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平成 29年度 北海道総合計画推進本部・推進協議会 議事録 

 

日時：平成 29年 10月 13日（金）17：30～19：00 

場所：ＴＫＰガーデンシティー札幌駅前 ２階 ２Ｃ 

出席者 

【有識者】北星学園大学社会福祉学部 福祉計画学科長 教授 岡田 直人 

     北星学園大学社会福祉学部 福祉臨床学科長 教授 栗山  隆 

        一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会 事務局長 芳地 隆之 

        特定非営利活動法人 どりーむ・わーくす 理事長 水尻 宏明 

【北海道】佐藤総合政策部長 長橋政策局長 山本計画推進担当局長 北村地域創生局長 

     京谷福祉局長 鈴木高齢者支援局長 渡邉農業経営局長 

 

（山本計画推進担当局長） 

それでは、ただ今から、平成２９年度北海道総合計画推進本部・推進協議会を開会いたしま

す。本日の進行を務めさせていただきます、計画推進担当局長の山本でございます。どうぞ、

よろしくお願いいたします。それでは、開会に当たりまして、本協議会の委員長でございます、

佐藤総合政策部長よりご挨拶申し上げます。 

 

（佐藤総合政策部長） 

総合政策部長の佐藤と申します。推進協議会の開会に当たりまして、一言、ご挨拶を申し上

げます。本日は、有識者として、北星学園大学の栗山教授、それから岡田教授、生涯活躍のま

ち推進協議会の芳地事務局長様、ＮＰＯ法人どりーむ・わーくすの水尻理事長様にお越しいた

だいております。大変お忙しい中、しかも、このような時間帯にお集まりいただきまして、心

から感謝申し上げます。 

道では、昨年から新しい総合計画ということで進めておりますが、この中で、これを効果的

に推進するため、「推進協議会」という、この会議を設けておりまして、その時々のテーマを

決めまして、有識者の皆様からご提言をいただくという形で進めているところでございます。

本日のテーマは「北海道らしい地域福祉」ということで、こちらをテーマに開催させていただ

くことといたしました。現在、国で「地域共生社会」の実現に向けた取組が進められておりま

すが、北海道は全国を上回るスピードで少子高齢化が進んでおり、人口減少も全国のトップを

走っている状況にございます。そういった中で、これらの対策が大変重要な課題と考えており

ます。今日は有識者の皆様から、それぞれの立場から、いろいろなお話しを伺って、道政につ

なげていきたいと考えております。まずはご出席いただいたことにお礼を申し上げます。本日

はよろしくお願いいたします。 
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（山本計画推進担当局長） 

本日の会議は、報道関係者を含め公開して開催させていただきます。また、開催結果につき

ましては、後日、道庁のホームページで公開させていただきます。 

次に、本日の会議資料でございますけれども、皆様のお手元の方に、会議次第、配席図、出

席者名簿のほか、会議次第の下の枠内に記載しています資料を配付しております。 

本日の進め方でございますが、次第にございますとおり、この後、有識者の皆様方から本日

のテーマでございます「北海道らしい地域福祉」について、それぞれのお立場から、ご提言を

頂戴できればと思っております。その後、意見交換では、本日、道の関係局長が参っておりま

すので、道の取組ですとか今後の対応などについて若干お話しをさせていただいた後、皆様方

で意見交換をしていただきたいと考えております。このような時間帯でございますので、終わ

りを１９時目処に、１時間半程度で進めさせていただきたいと思いますので、ご協力のほどよ

ろしくお願いいたします。 

それでは進めさせていただきますが、最初に、北星学園大学の岡田教授より、これからの地

域福祉の重要な視点やポイントなどについて、ご提言をお願いします。 

 

（北星学園大学・岡田教授） 

 北星学園大学の岡田と申します。本日は２０分、時間をいただいていますが、本日の資料は

通常９０分で説明している内容です。なぜこのような状態で、本日、全てを資料とさせていた

だいたかというと、２０分でお話しする内容は全体のほんの一部分でして、その前後を汲み取

っていただいて、北海道の地域の中での住民との地域福祉づくり、地域づくりということを考

えていただくために用意しております。私も北海道に住んで１４年ほど経つのですけれども、

この間に道内の１７９市町村の３分の１くらいは回らせていただいて地域の状況を伺いました。

そういった中で、本日の町内会の話は大阪の話ですので、北海道と照らし合わせると、そもそ

も北海道は人口が少ないという地域もありますので、すぐに役立つ訳ではないのですけれども、

いろいろと見ていますと、地域住民が主体的に動き出すというところでは、北海道ではなかな

かできていない、欠けている部分があるのではないか、そういうところが大阪で非常に、住民

主体で動き出している地域がございましたので、そこを紹介させていただこうと思います。 

 今日の狙いというのが、常々色々なところを回って言われるのですが、新たな負担を課せら

れる提案と言いますか、働きかけは非常に困る、町内会の役員さんも民生委員さんも大変だと

いうところで、だからこそ一から作るというのではなくて、既にあるものがつながるだけでで

きるのではないか、つながることでその取組が楽しくなるのではないか、そういう輪の中に、

本当に面白そうだからとか好きだからやりたい、という人がどんどん集まってくるのではない

か、そういったことと合わせて、今までの福祉の感覚だと支援される立場の方はいつも支援を

受けるというような、そういった固定化されたことがあったので、そうではなくて比較的支援
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を受ける機会が増えているけれども、その人もやはり地域の中で支援する側に回れるというよ

うな、そういったことをしないと、支援を拒否する人が出てくる訳です。そういったことから、

相互支援する関係を提案したいと思っています。 

その一つの例が大阪のＮＰＯ法人「榎本地域活動協議会」というところですけれども、大阪

市の鶴見区というところの、本当に一角ですが、ＪＲ学研都市線というのが奈良に通じている

のですけれども、ここに「放出（はなてん）」という駅がありまして、そこがちょうど再開発さ

れてマンションなどが建っているというところです。そこの話なのですけれども、放出の駅前

があり、南側に高層のビル、マンションが建っているという中で、駅の北側、ロータリー側を

おりると古くからの商店街があるところです。周りに川があり、窪んでいるところもあり、過

去に水害があったこともあります。放出駅の北側に銀行があり、商店街がありまして、今日の

舞台となる榎本福祉会館があります。会館の目の前に地域包括福祉支援センターもあります。

この榎本地域ではゆるやかに色々な団体がくっついています。普通の町内会のレベルでは老人

クラブや女性の会、民生委員といった方々がいますが、ここでは、小学校、中学校、高校など

もゆるやかにつながっていて、地域の福祉系、医療系もつながっているし、その中にある視覚

障害者施設もつながっているし、スーパーなどもつながって、ゆるやかに色々なところがつな

がっているところです。ここは２００３年からスタートしましたが、なぜかというと、せんべ

い屋を営む木村さんという方が連合町内会の会長になった時から始まります。最初は、駅前が

再開発されてきれいになったのですけれども、大阪は雪が降りませんから冬場でも自転車で通

勤通学ができます。このため、ものすごく放置自転車が多いので、最初は町内会でそれを中心

に整理をし始めたのですけれども、駅に協力を求めたところ駅舎外なので手を貸せないと言わ

れたらしいのですね。こういった中で、町内会で自転車の整理をしていると、朝置いたところ

に自分の自転車がない、ということになるので、持って行かれない、整理しづらいところに自

転車を置かれてしまい、銀行の周りにまで置かれる状況となってしまいます。そこで、銀行の

支店長と相談したら銀行の駐車場を駐輪場に変えてくれたとか、毎朝、行員さんが町内会と一

緒に自転車整理やゴミ拾いを始め、それを見てＪＲも協力をするようになったとのことで、そ

れが代々の駅長、支店長が替わっても引き継がれているとのことです。今は揃いのジャンバー

やベストを着て活動していますけれども、昔はお金がなかったのですが、今は助成金をいただ

いてこういう形で揃えてやっているということです。こういった形で、活動しているというこ

とが地域住民に見える形で行われています。 

 次に取り組んだのが、商店街も多かったので張り紙とか落書きがたくさんあったので、これ

らもこういった地域の人達がデッキブラシや金ブラシで削るということをやるのですけれども、

これを６ヶ月くらいやったのです。それを見ていた通勤客などが、声をかける人もいればそう

せず通り過ぎる人もいるでしょうけれども、だんだん地域の住民が変わってきたのですね。ど

ういうことかというと、街がきれいになるのですけれども、また張り紙が貼られるとそれを教
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えてくれるとか、或いは剥がしてくれるとか、だんだんと地域の人達の意識が、この街ではそ

ういうことは許さないぞ、と言うふうに変わってくるのですね。そういった形で変化が出てき

ました。そういった形で見える化、見せる形で取り組んでいるものですから、資源回収をやっ

ているのですけれども、月に２回、町内会だけで７，８００世帯分を回収するのですけれども、

年間で３００万円の収益になるそうです。これが自由度のあるお金となります。町内会費とし

て集めたお金とか、行政からの助成金などを使って飲み食いはできませんが、資源回収で集め

たお金はそういったことにも使えるということですね。町内会でやるためには、何かイベント

があった時にはそういった打ち上げなどをしたい訳ですけれども、それが従来の形ではできな

い、そういう中でこういうお金が一部使われているということです。このお金は後ほど説明し

ますが、別の使い道もあります。 

また、この地域が大阪でひったくりの多い地域であるということを前述の木村さんが知って、

３ヶ月間徹底して注意喚起をするとぴたっとひったくりがなくなったそうです。これも町内の

人達がみんな見ている状態で、見える化ということで活動してきたのですが、その後青色防犯

パトロールというものを大阪府で一番にやります。パトロールに使用する車も町内会が自前で

持つということです。 

このほか、大人が子供の通学を見守るということをしており、大体朝の８時くらいなのです

が、そのときに近所の高齢者の方達が椅子を持ち出して、子供が来るまでお互いにおしゃべり

し、子供が来たら挨拶をする訳ですけれども、当初は、大人が子供に対する安全安心を確保す

ることが目的だったのですが、子供が介在することで高齢者の方々が朝８時には必ず着替えて

出てくるということで、一つの生活リズムができあがります。スイッチが入りますので、この

後はそれぞれどこかへ出かけていくことができ、だらだらと家で過ごす訳ではないのですね。 

ふれあい祭りですが、これも重要な役割を果たしていまして、最初は、町内のお祭りになか

なか若い人が来てくれなくなった、そうした時に近くの高校に聞きにいくと、高校生達には自

分たちのクラブ活動を披露する場がないと聞いたことから、木村さんが町内会のお祭りで高校

生の活動を披露する場を設けるとともに、終わったら屋台を手伝ってほしいといったところ、

高校生も学校祭以外で本物の屋台をすることがないからと喜んで手伝ってくれて、普段のお祭

りで焼きそばを焼いたりしている地域の方々が高校生に指南する、といった感じで非常に盛り

上がりを見せています。このほかにも、女子高校生が女の子対象に勾玉づくりの教室を開いた

り、近所に外国人がいるのでインドカレーの店を出したり、よさこいを障がいのある子どもも

一緒にやったり、熊本地震の募金なども行っています。 

私がこの地域に呼ばれたのは、２００４年の新潟県中越地震での調査の結果をこの鶴見区で

話をした時に、うちの町内会でもしてほしいということで通い始めたのですけれども、何があ

ったかというと、その当時、２００５年に、当時の言い方ですが「災害時要支援者リスト」を

作るということで、地域で問題になったのが個人情報保護法との関係です。町内会で既に対象
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となる方のリストは持っていたのですが、それを使えるのかということや、民生委員さんも民

生委員法があるため情報を出せないという状況の中で、回覧板を回したところ７，８００世帯

のうち３００世帯ほどがリストに載せてほしいということになりまして、対象者の方には町内

会が支援者を確保し、支援者の方に訓練の時に物資を届けてもらうなど、見える形で行ってい

ます。今では避難所の開設訓練を小学校の体育館で、お母さん達も一緒になって行っており、

夏場は水難訓練も行っていますし、月一回は会合も行っています。 

「はなてん音楽サロン」もこの町内会の発展に大事な行事でして、町内で音楽会ができない

かということから、引退した方が、趣味が高じて工場をダンスホールに改装して開放してくれ

た、ということがあります。 

また、昨年、先ほど紹介した資源回収による収入３００万円を積み立てて、町内の榎本福祉

会館の２階を改装し、職員を雇い、小規模多機能の施設を開設しました。つまり、町内でやむ

を得ず地域で暮らせなくなった人が、施設に入る、よそに住む子どもに引き取られるというの

は忍びないということで、こういった施設を町内会自ら作ったということです。 

広報活動ということでホームページや通信、チラシを作ったりしていますが、全部、町内会

活動に賛同する、かつてこういうことに携わっていた人達が参画して、買って出てやっており、

かなり立派なものができあがっています。このほか運動会も行っており、ものすごい盛り上が

りを見せています。 

こういった活動拡大のポイントですが、先ほどお話しした音楽サロンの１回目を行った時に、

町内会でいろいろ準備をしたのですが、終わった後に「めっちゃ楽しかった！またやってな～」

ということを言われて、スタッフから、毎回準備するのは大変なのにどうするのか、というこ

とを言われた木村さんが、参加者に対し今後の運営協力をお願いしたところ、その中の２名が、

同じようにやればいいのであれば、こういうイベントは好きだから手伝いますよ、と、おそら

く音楽好きな方達なのでしょうが、好きで協力してくれるようになったということです。その

後音楽サロンは開催５０回を数えているのですけれども、毎回その２人が企画してくれるので

すが、２人に丸投げではなく、町内会で音楽ホールを借り、費用やスタッフの手配などお膳立

てをしてくれるからこそ、その２人が面白がってやってくれるということです。このような経

験が他の催しでも同様にあって、新たな担い手、それまで地域にデビューしていなかった人達

がどんどん入ってきたということです。ポイントとして、「地域の気になることは何でも取り上

げる」ということが町内会レベルでは非常に大切であると思いました。そして、町内会でやる

時でも「できそうなところからやっていく」ということが大事です。町内会で話し合う時も、

いろいろと意見が出る中で、できない理由が出てくるのですけれども、それを踏まえた上で、

できる方法を考えていくというのも非常に模索していたところでした。私が３ヶ月に１回通っ

ていたのですけれども、求められた役割は、最後にコメントをしてほしい、ということでした。

その時に、毎回見ていましたら、最初に手を挙げて発言する人が最後まで自説を延々としゃべ
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り、発言が一回りするのに１時間半くらいかかるのですね。それが、当初はこちらを立てれば

あちらが立たず、という状況の中で、どう対応したらいいかと思っていた人も、見ていきます

と一遍しゃべれば気が済むといった部分もあり、そして、１時間半くらいすると、毎回おなじ

ような人が、「まあまあ」とまとめる役割をしていて、町内会でお互い顔の知ったメンバーでや

るというので、あの人はしゃべらせないとしょうがない、といった感じがあり、みんなが一通

り言いたいことを言って、最後は阿吽の呼吸としか言えないくらい模索をし始め、一歩進むと

いったことがありました。そういったやり方をどんどんしていった、ということです。 

最初にお話しした地域のネットワーク、色々なところがつながっているネットワークですが、

このネットワークの方々が１年に１回でも集まれるのですか、と木村さんに聞いたところ、集

まることはできないので、必要がある時にそこに行く、ということでした。また、このネット

ワークに「防災」や「減災」は関わっているのか聞くと、関わっているとのことでした。どう

いうことかと言うと、大阪の場合は阪神淡路大震災の教訓があり、家がつぶれたりしたことが

あったのですね。ですから、地域の中にフォークリフトを持っている工場があると聞いたら木

村さんが飛び込んでいって、災害が起きた時にはフォークリフトと操作できる人を出してくれ

るように頼んだりして、地域がどんどんつながっていったということです。木村さんは、榎本

地域も最初はどこにでもある町内会だったけれども、１０年かけてここまで育ってきているの

です、ということをおっしゃっていました。 

あとの資料は、「榎本地域活動協議会」のような人が他の地域にもいるのか、とういことを国

の例などで示しているのですけれども、潜在的にはいろいろな地域で担い手になってくださる

人はいらっしゃるのではないかということです。地域には、社会福祉協議会や、私は、コミュ

ニティソーシャルワーカーを是非置いてほしいと思っていますけれども、こういったいろいろ

なコーディネーター役の人が、これからの活躍を求められているということです。とにかく、

地域デビューするようなきっかけをどんどん作っていく必要があるだろうということです。そ

して、４３ページ、子どもをダシにするということも地域の人達が関わりやすいということで、

非常に重要かと思います。そして、ボランティア活動は非常に健康にもいいということがわか

ってきたので、こういったこともうまく使えば地域の人達が健康を兼ねて地域活動をしてくれ

るのではないかということです。そして、地域づくりはやはり、地域社会と命を守る保険のよ

うなものだと、私は感じるようになってきました。ただ、保険をかけたからといって、必ず保

障されるものではないのですけれども、そういうことをしている地域か、そうではない地域か

によると、やはり安心感は違うだろうということです。そして、地域住民がつながるためには、

やっぱり「ゆるく」というのが重要かなと思っています。ゆるく、いろいろな人を受け入れて

いく、地域の取組は煮込み料理のような部分があるのではないか、ということです。 

最後ですが、地域福祉活動はチャーハンづくりというふうに私は思うのですけれども、今日

みたいに大阪の例を聞いて、うちの地域は木村さんみたいな方はいませんとか、商店街があり
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ませんとか、駅がありません、みたいな感じで言われたのですね、過去に。それで困ったなと

思っている時に、チャーハンがそれに当てはまると思ったのですけれども、チャーハンは皆さ

んも家で作ったり食べたりすると思うのですけれども、明日チャーハンを作るからわざわざ具

材を買ってこよう、というよりは、とにかくその時ある物を使って、適当に刻んで、これを入

れたらチャーハンになるんじゃないか、ごまかせるのではないか、味を工夫したらいいんじゃ

ないか、みたいなアイデアを、チャーハンを作るイメージの中で、こんなもの、あんなもの、

というふうにやっていくと、意外と美味しいチャーハンができる。それと同じで、既にある地

域の、あの人とこの人をつなげたら面白いことができるのではないか、といったアイデアをう

まく使えば、それなりに地域の味のものができるのでは、というのが、チャーハン作りの話で

す。 

 

（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございます。時間が無い中で恐縮でございます。 

 続きまして、北星学園大学の栗山教授よりご提言をお願いしたいと思います。私ども北海道

の総合計画は、それぞれの個別の計画と一体的に推進することとしており、現在、個別計画で

ある道の地域福祉支援計画についても策定作業を進めているところですけれども、道の社会福

祉審議会地域福祉支援計画専門分科会長という立場から、策定に向けたポイントなどについて、

ご提言をお願いします。 

 

（北星学園大学・栗山教授） 

北星学園大学の栗山と申します。よろしくお願い致します。 

 先程、岡田教授から、普段９０分の大学講義で話す内容を２０分くらいに圧縮して話された

ので、私も１０分で簡潔に枠組みだけを説明させていただければと思います。 

 今、私は、ご紹介にありましたとおり、北海道の社会福祉審議会・地域福祉支援計画専門分

科会の部会長として取りまとめ役的なことをやらさせていただいております。本日は岡本地域

福祉課長、庄田主幹、淺野主査をはじめ、事務的にこの部分を支えてくださっている方々も参

加くださっております。これからお話するものは、地域福祉支援計画専門分科会が今年 1年間

をかけて最終的な形にしていこうとしているもので、今日お話するまでに 3回ほどこの部分に

ついて、委員のメンバー間で協議をしております。このあとホームページや公聴会等で道民の

皆様からのご意見をいただくという形を踏まえて協議をし、年度末には最終的な報告書を作っ

ていこうという流れになっております。ですから、あくまでも本日ご説明するものは中間的な

考え方です。これで決定というのではなくて、地域福祉支援計画専門分科会において一体何が

話題・議論になっているかということを中心にお話していきたいと思います。 

 現在、この計画自体が北海道総合計画の政策展開の基本方針に基づいていくという前提があ
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るのですけれども、主な施策の体系の、これは今回の大きな柱ということになっております。

理念といたしましては、「安心して心豊かに暮らしていける地域共生社会の実現」という高い目

標を掲げていますけれども、これは北海道に限らず日本全国で共通する課題の一つとなってお

ります。これを更に進めるための施策の柱として３本立てています。まずはこれを目指すため

には、地域福祉を支えるためにどのような「人づくり」をするかという、古くて新しい課題が

ありますし、これを「支え合っていくための基盤、仕組みをどう作っていくのか」という問題、

そして、最終的には「暮らしやすい地域づくり」を実現していくために何が必要なのだろうか、

この三つ巴の捉え方を起点に、具体的に考えていかなければならないのではないのかというこ

とになります。 

 更にこの施策の柱につきましては、１番目の「人づくり」に対しては更に２つの柱、①地域

福祉を担う人材の確保と資質の向上、それから②地域福祉の核となる次世代の育成を挙げ、２

番目の「支え合いの仕組みづくり」に対しては、①希望や自立につなぐセーフティネットの整

備、②福祉サービスにおける基盤整備の促進、③災害時に備えた地域支援体制の構築、④権利

擁護体制の充実。３番目の「暮らしやすい地域づくり」については、①地域福祉計画の推進支

援、②住民主体による支え合いの地域づくり、③ユニバーサルデザインのまちづくり、④他分

野との連携、このような形で更に施策の項目をいくつかのテーマに分けて、検討していこうと

いうことになっています。 

 今、お話したものが、どういうことなのかを以下簡単にご説明申し上げます。 

 施策の柱の１番目の「人づくり」というところですけれども、なぜ人づくりを考えるのかと

いう現実的な課題を考えますと、少子が進み人口が減少し、高齢の方が増えました。少子・高

齢「化」の時代はすでに終焉を迎えようとしています。ですから、少子・高齢「化」というキ

ーワードを盛んに使いますけれども、現実的にはもう「化」ではないのです。この現実を踏ま

えなければならない。そういった場合に、地域福祉を担い支える福祉の専門職を始めとした代

表的な民生委員の方や、児童委員の方や、ボランティア等の地域人材を将来にわたって、どの

ように安定的に確保していくことができるのだろうかということが投げかけられています。 

 また、近年、「多様なニーズ」に応えるというフレーズがよく使われますが、分かりにくいと

いうことがあります。少なくとも「多様なニーズ」に応えるスキルをどう上げていくかという

ことは、分かりにくいながらも、この問題を抜きに人づくりの問題を考えることは難しいとい

うことになっています。そういった場合、「地域福祉を担う人材の確保と資質の向上」のために

は、主に６点、今の段階で整理が必要じゃないかと考えられる項目を挙げています。 

ここでは、時間の関係で６点全てについて説明することは致しませんが、例えば、専門職や

専門職以外の担い手がどのように資質向上に向け、自分達のニーズに応じたスキルアップをい

かにしていくか。そのための各種研修等を充実させていくことは当たり前のことです。もう一

方で、離職の問題というのがあって、とりわけ専門職を巡っては、よくニュースに取り上げら
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れていますけれども、ある程度の資格を持ち、あるいは専門的な知識や技術・技能、価値（倫

理）を持ったとしても、実際、その働くところの状況というのが充分ではなく、そのことが長

期にわたって仕事に就いていけない、離職率も非常に高いということなので、その辺をどう防

止していくか、労働環境をどう整えていくかという問題になります。それから、福祉・介護分

野の求人者に対しての相談・支援や研修の実施、あるいは効果的な人材確保のあり方というこ

とで、実際に就いている人達に対して何ができるか、この辺はセットになっていくのだろうと

思います。更に、潜在的に多数いらっしゃる、過去において従事なさっていた方々に対して、

どのように再就職を促進したり、支援したり、斡旋していくかというような問題があります。

地域で支援を受ける側と従来は支えてこられた方、先ほど岡田教授の話にもありましたが、受

ける側を支える側の方へ、どのように転換することができるのか、地域福祉の取組に主体的に

参画できるということは、参画を促進するためにコーディネートをしていく人材が不可欠じゃ

ないのか、従来は自然発生的にそういった人達が出てくることも多かったのですけれども、近

年はそういったことも望めないといった時に、この問題、課題をどうするのかということにな

ります。若年層をはじめ、第二の人生をこれから迎えられようとしている方々に対して、最近

の流行言葉ではありますけれども、「アクティブシニア」と呼ばれる方達に対し、どうご協力い

ただけるのか、というような問題。あるいは子育てで現在一時的に仕事を離れている方々に対

して、どうご協力いただけるのか、多様な人々を巻き込んでいくための方法を検討していかな

ければなりません。 

施策項目の２番目には、地域福祉の核となる次世代をどう育てていくのかという問題がござ

います。施策の柱の２番目の「仕組み」ですけれども、現状はよく言われているような福祉的・

医療的に課題を抱えている人達に対しどう体制づくりをするのか、あるいは、災害時にどうす

るのか、地域で安心して自立していくことはどういうことなのか、ということを考える。近年、

自立とかセーフティネット、福祉サービスにおける基盤整備ということに併せて、災害時の問

題というのを避けて通ることができませんので、このあたりも充分に考えていかなければなら

ないだろうと思います。権利擁護、これは古くて新しいキーワードですけれども、地域の中に

あって、地域福祉との関係の中で、どのように捉えていかなければならないのか、多くの課題

があるのだろうと思います。 

 最後に施策項目の３番目「暮らしやすい地域づくり」になりますが、現状と課題につきまし

ては、日本全体で考えなければならない共通の地域づくりのテーマを含めた上で、この計画を

平成２９年６月以降、社会福祉法が改正されますので、その部分を含め、市町村も含め、地域

計画をどう推進していくのか、これは今日の共通テーマになるのかもしれませんが、北海道に

おいては小規模の自治体が非常に多いので、人材を育て、確保し、それぞれが単独で取り組む

ことが難しい場合には、どのように市町村を支援、あるいは協力関係が可能なのだろうかとい

うことがあると思います。更に北海道における福祉のまちづくり条例に基づいたユニバーサル
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デザインの考えに沿ったまちづくりは、いったい何なのだろうか、どういうふうに描けるのか

ということになります。地域福祉計画の推進支援や、支え合いの地域づくり、ユニバーサルデ

ザインは、とりわけ他分野との連携をどうするかというところで、これは制度の狭間というの

がいつも問題になります。 

様々な課題を抱える方々に適切な支援ができるためには、保健・医療・福祉は当然のことで

すけれども、雇用、就労、住まい、教育、産業と、福祉以外の他分野の関係計画に基づく施策

との横断的な連携による各種取組の推進を、かなりテコ入れしていかなければならないはずな

ので、この後、具体的にお話をしてくださるお二人は、それぞれ実績がありますので、事例紹

介とあわせて課題提起をしていただけるのではないかと期待しているところです。 

 

（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、生涯活躍のまち推進協議会の芳地事務局長様より、

生涯活躍のまち、日本版ＣＣＲＣの取組や課題などについて、ご提言をお願いいたします。 

 

（生涯活躍のまち推進協議会・芳地事務局長） 

一般社団法人生涯活躍のまち推進協議会事務局長をしております芳地と申します。本日は、

こういうお話の機会をいただき、ありがとうございます。大きく２つお話ししたいと思います。

生涯活躍のまち推進協議会というのがどういう機能を持って、どういう課題を抱えているかと

いうのが１点、本日は北海道総合計画に関する推進協議会ということで、私どもが関わってい

る厚沢部町の事例、その２つを中心にお話しさせていただきたいと思います。 

資料の５ページをお願いします。今週の月曜日ですが、大阪で日本鍼灸師会全国大会という

のがありまして、そこでわたしどもがやっている移住促進センターのブースを出しました。な

ぜ鍼灸師会に、というと、そこの会長と懇意にすることがありまして、今、開業がなかなか難

しいということと、地域包括ケアの、地元住民の方の健康づくりに資する活動をしたいという

方が、私たちが思う以上におりまして、そこの会長に頼んでプレゼンをさせていただきました。

ずっとひっきりなしに相談対応をいただきまして、その中のお一人、大阪で開業されている 

５０代の男性、奥様が薬剤師で、お子様２人、お二人のご両親も大阪にいる方が北海道に行き

たい、という話をしまして、ちょうどそのとき、私ども上士幌のお手伝いもさせていただいて

おりまして、上士幌の話をしたらですね、ぜひ行きたいと、なかなか鍼灸師だけでは生活でき

ないので、彼自身は介護の分野も非常に関心があり、マッサージやスポーツリハビリにも知見

があるので、じゃあ今度行ってみましょうという話をしていました。 

昨日は、私どもがお手伝いしている岡山県の奈義（なぎ）町の方に来ていただいたのですけ

れども、そこでは、移住者で介護福祉士兼俳優という非常にユニークな菅原さんという方がお

話をされました。その方は地元の高齢者に対して、奥様を介護されている方や、老老介護で苦
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労されている方を役者にしちゃうのですね。それで、舞台を作って演劇を見せると。そうする

と、演じている人もそこでストレス解消や自分の経験を伝えられるし、町の方々もそれを見て、

地域包括ケア、介護って何だろうかというのが認識できるということで、その活動を紹介した

ところ、東京にいる若い劇団の女性を２人、私が呼んだのですけれども、すごく共感を持って、

今度、ぜひ見に行きたいというお話をしました。 

なぜこんな話をしているかというと、私たちの協議会が２年前の２０１５年１０月９日に立

ち上がりました。私どもが協議会を立ち上げる年の２月に、当時の石破地方創生大臣が、私ど

もの副会長である株式会社コミュニティネット社長の高橋と、コミュティネットが運営する那

須の「ゆいまーる那須」に来られて話をしました。高橋副会長が何を言ったかというと、「地方

創生、失敗しますよ」というのを第一声に言いました。今までの、日本列島改造論、田園都市

構想、ふるさと創生、旗印をあげて、お金を出したのはいいけれども、じゃあどうなっている

のですか、というような問題提起をして、それがなんで失敗したか、うまくいかなかったとい

うのは、国、自治体、事業者、有識者の連携ができてなかったからだろうと。国と自治体だけ

でもだめですし、有識者会議だけでもなかなか。事業者は、じゃあ誰が事業を行うのか、とい

うところで必ず壁に当たるという問題意識があります。今年度に入りましても、私どもの協議

会では、各自治体の方が相談に来られます。昨年度、生涯活躍のまち構想を作ったのだけれど

も、非常にきれいな報告書ができました。じゃあ、これは誰が実行するのか、いません、どう

しましょう、というところで、多くのところが行き詰まっているというのが現状であります。

これは私ども自身も自己批判しなければいけないところなのですけれど、そういう現状がある

と。そこで、私どもは協議会として、国、自治体、事業者、有識者が集まるネットワークを作

っていこうということで立ち上がったのが協議会でございます。 

資料の６ページです。実際の事業は、先ほど申しました移住促進センターという首都圏から

地方へ人の流れをつくるというセンターと、海外青年協力協会という海外青年協力隊に行かれ

たＯＢ、ＯＧが作っている公益社団法人があるのですけれども、そこのメンバーを地域に送っ

てまちづくりをしていると、そういうかたちでいろいろ関係を作りながら動かしているのが協

議会でございます。 

資料の７ページです。設立発起人をご覧ください。会長が社会福祉法人佛子園の理事長の雄

谷。高知大学の受田先生、大須賀、富永、袖井、高橋と、このメンバーが設立発起人になって

おります。「ゆいま～る那須」に石破大臣が来られたというのは、日本版ＣＣＲＣのモデルにな

ると、高齢者が「ゆいま～る那須」というサービス付き高齢者住宅に移りまして、お互いに仕

事をし、支え合いながら、自立した生活をしていくということが、これ自身は２００９年にオ

ープンしたのですけれども、たまたまそれが、地方創生と合致したというかたちで、モデルと

して、すごく視察やヒアリングが相次ぎました。この一番上の雄谷、社会福祉法人佛子園、ご

存じの方もいらっしゃるかと思いますが、石川県の金沢に「Share 金沢」という障がい者、高
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齢者、あと学生寮や、温泉を掘り、ビール工場を作りと一つのコミュニティを運営している社

会福祉法人なのですけれど、そこでもヒアリングや視察が相次いで、それでは、そこまで求め

られているのであれば、私たちが側面的な地方創生支援をしていこうということで、２０１５

年１０月９日に「生涯活躍のまち推進協議会」が任意団体として発足した次第であります。 

資料の１４ページです。先ほど申し上げましたが、事業化の問題ですね。なかなか事業化が

進まないという時に、私どもは、支援している自治体に地域プロデューサーという名称で人を

送り込んでいます。私は今日、厚沢部に入り込んでいる地域プロデューサーの駒尺という女性

の代理で来ているのですが、基本、住み込みなのですね。住み込んで、地域住民、企業、自治

体、NPO などの方々とヒアリングを重ねながら問題を掘り下げていくということを行っていま

す。「Share金沢」や「ゆいま～る那須」なのですけれども、視察が相次いでおります。中には、

「Share 金沢」を我が町にもぜひ導入したいという首長様もいらっしゃいます。ただ、その時

に申し上げるのは、「それは失敗しますよ」ということです。なぜかというと、どうしても、建

物を見てしまうのですね。非常にすばらしいと。多世代のコミュニティが成り立っていて、お

互い助け合う、そういう形にはなっているのだけれども、反面、これは無理だよねということ

もあるのですね。例えば「Share 金沢」で言いますと、県庁所在地に近いこと、金沢大学が近

いこと、地方銀行が佛子園に対し支援をしていること、そういう要素があって「Share 金沢」

というのが成り立つので、それをそのまま持ってくるのはなかなか難しいのですね。「ゆいま～

る那須」にしても、そもそも、高齢者のためのコミュニティを作ろうというよりも、那須の中

で、別荘がどんどん空き家になっていって、地元の別荘の運営・販売会社から、ちょっと困っ

ている、どうしましょう、と相談を受けたのですね。その時に副会長の高橋が、高齢者が東京

と那須を往復するのは大変だろうから、そうしたら那須に住んでもらえばいいじゃないか、と

言ったのが始まりだったのですね。結果的にはそれが、私たちのもくろみとは外れて、首都圏

にいる高齢者の方々が、「新しいコミュニティを作りたい」ということで、新しく行ったという

ことなので、基本的には、困っていることをどうやって解決するかということが「生涯活躍の

まち」の基本にあるべきなのではないかと、実は、私ども２年間やって、それがようやくわか

ってきたところです。 

移住に関しても、なぜ、先ほど鍼灸師の方のお話をしたかというと、ここ１～２年、日本シ

ングルマザー支援協会というところや、東京シューレというフリースクールの方々とお付き合

いがあります。日本シングルマザー支援協会は地方創生の事業で引っ張りだこですけれども、

首都圏で、子育てと仕事の両立が非常に難しい中で、地方で子育て、子どもを地域で見守って

もらう、そして仕事もする、そういう両立の仕方ができないかということを考えているシング

ルマザーの方、シングルペアレントの方が非常に多いです。ただ、子どもの小学校の学区を変

えることでさえ大きなハードルというような方々もいらっしゃるので、移住なんていうことは

今まで全然頭に無かった。でも、今の流れの中で、意外とハードルが低いと。行ってみてだめ



13 

 

だったら帰ってきたらいいんじゃないか、というようなことへ意識が変わってきて、日本シン

グルマザー支援協会は、すごく今、地方創生事業に関わっています。 

もう一つはフリースクールですけれども、これは引きこもりの方々ですね。移住促進センタ

ーにあるお母さんと１８歳の青年が来て、その青年はほとんど一言もしゃべれない。お母さん

とだけしかしゃべれない。なので、お母さんに通訳していただいたのですけれど、その彼が就

農したいということを３回目の訪問で言ったのですね。実はその時、秋田県の男鹿市に一緒に

行き、そこでは成り立たなかったのですけれども、今、フリースクールを自主的に卒業して、

地域ボランティア活動をして、いつか就農しよう、というように、首都圏で生きづらさを抱え

ていたり、難しい人たちのニーズをどうやって汲み取り、地域で生活できるか、そこが移住の

まず第一歩、ポイントなんじゃないかということは思っております。それは私たちが２年前に

移住促進センターを始めた当初はわかりませんでした。どうしても移住となると、自治体の方々

が、こういうものを見せたい、こういう良いものがありますよ、こんなすばらしいものがあり

ますよ、ぜひどうぞ、というのと、実際に移住を考えている方が思っていること、仕事はどう

なのか、ケアはどうなのかというところのミスマッチがある、というのが最近わかりました。

私どもの移住促進センターも、今６カ所の自治体とやっているのですけれども、あくまでも移

住を希望する方のニーズを汲んで動いていきましょう、ということでやっている次第です。 

資料の４０ページです。これは「ゆいま～る厚沢部」です。「ゆいま～る厚沢部」は、２００

９年にコミュニティネットが厚沢部町と連携して作った介護付き有料老人ホームになります。

「ゆいま～る厚沢部」は介護付き有料老人ホームですが、先ほど申し上げた副会長の高橋がス

タッフに何を言っているかというと、君たちは入居者にサービスはするな、入居者にサービス

をしてもらえ、入居者を働かせろと。なるべく自分のできることは自分でしてもらう。スタッ

フのスキルはもちろん求められます。サポートしながら、入居者に自分でできることはやって

もらうことで、半年間で介護度が低下したのですね。介護度低下で大体、月々５５万円、年間

６６０万円の費用低下になりました。これは、設立するとき、厚沢部町から補助金１億円をい

ただいたのですけれども、これを町長には投資ですよと、１５年で回収できるというふうに結

果的になりました。今後、介護保険がこの状況で、どうしても介護保険に頼る事業者がかなり

倒産するなど厳しい条件の中で、今後は介護度の低下をどうやってインセンティブにするか、

というのを国に働きかける必要があるのではないか、と思っています。「ゆいま～る厚沢部」と

いうのは町役場の目の前ですけれども、今後、上里地区で新しくコミュニティをつくる取組を

しようとしています。中心にある「ゆいま～る」は介護付き有料老人ホームですけれども、上

里の方は自立型のサ高住をつくり、ここにサ高住とともに、町の交流センター、お試し住宅を

つくることで、新たにコミュニティをつくっていきたいというふうに思っています。 

資料の４７ページです。給食センター、認定こども園、雇用の創出、介護専門学校、サ高住

と、この６つの柱をうまく組み合わせてやっていこうと思っているのですけれども、民間企業
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の方にも参入をいただいております。今、ミキハウス子ども総研が入って、ミキハウスの認定

制度というのがあるのですね。子育てに非常に良い環境である市町村をミキハウスで認定する

と。そうすると、ミキハウスが出している会報誌に問い合わせがあったり、ぜひ厚沢部に見に

行きたいというお申し込み等もいただいています。また、介護専門学校の方は、外国人技能実

習制度、今までは安いコストで外国人を使うという傾向がなきにしもあらずだったものを、き

ちんと介護専門職として養成していきたいというふうに思っております。 

資料の４８ページです。課題ですね。これは厚沢部の課題でもあり、私どもの課題でもある

のですけれども、地域包括ケアをトータルで進めること、病院の再生や、給食センター、子育

て支援、機能別の連携、住民参加とここに書いてあるところなのですけれども、一つだけ申し

上げれば、今、空き家が８２０万戸ある中で、新たな施設を作らなくて済むようなまちづくり

をしよう、ということをやっています。特養待機者ゼロにするために、もう特養をつくること

をやめてしまおうと。そうすると待機者がいなくなるよと。それは町全体で見られるようなケ

アの仕組みを作っていかなければならないということで、既にある空き家を資源として活用し

ながら、町全体で２４時間３６５日の見守り機能を持ったまちづくりをしていくというのが課

題になると。そこで最初に申し上げました、それをどうやって事業化するかというので、今、

まち・ひと・しごと創生本部と民間企業で勉強会を先月から始めました。民間企業はどうして

も自治体に入っていけない、自治体も一民間企業との関係というのは難しいのですが、そのハ

ードルをうまく越えることを、私どもが受け皿となってお互いにビジネスの種を探しましょう、

ということで、先月から始まっています。今後、行き詰まっている「生涯活躍のまち構想」に

おいて、どうやって儲かる仕組みをつくるか、というのが私どもの課題となっています。 

 

（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、ＮＰＯ法人どりーむ・わーくすの水尻理事長様より、

農福連携について、ご提言をお願いいたします。 

 

（ＮＰＯ法人どりーむ・わーくす・水尻理事長） 

余市町で農福連携の取組を進めております「どりーむ・わーくす」の水尻と申します。よろ

しくお願いします。非常に簡単な資料だけを作ってきましたので、資料にないことをしゃべる

ことが多いかもしれませんが、お許しください。 

最初に私が農福連携に取り組んでいるモチベーションの話をさせていただきますと、私の長

男が障がいを持っています。当然親の私が先に死にますので、息子の状況を心配せず安心して

死にたい、ということで、ずっと会社員だったのですが、余市町の農家の息子でもありました

ので、農業を、障がいを持った子たちの自立のために使えないかということを考え、今の事業

を始めています。 
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農福連携の意義として私が考えているのは、先日の朝日新聞の記事を読んでいただいたかも

しれませんが、そこの締めにありますように、「障がいのある人が農作業を通じて価値を生み出

し、その対価として得た収入で自立した生活につなげること」だと私は思っています。法人自

体の設立の目的は、これは定款に書いているのですが、「障がい者及びその家族・関係者と地域

住民に対して、自立継続支援及び協働に関する事業により、障がい者の尊厳を保持しつつ生き

がいのある自立した生活の実現、並びに、地域の活性化に寄与すること」と、非常に面倒くさ

い言葉で書いてありますけれど、７年間農福連携に向けた取組をしてきました。そこから本日

言いたいことは３点です。１点目は、農福連携は農業と福祉を繋げることだけではなくて、地

域の活性化及び地域を再生するための活動だということ。２点目は、その農福連携を推進する

ための課題とその解決策。３点目は、農福連携による地域活性化の近未来像です。この３点の

話をさせていただきたいと思います。 

資料の３ページ、ここは実際に私がやってきたことです。７年前に余市に戻り就農しました。

当時の私の実家はブドウと米を中心とした農家でした。そこに戻って農福連携をしようという

ことで、農業を始めたのですが、米とブドウだけでは農福連携は難しいという結論を得まして、

４年前、新たな作物として調理用のトマト、クッキングトマトの導入を行いました。そこから

４年間、ここに、障がいを持った子たちに収穫等の手伝いに来ていただいています。実際に平

成２７年度と２８年度で、トマト畑に来てくれた障がい者は施設外就労という形で工賃を払う

形式が、各年度でおよそ延べ１００人。それから、収穫体験という形で、障がい者及びその家

族・施設スタッフ含めてですけれども、来てくれたのがだいたい２００人、合計で１年間、障

がい者本人及びその家族・関係者も含め３００人くらいに調理用トマト畑で農作業をしていた

だいています。ただ、今日お話ししたいのは、これまで何をやってきたかではなく、やってき

たことから見えてきた、これから、です。 

資料の４ページ、先ほど最初に言いましたけれども、本日の１点目、農福連携は農業と福祉

だけでなく、地域創生とか地域活性化に繋がるという話をしたのは、この表です。障がいを持

った子たちは、今は少し増えてきていますけれど、働く場所を探しています。特に７年前はな

かなか働く場所がない状況でした。左にある課題ですね、働く場所の不足。それから、就労継

続支援Ｂ型という障がいを持った子たちが一番利用している施設でいうと、月間１００時間く

らいの作業をして、彼らの得る工賃は厚生労働省の発表で月だいたい１５，０００円。なので、

時給換算して１５０円程度です。 

一方で生産者の状況はというと、余市は果樹中心の町ですが、果樹生産というのは手作業が

多いです。そこに高齢化と人手不足、後継者がいないということで生産者は農業を続けていか

ない、いけないという状況になってきています。それで何が起こるかというと当然遊休農地が

出る可能性が高まります。遊休農地が出るということは、ＪＡで資材が売れない、農業関連の

取扱が少なくなるということになる。すると当然ＪＡが立ち行かなくなる。小さな町ですとＪ
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Ａは非常に大きな企業体ですよね、遊休農地が増えて農業が潰れていくと、例えば余市町もそ

うですが、一次産業を中心とした町は財政が厳しくなる。これをどうにかしなければいけない

というのが一次産業を中心としたどこの町も抱えている課題だと思いますが、それを解決する

一つの方策が農福連携だと考えています。 

資料に書いてあるとおりですが、障がい者にとっては働く場を得られる。生産者にとっては

彼らを戦力化できれば人手が得られる。農地を維持できれば、ＪＡは資材販売や農産物の取扱

もそのままなので、当然維持できる。地域農業できちんと収入があれば、町の財政を支えられ

るという形になります。 

じゃあ、そんな農福連携を実際に推進していくに当たって一番大事なことは何か。それが本

日の２点目です。それはマッチングのできる、「農福連携推進コーディネーター」が必要だとい

うことです。これについては、実は農林水産省が平成２９年度に初めて農福連携を対象とした

交付金事業を立ち上げていて、そのうちの一つが福祉農園の開設ですが、もう一つの柱として、

ここに書きました「農福連携支援事業」というのがあります。これが各地域で農福連携のコー

ディネーターを育成するために農林水産省が交付金を出しますという事業です。 

じゃあ、実際に農福連携コーディネーターは何をやるか、というと、障がいのある人からコ

ーディネーターが要望を聞いたり、依頼を聞いたり、障がいについての認識をしたりする。こ

れは非常にわかりやすい話ですよね。 

一方でコーディネーターは障がい者と農作業のマッチングを行わなければなりません。例え

ば、最初にブドウと米では農福連携は成り立ちづらいという話をしましたが、農作業を分類し

ます。私の場合は、「障がいを持った子がそのままできる」、「ある条件を付加したり環境を整え

ればできる」、「障がいを持った子には残念ながら任せられない」、この３つにまず大きく分類し

ています。その結果、例えば、果樹の場合ハサミを使います。ハサミを使う場合、一般人でも

そうですが、指を切るという可能性がありますので、任せられない、ということになるかもし

れませんが、それではダメなのです。では、どうするかというと、指を切らないハサミを探し

ます。実際あります。３歳児、４歳児が初めてハサミを使う時に、トレーニング用に使うハサ

ミです。これを実際に農作業に使えるかどうかを試し、障がいを持った子たちが使えるかどう

かを試す。実際やりました。使えます。こうしたマッチングもやらなければならない。 

それから、栽培作物のマッチングです。ブドウと米でできなかったらどうする、と考えてク

ッキングトマト、調理用トマトをやっていますけれど、北海道の場合はどうしても冬がありま

す。農作業は春から秋にかけての収穫までで外の作業は終わります。１年間の雇用を作るため

には、冬期間をどうにかしなければということがあります。そのために私の中では３つのルー

ルがあります。１つは、必ず手作業があって、障がいを持った子たちの仕事が発生すること。

２つめは、栽培管理が楽なこと。そして３つめ、加工特性が高いことです。要は、取って終わ

り、販売して終わりではなく、６次化と言っていいのか農商工連携と言っていいのか、という



17 

 

のはありますが、加工品が作れて、それが冬場の仕事に結びつくこと。例えば調理用トマト。

トマトというのは非常に加工特性が高くて、トマトソースにしたり、トマトジュースにしたり、

色々なものに使えます。それから、かぼちゃも作っているのですが、ちょっと変わったかぼち

ゃなんですけれど、かぼちゃというのは非常に加工特性が高くて、スープであったり、私の作

っているかぼちゃは糖度が２０度くらいあるのでスイーツに使えます。実際に知り合いのパテ

ィシエが、かぼちゃのモンブランを作って販売をしています。マーケットとのマッチングとい

うのは、売れないものを作ってもしょうがない。要は、販売して売り上げが成り立って初めて

障がい者の工賃になりますので、マーケットで何が売れるのか、どうやったら売れるのかを考

えることです。今年から札幌市内で飲食店と組んでマルシェを始めているのですが、売れるも

の、売る場所を作る、ということがコーディネーターには必要になります。 

更には、ＪＡ、それから地域の農家を含めて、障がいを持った子たちが働く場所をどうする

のか、ということを繋がなければなりませんし、一人ではできないことなので、当然、地域の

各福祉事業者と手を結んで連携をしながら進める。これら全てのマッチングをやるのがコーデ

ィネーターの役割になります。こういった人間が地域に一人でいいです。一人育成するだけで、

農福連携はその地域の中で必ず進みます。そう断言してもいいです。 

農福連携自体は大きく分けて２つあります。農業者が中心となって農福連携を進めるパター

ンと、福祉事業者が農業者に働きかけて農福連携を進めるパターンです。私の場合は農業者と

して農福連携を進めていますので、地域の農業者との話は非常にしやすいです。朝日新聞に紹

介記事が出てからまだ１０日ほどですが、地域の農家やその息子さんや娘さんから、将来のこ

とを考えているのだけれど、どうしたらいいか、という相談がきています。そこで、コーディ

ネーターが動くわけです。その農家さんの農地を見ながら、どういうことができるか考えてい

く、ということになります。 

では、コーディネーターを育てると将来、地域はどうなっていくのか、というのが最後のペ

ージです。本日の３点目です。近未来像と書きましたけれども、必ず、こういうふうになると

考えています。コーディネーターを育て、その方を中心に地域の行政も加わり農福連携推進協

議会を立ち上げてほしい。これは農水省の交付金を受ける、採択されるための条件でもありま

す。ここを中心にして、地域農家との連携で就労機会を拡大していき、さっき加工特性という

話をしましたけれど、地域で６次化もしくは農商工連携することで、農福だけではなくて農福

商工連携、これがなります。これができると、推進協議会を一般社団とか株式会社に変えます。

そこで障がい者を雇用します。個別の農業者が障がい者を雇用するのは非常に難しいです。で

も、こういう形で一般社団や株式会社を地域に作って障がい者を雇用して、人材派遣と同じよ

うに各農家とのマッチングをしながら、障がい者を戦力化して支えることができます。そうす

ると法人として運営できます。そうすると当然ですが、工賃アップとか賃金アップができます

ので、最初に言っていた、障がい者の自立の可能性が高まります。これができると、その次で
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すけれど、就労継続支援ＡとかＢとか就労移行支援とか言っていますけれど、これが一つの地

域にありますと、障がい者の能力や成長に合わせて、どこでどういう作業をして、というのが

その地域でいろいろと選択できるようになります。これができていくと、さらに、農福連携か

ら農福商工、さらにはグリーンツーリズムという観光、地域のサービス業、地域の教育機関と

の連携を含めて、地域活性化が必ずできます。これをやっていけば、高齢者も、障がい者も、

若者も、子どもも共生する形で、地域を作っていくことができると考えています。もちろん、

高齢化した農家の農地を活用して、農家の老後の暮らしを支えるための仕組みというのも考え

ています。さっきのご相談に対しては、それをしていくということで動いています。 

 

（山本計画推進担当局長） 

ありがとうございました。続きまして、意見交換に入らせていただきます。 

まず、地域福祉支援計画などについて、京谷福祉局長よりお願いいたします。 

 

（京谷福祉局長） 

保健福祉部の京谷でございます。本日はどうぞよろしくお願いいたします。お手元に資料を

お配りしておりますが、私ども保健福祉部では、先ほど栗山先生からご説明をいただいた北海

道地域福祉支援計画の他に、医療計画、障がい福祉計画など、所管する１７の計画を今年度見

直し、または新規策定をすることになっております。見直しに当たっては、推進本部が所管し

ております北海道総合計画の政策展開に沿って、現在作業を進めております。こうした中で本

日は貴重なご意見・ご提言をいただき大変ありがたい、と思っている次第です。 

私の方からは、現在、我々が取り組んでおります共生型の地域福祉拠点について紹介したい

と思います。資料ですが、こちらは当別町にあります「ゆうゆう」という社会福祉法人の取組

です。こちらは先日も厚生労働省の蒲原事務次官が視察に見えるなど、全国的にも先駆的であ

りまして、本日お集まりの皆さまの中にはすでによくご存じの方もいらっしゃいますけれども、

概要のみ説明させていただきます。 

資料をめくっていただき、図をご覧ください。真ん中にあるのが拠点ということで、当別町

の場合は「ぺこぺこのはたけ」というレストランで障がい者の就労施設です。ここを活動の拠

点として、基幹産業である農業を通じて、あらゆる地域住民が集い、交流する場、そのことが

地産地消を進め、経済も活性化する、ということでございます。 

次のページ、活動拠点「ぺこぺこのはたけ」の外観です。次がレストランの内部、隣接して

おりますコミュニティ農園で採れた野菜を使っておりまして、障がいのある方が調理とか接客

を担当しております。次が子どもの居場所づくり、ということで、このレストラン内で料理教

室をやっている様子です。教えているのがレストランのシェフで有名なホテルにいらっしゃっ

た方とお聞きしています。 
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次に、このレストランで出している野菜を誰がつくっているか、ということですが、コミュ

ニティ農園で作業している９２歳のおばあさん、要介護２で認知症があり、幻視などの症状も

出ていましたが、先ほど先生の話でもありましたが、畑で作業をするようになってからは改善

が見られるようになってきた、ということです。 

この他、最後のページにあるように、障がい者の就労の場ですとか、子育て支援拠点、介護

予防ですとかレスパイトサービスなどのボランティアの活動拠点、若い世代を巻き込んだイベ

ント交流の場として利用されておりまして、この拠点を中心として実に様々な活動が広がって

きております。 

我々は道内のどこの地域でもこうした取組が進むように、と考えておりまして、市町村です

とか社会福祉法人、企業向けの普及セミナーを開催しているほか、拠点の立ち上げ経費に対す

る助成ですとか、あるいは施設整備補助などの支援を行っておりまして、平成２８年度の時点

で、道内１４７市町村で、濃淡はありますが、こうした共生型の地域福祉拠点が整備されてい

る、という状況でございます。今後、全市町村での実施を目指す、というのはもちろんですが、

さらに多くの住民の方々の参加、地元との連携強化、中身のレベルアップ、それから先ほどか

ら人材の話がご提言されておりますが、こうした活動をコーディネートする人材の育成といっ

た所が課題であると考えておりまして、現在、策定作業中の道の地域福祉支援計画にも、共生

型地域福祉拠点の充実方策などについて盛り込む予定としてございます。 

また、共生型の取組は当然、保健福祉部だけでは足りませんで、ＣＣＲＣですとか農福連携

なども含めて、幅広い分野の皆様方と一緒になって、住み慣れた地域で誰もが楽しく、生きが

いを持って、そして、支え合いながら暮らせるように、ということで進めてまいりたいと思っ

ておりますので、引き続き、ご支援とご協力をお願いしたいと思います。 

 

（山本計画推進担当局長） 

ありがとうございます。続きまして、北海道版ＣＣＲＣについて、北村地域創生局長、お願

いいたします。 

 

（北村地域創生局長） 

地域創生局長の北村でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

私からは北海道の「生涯活躍のまち」、ＣＣＲＣにつきまして、道の取組についてお話させて

いただきます。配布資料１枚ものをお配りしていますが、一番上の概要に記載しているとおり、

道では、一昨年の１０月に北海道創生総合戦略を策定しまして、その中で「生涯活躍のまち」、

「日本版ＣＣＲＣ」構想を地域展開する、ということを位置づけておりまして、この構想を推

進する市町村を後押ししていくことにより、本道への移住・定住につなげていく、という取組

を進めております。 
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次の、その下の道の具体的な取組ですが、平成２８年度の事業を記載していますが、今年３

月、北海道らしい取組を進めるため「北海道版「生涯活躍のまち」に関する取組指針」を策定

しておりまして、それと並行して市町村の取組への助言を行うコーディネーターを配置したり、

構想に関する理解促進を図るために相談会、意見交換会、シンポジウムを開催してきておりま

す。また、この取組指針では、道が考えております「生涯活躍のまち」のめざす姿、北海道ら

しい取組の視点の他に、市町村へ分かりやすいように、推進にあたって検討すべき項目を記載

したものでございます。今後はこの指針に基づきまして市町村を支援していくということにな

りますけれども、その取組の１つとして、市町村のネットワーク化を今年度行っております。

今年７月にそのネットワークを設立したところで、現在５９の市町村の参画を得ているところ

でございます。 

この他、今年度の取組といたしましては、移住施策と一体となった戦略的な情報発信を行う

というもので、すでに東京で設置しております「北海道ふるさと移住定住推進センター」での

情報提供ですとか、首都圏でのＰＲに参画しながら「生涯活躍のまち」の取組を周知してまい

る予定となっております。 

先ほども、芳地事務局長から厚沢部町の取組について具体的なお話がございました。我々は

道内の市町村の取組状況を調査していますが、資料にもありますが、今年の５月に道が調査し

たところによりますと、４４の市町村で「生涯活躍のまち」の推進の意向がありまして、この

うち１５の市町村で「生涯活躍のまち」に係る基本計画または構想の策定をしている、という

ことで報告を受けてございます。厚沢部町ではまだ構想は策定していませんけれども、構想の

有無に関わらず、既に２００９年からコミュニティネットさんと共同して取組を進めています

ので、鷹栖町もそうですが、この構想を策定していなくても先進的に取組を進めている所がご

ざいます。我々はこの構想の策定についてお願いはしていますが、決して強制ではなくて、で

きる所からやっていただく、ということで考えております。 

今後、道としての取組でございますが、全ての市町村で「生涯活躍のまち」を推進できる状

況ではない、と考えておりますけれども、取組を推進する市町村についてはこれからも積極的

に支援してまいりたいと考えております。また、道内事例だけに限らず、芳地事務局長より伺

った道外の事例なども道の取組の参考とさせていただきたいと考えています。 

 

 

（山本計画推進担当局長） 

ありがとうございます。続きまして、農福連携に関し、渡邉農業経営局長、お願いいたします。 

 

（渡邉農業経営局長） 

農業経営局長の渡邉でございます。本日は貴重なお話をお聞かせいただき、ありがとうござ
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いました。農福連携に関する道の取組について、簡単にご説明させていただきます。 

資料の１ページ、我々農政部としては、本道農業をめぐる状況、非常に厳しくなってきてご

ざいます。農家戸数の減少、高齢化が進展してきている中で、農業の活性化を図っていかなけ

ればいけない、そのような中で担い手の育成・確保等も非常に重要となってきております。そ

のような中、農福連携につきましては農業面・福祉面の双方に非常にメリットが大きい取組で

ありますし、本日、水尻理事長からお話がありましたように、農業で申し上げれば担い手の育

成・確保を通じて、農業の活性化、それがひいては農村地域の活性化と社会貢献にもつながる、

というふうに我々も考えており、農福連携の取組というのは非常に重要なものと考えていると

ころでございます。道としても、関係部局が連携して、これまで農福連携に取り組んでまいり

ましたが、本日は、農政部のほうで農業側へのアプローチを通じた農福連携の取組を今年度か

ら開始をしておりますので、その内容についてご説明したいと思います。 

２ページになりますが、農政部では本年度から、農業経営における障がい者雇用推進事業と

いうものを立ち上げて、農業側へのアプローチを通じた農福連携に着手したところでございま

す。内容としては２点ございます。１つ目は、障がい者就労に関する理解醸成を図っていく、

ということでございます。それぞれの地域で既に、水尻理事長を含め先進的に取り組まれてい

る方がいらっしゃる中で、我々としては、農福連携がどういうものなのか、という理解醸成を

図っていく、裾野を広げていく、という取組を行っていくこととしています。具体的には、障

がいのある方の雇用に関して、農業関係者の知識や理解を深めていくため、福祉の関係者との

交流機会の場の創出ですとかセミナーの開催、また農業者の実践施設見学や体験会の実施とい

ったところを、今年度より振興局レベルでやっていきたいと考えております。２点目として、

具体的に農福連携のマッチングにつながる取組として、特別支援学校に対する就農促進を図っ

ていきたいということで、特別支援学校の卒業予定者の方々に就農促進を図るため、農業法人

等への橋渡しを支援することで具体的なマッチングにつながる形にしたい、と考えております。 

次のページですが、農業分野の関係で農福連携を推進していくということで、行政側も含め、

なかなか充分な知識がない部分もございます。そのようなことで、こうした連携会議を立ち上

げまして、国の機関、農協中央会、ホクレン、道の関係部局に参集いただいて、各種制度の紹

介や先進事例の共有を図っていくという形で会議を立ち上げております。 

このような中で、本日、水尻理事長から様々なご提言をいただきました。実際に取組をされ

てから数年経っていらっしゃるということで、農政部としての取組は今年度からということで、

現場の取組が極めて先行されていて、まさに具体的な知見は現場にあるのだろう、と考えてお

ります。今日お話のあった、本当に具体的な取組とこれまでの課題、今後どうしていくべきな

のか、ということをご提言いただきました。それと、我々が取り組む裾野を広げる具体的なマ

ッチング、そうした中で、取組を進めていく上でどういったことができるのか、ということを

我々も考えていきたい、と考えております。 
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（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございます。だいぶ時間も押しておりますが、有識者の皆様から、一言頂戴でき

ればと思いますが、まず岡田先生からお願いいたします。 

 

（北星学園大学・岡田教授） 

今日の私の話で、どこの地域でも榎本のようにできる訳ではないということははっきりして

おりますので、ただ、どの地域でも潜在的に能力、我々はストレングスと呼んでいますが、そ

ういった強さを持っているはずなので、それに気付いて、それに上手く働きかけて人をつなぐ

という、やはりこちらでもコーディネーターの存在が相当必要なんですね。それも単なる素人

がコーディネーター役ということではなく、専門的な教育とかトレーニングを積んだようなコ

ーディネーターが必要、それが今、全国的にはコミュニティソーシャルワーカーという人が福

祉の場合ではちょうどあてはまるのかと思います。ただ、北海道ではどこの市町村にも配置さ

れておりません。全国的には配置されており、格差がある訳ですけれども、そういったものを

北海道でも早く配置できるような体制づくりをしていただきたい、というのを私からの最後の

話とさせていただきます。 

 

（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございました。続きまして、芳地様、お願いいたします。 

 

（生涯活躍のまち推進協議会・芳地事務局長） 

今まで私ども、コミュニティづくりということで、手間暇かけてやってきた訳ですけれども、

次の段階として、札幌でもそうなのですが、雇用促進住宅やＵＲの団地を、どうやって分散型

のサ高住にして、入居者を増やしていくか、ということを今後目指さなくてはいけない、と考

えております。本日、水尻理事長のお話はすごく参考になったのですけれども、事例紹介した

「Share 金沢」にしても、高齢者事業と障がい者福祉を、そこのコアな部分で、例えば分散型

の団地の中の集会所などで、例えば障がい者就労継続支援を組み合わせて、経営的に成り立た

せていく、というのがこれからの課題と思っております。見た目はまったく今までどおりの団

地でも、実際に中の生活、ソフトの部分というのはコミュニティ、地域づくりが進んでいる、

というような形で、これから第２段階として進めていきたい、と思っております。 

 

（山本計画推進担当局長） 

 ありがとうございます。水尻様、お願いいたします。 
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（ＮＰＯ法人どりーむ・わーくす・水尻理事長） 

最後に言わせていただくと、私がやっている農福連携の動き自体は、どこの市町村でも必ず

できます。私がやっていることは全然、難しいことではない、ということだけお話させていた

だきます。取り組みさえすれば必ずできると、実際にやってみて確信していますので、ぜひ多

くの地域で進めていただきたいと思います。本日はありがとうございました。 

 

（山本計画推進担当局長） 

ありがとうございます。最後に栗山先生、お願いいたします。 

 

（北星学園大学・栗山教授） 

今日、お話いただいていることの総論も各論も含めてですが、まさに現代的な課題は全国共

通でもあり、北海道ならではの課題という所にもう少し焦点をあてるには、今日の限られた時

間の中では難しかった訳ですが、本当は、もっと北海道ならでは、という所を中心に話をすべ

きであったと思っています。そうはいっても、やはり全体的な動向というものを踏まえながら

やらざるを得ない、ということも現実なので、この辺がきちんと議論されていくことが必要だ

と思います。 

冒頭で言い忘れたのですが、北海道総合計画という非常に大きな上位計画があって、なおか

つ、関連の計画の中に医療計画とか高齢者福祉計画、介護の計画なども含まれていて、従来は

それぞれの柱立ての中で、バラバラに計画期間を持ってやっていました。今回、そこについて

は平成３０年から合わせられるものは合わせていこうと、その場合、全部の足並みは揃えられ

ないけれども、６年くらいを目途に考えていこう、という共通の認識ができはじめております。

このことは、単純に計画は何年がいいのか、というのは決めにくい所もありますけれども、や

はりアセスメントに基づく全体の計画の整合性であるとか、実施をしていく実質的な内容につ

いて、どのように評価・検証していくのか、ということはとても大切なことになっています。

その結果に予算がつき、あるいは人がつき、具体的な方向性というのが見出されていくのだろ

うと思っていますので、ある意味では今回非常に大きなチャンスといいますか、改めて全体を

見直し、それぞれの繋がりを有機的にどう考えていくのか、ということになるだろうと。 

ですから、北海道総合計画推進本部・推進協議会が縦割り的なものをもう少し緩やかに横割

りとして機能させていく、それぞれのテーマを実現させていくための良い契機になっていけば

いいのではないか、と思っております。 

 

（山本計画推進担当局長） 

ありがとうございました。予定時間を過ぎておりますが、最後に、総合政策部長の佐藤より、

ご挨拶申し上げます。 
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（佐藤総合政策部長） 

会議全体を通して、時間がなく申し訳ございません。今のご説明をお聞きする中で、私もも

っと深く聞きたい部分が多々ございました。この時間でこのテーマ、本来なら、お一人の方に

今くらいの時間をかけて聞かなければならないような話を、ちょっと端折りすぎたという感じ

がいたします。ただ、なるほどこういう進め方があるのか、というさわりの部分には少なくと

も触れることができた、と思っておりまして、今、ここにいるメンバーもそうですけれども、

そういったことを、これからいろいろな施策に反映させる際に、今日の皆さま方のお知恵を借

りたりするきっかけにはなったかな、と思います。 

やはり、共通して言える部分に、核になる人間、コーディネーターという事があり、そこに

は人材育成というものが必ず付いていくのであろうと。では道の役割とは何なのか、と思いな

がら聞いていた時、そういったコーディネーターを育成していく、それこそが我々の役目なの

かな、と思いながら、これをどう政策に活かしていくかは、よくよく考えながら、と感じた次

第です。 

最後になりますが、短い時間、しかも夜になるまでお付き合いをいただき、これを無駄にす

る訳にはいかないと思いますので、貴重なご意見、様々な点を持ち帰りまして、いろいろと反

映させていきたいと考えております。本日は誠にありがとうございました。 

 

（山本計画推進担当局長） 

以上をもちまして、平成２９年度北海道総合計画推進本部・推進協議会を閉会いたします。

ありがとうございました。 


