
1 
 

第４回 滋賀の地域円卓会議 結果概要 

■日  時：平成 26年 10 月 31 日（金） 13:00～16:20 

■場  所：（前半）特定非営利活動法人 集
つどい

（滋賀県長浜市常喜町 874 番地２） 

     （後半）長浜ドーム会議室Ａ（長浜市田村町 1411 番地１）  

■出  席：深尾昌峰氏（途中退席）、山口美知子氏、谷口郁美氏、舩越英之氏、 

遠藤恵子氏、沖野宏文氏 

（話題提供：特定非営利活動法人 集
つどい

 理事長 川村 美津子氏、 

                  副理事長 竹岡 幸子氏 

                    理事 山本 智子氏） 

（事務局：県民活動生活課 寺本・伊藤・吉村） 

■欠 席：北田真規氏、西村勇哉氏 

■内容：現地視察（特定非営利活動法人 集） 

意見交換会（長浜ドーム会議室Ａ） 

 

（前半）現地視察の様子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

つどい庵にて～空き家を改修した事業所で自己紹介～         きんたろう村農園(つどい農園)～元々は耕作放棄地だった～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

農園で収穫した大豆～手作り味噌の原料となる～           農園で採れた芋を試食～手作り移動式石釜での焼き芋は絶品～ 
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（後半）意見交換会 

◯事例紹介～特定非営利活動法人 集
つどい

 理事長 川村 美津子氏より話題提供～ 

 前半の現地研修では長浜市西黒田地区を一部でも触れていただけたのではないかと思う。 

 

 私は元々福祉関係の職業ではなかった。銀行員を経て主婦をし、自営の酒屋をやってい

たが、たまたま福祉に御縁をいただき現在の仕事をしている。 

 

 西黒田は元々長浜市でも歴史的に地域づくりが盛んだった地域で、長浜市の東南部に位

置し 11 の集落が点在している。市内の他の地区と比較しても非常に小さい地域で、きんた

ろうの出生地伝説など民話の里みたいなところ。高齢化率は今年で 30％を超え、今後も上

昇が予想される。地域に生まれた子ども達が市街地に住居を構えることが増えてきている

のが危惧するところ。人情の厚い地域で、地域の色んな人に助けられている。 

平成 11 年頃から「きんたろうの里」としてのまちづくりは活発になってきており、きん

たろうサミットの開催や連合自治会での活動も活発。また、ボランティアの意識も高く、

住民の介護予防に対する思いも非常に高いものがある。 

 

 我々集
つどい

は平成 23 年３月にケアプラン事業と、同時に農園事業もスタートした。10 月に

空き家を「つどい庵」として改修してデイサービス事業と託児託老事業を開始し、今は地

域の拠点づくりをしている。関わった利用者は、居宅介護支援で 3,200 名を超え、通所介

護・デイサービス事業は 8,092 名、介護予防では 1,374 名おられる。託児では長浜市より

日中支援事業として言葉を発することができないお子さんなど、色んなお子さんを受け入

れている。また、親御さんのニーズで障害のある子とその子の兄弟も一緒に預かるなど、

ニーズに合わせた事業を行っている。農園の参加人数は約 640 名、農園の関係事業所は 20

か所にのぼる。 

 

 私たちの売りは色んな方と「つながる」こと、色んな職種の方とつながることが自慢だ

と思っている。田んぼ道で声をかけられたことがきっかけで、ボランティアさんになって

いただいた方も数名いる。教育関係では長浜南幼稚園、南小学校、県立農業高校、長浜バ

イオ大学。行政や福祉関係ともつながっている。 

自分達でできないことをしているところにつながっていくことはとても素敵なことだと

感じており、社協や医療関係など色んなジャンルの方とつながりがあることが私たちの魅

力の元になっていると確信している。 

 

 ここ３年間で感じたことは、専門化された枠組みの中で、例えば子どもは託児、高齢者

はデイサービスなど、利用者が寸断されているということ。こういった枠にはめることで

住民が見えなくなり、また、コミュニティの再生にはそういった枠と取っ払っていくこと
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が大事ではないか、と思うようになった。また、事業にはスピードが大事で、年度途中で

あってもスタッフから出た意見等はなるべく即対応するようにしてきた。新規事業に回す

お金がない中、地域づくり協議会や行政にお願いして何とか走ってきた。 

 

 今は子どもや障害のある方、高齢者などに農園活動や調理等の作業を一緒にしてもらっ

ている。例えば、手作り石釜では手作りピザや焼き芋等をしており、石釜で使う薪を近所

にもらいにいったりしている。夢としては琵琶湖に流れ着いた流木で流木きんたろうピザ

を売り出すこと(笑)。なんにしても常に新しいネタをつくって、色んな人が色んな形で関

わっていけるようにバージョンアップした石釜になっていくことを楽しみにしている。 

  

「とりあえずやってみる。あかなんだらやめたらええがな。」と無我夢中でやってきた３

年間だった。秋になると芋の収穫は日本中でされているが、障害のある子や学生や園児、

高齢者まで色んな人が一緒になって取り組んでいる事例は少ないので、これからはもっと

アピールしていく必要があると感じている。今、こういったイベントに参加してもらった

高齢者にポイントをあげて、それを貯めるといいことがあるという制度をつくっており、

いずれは地域マネーにしたいと思っている。また、介護施設に若い人が関わってもらうこ

とによって、将来の介護職員を育てることに繋がるのではないかと思っている。介護施設

は高齢者だけが行くところではなく色んな人が関わって色んなストーリーや場面があるこ

とを肌で感じてもらうことは、将来をつくることに繋がると感じている。 

 

認知症カフェやＲＵＮ伴（認知症の人や家族、支援者、一般の人が 少しずつリレーをし

ながら、１つの襷をつなぎ、 ゴールを目指すイベント）をやる中で情報発信が課題だと感

じた。一生懸命やっているつもりだが、どうしたらもっと広く情報発信ができるのかが課

題。今、認定ＮＰＯ法人を目指す中で必要だと思うのは収益事業と非収益事業の組合せ、

その中でも小規模多機能型居宅介護の中の複合型が必要なのではないかと感じている。ま

た、高齢者と子どもの事業の組合せは必須であると思っている。 

寄付がしたくなるような地域福祉に根差したＮＰＯ活動を継続していくことと、常にバ

ージョンアップしていくことが大事だと感じている。 

 

高齢化率が高くなると悪いことばかり言われているが、高齢化率が高くても住民が元気

のある村であればいいと思っている。また、来年度介護保険も大きな改正が予想される中、

その方その方に合った色んな支援ができるといいと思う。また、里山や畑で遊べるような

学童保育や未就学児童の預かり事業も必要だと感じている。 

 

新しく雇用を生み出すような事業や農家の空いた部屋を利用した農家民泊ができないか

と妄想している。妄想からスタートして、あれもやりたい、こんなこともできるのでは、
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と考えるのが大好き。しかし、これもしてはいけない、これもできないらしい、という制

約があるので、その中からできることを探していこうと柔軟な切替えができるのがＮＰＯ

の良いところだと考えている。行政や色んなところと信頼をあつくしていくことがこれか

らの公共を担う基盤になるのだと思っている。 

 

◯自由な意見交換会 

事務局：深尾委員が退席されましたので、ここからの進行はおられる委員でお願いしたい。 

 

沖野氏：まず、委員の方たちも今の事例報告を聞いて、質問したいこと等があると思うの

で質問をしていってから今後の展開について最後に議論できたらと思う。 

   その前に、今日は傍聴者も多いのでそもそも円卓会議とは何かを事務局から説明願い

たい。 

 

事務局：円卓会議は全国で色んな形があるが滋賀県の場合は県が選定した委員がその経験

や知見を基に行政が勝手に決めた課題ではなく、その地域の本当の課題は何なのか、を

自由な意見交換をもとに洗い出し、そして、それを解決するためにどうすればいいのか

を話し合う場である。昨年度から始めた事業で会議としては今回で４回目になる。取り

上げた事例は東近江と今回の長浜の集さんで２例目となる。 

 

沖野氏：私の方から補足すると平成 23年度～24年度にかけて新しい公共支援事業の中でい

くつかのモデル事業に県でも取り組んだ。その中で見えてきた課題、例えば市民セクタ

ー側のマネジメント不足や団体のミッションが共有できていないことなどが分かってき

た。その課題を解決するため円卓会議という枠組みを作り産業セクター、社会福祉セク

ター、ＮＰＯ・中間支援セクター、市町行政・県行政からそれぞれ委員が入って地域で

うまく事業を展開していくためにはどうすればよいかを話し合ってきた。 

  前回、はじめて東近江で開催したときに中間就労の事例と課題を共有した。他の地域

でも同じように福祉分野を切り口にすれば結構人間が見えてくるのでいいのではないか、

ということで今回集さんの事例発表へとつなげてきた。 

 

遠藤氏：それではまず、なぜ川村さんをはじめ集さんがこのような事業をはじめられたの

かをお聞きしたい。 

 

川村氏：元々は地域づくり協議会の福祉保健部会で活動していた。介護予防教室で関わっ

た方が、とんでもなく遠い施設で亡くなられた話などを聞くと、これが当たり前でいい

のかな、という疑問を持った。また、一体こんな小さい自分に何ができるのかを考えた

ときに、私がたまたまケアマネージャーという資格を持っていたのでケアプランであれ
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ば一人でできるであろうと思い、株式会社を立ち上げようとした。それは、自分のでき

るところから福祉を独立してやってみようと思ったのがきっかけ。株式会社の印鑑を作

って、できた印鑑を見たときになんか違うのでは？と思い、信頼する人に相談したとこ

ろ、それは絶対にＮＰＯでやるべき、とのアドバイスをもらい、はんこ屋さんに電話し

てハンコを３センチ短くしてもらいＮＰＯ法人を立ち上げたのがスタート(笑)。ＮＰＯ

法人は手間がかかるがこの地域ならできるかもしれないと思い事業をスタートさせた。 

 

沖野氏：前回の円卓会議で山口委員から「福祉はどうしても制度にあることをやるのが仕

事であり、制度外やグレーゾーンにいる人を何とかしないといけないのは分かっている

けれど、行政としてどうしていいのか分からいというのが福祉分野の最大の悩み。そこ

に誰が手を差しのべることができるのか、ということが全く決まっていない。」との発言

がある。例えば生活困窮者自立支援法ができたが、これは生活困窮者が対象でちょっと

基準からそれると支援対象外になってしまう可能性がある。 

  これは前回の行政側の課題としてあがったものだが、集さんの活動はまさにこの内容

だと思う。これについて何か意見はあるか。 

 

川村氏：本当に拒めないというのがある。また、そこをしんどくてもやっていく者が必要

なんだろうなという意識がある。目の前に困っている人がいたら、できることはしてい

きたい。ただし、職員の負担は増えていくと思う。 

 

沖野氏：実際に地域で困っている方というのはどのような方なのか。 

 

川村氏：困っている方はなかなか自分で困っているとは言わない。介護保険は分かりやす

くなっても、とことん悪くならないことには申請をされない。また、各町にいわゆるニ

ートと呼ばれるような若者がいる。 

 

遠藤氏：困っていることで、それが制度になったことや行政の支援ができたことはあるか。 

 

川村氏：認知症カフェに関しては長浜市の地域包括センターに予算をお願いして、県の地

域支援事業で行えることになった。ＲＵＮ伴についても包括のスタッフに 12 名関わって

いただいた。机上の話ではなく、具体的な目標を持ち、行政もその中の仲間に入れてし

まえば自分事としてもの凄いパワーを発揮してもらえる。 

 

谷口氏：川村さんを含め集のスタッフの方は専門職だと思うが、本当に地域の中にある生

活の困りごとを住民さんと分かり合える言葉で話をしなければ、困っていることにも気

づかないし、専門職の方が思っていることも伝えられないと思う。 
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その中で、専門職が専門職くさくならないような集の中での人材育成はどのようにし

ているのか。 

 

竹岡氏：特にこれというようなことはないが、一緒に過ごしていく中で自然に育っていっ

てくれるのではないかと思っている。職員同士でもそうだが、地域の中でも顔を合わせ

て話すことに気を付けている。 

 

山本氏：ケアプランというと事務所的な存在だが、地域の方がふらっと寄ってきて相談を

してくれたり、差し入れを持っていただけたりする。職員の中ではこれからやりたいこ

と等を毎月ミーティングを通して情報共有している。 

 

谷口氏：ケアプランというのは専門用語ばかりになってしまい、住民や高齢者の方には難

しい中身であったりする。集の職員は住民さんとコミュニケ―ションがとれていて住民

気質を持っている事業所なのだと現地視察を通して感じた。 

 

川村氏：去年、山本さんに「やっと理事長がやりたいことが分かってきた」と言われたと

きは嬉しかった。彼女には長浜市の市民フォーラムで発表してもらったり、別の場でプ

レゼンテーションしてもらったりと普通のケアプランの事業所だったらあまり経験でき

ないことをしてもらっていると思う。それが人間としても女性としても専門職としても

幹部職員としても、小さい事業所だからこそかえって育ってもらえる土壌があるのだと

思う。 

 

舩越氏：非常に地域にとって重要な取組をなされていると感じた。川村さんの発表の中で

介護予防の取組があったが、地域課題が大ごとになる前に地域の方とのコミュニケ―シ

ョンの中で解決していこうという思いを感じたが、いかがか。 

 

川村氏：福祉保健部会にいたころに長浜市が生活機能低下予防教室をやっていたが、そこ

に西黒田地区の人が一人も参加していなかった。それは教室までわざわざ誰かが連れて

行かなければいけないからだと思い、教室を西黒田でやらせてほしい、と長浜市に交渉

に行ったところ、まずは転倒予防教室から始めてはどうか、との意見をちょうだいし、

地域づくり協議会のはじめての委託事業として転倒予防教室を長浜市から委託を受けた。 

そのときも、連合自治会長経験者を中心に「おまんがしたいことがあったら、何でも

わしらに言うてこい。わしらが保証人になって、長浜市に連れて行ったる。」と言ってく

れ、それを本当に行動に移してくれて今も色んな事業ができている。 

高齢化と言われる中で公民館が色んな事業をやっていても足が悪かったらそこに行け

ないので、送迎付きで始めたのが介護予防事業の始まり。 
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舩越氏：地域の課題をまずは自分たちのできることを出し合って解決しようとされている

と感じた。また、発表の最後の方で将来のビジョンを持っておられたのでビジネスの視

点もかなり持っているなという印象を持った。 

 

川村氏：そうしないと次の後継者ができないと思っている。ボランティアができるのは熟

年層に限られてくると思う。自分も 30代、40代の頃は生活があって子どもの学費も必要

なので、なかなかボランティアではできなかった。しかし、ある程度たったら地域のこ

とを考えていくように考えがシフトしていくと思う。 

次の世代はまた違う考えかもしれないし、そのような世代にある程度ビジネスモデル

で仕事をつないでいけたら、手を挙げてやってくれる人もいると期待を持っている。 

 

舩越氏：そのような視点は大切だと思う。これからみなさんの高齢化が課題になるのでは

ないか、と感じたので今から何か仕組みを作って対応されているのかなと思った。 

 

川村氏：仕組みをつくっていかないと私が事業を始めた意味がないと感じている。 

 

沖野氏：実際に具体的な後継者は今おられるのか。 

 

川村氏：まだ法人を立ち上げて３年なのでそこまではいっていない。私が 60 になる頃には

若い職員が増えて変わってくるのではないかと期待している。 

 

沖野氏：集の取組は元々福祉分野だと思うが実際には耕作放棄地を活用したり、里山を活

用したりといろいろと活動分野を広められている。そういった発想の源や、どのような

観点で元々のＮＰＯのミッションを大事にしながら現在の事業まで広がっているのか。 

 

川村氏：市街化調整区域で思ったところに思ったものを建てられない、やりたいことがや

りたいところでできない、という中で農業しかできないのなら農業を武器にすればよい

と思った。次の時代には安全で安心のおいしいものが食べられる機会がもっと難しくな

っているかもしれない。それならば、そこに農業高校があり、元気な高齢者がおられ、

豊かな自然があれば、農業は本当に人の心を癒し、生産物は産まれ、うまくやればおい

しいところだと感じた。 

それしかするな、というのであればそれを味方につける、という発想。 

 

山口氏：東近江市の中にも同じようなことをしている団体がある。サービスがどんどん制

度以外の部分に広がってくると結果として法人の経営をかなり苦しめてしまうことがよ
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くある。スタッフがほぼ 24 時間働いているにもかかわらず残業代がでない。そういうこ

とをやっても、まだ頑張る。そういう団体がおられるから地域は成り立っているし、本

当にありがたいと感じているが、本当はそこに仕事が生まれるように制度化していくこ

とを考えなければならないし、色んな方法でそこにお金を落としていくように事業にし

ていかなければと思っている。そのあたりの知恵を色んなところからもっとおかりした

いと思っているところ。 

福祉のサービスは負担をする方がその地域の方になってくる。例えば送迎サービスを

有料にすれば地域の方に負担がかかってしまうので、みなさんそこにすごく抵抗感があ

る。農業はそうではなく、地域でできたものを外貨を稼ぐことに使える。だから、自分

たちが地域を支えるためにやりたいサービスに必要な経費を外貨で稼いでくる、という

ことが農業ではできる。 

 

川村氏：そのとおりだと思う。 

 

山口氏：先日、市役所の近くで自宅出産を応援している助産師さんと話をしていたら、仕

事づけでなかなか子どもができないと悩んでいるお母さんにちょっと仕事を休んで畑を

やってみなさい、とアドバイスするとすっと妊娠したりすることがあり、だから、土地

や土がもっている力というのは私たちには計り知れない力がある、と力説していただい

た。 

高齢者や障害のある方にも当然効果があることはずっと言われていることだが、子ど

もを地域で増やしていく、というところでも土に触れる機会が大切であると初めて教え

てもらえた。 

 

川村氏：その話は初めて知った。いいことを聞いた。 

 

山口氏：できそうなことがまだまだあると感じた。ここに働いておられる方々、今はボラ

ンティアが多いということだが、そこに若い人たちが仕事で関われるようなものが増え

ていくと、やりたいと思っていることにより近づくのではないかと感じた。私自身が今

そこを悩んでいるところ。 

 

沖野氏：前回も中間的就労の話があり、就労の受皿として薪割プロジェクトと結びついて

いた。今回は農業であり、一次産業と福祉が結びつくと社会問題を解決するビジネスデ

ルになるのではないか。先ほど舩越委員からも話があったが、ビジネスモデルをつくっ

ていくことが後継者を育てることにもなり、継続していく仕組みになるのでは。そのビ

ジネスというのは従前のビジネスというよりは、株式会社だけではなくてＮＰＯなども

含めたソーシャルビジネス等で、他の地域に広がりを持つための一つのヒントになるの
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ではないか、と感じた。 

また、この円卓会議を始めるに際して思っていたことだが、今回の川村さんのように、

こういった事業を始めるキーパーソンが地域には必ずいるのではないか。その中にはハ

ブとなる人もいるであろうし、巻き込まれてだんだん味方になっていく人もいる。 

こういった取組を他の地域にも広げていくためには、最初にハブとなる人も必要だろう

し、今日の話の中では「つながり」という言葉がキーワードになっていたと思う。行政

では「協働」という言い方をするが同じイメージだと思う。東日本大震災以降、色んな

職種、色んな年齢層、性別を超えて色んな人が一つの活動に関わっていくことによって

すごい相乗効果を生むことがあらためて分かってきた。 

集では川村さんのパーソナリティーが大きいと思うが「つながり」をどういう風に広

めていったのか、を３人にお聞きしたい。 

 

川村氏：私はつながることしか財産がない、本当にゼロから農作業場で始めたＮＰＯ。今、

営利と非営利のバランスを気にしているところで、今は介護収入や助成金等があって非

営利の事業を回していけるので何とかバランスを保っているが、これが崩れてくるとあ

かんやろうな、という思いがある。その中で、マンパワーでつながっていくと、ひとり

でにボランティアさんや関わってくる人など、助けてくれる人が増え、一人とつながる

ことで何もかもに相乗効果で広がっていく。 

例えば、長浜市の中でも頑張っている者が、西黒田にあり、余呉にあり木之本にあり、

西浅井にあり、これらがつながっていくとより大きいものになっていくだろう、という

思いがあるので、とにかくつながっていくことが財産だと思っている。私に声をかけら

れた方は気の毒だと思う(笑)。今、緊縮財政の中で一つの事業所ではできないことを、

色んなところでやっていくことが利用者もスタッフも幸せであることは間違いのないこ

とだと思う。 

 

沖野氏：他の地域の先進事例を聞いていると、よその人（その地域以外の人）を巻き込ん

でいることがあるが、集さんの場合はどうか。 

 

川村氏：うちの監事は守山の方で大学時代の同期であり、元行政の方。ボランティアグル

ープも外からたくさん来られるし、県外からの視察も多い。 

 

沖野氏：私は、うまくいっている地域は、よその人を巻き込んで、そこに行政職員が個人

としての立場で何らかの形で関わっている、という仮説を持っている。今の話も元行政

職員の方が関わっておられるということで、やはりそうなのかと思った。 

  他の２人は「つながり」という点についてどう思っておられるか。 
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竹岡氏：私は理事長とは真逆のタイプだと思う。理事長は自分から話しかけて、そこから

ぐいぐい引っ張っていくタイプ。私はどちらかというと、お会いしてからのつながり、

という感じ。自分からはよう話しかけないので(笑)。話しかけてくれる方とつながって

いく、というタイプ。また、理事長は色んな方とお知りに合いになり、色んな情報など

を得て、どんどんビジョンが膨らんで、それをすぐに行動に移す。気づいた時にはどこ

かへ行ってしまっている(笑)。私はじっと考えて理事長のだいぶ後ろを付いていってい

る。その中で理事長の知り合いの方とはつながりを持たせてもらっているし、事業所の

中でも職員と顔を見て話すということでつながっていけているのかな、と感じている。 

 

山本氏：今の理事長を見ていると、つながりというのがこれからの自分の課題だと感じて

いる。ケアマネージャーとして訪問宅に行き、家族の方からこんなことで困っている、

という話を聞いて、家族の方のストレスを何とかしたい、という思いから認知症カフェ

を開催してきた。そこからさらにつながっていければと感じている。 

 

沖野氏：企業で言うと、社長兼営業の人がいて参謀がいて役割分担できているということ。 

今回はビジネスモデルやつながることに関してハブ的な役割をされているのが川村さん

だった。 

実はこのような活動しているところは他の地域でもあって、行政が気づいていないだけ

ではないか、という仮説ができる。同じように花ひらいているのか、あるいは、ここまで

つながりは得ていなくても、きっかけさえあれば広がっていくのではないか。円卓会議で

は、東近江と長浜の事例を取り上げたが他の地域でも同じ動きがあるのではないかと感じ

ている。今後の円卓会議の展開として、他地域の事例を掘り起こすことも一つあると思う。 

また、今後の円卓会議の展開として事務局から２月にフォーラムがあると聞いているが。 

 

事務局：２月７日の共助社会づくりフォーラムについて説明。 

 

沖野氏：今後の展開について、一つは県内のキーパーソンを結びつける、東近江は東近江

魅知普請というハブキーパーソンのマップがあるが、円卓会議に来ていただいた人たち

が結びつくだけでも意味は大きいと思う。もう一つは、これまでのような純粋な営利だ

けでなく、非営利だがビジネスモデルとしてビジネスで後継者を育成する事業が継続さ

れていく仕組みをテーマとしていくか。これから日本全国で起こっていくとは思うが、

まだ地域の点という形にとどまっている。例えば市社協の中でも同じようにビジネスモ

デルを展開しているところもある。 

他の地域でも他の方が展開していくことについてどう思うか。 

 

川村氏：もちろんありだと思う。長浜市の中の他地域でもそうだが、日本の８割が地方だ
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と考えたら、先進地はもっとたくさんあると思うし、県外に視察や住み込みで行ったり

することも考えている。そこでどのように事業化していっているのかを学び、来年度以

降の事業につなげていきたいと思っている。私は次の段階の仕掛け人になるための学び

をしようと考えている。そのことが後継者を育てることにもつながると思っている。そ

れはどの地域でもできることだと思う。 

 

沖野氏：川村さんのような人が他の地域で生まれるにはどうしたらいいと思うか。 

 

川村氏：ときどき「あんた、そのままウチに来てくれ」と言われる(笑)。私は西黒田だか

らうまくフィットしたので、よそに行ってもあかんと思う。それぞれの地域にキーパー

ソンは必ずいると思う。私は長浜市の地域づくりリーダー会議に出たことをきっかけに

傾倒していったので長浜市に育ててもらった。 

 

沖野氏：最後に行政に補助金以外で期待する役割を聞こうと思ったが、今の話の中で長浜

市の事業で地域リーダーという仕組みがあったし、米原市の事業ではルッチ大学という

仕組みがある。もちろん素養なり素質もあるが、何かきっかけがあり、色んなことに刺

激を受けて地域のキーパーソンになっていくというのはあるのかもしれない。 

 

遠藤氏：みんな地域の課題、隙間のところが解決したらいいなと思いつつ、先ほど話があ

った認知症カフェのように、行政の制度の中で少しのお金でできる、ということを知る

ことができれば、次のビジネスにもつながっていくと思う。その知るということができ

なくて、どうしようで終わってしまうことが多い。今、女性の経営者を中心としたＮＰ

Ｏの団体３０団体くらいをヒアリングで回っている。人件費を払っているということが

前提なのでほとんどの団体が小さい福祉系の団体なのだが、ＮＰＯの団体同士が交流を

もつことがない、との意見が聞かれた。もちろん忙しくて行けないということもあるが、

一方でネットワークを組んでいる団体は動きが全く違っていて、それぞれの団体がネッ

トワークをもてるような仕組みが必要だと感じた。 

 

沖野氏：この円卓会議もそのような仕組みとして機能すればよい、というのが当初の目的

でもあった。ただ、悩ましいところは単に行政が場だけをつくっても来ないということ。

個人的に色んなところに行っているが、そこで出会う人達と行政が作った場で出会う人

達は違う。また、例えば、福祉なら福祉分野の団体、環境なら環境分野の団体しか来な

い、それはそれぞれの分野でかかえている悩みでもある。でも今回の事例のように、福

祉の助成金がない場合でも、ちょっと見方を変えて農業等の異なる分野の視点から見れ

ば助成金がある場合が多い。そのような視点をどうやって持ってもらうか、というのが

重要になってくる。 
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遠藤氏：たまたま湖南市の話を聞いたのだが、湖南市ではデイサービスを行っている事業

所だけを呼んで交流会を開催した、というのを聞いた。最初のきっかけは行政から声を

かけられて参加する、ということもあるかもしれないので行政のきっかけづくりはあり

つつ、一方で参加した団体がさらに一段階先の意識が持てるようになったときは新たな

場が必要になると思う。 

 

舩越氏：今ビジネスカフェというのを開催しているが、先行事例や先輩の話、いわゆるロ

ールモデルと言われるものを聞くと、そのままはできないかもしれないが、参考になる

ことがある。 

 

川村氏：先進地に行ったり色んな話を聞くと、その人たちの苦労を自分が体験しなくても

ある程度のところが理解できるし、今は自分も汗をかかなければいけないと思っている。 

 

舩越氏：そのことがまた、次の人を育てていくことにつながればと思う。 

 

沖野氏：今日は欠席だが、西村委員もコミュニティビジネスで成功した人を呼んでダイア

ログというのを開催している。そういった動きはあるが、まだまだ少ない。１回だけの

場づくりというよりは継続して行うことに意味があるように感じる。 

 

谷口氏：集の取組は生活の場の話であり福祉の話になるが、福祉といったら生活全部が福

祉になる。現状の社協は、社協によっては制度の中のことが中心でそれ以外のことがあ

まりできていない社協もあるが、集の活動ように、あらゆるところとつながりながら一

緒にできる民間のよさを生かした組織へと向かっている。社会福祉法の規定でかっちり

しているところもあり、自由にできない部分もあるが、もっと場づくりはしていけるの

ではないか、と思う。 

  もう一点、ビジネスモデルという話があったが、ビジネスと一般的に聞くと営利とい

う意味に聞こえてしまうが、ここでいうビジネスモデルというのは事業として責任もっ

て継続していくモデル、という意味で使われているのだと思う。 

 

沖野氏：ドラッガーも非営利組織のマネジメントについて触れている。 

 

谷口氏：社協もそうだが、公費・会費など浄財でやっている事業で、やっていることが地

域の中の困りごとを解決するために住民にとって不可欠なことは、簡単にはやめられな

いし、そのためには継続していくシステムが必要だということ。 
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川村氏：その通りで自立型にしていかないと継続していけないと思う。年金は減って保険

料は上がって介護保険サービス制度も３年後は分からない中で、今までのような手厚い

福祉ではなく自分たちの生きがいの中で自分自身を養っていく仕組みをつくることが私

の目指すビジネスモデルだと考えている。 

 

沖野氏：集の決算書を見ると寄付金が多い。もちろん事業規模としては介護保険事業が大

きいけれども、寄付金だけを見てもＮＰＯの中では多い方だと思う。知り合いに声をか

けていると聞いたが、人数も多く色んな人から少しずついただいているのが分かる。こ

れは先ほど出てきたつながりの部分だと思う。ＮＰＯの運営では、事業収入と寄付金と

会費などをバランスよく取らなければならないとよく言われているが、そういった視点

からみてもうまくやられていると思う。 

 

最後に、円卓会議の次回以降の方向性だが、今座長がおられないので決められないが

何点か提案はできると思う。元々円卓会議という名前がついているが結局はプラットフ

ォームづくりだと思う。今はうまくいっている事例の方に来てもらいつつ、それを発表

してもらうことによって次につなげていく。会議もオープンにしているので今日のよう

に色んな人に来ていただき事例を持ち帰ってもらって少しでも自分たちの地域に還元で

きればいいと思う。 

  次回は論点整理をしてもいいし、今回のように他の事例を見つけてきてその地域に入

っていってもいいと思う。今日思ったことは具体的な事例をもとに一般化していく、例

えば後継者を育てるためにはつながることが大切である、などのようなことを聞いて最

後に事務局である県民活動生活課としても何かＮＰＯ支援のために必要なことをまとめ

てることも成果物の一つになるのではないか。 

 

事務局：事例があればそこに入っていきたい。ただ、フォーラムの開催が２月７日という

こともあり、そちらの兼ね合いもでてくる。いずれにせよ座長の深尾先生に相談してみ

たい。 

 

沖野氏：円卓のねらいをつながりやプラットフォーム的なものにしていくのであれば次回

も事例を取り上げ例えば川村さんに入っていただくこともできると思う。株式会社でコ

ミュニュティビジネスを行っているところなどがよいのでは。 

 

舩越氏：今はすぐ思い浮かばないが、あるにはあると思う。 

 

沖野氏：これまで福祉の事例を取り上げてきたが農業や林業など一次産業も実は絡んでい

た。そこに焦点を当てるのもいいかもしれない。 
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それでは、日を設定できるのであれば設定してもらって何か次に取り上げる事例で面

白いものがあれば入っていくのでどうか。 

  最後に感想というか意見をそれぞれお聞きしたい。 

 

川村氏：このように発表したり、色んな人と出会う機会をもらうことで、もう一度原点に

振り返るということができることがありがたいと思っている。また、まだまだ情報発信

もできていないなと思っているので、みなさんから色んな知恵をいただければと思う。

今日はありがとうございました。 

 

山本氏：今日、参加するにあたって円卓会議とは何か分からなかったけれど、まちづくり

や協働について気づきがあって参加できてよかった。ありがとうございました。 

 

竹岡氏：先ほどから制度の枠からはずれる人やグレーゾーンの方の話も出てきていたが、

私たちも日頃常に思っていることで、そういった方が今後増えてくるのは間違いないと

思う。その中で自分たちでできることや行政と一緒にできることなどがあると思うので

力を合わせて解決していきたい。 

 

山口氏：今日は色々勉強させてもらった。市役所の立場で言うと今日長浜市さんは企画の

担当の方もおられたり協働の担当の方もおられたりしている。また、湖南市さんにも来

ていただいている。集さんは事業としては、高齢者の福祉から入ってるので、私の市役

所ではもしかしたら、長寿福祉課しか来ない可能性がある。集さんが色んなところに切

り込んでいるのが、逆に言えば行政が上手に利用させてもらっているということなのか

とも思った。そういう関係性がつくっていける幸せな関係というのはうちの市役所でも

つくっていきたい。 

 

遠藤氏：地域はパワフルな女性で動くということを改めて感じた(笑)。次回の提案だが、

地域課題はどうしても福祉にかたよる。もちろん地域福祉そのものが地域課題なのだが、

もうちょっと広げてできればどこかのまち協の話があるといいな、と感じた。 

 

谷口氏：集さんを色んな人が一緒につくっているのが今日の短い時間で味わうことができ

た。今日の事例もそうだが、まち全体が元気になっていくためには、線を引いた協働で

はなく行政の人も民間の人も含め、混じり合いながら進めていくものなのだとつくづく

感じた。 

 

舩越氏：集さんは事業としてやっておられるなと実感した。私がサポートしている起業家
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の中で農家民泊を事業にしようと動いている方がいるのだが、そういった企業さんや企

業セクターの方とたくさん接点がもてるなと感じた。 

 

沖野氏：よそ者、若者、バカ者と一般的に言われている者と行政職員が職務としてではな

く個人としてその地域に関わることは必須であると感じている。それは２月のフォーラ

ムでも出てくるテーマかもしれない。行政職員が職務命令として行くことの一方で、そ

れだけでなく地域の中で、例えば助成金の申請手続は行政職員が得意なことなので、そ

ういった面で地域に入ることができるのではないか。 

 

事務局：次回以降については座長との相談の上、改めて連絡する。また、２月７日にフォ

ーラムの開催を予定しているが、このことについても詳細が決まり次第連絡したい。今

日は本当にありがとうございました。 

 

１６：２０終了 

 

（以上） 


