
第 8回地域共生ホーム全国セミナーinとやま報告書 

 

開催日：平成 29年 9月 23日（土）～24日（日） 

開催時間：9月 23日 12:30～17:30、24日 9:20～13:00 

開催場所：富山国際会議場 

報告者：成川正幸 

 

スケジュール 

9月 23日 

（１）「富山型地域共生福祉の推進」  富山県    知事 石井 隆一氏 

（２）「在宅ホスピス広げよう」  野の花診療所（鳥取県）院長 徳永 進氏 

（３）「うちで死にたいがやちゃ」 野の花診療所（鳥取県）院長 徳永 進氏 

              富山市まちなか診療所 管理者 三浦 太郎氏 

（４）にぎやか 20年の歩み「親子じゃないけど家族になりました。」   

NPO法人にぎやか 

（５）「いきづらさをかかえた人たち」    

パネラー      富山ダルク 

（NPO法人富山ダルクリカバリークルーズ代表）  

             林 敦也氏 

            元ホームレス 

（就労継続支援 A型事業所 オレンジワークス２）   

 佐原 高志氏 

            性同一性障がい        菅野 悠生氏 

            脳性まひ（車いすカメラマン） 上田 哲氏 

            障がい者の母親（NPO法人ふらっと代表） 

                           宮袋 季美氏 

  コーディネーター  福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット  

恋の縁結び係＆小間使い 

 国際医療福祉大学大学院 教授 大熊 由紀子氏 

9月 24日 

（６）県外で立ち上げた「共生ケアネットワーク」の仲間たち 

 パネラー     北海道共生ケアネットワーク 代表 渡邊 譲氏 

          山梨共生ケアネットワーク  代表 岡 秀之氏 

          山形・富山型共生ケアネットワーク協議会 代表 三浦 

寛子氏 

 コーディネーター 富山ケアネットワーク 副会長   佐伯 知華子氏 



          富山ケアネットワーク 副会長   喜多 聡美氏 

（７）「社会にイノベーションを起こす～障害者差別解消法の可能性」 

          毎日新聞      論説委員   野澤 和弘氏 

（８）まとめのセッション「今、改めて地域共生社会とは」 

 パネラー     日本福祉大学社会福祉学部 教授  平野 隆之氏 

          毎日新聞 論説委員        野澤 和弘氏 

          富山ケアネットワーク 会長    惣万 佳代子氏 

          富山市  市長          森  雅志氏 

          厚生労働省医政局 経済課長（前老健局 振興課長） 

                           三浦 明氏 

 コーディネーター  

福祉と医療・現場と政策をつなぐ「えにし」ネット  

恋の縁結び係＆小間使い 

 

国際医療福祉大学大学院 教授 大熊 由紀子氏 

 

※実行委員長の挨拶 

 平成 30年度から共生型サービスが開始されることを受け、「25年かかりまし

た。長かったです。」との言葉でした。 

1つの小学校区に 1つの富山型デイサービスが理想である。 

 

（１）「富山型地域共生福祉の推進」  富山県    知事 石井 隆一氏 

  H27県政世論調査の結果 

 ・将来介護が必要になった場合の希望 

   住み慣れた地域での生活を希望・・・73% 

   そのうち自宅での生活を希望・・・・56% 

 ・富山型デイサービスの施設設置数 

   H28：126か所⇒H33：200か所 

 ・ケアネット活動取組地区数 

   H28：259地区⇒H33：300地区 

 ・小規模多機能型居宅介護事業所数 

   H28：81か所⇒H33：140か所 

 ・訪問看護ステーション数（人口 10万人当たり） 

   H28：5.70か所⇒H33：5.1か所 

〇課題 

富山型デイサービスの報酬が低く、経営が厳しい 



〇要望 

富山型デイサービスが将来にわたり安定的に運営ができるような報酬体系にし

て欲しい。 

 

（２）「在宅ホスピス広げよう」  野の花診療所（鳥取県）院長 徳永 進氏 

あんまり頑張り過ぎない社会、亡くなった時に赤飯を炊く世の中にしましょ

う。赤飯屋さんを増やそう。 

在宅は、自宅で日向ぼっこができる。・・・保険点数は付かない。卵焼き作って

きても点数ゼロ。保険点数ゼロを目指しましょう。 

１の言葉・・・近代のつくった言葉 

２の言葉・・・古代からあった言葉 

 

2の言葉は、在宅に残っている。 

1の言葉は、病院にある。 

※死が来てよかったね・・・死を肯定語で話す。 

和解・・・病院では×在宅では〇 

在宅が増えない理由・・・・病院が握りしめている。 

家で死ぬことが出来るのでしょうか。 

臭いのある家で死ねる。 

「分間布白」という言葉がある。それは、黒より白い部分が大事だということ。 

白を作るメンバーに家族になってもらう。 

迷惑をかけたくない。 

委任する。任せる。治療共同体。行政で引っ張っている。 

先駆者がいなくなると行政が牛耳る。そうなると魂が無くなる。 

医師は制度上、デイサービスに診療に行けない。 

在宅は保険点数がない。２の言葉を忘れ過ぎている。２の言葉こそ出発点。 

しかし、1の言葉の要素がないと支えられない。 

 

（４）にぎやか 20年の歩み「親子じゃないけど家族になりました。」 

11月 20日から休業宣言をした「にぎやか」のステージ。 

 

【にぎやか活動理念】 

「死ぬまで面倒みます」 

「ありのままを受け入れます」 

「いいかげんですんません」 

※代表の阪井さんの言葉。 



今のデイサービスは職員の作業場になっている。本来は「安心するための場」

であり、「私たちがいる場所」である。「ただいま、おかえり」と普通に言える、

安心できるデイサービスが増える事を願っている。 

 

（５）「いきづらさをかかえた人たち」 

5人のパネラーとコーディネーターの計 6名のステージ。 

・林氏 

薬物を使っても、隠さずに使ったと言える場所でありたい。 

富山県にも覚せい剤はある。 

・佐原氏 

大学生時代から転落。魚津市で漁師。椎間板ヘルニアが発症。家賃滞納し借金。

ホームレスになった。 

お腹が減る経験は誰でもあると思うが、飢える経験はないと思う。万引き生活。

逮捕。生活保護。うつ病発症。現在、精神科デイケアを受けながらＡ型事業所

で働く。 

いつか税金・年金を収めたいと思って頑張っている。 

・管野氏 

2年間、にぎやかで働く。今は札幌で介護職。 

子どもの時に人形遊び、スカートが嫌いだった。 

男友達の家に遊びに行った時に友達の母に「女の事と遊ばなくても良いの」と

言われ、友達に相談。「そのままでいいんじゃない。」という友達の言葉でホッ

とした。しかしその事を親には言えなかった。 

高校卒業後に彼女が出来た。その時に親に言ったら「分かった」と言ってくれ

た。 

札幌市で同性パートナーシップ宣言制度が開始された。 

現在、左利きの人数ぐらい LGBTがいるとされる。 

LGBTだから優しくするのは差別。普通に接してほしい。 

・上田氏 

中学二年生の時に体調が悪くなる。中３から支援学校に通う。電動車いすの生

活。 

16歳でデジタルカメラとの出会いで写真を撮り続けている。 

・宮袋氏 

障害のある子の親。現在息子 26歳。シングルマザーから生活保護。そして富山

型デイサービス。死ぬ時にこれで良かったと思って死にたい。 

 

（６）県外で立ち上げた「共生ケアネットワーク」の仲間たち 



・渡邊氏 

昨年、北海道札幌石狩地区で初めて富山型

デイを開設。北海道ではまだまだ認知度が

低い。 

・岡氏 

寺小屋をやりたかった。 

でも実際にやろうとすると難しい。基準が

違う。 

制度を勉強をしていくと隙間が見える。見

えてきたら地域診断をする。必ずニーズがある。 

行政に聞いても分からない事が多い。だから一緒にやって行けばいい。 

・三浦氏 

お金がないから制度を変える。人に寄り添う制度を作りたい。目の前に居る人

を助けたい。 

理念は変わらない。 

自分で出来る事をやっていきたい。起業はせず、協議会を作り支援をしていき

たい。 

 

「専門職より人間力」人づくりが大事である。 

 

（７）「社会にイノベーションを起こす～障害者差別解消法の可能性」 

合理的配慮 

差別的取扱い⇒障害を理由に一般の人と区別し

て不利益を与えない、公平に扱う。 

合理的配慮⇒障害特性に応じて一般の人とは別

の配慮をする。そうしないと実質的には公平に

はならない。 

スポーツ 5 万人収容の東京ドームは車いす

席 12席。広島市民球場は 6席しかなかった。 

広島マツダスタジアムは 142席ある。多目的ト

イレは 24 か所、ホスピタリティスタッフ 10 人。ニーズがあるのに分からなか

った。 

技術革新や社会のルール変更で便利になる人、それによって社会からはじき出

される人がいる。多数派に合わせたまちづくり、ルール、慣習が便利な世の中

になっていると思っているが、実は不便になっている。 

・悪口はどれか。 



①真面目だね。②大人しいね。③天然だね。④個性的だね。⑤マイペースだね。 

ライン調査では、中学 2年生は「個性的だね」が一番嫌な言葉だそうだ。 

ALSの岡部さんの大学生の質問に対しての答弁。 

「カラダが動かないより心が動かないほうが不幸である。」 

 

（８）まとめのセッション「今、改めて地域共生社会とは」 

・惣万氏 

共生型は 1つの制度だが、未来を変えることができる。世の中は大きく変わる。 

福祉大学のカリキュラム（福祉 6法） 

①生活保護法②児童福祉法③身体障害者福祉法④老人福祉法⑤母子および寡婦

福祉法 

 

次に学ぶことは、①地域福祉とは何なのか②地域のニーズ・課題 

順序が逆の方が良いのではないのか？ 

 

富山型デイサービスの理念 

・年齢や障害に関係なく、誰もが地域で共に暮らせる町作りを考える 

・誰も排除しないで包みこむこと 

4つのキーワード 

・「地域」「共生」「当事者本位」「小規模」 

 

共生デイサービス 2017年 3月現在 

全国 約 1740事業所 

富山県 126事業所 

 

国への要望（惣万氏から） 

・1つの事業所内で高齢者と障害者・児が一緒にケアができるようにして欲しい。

（同じ建物の中で、高齢者と障害者・児の部屋を分けたり、パーテーションで

区切るような運用はなされないように） 

・定員については、定員の範囲内であれば、1日あたりの利用者は柔軟にできる

ようにして欲しい。（18名の事業所であれば、高齢者 10名、障害者 8名のよう

に予め決めない） 

 

共生型サービスが地域（町内）の拠点に 

・相談支援事業 

・運営推進会議 



・町内の役員会合、行事など積極的に参加すること。 

 

・野澤氏 

我が事、マル事 

日本は従来、家族が福祉を担っていた。しかし、その家族が小さく核家族化し

担うことが出来なくなった。 

特殊詐欺犯の多くは格差社会の底辺にいる 20～30代の若者である。人生経験

が浅く、未熟な若者たちに詐欺を可能とさせているのは情報である。金を持っ

ていそうな高齢者の名前と住所を名簿業者が売っている。 

 一方、介護計画を作成するケアマネ―シャーは、担当する高齢者の子どもが

勤めている会社を知っているのか。 

 個人情報保護を理由に役所は情報を提供しない。そういった状況で本当に計

画は上手くいくのか。どうすれば良いのか、特殊詐欺犯の方が知っているので

はないか。 

特殊詐欺は正義感から来ている。金持っている高齢者がいる。一方、目の前に

困っている人がいる。だからお金を回している。 

・平野氏 

誰が担うのではなく、それぞれが出来る事があるのではないか。昭和 30年施行

の制度を見て職員がダメだという。介護は当事者本位より家族本位になってい

る。制度を利用するときでも本人ではなく家族に聞いている。 

小規模施設は、職員の確保も難しく経営がきびしい。 

障がい者には 65歳の壁がある。障がいと介護サービスは、量の内容が違う。金

額も 8万円違った。65歳の誕生日。昨日と今日の自分はなぜ違うのか。裁判に

なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

所感 

 死んだら赤飯を炊く社会には衝撃が走った。そういう社会になればどれだけ



生きがい、死にがいがあるだろうか。合理的配慮では、「優しくすることが差別。」

「カラダが動かないより心が動かないほうが不

幸である。」が印象に残った。情報社会となった

今、どんどん不便な世の中になっているというの

は分かるような気がする。 

制度は、困りごとが最初であり、その次であると

思っていたが、制度を勉強することで、制度と制

度の隙間が分かり、そこには困った人が必ずいる

ということを聞き、目からうろこだった。 

 今後も地域や施設の現場を見ながら、制度を勉強することで安心した生活が

できる世の中になるように取り組んでいきたい。 


