
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

会場 ： 福山ニューキャッスルホテル 福山市三之丸町 8-16 

  福山市ものづくり交流館  （エフピコＲｉＭ内） 福山市西町 1-1-1 

  福山市男女共同参画センター（エフピコＲｉＭ内） 福山市西町 1-1-1 

主催 ： ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 

  「広がれボランティアの輪」連絡会議 

  社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

後援 ： 文部科学省 広島県 岡山県 福山市 尾道市 三原市 府中市 

  世羅町 神石高原町 笠岡市 井原市 

協賛 ： 一般社団法人 日本新聞協会 

 

●「赤い羽根福祉基金」助成事業  ●厚生労働省国庫補助事業  

 



 

 

２０１７年（平成２９年）１１月１８日（土）・１９日（日）の両日，福山ニューキャッスルホテ

ルをメイン会場として，「ボランティア全国フォーラム」を開催しました。過去２４年にわたって開

催されてきた「全国ボランティアフェスティバル」が，昨年度からより研究協議の要素に重点をおい

て「ボランティア全国フォーラム」へと引き継がれ，第１回東京大会に続いての開催となりました。 

初めての地方開催であり，全国の関係者の皆様にどのように関心を持っていただけるかと懸念して

いましたが，人口減少・少子高齢化が進むなか，住民からのボランティア活動や市民活動に対する期

待も高まっていることから，原点に戻りボランティア活動・市民活動のあらゆる可能性を追求すると

ともに理解を深めることとし，大会のテーマを「熱くかたりあおう！ そしてステップアップ！ ｉｎ 

備後」としました。 

具体の企画では，備後圏域６市２町の社会福祉協議会・広島県社会福祉協議会・岡山県社会福祉協

議会・広島県生活協同組合連合会などの職員で構成する「実務者会議」を設け，協議し決定してまい

りました。 

開催の形態とすれば，基調講演・シンポジウム・分科会と定番ではありましたが，「福祉」「環境」

「まちづくり」などの分野から先駆的で斬新な取り組みを行っている団体，また，継続性があり長年

にわたって地道な活動を行うなかで成果をあげている団体，若者を取り込む，あるいは，若者が中心

となって活動を続けている団体などに事例発表を，また，コーディネーターの方につきましても，現

在第一線でご活躍の皆様にお願いしました。 

 また，備後圏域６市２町のボランティア活動・市民活動の現状を生で見学していただけるようフィ

ールドワークを企画したところです。  

事業の評価につきましては，参加者の皆様がこの大会を通じて学ばれたことで，これまで以上に地

域を見つめ，課題に向き合い，解決に向けての力を結集していただける契機となったのではないかと

感じているところです。 

最後に，本大会にご参加いただきました皆様，企画・運営にあたってご協力いただきました皆様，

ご後援をいただきました文部科学省，広島県，岡山県，備後圏域６市２町の行政の皆様，助成してく

ださいました中央共同募金会をはじめとした６団体の皆様，その他ご協力いただきました関係者の皆

様には，心からお礼と感謝を申しあげます。２０１８年度（平成３０年度）は１１月３日（土）・４

日（日）に，長野県軽井沢町を中心に佐々圏域において，「ボランティア全国フォーラム軽井沢

２０１８」が開催されます。 

長野県軽井沢町での再会を楽しみにしております。 

 

２０１７年（平成２９年）１２月 １日 

 

ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 
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大会テーマ 熱くかたりあおう！ そしてステップアップ ｉｎ 備後 

開 催 日 ２０１７年１１月１８日（土）～１９日（日） 

会  場 

福山ニューキャッスルホテル 

福山市ものづくり交流館 

福山市男女共同参画センター 

（福山市三之丸町 8-16） 

（福山市西町 1-1-1 エフピコＲｉＭ内） 

（福山市西町 1-1-1 エフピコＲｉＭ内） 

内  容 

１日目：開会行事・開会式，基調講演，シンポジウム，分科会に向けて， 

交流会 

２日目：分科会（１～７），分科会共有「フォーラムの振り返り」， 

閉会行事・閉会式 

※１日目・２日目を通じて４つのフィールドワークの実施 

参 加 費 

５,０００円（大学生以下は，５００円） 

※交流会費は，別に５,０００円 

※フィールドワークの費用は別途実費 

参 加 者 

一般参加者         ５５０名 

（内，大学生以下２７名・フィールドワーク参加者２５名） 

実行委員           ２０名 

運営スタッフ／ボランティア １０４名 

講師・事例発表者等      ４４名 

その他 高校生ボランティア  ３２名 

合 計           ７５０名 

主  催 

ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 

「広がれボランティアの輪」連絡会議 

社会福祉法人 全国社会福祉協議会 

助成を受けた 

団体 

社会福祉法人 中央共同募金会（赤い羽根福祉基金） 

日本生活協同組合連合会 

教職員共済生活協同組合 

全国労働者共済生活協同組合連合会 

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 

公益社団法人 福山観光コンベンション協会 

後  援 
文部科学省 広島県 岡山県 福山市 尾道市 三原市 府中市 

世羅町 神石高原町 笠岡市 井原市 

協  賛 一般社団法人 日本新聞協会 

事 務 局 

ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会事務局 

社会福祉法人 福山市社会福祉協議会 

〒720-8512 

広島県福山市三吉町南二丁目 11 番 22 号 福山すこやかセンター内 

電話：084-928-1330 ＦＡＸ：084-928-1331 

Ｅメール：f-shakyo@blue.ocn.ne.jp 

 

１ ボランティア全国フォーラム２０１７の概要 

－１－ 



 

 

【第１日目】 １１月１８日（土） 

12:00～ 

13:00 
■受付開始 備後圏域６市２町のＰＲ映像の紹介 

13:00～ 

14:00 

■開会行事・開会式 

●アトラクション 

◎やっさ踊り（三原やっさ踊り振興協議会） 

◎車イス踊り（尾道ねたきりになら連） 

 ●主催者あいさつ 

  ◎ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 

    委員長 橋本 哲之（福山市社会福祉協議会会長） 

  ◎「広がれボランティアの輪」連絡会議 会長 上野谷 加代子 

  ◎全国社会福祉協議会 常務理事 渋谷 篤男 

●来賓あいさつ 

備後圏域連携協議会 会長 枝  直幹さん（福山市長） 

●ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会委員の紹介 

14:00～ 

14:55 

■基調講演 

『ボランティア活動・市民活動の展望（総論）』 

講演者：上野谷 加代子さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議会長＞ 

＜同志社大学大学院社会学研究科教授＞ 

14:55～ 

15:10 

■休 憩 

■フィールドワーク：『未来に受け継ぐ白石島の魅力』 

～海と高齢化がすすむ地域の再生～ 

笠岡市社会福祉協議会企画･･････スタート 

■フィールドワーク：『歴史を生かしたまちづくり』 

～おいでゃんせ 石州街道 出口・上下地区～ 

府中市社会福祉協議会企画･･････スタート 

15:10～ 

16:40 

■シンポジウム 

『ボランティア活動・市民活動の展望（各論）』 

●コーディネーター 

原田 正樹さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議副会長＞ 

原田 正樹さん＜日本福祉大学学長補佐，社会福祉学部教授＞ 

●事例発表者 

井口 陽平さん＜ＮＰＯ法人若者応援コミュニティとりのす代表理事＞ 

   高田 公喜さん＜広島県生活協同組合連合会代表理事専務＞ 

   辰川 和美さん＜社会福祉法人さんよう理事長＞ 

■フィールドワーク：『歴史のある街と住民の暮らしを考える』 

            ～歴史ある地域に息づく人々の暮らしとボランティア 

             の役割～ 

尾道市社会福祉協議会企画･･････スタート 

16:40～ 

17:10 

■分科会に向けて 

●コーディネーター 

大橋 千晶さん＜広島県社会福祉協議会 地域福祉課・ 

広島県ボランティアセンター主事＞ 

唐川 希代美さん＜福山市社会福祉協議会 福祉サービス課次長＞ 

２ ボランティア全国フォーラム２０１７大会プログラム 

－２－ 



 

 ●分科会からの発表者 

分科会３『災害ボランティア活動』 

桑原 英文さん＜コミュニティ・エンパワメント・オフィス 

ＦＥＥＬＤｏ代表＞ 

分科会４『トライ！“協働”による地域づくり』 

笠木 弘二さん＜福山市まちづくりサポートセンターセンター長＞ 

分科会５『地域とボランティアが支える子育て』 

八重樫 牧子さん＜福山市立大学名誉教授＞ 

分科会６『若いチカラが地域を変える！これからのボランティア活動の可能 

     性を語り合う！』 

渡部 朋子さん＜特定非営利活動法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ代表＞  

分科会７『ボランティア活動を文化として根づかせる～持続可能な社会を実 

現するために～』 

永井 美佳さん 

＜「広がれボランティアの輪」連絡会議提言プロジェクトチーム代表＞ 

＜社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局長＞ 

17:10～ 

17:30 
■休 憩 

17:30～ 

19:30 

■交 流 会 

 ●開会あいさつ 

ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 

   副委員長 二階堂 曻司（笠岡市社会福祉協議会会長） 

 ●乾杯 

  広島県社会福祉協議会 常務理事 衣笠 正純 

 ●アトラクション 

◎二上り踊り（福山市古典芸能保存会） 

   ◎せらまち音頭と踊り（せら町・歌と踊りを愛する会） 

   ◎子どもの和太鼓（十五鼓乃会 府中市社会福祉協議会） 

19:30～ 

20:20 

■分科会の最終打ち合わせ 

分科会１／分科会３／分科会５／分科会６／分科会７ 

＜各コーディネーター，事例発表者，事務局＞ 

 

 

【第２日目】 １１月１９日（日） 

8:00～ ■フィールドワーク：『智将・小早川隆景の築いた三原を知る！』 

～三原城築城４５０周年記念企画～ 

三原市社会福祉協議会企画･･････スタート 

9:00～ 

9:30 
■受付開始（分科会１～７）  

9:30～ 

12:00 

■分科会１ 

『再発見！進化するサロン』～ふれあい･いきいきサロンがもたらすもの～ 

●コーディネーター 

手島 洋さん＜県立広島大学保健福祉学部人間福祉学科講師＞ 

●事例発表者 

河岡 定子さん＜めだかの学校世話人代表＞ 

本村 昌文さん＜介護ほっとステーションすまいる＞ 
 

 

 

－３－ 



 靑山 奈保美さん＜岩沼市社会福祉協議会 地域福祉課 

生活困窮者自立支援担当主任＞ 

卜部 善行さん＜筑後市社会福祉協議会 地域福祉課係長＞ 

■分科会２ 

『認知症のある人にやさしい地域づくり』 

●コーディネーター 

中司 登志美さん＜福山平成大学福祉健康学部福祉学科教授＞ 

●事例発表者 

中嶋 裕子さん＜平大認知症カフェ連絡協議会事務局長＞ 

木村 薫さん＜大牟田市認知症ライフサポート研究会委員＞ 

杉原 玲子さん＜ＮＰＯ法人認知症フレンドシップクラブ  

中国ブロック実行委員 岡山エリア代表＞ 

■分科会３ 

『災害ボランティア活動』～東日本大震災から学ぶ～ 

●コーディネーター 

桑原 英文さん＜コミュニティ・エンパワメント・オフィス 

ＦＥＥＬ Ｄｏ代表＞ 

●事例発表者  

上野 武利さん＜西宮市社会福祉協議会  

共生のまちづくり課課長兼地域福祉計画推進担当＞ 

小菅 寿美さん＜岩沼市社会福祉協議会総務課係長＞ 

長野 孝弘さん＜高知県社会福祉協議会  

福祉人材兼ボランティアＮＰＯセンター所長＞ 

■笑顔のカレンダー贈呈式 

◎取り組み経過 

田頭 正芳さん＜広島県印刷工業組合福山支部 価値組委員会＞ 

◎カレンダー感謝状の贈呈 

箱田 一貴さん＜広島県印刷工業組合福山支部 価値組委員会＞ 

三浦 一朗さん＜岩沼市社会福祉協議会会長＞ 

■分科会４ 

『トライ！“協働”による地域づくり』 

～多様なつながりで地域課題の解決に挑戦～ 

●コーディネーター 

笠木 弘二さん＜福山市まちづくりサポートセンターセンター長＞ 

●事例発表者 

柏原 広雄さん＜因島白滝公園保勝会代表＞ 

丸山 孝志さん＜特定非営利活動法人グリーラインを愛する会理事長＞ 

土肥 徳之さん＜堂々川ホタル同好会代表＞ 

森本 洋子さん＜特定非営利活動法人かさおか島づくり海社副理事長＞ 

■分科会５ 

 『地域とボランティアが支える子育て』 

●コーディネーター 

八重樫 牧子さん＜福山市立大学名誉教授＞ 

●事例発表者 

小澤 蓉子さん＜布絵本手づくりボランティア委員会代表＞ 

岸本 理香さん＜なぎおもちゃの図書館ひよこ事務局＞ 

岸本 理香さん＜子ども達の遊びと暮らしを考える「野の花」代表＞ 

－４－ 



 

 

宇野 均恵さん＜認定ＮＰＯ法人ハーモニーネット未来理事長＞ 

朝川 修子さん＜福山おもちゃ図書館代表＞ 

■分科会６ 

『若いチカラが地域を変える！これからのボランティア活動の可能性を語り合 

う！』～会って話してつながろう！ボランティア交流会 ｉｎ びんご～ 

●コーディネーター 

渡部 朋子さん＜特定非営利活動法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ代表＞ 

●ファシリテーター 

髙田 和美さん＜広島県ユニセフ協会事務局長＞ 

   藤原 久礼さん＜トリニティカレッジ広島医療福祉専門学校 

介護福祉科専任教員＞ 

●事例発表者 

梅井 真由美さん＜龍谷大学トワイライトホーム学生代表＞ 

恒松 睦美さん＜特定非営利活動法人あめんど代表理事＞ 

井ノ口 浩士さん＜大津市社会福祉協議会 地域福祉課 

地域支援グループリーダー＞ 

大前 仁美さん＜広島市基町地域包括支援センター主任介護支援専門員＞ 

今村 真子さん＜県立広島大学（三原キャンパス）ボランティア部＞ 

宇都宮 眞子さん＜県立広島大学（三原キャンパス）ボランティア部＞ 

髙橋 佳夏さん＜県立広島大学（三原キャンパス）ボランティア部＞ 

■分科会７ 

 『ボランティア活動を文化として根づかせる』 

～持続可能な社会を実現するために～ 

●コーディネーター 

阿部 陽一郎さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議 

提言プロジェクトチーム代表＞ 

＜中央共同募金会事務局長＞ 

永井 美佳さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議 

提言プロジェクトチーム代表＞ 

＜社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局長＞ 

●助言者 

山崎 美貴子さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議顧問＞ 

＜神奈川県立保健福祉大学顧問，名誉教授＞ 

●事例発表者 

羽田 冨美江さん＜鞆の浦・さくらホーム施設長＞ 

           ＜放課後等デイサービスさくらんぼ施設長＞ 

戸田 千登美さん＜公益社団法人長野県長寿社会開発センター 

主任シニア活動推進コーディネーター＞ 

   松原 裕樹さん＜特定非営利活動法人ひろしまＮＰＯセンター事務局長＞ 

＜環境省中国環境パートナーシップオフィス 

（ＥＰＯちゅうごく）事務局長＞ 

12:00～ 

13:20 
■休 憩（昼食／移動） 

13:20～ 

   14:20 

■分科会共有 

『フォーラムの振り返り』 

●コーディネーター 

山崎 美貴子さん＜「広がれボランティアの輪」連絡会議顧問＞ 

山崎 美貴子さん＜神奈川県立保健福祉大学顧問，名誉教授＞ 
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 ●分科会からの発表者 

分科会１ 

卜部 善行さん＜筑後市社会福祉協議会 地域福祉課係長＞ 

分科会２ 

中司 登志美さん＜福山平成大学福祉健康学部福祉学科教授＞ 

分科会３ 

桑原 英文さん＜コミュニティ・エンパワメント・オフィス 

ＦＥＥＬ Ｄｏ代表＞ 

分科会４ 

笠木 弘二さん＜福山市まちづくりサポートセンターセンター長＞ 

   分科会５ 

岸本 理香さん＜なぎおもちゃの図書館ひよこ事務局＞ 

岸本 理香さん＜子ども達の遊びと暮らしを考える「野の花」代表＞ 

分科会６ 

渡部 朋子さん＜特定非営利活動法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ代表＞ 

分科会７ 

阿部 陽一郎さん 

＜「広がれボランティアの輪」連絡会議提言プロジェクトチーム代表＞ 

＜中央共同募金会事務局長＞ 

14:20～ 

15:00 

■閉会行事・閉会式 

◎アトラクション 

備中神楽（備中神楽伝承研究会 井原市社会福祉協議会） 

演目：須佐之男命の大蛇退治 

◎閉会あいさつ 

ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会 

副委員長 加納 彰（尾道市社会福祉協議会会長） 

 ◎２０１８年度（平成３０年度）開催地へのバトンタッチ 

歓迎あいさつ 

ボランティア全国フォーラム軽井沢２０１８実行委員会 

委員長 矢内 英男さん（軽井沢町社会福祉協議会会長） 

 ◎バトンタッチ 

花束贈呈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016.12.1 ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会を組織 

－６－ 



 

 

開会行事では，アトラクションとして「三原やっさ踊り振興協議会」の皆様により，中国地方の 

代表的な踊りの一つである『やっさ踊り』を披露し，続いて，「尾道ねたきりになら連」の皆様によ 

りますノーマライゼーションを基底とした『車イス踊り』をご覧いただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その後の開会式では，ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏域実行委員会の橋本 哲之委員 

長（福山市社会福祉協議会会長），「広がれボランティアの輪」連絡会議の上野谷 加代子会長，全国 

社会福祉協議会の渋谷 篤男常務理事からの主催者挨拶があった後，来賓としてお招きした備後圏域 

連携協議会会長の枝  直幹福山市長様からのご挨拶があり幕があがりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

やっさ踊り 

３  開会行事・開会式  

－７－ 

車イス踊り 

橋本実行委員長 上野谷会長 

渋谷常務理事 枝 福山市長 



 

 

『ボランティア活動・市民活動の展望（総論）』 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆ 講 演 の 要 旨 ◆ 

講演会のはじめとして，あなたは，「たすけ上手」「たすけられ上手」，「ボランティアって，だれ， 

どんなことをする人，どのようにするの？」といった投げかけがなされて，厚生労働省の施策として 

『地域共生社会』を２０２０年代初頭に向けて構築していく説明があった。 

また，ボランティアリズムは，結果的に自身の成熟につながることや，自分以外の人へエネルギー 

を向け，かつ，共感性に支えられて成り立っていることのお話があった。 

 その後，日本におけるボランティア活動の発展形態について説明があり，民生委員・児童委員や共 

同募金の活動もボランティア活動の一つの形態であること，また，ボランティア活動・市民活動が広 

がりをみせていることや，一般的なボランティア活動は他者への貢献で仕事ではないこと，自身の楽 

しみであることの説明を受けた。 

 さらには，当事者運動や認知症家族の会・企業なども社会貢献し，ボランティアも事業化し行政を 

補完・代替していること，ソーシャルビジネスなど，専門的技能・経験者と多様なコラボレーション 

がなされており，目標を掲げて個人をコーディネートする必要があることの大切さを述べられた。 

 典型的な事例として，災害ボランティア活動を取り上げ，人の人権と尊厳を守るためにボランティ 

アグループがあり，ボランティアが様々な形で動き出したということは地域福祉の担い手として，ボ 

ランティアグループや地域への期待が高まっていることの証であると述べられた。 

 ここで，地域福祉の定義として，『住み慣れた地域社会のなかで，家族・近隣の人々・知人・友人

などとの社会関係を保ち自らの能力を最大限発揮し，誰もが自分らしく誇りを持って家族およびまち 

の一員として，普通の生活（くらし）を送ることができるような状態を創ることにある』と述べられ， 

常にｉｎｇ，地域福祉に終わりはない，一人ひと 

りの力が発揮され，共感が持てる拠点として人々 

を巻き込むにはどうしたらよいか知恵を巡らせる 

必要があり，それが市民運動の使命であると強調 

された。 

また，地域福祉の構成要素としては，「住民の 

福祉課題を解決する」「福祉課題の解決に向けて 

自治的に政策を展開する」「コミュニティをつく 

る」「福祉を支える住民になる仲間を創る」の四 

つの要素がエネルギーとなること，また，行政は 

講演者 ： 上野谷 加代子さん 

「広がれボランティアの輪」連絡会議会長 

同志社大学大学院社会学研究科 教授 

４  基  調  講  演 
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責任をもって地域福祉計画を作ること，社協も民間の中核的な機関として福祉のまちづくりを進める 

ことが地域福祉の構成要素となることが示された。 

 次に，ボランティア活動の大きな課題は，生活支援にあるとのお話があり，大地や海・山を守る環 

境保護も大きな課題であるが，住まいの拠点・愛の拠点・子育ての拠点など，生活拠点から地球規模 

まで，ミクロ・マクロをいったりきたりする視点でボランティア活動を考えてみたいと提案があった。 

地域福祉の担い手や生活支援を支えるワーカー群，専門職と住民が連携し協働で地域の生活課題を考 

えることが重要であるとの説明があった。 

 また，６つの自立についての説明があり，生活支援と自立支援をシステム化する必要性について説 

明を受けた。 

 最後に，これからのボランティア活動・市民活動への期待として，他者の意見を聞き相手の立場に 

たつ，そして，学びの循環・自己変革と社会変革，さらには，あらゆる参加と協働についてのお話が 

あり，あらゆる参加は意識的にやらなければならないこと，持続可能な社会の構築には地球レベルで 

好き嫌いを言っていられない状況であること，当事者に共感の場を作り楽しく一緒にやることが解決 

の糸口であるとのお話があった。 

大阪・香川・滋賀では，システム化の動きあることの紹介があり，「たすけ上手，たすけられ上手

の学び人に」との提案があり講演が終わりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『ボランティア活動・市民活動の展望（各論）』 
 

コーディネーター ： 原田 正樹さん 「広がれボランティアの輪」連絡会議副会長 

日本福祉大学学長補佐，社会福祉学部教授 

事 例 発 表 者 ： 井口 陽平さん ＮＰＯ法人若者応援コミュニティとりのす代表理事 

 ： 高田 公喜さん 広島県生活協同組合連合会代表理事専務 

 ： 辰川 和美さん 社会福祉法人さんよう理事長 

 

◆発表の要旨１（井口 陽平さん） 

ボランティア活動・市民活動の展望を考えると，若いチカラを結集することが大事。特に，大学生 

をうまく巻き込むようマッチングすることが大切ということで，在学中と卒業後１年を経過した二人 

５  シ ン ポ ジ ウ ム 
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の若者の取り組み事例の紹介があった。ボランティア活動・ 

市民活動に参加した若者は，「初めて社会の一員になれた気 

がする」「誰かのために働き，誰かの幸せが幸せと感じた」 

「自分の居場所が創れた」「朝も昼も夜も，どこにいても誰 

かとつながっている“人付き合い活動” 」といった思いを持 

ったとの報告があった。 

フツーの若者が，社会と出会い・社会で学び・そして社会 

を変えていくことができるよう，うまく巻き込むことが大切 

であると話された。 

 

◆発表の要旨２（高田 公喜さん） 

生活協同組合の歴史・源流について説明があった後，生協 

の新時代の地域コミュニティネットワークとして，良質の共 

生社会づくり，災害・防犯（消費者被害）など地域のセーフ 

ティネットづくり，地域社会づくりへの参加に取り組んでい 

ることの説明があった。 

 具体としては，居場所づくりから発展した「お弁当の配布」 

「災害ボランティア活動」「子ども食堂」の取り組みなどの 

説明があった後，これからの市民活動（ボランティア活動） 

で大事にしたいこととして，『相談窓口の設置』『人材育成』 

『課題別ネットワークづくり』『社会的排除と社会的孤立の解消に向けたアプローチの手法』『地域住 

民との合意形成と自治力アップの大切さ』について語られた。 

 

◆発表の要旨３（辰川 和美さん） 

                                     「地域共生社会への第一歩」というサブテーマのもとで， 

社会福祉法人の地域貢献の各種取り組みの紹介があった。 

まず，認知症の対策関連では，『多職種で認知症を学ぶ会』， 

『徘徊模擬訓練』，『認知症カフェ』『オレンジ居酒屋』など 

多彩な取り組みの紹介があったが，社会福祉法人としては場 

所の提供を通じて地域住民と繋がるよう取り組んでいると 

のこと。 

次に，法人の運営する事業所内への『子ども広場』の設置 

や『なかよしキッチン』の運営を通じて，子どもや高齢者な 

どが集い，一緒につくる楽しさ・みんなで食べるおいしさ体感していること，そのことがそれぞれに 

楽しい時間となっていると報告があった。 

 

◆ま と め（原田 正樹さん） 

人口減少や少子高齢化が進み，今後，高齢化により多くの 

人の生活の中心が職場から地域へ移ることとなり，地域を基 

盤として人と人のつながりを育むことで，誰もが尊重され包 

摂を受けながら，その人らしい生活を実現できる社会を創り 

上げていく必要があります。 

そして，つながりのある地域をつくるには，自分の暮らす 

地域をよりよくしたいという地域住民の主体性に基づいて， 

他人事ではなく「我が事」として行われてこそ参加する人 

の暮らしの豊かさを高めることができ，持続していくことに 
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もなります。 

本日，発表いただきましたそれぞれの取り組み事例でもそうですが，今後のボランティア活動・市 

民活動においては，若い人が振り向き参加するなかでそのチカラを活用することは不可欠なものと考 

えられます。また，大学生などの思いもよく伝わってきました。 

生活協同組合・社会福祉法人の取り組みにつきましても，『地域貢献を行っていこうと』という意 

思を，ボランティアの力を活用するなどの工夫を行いながら実現されているものと考えられ，住民を 

巻き込み，住民との協働による社会貢献の一例と考えられると話された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２日目，１１月１９日（日）に行われる７つの分科会について，参加者の情報共有を図るために 

コーディネーターの方に登壇いただき，各々の分科会で話し合いの意図することなどを抱負を含めて 

語っていただきました。 

 

発表者（登壇者） 

１ 桑原 英文さん････････分科会３ 

コミュニティ・エンパワメント・オフィス ＦＥＥＬ Ｄｏ代表 

  ２ 笠木 弘二さん････････分科会４ 

福山市まちづくりサポートセンターセンター長 

３ 八重樫 牧子さん･･････分科会５ 

福山市立大学名誉教授 

  ４ 渡部 朋子さん････････分科会６ 

特定非営利活動法人ＡＮＴ－Ｈｉｒｏｓｈｉｍａ代表 

  ５ 永井 美佳さん････････分科会７ 

「広がれボランティアの輪」連絡会議提言プロジェクトチーム代表 

社会福祉法人大阪ボランティア協会事務局長 

 

なお，司会・進行は，広島県社会福祉協議会の大橋 千晶と， 

なお，司会・進行は，福山市社会福祉協議会の唐川 希代美が務めました。 

６  分 科 会 に 向 け て 
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交流会は，ボランティア全国フォーラム２０１７備後圏 

域実行委員会の二階堂 曻司副委員長（笠岡市社会福祉協 

議会会長）によります開会挨拶の後，広島県社会福祉協議 

会の衣笠 正純常務理事の乾杯のご発声により幕開けとな 

りました。 

続けて，アトラクションとして，「福山市古典芸能保存会 

の皆様による『二上り踊り』，「せら町・歌と踊りを愛する 

会」の皆様によります『せらまち音頭と踊り』を披露しま 

した。 

参加者同士の交流の促進，新しいつながりの構築などを意図しての開催でありましたが，約２時間 

と短い時間にもかかわらず２４８人の参加をいただき，十分に親睦を図ることができ盛会であったと 

考えています。 

 最後に交流会を締めるアトラクションとしまして，府中市社会福祉協議会の企画によります『十五 

鼓乃会』の皆様（子ども）によります一心鼓動で魅せる和太鼓のステージを披露し閉会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

二階堂副委員長による開会挨拶 

 

７  交  流  会 

衣笠常務理事による乾杯 二上り踊り 

せらまち音頭と踊り 十五鼓乃会 

－１２－ 


