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第５回碧南市地域福祉計画策定委員会 会議録 

 

１ 日時 

平成２８年２月５日（金）午前１０時から午前１１時２５分まで 

２ 場所 

へきなん福祉センターあいくる２階 デイルーム１ 

３ 出席者及び欠席者 

(1) 出席者１０名 職務代理（碧南市社会福祉協議会） 杉浦三代枝、委員（碧南市連

絡委員 鈴木達夫、碧南市老人クラブ連合会 禰宜田知司、碧南市主任児童委員 岡

本康子、碧南市手をつなぐ育成会 牧野昭彦、社会福祉法人樫の木乳幼児福祉会 對

馬幸司、碧南市ボランティア連絡協議会 永坂幸子、助けあいの会さわやか碧南 倉

内三代子、碧南保護区保護司会碧南支部 鳥居寛英）及びアドバイザー（日本福祉大

学 野尻紀恵） 

(2) 欠席者５名 委員長（碧南市民生委員児童委員協議会） 杉浦紀政、委員（碧南市

身体障害者福祉協会 石川繁夫、碧南市健康推進員 玉田久美、碧南市おやじの会連

絡会 榊原幸弘、碧南市小中学校校長会 永坂昭彦） 

(3) 事務局職員 福祉こども部長 奥谷直人、福祉課長 三枝寿也、福祉課課長補佐 

鈴木善三、福祉課社会福祉係担当係長 鈴木信恵、碧南市社会福祉協議会事務局長 

杉浦達也、地域福祉課長 杉浦幹雄、地域福祉課課長補佐 杉浦宏真、地域福祉課主

事 古川裕隆及び鰐部宣行 

４ 傍聴者 

０人 

５ 議題等 

(1) 議題 

第２次地域福祉計画の策定について 

６ 議事の要旨 

(1) あいさつ（杉浦職務代理） 

(2) 議題 

第２次地域福祉計画の策定について 

事務局が会議資料に基づき、第２次地域福祉計画の策定について説明した。 
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＜主な意見・質疑＞ 

【Ａ委員】計画内の字句の記載を統一すべきでは。 

【事務局】統一する。 

【Ａ委員】平成２７年度の碧南市の人口は、異なる箇所がある。 

【事務局】数字の相違があるかもしれないので、最終的にもう一度数字を確認して整

合性を図りたい。 

【事務局】基本的に住民基本台帳の人口は、外国人を含む、含まないケースがある。

外国人も基本的には含めるが、３，０００人近い外国人の方を含めないと、７０，０

００人を下回る数字になるため、精査する。 

【Ａ委員】民生費の推移について、碧南地域福祉ハッピープランも福祉に含まれるか。

この計画と民生費の予算は、整合性が取れているか。 

【事務局】第２次地域福祉計画も福祉課の事業であり、民生費に含まれる。地域福祉

計画の策定にあたり、経費は出ており、民生費の予算に含まれている。 

【Ｂ委員】計画自身は基本的にはイラストもあり、分かりやすくなっている。先ほど

冒頭で説明があったように「公助」の説明で、支援と保障という記載も追加している。

また、後半の「今後の取り組み」においても様々な支援に関する施策もまとめられた。

この計画を元に具体的にとのように実践するかが重要になる。 

【事務局】計画書の最終案を確認いただき、委員それぞれの意見交換の場として、今

から策定を踏まえた中でのご意見をいただければと考えている。 

【事務局】社会福祉協議会としては、第４次計画になる。それぞれの中身については、

抽象的な部分で記載されていると思う。社協として、各項目のより具体的な課題を挙

げる中で、もう少し具体的に整理し、一つずつ毎年進捗状況等を行いたいと思う。今

回この計画の中で、今までよりもそれぞれの地区に出かけ、地区で話し合う中で、課

題を地区ごとに整理して、具体的な方策等の進捗状況を含め、それぞれ課題に対する

積極的な活動について整理していきたい。 

(3) その他 

＜主な意見＞ 

【アドバイザー】委員と地域での懇談会も一緒になり、碧南の良さや自分のこととし

て捉える中で、意見をたくさん持っていることを実感して捉えることができた。策定

段階が地域福祉を推進していくと最初に話したが、計画が抽象的になるのは仕方ない
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と思う。委員が今後具体的にやりたい事や広めたい事等についてお願いしたい。 

【Ｂ委員】計画策定後、これからの評価をどうするか。繋がるということばがどこま

で届くのかということかと思う。 

計画が変わっても、当事者団体や障害者団体としては変わっていないのが実感。今

回の計画で策定され、団体からの言葉がつながるか、それがどこで行政へ届くのか。

行政の思いが市民や当事者団体に届くのかと思っている。計画策定後、進捗状況を評

価するが、当然税を使うため、説明責任があり、費用対効果などもあると思う。 

【Ｃ委員】実際に私自身がこの１年間で、特に福祉センターでいろいろな立場となっ

て活動も一緒行う中、一番大変だったのは、自主的に活動することで、そのうちの一

つがフラダンスです。人数は少ないが、徐々に増えており、一応動いている。動いて

いることで期待もあることが分かった。もう一つ、私自身が料理教室を行う際、障害

者に何ができるのか、うちの娘に包丁を持たせるのかと言われて、「持たせます。」

と答えた。それができるかどうかは本人次第と言ったが、親としては「子どもに包丁

を持たせること自体嫌だ。」という考え方の意識を変えることから始めた。基本的に

約１年後、大抵やれるようになった。料理自体は多くの種類をできるわけではなく、

メニューも限られているが、定食程度のメインと味噌汁とごはんいうパターンで作れ

るようになった。実は自分ができるものが好きな食べ物で、そういう献立をできるだ

け探すようにし、毎回献立の工夫をして、なんとなくできるようになった。親も土日

に関しては、ここへ子どもを出しておけば安心と感じるようになった。逆に言えば、

お互いがよく知らないと成長の原点が見つからないということが分かった。 

過去３年間、本人部会の中で一番何を感じたかというと、出来る人と出来ない人の

差があまりにも大きい。障害者の中でも、できる人はできるだけものにしてもらい、

あとのできない人をどうするか。自分の意見が毎回１つ言えるようになればいいと思

っており、うちの子どもが２年目ぐらいで短期間自分の意見が自分からぽつんと言え

るようになった。そういうことができるようになったら、だいぶと親子の会話ができ

るようになる。そういう点で、親目線でいつも意見を言っていては仕方ないが、これ

が同じ立場の目線にいないと、成長の原点がないことが分かった。これから子ども目

線で行動していくことが私に課せられた仕事だと思っている。 

それから今の障害者に関して、子どもから成年、成年から老人、成年から老人にな

るときにいろいろ問題がある。障害者といえどもある程度社会性もついてくる。これ
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は、仲間とのふれあいの中で障害者団体にいればできる気がする。また、大きな問題

点として、障害者を支援する家族は、意外と厳しい生活しており、どうしても成長が

まばらになっている。障害者もある程度一般の人と一緒に生活することが必要で、そ

こで一般的な社会的生活を送れなければ、成人としてとして成長できないことが問題

だと思う。 

【Ｄ委員】昨年３月、豊田市の子ども支援センターに見学に行き、生まれた時から障

害を持っている子を引き受け、できるだけ早く社会の中に溶け込んでいけるような体

制を作る施設であった。豊田と三好の子ども達が恩恵を受けているが、私の願いとし

ては、この地域で１つ作って欲しいという思いがある。 

碧南では「ららくる」や「にじの学園」がありますが、親が任せて安心なところで

ずっと引き受けてくれる、頼りになるという場所がない状態。碧南はとても住みやす

いまちということで有名であるが、この部分が整備されていないことは淋しい。でき

るだけ早くそれなりの教育や授業を受けさせて、社会に出て、報酬が持てる形の人間

に育てていけたらなと思う。 

【Ｅ委員】老人クラブの会員数が７，３１５人ということで、碧南市の人口の１０パ

ーセントで、高齢化率が２２パーセント、４分の１近い人がいわゆる老人クラブの対

象、１５，０００人ぐらいは６５歳以上の老人ということになっている。福祉センタ

ーと直接関わり合いがあるかというと、あまりないと思う。地域でそれぞれの連合会

として目標を立て、お手伝いできることがあればやる。また自分たちもほとんど定年

退職、商売している方は次の人に渡している方が多いので、それぞれ個性が強い。特

殊な技術を持っている方は、それぞれの地域で手伝いや子ども達の見回りというか、

学校から安全に帰れるような手伝いや草取りをしている。ハッピープランに掲載され

ているように、要請があればどんどんやろうと考えている。特に最近、痴呆の方も増

えているので、みんな若い人に支えられていないと生きていけない年齢のため、ハッ

ピープランには期待しています。 

【Ｆ委員】具体的な施策がよりきめ細かく決められた上で、進捗状況が随時されなが

ら進められるということで、大いに期待をしたいと思っている。地域や地区が市の行

政のいろいろな内容を理解する上では、一番核になるようなところではと感じている。

その中で碧南市は先ほどのデータを見ても、高齢化率が２割から３割になるという中

で、単に支える・支えられるという関係で言えば、支えられる人ばかりになっていく
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ような感じになる。支えられるということは、支える側があって、地域の中でそうい

う体験をしながら、実際にいつか自分も支えられる、そういう絆を太くしていくこと

が地域の中で非常に大事かと思う。 

そう考えると、碧南市は住みやすいと言われているが、もう少し細かく見ると年齢

が高い人にとっては住みやすいと思うが、若い人にとっては、買物やファッションの

ことを考えてみても、本当に住みやすい町かどうかを考えたときに、若い人がもうち

ょっと元気になるような、そういう事を頭にいれて、そういう人が地域の人と交流し

て年齢のより高い人たちを理解することによって支えていく、そしていつかは自分達

が支えてもらうという流れを理解できるような地域活動が大事と思う。 

【Ｇ委員】私はまず計画にイラストが掲載され、発言したことを取り入れてあり、と

ても嬉しかった。そして、地域懇談会にも出席した。先生が見えたから、この棚尾地

区はすごく明るい町を見せようという変な気持ちがあって、懇談会は明るかったと思

う。懇談会の出席者は、何かやるときに必ず顔を出してくれる人が多く、それぞれ意

見を言い合った。次にこれを地域にもっと広めていくにはどうしたらいいか考えるこ

とが教えられたら本当にいいと思う。先ほど地域での高齢者の立場を言っていたが、

６５歳の定年後、地域密着活動も含め、支える人になって欲しいというのが願い。地

域については、自分の地域のことしか分からないが、自分の地域をもっと明るい地域

になることを望んでいる。良い意見があれば教えて頂きたい。 

【Ｈ委員】へきなん地域福祉ハッピープラン、第１次、第２次ともに参加し、すばら

しいものができあがり、碧南大好きな私としてはとてもうれしい。この場を借り、碧

南市でこんな活動をしていた団体がいるということを分かって頂ければと思う。 

「助け合いの会さわやか碧南」は、「困った時はお互い様」という思いの人達で設

立した。設立当時は、保育園の送迎等いろいろな活動をしました。そして月日が流れ、

介護保険の充実ということで、公的サービスを利用する流れに変わっていった。この

中で一番大変だったのが、配食サービスであった。必要とする人達のため、配食サー

ビスをしたいがある程度の実績がないと行政としては採用されない。３年がかりでこ

れを充実させ、実行に移したいという病院側の熱意に私も促され、最初は約１０件で

あったが、次第に件数が増え、配ったお弁当が今は懐かしく思う。その実績により現

在、配食サービスが行われ、すごくうれしく思う。 

そして３年前、子育て支援の会を立ち上げることができた。これは、言葉の大切さ
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を子ども達に伝えたい４０代を中心にしたお母さんたちで構成され、毎月第２火曜日

の午後、定例会を開いている。言葉の大切さを子ども達に伝えたい活動も日々の流れ

として行われるようになったため、今年は「こども食堂」を作りたいと思っている。

食べることについて、先ほどお話がありましたが、私もいろんなボランティア等を通

して、食の乱れが体の乱れ、体の乱れが心の乱れだと思っているので、食を通して子

ども達とふれあい、私たちが中心になって、その食堂のお手伝いをすれば、それがま

た介護予防となっていい流れを作って行くのではと思う。碧南市の地域性を踏まえ、

子ども達と一緒に収穫等を体験させ、公民館あるいは古民家を借り、食を通して心の

ふれあい、地域のコミュニティを築くことができたらと本当に思う。「助け合いの会

さわやか碧南」は、大きな活動を前に出すのではなく、いろんなことをしてみたいと

いう女性の支援を助ける会としてこれからも続けていきたい。あなたの笑顔を見たい、

この基本理念を思う人達でこれからも続けていきたいと思っている。 

【Ａ委員】犯罪を起こすと施設に入り、途中で真面目になれば、保護観察あるいは施

設に入らなくても家裁で保護観察を受けるような、そういう子達、または個人を対象

として保護観察期間中対応している。一番課題は、仕事をすれば、再犯が減るという

ことで、その辺が自分の大切なことになるかなと思っている。相談の場所が年４回、

市内の研修会等で打合せしているが、保護司同士が連絡し合う場所というのがないた

め、あいくるを何かそういう事に活用できればと少し思っている。 

【Ｉ委員】この計画書は、すばらしい、よくできていると思う。この計画書の中にさ

きほどＰＤＣＡを入れたという話の中で、やはりこれは、基本計画の１から５までの

計画をどのようにＰＤＣＡを回すかを聞きたい。どのようにチェックするところがあ

るのか。企業でも、計画は作ったけど、ＰＤＣＡを回していかないと意味がない。 

それから、パブリックコメントの０件については、どうなのか、興味がないのか。

０件は少し良くないと思う。 

【事務局】ＰＤＣＡについて、策定委員会の他に推進委員会があり、そこでチェック

をお願いする。その前に、計画の該当する課等で事前に評価等を行い、その評価結果

を推進委員会で協議する予定である。 

パブリックコメントのことについては、市のルールに基づき行っており、ホームペ

ージと広報で周知はしている。今後は、さらに広く周知できる方法を考えていければ

と思う。 
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ＰＤＣＡの視点からでは、「Ｐ」のプランが出来たので、次に「Ｄｏ」、まずは計

画推進について先ほど申し上げたように、計画の推進委員会で、「Ｃ」については、

当然、策定委員会の中で作業部会という形で各課も関係していたので、計画が出来た

ことを改めて認識し、今後実践することが大事かと思う。 

もう一つは地域福祉懇談会について、各地区２回ずつ開催した結果、活発な意見が

あり、このまま終わらせては良くないと思っている。今後も懇談会の中での意見を反

映しながら、地域福祉計画の実績に取り込んでいければと思っている。その中で、福

祉課だけはなく、各地域に市の事業が必要なところがある。例えば、地域協働課や高

齢介護課高齢課等、関係する課等が、うまく懇談会に溶け込めるようつなげていくこ

とができればと思う。 

最後に、計画内にて数値で分かるところは、数値による評価の報告をしたい。また、

市民の意識について、毎年市政アンケートにて、いろいろな市政の状況についてアン

ケートを実施しているが、この中に地域福祉に関する理解に関するアンケート、また、

ボランティアや近所との付き合い方等をアンケートに入れ、毎年その数字を見ること

により、どれだけ市民に浸透しているか、定点評価という形になるが、そういう形で

評価できればと思っている。 

【事務局】今回第４回ということで、初めて市と協働で策定した。このタイトルにも

あるように、市民の方がよりハッピーになるような計画であるため、ひとつずつ具体

的に事業を実施し、地域の方と話し合いをする中で、より具体的にそれぞれの地域で

ハッピーになるようなことを計画していきたい。碧南市の社会福祉協議会は、保育園

を経営しており、子どもからお年寄り、それから障害者の方もできるだけ社協で携わ

っている。これは他にはない運営をしている部分があるため、社協の特性を活かし、

より地域に出かけて、地域での話し合いをする中でより具体的な事業を展開していき

たい。それから理事事会や評議員会にて、今回計画に沿った事業の展開の様子も報告

すると同時に意見をいただく中で、取り組みたいと思っている。 

【事務局】地域のことを自分ごととして考える部分では、地域福祉懇談会を継続的に

取り組み、市と社協と一体にその成果を地域に返しながら、また組織的に取り組める

ことは具体的に取り組むということになると思う。そういう意味では、是非委員の皆

さんも、継続的にやるという部分の引き継ぎ、繋ぎをぜひお願いしたい。 

もう一つは、例えばこの計画の４７ページ、施策１「災害時の支援体制づくり」に
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関して、社会福祉協議会は、「地域を連携し、災害時の非常時に備えた訓練を実施し

ます。」、「避難行動要支援者の支援に備え、地域と常に連携ができる体制づくりを

します。」という項目になっている。社協として具体的に来年度どういう取り組みを

するのかについては、挙がっているもの全部が整理できるわけではないが、一つには、

地域ケア会議というのがあり、要支援者名簿に基づく交流会を開催し、地域への準備

について、地域全体で取り組めるように展開する。あるいは、防災リーダー養成講座

を市内地区全域で開催するということと、広域でのボランティアコーディネーターの

養成講座を進める、避難行動要支援者支援のため、地域住民へ啓発できる会合を進め

る、中学生を対象にした防災教室を取り組むとか、具体的な取り組みを来年度の事業

計画の中に落とし込むことにより、それがその年度の取り組みとしてどう進んだかと

いうことを具体的に示せば、地域での懇談会の取り組みは継続的に取り組むことによ

って、そこでの個別の取り組みがどういう形で展開するかということだと思う。例え

ば、先回地域福祉懇談会で旭地区では、コメダは流行っているが居場所がないという

意見があった。そこで「地域でカフェがあればよいのでは。」という議論もあったが、

この地域には「日進みらいの会」という組織があり、自主的に活動している。実はそ

こで、公民館を使って取り組むような動きも出ている。様々な取り組みを繋げて紹介

しながら、連携をとり、新しい動きを作る大きな役割になる。社協や行政だけが言っ

ていても進まない事であるが、皆さんが熱い思いを伝えられたことはたくさん受け止

めているので、一緒にやれたらと良いと思っている。 

【アドバイザー】今から思えば、防災のことで碧南に関わったのがきっかけだった。

面白いなと思ったのが、行政と社協の計画を一体化して策定する意気込み、そこに地

域の皆さんを巻き込んで懇談会をやる精神や、そういうところで役に立てるところも

あるかなと思い、参加した。今回書いた文章について、こんなことが福祉ということ

が少しでも伝わればと。弱者のための福祉だとか、「私には関係ない」とパブリック

コメントが集まらないような福祉ではなく、みんなのための福祉であれば少しでも嬉

しいと思う。また、最初に示した地域福祉計画のイメージ図があったが、私はそれに

こだわっていて、いろんな人がそこに入って来て、結局どんな人も包み込まれていく

社会、どんな人も自分らしく生きていく社会というのを目指していると。ぜひこの文

章の後につけるよう今お願いしている。年を取って、地域からどんどん学びながら人

は変わっていくところを伝えたかった。実はこの文章を書いて思い出したことがある。
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この当時、私も自分の学校が避難所になった経験があるが、その時に育った子ども達

は皆さんで言えば、巻き込みが難しい世代になっている。３０代や子どもが少し大き

くなっているとか、巻き込めないと話をしていたと思うが、実はその時期の子ども達、

しばらくボランティアを通してまちづくりをずっとやっていた私と一緒にやっていた

子どもたちは、今お母さんになっていますが、現在結構地域活動している。この前、

ボランティアの同窓会があった時に、多くの子が人と関わる職業に進んでいた。保育

士、学童指導員、ヘルパー、看護師など本当に多くの子が、今も続けている。育休を

取得し、続けている子、一度辞めてから、今はパートで保育士を続けている、人と関

わることを辞めないでいるということにすごく感動したし、あの体験の中にすごくこ

の子たちは悲しい思いもしたけど、生きる所がいっぱいあったと感じた。人を知ると

先ほどあったが、知り合って、その人の特色を考えながら、お互いに気を使い、生き

ていくことを本当に小さいときから体験した人は、その事が当たり前になると感じた

出来事であった。 

碧南は実はすごく福祉教育を頑張っていて、どの学校でも実施されている。例えば、

これまで疑似体験や、障害者の体験をするということ、車椅子も体験していると思う。

地域福祉懇談会のＫＰＴ分析も、小、中学生でも十分できる。あれでまちづくりを考

えることも、実は福祉だということもできると思う。先ほど、どうやって地域に広げ

ていけばという言葉もあったが、地域に目を向けさせる、地域はみんなを見守ってい

る、自分たちも支えて行けるということが分かるような取り組みを今後やっていける

のかなと話を伺っていた。 

それから私の専門は子どもへのソーシャルワークであるが、愛知でも本当にわずか

であるがスクールソーシャルワーカーが活躍している。その中で、高校でソーシャル

ワークをしている人の話を聞いて、少し助言するということを関わらせているが、高

校生になって、その方に障害がなく、そこまで全然支援されなかった子どもたちは、

本当に使える制度がない。その中で、親から搾取されている、アルバイトのお金も全

部とられるとか、自立しようとしたら、生活保護の頭数だから、親から仕事の断りの

電話を入れられる経験がたくさんあると、モチベーションは落ちるし、生きていくこ

との意味も見出せない子どもたちというのは本当にたくさんいる。そういう子どもた

ちが、自分の家だけではなく、社会にいろんな人や考え方を持っている人がいるとい

うことで、強く生きていけるような、私の家はこうだけど、自分はあんな風になりた
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いと夢を持てるような子育てができる地域になればと思っている。それは、地域への

愛着の成長だと思うが、地域への愛着というのも感じにくいような育ち方を一時期さ

れてきた。ちょうどそれが４０代ぐらいの方々になり、いわゆる「新自由主義」、学

校の中でものすごく自由で、競争というよりは、自分というものに重きを置いた教育

制度の中で育ってきた人達が、今ちょうど子育てをしているが、今の子ども達はまた

違う。今の子ども達は総合的な学習もしているし、また違った教育制度の中で成長し

ようとしているので、そこにこの碧南の計画等を活かしながら、子どもたちにどう伝

えるかということも課題になっているのではないかと思った。先ほど「こども食堂」

という話があったが、「こども食堂」という名前を付けていなくても、本当に食べ物

を通してコミュニティを作っているような取り組みがたくさんあり、今そのことにつ

いて研究している。「食コミュニティが地域に及ぼす影響」という研究をしていて、

お寺で居場所づくりをしている方、主任児童委員が、たまたまお寺の奥さんで、それ

で自分のお寺にはお菓子があるから、子ども達をお菓子で呼んで、お寺は施しという、

いわゆる地域福祉ですよね、それをするのが当たり前ということで、お菓子を分け与

えている。そうすると、食べ方も知らないし、机に座って勉強することも知らないと

いう子ども達がいっぱいいることも気になって、勉強するスペースを作ったり、お菓

子だけではということで、みんなで調理実習して食べている。その時に卵をすりつぶ

し、マヨネーズであえたような、それすら知らずに、「おばちゃん、これ何」と聞い

て、おいしいと食べる。その経験が、家では出来ないかもしれないけど、そういう経

験ができる場が地域にあることが、すごく大事と本当に実感した。 

それから障害を持っている子ども達も、発達に課題を持った子ども達も、経験を積

んで地域の一員となり、地域にその人なりの愛着を持つような人達になっていくと感

じた。さらにその時に、子どもの集まりになぜかそのお母さんがついてきて、そのお

母さんはおそらく知的障害で、貧困の中でそれを発見されず、手当もされず、訓練も

受けず、しかし子どもは生んでしまい、何人もいるが、産む度に児童院の施設に措置

され、中学生ぐらいになったら戻される。このため、今３人の中学生と高校生の子が

いる。お菓子で子ども達が並んでいると、子どもの列に一緒に並んでいる。つまり、

大人か子どもかさえ理解ができない。私達もすごく驚いたが、お母さんは大人だよと

いうことを地域の大人がずっと語りかけて、お母さんはみんながごはん食べるときや

お菓子食べるときは、お皿を洗う役割とか、盛り付けをするのが役割ということを言
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い続けていた。そうすると、お菓子をもらう列ではなく、台所の方に来るようになっ

た。やっぱり体験が、その人が出来ないことを出来るようにしていくのはとても大き

なことで、すごいなと思った。そんな試みが、やはり専門職ではなく、地域で包み込

んで、この人をなんとかしようとか、仲間だから一緒にやっていこうという中で、そ

ういう成長を実感しました。そんな地域になれるような、非常に理念がしっかりした

計画になったのではと思う。やはり、理念が軸にあれば、後は活動するのは専門職と

地域の皆さんなので、具体的に何をしていくのかというところの理念を持ちながら、

語り合っていただければいいと思う。それでも隙間が起こる。制度から落ちていく人、

支援から落ちていく人が必ず出てくる。その時例えば、野球では打球にくらいつこう

と、横っ飛びをする。専門職は、横っ飛びが大事で、お互いすれば、重なるところが

できる。それぞれの現場でちょっとだけ横を見て、横に手を差し伸べれば、その隙間

も少しは埋まる。行政は行政の強み、社協は社協の強みで、専門職は専門職の強みで、

住民は住民の強みで、ちょっとだけ横っ飛びすれば、隙間が埋まり、そこから落ちて

いく人が救われていくような地域になればと思う。 


