赤い羽根共同募金の配分を受けて発行しています
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防災を通じて、まちの中でのつながりや
誰もが共に助け合える関係をつくる
〜 KUNIBO（くにたち地域外国人のための防災連絡会）
10 … 福祉のおしごと通信

毎日やりがいを感じられる仕事に出会えた
〜東京都保健生活協同組合 千石にじの家 介護職員 須貝健さん

新潟県

十日町市

快晴の秋の空
親子三代力を合わせて実りの収穫、
日本の農家の美しい姿に出会った。

Photo

管 洋志

Suga Hiroshi

﹁地域で集めて地域で使う﹂
循環をめざして

向にあります︒東京都の令和２年度の募金実績

共同募金運動の募金実績額は全国的に漸減傾

に認めたことです︒コロナ禍で計画通りに活動

定後のコロナ禍の影響による事業変更を特例的

も例年にない対応を行いました︒それは︑配分決

前年度の状況について東京都共同募金会事業

を含む直納寄付金が２７０％を超える増でした︒

きたことの意義は大変大きい︒使いみちの柔軟

会のしくみを通じて︑柔軟かつ機動的に対応で

に対し︑地域の方の意見が集まる配分推薦委員
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家族の緊急支援 全国キャンペーン﹂を開始し︑

新型コロナの影響を受けるさまざまな福祉活動

に対して助成を行っています︒

額は約 億３千５００万円で︑前年比４・５％減

ができない状況と︑今手当が必要な課題への対

また︑令和２年度は共同募金の配分において

でした︒一般募金では︑地区募金が ％減︑街頭

応ができるよう考慮したものでした︒

〜
︵社福︶
東京都共同募金会〜

募金
︵職域含む︶
は ％減︑法人募金は６・５％増

部長の近江信孝さんは﹁新型コロナウイルス感

化と全国キャンペーンは︑共同募金会のコロナ

近江さんは﹁新型コロナという緊急的な課題

染拡大防止の観点から︑ご寄付者や募金活動ご

禍における特徴的な取組みだった﹂と話します︒

﹁つながりをたやさない﹂
社会をつくる

300

ど制限の多い中での共同募金運動となった﹂と

令和 ３ 年度 の 共同募金運動 の 共通 テ ー マ は

350

振り返ります︒

400

﹁つながりをたやさない社会づくり﹂です︒現在︑

ワクチン接種やマスクの

着用︑三密を避けるなど

コロナ禍における新たな取組み
新型コロナの影響が長期化する中︑全国の共

いますが︑新型コロナの

の感染症対策はすすんで
全国キャンペーンなどの新たな取組みを始めて

影響はまだまだ先が見通

同募金会が連携し︑地域の福祉活動を支援する
います︒これらは共同募金運動で得たノウハウ

せない状況です︒

近江さんは﹁地域の福

を活かして︑新型コロナで顕在化した課題に即
座に対応する取組みとしてすすめられています︒

に遅れて外に現れてくる︒

祉課題は社会状況の変化
中心となり寄付を呼びかけ︑﹁臨時休校中の子ど

コロナ 禍をきっかけに︑

令和２年３月から６月には中央共同募金会が
もと家族を支えよう 緊急支援﹂として子ども

社会的な孤立や貧困︑居

場所や行き場を失うこと

食堂や学習支援など︑孤立防止につながる取組
みへの助成事業を実施しました︒同年５月から

で の 不安 や 精神的不調︑

450

自粛や募金活動時の衛生的配慮をお願いするな

協力者をはじめ皆様の安全︑健康を第一として︑

となっており
︵図︶
︑マスクや消毒液等の物品寄付

25

は都道府県共同募金会が﹁赤い羽根 子どもと

東京における主な募金額の推移

法人募金

街頭募金
（職域含む）

地区募金

（百万円）

福祉広報第753号・2021年10月８日発行／昭和44年4月25日第三種郵便物認可

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020（年）

35

10

ナ ウ
社 会
福 祉

コロナ禍での課題にも対応
〜地域福祉活動や
福祉施設を支える共同募金
10月１日から75回目の赤い羽根共同募金運動が始まります。
多くの方の善意を地域に活かす民間の取組みとして昭和22年に
始まった共同募金は、子どもや障害者、高齢者をはじめ、その時

代の社会的な課題に応じたさまざまな福祉活動を応援してきまし
た。東京では、赤い羽根共同募金は主に福祉施設へ、地域歳末た
すけあいは主に地域福祉活動へ活用されています。

今号では、コロナ禍における共同募金の新たな取組みや施設

への配分の活用事例を紹介し、共同募金運動の意義について考
えます。

ですすみ︑深刻化しているのでは﹂と懸念してい

両の助成を受けたことがあり︑今回も相談して

そこで﹁数年前︑東京都共同募金会から福祉車

導入検討や民間警備会社の契約︑警察への巡回

施設長の横田千代子さんは﹁人感センサーの

をのぞきこむことがあり︑防犯設備の必要性が

ます︒また﹁地域には新たな福祉課題にいち早く

みようとなった︒丁寧に話を聞いてもらう中で︑

依頼といったさまざまな手立てを講じてきたが︑

達に困っていた﹂と当時を振り返ります︒

気づき︑模索しながら︑つながりをたやさない活

全国キャンペーンに申請することができ︑配分

利用者の安心が脅かされることが度々あった︒

高齢者のフレイル など︑さまざまな課題が足元

動に取り組んでいる人たちがいる︒共同募金は

金を受けて︑令和３年４月に館内の空調設備を

高くなっていました︒

そうした草の根的な活動の価値を社会に発信し

事件を未然に防ぐための策として電気錠の導入

をしたいと考えた﹂と切迫した状況を振り返り

整えることが叶った﹂と話します︒
以前は︑館内の密集を避け︑利用者の通所日を

そして﹁共同募金は︑地域に必要性や使途を知

堂に通える環境になりました︒遠藤さんは﹁利用

も室温を適温に維持することができ︑全員が一

横田さんは﹁新型コロナによる影響で︑ＤＶ被

用者︑職員の安心感も大きくなったといいます︒

令和３年５月に電気錠を設置してからは︑利

ます︒

らせ︑お寄せいただいた寄付金を地域のために

者の﹃涼しい！﹄という反応はもちろん︑利用者

害を受けて入所する方も増えている︒これまで

分散していましたが︑今は換気を行いながらで

役立てる循環が原点となる︒今はクラウドファ

の顔色や汗の状態を見ても︑快適に過ごせてい

居場所や行き場がなかった方たちにとって︑自

公的な予算だけでは予備費はほとんど捻出でき

ると実感する︒利用者の家族にとっても︑安心な
遠藤さんは﹁これまで街頭募金にも参加して

ない︒小規模法人は今回のような防犯設備の増

いるが︑地域の福祉課題への支援先として﹃困っ

いたが︑実際に配分を受け︑共同募金運動の意義

強への経費や施設の修繕費を積み立てることも

分らしくいられる住環境はとても大切︒しかし︑

を改めて感じた︒これからもれんげ園を含めみ

厳しいため︑民間の助成金に頼らざるを得ない﹂

横田さんは﹁婦人保護施設は社会の理解と評

募金運動の配分金が役立っています︒

支援活動に必要な資金等さまざまな場面で共同

槽の修繕費や利用者の喫煙室の設置費用︑女性

これまでにも︑ある日突然傾いてしまった浴

んなで集めた募金が必要なところや困っている

行き場のない女性の
安心と安全を守る

運動の輪の広がりを期待します︒

と厳しい状況を明かします︒

環境が整えられたと思う﹂と話します︒

力をお願いしたい﹂と幅広い募金運動への参加
を呼びかけています︒

活動に不可欠な空調設備の新調
〜
︵社福︶
福生市社会福祉協議会
生活介護事業所れんげ園〜
れんげ園では︑
空調設備の新調に配分金が活用
されました︒施設が建ってから 年が経ち︑令和
２年には空調設備が一斉に壊れてしまいました︒
れんげ園の利用者の中には︑心疾患を持つ方

た時にも︑すぐに涼めなかったり︑さまざまな困

たり︑通所してきた利用者が熱中症になってい

す︒ストレスから利用者の自傷や他害につながっ

全と安心を守ることが重要です︒近年︑施設周辺

保護が必要な女性が利用しているため︑その安

配分金が活用されました︒ＤＶ被害者をはじめ

いずみ寮では︑施設入口門扉の電気錠整備に

たい﹂と共同募金運動への感謝をこめた思いを

募金運動等を通じて︑少しでも恩を返していき

ている﹂と話します︒
﹁今後も施設のバザーでの

の善意が困難な状況にいる女性たちにも伝わっ

き︑共同募金運動に支えてもらっている︒皆さん

価を得にくいが︑活動の意義を理解していただ

りごとが起きていました︒課長代理の遠藤潤子

の都市化により人通りが増え︑施設のインター

話します︒

〜
︵社福︶
ベテスダ奉仕女母の家
婦人保護施設いずみ寮〜

さんは﹁早急に環境を整えなければいけなかっ

ホンを執拗に鳴らすいたずらや不審者が建物内

や︑暑さ寒さを自分から発信できない方もいま

ところにつながり︑役立ってほしい﹂と共同募金

た時はお互い様﹄から始まった共同募金にご協

ンディングなども広がり︑寄付先が多様化して

かなければならない﹂と話します︒

募金が活用できる可能性があることも伝えてい

ていくとともに︑それらの団体に対しては共同

（※）

たが︑法人の資金で賄える金額ではなく︑資金調

（※）加齢により心身のはたらきが低下してきた状態。
予防には、栄養や身体活動、社会参加が有効とされる。
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いずみ寮
施設長
横田千代子さん
れんげ園
課長代理
遠藤潤子さん
東京都共同募金会
事業部長
近江信孝さん

るピアサポーターの役割に期待があ

人も多いため︑対等な関係で支援す

同年 月から︑同中学に通う

き︑校内での居場所づくりを検討し︑

で活動してほしい﹂という言葉を頂

渋谷区にあるピアサポートネット
支え合い﹂の意味であり︑ピアサポー

﹁ピアサポート﹂とは﹁仲間同士の

ケイト
︵代弁︶
してあげることがピア

どもの立場に立って︑意見をアドボ

の立場からではなく︑本人である子

関係を再構築するケースがあり︑親

川さんは﹁ひきこもりの場合は親子

な存在になっている﹂と話します︒相

せる場所になっています︒

人ひとりが自由に自分の時間を過ご

しりとりやゲームを楽しんだり︑一

宿題や塾の課題に取り組んだり︑絵

内居場所︶
﹂
を試行的に開設しました︒

した﹁校内での居場所活動
︵以下︑校

を対象に︑放課後の空き教室を利用

年生

り︑不信感を払しょくする上で重要

しぶやは︑平成 年 月に設立され
トネットしぶやでは︑
﹁若者﹂と﹁親・

サポーターの大切な役割となってい

ピアサポーターの役割と
校内居場所における﹃ ななめの関係 ﹄

た団体です︒都内を中心に︑不登校を
家族﹂を表しています︒
﹁ピアサポー

る﹂と語ります︒

▼ NPO 法人ピアサポートネットしぶや

はじめ︑困難や生きづらさを抱える

ター﹂は︑ピアサポート活動の担い手

ス タ ッ フ は 大学生 の ピ ア サ ポ ー

子どもと若者︑その家族の自立を︑相

ターや地域の大学生のボランティア

等に声をかけて参加してもらい︑生徒

偏差値を上げることを重視する傾向

差値などの競争社会の中で︑学校は

での教員時代を振り返り﹁学力や偏

理事長の相川良子さんは︑中学校

や実習・面談等の研修を行い︑修了証

書類と面接による選考を経て︑座学

なたでも応募することができます︒

意欲がある 歳以上の方であれば︑
ど

に興味や関心があり︑やってみたい

ピアサポーターは︑ピアサポート

石川さんは﹁どうやったら居場所を

錯誤しながら運営を続けていました︒

用等の人数制限や時間短縮等︑試行

ぶやの相談受付︑フリースペース利

見えない中︑ピアサポートネットし

校になりました︒コロナ禍の終息が

り︑令和 年度には多くの学校が休

新型コロナの感染拡大の影響によ

居心地の良い居場所になっていると

る様子を見ると︑その生徒にとって︑

が︑校内居場所で元気に活動してい

﹁クラスでは大人しいと聞いた生徒

石川 さ ん は 校内居場所 に つ い て

徒が校内居場所を利用しています︒

けてもらい︑保護者の同意を得た生

の担任から︑気になる生徒に声をか

談相手等を担っています︒各クラス

対応を行っており︑上下の関係では

が強くなった︒子どもたちにとって

を受けた方が登録されます︒大学生

開放することができるかを理事長と

感じる﹂と話します︒続けて﹁学校で

場所・フリースペース等を通して支援

学校が居心地の良い場所ではなくな

など若い世代からの応募が多いので

共に考えた︒長期休暇後は不登校や

は﹃ピアサポート学習﹄と呼ばれてお

の学習支援のほか︑生活に関する相

り︑それが校内暴力や不登校につな

すが︑最近は就労移行の作業所の利

自ら命を絶つケースが増加する傾向

り︑生徒だけでなく︑保護者や先生か

なく対等な関係での支援を大事にし

がっていった︒教員の立場を離れた

用者からピアサポーターになりたい

がある︒休校明けはそれに対する懸

する活動を主に行っています︒利用

ら︑子どもたちのために居心地の良

という問合わせも増えてきています︒

等を受け運営しています︒

い場所をつくろうと決めていた﹂と
設立の思いを語ります︒

にある方の家族からが大半で︑ひき

る相談は︑不登校やひきこもり状態

を依頼したところ︑﹁ぜひお願いした

があった区内の中学校に生徒の紹介

そんな中︑他事業を通して関わり

携が取りやすくなった﹂と話します︒

生徒のクラスでの様子を聞いたり︑連

徒の様子を見に来たり︑先生に利用

居場所をつくったことで︑先生が生

ピアサポートネットしぶやでは︑ピ

こもりの期間が長いという特徴があ

アサポートネットしぶやに寄せられ

アサポーターの募集や研修等も実施
しています︒

同年 月からは正式に開設し︑現

2

い︒感染リスクが心配なので︑学校内

ピアサポートとピアサポーター

18

る︒相談機関に不信感を抱いている

ます︒

らも大変好評いただいている︒校内

校内での居場所活動と
﹃ななめの関係﹄

として︑本人と直接会い︑ 対 での

1

談事業︑アウトリーチ
︵訪問支援︶
︑居

10

念があった﹂と当時の緊張感を語り

◆

統括リーダーの石川隆博さんは
﹁ピ

ています︒

1

2

者からの利用料や︑地域からの寄付

1

21

◆

11

4
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M onthly News

福祉のできごと
2021.8.26 - 9.25
※対象期間外のできごとを掲載させていただく場合もあります

8

NPO 法人
ピアサポートネットしぶや
（右から）
理事長 相川良子さん
統括リーダー 石川隆博さん

「ひきこもりに係る支援の充実に
31 向けて」提言を公表

pick up

都福祉保健局は、学識経験者や関係機関等か
らなる「東京都ひきこもりに係る支援協議会」に
おいて提言を取りまとめた。ひきこもりに係る支
援の充実に向け、相談窓口の明確化と当事者・
家族への効果的な情報発信、身近な地域にお
ける相談体制の充実と適切な支援機関の紹
介、地域における連携ネットワークの構築などの
方向性を示している。

多文化共生事例集
（令和3年度版）
を

8

30 公表
総務省は、地方公共団体や地域国際化協会、

らの参加者に加え︑今後は新

ています︒対象者は昨年度か

ら︑状況を見て柔軟に実施し

乗効果が生まれている︒学習支援の

ことが多く︑お互いにとって良い相

は﹁大学生も私たちも︑生徒から学ぶ

り組んでいる﹂と言います︒石川さん

大きな価値を持って校内居場所に取

校に行かなきゃいけないと思い︑苦

石川さんは﹁どうにかしてでも学

考えています︒

として居場所活動を広げていこうと

内に拠点を増やし︑﹁放課後自習教室﹂

在は週に 回を基本としなが

入生も参加できるようにする

しんでいる生徒が︑校内居場所には
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場面では︑勉強の苦手な生徒がいた

5

予定となっています︒

課題を解決することや、多様な就労の機会の創
出をめざす。

多い︒そういった生徒がピアサポー

くり、地域における介護・福祉・困窮者支援等の

ら︑みんなで伝え方や教え方を考え

本原理とする
「労働者協同組合」の法人格をつ

校内居場所に参加するピア

出資し、組合員自らが事業に従事することを基

ターの大学生と会話することで︑気

年10月1日からとすることを閣議決定。組合員が

ていくので︑大学生にとっても学び

政府は、労働者協同組合法の施行日を令和4

を増やしたい﹂と言います︒相川さん

「労働者協同組合法」
令和4年10月1日施行が閣議決定

も﹁不登校やひきこもりに寛容にな

7

り︑心を休めることができる隙間の

9

サポーターやボランティアな

ていく方針。

持ちが和らぎ︑前向きになれる場所

課題の設定や意見具申に向けた議論に活かし

の幅が広がっていく﹂と話します︒

究会で得られた知見は、今期の審議会の検討

◆

どの大学生について︑相川さ

をふまえ、委員等による意見交換を行った。研

んは﹁同世代の兄や姉のよう

展望等について、各分野の専門家からの発表

な﹃ななめの関係からの支援﹄

が各福祉分野に及ぼした影響や課題、今後の

心を休める隙間のような
居場所をつくる

の2回にわたり、オンラインで開催。新型コロナ

は︑生徒にとって大きな居心

をテーマとした公開研究会を、9月6日と9月24日

ような居場所をつくり︑気持ちに寄

型コロナウイルス感染症の影響と今後の課題」

現在︑ピアサポートネットしぶや

都社会福祉審議会は、
「福祉分野における新

地の良さを生んでいる︒
﹃なな

東京都社会福祉審議会が
公開研究会をオンラインで開催

り添える存在とつながることができ

6

では︑多くの学校が集中する渋谷区

9

めの関係﹄になれる大学生等

加し、合計97事例を取りまとめた。

る場が地域社会には必要﹂と活動の

症流行時における対応」等の取組みを新たに追

の強みを活かして︑中学校︑高校︑近

て更新した事例のほか、
「ICT の活用」、
「感染

の若い人を地域と学校の間に

掲載されている事例のうち、直近の状況をふまえ

意義を語ります︒

集
（令和3年度版）
」を作成。従来の事例集に

くの大学が連携しやすい地域の学校

する優良な取組みをまとめた「多文化共生事例

校内居場所で絵しりとりを行っている様子

置いて︑つなげていくことに

NPO 法人等の団体における多文化共生に資

1

連載

3

日本に住む外国にルーツのある方は、言葉や文化、生活習慣の違いなどから、普段の暮らしや地域住民との関係
の中でさまざまな困りごとを抱えています。これを解決するために、都内では日本語教室や学習支援、相談支援、外
国にルーツのある方と地域住民が相互理解を深めるための交流など、多くの取組みが行われています。
多文化共生をすすめる各地域での活動から見える現状や課題を発信していきます。

本連載では、同じ地域に暮らす一員である彼らの日常生活のサポートや住民同士の交流を深める取組みを紹介し、
今号では、地域の中で、「防災」をテーマに多文化共生をすすめる活動を行う団体の取組みを紹介します。

防災を通じて、まちの中でのつながりや
誰もが共に助け合える関係をつくる
KUNIBO
（くにたち地域外国人のための防災連絡会）

東京都国立市において、
「防災」をツールに多文化共生を考える活動を行う任意団体。発災時、同
じまちに暮らす人たちが、国籍などの背景に関わらず、命を守り、共に助け合えるよう、日頃か
らの防災意識の向上と顔見知りの関係づくりをめざし、公民館の協力のもと活動している。

KUNIBO 代表
山崎 由紀子さん

国籍や年齢︑性別等を問わず︑国立

で多文化共生をすすめる団体です︒

人のための防災連絡会︶は︑
﹁防災﹂

ＫＵＮＩＢＯ︵くにたち地域外国

Ｏ﹂が設立されました︒

して︑平成 年４月に﹁ＫＵＮＩＢ

わる団体間の連携を取り合う団体と

﹁防災﹂を中心に︑多文化共生に関

市に暮らす誰もが参加できる︑社会

教育の視点での活動を行っています︒

日本の文化﹁防災﹂でつながる

22

で生活するようになりました︒ 年

来た留学生が一橋大学で学び︑市内

策の下︑さらに多くの国と地域から

１９７０年代半ば頃からは︑国の政

国の留学生を受け入れてきました︒

くから中国や韓国など主にアジア諸

国立市内には一橋大学があり︑早

日本語ボランティアに関わってきま

さん自身は︑長く留学生等の支援や

けられた時期でもありました︒山崎

国人の防災の情報の拠点﹂と位置づ

市の防災計画の中で︑公民館が﹁外

災経験を聞いたことがきっかけです︒

長のご両親の阪神淡路大震災での被

さんらが︑当時の公民館長から︑館

柱にしたのは︑現代表の山崎由紀子

ＫＵＮＩＢＯが﹁防災﹂を活動の

代に入り︑仕事や日本人との結婚の

した︒
﹁災害が起こっても︑国立市

人へのボランティア活動が熱心に行

けでなく多くの日本人が集い︑外国

施する国立市公民館には︑外国人だ

日本語講座を手厚いプログラムで実

そうした中で︑外国人への無料の

た︒協議や研修で防災の取組みへの

よう︑各団体に連携を呼びかけまし

災害時にも助け合う関係性をつくる

地域活動に外国人の視点を取り入れ︑

いう思いで︑公民館と共に︑日頃の

となく命を守れる地域にしたい﹂と

は外国人を含め誰もが差別されるこ

われました︒活動の柱は﹁日本語ボ

ＫＵＮＩＢＯでは︑隔月に一度︑

多様な企画を行っています︒例えば

大所帯となってきたため︑約 年前︑ ﹁家具転倒防止器具の取り付け方体

リー﹂などでした︒一団体としては

﹁国際理解と交流﹂
﹁ホストファミ

理解を深め︑活動を開始しました︒

90

ランティア﹂
﹁生活相談﹂
﹁文化交流﹂

人も増えていきました︒

ためなど︑留学生とは違う層の外国

ＫＵＮＩＢＯ設立の経緯

◆

◆

活動別にそれぞれの団体に分かれま

験﹂
﹁段ボールトイレづくり﹂
﹁風呂

ない︑防災に活用できるグッズ等の

策の講座です︒外国人にはなじみの

敷活用術﹂など︑日本独自の防災対

そこで︑地域の共通テーマである

動が見えづらくなってきました︒

した︒しかし数年経つと︑互いの活

20

6
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ようにしている﹂と言い

ること︑役割を引き出す

等な関係︒参加者のでき

さんは﹁参加者同士は対

関係が深まります︒山崎

画等も実施しています︒作業や簡単

なり︑防災活動を伝えて交流する企

日本語を体験することが目的です︒

でもあります︒多方向から︑生きた

言い換えれば︑日本語を発話する場

の料理や文化を日本語で紹介する︑

会話と交流を楽しむ場︑また︑自国

テキストを離れてさまざまな人との

ＫＵＮＩＢＯでは月一回︑公民館

国ルーツの子の家庭へは︑まず学校

と語ります︒そのため﹁外国人や外

れ︑差別につながる可能性もある﹂

ないだけで︑非常識な人だと避けら

れず︑すれ違いが起こる︒単に知ら

強く実感できた﹂と言います︒
﹁日

要なのは言葉の支援だけでないと︑

山崎さんは﹁参加者の話から︑必

用品を売る店の情報を伝えました︒

を用意することをアドバイスし︑学

ます︒その方には︑無地に近い水着

ラクター柄の水着を用意した方もい

ます︒また︑水泳の授業用に︑キャ

ラダチキンなどを調理しました︒山

ング﹂を行い︑ 人弱が自宅等でサ

や行政等による配慮が必要︒加えて︑ ３年２月には恒例の﹁ポリ袋クッキ

めの日本語講座﹂の受講者の多くは︑ 本人にとって︑文化や習慣として﹃当

の﹁にほんごサロン﹂の運営にも協

気になった時に少しふみ込んで声を

まだ︑あまり日本語が話せない方で︑ たり前﹄のことは︑わざわざ説明さ

力しています︒公民館の﹁生活のた

かけたり︑困ったことを気軽に聞け

崎さんは﹁オンラインの活動は︑コ

ぶ企画などを実施しています︒令和

ロナ禍での健康講座︑在宅避難を学

サロン﹂に加え︑防災企画としてコ

づくりなど楽しい企画の﹁にほんご

への影響も考慮し︑太極拳︑お弁当

方たちもいます︒その精神・身体面

に気をつけて自粛生活を送っている

禍での行動が批判されないよう︑特

催しています︒参加者には︑コロナ

ンでこれまで実施してきた企画を開

公民館の協力で︑月１回︑オンライ

禍で人が集まることが難しい中でも︑

現在︑ＫＵＮＩＢＯでは︑コロナ

登録の呼びかけができませんでした︒

年間は新規留学生がほぼ来日できず︑

知識を伝え︑一緒に体験しています︒ くりにつながる企画を意識している﹂

ます︒

サロン参加者には子育て中の女性

る関係があることが大切﹂と︑顔見

ロナ禍で外出を躊躇する︑また思う

康管理﹂は毎年︑好評な企画です︒
各国の言語での説明と﹁やさしい日
本語﹂での日本語訳のついた防災ス
テッカーや防災マップづくりも行っ
ています︒

文化や習慣の違いが
すれ違いを生む

で は︑
﹃防災﹄も一つの

は﹁自然災害の多い日本

なっています︒山崎さん

文化等に触れる機会にも

に気づき︑外国の生活や

国人の戸惑いや困りごと

なる上︑地域で暮らす外

とっては防災への学びに

ま す︒ 日 本 人 参 加 者 に

まざまなエピソードがあります︒入

ほかにも学校生活については︑さ

る︑という話もありました︒同じ紙

味を調べながら読むため苦労してい

の挨拶から一つ一つ辞書を引き︑意

す︒
﹁風薫る季節に⁝﹂という時候

りが読めない﹂と持参する人もいま

留学生が登録し︑団体の企画や市で

した︒長期滞在予定で日本語堪能な

ボランティア﹂の登録を募ってきま

交じり︑読解に苦労する方もいます︒ オリエンテーションで﹁外国語支援

面内に日本特有の縦書きと横書きが

通訳が必要な時︑活動しています︒

かけ︑一橋大学の新規留学生対象の

防災安全課︑公民館との三者が呼び

例年４月には︑ＫＵＮＩＢＯと市

合える機会をつくっていく予定です︒

中で多くの人が知り合い︑つながり

は︑今後も防災をツールに︑地域の

崎さんは語ります︒ＫＵＮＩＢＯで

る範囲で必要な支援を担える﹂と山

団体等につないでもらえれば︑でき

受け止める窓口が必要︒そこから各

困難︒常設で︑どんな相談でもまず

﹁すべてを草の根の活動で担うのは

外国人支援に必要なこととして︑

ように外出できない高齢者等の地域

学びを提供したい︒また︑ 学式には親子ともきちんとした服装

文化︒普段にも活かせる

で出席することを知らず︑普段着で

しかし新型コロナが影響し︑この２

な防災食の試食を一緒にすることで︑ 主にその人々を対象にしています︒

また︑地域の自治会の方が講師と

と語ります︒

どの企画にも︑市内に

が多く︑ごみの分別等︑日常の疑問

知りの関係の重要性を語ります︒

参加にも有効だ﹂と考えています︒

﹁ポリ袋クッキング﹂
﹁避難所での健

住む方は誰でも参加でき

が話されます︒また﹁学校のおたよ

コロナ禍ではオンラインで
活動継続

人と知り合い︑いざとい

出席し︑気まずい思いをした方がい

30

◆

う時︑助け合える関係づ
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7

「ポリ袋クッキング」での炊飯袋の説明と体験
「段ボールトイレを作ってみよう」

◆

と︑地域課題を解決するためのしくみ

禍における地域課題や地域活動の状況

こでは︑調査から見えてきた︑コロナ

し︑全 社協から回答を得ました︒こ

︵以下︑社協︶に対して標記調査を実施

月に︑都内の区市町村社会福祉協議会

東社協地域福祉部では︑令和３年６

葉の課題に代表される﹁情報格差への

キルの世代間の差や外国籍居住者の言

えてきました︒４つ目が︑デジタルス

つながらないことなどが課題として見

地域にいる人は増えたのに地域活動に

ボランティア活動の機会の減少︑日中︑

地縁関係や一体感の希薄化︑中高生の

止による活動者のモチベーション低下︑

との連携︑住民の力を中心とした取組

によるアウトリーチの強化︑関係機関

１つ目は︑地域福祉コーディネーター

があがりました︒

思われる取組みについては︑次の４つ

りや支援につなげていくために必要と

顕在化した地域課題を継続的な関わ

◆必要と思われる地域福祉活動

実施されています︒

の情報交換など︑さまざまな取組みが

援︑ＺＯＯＭ井戸端会議やサロン同士

業や大学等の連絡会と連携した食の支

住民による相談会やサロン︑地域の企

得て実施したスマホ講座から派生した

が配置されていることです︒本事業の

コーディネーター︵ＣＳＷ等を含む︶

通 し て い る こ と は︑ 社 協 に 地 域 福 祉

する予定です︒実施予定の自治体に共

用に加えて︑
﹁参加支援﹂
﹁アウトリー

存の相談支援や地域づくりの事業の活

支援﹂を一体的に推進する事業で︑既

援﹂
﹁参加支援﹂
﹁地域づくりに向けた

る既存の取組みを束ねつつ︑
﹁ 相談支

が考えられます︒これは︑地域におけ

めに︑重層的支援体制整備事業の活用

働﹂を実施するものです︒

都内では︑ の自治体が令和３年度

れていなかった新たな地域課題﹂で︑

ています︒２つ目は﹁これまで把握さ

交流が減った子どもなどが課題となっ

の交流機会の減少︑親以外の大人との

齢者のフレイルや認知の低下︑障害者

わたる変化に伴う今後の影響﹂で︑高

れます︒１つ目は﹁日常生活の長期に

あげられた課題は大きく４つに分けら

化した地域課題があると回答しました︒

８割を超える区市町村社協が︑顕在

ど︑さまざまな課題把握の方法が見ら

絡会を契機とした困窮家庭の把握な

る参加者への安否確認︑子ども食堂連

ンケート調査︑通いの場の代表者によ

パントリーでの困りごと調査などのア

動や拠点での地域課題の調査︑フード

貸付の貸付終了者への調査︑小地域活

童委員から﹂でした︒ほかにも︑特例

て﹂
﹁地域福祉活動を通じて﹂
﹁民生児

多いものは︑
﹁ 特例貸付の相談を通じ

地域課題を把握したきっかけとして

４つ目は︑情報格差を生まないさまざ

手づくりと活動の再開・継続支援です︒

を活用した地域活動など︑新たな担い

づくり︑大学や企業との連携︑動画等

援ボランティア︑新しい形のつながり

ある方への効果的な情報発信︑ＩＴ支

とです︒３つ目は︑地域活動へ意欲が

関係機関と地域課題として共有するこ

し︑住民や社会福祉法人などの地域の

ニティなどの新たな課題の実情を把握

わり﹂です︒２つ目は︑外国人コミュ

◆重層的支援体制整備事業実施に向け

むしくみなどもありました︒

ンター機能を活かして一体的に取り組

ターや自立相談支援事業︑権利擁護セ

多いようです︒地域福祉コーディネー

ている取組みを発展させていくものが

地域の拠点など︑従来から社協で行っ

は︑地域福祉コーディネーター事業や

現在︑想定・検討されているしくみ

ターが増員された社協もあります︒

財源を活用し︑地域福祉コーディネー

から本事業または移行準備事業を実施

ギリギリで生活していた世帯の不安定

まな媒体による情報発信や外国人に対

帯︑外国籍の居住者の実態︑相談が苦

題︑親族の手助けが不可欠な子育て世

な関わりや支援があると回答していま

市町村社協のうち︑９割近くが継続的

また︑新たな地域課題を把握した区

顕在化した課題へ継続的に関わり︑

◆重層的支援体制整備事業の活用

す︒

ては︑アウトリーチできる地域福祉コー

﹁相談支援﹂や﹁ニーズ発見﹂につい

寄せられました︒

備事業を実施するにあたっての課題も

た課題と今後に向けて
れました︒

手な人の多さなどがあがりました︒３

す︒区内の社会福祉法人と連携した相

地域におけるつながりを高めていくた

アンケートでは︑重層的支援体制整

つ目は﹁地域課題の担い手と今後の活

談支援付きの食料支援︑企業の協力を

する﹁やさしい日本語﹂の活用などで

動のあり方への影響﹂で︑地域活動停

8
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コロナ禍で顕在化した地域課題

である重層的支援体制整備事業の取組
対応﹂でした︒

みなどの﹁地域と連携した継続的な関

〜重層的支援体制整備事業にかかわる取組みおよびコロナ禍における
地域課題に関する状況 区市町村社協アンケート結果報告〜

み状況を紹介します︒

◆課題把握の方法や継続的な支援

チ等を通じた継続的支援 ﹂
﹁ 多機関協

◆コロナ禍で顕在化した地域課題

20

な状況やその世帯が抱える複合的な課

62

発
東社協

東京 の

寄附のカタチ

東京善意銀行への寄附を
（不定期掲載）
ご紹介します。

ニーズの把握
〜顕在化した課題〜

（

）

エリア。香ばしい風味がお馴染みでもあるこの料
理の醍醐味は、大きな丸い鍋を皆が囲んで食べる
こと。家庭の雰囲気を、福祉施設で暮らす子ども
たちに味わってもらいたいと、パエジェロ（パエ
リア職人）の結城優さんたちによってパエリアが
振る舞われました。皆が集まり、食べることの大
切さを添えたご寄附をいただきました。

大きな鍋を、たくさ
んの人が輪になっ
て囲むのがパエリ
アの楽しみ方。コ
ロナ禍に伴い、今
回はあらかじめ取
り分けた上でいた
だきました。

（＝継続的に関わりながら
本人と周囲の関係を
広げる）

専門職による
伴走型支援

重層的支援体制
整備事業の活用

めに地域ネットワークをいかにつくる

ディネーターの配置︑ニーズ発見のた

積したネットワークや取組みの発展の

事業に変わることの影響︑これまで蓄

事業実施予定自治体では︑これらの

必要性︑既存の会議体の見直しや相談

﹁多機関協働﹂については︑どの機関

課題に対する協議も含めて準備をすす

か︑支援につながるまで時間をかけた

がイニシアティブをとるのか︑従来の

めています︒また︑自治体にて実施予

支援体制の強化などがあがりました︒

会議体の整理︑調整機能と情報共有の

定のない社協でも︑地域福祉コーディ

丁寧な関わりなどが課題です︒

ための連携のしくみの構築︑長期にわ

ネーターの配置を工夫し︑包括的な支

コロナ禍で顕在化した課題を社協だ

たる支援の進捗管理︑個人情報の取扱

資源︑ニーズと既存の社会資源がマッ

けで解決することは困難です︒重層的

援体制をめざしているところもありま

チングしない際の新たな地域づくり︑

支援体制整備事業を活用するなどし

いなどが課題としてあげられました︒

居場所づくりや就労支援︑学習支援︑

て︑関係機関で課題を共有し︑地域全

す︒

居住支援等との連携︑活動の創出への

体で継続的に関わりながら︑地域生活

﹁参加支援﹂については︑新たな社会

当事者参加などが課題となっています︒
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継続的な
関わりを通じて
地域における
つながりを
高める

②つながり続けることを
めざすアプローチ

課題として解決に取り組むことが必要

9

抱えている
課題に対応する
ための支援

そして︑これまでの事業との連続性

福祉広報9月号に掲載しました「西脇基金チャリティコン
サート2021」は、新型コロナウイルス感染拡大防止の
観点から、開催中止となりました。参加を予定されていた
皆さまに、深くお詫び申し上げます。
チケットの払い戻し等に関するご相談は下記窓口にお問
い合わせください。
西脇基金を支える会 （TEL）03-3256-3674

です︒

共同募金運動期間
10月1日〜令和4年3月31日
＊東京都共同募金会ホームページ
http://www.tokyo-akaihane.or.jp/

地域の
課題
として

＊人と人とのつながりそのものがセーフティネットの基盤となる

に関する課題として︑補助事業が委託

今年も10月1日から赤い羽根共
同募金運動が始まりました。共同
募金に寄せられるご寄付金は、民
間の社会福祉施設、
地域のボラン
ティアグループ、ＮＰＯ団体、社会
福祉協議会などが行うさまざまな社
会福祉活動、
コロナ禍で顕在化す
る福祉課題に役立てられます。
赤い羽根共同募金運動にご理
解とご協力を賜りますようよろしくお
願い申し上げます。

（＝本人が有する特定の
課題を解決に導く）

日常の暮らしの中での
地域住民同士の支え合い
や緩やかな見守り

東社協東京善意銀行では、社会福祉施設等への寄附
のご相談を承っております。
●千代田区神田駿河台1-8-11 東京 YWCA 会館3階
☎03-5283-6890
zen-i@tcsw.tvac.or.jp

10月1日より
赤い羽根共同募金が始まりました

①具体的な課題解決を
めざすアプローチ

地域住民の複合化・複雑化した支援ニーズ

スペイン東部・バレンシア地方発祥の料理、パ

コロナ禍に
直面する
課題を解決

毎日やりがいを感じられる
仕事に出会えた

を考えるようになりました︒そんな時に

けて働けるような安定した仕事への転職

をしてきました︒ 歳を前に腰を落ち着

やコンビニの店員などのさまざまな仕事

たお客さんに対して﹁ありがとうござい

例えば︑コンビニの店員は商品を購入し

言われたことがあり︑とても驚きました︒

をした際に利用者から﹁ありがとう﹂と

この仕事を始めて少し経った頃︑送迎

問することもあります︒

ます︒事業所に来られない方の自宅を訪

緒に体操やレクリエーションを行ってい

利用者の方々と接する時には︑特に言

れていきました︒

ている姿を見るなどして学び︑徐々に慣

たです︒しかし︑職場の先輩が会話をし

ミュニケーションを取ることが難しかっ

葉のキャッチボールが上手くできず︑コ

らず悩みました︒特に認知症の方との言

の方とどのように話したら良いのか分か

た︒なので︑働き始めた当初は︑利用者

と感じています︒そして︑さまざまな利

特に﹁人のために﹂という部分が大きい

ものではあると思いますが︑この仕事は

あります︒どんな仕事でも人の役に立つ

感のある毎日ですが︑とてもやりがいが

常に気を張って仕事をしており︑緊張

ました︒

利用者の生死に関わるということを知り

つながることがあります︒１つのミスが

の際の補助の仕方を誤ると大きな事故に

名の看護小規模多機能型居宅介護事業所で働く須貝健さんに︑お仕事の魅力を伺いました︒

﹁千石にじの家﹂の求人募集を同じ法人で

ました﹂と言いますが︑今の仕事では利

葉遣いに気をつけています︒これは︑か

用者の方と接するので︑毎日違うことが

定員

働いている義母から聞き︑応募しました︒

用者の方々から﹁ありがとう﹂と言われ

つて所長から﹁人生の大先輩である利用

起こり︑刺激的で楽しいです︒

全く知らない業界への挑戦

﹁介護職員就業促進事業﹂を利用して︑令

ます︒同じ﹁人﹂に接する仕事でも﹁こ

者の方々への敬意を忘れてはいけない ﹂

福祉の業界は初めてで﹁自分にできる

を漠然と抱いていましたが︑このように

と︑人手が少なく︑大変というイメージ

この仕事に就く以前は︑
﹁福祉﹂という

する中で関係性を築き︑親しくなってい

い﹂と感じます︒日々利用者の方々と接

る舞いをしていて︑
﹁ 自分もそうなりた

いつ見ても丁寧できれいな言葉遣いや振

祉士の資格を取得することです︒

をつけ︑実務経験を積みながら︑介護福

の目標は︑さまざまな研修を受けて知識

まだまだこれからではありますが︑今

年

だろうか﹂と思うことばかりでした︒右

﹁ありがとう﹂と直接言ってもらえること

きますが︑敬意を持って接することを心

和

学校を卒業後︑芸能人のマネージャー

月から非常勤職員として勤務

の仕事は感謝される仕事なんだ﹂と嬉し

も左も分からず︑ゼロからの状態でスター

や嬉しいこともたくさんあり︑イメージ

がけています︒

職員として働いています︒

トしたので︑毎日が学びです︒
﹁もっと若

していたものとは全く違いました︒また︑

これまでの生活では︑親戚以外の高齢

した︒風呂場のマットの敷き方や︑歩行

の仕事に就き︑そのことをより実感しま

いです︒

思ってもらえるような介護をしていきた

貝さんに介護してもらえて良かった﹂と

また︑利用者の方やそのご家族に﹁須

ければ知識面でも実務面でも早く吸収で

利用者の方々と話していると勉強になる

者と接する機会があまりありませんでし

感を持つことは大切だと思いますが︑こ

どんな仕事においても︑集中力や緊張

緊張感のある毎日にやりがい

きたのに⁝﹂と思うこともありますが︑
しずつ仕事を覚えています︒
利用者からの﹁ありがとう﹂
現在は︑利用者の送迎や入浴介助︑一

利用者は人生の大先輩

ことがとても多いです︒

今後について

し︑介護職員初任者研修資格を取得しま

東京都保健生活協同組合
千石にじの家
介護職員

と言われたことがきっかけです︒所長は

Ken Sugai

く感じたことを今でも覚えています︒

須貝 健さん

した︒その後︑令和 年 月からは常勤

29

介助の仕方や利用者との接し方など︑少

4

5

40

3

2

10
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9月30
9月
9月3
月30日
月
30日
30日
（木）
（木
木）
木
）
時点の情報です。感染症拡大防止のため
時
時点
点の情
の情報で
です。感
す。感
感染症拡
感染症
染症拡
症拡大防止
止の
のため
の
ため
め、
、イベン
イベン
ベント
トが
が中
が
中
中止
止ま
止
ま
また
たは
た
は延
は
延
延期
期に
期
にな
に
なる
な
る可
る
可
可能
能
能性
性
があります。詳細は各団体にお問合わせください。
がありま
が
あります。詳
。詳細は各団体にお問合わせください。

助 成金
令和4年度キリン福祉財団助成金
（1）
「キリン・地域のちから応援事業」
対象 連絡責任者が令和4年4月1日現在満20歳
以上で、4名以上のメンバーが活動する地域に
おける障害児・者、高齢者、子どもの福祉向上
に関わる幅広いボランティア活動を実施する団
体・グループ 助成 上限30万円

（2）
「キリン・福祉のちから開拓事業」
対象 連絡責任者が令和4年4月1日現在満20歳
以上で、10名以上のメンバーが活動する障害
者福祉、高齢者福祉、児童・青少年健全育成、
地域社会福祉分野等のボランティア活動を全
国や広域にまたがり実施しているまたは活動し
ようと考えている団体・グループ 助成 上限100
万円

（1）
（2）共通
締切 10月31日
（日）※消印有効 申込 所定の申
請書類に必要事項を記入し郵送 問合（公財）
キリン福祉財団事務局（北村・太田）〒1640001 中野区中野4-10-2中野セントラルパーク
サウス
TEL 03-6837-7013
HP https://foundation.kirinholdings.com/
subsidy/

愛恵福祉支援財団2021年度助成事業
締切 11月15日
（月） 対象 非営利団体等が実施
している福祉事業のうち、比較的小規模な施設
の事業充実、障害者支援等で財政的な裏付け
の少ない先駆的な事業活動 助成 上限20万円
※大学生、地域等の任意団体が実施する萌芽
的事業は上限10万円 申込 ホームぺージ 問合
（公財）愛恵福祉支援財団
TEL 03-5961-9711
HP http://www.aikei-fukushi.org/

日時 11月6日
HP https://www.shimizu-kikin.or.jp/about̲
（土）10時〜11時50分 場所 富士
business/domestic/
森体育館第2・第3会議室 定員 30名 費用 無
料 対象 知的障がいを抱える児童の保護者、特
第16回
別支援学校（学級）教職員、放課後等デイサー 【オンライン】
ソーシャルワーク研究所シンポジウム
ビス職員、研究者、スポーツ療育に携わる方な
ど 内容 澤江幸則氏によるアダプテッドスポー
日時 12月12日
（日）13時〜17時半 定員 100名
ツの特徴や取組み、知的障がいにおけるスポー
費用 3,500円
内容「社会福祉制度の狭間に埋
ツ療育に関する講義ほか 申込 ホームぺージ、
もれる人びとにソーシャルワーク専門職が果た
FAX 締切 11月4日
（木）18時 問合（一社）チャ
す役割〜命と権利と人権の擁護に向けてなす
イルドライフ 教育研修事業部
べき支援のあり方〜」をテーマに講演、討論、グ
TEL 042-641-5901 FAX 042-641-5902
ループディスカッション 申込 ホームぺージ
HP http://childlife.gr.jp/education
締切 11月19日
（ 金 ）※定員 に なり次第締切
問合 ソーシャルワーク研究所
【オンライン】第3回地域共生社会
TEL 047-704-8007
推進全国サミットin かまくら
HP http://www.meijigakuin.ac.jp/~kitagawa/
日時 11月18日
（木）10時半〜16時、19日（金）9
時半〜14時半 ※録画配信12月4日（土）〜19 【オンライン】
家族・地域支援セミナー2021
日（ 日 ） 定員 1500 名 ※ 先 着 順 費用 無 料
内容「いざ、共生・共創〜安心して自分らしく暮
日時 12月18日
（土）13時〜16時半 定員 200名
らせるまちをともにつくる〜」をテーマとした基
費用 1,000円
内容「子どもにやさ
※先着順
調講演、パネルディスカッションほか 申込 大
しいまちづく
り
子ども
・
若者フードサポート」
会専用 ホ ー ム ぺ ー ジ 締切 11月10日（ 水 ）
をテーマに熊木正人氏による基調講演、コミュ
問合［参加申込に関する問合］
（ 株）日本旅行藤
ニティミーティング 申込 ホームぺージ 締切
沢支店内 第3回地域共生社会推進全国 サ
12月1日
（水）16時 問合 白梅学園大学・白梅学
ミットin かまくら窓口
園短期大学子ども学研究所
TEL 0466-22-7411
TEL 042-313-5990
［サミットに関する問合］第3回地域共生社会推進
HP http://daigaku.shiraume.ac.jp/open
全国サミットin かまくら実行委員会事務局（鎌
lecture
倉市共生共創部地域共生課内）
TEL 0467-23-3000
その 他
HP https://chikyo-summit-kamakura.jp/

【オンライン・会場】
第18回ゴールドコンサート決勝大会

第8回清水基金国内研修事業

10月18日（月）〜11月19日（ 金 ）※必着
社会福祉法人・NPO 法人において、障害
児・者の処遇等に従事している方。原則、実務
経験3年以上で 上限年齢 は40歳程度 の 方。
定員 45名程度
内容 2022年2月24日
（木）〜25
日
（金）の間、障害理解、権利擁護などを学ぶオ
ンライン研修を実施 費用 無料 申込 所定の
講 座・シンポジウム
申請書類に必要事項を記入し郵送 問合（社
福）清水基金 〒103-0027 中央区日本橋3-12-2
FCレーヴ発足記念講演会「知的障
がいにおけるスポーツ療育のあり方」 朝日ビルヂング3F
TEL 03-3273-3503
受付
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＝場所
場
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助成 ＝助
＝助
助成
成
成金額
金額

定員 ＝定
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定員
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日時 11月6日
（土）15時半開演 会場 東京国際
フォーラム ホール C ※当日インターネット
生配信有（無料） 内容 障害について多くの方
に理解していただくために開催する、障害者に
よる音楽コンテスト 申込 チケットぴあ（ TEL
0570-02-9999 Pコード：201-717）
より全席指
定 問合（NPO）日本バリアフリー協会
TEL 03-5215-1485
HP https://gc.npojba.org

受付 ＝
＝受付
受
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付
付期間
期
期間
間

締切 ＝申込締
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時

申込 ＝申
＝申込方法
＝
申込方
申
込
込方法
方法
方
法

問合 ＝
＝問合せ先
問合せ
合せ先
合
せ
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資料ガイド
■会議資料
■コミュニティ・スクールの在り方等に関す
る検討会議中間まとめ（文部科学省／８月）
■多様な背景を持つ児童生徒への生徒指
導に関するワーキンググループ
（第１回）
配付資料（文部科学省／９月）
■特別児童扶養手当等の認定（眼の障害）
（厚生労働省／
に関する専門家会合
（第１回）
９月）

■第203回社会保障審議会介護給付費分
科会
（web 会議）
資料（厚生労働省／９月）

■調査結果
■
「令和２年度使用者による障害者虐待の状
況等」結果（厚生労働省／８月）
（厚生労働省／
■
「令和2年度 医療費の動向」
８月）

■令和元年度 介護保険事業状況報告
（年
（厚生労働省／８月）
報）
■学校基本調査―令和3年度
（速報）
結果の
概要―（文部科学省／８月）
■満足度・生活 の 質に関する調査報告書
2021（内閣府／９月）

■令和2年度「乳幼児等に係る医療費の援
（厚生労働省／９月）
助についての調査」
■その他
■
「社会的養護関係施設が担う役割・機能に
関する検討会」報告書および関連要望書
（全国社会福祉協議会／９月）
（ 都福祉保健局／９
■
「2021社会福祉の手引」
月）
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の解決にむけて取り組んでいる

ル」で紹介しています

実践を「ふくし実践事例ポータ

『災害に強い福祉』
要配慮者支援活動事例集

災害時要援護者支援ブックレット6

高齢者福祉施設における BCP
（事業継続計画）
訓練ガイドライン

本で広めることはお前に任せた﹂
という職人の言葉から︑日本の窓
口の道が開けました︒
生きづらさを感じる人が︑デザ
インを通して心理的な安心安全
を感じ︑前向きになるように
現在は︑
﹁福祉﹂と感じるものご
とにデザインを取り入れることを
意識して仕事をしています︒例に︑
保湿しながら手が洗えるハンドク
レンジングのブランディングに携
わ っ た こ と が あ り ま す︒ こ れ は︑
工場作業員の手荒れに気づいた社
員の声により開発されました︒手
荒れという﹁生きづらさ﹂が軽減
されるという意味で私にとって﹁福
祉﹂です︒これからも︑ものづく
りを通して生きづらさを感じる人
が少しでも前向きになれるきっか
けをつくれたら良いと思います︒

本号では、十分な感染症対策をとった上で取材を行いました。
一部記事では、Web 会議システムなどを用いたリモート取材を行いました。

● kouhou@tcsw.tvac.or.jp
●イラスト／加藤由紀 ●デザイン・プリント／株式会社美巧社

社会福祉法人をはじめとするさ

東社協の

本

ご注文は東社協図書係まで

☎０３
（３２６８）
７１８５
https://www.tcsw.
tvac.or.jp/

『災害に強い福祉』
要配慮者支援活動事例集Ⅱ
災害時要援護者支援ブックレット7

い経験をしたい〟と思いこの学校
を選択しました︒同時期に入学し
た日本人の車椅子ユーザーのヘル
パーも任されました︒
エグモントでの学びや彼と日常
を共にする中で︑どうやったら障
害の壁がなく生活が送れるのかを︑
身をもって体験することができま
した︒例えば︑彼が行きたいお店
に階段があったとしたら︑どうやっ
たらお店に入れるかを工夫します︒
少しの工夫︵デザイン︶を施すこ
とで目的が達成でき︑幸せになる︒
﹁国民一人ひとりの幸せ 福祉﹂と
いう広義の意味での﹁福祉﹂を知っ
たと同時に︑ものづくりにおいて
の 考 え 方 と 似 て い る も の を 感 じ︑
自分が得意とするものづくりの視
点から﹁福祉﹂に携わりたいと思
うようになりました︒デンマーク
の国際福祉機器展で出会ったヴィ
ルヘルム・ハーツはまさに私の理
想とするものでした︒後半の半年
間は直談判して工房で住み込みで
働き︑職人の杖に込める思想や大
きな愛を学びました︒帰国直前﹁日

ご意見お待ちしています！

まざまな主体が地域の福祉課題

※「福祉広報」全ページをホームページに公開しています。
※視覚障害のある方に読んでいただくため、テキストデータをホームページに掲載しています。 福祉広報第753号・2021年10月８日発行／昭和44年4月25日第三種郵便物認可 12
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自分が﹁福祉﹂と感じるものごとに
デザインを取り入れていきたい

2

3

4

30

尚工藝、
風と地と木合同会社
代表 宮田尚幸さん

ものづくりの視点から︑
﹁福祉﹂
に携わりたい
これまで海外生活を 回経験し
ました︒ 度目は︑革小物製品会
社に入社前︑
﹁海外文化に触れてみ
たい﹂という思いでイギリスに語
学留学をしました︒ここでは〝あ
りのままの自分〟を自然と受け入
れてくれる環境がありました︒私
は幼い頃から︑人前で話すことが
苦 手 で︑ 人 の 顔 色 ば か り を 窺 い︑
自 分 の 意 見 を 後 回 し て き ま し た︒
そんな自分に劣等感を感じていま
したが︑ありのままの自分を受け
入れられるようになりました︒
度目は︑革小物製品会社を退
職後︑日本のものづくりから一旦
離れたいと思い実行したデンマー
クでの一年間のワーキングホリ
デーでした︒デンマークの︑代々
家 具 を 引 き 継 い で 使 う 国 の 文 化︑
高福祉といわれる社会に︑なにか
芽生えた思想の芽を育てるヒント
がある気がしたんです︒最初の半
年間は﹁エグモント・ホイスコー
レ︵以下︑エグモント︶﹂という︑
障害の有無に関係なく共同生活を
行う全寮制の学校に入学しまし
た︒
〝せっかく行くなら今までにな

定期購読者募集中！

東社協高齢者福祉施設部会・センター部会大規模災
害対策検討委員会では、平成24年にさまざまな場面
を想定した実践的な BCP 訓練を実施しました。本書
はその内容および結果をふまえ、訓練の実施方法等
について体系的に整理し、6つの訓練の事例を紹介
するとともに訓練で使用したシナリオや資料をとりま
とめたものです。
◆規格 A4判／64頁 ◆発売日 2013.2.22
◆定価：1,047円
（本体952円 + 税10％）

●毎月1回8日発行／定価315円
（本体286円＋税10%）
●発行人／小林秀樹 社会福祉法人東京都社会福祉協議会
東京都新宿区神楽河岸1番1号 ☎03
（3268）
7171
●振替口座／00110-4-71955
● https://www.tcsw.tvac.or.jp/

◆

2

本書は災害時要援護者支援ブックレットの6巻目です。
「平成27年9月関東・東北豪雨」
「平成28年熊本地震」
などにおける要配慮者支援の実践事例の数々を紹介
しています。また、都内の区市町村が取り組む災害
対策の事例も掲載しています。
◆規格 A5判／269頁 ◆発売日 2017.3.31
◆定価：1,100円
（本体1,000円 + 税10％）

機能と意匠をデザイン
し、人の尊厳を大切に
するヴィルヘルム・ハー
ツの杖

https://www.vilhelm-hertzjapan.jp/
https://www.facebook.com/
naokogei

東社協「災害に強い福祉」推進プロジェクトで実施し
たヒアリングをもとに、全国各地の要配慮者支援の
実践事例をまとめた7巻目です。事業所再開や一般
避難所での要配慮者支援の事例を掲載しています。
◆規格 A5判／249頁 ◆発売日 2018.4.27
◆定価：1,100円
（本体1,000円 + 税10％）

◆

デンマークにある工房﹁ Vilhelm Hertz
︵以下︑
ヴィ
ルヘルム・ハーツ︶﹂でつくられる杖を広める取組
みをしている宮田尚幸さんに︑福祉との出会いや︑
ものづくりに込める想いについて伺いました︒

私は︑フリーランスのデザイナー
として商品のデザインやブラン
ディングを行うかたわら︑
﹁風と地
と木合同会社﹂を設立し︑ヴィル
ヘルム・ハーツの一員として︑杖
を広める取組みをしています︒こ
の杖は︑愛着を持って長く使うこ
とを意識して素材にこだわり︑デ
ンマークの職人の手によって一つ
一つ丁寧につくられています︒私
は︑日本の窓口として︑ユーザー
の身体の状態や杖に込める想いを
丁寧に確認し︑理学療法士や作業
療法士と連携しながら採寸やモデ
ル選びのお手伝いをしています︒
私がものづくりにおいて大切に
していることは︑ユーザーが使っ
ていて心地良いと思える工夫を施
すことです︒
環境に配慮し︑長く愛着を持っ
てもらえるものをつくりたい
大学卒業後は量販店向け文具雑
貨のデザイン開発に 年間携わっ
て い ま し た が︑ 次 第 に 大 量 生 産︑
大量消費に疑問を感じていまし
た︒次に 年間勤めたのは︑環境
に配慮し︑ユーザーに長く使って
もらうことを大切にした革小物製
品の会社で︑ものづくりと真剣に
向 き 合 う き っ か け と な り ま し た︒
これらの経験を経て︑平成 年に
﹁尚工藝﹂を立ち上げました︒
◆

1

と
ひ

今
し
く

ら
◀「Vilhelm Hertz Japan」
◀「尚工藝」

