
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

 

   ２０１９年－ 

   「地域の困りごとを１つでも解決したい」という純粋な思いのもと、世代や所属に縛 

られず、制度などにも捉われず、興味があることや関心があることで気軽につながるこ 

とのできるネットワーク作りを目指して「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会」 

は始動しました。 

   多様化・複雑化する地域の困りごとに更に向き合っていくため、そのオモイを「共有」 

し、お互いの目的に「共感」しながらココロをつなげあい、つながることで新たにデキル 

ことを積み上げながら、「協働」し成長できるネットワークを作る・・・。 

   そんな私たちが次に目指すのは、つながりを「カタチ」にしていくことでした。 

 

   しかし、２年目を迎えた２０２０年、「新型コロナウイルス」の感染拡大により、日 

頃から「つながり」や「支え合い」を重要なキーワードとして活動している私たちにと 

って、はがゆい思いをする日々が続きます。 

 

   けれど、そんなコロナ禍にあっても、「つながりをあきらめず」、様々な工夫をこらし 

ながら、支え合うことの大切さに改めて気付かせてくれる「新たな取組み」が、全国各 

地で生まれていきました。 

 

   そこで、２０２０年の「交流集会」では、そんな県内外の様々な実践を題材に、悩み 

や喜びを分かち合いながら、つながりの新しい「カタチ」の作り方について考えること 

とし、開催方法も「ZOOM」を使用することとしました。 

 

   直接会って話すことはできないけれど、事例発表者も助言者の先生も一緒に顔を並べ 

ながら、意見交換することができる。 

   ここにも、新しいつながりの「カタチ」が生まれました。 

 

   コロナ禍だからできないんじゃない。きっとデキルことは、そこにある。 

   悩んでいるのは自分だけじゃない。きっとたくさんの素敵なナカマは、すぐそばにいる。 

 

   気軽につながることのできるネットワークづくりを目指し、 

「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会」は、 

これからも１歩ずつ前進していきます。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

交流集会に参加してくださった方々が綿毛
となり、やさしさや思いやりの詰まった綿毛を
県内至る所に運んでいくことをイメージして
います。 
 みなさん一人ひとりがつながることで、「た
すけあいの輪」が広がっていく様子を、「たん
ぽぽ」に見立ててデザインしたロゴマークです 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                        参加者の平均年齢 70歳越え！！ 
                     瀬戸内海に浮かぶ離島での「オンライン昼食会」 
 

                       サロン活動が中止となる中、ZOOMでの昼食会を開催。 

                       映像が止まるたびに、地域の若者と社協職員が当該世帯 

へ走る・・・。 

                       様々な苦労もあったし、笑顔もあった。 

                       今後は、喜びも苦労も共に分かち合える、開催支援のボ 

ランティアを養成予定。 

 

 
 
 

 瀬戸内海のほぼ中央に位置している広島県唯一の離島の島、大崎上島町。本土とは橋でつながっていない

ためフェリーに揺られて訪れる、のんびりと素朴な自然に囲まれた人口約 7,300 人のこの島で、今回のオ

ンライン昼食会の舞台となったのは、全世帯数００戸の「杉の谷地区」。 

 事例発表者の一人である円光 歩さんは、この杉の谷地区の数少ない３０代。映像が止まるたびにその世

帯に走った「若者」です。Ｕターンで生まれ故郷のこの地区に帰ってきた円光さんからは、この杉の谷に対

する愛情と子どものころからお世話になっているという感謝の気持ちがあふれています。 

 一方、もう一人の事例発表者、波多野 学さんは、Ｉターンでこの町にやって来た社協職員。円光さんの

熱い思いを、隣で「ニコニコ」と優しい眼差しで見つめる波多野さんですが、地域のためにできることを考

える思いは円光さんに負けていません。 

 実は、第一分科会がスタートする直前、初対面である上に、ZOOM にも不慣れな参加者の強張った顔を

見て、円光さんが「チャット」機能を使って皆さんに送ったメッセージは、「好きなおでんの具は何ですか？」 

その一言で、スタート前の緊張感が一気にほぐれ、和やかに交流集会を始めることができました。みんなが

楽しめることをやろう。できることをできる範囲で、できる人がやればいい。 

 そんなお二人の穏やかさと柔らかさもまた、この島から育まれたものなのかもしれません。 
 
 
 

 新型コロナウイルスの感染が拡大しはじめ、地域活動の実施もままならず、職員がピリピリとしていたこ

ろ、このような状況下でも、つながりを絶やさないようにしたいと、全国から様々な工夫を凝らしながら実

践される取組みの情報が届き始めました。大崎上島町の取組もその一つ。 

宮崎県内においても、サロンが次々と中止となっているという話を聞く中、オンラインでサロン（昼 

食会）を実施実施し、接続等の不具合がある時は職員や地域の若者が走り回って支援し、その時の「歩数計」

に表示された数を見て笑い合ったという、何とも清 々しいほどの内容でした。その時の笑顔を想像し、こ

ちらまで嬉しくなったほどです。 

 詳しくお話を伺っていくと、オンライン（ZOOM）がうまくい 

くかどうかは二の次で、住民の皆さんと何かを一緒にやることの 

大切さや面白さを第一に考えていることが強く伝わってきました。 

やっぱり何事も楽しくなきゃな・・と確認できた事例です。 

 知識がない、道具がない、とマイナスなことばかりを並べるの 

ではなく、家族からスマホを借りたり、友達からWi-Fiを借り 

たりしながら、まずはやってみようという姿姿勢と、苦労も失敗 

も、笑顔へ変わる一つのスパイスと考える大らかさに、コロナ禍 

で私たちが大切にしたいことが少し見えてきた気がしました。 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
解決できるのは子どもの貧困だけじゃない！！ 
         子ども宅食のス・ス・メ 
 

 「生活が大変・・・」と感じている１８歳以下の子ども 

がいる家庭に、企業等から寄付された食材を月１回お届け。 

 ＬＩＮＥも利用したシステムで夜中でも申込可能。 

 食でつながった御縁は、また次の課題解決につながって 

いく。 

 
 
 

 国富町は、宮崎県の中央部に位置し、宮崎市から車で４０分。 

 町の中心部「本庄地区」は、町並みに溶け込むように紀元４世紀前半から６世紀頃の「古墳」が点在し、

幕府直轄の天領時代だった江戸時代には、上方からの文化も根付いた歴史豊かな町。心なしか、穏やかで、

実直な人柄の方々が多い気がするのは、その歴史の故なのでしょうか。 

 生活支援コーディネーターとしても活躍する事例発表者の津曲さんもまた、穏やかで真面目なお人柄。

時々、読み聞かせのボランティアをされているだけあって、その話す声にも癒されます。事前動画の撮影は、

県社協に来場されて行ったのですが、撮影する前、鏡の前で前髪を直しているその姿に、ちょっとだけ「乙

女」が垣間見え、微笑ましくも思えました。 

 地域のサロンやふれあい食堂に対しても、一つ一つ丁寧に取組んでいた国富町社協さんですが、なかなか

本腰を入れて取組めていなかったのが、子どもを取り巻く課題。宮崎県内で広がりつつある「子ども宅食」

をとおして、子どもの貧困をはじめとする、家庭が抱える複雑な課題にも向き合おうと決めました。 

 子どもを取り巻く課題の担当者や担当する部署が無いなら、職員みんなで話し合い、みんなで協力しあい

ながらやってみようよ！と話し合ったそのエピソードからも、地域の一つ一つの課題に、丁寧に真摯に向き

合ってきた実直さが伺えます。 
 
 

                    新型コロナウイルスの感染拡大は、「子ども食堂」にも影響を 

及ぼし、各地で中止となっているニュースが飛び交う中、県内で 

は「子ども宅食」が広がりを見せつつありました。社協に「来所」 

しなくても、２４時間申込みが可能なこと、一人の宅配担当者が 

継続して寄り添えることなどから、本当に支援を必要としている 

家庭とつながることのできるツールとして注目されています。 

                    しかし、この「子ども宅食」は、子どもの貧困だけを解決する 

                   する「出口」だけではなく、どんな支援を必要としているのかを 

導き出す「入口」にもなっているのです。 

                    しかも、食材を寄付してくださる方や、その食材を使ったメニ 

                   ューを考える方、そして食材を届ける方等、多くの人の協力が必 

要となります。 

                    新たな課題に挑戦しようと決めた国富町社協が、どのようにし 

                   て地域の方々の協力を得ていったのか、また、この取組みに協力 

することで、地域の人たちはどう変わっていったのか。 

                    「つむぎ便」と名付けられたこの子ども宅食事業が紡ぐ絆は、 

                   日常に溶け込む丈夫で温かみのあるものとして、国富の実直さを 

象徴する新たな事業になっていくことが期待されています。 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                            始まりは居酒屋？？ 
                         大学生が始めた学習支援の進化系 
 

                         大学生が中心となってスタートした子どもの学習支援 

                      を、ＩＣＴを活用した「カタチ」に変更したら、他県から 

                      の参加や多文化共生にまで波及。 

                       対面や大人数が苦手な子どもにも、ＩＣＴならではの 

                      学習支援が可能に。 

                             
 
 
 

 事例発表者である足立さんは、島根大学の現役の医大生。５年生と言えば実習に追われる忙しい身ながら、

貴重な時間を割いて参加してくださいました。実は、事前動画やトークの中でも語られていましたが、足立

さんは、一度社会人を経験した「学士編入組」。この「てごほ～む」の事業に携わっているメンバーの多く

が、社会人経験者なのです。 

足立さん本人は、少年の更生に携わる法務教官の経験を持ち「九九も言えない高校生の存在」を実感。他

にも自宅の塾を手伝う中で「発達障がいの子の実情」に触れたり、「不登校児の家庭教師経験」を持 

つメンバーがいたりと、始まりは居酒屋で・・なんて軽いノリのようにＰＲしましたが、実はメンバー一人

ひとりの中に「子どもたちが十分に勉強できる環境を提供したい」という思いに共感できるバックグラウン

ドが存在していたのです。 

 学生だからお金での支援はできないけれど、その環境を一番理解できる身近な先輩として、勉強を教える

ことはできる、遊び相手にもなれる、時には悩みも聞いてあげることもできるかもしれない。そんな純粋な

思いをカタチに変えた素敵な若者たちなのです。 

 「てごほ～む」という名前の由来。「手伝う」という意味の出雲弁「てご」、そして一番安心してほっとで

きる場所「HOME」。その言葉に込められたメンバーの思いも、純粋でストレート。だからこそ、彼らを支

援したいと力を貸してくれる人たちとの「御縁」を、神様が結んでくれたのかもしれません。 
 
 
 

 メンバー一人ひとりのバックグラウンドに確かな思いがあっても、やはりそれをカタチにすることは容易

ではありません。そこで、強力な助っ人登場－出雲市社協職員です！彼らの思いを汲み取り、助成金を出し、

最初の経費くらいは「おじさん」が出すよ！とまで言った姿・・・、社協マンの誇りです！！ 

 一旦やると決めたら、流石の速さでインスタ開設、Facebook開設。様々なアンテナを張り、いろんな情

報を得て約５か月で 1 回目の学習支援が実現します。その後、新型コロナウイルスの壁に直面するも、３

月にはオンラインでの開催をスタート。やっぱり若さってすごいですね・・・。 

自分たち自身も、学校と自宅の往復ばかりで、実はほっとする居場所が欲しいと思っていたり、学校が休

校になって「朝てご」を始めたら、自分たちも生活のリズムができて助かったと喜んでみたり。生徒である

子どもたちと同じ目線で、等身大で取組んでいるからこそ、子どもたちも安心して時を過ごし、この場所こ

そが自分にとっての「サードプレイス」だと 

確信できるのだと思います。 

 「てごほ～む」の皆さんが作る大切な居場所 

を経験した子どもたちは、きっと、次のステー 

ジに向かってチャレンジする時、自分にとって 

大切な次の居場所を獲得しようとする時、皆さ 

んの優しい笑顔を思い出すことでしょう。 

 

 



 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
日向のポツンと一軒家！ 

 栄養ドリンクとロボットとばあちゃん？？ 
 

 高齢者独居世帯の見守りシステムを新たに構築する 

ための実証実験を実施中（お試し用ロボット貸出中）。 

 ロボットを介したおしゃべりや、センサーの情報を 

把握することで一人暮らしの不安も軽減。 

 導入あたっては、地域での勉強会も開催。 
 
 
 

 宮崎県の北部、日向市街地の西部に位置し、2006年に日向市に編入合併した東郷町は、歌人「若山牧水」

の故郷として知られています。牧水が詠んだ人間や自然への思いに溢れた歌の数々は、東郷の深い緑の山々

と、そこを流れる豊かな川、そしてそこで暮らす大らかで温かな人たちに育まれ、生まれたものなのだと思

います。 

 赤木さんは、東郷地区の生活支援コーディネーターとして、地域の人たち一人一人にあたたかな眼差しを

向けつつ、いつも「自分には何ができるか？」を問いかけ、行動を起こしているとてもエネルギッシュな女

性です。 

 コロナの影響で地域の高齢者がなかなか外出できない状況となる中、一見拒否されそうな、ＩＣＴやロボ

ットも取り入れながら、自分たちにできる「見守りシステム」を構築していきます。 

 赤木さんの言葉でとても心に響いたのは、「ロボットもＩＣＴも特別なものじゃなく、生活を支えるため

の手段の一つ。一人暮らしのばあちゃんの横に、当たり前のように栄養ドリンクとロボットがあるような、

そんな生活になることが理想」という言葉でした。 

 赤木さんの言葉一つひとつ、行動一つひとつが、東郷の人たちへの思いに溢れていて、地域の人の困りご

とを１つでも解決したい・・、そんな思いが赤木さんの原動力になっている気がしています。 

 ちなみに、若山牧水は、「酒仙の歌人」とも呼ばれ、酒をこよなく愛し、二百首もの酒の歌を残していま

すが、赤木さんの原動力の一つが「酒」であるかどうかは、存じ上げません（あしからず）。 
 
 
 

 コロナの影響を受け、全国的にＩＣＴの活用がどんどんと進んでいく中、東郷町でロボットを使った見守

りシステムを構築しているという話が飛び込んできてびっくり。 

 宮崎県内でのＩＣＴの活用はまだまだだと思っていたからです。しかも、高齢化率が 50％を超える東郷 

                      町で。 

                       しかし、その思いは、赤木さんとお話をする中で納得に 

変わります。高齢化率が高いからこそ、社会資源や人材が 

限られているからこそ、ＩＣＴが必要なんだと。 

                       使える技術を使って、自分たちの地域にあった方法にカ 

スタマイズする。すべては地域の方々が東郷町を暮らしや 

すい町だと誇りに思ってもらうためのツールなのです。 

                       事例発表では、見守りロボットの他に、地域の生活支援 

サポーターらによる買物支援や外出支援に加え、新しく導 

入する予定の買い物代行システムのお話も。 

                       過疎高齢化に直面する東郷町、実は県内随一のＩＣＴ最 

先端の町だったのです。 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                          何が出るかな？何が出るかな？ 
                      おうち時間を幸せにする「ステイホーム BOX」 
 

                      ステイホームの続く子どもたちに届いた「子どもステ 

イＢＯＸ」は、おもちゃやお菓子の寄付を呼び掛けた一 

般社団法人「いくのもり」さんと地域のネットワ―クを 

使って届けた社協のコラボ事業。 

                      おうち時間をスペシャルな空間に変える幸せの玉手箱。 
                             
 
 
 

 「ステイホームＢＯＸ」の舞台は、大阪市生野区。事例発表者の木村さん曰く、「気のいい大阪のおっ

ちゃんおばちゃん」から元気をもらえる「ものづくり」の町。この事例の中心となって動いている一般

社団法人「いくのもり」さんも、日頃から生野の街を元気に楽しく盛り上げようとがんばる「元気印の」

仲間たちです。共に事例発表者として参加してくださった生野区社協さんによれば、難しいかもと思う

ことでも、「いいよ」の返事と同時にもう体が動いてしまうような、それが「いくのもり」のスピードス

ター・木村さんです（笑）。 

 今回の「ステイホームＢＯＸ」についても、学校の休校、子育てプラザやサロンの閉所等により、「子

育てママたちが大変なことになっている」という声を聞き、その日の夜にはプロジェクト概要を決め、

サイトの作成を開始。翌日からは、企業等にＢＯＸに入れる品物の寄付募集をはじめ、約１週間後には

ＢＯＸ申込みの受付開始、そして声が届いて１０日後には受け渡しが始まった・・・というスピードス

ターっぷりです。 

 このスピードこそが、「困った」という声をあげやすい、一つのポイントになっているのかもしれませ

ん。きっと、今日、この時も、「こんなことで困ってる」という声を聞きつけ、超高速で生野の町を走り

回っているであろう木村さんの姿を思い浮かべ、体がウズウズしてしまうのは、きっと私たちだけでは

ないはずです。 
 
 
 

 「居場所」と聞くと拠点を設けるイメージですが、子どもが自粛中過ごす「おうち」そのものを居場

所として楽しめるように考えたところがまず注目すべき点。そして、１団体だけでなく、生野のまちの

あらゆる人たちと作り上げた点に大注目です。企業に寄付を呼び掛けたのは「いくのもり」さん。ＢＯ

Ｘとして仕上げるための必需品＝段ボール箱も企業からの寄付です。ところが５００個という段ボール

と完成したＢＯＸの保管場所が無い！と困ったところに手をあげてくれたのが近くの社会福祉法人（高

齢者施設）、申込みも続々と集まり宅配するのに協力してくれたのは地域の方々。地域を知り、地域で暮

らす人を知り、地域で力を貸してくれる人を知る生野区社協がつなぎ役になってくれました。 

 寄付や宅配には個人で協力してくれる地域の人も。ＢＯＸに入れた物は、お菓子やおもちゃ、絵本等、

子どもさんが喜ぶものだけでなく、子育てママが助かるものから、パパの靴下まで。集まった品物の種

類や数だけコロナ禍を乗り切りたいと、いろんな愛ややさしさや思いやりがこのＢＯＸには詰められま

した。 「生野のためや、まかしとき。」 

みんなに支えられて、お互いに支え合って、この生野で暮らしている。生野のまちそのものが大切な

居場所になっていることが証明された取組みです。 
 
 
 
 

 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
地域の課題をおしゃれにデザインする 

   謎の集団？ コミュニティデザインラボ 
 

 地域課題解決と地域住民の活動参加、そして居場所とを 

結んだ事業を展開。 

 活動にはそれぞれユニークなロゴマークとネーミング。 

 みんなが参加したいと思える新しい「カタチ」は、 

そのままみんなの居場所へと変わる。 
 
 
 
 

 謎の集団？コミュニティデザインラボとは一体何者なのか？ 

 正解は、三股町社会福祉協議会内に作られた「実践支援研究室」のこと。実践支援しているのは、地

域の困りごと解決。地域の課題１つ１つを「プロジェクト」として捉え、プレーヤーを生み出していき

ます。コンセプトは「自分たちのまちを、自分たちで楽しく」。それぞれのプロジェクトにつけられた名

前やロゴもちょっとおしゃれで興味が湧いてきます。例えば－ 
 
 
 
 
 
 

 コミュニティデザインラボでは、コミュニティデザイナーが社協職員として採用され、こんな風に地

域活動を「参加してみたい」と思えるプロジェクトに変身させているのです。 

 こんな素敵な取組みを実践している、事例発表者でこのコミュニティデザインラボでは所長も務める

松﨑さん。後日、こんなことを話してくれました。 

「とにかく打数は立ってますから。三振も凡打もある。でも打席に立たなければ、ホームランも打て

ません。」 実行なき者に成功なし。（by 松﨑 亮・吉田松陰） 
 
 
 

 三股の新しい居場所「コメーキングスペース」。ここは単に地域の皆が集まるだけでなく、課題解決の

プロジェクトが進行している「現場」でもあります。子どもたちの学習支援や、不登校支援としての拠

点、ラボが作製している無料のコーヒーチケットを手にやって来る、認知症介護世帯や一人暮らし高齢

者のお話を聞く場、そして、高齢者の働き方支援の場にもなっています。 

 コメーキングスペースのスタッフは、町内にある傾聴ボランティア「すずむしの会」の会員さんで、 

６０～７０歳代の方々。 

 注文を「忘れっぽいカフェ」として、メニューも各自記入するシステムです。 

                カフェをスタートするにあたり、コーヒーの淹れ方も勉強し、お揃 

いの藍のエプロンも選びました。 

                そんなことを、とても嬉しそうに話してくれる彼女女たちの、あた 

               たかさとそして若々しさに触れながら、またコーヒーが飲みたいと足 

               を運んでしまうのです。 「自分たちのまちを、自分たちで楽しく。」 

                一人ひとりがその思いを胸に 1日 1日を生きているからこそ、そこ 

にみんなが足をついつい運んでしまう居場所が生まれていくのだとい 

うことを、彼女たちの優しい笑顔が教えてくれています。 

 

 

各地区で取組んでいるノルデ
ィックウォーキングやグラン
ドゴルフもコミュニティデザ
インラボの手にかかればこん
な感じに。 

地区の御近所さんで行う生活
支援ボランティアも、三股の
方言「できたひこ＝できただ
けでいいよー」とかけてこん
な仕上がりに。 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                     

                          

                    （経歴） 

                    1963（昭和 38）年熊本県生まれ。 

                    九州大学大学院文学研究科修士課程修了 

                    社会保障研究所（現 国立社会保障・人口問題研究所） 

                    研究部研究員、山口県立大学社会福祉学部教授を経て、 

                    現在、九州大学大学院 人間環境学研究院 

                    共生社会学講座教授 

 

（専門テーマ） 

 地域福祉社会学。 

 高齢化する地域社会の現状分析と、そうした状況のなかで必要とされる社会システムのあり方を、

高齢者の社会参加活動に注目して調査研究されている。 

全国的にみても高齢化と世帯の極小化が進行する西日本過疎農村（大分県日田市中津江村、山口

県内など）をフィールドとし、そこで生活する人々の意識と行動を総合的に捉えるために量的調査、

質的調査（聞き取り）を重ねてこられ、みやざき交流集会にも、交流集会を開始した２０１９年度

から関わっていただいている。 

 

（著書等）※共著含む 

地域再生の社会学 学文社 

暮らしの視点からの地方再生 地域と生活の社会学 九州大学出版会 

社会福祉研究のフロンティア 有斐閣 等多数 
 
 
 
 
 

 

 昨年度に続き、「広がれ、助け合いの輪！みやざき交流集会 2020」が開催されました。新型コ

ロナウイルスの感染拡大という思わぬ事態のなかで、今回は遠隔会議方式での開催となりましたが、

映像を見ていただければ一目瞭然、画面越しであっても、実に豊かな交流の機会になりました。 

 

 新型コロナウイルスの影響が落ち着くまでには、残念ながらもうしばらく時間がかかりそうです。

多くの地域で「助け合いの輪」を支える活動が延期や中止を余儀なくされるなか、感染対策を徹底

し、継続を目指された活動も少なくありません。活動継続にはどのような工夫が必要なのか、また、

新しい活動の姿とはどのようなものか、3つの分科会でご報告いただいた様々な活動を振り返りな

がら、考えてみたいと思います。 

 
 
 
 

 

Comment 



 
 
 

 もっとも身近な「助け合いの輪」は、近所づきあいかもしれません。大規模な自然災害が起きた

ときに避難支援活動を円滑に行うには、普段からの近所づきあいの積み重ねが大切だとされてきま

したが、このことは、近隣関係が揺らげば、いざという時の対応が難しくなることを教えてくれて

います。しかし、感染症拡大が続くなか、近所づきあいも控えた方が良いのではないか、という声

も聞こえてきました。そうした状況下で、広島県の大崎上島町の円光歩さんは、大崎上島町社会福

祉協議会の波多野学さんとともに、近隣とのつながりが強かった小規模な集落であっても集まるこ

とが難しくなれば、高齢者のなかには孤立する方が増えていくのではないかとの思いから、集落が

変わらず動いているという姿を、新たな道具（Zoom）を使って伝える活動に取り組まれました。

集まっておしゃべりをするといった当たり前の日常を、「オンラインご飯会」によって少しでも取

り戻すことで高齢者の方々の安心感につながったようです。 

 

 また、近所づきあいがなかなかできず、見えにくい形で孤立に追い込まれてしまいがちなシング

ルマザー世帯や子育て世帯の方に、「宅食くにとみ・つむぎ便」が食材を届けることで地域とつな

がっていく姿を国富町社会福祉協議会の津曲真由美さんからは教えていただきました。多くの利用

者にとって、これまで社会福祉協議会との接点は少なかったと思います。そうした方々が利用申込

みのために窓口まで出かけたり、電話をすることは実はかなり負担でもあり、お世話になっている

という気持ちを強める場合もあります。スマホやパソコンから 24 時間いつでも申込めることは、

利用される方の気持ちに寄り添った大切な工夫ではないでしょうか。 

 
 
 
 
 
 

 感染防止のために対面型の活動が制限されるなかでは、オンラインでの活動継続のあり方も模索

されています。日向市社会福祉協議会東郷支所の赤木智子さんからは、可愛らしいコミュニケーシ

ョンロボットを活用した見守り活動が紹介されました。新たな ICT 機器が導入されると、新しい

機器に合わせようと利用者の方が無理をしてしまい、利用が長続きしないことが往々にして起こり

ます。機器利用のための活動を立ち上げるのではなく、今ある活動をいっそう充実させるために機

器が使われるには、まず何よりも、地域で活動されている方々が、活動継続のために機器を使って

みたいと実感されることが大切です。この取り組みでは、便利な機器ありきではなく、活動をさら

に進化させるための道具として活用するといった明確な姿勢が、とても印象的でした。 

 

 また、島根県出雲市で、子どもたちへの学習支援活動を行う「てごほ〜む」の足立元さんからは、

居場所の必要性をあらためて教えていただきました。学習支援は、生活困窮者自立支援の枠組みや、

子ども食堂からの展開など様々ですが、てごほ〜むは、大学生の思いから始まったとのこと。です

が、思いはあっても、肝心の学習支援を必要としている子どもたちにどのように参加を促し、そし

て活動費をどう捻出するのかといった問題に直面するなかで、出雲市社会福祉協議会のボランティ

アセンターへの相談を通じて、活動が動き出すことになりました。地域福祉活動を推進する組織と

しての社会福祉協議会の存在感を感じます。また、感染拡大のなかで対面での学習支援が難しくな

ると、オンライン開催を実現されました。活動継続のために臨機応変に対応する頼もしい姿です。

地域には様々な居場所がありますが、てごほ〜むからはじまる居場所のネットワーク化も期待され

ます。 
 
 

 

 



 
 
 

 いくのもりの木村和弘さん、生野区社会福祉協議会の篠崎ゆう子さん、浪速松楓会の鯉谷雅至さ

んからは、「いくのっ子ステイホーム BOX」を通して、困っている方を地域全体で支える仕組みの

大切さを教えていただきました。500箱の BOXには、子どものための物品だけではなく、父親の

ための靴下も詰められたことがあったそうで、子どもだけではなく、一緒に暮らす家族にも関心を

持ってもらえる世帯全体を支える宝箱になっていました。例えば、子ども食堂でも子どもたちに加

えて、両親をどう巻き込むかが大切だといわれます。一対一の助け合い活動ももちろん重要ですが、

この地域の困っている人を地域全体で支えるという思いを形にできたこと、これこそが「いくのっ

子ステイホーム BOX」活動から学ぶべきことのように思います。そして普段から「いくのもり」

の活動があればこそ、今回のような緊急対応が一気に実現できたのだと思います。 

 

 三股町社会福祉協議会の松崎亮さんからは、声を出しやすい地域の姿を示していただきました。

困っている方は、実は困っていることに気づいていないのかもしれません。そうした方々に、いつ

でも相談に来てくださいと声を掛けても、自分には必要ないと思われるだけでしょう。声を出しや

すい地域とは、声を出しやすい「仕組み」がたくさんある地域だと思います。その最初の一歩は、

様々な活動を知ってもらうこと、活動を目立たせて、地域の方々の目に触れることで、何か困りご

とが起これば思い出してもらう、そのための手がかりとして、活動ごとのロゴは大切です。様々な

仕組みには本来の目的がありますが、思わぬ効果、思いがけない広がりが起こることがあります。

ロゴは、たくさんの活動を分かりやすく知ってもらうことが目的でしょうが、結果として、支え手

側の活動への愛着や誇りにもつながり、社会福祉協議会の認知度向上にもつながっているのではな

いでしょうか。また、居場所づくりでも、そこに行けば、例えば引きこもりがちの方でも、少しだ

け普段の自分を変えることができる、そうした関係を築ける場が存在していることが印象的でした。 

 

 
 
 
 
 
 

 助け合い活動は、支えられる側の方々のために行われており、活動継続は、支えられる方のため

に必要だと考えられがちですが、実は支え手側にとっても、大きな意味を持っているのではないで

しょうか。てごほ〜むでは、活動の自粛が求められるなかで、午前中の活動を通して、不規則な生

活になりがちな大学生にとっても生活リズムを得ることにつながり、大学生自身にも有益であった

そうです。教える側、教えられる側という関係にとどまらず、実はお互いにメリットがあるという

ことが、活動継続を下支えしているのかもしれません。 

 

 また、各活動からは、感染症拡大という思わぬ状況のなかで活動継続を判断するためには、話し

合う機会が必要であることも分かりました。普段からの話し合いの場を持っておくことがあらため

て大切だと思います。 

 

 今回の交流集会を通して、それぞれの地域のなかで、助け合いの輪がさらに広がっていくことを

願っております。 

 

 



「広がれ、助け合いの輪！ 

みやざき交流集会 2020」 

～デキルことはそこにある。ナカマはきっと側にいる。～ 

開催要綱 
 

１ 趣 旨 

  ２０１９年、世代や所属などに縛られず、制度などにも捉われず、興味があることや関心が

あることで気軽につながることのできるネットワーク作りを目指して「広がれ、助け合いの

輪！みやざき交流集会」は始動しました。 

  「地域の困りごとを１つでも解決したい」という純粋な思いでつながった私たちが次に目指

すのは、そのつながりを「カタチ」にしていくこと。 

  しかし、２年目を迎えた２０２０年、私たちは大きな課題を抱えることになりました。 

  「新型コロナウイルス」の感染拡大がこの宮崎県においても発生し、日頃から「つながり」

や「支えあい」を重要なキーワードとして活動している私たちにとって、はがゆい思いをする

日々が続いています。 

  けれど、今、このコロナ禍にあっても、「つながりをあきらめず」、様々な工夫をこらしなが

ら、改めて支え合うことの大切さに気付かせてくれる「新たな取組み」が、全国各地で生まれ

ています。 

  そこで、２０２０年の「交流集会」では、そんな県内外の様々な実践を題材に、悩みや喜び

を分かち合いながら、つながりの新しい「カタチ」の作り方について考えます。 

  オンラインによる今までとは一味違う「交流集会」となりますが、そこにはきっと、地域の

課題に笑顔で向き合う、たくさんの素敵な仲間たちとの出会いが待っているはずです。 

 

２ 主 催 

  社会福祉法人 宮崎県社会福祉協議会 

 

３ 会 場 

  インターネット上（Zoom） 

 

４ 定 員 

  各分科会毎に３０名程度 

 

５ 参加費 

  無 料 

 

６ 助言者 

  九州大学大学院人間環境学研究院 教授 高野 和良 氏（福岡） 

   熊本県生まれ。九州大学大学院文学研究科修士課程修了 

   社会保障研究所（現 国立社会保障・人口問題研究所）研究部研究員、山口県立大学社会福祉学部

教授を経て、現在、九州大学大学院 人間環境学研究院 共生社会学講座教授  

https://www.illustkyogikai.com/wp-content/uploads/2020/09/192_online_meeting_man.png


７ 意見交換会プログラム 12 月 13 日（日）開催 

  参加申込者は、事前に（好きな時間に）事例動画を視聴の上、御参加いただくこととなります。 

  事例を元に、事例発表者や助言者と、新しい「カタチ」について、語り合いましょう。 

第 1 
分科会 

10：30～
12:00 

食でつながる新しい「カタチ」 

大崎上島町社

会福祉協議会

（広島県） 

 サロン活動が中止となる中、Zoom での昼食会の開催。映像が止

まったりするたびに地域の若者と社協職員が当該世帯へ走る・・・。

様々な苦労もあったし、笑顔もあった。今後は喜びも苦労もともに

分かち合う開催支援ボランティアを養成予定。 

国富町社会福

祉協議会（宮

崎県） 

 「生活が大変・・・」と感じている 18 歳以下の子どもがいる家

庭に、企業等から寄付された食材を月 1 回お届け。LINE も利用し

たシステムで夜中でも申込可能。食でつながった御縁は、また次の

課題解決につながっていく。 

第 2 
分科会 

13：00～
14:30 

ICT や SNS でつながる新しい「カタチ」 

て ご ほ ～ む

（島根県） 

 大学生が中心となって実施している子どもの学習支援を、ICT を

活用した「カタチ」に変更したら他県からの参加や多文化共生にも

波及。対面や大人数が苦手な子どもにも、ICT ならではの学習支援

が可能に。 

日向市社会福

祉協議会東郷

支所（宮崎県） 

 高齢者独居世帯の見守りシステムを新たに構築するための実証

実験を実施中（お試し用ロボット貸出）。ロボットを介したおしゃべ

りや、センサーの情報をご家族が把握することでひとり暮らしの不

安を軽減することが期待される。導入にあたって地域での勉強会も

開催。 

第 3 
分科会 

15：00～
16:30 

新しい居場所の「カタチ」 

大阪市生野区

社会福祉協議

会（大阪市） 

 ステイホームの続く子どもたちにとどいた「子どもステイ BOX」

は、おもちゃや寄付を呼び掛けた一般社団法人「いくのもり」さん

と地域のネットワークを使って届けた社協とのコラボ事業。おうち

時間をスペシャルに変える幸せの玉手箱。 

三股町社会福

祉協議会（宮

崎県） 

 地域課題解決と地域住民の活動参加、そして居場所とを結んだ事

業を展開。活動にはそれぞれユニークなロゴマークとネーミング

が。みんなが参加したいと思える新しい「カタチ」は、そのままみ

んなの居場所に変わる。 

  ※ 意見交換会終了の後、まとめの動画を参加者 

   に配信する予定としています。 

 

８ 参加方法 

 (1) エントリーシート（別紙）又は申込フォームに 

必要事項を記載して、11 月２０日（金）までに参 

加を申し込んでください。 

 

居 

ICT 

食 

https://www.illustkyogikai.com/wp-content/uploads/2020/05/139子ども食堂おばさんと.png


※【Zoomミーティングについて】 

（申込フォームはこちら）宮崎県ボランティアセンターホームページ「ぶーら・ボーラ」 

https://www.bura-vola.org/news/2020/10/post-33.html 

 

  ※ エントリーシートに記載の事項を元に、参加者（団体）一覧を作成し、意見交換会参加者に配布

する予定です。エントリーシートに記載された個人情報につきましては、本研修の運営のみに使

用し、他の目的に使用することはありません。 

 

 (2) 参加申込締切後、事務局より事例動画の配信サイトの URL をお知らせします。 

（11 月下旬頃を予定） 

 

 (3) 事例動画を御覧いただいた後、感想や質問を添えて 1２月４日（金）までに参加希望の意見交換会

を選択し、申し込んでください。（参加申込者に対して、選択フォームをお伝えします。意見交換会

は 2 つまで参加できますが、申込者多数の場合は調整させていただくことがあります。） 

 

 (4) 12 月 1０日（木）までに、参加していただく分科会を決定し、Zoom ミーティング URL、ミーテ

ィング ID、パスコードを送信します。 

 

 (5) １２月１３日（日）当日は、Zoom にて意見交換会に参加していただきます。※ 

 

 (6) 後日、参加者に対して振返動画を配信します。（意見交換会参加者への限定配信） 

 

  

   ご使用の PC 等での ZOOM ミーティングの参加が初めての場合は、以下の URL から事前に 

  「ミーティング用 Zoom クライアント」をダウンロード実行してください。 

    https://zoom.us/download（Zoom ダウンロードセンター） 

   また、以下の URLからカメラ・マイク・スピーカーのテストを行ってください。 

    https://zoom.us/test（Zoom テストミーティング） 

   当日は分科会開始時刻の 15 分前から入室可能の予定です。 

 

 

９ 緊急時（荒天時）等の対応 

緊急時（荒天時）等により開催を中止すると判断した場合は、各開催日前日の午後５時までに本会ホ

ームページ（http://www.mkensha.or.jp/）でお知らせしますので、御確認ください。 

 

10 参加申込書提出先及び問合せ先 

  社会福祉法人宮崎県社会福祉協議会 地域福祉部 

  地域・ボランティア課（宮崎県ボランティアセンター） 担当：井上 

   〒880－8515 宮崎市原町２－２２ 宮崎県福祉総合センター本館１階 

    TEL：0985-25-0539 FAX：0985-31-6575  E-mail:vc@mkensha.or.jp 

 

https://www.bura-vola.org/news/2020/10/post-33.html
https://zoom.us/download
https://zoom.us/test


 


