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～まちづくりで孤独や孤立を解消～『社会的処方とは』

INTERVIEW

医師

西 智弘さん

「社会的処方」
をご存知ですか？ それは、
これまで私たちが進めて
きた様々なまちづくりの取組を、今一度見直すヒントではないでしょうか。
医療行為ではなく
「社会のつながり」
で患者を支える
「社会的処方」
を
chimonken

実践されている西智弘さんにお話をうかがいました。

社会的処方って？
西さん（以下敬称略）

の趣味のサークル活動とつなぐなど、心身の不調を治療

薬を処方することで患者さんの問題を解決するのではな

する際に医療行為で対処するのではなく、地域資源を通

く、
『 地域とのつながり』
を処方することで問題を解決する

して生活環境を変えて困りごとを解決するのが「社会的

というもの。例えば、
うつ病を抱えている患者さんを地域

処方」
のアプローチです。

まちづくりは、地域課題を解決することに着目しがち。
「地域は課題の塊ではなく、可能性の塊だ」
という視点をもつには？
西

地域課題を見つけ出すことも大事だが、放置したら命に

西 そうです。そして
「困っている人に手を差し伸べた、地域

関わるような緊急性の高いものは、社会的処方では対処

のために何かをやってあげた」
という立場は気持ちが良

できないので、行政や医療機関などで専門的に速やかに

かったりします。
まちの中で暮らしている一人ひとりは、
な

対応するべき。
まちの中での孤立・孤独や不登校など、
も

んらかの特技や能力、魅力や特性、つまり凸凹の「凸」
を

っと長期で取り組む課題は、社会的処方で対応し、可能

持っているはずだと僕は考えます。弱い属性である
「凹」

であれば楽しんで解決したいですね。

は見つけやすいが、
「 凸」
は本人でさえも見つけられなか

ちもんけん（以下 ち） どうしても、
わたしは
「助ける人」、
あな
たは
「助けられる人」
という構図になってしまいがちです。

ったり、信じられなかったりする。他者の立場で信じて待
つことはなかなか難しいのです。

一人ひとりが持つ「宝」や「面白さ」
を見つけるには、
どうしたら良いのでしょう
西 まちの人たちは、地域のために何かやりたい、
あるいは何

「あなたの何かを、
くす玉で応援したい」
と手を挙げた。
オ

かできるという思いを結構持っています。年をとっても、障

リパラを契機にその能力が知られることとなり、その後の

害をもっていても、それでもやりたいことやできることがあ

活動にも繋がっています。
「こういうことをやりたい」
と聞い

る。それを
「やりたい」
と手を挙げやすく、
「 見える化」
して

た時に「あの人となら、あの場所なら、できるかも知れな

いくのはとても大事。
オリパラを契機に川崎市で開催した

い」
とまちのあちこちにいるリンクワーカー的な人がつな

「勝手におもてなし大

げる文化を持ちたいものです。

作戦！ 」では、普段は
※

サラリーマンをしてい
る人が、実はコーヒー
通で、道端でコーヒー
を入れておもてなしし
たいとか、
くす玉を作
るの が 得 意な人 が 、
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※東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会を契機に障
害のあるなしや年齢や人種の違いに関わらず、すべての
人が活躍できる社会の構築を目指す「かわさきパラムー
ブメント」が推進され、
自分の趣味や特技、
アイデアなどを
活かして、川崎に暮らす方々に向けて、
自分が楽しくて、
ドキドキする
「おもてなし」
をふるまってみるという取組

【略歴】西

智弘（にし・ともひろ）

一般社団法人プラスケア代表理事／川崎市立井田病院かわさき総合ケアセンター腫瘍内科
／緩和ケア内科医師／日本臨床腫瘍内科学会がん薬物療法専門医。
２００５年北海道大学卒。家庭医療を中心に初期研修後、総合内科／緩和ケアを研修。
２００９
年から栃木県立がんセンターにて腫瘍内科を研修。
２０１２年より現職。現在は抗がん剤治療
を中心に、緩和ケアチームや在宅診療にも関わる。一般社団法人プラスケアを２０１７年に立ち
上げ代表理事に就任。
「 暮らしの保健室」や「社会的処方研究所」の運営を中心に、
「 病気に
なっても安心して暮らせるまち」
をつくるために活動。
著書に
『社会的処方（学芸出版社）』
『だから、
もう眠らせてほしい
（晶文社）』
など

参加する
「隙」のある、
まちづくり
ち 行政や町内会は、
「やりたいこと」や「面白いこと」から始

ち 参加したり役割を担ったりできる
「隙」のあるまちで、
「やり

めることを許容しきれず、
目の前で困っているお年寄りを

たい、楽しい」
をした結果、課題解決にもつながることに

助けよう、
と課題解決を急いでしまいがちです。それ自体

なるんですね。

は悪いことではありませんが、地域課題を意識しながら

西 こんな例もありました。
プロのクリエイターと小中学生がも

も、
もっと楽しくやるにはどうしたらよいのでしょうか。

のづくりに取り組む
「クリエイティブガレージ」
という場に不

西 よくある行政の進め方は、
クレームを避けるため、一分の

登校の子がやってきた。何回か通って来て、ゲームを一

隙もないように準備を整えてからサービスを提供しようと

緒にやるうちに、少しずつ周囲とのコミュニケーションを取

することです。
しかし、
しつらえが完璧だと利用者はお客

れるようになってきた。何年か続けるうち、
自分がやりたい

さんのままで、仲間になれないし居場所ができない。望ま

ことを表現できるようになり、後からやってきたゲーム初心

しいのは、
もっと虫食いの状態でリーダーも完ぺきな人で

者には先輩として的確に教えたり、
リーダーシップを発揮

はなく、やや頼りないお兄さんでスタートすること。参加し

したりできるようになったそうです。そこで能力を発揮し自

た人が、その虫食いや頼りない部分を
「しょうがないな、

信を取り戻したことにより、不登校も解決しました。その子

一緒にやってあげるよ」
と何らかの役割を担うほうが、理

にしてみたら、教室の方針を押し付けられたり、
ゲーム教

想的だと思います。参加意識が生まれ、
自分はコミュニテ

室のリーダーをやれなどと

ィの一員なのだと実感できる。それはまちづくりでも同じ

命令されたりしたのではな

で、
まちを良くしていくために、
自分の力が役立つんだと

く、やりたい、やってみたい

か、
こういう表現を担っていると感じられる、
それが許され

と表現していたら、結果と

る状況が良いのではないでしょうか。

して課題解決につながっ
たのです。
（次ページへ）

データでみる「日本の孤独・孤立」
一人暮らし世帯割合
全国

38.1%
（2020年

名古屋市

45.3%

令和2年国勢調査）

「自分は孤独だ」
と
感じる15歳の子供の割合

29.8%

24か国中ダントツトップ
（ユニセフ子供の幸福度調査 200７）

家族以外の人との
交流がないひとの割合

15.3%

OECD加盟国20か国中トップ
（OECD Society at a Glance 2005）

外出頻度別孤独感
孤独感が「しばしばある・常にある」

14.5%
外出しない

3.0%
週3～4日
外出する

（人々のつながりに関する基礎調査（令和3年））
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社会的処方の場づくり
ち

西

認知症カフェなど、暮らしに寄り添う地域の保健室のよう

事例として注目を集めました。一方で、
「 認知症だから失

な場を、医療従事者ではない人が立ち上げる時は、
どの

敗しても寛容になろう」ではなく、
どうしたらスムーズにや

ような視点があると良いのでしょうか。

れるか改良を重ねていくべきではないか、
という意見もあ

例えば「認知症カフェ」
と看板を出すと、課題ありきで、か

ります。確かに作業を分解し、間違いが生じないようにサ

えって人が集まりにくくなることもある。認知症について話

ポートするという方法もありますが、僕は、
スタッフのおば

したい人は当事者よりもケアラーが多い。がんの患者会

あちゃんが認知症であろうがなかろうが関係なく、
この人

は、がんの当事者が話す場としてニーズはありますが、
そ

に会いたい、
この人から買いたいと思うから来店するとい

の人たちも、がんの話ばかりしたいわけではなく、お酒や

うのが良いと思います。例えば、囲炉裏ばたで、昔話をし

サーフィンをキーに集まりたいなんてこともある。出かけて

ながらお餅を焼いてくれるのが楽しみで、
そのおばあちゃ

いく様々な選択肢の一つとしてそれがあると良いのでは

んの存在が、
その店のコンセプトになっているとかです。

ないか。かつて
「注文を間違えるレストラン」
というのが好

まちづくりに社会的処方を取り入れる時は
ち リンクワーカーを軸に社会的処方が機能しているイギリス
と、
日本は何が違うのでしょうか

独・孤立担当大臣を置き、内
閣府の中に担当室を作りまし

西 イギリスでは、社会的処方を、行政ではなく民間組織が始

た。
なぜ内閣府なのかと聞い

めています。
イギリスは移民問題や貧富の差など、分断

たら、厚労省に置くと厚労省

が日本に比べて深刻に存在し、それを行政に頼らずなん

の範囲で完結してしまう。
し

とかしなければならないと市民が動きました。移民に言葉

かし社会的処方は、文科省や経産省、財務相など全て

を教える人、病院や仕事にいく人の子どもを預かる人な

に関わってくる。各省庁に広げ、
それを統轄するために内

ど、
自発的に行動する人がいて、徐々に社会的処方とい

閣府に置いたとのこと。
自治体においても担当者が数年

うシステムができあがっていったのです。資金面は、
チャリ

で変わってしまうので、人に属するのではなく組織で統括

ティ文化が支えています。
日本は国が旗を振って始まった

することが大事だと感じています。

ち

ところですが、
これまでにも海外の良いものを市民活動よ

また、
自治体職員が個人レベルで町の中に仲間として

りも先に国が整えた結果、失敗した例はたくさんありま

入っていくのはハードルが高い。
ましてや１～２年でそれ

す。社会的処方がそうなるのは避けたい。

を成し遂げるのは無理がある。仲間としてやっていくため

書籍「社会的処方」の中でも、
日本では
「みんながリンクワ

には、町の中で行政がどう役割を果たせるのかをよく考

ーカー」
にしようよと呼び掛けておられますね。

えた上で、皆さんが課題に感じていることはなんですか？

西 日本には、近所のおせっかいおばさんや地域の顔役おじ

ち

さんが存在します。
リンクワーカーという
「制度」
ではなく、

たいことを後押ししたいです、
という姿勢で入っていくべ

できる人ができる範囲で地域の「お宝」や面白いものをつ

きだと思います。行政がやりたいことを前面に出して、町

なぐような、
「 文化」
とするほうが実現性は高いと感じてい

の人に着いてきてください！
というのはうまく行かない。
どう

ます。

すれば、人の心に火をつけ、それを盛り上げられるかを

社会的処方的な考えをまちづくりにとり入れていく上で、

意識してほしい。

行政や自治体職員のみなさんは、
どんなことに留意すべ
西

私たちに何ができますか？と皆さんがやりたいこと、解決し

ち 行政のリーダーシップのあり方も変容しているということで

きでしょうか。

すね。
「社会的処方」
について、少しわかってきたように思

行政にとり入れるとしたら、やはり複数の課をまたぐ統轄

います。大変興味深いお話を、本当にありがとうございま

部署が必要です。何十年も経って、
日本の文化へと定着

した。

するまで、横串を指してくれるような。国は２０２１年に孤

書籍紹介

『社会的処方

孤立という病を地域のつながりで治す方法』

西智弘編著、2020年、学芸出版社
社会的処方研究所＆暮らしの保健室SHOP
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https://pluscare.thebase.in/

「孤独・孤立」への
先進的取組 イギリス

日本における取組

「孤独・孤立」への取組はイギリスが先進的で、
「リンクワーカ

日本では2021年に孤独・孤立対策担当相および「孤独・孤立

ー」
が患者の生活や興味についてヒアリングし、釣りや編み物

対策担当室」
が新設された。2022年2月には、孤独・孤立を感

サークルなどの地域資源とつなぐ。2017年に行われた政府主

じている人を支援するため、民間団体とつくる
「官民連携プラ

導の調査では、人口の13％超が孤独を抱え、経済損失が年

ットフォーム」
の設立総会が開かれた。
また2万人を対象とした

間4.7兆円と試算された。2018年には孤独担当大臣が新設さ

「人々のつながりに関する基礎調査」
の調査結果が2022年４

れ、各省・民間との連携のもと、
カフェや文化的な拠点等の居

月に発表された。

場所がつくられている。

（インタビューを終えて…）
コロナ禍で日常的なコミュニケーションが希薄になり、人との気軽なつながりが自発的に生まれにくい状況だから
こそ、改めてゆるやかにつながりを生みだしていく社会的処方の取組が必要であることを感じました。
ただし、
は
じめから
「つながりを作ること」
をゴールとして意識しすぎると、
ワクワク感が損なわれて形だけのものになってしま
いかねません。むしろ、
もともと地域にある様々な地域資源、社会資源の魅力や価値を社会的処方の視点から
再評価し、新たなライフスタイルに応じてリノベーション
（手直し）することで、若い世代や新しい住民にも受け入
れやすい仕組みやきっかけが生まれるのではないでしょうか。
・・・１時間半におよぶインタビューの中から、紙面でご紹介できたのはほんの一部です。
インタビュー記録全文は、地域問題研究所のホームページでご覧ください。

【ちもんけんが各地で育んできた、社会的処方の
“たね”
いろいろ】
認知症
フレンドリーコミュニティづくり

シニアの居場所となる
「老人クラブ」の活性化

「認知症の人が、高い意欲を持ち、
自信を持って、意義のある活

シニアの交流や地域貢献活動など、様々な役割を果たしてい

動に参加、
貢献できると感じられるようなコミュニティ」
と定義され

る
「老人クラブ」
は、一方でシニア向けの趣味活動や交流機会

る認知症フレンドリーコミュニティ。地域住民や学生、事業所、福

の多様化、定年延長などにより会員減少が進んでいる。そこ

祉・行政関係者などが、
認知症当事者とともに時間を共有しなが

で、老人クラブの魅力や役割を見直し、新たなシニアの参加を

ら相互理解を深めるとともに、
将来ビジョンづくりやツアーなどの自

促すために、
シニアの生きがいづくりや社会参加、地域の居場

主事業を実践している。
そうした活

所としての老人クラブの機能や存在意義を見直している。そ

動を通じてつながりを広げながら、
誰もが自分らしく暮らし続けられる

れらを推進するためのリーダー育成などを支援している。
（名古屋市、知多市など）

コミュニティづくりを進めている。
(名古屋市北区)

多文化共生社会の推進

コロナ禍における
女性の実態調査と支援方策提案

愛知県は外国籍市民の割合が高く、近年は国籍も多様化し

新型コロナウイルス感染症拡大は、特に非正規職、女性が大

ている。様々な障壁によってマイノリティとして疎外されがちな

きく影響を受けたといわれている。そこで、R３年８月に名古屋

外国籍市民が、地域コミュニティの一員として認知され、地域

市在住の20～59歳の女性を対象とした調査を実施。
コロナ禍

づくりに参画できる、多様性のあるボーダーレスな地域社会づ

において女性の生活と就労の変化を明らかにした。

くりが求められる。そこで、外国籍市民向けのアンケート調査

その中で、非正規職で子どもを持たないシ

やワークショップ、
フィールドワークなどの対話を積み重ねるとと

ングルの女性に注目し、
コロナの影響や、具

もに、当事者とともに多文化共生を進めるための戦略の策定

体的な支援方策などを提案している。

及び実践活動を支援している。

（名古屋市）

（安城市、名古屋市、豊田市、岩倉市など）
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1テーマレポート＆エッセイ

「テーマ：社会的処方とは」
若者と高齢者の新たな住まい方の可能性「京都ソリデール」
研究員

藤本 慎 介

書籍「社会的処方」
にも事例として紹介されている、
「京都

ました。同居人が亡くなるという経験は人生で初めてでした

ソリデール事業」
での経験をお話します。京都ソリデール事

が、
日常会話の中で介護の状況や、Cさんの様子をA・Bさん

業とは、京都府住宅課が取り組む
「異世代ホームシェア」
プロ

から聞いており、病院と家の往復でバタバタしている時の留

ジェクトです。京都府内の大学等に通う学生が、府内に在住

守番や、
お葬式の手伝い等を気軽に頼んでいただける関係

する高齢者宅の空き室を間借りし、同居生活を行う下宿のよ

になっていました。

うなものです。
この事業では、学生と高齢者のゆるやかな交

また、緊急事態宣言下では、大学に行けず友人や家族に

流により新たな関係性を生み出すこと等が目的となっており、

も会えなかったのですが、同居人とご飯を一緒に食べ、居間

民間の事業者が「マッチング事業者」
として両者の間に入り、

でお茶を飲む時間があったことで、孤独・孤立感はほとんど

同居前後の生活をサポートする仕組みがあります。

ありませんでした。

私は、学生時代に、
この仕組みを利用し、2019年から約２

若者と高齢者が共住する住まい方は、高齢者だけでなく、

年間、60代夫妻（夫：Aさん、妻：Bさん）
と、その母親である

若者の孤立も解消する可能性があります。東海地域でも、

90歳女性（Cさん）
の家で同居生活を経験しました。

大学や専門学校がある市町村で、
「 異世代ホームシェア」
を

Cさんは認知症（要介護５）
で、同居８か月後に亡くなられ

検討してみてはいかがでしょうか。
にぎやかな食卓

お世話になりました！

次世代下宿「京都ソリデール」事業概要
2015年度

国内外の先行事例調査

2016年度 京都市内で事業開始（マッチング事業者へ業務委託
（公募型プロポーザル方式）、京都の地域メディアを使
った広報や公民館や大学での説明会において、
シニ
アのオーナー、大学生の借り手双方の希望者を募集）
2017年度

北部、南部地域へ対象地域を拡大

2018年度

中部地域へ拡大

2022年３月末現在、大学生等５７名がマッチング成立。

（出典：京都府HP）
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事 業 実 施 体 制スキーム図

1テーマレポート＆エッセイ「テーマ：社会的処方とは」

社会的処方の窓口はここにあった「名古屋市志段味図書館」
嘱託研究員

西村

郁

名古屋市守山区にある市図書館の分館で、2004年開

うつになりかけた経験を持ち、図書館での時間が助けになっ

館、2013年から指定管理者制度導入により、株式会社図書

たとのこと。そして彼女がヨガ講師の資格を持つことを知っ

館流通センターが運営を担当。建物の規模や蔵書数は極

た館長は、
「それなら、今度は助ける側として、
ここで、産前

めて普通ですが、普通ではないのが多種多彩な企画や展

産後の女性にヨガを教えませんか？」
と提案しました。そうし

示。
ホームページの行事一覧には、図書館には関係のなさ

て開催されるようになったのが「マタニティヨガ教室」
です。志

そうな企画がずらりと並びます。宅地開発が進む志段味地

段味図書館は、来訪者のふと漏らした想いを拾い上げ、意

区は転入者が多く、新しい土地での情報や居場所を求め

見交換し、企画や館内展示として提供する、いわばリンク

て、多くの人が図書館を訪れます。その中の一人で図書館

ワーカーとなっているのです。
（ 弊所主催の市町村ゼミナー

のおはなし会の常連となった女性が、
スタッフや館長と会話

ル9月講座は志段味図書館長の藤坂さんを講師に、取組に

をするようになりました。聞けば、他県に住んでいた頃、産後

ついてお話しいただきます）

ずらり！と並ぶイベントちらし 常時２０以上の企画が進められています。

書 籍紹 介

「未来をつくる言葉」ドミニク・チェン著

「それでもなお共に在る」未来へ
研究員

林

桃子

情報学者であり、
アーティストでもあるドミニク・チェン氏の著書「未来をつくる言葉」
で
は、
「コミュニケーションとは、
わかりあうためのものではなく、
わかりあえなさを互いに受け
止め、それでもなお共に在ることを受け容れるための技法」
として、分断を超えるというと
ても難しいテーマについて、
自伝的なあたたかなアプローチで語られています。
すでに存在するカテゴリに当てはめて理解しようとする誘惑をグッと堪え、
じっと耳を傾
け眼差しを向けることというのは、社会的処方の中で重要視されている
「固定概念を捨
てて、信じて向き合うこと」
に共通する点でもあります。
情報技術によって分かり合えるもの同士の接続が加速すればするほど、
わかりあえな
いものとの分断が拡大していく時代の中で、多様な人が「共に在る」場をつくっていくため
に、煌めくようなヒントがたくさん詰まった、
やわらかな未来への手引きとなる一冊です。
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ご 紹 介します

ご 紹 介 しま す

会議やセミナーの議論を可視化する技術
中嶋伸恵さん
（合同会社おでかけカンパニー）
創立50周年記念フォーラム
（前号参照）
をはじめ、当研究

調査研究部長

河北 裕 喜

「もう少しビジュアルを使ってコミュニケーションできると、

所が会議やワークショップで
“グラフィックレコーディング”
をお

もっと意思疎通がしやすくなると思うんです。
自分が好きなこ

願いする中嶋伸恵さん。

と・できることでお客さんが喜んでくれると、
この仕事をやって

絵を描くことが好きだった中嶋さんは、大学で景観工学を

いて良かったと感じます。」

学び、大手建設コンサルタントに11年間勤務されました。報

いつも笑顔の中嶋さんの視界には、
プロセスを大事にしな

告書や会議の議事録の作成の仕事が多いなか、分かりや

がらも分かりやすく表現することへのこだわりと、
ビジュアルコ

すく伝わりやすい表現を模索する過程でグラフィックレコー

ミュニケーションへの展開を捉えているように感じました。

ディングに出会いました。
起業後、新たな仕事と並行して、
グラフィックレコーディング
の腕を磨きました。文字情
報のビジュアル化や議 論
経過の編集により、言葉が
飛び交う空間を
‘ほのぼの
かつ一目瞭然’の成果物
として完成させます。

コロナ禍における女性の生活・就労の実態調査より

「独身女性の孤独・孤立」

主任研究員

新型コロナウイルス感染症拡大に伴う女性の生活と就労

非正規職で子どもを持たない、
シングルの女性のうち、
コロ

の実態調査を、
まだまだ感染拡大が続く令和３年７～８月に

ナ禍で大きく影響を受けた人の中には、支援が子育て世帯

実施しました。

を対象とするものが多く、
「自分たちは見捨てられている」
と

コロナ禍で
「孤独を感じた」人は16％、20歳代では４人に１
人であり、若い世代ほど高い傾向がみられました。
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安間 奈巳

疎外感、絶望感のよう
なものを感じている方も

今回の調査では、非正規職で子どもを持たない、
シングル

いました。男性も、女性

の女性に着目して分析を行いました。彼女たちは、
「 孤独を

もしんどくても頑張って

感じた」のは20％とやや高く、今後の希望では
「結婚したい」

いる人たちが安心でき

32％
「人間関係を豊かにしたい」22％と女性全体よりも高く、

る取り組みが求められ

人とのつながりを求めていることがわかりました。

ていると感じています。

1テーマレポート＆エッセイ「テーマ：社会的処方とは」

地域と子育て家庭をつなげる「ホームスタート」とは
事業部長

池田 哲 也

みなさんは「ホームスタート」
をご存じですか？
「外出しづら
い」
「頼れる人が身近にいない」
といったお悩みを抱えた未就
学のお子さんがいる家庭に、研修を受けた地域の子育て経
験者（ホームビジター）が訪問し、友人のように寄り添いなが
ら親子と共に過ごすことで子育て家庭を支えるという取組で
す。
「サービスを提供」する公的な子育て支援とは異なり、時
には家事を一緒に行ったり、子どもと一緒に公園に外出する
など、孤立しがちな母子と地域社会との「つながり」
を大切に
する点は、
まさに社会的処方の取組であるといえます。当研
究所でも、愛知県内の子育て支援団体と連携し、ホームス
タートの普及と子育て支援の充実に取り組んでまいります。
（写真提供：ホームスタート スマイリー・たけとよ）

民間の技術やサービスを活用した
地域課題解決を推進する

公民連 携セミナー

令和３年度公民連携セミナー開催報告

令和４年度公民連携セミナー開催予定

地域の課題は多様化・複雑化している一方、行政の財源・マンパワー

令和4年度も同様に、公民連携セミナーを開催

には限界があり、
これまでの手法だけでは、多様化・複雑化する課題に

します。今年度は、
自治体と企業とのマッチング

対応できなくなってきているのに対し、新たな技術やアプリ等の開発が

をより促進するために、次のような形態で２回の

進み、
こうした技術を活用して地域課題を解決する可能性が広がって

開催を予定しています。

います。

①テーマ設定

そこで、地域課題の解決に寄与し公共サービスを向上し新たなシステ

・
「防災」
「 高齢者」
などのテーマや施策の方

ムを紹介する
「サービス概要集」
の作成と、企業からサービスをプレゼン

向性を設定して、関連するサービスを集め

するセミナーを２回開催しました。

てセミナーを開催するとともに、今後のサー

◇サービス概要集

ビスの発展の可能性について意見交換を

・19社30のサービスについて、サービスの特徴、サービスの概要、導

します。

入事例、連絡先を記載した概要集を作成して、会員自治体に配布

②個別相談

しました。
◇公民連携セミナーの開催
・令 和４年 1月1 7日と

・企 業ごとに参 加 者と直 接 対 話できるコー
ナーを設けて、連携イメージのすり合わせを
行い、
マッチングの精度を高めます。

2 月1 7日の2 回に分
けて、合 計 1 2 社 1 7
サービスを紹介する
セミナーを開催しま
した。
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市町村ゼミナール開催報告 （R３年度 第９講～R４年度 第２講）
市町村が直面する今日的課題をテーマに、専門家と先進自治体
担当者を講師としてお招きする実践的セミナーです。地域問題
研究所創設以来、約50年にわたり毎月開催しています。

第9講 公共施設の再生・長寿命化を図るリファイニング
リファイニング建築とは、建築家・青木茂先生により提唱された再
生建築の手法です。約25年かけて発展させた独自の技術や実績5
原則に集約されます。真庭市立中央図書館は、
リファイニング前の
面影を残しつつ長寿命化建築として、多世代・多様な人々が使い
やすい動線を考えたデザインと空間を兼ね備えた地域の人々の憩
いの居場所となっています。

第10講

青木茂建築工房 代表

青木

茂氏

真庭市建設部建築営繕 課長

川端 次男 氏

自立・分散型エネルギーと脱炭素社会づくり
～世界の動向と日本の取り組み～

松本氏は、家庭や企業・公的機関、地域のそれぞれの分散型エネルギ
ーの活用について、
藤沢市やトヨタの
「Woven City」
などの各地のスマート
タウン等の取組み内容を交えながら、
活用の進め方についてはお話されま
した。
木原氏は、
京都府福知山市で、
市民協働型発電事業
「たんたんエネ
ジー株式会社」
を設立して、公共施設向け電力販売、卒FIT電気買取な
東京大学客員准教授・
国際環境経済研究所理事

松本 真由美 氏

たんたんエナジー株式会社
代表取締役

ど、
エネルギー事業を通じた地域の魅力発信事業について紹介されました。

木原 浩貴 氏

第11講

ウィズコロナ時代の公務員の
新たな働き方とダイバーシティ

今後の経済リスクとして、資金の逆流によって投資不適格社債が増えて、
コロナ
融資の返済に困り、
自社株買いの停止、大量倒産の発生など、経済への影響があ
ります。AI/IT化による物理的作業の自動化が期待されているが、単純作業は多
様な物理的作業の塊なので省力化が困難であり限定的です。公務員のこれから
の仕事は、頭で勝負する時代になっています。
大正大学表現学部表現文化学科 特命教授

海老原 嗣生 氏

市町村ゼミナールの
「これまで」
と
「これから」
市 町 村 ゼミナ ー ル の 今 後 の 開 催 予 定 内 容 や 、こ れ まで の 開 催 概 要 を 、弊 所 ホ ー ム ペ ー ジ
（https://www.chimonken.or.jp/）
に掲載しております。
ぜひ、
ご覧ください。
また各種講座企画もご相談ください。
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第12講 まるごと実験都市ふくやまの挑戦

2016年の就任の際、
「５つの挑戦」
の実現を掲げられました。
それは、福山駅周辺の
再生加速とグローバル都市の創造、希望の子育てと寛容で健やかな社会の実現、人
や企業が安心・安全に活躍できる都市環境の構築、新たな価値を創出する人材育成
と個性光る地域振興、歴史・文化とスポーツによる新たな体験価値の創出です。
福山市長

枝広 直幹 氏

R４年度

第１講

官民共創による都市経営
「小さな改革の積み重ねこそが行政の在り方を大きく前進させる」
という思いを軸に、
ゆ
るやかなつながりづくり、
「自分事」
として事業者や市民に考えて実行する士気を高める人
財活用、地元の企業・大学・研究所などを巻き込む実証実験、他市からのベンチャーキャ
ピタルなどの導入による関係企業・関係人口による活性化、
「100日プラン」
のスピーディな
実行を進めてきました。

元つくば市副市長

毛塚 幹人 氏

R４年度

第2講

SDGｓのローカル指標のモニタリングとオープンガバナンス
～地域でのSDGｓの実装に向けて、
自治体はどう変わるか～

川久保氏は、
ローカルSDGsの策定・実践方法とそのツールとなる
ローカル指標の重要性と事例、
ローカルSDGs推進の支援ツールとし
て、川久保氏が構築されているローカルSDGsプラットフォームについ
てお話しされました。
また、蒲郡市の杉浦氏は、総合計画に合わせて
設定したSDGs独自指標の内容と開発した啓発ツール、蒲郡市がめ
ざす「サーキュラーシティエコノミーについてお話しされました。

法政大学デザイン工学部建築学科
教授

川久保 俊 氏

蒲郡市役所企画部企画政策課
サーキュラーシティ推進室

杉浦 太律 氏

参加者の

『声』

【 令和３年度 第８講】
SDGsを活かした地域づくり
～様々な主体による多様な活動の展開～
稲沢市市長公室

企画政策課

主任

大屋さん

【第12講】
まるごと実験都市ふくやまの挑戦
豊田市

生涯活躍部 ラリーまちづくり推進担当
副参事 中神さん

元々ある地域資源を最大限に活かすための仕組み

年に一度、
自治体の取組を首長から直接お聞きでき

作りや組織体制の構築等、
SDGsの目標達成への各

る大変貴重な機会です。

団体の先進的な取組みが大変参考になったととも

今年は福山市さんの新型コロナ対策や都市魅力の

に、SDGs推進には、行政と民間企業・NPO法人等

創造などの４つのビジョン、
また先進的な官民連携の

との連携が不可欠であることを実感できました。

取組について学ぶことができ、
よい刺激になりました。

P11

所員紹介

事業部長（主席研究員 兼 務）

理事長

理事兼総務部長
（主席研究員 兼務）

青山 公三

藤

最近、調査で飛び回ってい
る職員達を見ていると、
とて
も羨ましく思います。歳は取
っても飽くなき探求心に駆り
立てられています。

山、海、
まちをめぐりながら、
人との出 会 い 、関わりを大
切にし、楽しく、元気に頑張
ります。

調査研究部長

研究理事

河北 裕喜

池田 哲也
特集テーマ
「社会的処方」
を
学び、普段何気なく使ってい
る
「つながり」
という言葉の持
つ意味をじっくり考えなおす
機会となりました。

研究理事 兼 首席研究員

（愛知県交流居住センター事務局長）

加藤 栄司
「地域に根差し、当事者目線
で考える」、
「参加と対話を重
視し、実行・実践に視座を置
く」、常に初心を忘れず取り
組む所存です。

杉戸 厚吉

「チャンスの神様は前髪しか
ない！」予め準備をしておく
大切さを説くギリシャ神話の
言 葉 で す が 、最 近 の 私 は
前髪すらつかめなくなりつつ
あります（汗）

今年度も、地域問題研究所
の 業 務と西 尾 市 の 政 策 専
門 員としてアドバイザー 業
務を兼 務し、政 策 立 案と実
践の両面で関わっていきた
いと思っています。

首席研究員

主任研究員

春日 俊夫

安間 奈巳

「地域の人が幸せになるた
めに」
「 未来の地域がよくな
るために」
ということを肝に
据えて、粉骨砕身、今年度も
がんばります。

『楽しい』はステキな原動力
だと改 めて感じています 。
いろんな人と
『楽しい』を通
じてつながりを作っていきた
いです。

調査役

調査役

研究員（５月より産休中）

田辺 則人

押谷 茂敏

鈴木

ダブル、
トリプルワークなど新
しい働き方を模索しながら、
身の丈に合わせた生活も心
がけようと考えております。

研究員

林

「実家の片付け」のために月
２～３回の田舎 通いを続け
ています 。そのついでに田
舎の地 域おこしにも関わっ
ていきたいと思います。

桃子

瞳

先日、第一子を出産しました。
不寛容な世情が続く中、
そん
なことは知らんと、すやすや
眠る寝顔を見ながら、
この子
の未来、その先の社会に思
いを巡らせています。

研究員

総 務主任

藤本 慎介

石川 桂子

釣り好きが 高じて、認 知 症
の方と一緒に釣りがテーマ
の活動を計画中です。最近
は渓 流 釣りも始め、清 流の
国ぎふの魅力を再認識して
います。

まちの「良いところ、楽しいと
ころ」
を引き出せるように、
自
らも楽しむことを忘 れ ず 仕
事に励みます。
よろしくお願
いいたします。

久々に総務部に新人職員が
入所してきました。
これからの
仕 事については、新しい発
想で再構築してくれることを
願っています。引き続きわたく
しも地問研で頑張ります。

総務

セミナー担当

嘱託研究員

新美 知征

出口 志穂

西村

５月より総務部で働くことに
なりました。所員が働きやす
い職場づくりができるよう努
めて参りますので、よろしく
お願い致します。

市 町 村ゼミナール・公 民 連
携セミナーにご参加いただ
きありがとうございます 。第
５０次、
５０年目も引き続きご
参加ください。

特 集「 社 会 的 処 方とは」を
担 当しました 。私 自身も、
日々、人とのつながりでエネ
ルギーをもらっていると実感
しています。

編集後記

「明日の中部」改題 通巻208

まちづくり
情 報 誌

ちもんけん Vol.113

池田哲也・西村郁

橋渡しをする役割。
ちもんけんは、社会的処方たる
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自治体にたくさんいることを知っています。
これからも
みなさんに、
「まちの宝」
をお伝えします！（西村）
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優秀なリンクワーカー的能力を持つ人が、地域や
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ワーカーです 。
リンクワーカーとは、地 域 資 源との
素敵な活動の情報をたくさん知っています。
また、
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