 
 
  3.学び合いがつむぐ「共にある心」

事業者と住民が学び合い、ともに生きる心を育む。

ありたい自分とありたい地域を共有し
ともに生きる心を育む

学ぶ

気づく 知る

教える

伝える！

教える！

行動する！

学びの連鎖

個の特性
・得意と不得意
・お互いさまの心

個の役割
・できること

・やりたいこと

学ぶ
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施施策策１１  住住民民のの福福祉祉活活動動へへのの参参加加  

 
 住民の価値観は十人十色です。主義主張の違いや職業による倫理観の違い、趣味やライフスタ

イルの違いなど、数え切れないくらいの違いがあります。こうした違いを前提として、お互いに

楽しく生活するための知恵を持たなければなりません。共通の価値観ともいうべき基本的な考え

方を学ぶことが必要です。時間はかかりますが、住民を対象とした各種セミナーや体験プログラ

ムの提供が住民の意識を変えることに繋がります。福祉に関心のない住民が福祉活動に参加する

ことは考えられません。セミナーに参加することも難しい現実があると思います。そこで、とも

に生きる社会を構築するための基本的な考え方を学ぶセミナーを根気よく開催し、福祉に関心を

持つ層を増やす施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
施施策策２２  福福祉祉施施設設をを活活用用ししたたカカルルチチャャーー教教室室等等のの開開催催  

 
カルチャー教室の開催や体験交流会等で地域住民のつながりを作ることや意識を変えていくこ

とは、住み良い地域づくりに大変有効です。認知症サポーター養成講座の開催や、地域の文化や

歴史を学ぶセミナーを提供するのも有効です。そこで、福施施設を活用したカルチャー教室等を

開催し、福祉施設の役割やサービスの内容などを説明しながら、福祉に関心を持つ住民を増やす

施策を推進します。 
  

A 関心層 地域福祉活動に参加 リーダー 
B ある程度関がある心層 福祉体験プログラムに参加 サブリーダー 
C あまり関心がない層 各種セミナーに参加 会員 
Ð 無関心層 地域の祭り、行事に参加  

Ｃ 

Ｂ 

Ａ 関心層 

Ｄ 無関心層 
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施施策策３３  シシニニアア健健康康ポポイインントト制制度度（（仮仮称称））のの創創設設  

  
現在、自治体では、高齢者のボランティア活動の振興や健康づくりの支援をすることを目的と

して、シニアボランティア制度や健康ポイント制度等を運用しています。これらの制度は、人生

100 歳時代を健康に過ごすとともに、活力ある地域づくりに有効な施策ですが、別々に運用する

ことによるデメリットもあります。そこで、今後、シニアボランティアポイント制度と健康ポイ

ント制度を統合し、フレイル予防施策と連携させ、民間活力を導入した「シニア健康ポイント制

度（仮称）」を創設し、健康寿命の延伸に向けた施策を推進します。 
 
 

  

施施策策４４  多多様様なな福福祉祉教教育育ププロロググララムムのの展展開開  

 
市町村単位で取り組んでいる福祉教育を充実させるために、教育委員会と連携し、すべての小

中学校で認知症サポーター養成講座を開講できるよう支援します。また、小学校や中学校の生徒

の福祉施設体験学習や高校生による一人暮らし高齢者宅への訪問など、地域の教育機関と福祉事

業所との連携による多様な福祉教育プログラムを展開する施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
多様な福祉教育プログラムの展開 

福祉教育 

ネットワーク 

小・中学校 

高等学校 

高齢者宅への 

訪問 

福祉教育 

ネットワーク 

認知症カフェ 

介護・福祉 

事業所 

 
施施策策３３  シシニニアア健健康康ポポイインントト制制度度（（仮仮称称））のの創創設設  

  
現在、自治体では、高齢者のボランティア活動の振興や健康づくりの支援をすることを目的と

して、シニアボランティア制度や健康ポイント制度等を運用しています。これらの制度は、人生

100 歳時代を健康に過ごすとともに、活力ある地域づくりに有効な施策ですが、別々に運用する

ことによるデメリットもあります。そこで、今後、シニアボランティアポイント制度と健康ポイ

ント制度を統合し、フレイル予防施策と連携させ、民間活力を導入した「シニア健康ポイント制

度（仮称）」を創設し、健康寿命の延伸に向けた施策を推進します。 
 
 

  

施施策策４４  多多様様なな福福祉祉教教育育ププロロググララムムのの展展開開  

 
市町村単位で取り組んでいる福祉教育を充実させるために、教育委員会と連携し、すべての小

中学校で認知症サポーター養成講座を開講できるよう支援します。また、小学校や中学校の生徒

の福祉施設体験学習や高校生による一人暮らし高齢者宅への訪問など、地域の教育機関と福祉事

業所との連携による多様な福祉教育プログラムを展開する施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
多様な福祉教育プログラムの展開 

福祉教育 

ネットワーク 

小・中学校 

高等学校 

高齢者宅への 

訪問 

福祉教育 

ネットワーク 

認知症カフェ 

介護・福祉 

事業所 
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44..人人をを育育てて、、地地域域をを育育ててるる  

  地地域域住住民民へへのの教教育育ををととおおししてて、、倫倫理理観観のの高高いい人人とと共共にに生生ききるる地地域域をを育育ててるる。。  

 
【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

地域には様々な課題がありますが、その多くは支援者をプロフェッショナル化することで対応

してきました。しかし、これからの社会構造の変化を念頭に置くと、この仕組みを長く続けるこ

とが難しくなると予測されます。 
地域には高齢者、障害者、子供も含めさまざまな生活者がおり、まだまだ活用されていない地

域資源があります。それらを総動員して、２０４０年の課題に対応することが必要です。そのた

めに、地域に眠っている人財の発掘と活用されていない社会資源の有効活用を進める必要があり

ます。２０４０年に向けて、人を育て、地域を育てるためには、未来を担う子供たちとどう生き

るかを一緒に考え、行動する機会を創出することが必要です。 
そこで、神奈川県独自の福祉教育として、道徳や人生哲学、人間関係など、人間力を高めるカ

リキュラムを構築し、関係機関と連携しながら、倫理観の高い地域文化を創造することを目指し

ます。 
 

 
 
 
 
 

★福祉オリジナルカリキュラム
・教育機関での認知症サポーター育成
・多世代交流授業
・地域リーダーの育成
・地域文化の継承

新しい福祉の芽

地地域域ににおおけけるる人人とと資資源源のの循循環環

4.人を育て、地域を育てる
学校教育と社会教育をとおして、倫理観の高い人を育て地域を育てる。
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施施策策１１  神神奈奈川川県県独独自自のの福福祉祉教教育育（（道道徳徳、、人人生生哲哲学学等等））のの推推進進  

  

学校教育と社会教育をとおして、倫理観の高い人を育てることが地域を育てることに繋がりま

す。そのために、次に掲げる施策を推進します。 
 
＜子どもの福祉教育＞ 
全ての小中高等学校において福祉倫理教育を必須科目にして、ともに生きる社会実現のための

実践教育が求められています。また、全ての小中学校において認知症サポーター養成講座を開設

することや、県立高校を中心として、介護事業所等においてボランティア体験を必須科目とする

など、神奈川らしい福祉教育を展開することが望まれています。そこで、介護・福祉事業者と教

育委員会とが連携して、人間力を磨く研修を推進します。 
 
＜介護事業所の全職員に対する人権教育＞ 
 神奈川県内に所在するすべての介護事業所及び福祉事業所の職員を対象として人権教育を実施

する施策を推進します。 
 
＜県民向け福祉教育＞ 
 県立保健福祉大学をはじめ県内に所在する大学と連携して、県民向けの福祉教育特別講座（仮

称）を開講し、所定のカリキュラムを修了した人を、民生委員・児童委員候補者とするなど、市

町村の地域福祉に貢献する人財を養成する施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

  

  

  

  

  

 
神奈川県独自の福祉教育プログラムの展開 

福祉教育 

プログラム 

神奈川県 

市町村 

大学 

専門学校 

介護・福祉 

事業所 

小・中学校 

高等学校 
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施施策策２２  地地域域づづくくりりリリーーダダーーのの養養成成  

  

 人生 100 歳時代を健康的な生活を送るためには、地域づくりと健康づくりに関する施策を統合

化し、市町村において継続的に地域づくりや健康づくりに関わることのできる人財の養成が必要

です。 
 また、地域の課題を発見し、課題解決に向けた取り組みを進めるためには、市町村の職員だけ

でなく、地域の中で積極的に行動できるソーシャルワーカーが必要になります。 
そこで、地域づくりに関するリーダーとして活躍できるソーシャルワーカーを養成するととも

に、専門家として独立して仕事ができる環境を整備するための施策を推進します。 
  

  



- 101 -

55..行行政政よよ、、事事業業者者よよ、、ププララッットトフフォォーームムビビルルダダーーににななれれ!!  

  地地域域課課題題をを独独自自にに解解決決すするる重重層層的的なな仕仕組組みみをを、、公公民民連連携携ししてて創創るる。。  

 
【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

地域課題はこれまでよりも多様で複雑に絡み合い、解決することに多くの人と時間が費やされ、

被支援者が安心安全な生活環境までたどり着く道のりが遠くなっています。今後もこのような問

題が増えていくことが予想でき、同じような対応を続けていくことの困難さは誰しもが感じてい

る大きな課題です。 
こうした課題に対応するためには、自助、互助、共助、公助の仕組みを重層的に作ることが必

要であり、そのためには、住民の福祉活動を活性化することが重要です。すでに、地域社会のた

めに様々な活動をしているＮＰＯや団体が存在することから、こうした住民のパワーを活かす取

り組みが求められています。 
そこで、高齢者や障がい者等が住み慣れた地域で暮らし続けることができるよう、地域住民の

様々な活動が活性化されるプラットフォームの整備を目指します。 
 

 
 
  5.行政よ、事業者よ、プラットフォームビルダーになれ！

地域課題を独自に解決する重層的な仕組みを、公民連携して創る。

共生社会のプラットフォーム

事業所 行政

地域住民

◆住民参加の安心安全な生活環境
～様々なプラットフォーム～

・住民の社会参加促進

・障がい者の活躍

・共同事務センター

・生活支援サービスの充実

・フレイル予防と健康寿命延伸
等
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施施策策１１  住住民民のの社社会会参参加加をを促促進進すするるププララッットトフフォォーームムのの構構築築  

  

 高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送るためには、地域住民の福祉活動が

活発にならなければ、絵に描いた餅になりかねません。地域住民の福祉活動を活性化するために

は、どの地域でどのような活動が行われているかを把握できる仕組みが必要です。高齢者の社会

参加活動が活発になる地域は、高齢者の健康寿命が延伸するとともに地域が活性化されますので、

「三方よし」となります。 
そこで、ボランティア団体や NPO 等が実施する地域福祉活動を見える化し、自分も活動した

いと思ったときに参加できるプラットフォームの構築に向けた施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

施施策策２２  障障ががいい者者がが活活躍躍すするるたためめののププララッットトフフォォーームムのの構構築築  

  

 障がい者の雇用創出及び住まいの確保に関する政策が重要となるなか、障がい者の安定就労や

工賃アップにつながるような支援求められています。 
そこで、自治体や民間企業等と連携協力して仕事を受注し、就労支援事業所等に仕事を配分す

るプラットフォームの構築を推進します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

社会参加を促進するプラットフォーム 

社社会会参参加加促促進進  

ププララッットトフフォォーームム  

（（活活動動のの見見ええるる化化））  

ＮＰＯ活動 

交流・体験イベント 

福祉施設等でのボランティア 

地域行事 

障がい者が活躍するためのプラットフォームの構築 

自治体 民間企業 

一一括括受受注注  

就労移行支援事業所（Ａ型／Ｂ型） 

共同受発注システムのプラットフォーム 

仕事の配分 
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施施策策３３  共共同同事事務務セセンンタターーのの創創設設  

  

 介護保険制度や障害者総合支援制度による事業所運営においては、独自の報酬請求事務が発生

し、小規模の事業所においては、労務管理や人事管理、報酬請求等の業務を担う事務職員が少な

く、苦慮している現状があります。 
 そこで、小規模事業所が共同して運用する共同事務センターを創設し、介護・福祉分野の DX を

推進します。 
また、市町村における要介護認定調査を含む要介護認定にかかる業務量が増大していることか

ら、こうした事務を共同で担う部署も必要になります。そこで、要介護認定事務センターを創設

し、市町村の要介護認定業務を支援する施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
  

    

共同事務センターの構築 

自治体 国保連 

介護保険事業所 要介護認定申請者 

共同事務センター 

 
要介護認定調査 実地指導、報酬請求、労務 

  

施施策策１１  住住民民のの社社会会参参加加をを促促進進すするるププララッットトフフォォーームムのの構構築築  

  

 高齢者や障がい者が住み慣れた地域で自分らしい生活を送るためには、地域住民の福祉活動が

活発にならなければ、絵に描いた餅になりかねません。地域住民の福祉活動を活性化するために

は、どの地域でどのような活動が行われているかを把握できる仕組みが必要です。高齢者の社会

参加活動が活発になる地域は、高齢者の健康寿命が延伸するとともに地域が活性化されますので、

「三方よし」となります。 
そこで、ボランティア団体や NPO 等が実施する地域福祉活動を見える化し、自分も活動した

いと思ったときに参加できるプラットフォームの構築に向けた施策を推進します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  

施施策策２２  障障ががいい者者がが活活躍躍すするるたためめののププララッットトフフォォーームムのの構構築築  

  

 障がい者の雇用創出及び住まいの確保に関する政策が重要となるなか、障がい者の安定就労や

工賃アップにつながるような支援求められています。 
そこで、自治体や民間企業等と連携協力して仕事を受注し、就労支援事業所等に仕事を配分す

るプラットフォームの構築を推進します。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

社会参加を促進するプラットフォーム 

社社会会参参加加促促進進  

ププララッットトフフォォーームム  

（（活活動動のの見見ええるる化化））  

ＮＰＯ活動 

交流・体験イベン

ト 

福祉施設等でのボランティア 

地域行事 

障がい者が活躍するためのプラットフォームの構築 

自治体 民間企業 

一一括括受受注注  

就労移行支援事業所（Ａ型／Ｂ型） 

共同受発注システムのプラットフォーム 

仕事の配分 
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66..私私たたちちがが変変わわるるたためめにに大大切切ななこことと  

  一一人人一一人人がが主主役役のの人人生生をを先先人人のの知知恵恵にに学学びび、、時時代代のの変変化化をを受受入入れれ明明るるいい未未来来へへ繋繋げげるる。。  

 
【【基基本本的的なな考考ええ方方】】  

私たちは少子高齢社会、人口減少などの国内問題と、地球規模人口増加、気候変動、仮想空間

サービス化、宇宙開発などの国際的な変化に影響を受けながら、誰も経験したことない社会で歳

を重ねることとなります。しかし、このような変化は歴史の転換期には必ず経験していることで

あると、私たちは学んでいます。この転換期に自分が主役の未来を想像し、準備を始めるために

先人の経験を改めて見直してみる必要があると考えます。 
また、共生社会を構築するためには、地域社会の課題を我がことと考え、課題解決に向けた行

動を起こすことが必要です。これは誰もが経験する未来について、それぞれのステージでの役割

があり、それを受入れ行動することにより、新しい未来を拓くことに繋がります。 
一人ひとりが主役の人生において、先人の知恵を活かし、様々な価値観を受入れ、自らの「幸

せ」を追求するとともに、他人が「幸せ」になるための行動を起こすことによって、明るく楽し

い人生 100 歳時代を創り上げることを目指します。 
 
 

 
 
 

6.私たちが変わるために大切なこと
先人の知恵に学び、時代の変化を恐れずに明るい未来を創る。

共創関係を育む
可能な限りの生涯現役の選択環境

先人の知恵

知識や経験

地域課題と自分の生き方

新しい挑戦・新しい役割

健康へのコミット

おかげさまの心

経験と学びから
ひとりひとりの人生100歳時代

理想や夢

技術の進歩とアイディア

新しい関係、新しい絆

人生を楽しむ心

チャレンジ精神

やりたいこととやれること



かながわ福祉サービス振興会

25年のあゆみ
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「かながわシルバーサービスのビジョン」7つの提言 

 

①シルバーサービスの情報提供 

民間サービスと公的サービスの情報を一元化し、利用者への情報提供並びに利用者の

意見を反映できる双方向ネットワークの仕組みづくり 

 

②苦情処理システム 

 利用者の視点に立った苦情処理システムの仕組みづくり 

 

③サービス評価制度 

 利用者が安心してサービスを選択するためのサービス評価制度の仕組みづくり 

 

④担い手育成 

  民間レベルでケアマネジャーやホームヘルパー等の人材育成を行う仕組みづくり 

 

⑤事業家支援 

  福祉分野での起業家を育てるための仕組みづくり 

 

⑥シニアライフサポート 

 高齢者の生きがい支援のための情報提供やグループ化支援のためのしくみづくり 

 

⑦新しい振興組織づくり 

  公的介護保険制度の創設等新たな課題に対応するために、様々な供給主体を構員とす

る新しい振興組織づくり 

１１..  かかななががわわ福福祉祉ササーービビスス振振興興会会とと「「かかななががわわシシルルババーーササーービビススののビビジジョョンン」」  

 
（１）「かながわシルバーサービスのビジョン（1996 年策定）」とは 
介護保険導入前、福祉サービスは公的部門を中心とした供給システムが中心でしたが、その後

の年金制度の充実や公的介護保険制度の整備などにより、人々の福祉に対するニーズが増大し、

多様化・高度化していくことが予測されました。 
このような背景の中で、神奈川県は平成７年４月に慶応義塾大学総合政策学部の深谷教授を委

員長とした「神奈川県シルバーサービス振興検討委員会」を設置しました。 
この委員会では、学識経験者、医療関係者、福祉関係者、経済団体、労働団体、民間企業、市

民グループ及び自治体等の様々な立場の有識者にご参画を頂いて検討を重ね、平成８年３月に今

後の福祉社会のあり方についての提言が次のとおりまとめられました。 
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（２）かながわ福祉サービス振興会と７つの提言 

「かながわシルバーサービスのビジョン」が掲げた７つの提言の発表から約２５年が経過しま

した。この提言と当振興会の役割、及びその実績について振り返ってみます。 
 

①シルバーサービスの情報提供 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「保健医療福祉分野は県民の生活に密着に

関連する分野なので、利用者の立場での必要な情報が適時適切に提供されるとともに、情報サー

ビスを利用する県民や関係機関等の便益をいかに高めていくかという観点が必要である」と述べ

ています。 
当振興会は、「介護情報サービスかながわ」「」生活支援情報サービスかながわ」「障害福祉情報

サービスかながわ」「子育て支援情報サービスかながわ」を運営し、県民、行政、事業所が適切に

情報を活用できる環境づくりに貢献しています。 
 

②苦情処理システム 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「介護保険制度が導入されると、苦情発生

の時点は、要介護認定機関のランク判定に対する不満がある場合と、サービスの提供を受けその

内容に不満がある場合の２つの場合が考えられる」、「利用者には介護保険の費用負担に見合った

サービスを受ける権利があるため、事業者に対しては苦情に迅速に対応する仕組みを設け、さら

に客観的で高度な判断を司る第三者機関による苦情処理システムが必要である」と述べていま

す。 
当振興会は直接関与していませんが、提言にある苦情処理システムは各関係部署にて構築され

ています。 
 

③サービス評価制度 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「在宅サービスに対する評価方法について

は、『サービスそのものの評価』と『サービス供給主体」に対する評価とに分けて考える必要があ

り……」と、介護保険制度施行後に増大すると見込まれる在宅サービスの評価制度の確立を急ぐ

とともに、数々の検討すべき課題があることを述べています。 
当振興会は、「介護サービス評価」「地域密着型サービス外部評価」「特定施設外部評価」を提供

しており、その内容は、単純にサービスの良し悪しを評価するだけではなく、事業者の法令順守

の意識向上、運営課題の発見と改善のきっかけ作り、スタッフのモチベーション向上に寄与する

こと等を意図したものとしています。 
 

④シルバーサービスの担い手の育成 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「介護保険制度導入を背景に高齢者のニー

ズが顕在化、多様化、高度化する中で、高齢者の個別ニーズに迅速かつ的確に対応していくため

には、民間企業や市民参加型団体によるサービスを組み入れ、トータルな供給システムを構築す

る必要がある。このようなシステムを構築していくためには、自治体と民間事業者とが適切な役

割分担と連携により新しい価値を創出していく必要がある。人材育成についても、自治体が地域

のニーズに応じた介護サービス基盤準備に一環としての人材育成に責任を持ち、民間事業者が利

用者の個別ニーズに迅速に対応し、良質なサービスを提供するための人材育成に責任を持つとい

った役割分担が考えられる」と述べています。 
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当振興会は、自主研修事業をはじめ、神奈川県内の自治体からの委託を受け、福祉人材育成に

携わっており、現場で働く方を支援しています。 
 

⑤事業化（家）支援 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「新しい高齢者介護制度が導入される場合

にも、多様なサービスの供給主体が社会システムの中に十分育っていかなければ、利用者にとっ

ては『制度あってサービスなし』の状態になり、良質なサービスを選択するどころか、質の悪い

サービスに甘んじなければならなくなる。このようなことを避けるためにも、シルバーサービス

の分野において事業創出・進出支援プログラムを積極的に展開していく必要がある」と述べてい

ます。 
当振興会は、「一般社団法人かながわ福祉居住推進機構」と連携し、土地や建物を福祉事業に活

用したい人と事業者とを結びつけているほか、既存の事業者に対する経営支援に取り組んでいま

す。 
 

⑥シニアライフサポート 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「高齢期の生活を総合的に豊かにしていく

ためには、高齢者自身が積極的に社会参加し、その持てる能力を十分に発揮できるような仕組み

も必要である。特に神奈川県においては、今後急速に増えることが推測されるサラリーマン退職

者が、知識や経験を生かせる雇用の場が求められている」と述べています。 
当振興会は、県内の自治体と共に「シニアボランティアポイント」や「かながわシニアスポー

ツフェスタ」、「シニア美施術展」「フレイル対策」などを実施し、高齢者が積極的に社会活動へ参

加できるよう支援しています。 
 

⑦新しい振興組織作り 

「かながわシルバーサービスのビジョン」の中では、「提言を実行に移すためには、行政の取り

組みだけでは限界があり、また、民間事業者にすべて任せられるものでもない。ここに行政と民

間の新たな連携の必要性が出てくる。新たな連携とは、単に委託関係にあるとか、情報交換をし

ているという関係ではなく、お互いの持っている機能を有効に組み合わせ、新たな価値を創出す

るものでなければならない。こうして新たに創出される価値が県民の生活の質を向上させ、私た

ちが目指している自立と選択の明るい長寿社会の構築につながる」と述べています。 
このような経過を経て、具体的に振興組織づくりを進めるための「設立準備会議」が平成８年

５月に発足し、福祉関連の民間企業の有志が中心となって準備に入りました。「設立呼びかけ人

会」において、組織の根幹をなす重要な案件（設立趣意書、法人の名称、定款、会費規定、設立

発起人候補等）についての審議が行われ、組織の基本的な方向性が確認されました。また「設立

発起人会」では、社団法人を設立するための事務手続きを行うために必要な案件が承認されまし

た。 
平成９年２月２７日、設立総会が１３４社の参加を得て開催され、同年３月３１日、社団法人か

ながわ福祉サービス振興会が設立されました。 
 その後、平成２４年４月１日をもって公益社団法人に移行しました。 
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２２．．かかななががわわ福福祉祉ササーービビスス振振興興会会 2255 年年ののああゆゆみみ  

年度 沿       革 

社団法人の設立（平成９年３月３１日） 

平成９年度 
ホームヘルパー２級養成研修を開始 

「かながわ福祉べんり帳」を発刊 

平成１０年度 
高齢者向け福祉情報提供システムの開発 

介護サービス評価制度の検討開始 

平成１１年度 
バリアフリー情報館（神奈川県重点プロジェクト）管理業務受託（５か年） 

「かながわケアマネクラブ」設立 

平成１２年度 「かながわ福祉情報コミュニティ－（介護情報サービスかながわ）」の運用開始 

平成１３年度 介護サービス評価事業の開始 

平成１４年度 かながわケアマネクラブをＮＰＯ法人神奈川県介護支援専門員協会に改組、独立 

平成１５年度 
「介護情報サービスかながわ」に地図情報を掲載 

「障害福祉情報サービスかながわ」システム開発 

平成１６年度 認知症対応型グループホーム外部評価を開始 

平成１７年度 「子育て支援情報サービスかながわ」システム開発 

平成１８年度 
指定情報公表センター事業及び指定公表調査事業を開始 

第１回特定施設研究大会を開催（平成２７年第１０回大会にて終了） 

平成１９年度 
地域密着型サービス外部評価を開始 

指定市町村事務受託法人の指定 

平成２０年度 
要介護認定調査事業を受託（横浜市） 

障害福祉制度改正に特別対策事業を受託（神奈川県） 

平成２１年度 

特定施設外部評価事業を開始 

介護支援ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱﾎﾟｲﾝﾄ制度管理機関を受託 

介護雇用管理改善推進事業を受託 

平成２２年度 

障害者グループホーム等サポートセンター事業を受託 

精神障害者ホームヘルパー研修事業を受託 

認知症介護実践者研修機関の指定 

医療介護分野ロボット普及推進ﾓﾃﾞﾙ事業を受託 

介護サービス情報公表制度利活用促進事業を受託 

平成２３年度 

介護保険事業所等実地指導事業を受託 

障害者移動支援事業者研修事業を受託 

「生活支援情報サービスかながわ」システム開発及び運用開始 
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公益社団法人へ移行（平成 24年 4月 1日） 

平成２４年度 

喀痰吸引等研修事業を開始 

障害福祉相談支援事業を開始 

第１回かながわ福祉サービス大賞を開始 

災害時被害状況確認システムを開発 

平成２５年度 
高齢者社会活動推進事業を受託 

障害者ＩＴ利活用支援推進事業を受託 

平成２６年度 

通産省の「ロボット介護推進プロジェクト」に参加 

障害者グループホーム設立等支援業務を受託 

高齢者住みかえ支援相談員養成講座を開始 

平成２７年度 

介護事業者実地指導事業を受託 

介護事業経営マネジメント支援事業を受託 

介護事業所人材育成認証評価事業を受託 

介護人材確保対策推進事業を受託 

平成２８年度 

小規模多機能型居宅介護に関するセミナー及びアドバイザー事業を受託 

介護ロボットらくらく介護宣言普及推進講習会開催事業を受託 

フレイル対策普及促進業務を受託 

神奈川県優良介護事業所認証評価委事業を受託 

平成２９年度 
地域包括ケア支援システム運用を開始 

神奈川県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者 基礎研修／実践研修 を開講  

平成３０年度 介護・生活支援ロボット 普及推進協議会/活用研究会を設置 

令和元年度 
訪問介護等資格支援事業を受託 

障害サービス実地指導を受託（横浜市） 

令和２年度 

かながわ女性の健康・未病サイトの運営事業開始 

神奈川県介護ロボット・ICT導入支援事業を受託 

Ｗｅｂによるオンラインセミナーを開講 

令和３年度 

科学的介護情報システム（LIFE）推進委員会・作業部会を設置 

障害者支援施設コンサルテーション事業を受託 

障害者支援施設 BCP支援事業を受託 
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３３．．事事業業紹紹介介  

（１） 県民を支援する福祉事業 

ア．高齢、障害、子育てに関する情報提供活動 
（ア）高齢福祉 

神奈川県内の介護保険サービス事業所の情報を提供するＷｅｂシステム「介護情報サービス

かながわ」をはじめ、「地域包括ケア支援システム」、「生活支援情報サービスかながわ」など

のシステムを運営し、県民の皆様へ事業所情報などの様々な情報を提供しています。 

また、「介護サービス情報の公表」制度にかかる、指定情報公表センター及び指定調査機関業

務を神奈川県や政令市から受託し、正確で最新の情報提供に努めています。 

【運営サイト】 

① 介護情報サービスかながわ  

② 地域包括ケア支援システム  

③ 生活支援情報サービスかながわ  

④ 介護サービス情報公表センター 

（イ）障害福祉 
神奈川県内の障害福祉サービス事業所の情報を提供するＷｅｂシステム「障害福祉情報サー

ビスかながわ」を運営し、県民の皆様へ事業所情報などの様々な情報を提供しています。 

【運営サイト】 

① 障害福祉情報サービスかながわ 

（ウ）子育て支援 
神奈川県内の保育所や幼稚園等の情報を提供するＷｅｂシステム「子育て支援情報サービス

かながわ」を運営し、県民の皆様へ子育て支援施設を選ぶための様々な情報を提供していま

す。 

また、県内の企業の「かながわ子育て応援団」情報を掲載する「かながわ子育て応援パスポ

ート」や子育て初心者の父親を支援する「パパノミカタ」の運営をしています。 

【運営サイト】 

① 子育て支援情報サービスかながわ 

② かながわ子育て応援パスポート 

③ パパノミカタ 

 

イ 高齢者や障がい者の社会参加を促進する活動 
（ア）長寿社会開発事業 

人生 100歳時代において、高齢者の社会参画及び健康・生きがいづくりを応援しています。 

【運営サイト】 

① かながわシニアフェスタ 

② かながわシニア美術展 

③ よこはまシニアボランティアポイント 

（イ）障害者ＩＴ利活用推進事業 
スマートフォン等のＩＴ機器を利活用することにより、障害者の社会参加をより一層深める

ため、機器の利用支援や相談、最新情報等を提供しています。 

【運営サイト】 

① かながわ障害者ＩＴ支援ネットワーク 
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ウ．高齢者の健康寿命を延伸する活動 
（ア）フレイルチェック普及・人材育成事業 

要介護にならないためのフレイル予防の重要性を多くの県民に理解していただくために、神

奈川県から事業を受託し、東京大学や市町村と連携しながらフレイルチェックの普及及び人財

育成に努めています。 

（イ）未病女子をサポートするためのサイト 
女性特有の健康課題を認識し、主体的にセルフチェックや生活習慣の改善に取り組み、生き

生きと暮らすことを支援する「かながわ女性の健康・未病サイト（略称：未病女子 navi）」の運

営を神奈川県から受託し、県民の皆様へ様々な情報を提供しています。 

【運営サイト】 

① 未病女子 navi 

 

（２）福祉事業所を支援する事業 

ア．福祉サービスの品質維持、向上に関する活動 
（ア）経営支援事業 

介護事業所の人材育成や利用者確保等の経営課題解決やサービスの質向上に向けて「介護

サービス評価」や「地域密着型サービス外部評価」といった「評価事業」や、中小企業の経営

者層を対象にマネジメントセミナーやアドバイザー派遣を行う「経営マネジメント支援事業」

など、様々な形で事業者支援を行っています。 

 【運営サイト】 

① かなふく評価ガイド  

② かながわベスト介護セレクト 20及び優良介護サービス事業所「かながわ認証」  

（イ）介護ロボット普及推進事業 
福祉分野が直面する課題（例えば、介護する側の負担軽減、介護される側の自立支援等）

の解決などを目的に、全国に先駆けて介護ロボットの普及を推進する「介護ロボット普及推進

事業」に取り組み、現在、神奈川県の受託事業を中心にロボット・ＩＣＴの導入支援を進めて

います。 

 【運営サイト】 

① 介護ロボット普及推進事業 

（ウ）神奈川県優良介護事業所認証評価事業 
神奈川県内の介護事業所の処遇や人財育成、サービスの質の向上への取組み等を評価し、

一定の水準を満たしている場合に、「かながわ認証」を授与する事業を神奈川県から受託し、

事業所の人財確保及び育成の支援に取り組んでいます。 

（エ）障害者グループホームサポートセンター事業 
障害者グループホーム開設を検討している法人や団体を対象に、開設までの流れをご案内

する説明会の開催や、開設相談を行っています。また、グループホームの運営支援を目的に、

運営に関わる諸問題の解決や職員向けの研修を実施しています。 

【運営サイト】 

① 障害者グループホームサポートセンター 

（オ）障害者支援施設コンサルティング事業 
神奈川県から事業を受託し、県立障害者支援施設の支援の質向上を目的として、障がい福

祉に精通した有識者、施設運営者等のアドバイザーによるコンサルティングを行っています。 

（カ）優良事業所表彰事業（かながわ福祉サービス大賞） 
平成２４年度から、福祉の先進的な事例を発掘して紹介し、特に優れた事例を表彰するこ

とにより、福祉の現場に光を当てることを目的として、かながわ福祉サービス大賞事業を実施

しています。 

 【運営サイト】 

① かながわ福祉サービス大賞 
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イ．福祉人材の育成、確保に関わる活動 
（ア）かなふくセミナー 

福祉・介護の現場で働いている方々を対象として、介護技術と知識の習得を目的として、

著名な講師によるセミナーを開講しています。コロナへの対応でＷｅｂオンラインセミナーに

も取り組んでいます。 

（イ）指定研修事業 
・認知症介護実践者研修 

認知症の方を支える専門職の養成や今後の管理者を育成することを目的に、認知症介護の

理念をはじめ、ケアのための知識と技術を学ぶ認知症介護実践者研修を実施しています。 

・神奈川県サービス管理責任者・児童発達支援管理責任者研修 

障害児・者の意向に基づく地域生活を実現するために必要なサービスの総合的かつ適切な

利用支援等の援助技術を習得し、資質の向上を図ることを目的とした研修を実施していま

す。 

（ウ）委託研修事業 
県内の自治体から福祉に関わる様々な研修及びセミナーを受託し、実施しています。 

（エ）横浜市訪問介護等資格取得支援事業 
横浜市からの受託事業として、ホームヘルパー等を目指す市民の方が、介護職員初任者研修

課程又は生活援助従事者研修課程を受講し、資格を得たうえで訪問介護事業所にて働くことを

支援する事業を実施しています。 

  

（３）自治体（国・県・市町村）を支援する事業 

ア  指定市町村事務受託事業 
当振興会は、平成 20年 3月 31日付で介護保険法第 24条の 2第１項第 2号に規定する「指定市

町村事務受託法人」を、神奈川県で初めて指定を受け、指定市町村事務受託法人として次に掲げ

る事業を実施しています。 

（ア）要介護認定調査事業 
全国一律の基準で行われる要介護認定調査業務を県内自治体から受託し実施しています。神奈

川県内の全域をカバーし、多くの市町村より当該業務を受託しています。 

（イ）実地指導業務 
介護保険事業所の提供するサービスの質の確保と、介護報酬の適正な請求を指導することを目

的に、事業所への実地指導を行っています。 

また、令和元年度からは、横浜市内の障害児通所支援事業所・障害児相談支援事業所の実地指

導に関する資料の事前確認、体制届・変更届・処遇改善加算に係る届出書類の確認等の書面調査

も行っています。 

 

イ 調査研究事業 
厚生労働省老健局の「老人保健健康増進等事業」などを活用して介護福祉に関する調査研究事

業を実施しています。 
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公益社団法人かながわ福祉サービス振興会の概要 

名 称 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 

法 人 の 性 格 
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律 

第４９号）に規定する公益社団法人 

事 務 所 横浜市中区山下町２３番地 日土地山下町ビル９階 

目 的 

この法人は、高齢者や障害者が心身の健康を保持し、自立した日常生活を営

むことができるよう、地域福祉サービスの振興と質の向上を図るとともに、

子育て支援を推進することにより地域福祉の増進に寄与することを目的とす

る。 

事 業 内 容 

(1) 介護・福祉サービスに関する情報の提供 

(2) 介護・福祉サービス評価の推進 

(3) 介護・福祉に関する各種相談 

(4) 介護・福祉人材の確保及び育成 

(5) 介護・福祉に関する調査研究 

(6) 指定情報公表センターの業務 

(7) 指定調査機関の業務 

(8) 指定都道府県事務受託法人及び指定市町村事務受託法人にかかる業務 

(9) 高齢者及び障害者の社会参加並びに就労支援に関すること。 

(10) 行政機関その他の関係団体との連携並びに介護・福祉の振興施策等に関

する提言 

(11) その他公益目的を達成するために必要な事業 

設立許可年月日 
平成２４年４月１日（平成９年３月３１日に設立した社団法人かながわ福祉

サービス振興会から左の期日に公益社団法人に移行） 

規 模 

職員数 常勤職員 ５８名 （令和４年３月３１日現在） 

令和３年度経常収益（見込）￥７０６，０３６，８７４― 

令和２年度経常収益    ￥５５８，９４４，０７５― 

令和元年度経常収益    ￥６４３，９４６，５７２― 

 

会 員 数 
２１７団体（正会員 一般５０、県市町村３４、賛助会員１３３） 

（令和４年３月３１日現在） 

会 費 

入 会 金  正会員  ５万円 賛助会員  １万円 個人会員 無し 

会費（年額） 正会員 １２万円 賛助会員 ６万円 個人会員 ３千円 

（但し、市民参加型団体は会費を１万円に減額できる規定あり） 

所 管 部 課 名 神奈川県総務局組織人材部文書課 

 
  



あとがき
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ああととががきき  

 
未来は決して暗いものではありません。何も悲観的に考えることはないのです。現在、暗闇に

閉ざされていても、必ず日はまた昇ります。厳しい冬の寒さの後には、穏やかな光を浴びて温か

な日々がやってきます。 
 明るい未来を拓くために、私たちは先人の知恵に学び、時代の変化を恐れずにチャレンジする

ことが大切です。コロナの影響を受け、私たちの生活を取り巻く環境が大きく変化しているなか、

変わらない価値を守りつつ、時代の流れの中で変えていかなければならないことがあります。私

たちが変わるために大切なことを考えてみましょう。 
 
１１  チチャャレレンンジジ精精神神とと生生涯涯現現役役  

 高齢になると、新しいことにチャレンジする気持ちが薄らいできます。しかし、チャレンジン

グな若者たちと交流をすることにより刺激を受け、自分もやってみようという気持ちになること

があります。「何も変わらないから、何をやっても無駄だ」という気持ちから「私たちが変わると、

社会が変わる」という心の持ち方に切り替えると、一つひとつの行動に意味が出てきます。地域

でボランティア活動している人は、いくつになっても青春時代のように輝いています。なぜでし

ょうか。それは、社会のために尽くすことによって、「ありがとう」という感謝の言葉をいただき、

心のビタミン剤をいただいているからです。 
 チャレンジングな若者たちとの交流は、心の刺激につながり、心を燃やす機会となるので、大

いに結構なことだと思います。８０歳になっても、夢と希望をもっている限り、生きる意欲が衰

えるものではありません。むしろ、もっと生きたい、もっと活動したい、もっと社会の役に立ち

たいと考えるのだと思います。 
神奈川県出身で生涯現役を貫いた政治家がいます。彼は、１８９０年の国会開設とともに衆議

院議員に選ばれ、以後、連続当選２５回を果たし、憲政の神様と言われました。晩年、「人生の本

舞台は常に将来に在り」という言葉を残し、知識や経験は、年を重ねるたびに増えていくもので

あり、昨日までに得た知識・経験を、今日以降に活かすことが大切であるという考え方を示しま

した。９４歳まで衆議院議員を務めたのは日本史上最高齢記録であり、憲政記念館には、尾崎行

雄のこの言葉が刻まれています。 

    
 憲憲政政記記念念館館                                  尾尾崎崎行行雄雄  

時代の変化を恐れずに、常にチャレンジすることが明るい未来を創ることになるのではないで

しょうか。 



- 117 -

２２  人人生生をを楽楽ししむむ心心  

人生１００歳時代、いつまでも健康で暮らすためには、栄養価の高い食事の摂取や運動の継続、

仕事や地域活動などのバランスを取りながら、人生を楽しむ「心」が重要です。人生を楽しむう

えで、家族の団らんや交流は欠かせません。我が国の世帯の現状を見ると、高齢者の一人暮らし

や配偶者と二人暮らしが多いのですが、週末には、子供や孫たちと交流し団らんすると、楽しい

時間を過ごすことができます。こうした空間や時間を作ることが、人生の楽しみを増やし健康で

暮らす礎ともなります。 
我が家に少しずつ手を入れて、人生のライフステージに合った住まいとして整えていくことも、

人生に新たな楽しみを見つけることになります。また、自分の好きな家具を配置したり、照明や

カーテン、インテリアなどの工夫をすることにより、快適な部屋に模様替えすることも出来ます。

部屋の模様替えは、気分転換にも最適です。大事なことは、自分と家族にとって快適な住まいの

環境を創ることです。庭のある方は、できるだけ好きな花や木を植え、庭の手入れなどで汗を流

すことも健康の秘訣です。 
健康になるための暮らし方のヒントは、生きる力を引き出す「社会参加」、健康な体と心を作る

「運動」と「食事」。これら３つの要素を毎日の生活の中に取り込むことです。そして、楽しみな

がら継続することです。 
昔の村のように、各世代がそれぞれのノウハウをお互いのために役立てながら、支え合って環

境に優しい生活を送ることができれば、ともに生きる社会を実現できるのではないでしょうか。 
 

３３  おおかかげげささままのの心心  

 高齢期を健康で豊かに暮らすためには、家族や友人関係を大切にし、物質的豊かさから精神的

豊かさにシフトすることが必要です。稼ぐために人生を消費するのでなく、良い人生を過ごすた

めに必要な働き方をすることや、地域社会におけるボランティア活動を通して多様な人的ネット

ワークを築くことが大切になります。こうした時間の使い方をすると、仲間が増え、目に見えな

い無形の財産が蓄積されます。この貴重な財産の蓄積が、健康になるための暮らし方の礎となり、

これからの人生を豊かにしてくれるものと確認しています。 
物質的に恵まれ何不自由しない生活を送っていても、心が貧しい状態では、幸せを感じること

はできません。幸せの方程式があるのです。それは、幸福＝充足／欲望 というものです。人間

の欲望は限りがありません。一つの物を手に入れるともっと欲しくなります。「もっと、もっと」

欲しくなるのです。この方程式は、人間の欲望が限りなく大きくなっていくと、いつまでたって

も幸せになれないということを表しています。「吾唯足知」という言葉がありますが、幸せになる

ためには、欲を少なくして、満足するということを知ることが重要であるということです。 
人は一人では生きていけません。自分が、今ここに在るのは、多くの人に支えられているから

だということに気がつくこと。そして、相手があって自分があるということに気づくことが、「お

かげさまの心」なのです。「おかげさまの心」を養うことによって心が豊かになり、支え合いの地

域づくりにつながっていくのだと思います。 
令和 4年 3月 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 

理事長 瀬戸 恒彦 
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かかななががわわ福福祉祉ビビジジョョンン２２００４４００策策定定事事業業  委委員員会会・・作作業業部部会会名名簿簿  

役 職 氏 名（敬称略） 所属・役職 

委員会委員 

（◎は委員長） 

 瀬戸 恒彦 公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事長 

◎井手 英策 
慶応義塾大学 経済学部教授 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 理事 

島岡 未来子 
神奈川県立保健福祉大学大学院 

ヘルスイノベーションスクール 教授 

𠮷𠮷𠮷𠮷備 カヨ 株式会社ジョビア 代表取締役社長 

梅澤 厚也 横浜市政策局共創推進室 室長 

委員会アドバイザー 深谷 昌弘 
慶応義塾大学 名誉教授 

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会 副理事長 

作業部会会員 

𠮷𠮷𠮷𠮷備 カヨ 株式会社ジョビア 代表取締役社長 

鶴谷 武親 
早稲田大学大学院経営管理研究科 客員教授 

ＣＡＰＳ株式会社 代表取締役社長 

加藤 忠相 株式会社あおいけあ 代表取締役 

藤田 靖正 特定非営利活動法人さんわーくかぐや 理事長 

菅原 健介 株式会社ぐるんとびー 代表取締役 

岩井 豊 (公社)かながわ福祉サービス振興会 事務局長 

沓沢 美登理 (公社)かながわ福祉サービス振興会 実地指導課長 

若松 裕貴子 (公社)かながわ福祉サービス振興会 福祉事業支援課長 

事務局 

 

 

中山 亨 (公社)かながわ福祉サービス振興会 経営企画室長 

原 健一郎 (公社)かながわ福祉サービス振興会 担当課長 

小松 春香 (公社)かながわ福祉サービス振興会 主査 





  

～～～～～～～～～～～～～～～～    ととももにに生生ききるる地地域域社社会会のの実実現現へへむむけけてて    ～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

公益社団法人かながわ福祉サービス振興会は、「県民とともにつくる新しい公共」を旗印に県や

市町村を構成員として、平成９年から新しい福祉システムの構築することを積極的に活動してい

る団体です。 

私たちは良質な福祉サービスを充実させ、高齢者、障害者を含めたすべての人たちが、その人

らしく暮らすことができる地域社会の実現を目指して、みなさまと福祉の未来を拓いていきたい

と考えています。 

これからも、神奈川県および県内の全市町村の自治体会員をはじめとした約２００以上の法人

会員の皆様のご支援、ご協力を賜りながらこれからもより広く、より活発な事業を展開してまい

ります。 

当会事業へのご理解とご賛同を賜り、入会のご検討をいただきたくご案内申し上げます。 

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～  

  

入入会会ははホホーームムペペーージジよよりり受受付付けけてておおりりまますす。。  
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