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あなたの想いを、私の想いをかたちにしたい・・・
地域福祉の観点からだれもが自分らしく生きていける社会を目指します。
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地域包括ケアをけん引するNPOの拠点整備
代表理事 岡本一美
昨年この時期に896市区町村の「消滅可能性都市」
で話題をさらった日本創成会議が、今年は「東京圏高
齢化危機回避戦略」を提案しました。2025年東京圏の
介護需要は、全国平均32％増に対し、埼玉・千葉・神
奈川で50％増。これに対応した医療介護体制の増強
は国を滅ぼすとして、東京圏の高齢者の地方移住を提
案しています。
同会議の資料「全国各地の医療・介護の余力を評価
する」によれば、ちた地域(常滑市)の急性期医療レベ
ルは「４」、2040年介護ベッド準備レベルは「３」と、いず
れも全国平均より小さく、「不足」のデータが出ていま
す。我が地域の準備体制はどうか？次世代にツケを回
さない取組が求められています。
同戦略では、地域包括ケアのまちづくりの推進として
「日本版ＣＣＲＣ」Ｃｏｎｔｉｎｕｉｎｇ Ｃａｒｅ Ｒｅｔｉｒｅｍｅｎｔ
Ｃｏｍｍｕｎｉｔｙの提案も行っており、まさに「0～100歳の
ケアし合うコミュニティ」づくりのコンセプトに一致しま
す。
「元気な時から」「楽しいから」「だれでもいつでも」「多
世代が交流できる」「あるものを活用して」「制度外事業
を創出」「地域雇用を生む」「自治コミュニティ」
これらの考え方は、ちた地域のNPOネットワークの中
に蓄積された、すべての実践から導き出された価値観
と同じであり、めざすコミュニティの姿です。
会員法人の総会も終わり、27年度事業計画が出そろ
いました。NPO法人ゆめじろう(武豊町)の障がい者グ
ループホーム第一号が10月に始まります。知多南部の
課題であった障がい者の住まいを解決する「いえじろう
プロジェクト」。若いスタッフを中心に、有志で活動する
「委員会活動」として始動しました。
NPO法人りんりん(半田市)では、新たに土地を確保し
放課後児童クラブの新拠点を建設。多世代交流事業
の「サロンごえん」や「岩滑お助け隊」など高齢世代の

力を借りて、地
域で子育てを
充実させる予
定です。
NPO法人ゆ
いの会(知多
市)では、居場
所や生きがい
の場となる「地
4日にオープンするNPO法人あゆみ新事
域ささえあいセ
務所（知多市岡田）
ンター」建設に
向け、準備を重ねています。昨年リーダー研修で訪問
した認定NPO法人ぐるーぷ藤の「よろしく！まるだい」
がモデルです。
同市内NPO法人だいこんの花でも、地域交流・共生
の場「ラディッシュ」の事業化準備に入りました。7月4日
には、NPO法人あゆみの新事務所が、知多市岡田字
上中田58-1にオープンします。気軽な相談窓口を兼
ね、地域に開かれた事務所を目指します。（P4参照）
各市町の新地域支援事業をけん引するNPOの取り
組みを核に、地域福祉実践を基盤としたまちづくりを推
進していきましょう。
次世代NPOリーダー研修
「組織運営はじめのいっぽ」

7月4日（土）13：00～16：00
知多市市民活動センター

「適財適所と成長支援」
NPO法人知多地域成年後見センター
事務局長
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ことなど情報を伝え、自分ごととしての介護を考え合う
ワークショップを本法人で行なう。名古屋市で作成し
たＤＶＤ「高齢者の暮らし地域みんなで支えます～地
域包括ケアシステムの構築～」上映など、市の施策を
知ってもらう機会にもしていく。
さらに、同内容の男性向け講座を、現在製造業企
業向けに企画中である。年間10万人と言われる介護
離職者を食い止める事を目的に、ケアマネジメントの
考え方と地域資源、お互い様の人間関係づくりなど
を啓発していく。(岡本)

■知ってる？被災地南相馬のこと
～知多市制施行４５周年記念事業～

福島県南相馬市で
子どもの外遊びの支
援活動を行ってい
る、NPO法人みんな
共和国代表理事高
橋氏を講師に迎え、
講 演 会「知 っ て る？
被災地南相馬のこ
「今必要としているのは、お金 と」を 知 多 市 民 体 育
でもモノでもない、南相馬に遊 館大会議室で開催。
びに行き、観光するという方法
市内外200名が南相
での“応援”を」と伝えた
馬市の現状を知る機
会となった。本事業は、知多市制施行45周年記念事
業として、市民活動団体の有志による実行委員会形
式で行った。
知多市は東日本大震災直後の復興支援として南
相馬市へ職員の派遣を行っており、第1部では昨年4
月から1年間従事した元職員により、市内三つの区
(鹿島、原町、小高)それぞれ被災状況が異なるなど、
除染の判断基準になる数値を交えて報告がなされ
た。
第2部の講師、高橋氏は、子どもたちの自由な外
遊びができる場を作るため、市民や仲間と共に奔走
した。2012年2月に行われた「南相馬ダイアログフェス
ティバル」では、多くの市民が対話の中から、室内で
ストレスを抱えている子どもたちのために、安心して遊
べる公園を自分たちで作ろうと、動き出すきっかけと
なった。その後、鹿島生涯学習センターで「子どもの
まち」を開催、段ボールを使って室内遊びをし、また
除染済みの公園の線量を確かめ、今ではその公園
は、夏は子どもたちが思い切り水遊びができる場所に
なっている。このまちの未来を担う次世代が夢にチャ
レンジできるサポート活動に発展した経緯を話され
た。
参加者からは、「着々と一歩一歩復興されているこ
とを実感した」「いつか南相馬へ行ってみたいと思っ
た」などの感想があり、これ以降も知多市としてどのよ
うな形での「応援」ができるか、市民と話し合いを重
ね、今後につなげていく。(新保)

☆サービスラーニング団体の紹介☆
はんだまちづくりひろば運営委員会
市民、行政、社会福祉協議会(以下、社協)の3者
協働ではんだまちづくりひろばを運営している。ボラ
ンティアと市民活動が区別できないということから、2
つの相談窓口を一緒にしたらどうか、という市民の
声で検討委員会を立ち上げ、運営委員会が発足し
て今年で5年目になる。
活動分野にこだわら
ず、ま ち づ く り に つ な
がる活動として、団体
だけでなく企業の社会
貢献活動を応援する
取り組みも行ってい
る。課題の一つである
「いろんな人集めました！」 駅前活性化への取り
をテーマに開催した第7回知 組 み と し て、交 流 ス
多半田駅前地域円卓会議
ペースで行われてい
る知多半田駅前地域
円卓会議では、地元の高校生から、子育て世代の
市民、半田市に勤める会社員まで、若い世代を中
心とした市民交流や、意見を言える場を作ることで、
その場で繋がることのできる場となっており、企業、
市民を巻き込んだまちづくりを行っている。
また、昨年のサービスラーニングで活動した学生
は、「学生目線でまちの魅力再発見」を目的に、駅
前商店の案内マップを作成した。学生の気づきと、
地域の商店同士のつながりにより、まちの観光資源
が増え、活性化につながった。
今年度は「まちづくりへの若者の参画」「地域と市
民活動団体の連携」の2つを目標に、まちづくりを進
めていく。運営委員会は4つの部会から構成され、
その中の「啓発部会」「研修・ネットワーク部会」「広
報部会」では、若者にどのようにしてまちづくりに参
画してもらうかを協議中。若い力を取り込んだまちづ
くりを市民、行政、社協が協働し、一体となって取り
組んでいく。(新保)

■ケアメン講座や介護離職防止研修
家族介護者の3割は男性であるが、家事力不足や
地域とのつながりの欠如など、男性介護には、たくさ
んの課題がある。名古屋市男女平等参画推進セン
ターでは、7月に市民交流事業として「オトコが介護す
るとき」を開催。相談機関の紹介や事前に準備できる
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代と第二世代の温度差も生じた。
改善策として、若い世代の職員を対象に、外部講師
によるファシリテーション研修を導入、「ゆめじろう未来
予想図」の作成をすることで自主性が芽生えたという。
参加者自己紹介では、人材不足や高齢化、職員の
ステップアップの課題を抱える団体は多かったが、出
口氏から「団体ミッションについてリーダーが話をする
ことで、スタッフ一人一人が、自分の未来と団体の未
来を重ねるようになった。」と語り、意見交換で参加者
から「明るい未来に向かっている人や団体は魅力的
だ。うちも努力したい」との声が上がった。(安藤)

■外国人向け初任者研修の検討
6月11日（木）、外
国人向け初任者
研 修 を 行 う、一 般
社団法人グローバ
ル人財サポート浜
松を訪問した。
知多市で外国に
ルーツを持つ子ど
もの学習支援をし
「手に職をつけることによって彼
らの自立と社会参画を促したい」 ている、ちたビジョ
ンプロジェクト竹内
と、代表の堀永乃氏
綾 代 表 からの、外
国人向け初任者研修を検討したいという相談がきっ
かけ。
グローバル人財サポート浜松では4年前から講座を
開催し、これまで54人が受講、就職率100％、離職は2
名のみ、介護福祉士国家試験に合格した人も1名い
る。外国人が理解できるよう、講師を厳選し、ルビを
ふったわかりやすいテキスト作成、国家試験を想定し
た選択問題形式の通信課題、修了試験など、様々な
工夫をしている。レポートや履歴書の書き方の時間も
取り入れ、就労までしっかりサポートしており、就職し
てからも、月1回、国家試験合格を目指して勉強会を
開催している。
外国人介護人材について、7月8日午後関係者で検
討会議を行う予定。（竹内美）

NPO担当若手職員リレー
岩倉市総務部協働推進課市民協働グループ
主事 宇佐美祐二さん
「生まれ育った岩倉市に恩返し
がしたい。」強い思いで岩倉市に
入庁した。今年度から配属され
た協働推進課では、行政と市民
の想 いの橋渡 しが したい、と 語
る。市民とより近い関係づくりを目
指し、市内の様々な市民活動団
体の行事に積極的に参加、市民
とともに岩倉の元気をＰＲしている。
岩倉市では、特技を活かしたい、何か活動がした
い、と思っている人のきっかけづくりとして、「まちづく
りネットワーク」を6月1日からスタートした。有志の市
民活動団体と行政が、1年かけて円卓会議で話し
合った。市民活動がしたい個人の「お手伝い情報」
と、仲間を募集したり、特技やスキルを持つ人とつな
がりたい市民活動団体の「お願い情報」を登録して
もらい、両者をマッチングし、より多くの市民に活動
に関わってもらえるような仕組みになっている。担当
課になったことで、市民活動の魅力を知ることができ
たように、やってみたいけどきっかけがない、どうした
ら活動できるのか、という市民を巻き込む取り組みと
なっている。まだ始まったばかりではあるが、「お手
伝い情報」の登録は順調に増えている。これを機に
岩倉の市民活動が盛り上がっていけば嬉しいと語
る。（新保）

■次世代ＮＰＯリーダー研修
6 月 6 日（土）午
後、次 世 代 NPO
リ ー ダ ー 研 修「組
織運営はじめの
い っ ぽ」（全 ４ 回）
がスタートした。
NPO法 施 行 後 １
７年が経ち団体の
世代交代が進み、
また新たな団体設 講師の出口氏が「外部講師を頼
み、スタッフが合意形成の手法を
立 が 続 く 中、改 め
学ぶことで、リーダーシップの取
てＮＰＯ法人の組 り方が楽になる」と経験を語った
織運営の基礎を
学ぶ機会が求められている。
第１回は、「非営利組織のリーダーシップ」と題して、
ＮＰＯ法人ゆめじろう出口理事長を講師に迎え、設立
から十数年目の現在や、５年、１０年の節目について
振り返った。初期の頃は、人材不足や職場の雰囲気
づくりなど課題も多く、また時間とともに、立ち上げ世
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新会員紹介

☆ご入会ありがとうございます

【正会員/個人】
【準会員/個人】

原田 正樹 様
竹内 由香理 様
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サポちた インフォメーション
会員さんなどから集まる情報をお知らせします。お気軽に情報をお寄せ下さい。

■ＮＰＯ法人あゆみ事務所完成お祝い会

■彦根城と京都世界遺産の旅

新事務所完成につきささやかなお祝いの会を開きます。どう
ぞお越しください。
〈日時〉７月4日(土) 10時～11時半
〈場所〉知多市岡田字上中田58-1(丸藤製菓様前)
〈申込〉(N)あゆみ ☎0562-54-1555

1日目は琵琶湖の湖東西明寺参拝、彦根城を見学。
2日目は京都の寺院参拝。
〈日時〉9月5日(土)、6日(日)
〈集合場所〉武豊町中央公民館東広場
〈料金〉5、6人部屋 会員28,500円 登録会員29,500円
2人部屋 会員35,000円 登録会員36,000円
※参加申し込みが7月末で40人未満の場合は中止
〈申込問合〉(Ｎ)ゆめフルたけとよスポーツクラブ
☎0569-84-1100

■第15回行動援護従業者養成研修
〈日時〉7/8、9、10、13、14(修了式)
〈場所〉認定ＮＰＯ法人ネットワーク大府 研修室
〈申込問合〉(認定Ｎ)ネットワーク大府事務局
☎0562-44-3735

■沢田音楽療法
音楽を通したリハビリを行っています。オリジナルＣＤを中心と
したリズムを利用してリハビリにつなぎます。
〈日時〉随時
〈場所〉東海市加木屋町高見50－11
沢田音楽療法実技教室
〈問合〉沢田音楽療法実技研修会
☎0562-34-4516

■「こどもこそミライ」上映会開催！
子どもたちと真摯に向き合い、「子どもの未来」を考えるドキュ
メンタリー映画。子どもを原点にして、「人を育てる」とはどうい
うことなのか？子どもが子どもらしくあるために、いま私たち大
人がすべきことは何か？一緒に考えてみませんか。
〈日時〉7月26日(日)14時～15時半 13時半開場
〈場所〉半田市さくら小学校体育館（冷房完備）
〈参加費〉大人 前売り800円 当日1200円
中学生以下500円(当日共)
〈定員〉120名程度
〈問合〉(Ｎ)共育ネットはんだ ☎090-8079-8809

■調理スタッフ募集
利用者に提供しているお弁当「ゆい膳」の調理スタッフを募
集。詳細は下記担当者まで。
〈問合〉(Ｎ)ゆいの会 ☎0562-32-5906(下村、小島)

■介護職員募集
◎グループホームの日勤スタッフ
（詳細はお問合せください。）
◎訪問介護ヘルパー
（時給1,250円、処遇改善費、交通費1キロ20円片道分）
〈問合〉(Ｎ)東海市在宅介護家事援助の会ふれ愛
☎0562-36-0085

■アイデア募集！
「第10回企業＆NPO協働アイデアコンテスト」
企業と一緒に協働することで、あなたのＮＰＯの活動が拡が
ります。まずはエントリーして、じっくりアイデアを考えてみてく
ださい。協働提案されたアイデアの実現に向けたフォロー
アップも行います。詳しくはＨＰをご覧ください。
〈日時〉エントリー： 7 月 31 日(金)まで
アイデア募集： 8 月 1 日(土)～ 9 月 15 日(火)
最終選考会： 11 月 19 日(木)14 時半～
〈場所〉名古屋商工会議所 2F ホール
〈申込問合〉（N）パートナーシップ・サポートセンター（ＰＳＣ）
http://www.psc.or.jp/ ☎ 052-762-0401(山崎)

■介護職員初任者研修
半田社協コース
〈日時〉9月2日(水)～11月13日(金)
〈会場〉雁宿ホール、知多市市民活動センター
〈受講料〉55,000円(テキスト代・実習費・税込)
〈担当〉地域福祉サポートちた （竹内、後藤田）

ＮＰＯ現場見学ツアー 第139弾 7月23日（木）
～NPOってなに？～
見学先①(Ｎ)知多地域成年後見センター
②南粕谷ハウス
③(Ｎ)びすた～り
④(Ｎ)りんりん
開始9:30～帰着16:00
参加費 5,200円
（担当:新保）
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知多市市民活動センター1階

Ｔｅｌ
Ｆａｘ
４

0562 (33) 1631
0562 (33) 1743

