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は じ め に ――方法としてのワークショップ

�

　「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」第 1回を 2010 年に真庭市で開催した。その後、新
見市、美作市、総社市を経て、先日は笠岡市白石島で行い、県内の 5つの大学・学校の学生、教職員、
有識者の方、地元の方など約 90 人が参加した。4年間に計 5回のワークショップを行ったことになる。
地域医療や地域ケアをテーマとするつどいではあるが、参加者は医療、福祉系に限らず、法、経済、
教育、工学など様々な学部から受け入れるようにしている。
　会を重ねるうちに、このつどいの流儀もしだいに定着してきている。１日目は、まず学生参加のパ
ネルディスカッションで地元の方から実情を伺い、その後地域をできるだけ歩いて目や耳で実感でき
るようにし、現地の情報収集をした上でテーマを設定してワークショップを行う。夕食、懇親会で交
流を深め、翌日は、より実情に即したテーマでワークショップを行う。白石島でいえば、学生は小グルー
プに分かれて島暮らしの問題点を検討し、それに対する解決策を考え、グループごとに発表し、意見
交換を行った。
　事務局は岡山大学医学部や地域総合研究センターにおいているが、実際の企画は大学院生や学生が
行っていることも特色である。開催に当たっては、地元や自治体の方々の最大級の支援をいただいて
いる。地元のみなさんが歓迎してくださることが、われわれのモチベーションになっているといって
よい。
　課題も明確になってきている。白石島のワークショップを終えてから、複数の大学院生、学生から
｢その時だけの島とのかかわりだともの足りない｣ という指摘があった。ワークショップ自体をもっと
充実させたり継続できないか。地元の方々にお世話になっている以上、１回限りのイベントで完結せず、
｢地元への恩返し｣ が必要ではないか。一部の学生は、われわれの動きを待たず、リピート訪問の計画
を作っている。私自身は、そうした動きを、地域に向けての新たな働きかけと感じており、学生の中
から新しい流れを作る人たちが現れたことをうれしく思っている。
　われわれ教職員も学生たちの動きをあとおししなければならない。協力いただいた市役所の方々と
協働して、その地域での地域包括ケアの構築に向けて知恵をだしていきたい。一方、岡山大学が実践
知を重視した教育を展開するにあたって、ワークショップの手法を教養教育の分野に取り入れていき
たい。より多くの学生に、日本の中山間地や島しょ部へ、あるいは世界へ、踏み出していくためのきっ
かけを提供したい。学生たちは主体的に学ぶきっかけがあれば、自分たちでどんどん成長していく。
　なお、2011 年の森田潔学長の就任に伴い策定された森田ビジョンに沿って、本活動は ｢学都研究｣
に位置づけられ、現在「地域と医療」のテーマの一環として地域総合研究センターと連携して活動を
続けている。
　この報告書が地域医療、地域ケアの現場で活動されている皆さまや地方自治体、保健所、社会福祉
協議会、地域包括支援センターなど関係者の方々に少しでもお役にたてば幸いである。

　　2014 年 2 月
岡山大学医学部教授（医療政策・医療経済学）　浜　田　　淳　
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Ⅰ　　背　景　�
　医療・介護・福祉サービスは、社会的共通資本※1としての性質を持ち、特に日本では比較的公平なサー
ビスが提供されていると国際的な評価が高い。しかし、世界一の高齢化を背景として高齢者の介護、
医療に関する問題が国民にとって切実なものになるとともに、「医療崩壊」という言葉が各種メディア
で叫ばれ、医師不足や公立病院の閉鎖などの問題が起きている。地域医療、特に中山間地域ではその
問題は顕著となり、他にも赤字体質の病院、国民健康保険の財政的な危機など、医療制度の先行きに
影を落とす問題は多い。中山間地域の医療・介護・福祉サービスを社会共通資本としてしっかりと機
能させ、地域住民が安心して生活できるためには、どのような条件が必要かについて、問題提起と考
察を行う。�

　　研究計画　�
⑴　介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する教育について
　　介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多職種連携に関する教育について、
　　①今後の医師、看護師、介護福祉士に対する地域包括ケア・多職種連携の教育のあり方
　　②�将来の多職種による連携を視野に入れた、医学教育・看護教育・介護教育に一貫した共通教育、

早期体験実習を含む現場実習のあり方、
　�　について検討し、提言し、実践する。実施に当たっては、岡山大学医学部医学科、同保健学科、
川崎医療福祉大学並びに旭川荘厚生専門学院に協力を依頼し、連携して取り組む。

　�　この事業の一環として、医学生、看護学生、介護福祉学生と医学科、看護学科、介護福祉学科の
教官が合同して、地域包括ケアや多職種連携のあり方を学ぶ「地域包括ケア・多職種連携に関する
研修」の事業を行う。

⑵　福祉・介護施設や医療機関が地域社会・地域経済に果たす役割の評価
　�　中山間・過疎地域を中心として、地域住民のさまざまな介護・福祉・医療ニーズに対応して欠か
せない役割を担っている介護・福祉施設、医療機関、関係機関の機能を評価し、地域社会、地域経
済における役割について検討する。地域福祉計画、介護保険事業計画、医療計画の中でのこれらの
施設の位置づけやこのような計画の策定手法についても検討する。地域福祉・介護・医療の従事者
や地域住民、行政関係者とも連携しながら、地域社会の中で介護・福祉・医療サービスを過不足な
く提供する方策について検討を行い、安定的な施設運営や人材の定着促進に資する方策を探る。

⑶　在宅ケアの質の向上のための教育機会の提供と教育ツールの開発
　�　在宅ケアに従事する介護職や家族のケアを行っている人たちのケアの資質向上に資する目的で、
看護職、医療職とともに利用者の身体的ニーズのアセスメントとその対応法を学ぶ機会の提供とそ
のための教育ツールを開発する。

　　「今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」　�

1　社会的共通資本とは、「ひとりひとりの人間的尊厳を守り、魂の自立を支え、市民の基本的権利を最大限に維持するために不可
欠な役割を果たす」「自然環境、社会的インフラ、制度資本の三つの範疇」「制度資本として特に大切なのは教育と医療」�宇沢弘文『社
会的共通資本』（岩波新書）より
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【今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ開催地】

第１回　真庭市報告

「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ�in�真庭」の結果
（岡山大学学内COE事業）

1.�真庭市の概要
　「真庭市は、勝山町、落合町、湯原町、久世町、美甘村、川上村、八束村、中和村及び北房町の９町
村が合併した新市で、岡山県北部で中国山地のほぼ中央に位置し、北は鳥取県に接し、東西に約30km、
南北に約50kmの広がりを見せている。
　また、総面積は、約828k㎡で岡山県の約11.6％を占めることになり、県下で土地活用の可能性の最
も大きな市となっている。この地域の北部は、大山隠岐国立公園の一部であり、「蒜山三座」をはじめ
津黒山など標高1,000m級の山々が鳥取県との県境を形成し、その南部には、蒜山三座や津黒高原など
の広大な高原地帯が広がり、牧歌的な高原風景を醸し出している。
　また、本地域は岡山県の三大河川の一つである旭川の源流地域であり、この旭川が地域のほぼ中央
部を支流と合流しながら南下している。その流域には、「美作三湯」の一つである湯原温泉郷、神庭の
滝などの多くの観光資源があり、また、南部には肥沃な平坦地が広がり、農業地帯が旭川支流一帯に
形成されている。」（市ホームページより引用）
　次に真庭市の人口の推移をみると、2010年には５万人を割り込み、４万８千人台まで減少している。
現在、蒜山三座とスキー場、神庭の滝（木材館）、湯原温泉、北房コスモス畑が有名で、こうした観光資
源の有効活用や、豊富な森林資源を活用したバイオマス事業の展開など、産業の活性化に取り組んでいる。
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総務省統計局 国勢調査より

　なお、旭川の上流部から岡山市内京橋まで、高瀬舟が渡っていた。こうした点からも読み取れるよ
うに、昔からの資源をいかに活用したまちづくりにより、新しい自治体として総合力を発揮できるか
も今後に期待がなされているところである。こうした背景を考慮しつつ、（１）介護・福祉・医療を通
じた地域包括ケア及び多職種連携に関する教育について、及び、（２）福祉・介護施設や医療機関が地
域社会・地域経済に果たす役割の評価に関わる事業として、多様な学生が介護・福祉・医療の多職種
連携および地域医療・ケアの問題点を自主的に考える場を企画し、第１回となる「今、ここから何か
が始まる−地域医療、地域ケアと多職種連携のワークショップ−」を真庭市湯原地区の湯原温泉病院
と「森のホテル　ロシュホール」にて開催した。

���　　　　　　　　　　　
2.�日程および場所
　2010年８月28日（土）〜29日（日）　
　場所は岡山県真庭市湯原地区の湯原温泉病院と「森のホテル　ロシュホール」

3.�目的
⃝�地域医療、地域包括ケアの教育活動の一環として、将来における地域包括ケアと多職種連携の実践
を目的として、医学、歯学、薬学、看護学、臨床検査学、理学・作業療法学、介護・社会福祉学な
どを学ぶ学生と教官を対象としたワークショップを行う。

⃝�参加者が、多職種連携を通じた地域医療、地域ケアについて理解を深める。
⃝��参加者が、医療、介護、福祉などの途をめざした初心に立ち返り、互いに交流を深め、「今、ここか
ら何かを始める」契機となるようにする。

4.�内容
⃝�岡山大学医学部、歯学部、薬学部、川崎医療福祉大学、旭川荘厚生専門学院に在学する学生29名、
教官10名の計39名を対象として、岡山県湯原地区において１泊２日の研修事業を実施した。

　なお、スケジュールは資料編参照。
�
⑴　具体的な内容
①�湯原温泉病院での岡副院長のレクチャーと病院の方々との意見交換・質疑応答
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　ⅰ　日　時／平成22年８月28日　13時から14時半
　ⅱ　場　所／湯原温泉病院会議室
　ⅲ　出席者
　�　湯原温泉病院の岡孝一副院長をはじめ、看護部長、外来リハ・訪問リハ担当の理学療法士、通所
リハ担当の看護師、訪問看護ステーションの所長、真庭市社会福祉協議会湯原支部長、特養やすら
ぎ荘の担当者、といった方々が同席。

　当方は合宿参加者39名が参加。
　ⅳ　内容
　⃝�土居弘幸岡山大学教授から開会のあいさつ。
　以下、司会進行は浜田淳教授が担当した。
　⃝�岡孝一副院長から湯原温泉病院の活動実績や湯原地区における医療・介護の現状について、45分
間講演。

　（講演内容）
　⃝�湯原地区の課題として、コミュニティの立ち枯れ、商店の減少（コンビニは20キロ先）、老老介護・
認認介護の進行。

　⃝�高齢化の進行と人口減の進行（真庭市北部地区の高齢化率は平成10年29.3％から平成22年34.6％へ）
（人口は12497人から10845人へ）、15年後の地方都市を先取り。

　⃝�非常勤医に頼る勤務体制。常勤医は6名。
　⃝�当地区の救急の６割は金田病院、落合病院、当院で対処。
　⃝�麻酔科医の不足、開業医の高齢化という問題。
　⃝�岡山県の南北問題。北は医師も看護師も不足。医師は人口10万人当たり、全国217人、岡山県264
人、真庭医療圏165人。

　⃝�県北のマグネットホスピタルである津山中央病院は従事者の疲弊という問題。
　⃝�当院の病床利用率は89％。一般病床50床（看護比率は10対１）、医療療養病床55床（25対１）。
　⃝�公立病院としての税金の補てんがあるので黒字になっている。
　⃝�当院としては急性期、救急対応から療養病床までを幅広くカバーする必要がある。病院の性格か
らして、何らかの役割に特化することはむずかしい。

　⃝�患者さんの情報として、真庭共通シートを作成し、ケアマネジャーが管理をしている。
　⃝�リハビリテーションは、PTが５人、OTが１人。温泉水利用の水治療やパワーリハビリテーショ
ンを実施。通所リハに月70人。

　⃝�温水プールは一般診療9500人、通所リハ2800人、健康増進1180人（１日300円負担）が年間利用。
　⃝�村おこしの一環として湯けむりドック。湯治の役割の見直し。
　⃝�特養のやすらぎ荘は公立施設で社会福祉協議会が運営。10床が特養で、10床がショートステイ。
ショートは利用者が固定化している。特養の待機者は40人。やすらぎ荘には病院から週１回回診
に行く。

　⃝�訪問看護ステーションは３名のナースが専従。24時間体制。40名が利用し、年間2,300回の訪問。
訪問看護ステーションが院内にあるので連携は良好。

　⃝�グループホームゆばら（民間の経営）も隣接。二つのユニットで18名が利用。医療ニーズがある
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ので訪問看護を行っている。重症化した場合の受け皿をどうするかがグループホームの課題。

　（結論）
　⃝�「戦艦でも空母でもなく、駆逐艦のように」
　⃝�ニーズに応じて何でもやる。他方で地域医療は撤退戦の側面もあり、持続すべきものは何かの見
極めも大事。

　⃝�課題および問題提起としては、どこまで急性期をみるか、選択と集中を行うのが適切なのかどうか、
公立病院としての高コスト体質をどうするか、経営する意思と能力の不足にどう対応するか、と
いったこと。

　⃝�この春から地域公営企業法の全部適用を開始したが、経営能力のある司令部が必要。

　（意見交換）
　⃝�その後、参加者と岡副院長をはじめとする湯原地区の方々で質疑応答を行った。
　⃝�特養の個室ユニットケアへの考え方に関する質問に対しては、個室にした場合利用料が増えるの
で、希望する利用者が少なくなる点が指摘された。

　⃝�真庭共通シートに関する質問に対しては、地区医師会の先生の発案であること、共通の言葉の必
要性から作られたことが回答された。

　⃝�真庭地区の社会福祉協議会の活動やボランティアの活動が盛んな理由については、当地区が愛育
委員活動の発祥の地であるなど、もともとそうした基盤があることや特養の経営や訪問介護・ケ
アマネジメントの活動など現在の社会福祉協議会の活動状況が回答された。

②�合宿研修では、以下を行った。
【第一日】
　⃝�「アイスブレーキング」としての他己紹介
　⃝�佐藤教授の問題提起（「寝たきりの高齢者と介護する妻がいて、その部屋の汚さやにおいなどの様
子に気づいたとして、どのように対応するか」「同じ状況で床ずれや微熱に気づいたときにホーム
ヘルパーはどのように対応すべきか」）

　⃝�それに対して各班はグループ討議を行い、その結果を発表し質疑応答。
　⃝�懇談会は自己紹介を中心に。
【二日目】
　⃝�斎藤教授からミニ・レクチャ−「地域ケアに関する職種にはどのようなものがあるか？」
　⃝�片岡教授から問題提起 ｢学生に対する地域包括ケア、多職種連携の教育はどうあるべきか？｣
　⃝�それに対して各班はグループ討議を行い、その結果を発表し質疑応答。
　⃝�各教官の講評

5.�学生の評価
　⃝�今回、合宿の事前と事後に参加者（学生）にアンケートを行った。詳細は添付の学生事前・事後
アンケート参照。
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　⃝�「将来地域で医師または看護師などとして働く可能性はあるか」に対して、「かなりある」「どち
らかといえばある」と答えた者が、事後には２割ほど増えた（14名⇒17名）。

　⃝�今回合宿の満足度は、満足（86％）、どちらかといえば満足（14％）、どちらともいえない（０）
　⃝�各事項とも満足度が高かったが、SGD（小グループの討論）の満足度がとりわけ高かった。
　⃝�自由意見としては、
　　①今まで介護の視点で見ていたが、医師、薬剤師、臨床検査技師の視点などを知って、大きな収穫。
　　②今まで話したことのない職種の学生と話せた。先生の話を素直に聞けた。
　　③フィールドワーク的な要素を増やしてほしい。
　　④医学科の病院実習で思っていたことなどに関してブレークスルーがあり、ためになった。
　　⑤やはり「連携」ができるしごとに就きたいと強く思った。
　　⑥�ワークショップの議論に加われるか不安だったが、予想外にSWの話題だったので話すことが

できた。そのぶん専門分野の知識不足を痛感した。
　など、多職種連携のテーマや、学生が主体的に考える「教育」について肯定的な意見が多かった。

6.�本企画総括およびこれからの課題
　⃝�本企画は参加者の満足度がかなり高く、意義深いものであったと評価できる。
　⃝�学生の満足度をみると、特に「学生参加型」の部分が評価されている。｢教官の問題提起⇒学生の
班にSGDしてもらって発表させる｣ という手法は、われわれの学部教育にももっと取り入れる余
地があると感じた。

　⃝�「同じ世代の、いろんな職種志望の学生を混ぜ合わせて議論させる」という手法も有効だった。
また他職種だけでなく、他学の学生と話ができて良かったという意見もあり、学生にとっては「多
角的な視点が持てるような」教育が求められているのではないか。

　⃝�継続を求める声が多数あった。
　⃝�今後、さらに改善を重ね、多職種連携や地域包括ケアに対する教育を進めていく。

◇�若干の考察
　１．�中山間地域・過疎地域において介護・福祉・医療サービスは疲弊し、過不足なく提供するのが

困難な状況にある。医師数が多いとされている岡山県においても、下記の資料のように県北・
県南間の医療格差とも呼べる地方の医師数の差が著しい。

　�　　�　また、先の湯原地区における合宿にて湯原温泉病院の岡副院長が述べられたように、医師に
限らず、看護師やリハビリスタッフ、介護スタッフなど、医療・福祉・介護を総合的にサービ
ス提供するための人的資源は不足しており、次のような課題がある。

　⃝�人的資源は「選択と集中」をどのようにすべきだろうか？�
　⃝�公立病院の高コスト体質（不採算部門の受け入れ、高い人件費、非力な購買）
　　�　さらに、高額な建設コストとそれに伴う高額な減価償却といったことや、病院の経営能力・意志・
権限の不足など、解決すべき課題は多い。

　　�　本事業の研究費で行われた合宿では、これからの医療・福祉・介護を担う学生が地域の現場に
行き、見て、考える場を提供できた。これは、地域医療の将来にとっても非常に意義深いものと
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平成 22 年岡山県地域医療再生計画より

考える。なお、平成22年５月に岡山県の寄附講座として設置された地域医療人材育成講座の活動
報告を別添資料として付しておく。
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【今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ開催地】

第２回　新見市報告

「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ�in�新見」の結果
（岡山大学学内COE事業）

　

　
　
1.�新見市の概要
　「新見市は、岡山県の最西北端、高梁川の源流域に位置し、東は真庭市、南は高梁市に、そして北は
鳥取県日野郡、西は広島県庄原市に接している。新見市の面積は、793.27㎢で岡山県の11.2％を占め、
全域が中国山地の脊梁地帯に属するため起伏の多い地形で、総面積の86.3％の684.31㎢を森林が占めて
おり、耕地は5.8％の45.78㎢となっている。
　新見市は、古代の律令制のもとで、高梁川の東側は阿賀郡、西側は哲多郡と呼ばれ、明治のはじめ
まで砂鉄を溶かすたたら製鉄が盛んに行われ、平安時代末期になると、税を納めないという特権を持
つ荘園に組み入れられていく地域も多く見られるようになり、新見庄、永富保などの荘園が整えられた。
現在も、新見庄の荘園領主であった京都東寺には、関係文書が多く残されている。江戸時代になり、
元禄10年に関備前守長治が初代新見藩主として移封された新見藩、高梁の松山藩、幕府直轄の天領に
分割された。
　明治４年の廃藩置県で新見藩は新見県に、他の地区は倉敷県となり、その後、深津県、小田県と改
称され、同８年岡山県に合併され、同22年に市町村制が施行され、同33年に阿賀郡（旧北房町を除く）
と哲多郡が合併して阿哲郡となり、昭和30年頃の「昭和の大合併」などを経て、新見市、大佐町、神
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郷町、哲多町、哲西町となり、それぞれ50年の歴史を刻んでいる。
　そして、平成17年３月31日、新見市と大佐町、神郷町、哲多町、哲西町が新設合併し、新新見市が
誕生して今日に至っている。」（市のホームページから引用）
　新見市は、その大部分を森林が占めるという典型的な中山間地域を有し、耕地はわずかながら、高
梁川の源流域として豊かな自然環境を持ち、川下に高梁市、総社市、倉敷市と流域の暮らしや産業に
大きく貢献している。また、明治維新以降、わが国は３度の大きな合併を経験している。明治初期に
は全国で７万あった町村が、20世紀末には3000市町村、そして現在は1700台まで減少しており、新見
市もこうした合併の歴史の典型の都市といえる。また、「国勢調査」によれば、平成22年10月現在の
新見市の人口は、33,870人（男16,004、女17,866）、世帯数は12,208世帯となっており、昭和35年あた
りをピークに減少傾向を示している（下記図表参照）。

　また、新見市の高齢化比率は35％となっており、総人口の減少とあいまって、老年人口の上昇が続
いている。これは、わが国の中山間地域における典型的なパタンであると考えられる。
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「鯉が窪（こいがくぼ）湿原」

　今回のフィールドワークで訪れた哲西診療所は、新見市のなかでも北西部に位置し、隣は広島県庄
原市と隣接している。診療所の南側には、高梁川流域の支流の水源に国指定の天然記念物で日本太古
の姿を保っている「鯉が窪（こいがくぼ）湿原」がある。この池は、約300年前、元禄時代に灌漑用水
池として築造され、安政年間に備中松山藩主板倉氏が修築した。満水時の面積は約2.7ha、１周が2.4
キロあり、その名のとおり水面には鯉が群れている。

　また、合宿を行った、神郷温泉は岡山の秘湯といえ、浴槽の周辺はベンガラ色に染まっていて、泉
質はとてもなめらかで、しっかりと温泉を実感でき、周囲の緑も鮮やかで、野鳥のさえずりや虫の音
がすぐそばから聞こえてくる、地元の人々に愛されている地域交流、憩いのスポットとなっている。
国の『国土形成計画』では「自然共生地域」と呼ばれる過疎化が懸念される中山間地域が全国的に増
えてきており、とりわけ高齢化比率が50％を超える地域は限界集落と呼ばれ、地域の維持・存続が危
ぶまれている。新見市の駅前周辺地域は「生活圏域」であり、都市機能が果たす利便性や経済性を十
分に兼ね備えている。その一方で、今回のワークショップで訪れた哲西地区は戦後の日本が辿ってき
た経済成長優先、物質文明重視型の社会により導かれる幸福の定義とは異なる自然との共生のなかで、
わが国が世界に誇る「里山文化」に由来する幸福を希求している。そうした豊かな自然環境のなかで人々
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神郷温泉

の営みを支える地域コミュニティは、大きな時代変化の潮流に洗われながらも、古来より受け継がれ
てきたコミュニティパワーとでも言えようエネルギーが支えとなって今なお住民の暮らしが息づいて
いる。その暮らしに安心、安全を保障すべく、地域医療の担い手として哲西診療所はある。今回、第
２回目となるワークショップにより、現地の実態を参加した学生たちは学ぶことができた。

2.�活動概要
⑴　日程　
　　　　平成24年３月24日（土）〜25日（日）
⑵　場所
　　�新見市（哲西町で診療所の視察と講演など。新見市神郷温泉☎0867−93−5106で合宿してワーク
ショップを実施）

⑶　�人員　４つの学校（岡山大学の医、歯、薬、法、経済、教育、農、文の各学部、旭川荘厚生専門
学院、川崎医療福祉大学、新見公立大学）の教官と学生で合計約70名、哲西診療所の方々、遠藤彰・
渡辺病院院長など地元の方が約10名で合計約80名が参加した。

3.�記録
【３月24日（土）】
　�　10時に岡山大学鹿田キャンパスをバス（２台）で出発。10時20分に岡山駅を経由して、新見へ。
新見インタ近くの「西方小学校」で11時50分ころ新見公立大学の15名を乗せる。その後、新見市哲
西町へ。お昼は12時20分から13時に、哲西診療所近くの「鯉ヶ窪の道の駅」で。

　13時10分〜16時30分　哲西診療所で学ぶ
　�　新見市哲西町の哲西診療所と周辺の施設を視察。矢田貝・新見市役所哲西支局長、深井元町長、
鈴木医師、安陪看護師、船越哲西支局保健師、平岡・哲西荘ケアマネジャーからレクチャーを受け
て質疑応答を行った。その間、診療所、図書館、役場の見学を行った。全体の企画・進行を、佐藤勝・
岡大教授（哲西診療所医師でもある）にお願いした。

　新見市哲西町から宿泊地・新見市神郷温泉に移動。（所要時間40分程度）
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　以下、総合司会は葛西洋介岡山大学大学院院生

　17時30分〜19時ころ　地元交流会とアイスブレーキング
　（哲西の方々、新見市のロータリークラブやライオンズクラブの方々にも参加いただいた）

地元交流会「新見のみなさんと話をしよう」
　⃝�遠藤彰先生から新見の医療と介護の現状と街づくりについてミニ・レクチャ−（15分）
　⃝�その後アイスブレーキング（班ごとに、互いにインタビューしたうえで他己紹介）
　⃝�各班には地元の方と教官・大学院生が加わり、教官・大学院生がファシリテータとなって意見交
換を行う。（約30分）⇒テーマの設定は、大まかな枠組み（例えば「新見の医療・介護と街づくり」）
を決めたうえで、班ごとの判断に任せた。

　⃝�各班のコーディネータ（教官・大学院生）から内容を発表。「新見の活性化をどのように行うか」「哲
西のケアマネの平岡さんに聞く」といったテーマで話し合いが行われたことが報告された（10分）。

　その後、19時過ぎから、みんなで夕食。その後懇親会を行った。

【3月25日（日）】
　9時〜12時　ワークショップ
　�　「教官の問題提起を受けて、多職種の学生が班ごとに「スモール・グループ・ディスカッション」
を行い、グループごとに発表し、質疑応答を行う」という形を中心に進める。

　⃝�２つの問題提起⇒岡大の佐藤勝教授と川崎医療福祉大学の竹中麻由美准教授から1題ずつ。
　⃝�佐藤教授から「こんなときどうする？」として、２つの状況を提示。第一は、「ホームヘルパーが
17時ころ老夫婦（夫はねたきり）の家を訪問して、熱が37.3度Cあり、床ずれができかけている（赤
くなっている）ことを把握した場合の対応、第二は、研修に来た医学生が老夫婦の家を訪問して、「家
が汚く、くさく、屋根が壊れかけている」と感想。各班はどちらかの問題を討議。40分でパワポ
にまとめ、３分ずつの発表を行った。その後、佐藤教授から講評があった。（９時から10時45分
まで）

　⃝�次に竹中先生から、「祖父母が県北の中山間地に住んでいるが、祖母が転倒し大たい骨頚部骨折で
県南の病院に入院するも、認知症の症状も出てリハビリがうまくいっていない。これから一体ど
うしたらいいか」との県南に住む友人の相談にどうこたえるか、との出題。「各人は何が知りたいか、
それはなぜか、どのように知るか」との課題が出され、同様に班ごとに20分程度討議し、パワー
ポイントで３分程度発表してもらった。（11時から12時10分まで）

　⃝�昼食を神郷温泉でとり、13時15分ころ宿泊地を出発して、15時半ころに岡山駅〜岡山大学に到着
した。
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◇企画者（浜田）の個人的な総括
　⃝�今回企画者が考えた目標は、「各学生がすてきな人に会い、心に残ることばを聞き、といった今後
につながる良い経験をすること」。学生のアンケートをみると、こうした目標は概ね達成したと言っ
ていいのではないか。

　⃝�学年も専攻もばらばらということで不安があったが、学生間のコミュニケーションは教官の協力
もあり、それなりにうまくできていた。

　⃝�しかし、いくつかの課題も浮かび上がる。たとえば、
　　①�各イベントごとに時間管理が不十分で、「時間が押している」という印象を参加者に与えてしまっ

たし、現に予定通りに行かなかった。（今回の人数の規模だと視察や移動や食事にも相当な時間
がかかるという事情もある）

　　②�「地元の方との交流会」は趣旨は良いが、事前の打ち合わせ等ができなかったこともあり、班
によっては消化不良のところもあったかもしれない。

　　③�医療、介護に「しろうと」の学生もいるので、内容はどうしてもやや一般的な内容になる。もっ
と深い内容を求めていた参加者からは辛口の評価もありうるだろう。（しかし、多種の分野の学
生が集まったことを評価する感想もあった。）

　　④�各学校の教官との打ち合わせも十分とはいえず（川崎医療福祉大と新見公立大にそれぞれ一度
出向いた）、企画を十分に吟味するというところまではいかなかった。

◇ごく個人的に印象に残ったこと、考えたこと
　　①�哲西診療所の鈴木医師が講演で、平岡ケアマネからいわれた言葉として紹介した「何でも話し

やすいDr.になってください」
　　②�私（浜田）はたまたま交流会で平岡さんにいろいろと話を伺うことができた。平岡ケアマネは、「高

齢者や障害者の話を真剣に聞く」ことの重要性をいっておられた。どのように認知症の人など
の話を引きだすのか伺ったところ、「利用者の中にはいるようにする、隣に腰掛けるという感覚
で」「ときどき利用者とまちがえられる」と言っておられた。「かまえないこと。話が途切れな
いようにあせらないこと」とも。「雰囲気は伝わってしまう」と。認知症の人にどういう言葉か
けをするか尋ねたところ、「この季節なら、昔田植えをしたときのこと」といった、お年寄りの
かつての生活体験を引きだすことを重視されている。「経験が大事だが、経験だけではだめで、
勉強をしないといけない」と。以上の話は班の学生にも強く印象に残ったと思う。

　　③�哲西では、行政に深井前町長という医療や教育に造詣の深い方がおり、医療側に佐藤先生、鈴
木先生という地域に深く根を下ろした医師がいるだけではなく、安陪さんや高瀬さんという
「ルーラル・ナーシング」を実践する看護師や平岡さんのような傑出したケアマネ、船越さんの
ような地域事情を知悉する保健師がいることを知った。「行政や医療、保健、介護の連携システ
ムがしっかりとできており、それぞれの部署に経験を積んだ卓越したキーパーソンがいる」と
いうこと。「キーパーソンがいるからシステムが根づいている」のは事実だが、「システムがしっ
かりしているから、人も育つ」という仮説も成り立つのではなかろうか、と考えた。

　参考までに参加した学生の事前・事後アンケートを掲載する。
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◆　地域医療、地域ケアと多職種連携のWS「学生事前アンケート」集計結果　◆
１　あなたの学年は？

２　あなたの出身地（高校生までに一番長く生活した場所）は以下のどれに近いですか？

３　今回の合宿に参加することになった経緯は？

４　今回の合宿に期待することは？

５　あなた自身が、将来、地方（人口数万人以内）で働く可能性はありますか？



Work Shop

��

６　地域医療に関するイメージ（自由記載）　一部抜粋
　⃝�地域には①高齢者の割合が多い②交通の便が悪い③検査などインフラ的に不利であるというネガ
ティブなイメージがあります。一方で④住民同士の交流があり、お互いの顔がわかるという良い
面もあると思います。なので、家庭医による診療・訪問介護が盛んなのではないでしょうか。

　⃝�密着している。一人一人の住民のことを知れる。住民の力・参加や協力が多い。
　⃝�医療従事者・医療機器など不十分なイメージ。老々介護が問題になってくる。
　⃝�協力が不可欠なイメージ。
　⃝�高齢者の割合が高く、若い動ける層が足りていなくて困ることが多いイメージ。施設や病院まで
が遠かったり、数が少ない。

　⃝�医師不足。高齢者。
　⃝�過疎地で高齢者に対して行うものが地域医療というイメージがある。地方農業においても高齢者
の増加が問題となっているので、今回の地域医療のワークショップなどを通して地域の実情を知
り、自分の専門にも活かせたらなと思います。

　⃝�医療・介護をする側・受ける側だけでなく、それ以外の交流がある。
　⃝�発展途上、これからの分野、人の温かさがある。
　⃝�きつい、割に合わない。様々な問題を抱えているイメージ。善人が必死の努力で存続させるイメー
ジ。医学部こわい。

　⃝�私の出身地では決して十分とは言えない医療体制であり、今後の高齢地域の笠岡には往診などの
体制が整えられる必要があると考えます。

　⃝�山村や離島地域を例にすると、十分な医療がなされていないイメージがある。
　⃝�まだまだ人が足りていなかったり、実際現地の方が何を望んでいるのか、どこまでの医療を望ん
でいるのかわからない。

　⃝�いざという時になかなか対応できないイメージがある。人が温かいというイメージがあるため、
小さな事なら言わない可能性がある。そのため患者さんの様子を都市以上に把握しておく必要が
ある。

　⃝�哲西のきらめき広場のような施設がもっと全国に広がればよいと思った。
　⃝�医療・介護従事者の不足。
　⃝�医療の供給が不足している。先進医療がなかなか受けられない。
　⃝�医療機関の数が少なく、一人の医者が何役もやっている。施設の数が少なく、職員の数も少なく、
常に人手不足。

　⃝�かかりつけ医としての役割が大きい。
　⃝�地方で働くのは嫌だとは思わないが、いざその地方で何年か働いた後にその地を離れたいとき、
辞めにくいイメージがある。辞める時に裏切り者と呼ばれるのではないか等、不安。

　⃝�人手が少なく、十分な医療・介護を供給できていない。
　⃝�地域医療＝僻地医療というイメージが一般にもたれているように思いますが、必ずしもそうでは
ないと思います。都市部においても地域医療は必要と思いますので今回のWSで勉強したいと思
います。

　⃝�都市部との格差がある。医師が足りていない。
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　⃝�孤立している、在宅、人手不足、でもよくわからない、親密。
　⃝�一人暮らしで生活に困難を生じている方に対し、居宅訪問をし様子を見たり、医療や介護を行う。
　⃝�医師不足、救急医療の困難さ、高齢者率の増加
　⃝�交通の便が悪いなどの理由でその土地ならではの特殊な工夫をしている。
　⃝�アットホームな雰囲気、地域密着型、先進的な医療を受けるのが困難、緊急時の対応をとること
が難しい、予防的医療が重要。

　⃝�フォーマル・インフォーマルなものを活用することが絶対！！
　⃝�老々介護、限界集落
　⃝�連携していくことが必要だが、現実ではできていない部分があるのではないか…。

◆　地域医療、地域ケアと多職種連携のWS「学生事後アンケート」集計結果　◆
１　今回の合宿の満足度
　a.�地域医療福祉機関（哲西診療所など）での研修

　b.�参加者同士の合宿・研修
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　c.�総合評価

２　合宿研修があれば次回も参加したいか？

３　自分自身が、将来地域で医療スタッフとして働く可能性はあるか？

　（どのような条件があれば、地域で働くことができるようになるか）
　　⃝�職場環境２人。住環境整備３人。家族の理解５人、休日の確保２人。病気・出産時などのバッ

クアップ体制２人。経済的な補償１人

４　�今回のWSで良く理解できたこと、できなかったこと、今後の合宿に盛り込んだほうが良いと思
うもの。（自由記載）

　　Excelに全て記載
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【今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ開催地】

第３回　美作市報告

「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ�in�美作」の結果
（岡山大学学内COE事業及び学都研究事業）

はじめに
　美作市は、旧勝田、大原、美作、作東、英田町、東粟倉村の６町村が合併して平成17年に誕生した
新しい市である。位置は、岡山県の北東部であり東は兵庫県、北は鳥取県と隣接している。また、多
くの郷土自然保護地域があり、吉井川の支流である吉野川、梶並川が地域を流れ、豊かな自然と景観
に恵まれている。さらに、今回の活動で訪れた、湯郷温泉という豊富な観光資源や湯郷ベルで全国に
有名なサッカーチームがある、一方で、本格的な高齢社会が進行するなか、中山間地域の人口減少に
より、都市と地域の格差は拡大を続けている。とりわけ、高齢者医療・ケア（介護）の問題は解決す
べき喫緊の課題である。
　今回、岡山大学をはじめ複数の大学や専門学校が共同して現地を訪れ、地域医療・地域ケアに関す
る研究活動を基盤に市民生活全般にわたる「地域と都市の在り方」研究を実施することにより、中山
間地や都市部、被災地など各地域の実情にあう地域包括ケアを含む地域の課題解決や地域づくりを支
援する実践活動を検討する試みを行った。そこでは、地域づくりを実践する人材の育成と共に地域の
大学やNPO、関係団体が協力体制をとりながら地域コミュニティのあるべき姿を熟議する機会を設け
ながら課題解決の突破口を探ろうとした。
　さらに、将来的には、地域住民を主体に自治体や福祉団体、NPOと連携しながら地域情報ネットワー
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クとデータベースの構築により、地域包括医療・ケアや子供の見守りについて教育啓発活動や情報提
供体制を確立することが望ましいと考え、医学部、法学部、経済学部、文学部（社会学系）、教育学部
の有志教員が横断的に連携しつつ、施策立案に着手しはじめた※2。

１　多職種連携と地域包括ケアのワークショップin美作
　平成24年９月１〜２日、岡山大学は、医学部が中心となり、新見公立大学、川崎医療福祉大学、美
作大学、旭川荘厚生専門学院に呼びかけ、岡山県美作市湯郷温泉「美春閣」において、これら５つの
学校の学生、教員らが、地元の方々と共に地域の高齢者問題を考え、二日間に及ぶワークショップ（対
話）を通じて意見を交換し、交流を深めることにより、地域社会の課題を認識し、その解決策を探った。
今回の活動を通じて、現在のわが国が直面する中山間地域の諸課題を、参加者が初心に立ち返り、「今、
ここから何かを始める」活動のきっかけづくりとした。ゲスト講師には、美作市「愛育委員会」会長、
同市高齢者福祉課課長補佐・美作市地域包括支援センター副センター長、西粟倉村保険福祉課保健師
を招いた。
　参加者は、岡山大学医学部、歯学部、薬学部の医療・ケアについて専門的に学ぶ学生中心に法学部、
教育学部、文学部、理学部など、そして新見公立大学、川崎医療福祉大学、美作大学、旭川荘厚生専
門学院の学生に教員を加え、総勢60名の構成である。また、このワークショップに際しては、中山間
地域の課題解決にも精通している「NPO法人まちづくり推進機構岡山」の専門家にアドバイスを頂いた。
　今回の取り組みの流れは、参加者に事前アンケート
を課し、当日は地元の関係者をゲスト（パネリスト）
を招き、中山間地域における医療、介護、家族、地域
コミュニティ、モビリティの実態について話題提供を
受け、質疑応答の後で、用意された課題に基づき、ワー
クショップに取り掛かかり、グループごとに結果発表
をした。その経験に基づき事後アンケートをとり、参
加者（学生）の意識の変容をみた。そのワークショッ
プやアンケート結果を踏まえながら、今後の地域の担
い手となる若者のあるべき方向性を示したい。

【ゲスト（パネリスト）のお話】
　医学部浜田淳先生の挨拶でスタートしたワークショップは、まず、コーディネーター役を担当する
岡山大学医学部大学院生の葛西洋介先生の進行でパネルディスカッションが始まった。以下に３人の
ゲストスピーカーのお話をまとめて紹介する。
①�新井和代�氏　美作市「愛育委員会」会長
　�　美作市の地域包括ケア活動の最前線での報告を、美作市「愛育委員会」会長新井和代氏にお願い
した。�愛育委員会について配布資料により簡単にふれると、美作市愛育委員会設置規則によれば、
愛育委員事業のきっかけは、「公衆衛生の担い手として県の委員会設置により、昭和24年から30年
に旧町村で、母子保健活動を中心として、乳幼児死亡率減少等を目的に開始した。母子保健を中心

2　岡山大学地域創生ネットワーク・アゴラ　http://www.okayama-u.ac.jp/user/hss/education/agora.html
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とした母と子の健康づくりから、高齢者の健康づくりまでその時代に応じて活動をされてきた。こ
れらの流れをくみ、現代にあった健康づくりを担うため選出されている。他県では愛育班員である」
とされ、その活動内容は「愛育委員は母子保健を中心とした生涯にわたる健康づくりの推進に努め、
健康で明るい社会をつくることを任務とし、６つの支部で構成された美作市愛育委員会として組織
し、総会、研修会、研修会の実施、行政が行う健康づくりの支援と自主活動、担当地区内の家庭訪
問活動を行う。具体的には、妊産婦教室、乳幼児健診、育児相談、思春期の保育体験等、成人の健
康診査（各種がん検診、結核検診）、受診対象者調査、健康相談の参加の勧めと当日の手伝い。介護
予防ニーズ調査、閉じこもり予防支援、自立の人への支援。声かけ訪問（ひとり暮らし高齢者、寝
たきり者）、赤ちゃん訪問。ふれあいサロン活動支援、健康広場、健康を考える集い支援、禁煙活動、
障害者等施設慰問、奉仕活動、乳幼児クラブ活動支援、子育てサロン支援、地域の子育て支援活動、
子どもフェスティバル、三世代交流など。地区内他組織との協働（栄養改善協議会、民生委員・児
童委員会、社会福祉協議会、老人クラブ、学校、保育園等）。団体補助金の使途は、年度愛育委員活
動計画に基づいて、市全体の愛育委員等研修会、支部、地区内での交流や研修会、健康を考える集い、
訪問活動に使用している」となっている。

　�　新井会長のお話は、この活動のなかで主に高齢者の見守り活動について、その実態を紹介いただ
いた。とくに健康づくり面で、市の検診を勧める活動、孤立化を防ぐためのサロンづくり、また、
見守り活動では、なかなか家の中に入れてもらえない老人世帯について、包括支援センターと連携
しながら、粘り強く声かけ、見守りを続けているとの報告が印象的であった。新井会長の「ドアを
開けてくれればしめたもの」、家の中に他人を入れたくない老人が心を開いてくれた時の喜びが会場
全体にひしひし伝わってきました。また、サロン活動（町内に全部あるわけではない）では、地域
で女性グループをつくり、楽しくおしゃべりをする。そこで接着剤の役割を果たし、包括支援センター
につなぐ活動を意識されている。「孤立化しそうだった高齢者の方が、コミュニティや公的サービス
と関わりを持ち始め、活き活きと暮らせるようになれば、ますます、やる気がわきます」新井会長
のお話はリアリティに富み、若い学生の心に響いていた。

　
②�菊池澄江�氏　美作市高齢者福祉課課長補佐・美作市地域包括支援センター副センター長
　�　次のスピーカーは、美作市高齢者福祉課課長補佐で、美作市地域包括支援センター副センター長
の菊池澄江氏にお願いした。まず、平成18年に発足した美作市地域包括支援センターについて、簡
単にふれる。平成18年３月31日告示第62号美作市地域包括支援センター設置運営要綱によれば、そ
の目的は「（目的）第１条　この告示は、介護保険法（平成９年法律第123号。以下「法」という。）
の被保険者等に対し、要介護状態等（法第７条第１項及び第２項に規定する要介護状態等をいう。）
となることの予防、自立した日常生活を営むことができるための支援等を行うことにより、当該被
保険者の保健医療及び福祉の向上を包括的に図るため、法第115条の45第２項の規定により、美作
市地域包括支援センター（以下「センター」という）を設置し、その管理及び運営について必要な
事項を定めることを目的とする。」とあり、センターには、保健士、社会福祉士などがいて、その活
動は６年目を迎え、健康相談などを中心に介護の専門家への無料相談や同じ介護で悩む人同士の情
報交換の場の提供をはじめ幅広い活動を展開している。

　�　菊地さんによれば、「そもそも「地域包括支援センター」という名称が難しく、市民に馴染んでも
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らいにくい」との談が印象的であった。確かに、今回の企画を学生に呼びかける際に専門以外の学
生から「地域包括医療・ケア」って、そもそも何のことですか？との問い合わせが多かったことを
思い出した。こうしたなかで、美作市の高齢化比率は上昇を続け、さらに認知症や要介護者が増加
傾向にあると指摘された。力を入れておられる活動としては、「体操教室の開催があり、公民館など
自宅から徒歩で通える施設で開催され、現在233人のサポーター（指導者）がいる。このサポーター
を育成するための「元気体操教室」も開催され、６回の参加でサポーターとして地域で開催しても
らうシステムになっている。また、参加者が飽きないための工夫として、研修会を年２回開催して、
新しい話題やリクリエーションネタを提供するようにし、そこでは介護予防につながるテーマや内
容で実施されている」とのお話を伺った。

　�　さらに、「愛育委員、民生委員が見守り活動をしてくれている、その輪をさらに幅広にしたい。早
期発見に向けて、業者（新聞配達、ヤマト便、郵便局）の皆さんに協力を募り、こうした見守りの
輪を広げるために新しい組織が発足した。それは平成22年12月に発足した「ホットネット」である。
これは、地域に関わる人たちの日常活動のなかで、心配と気づいた人が、地域包括支援センターに
報告するという仕組み。これまでは、「老人生体の異常に気づいた際もどこに連絡すべきか分からな
い」との声が多かった。それが、地域包括支援センターが窓口になって、コミュニケーションがと
れるようになったことは大きな前進である。

　�　こうした活動実施も、まだまだ、相互に助け合い、話し合う場が足りないのが現状で、社会福祉
協議会と連携して、地区での話し合いや互いの活動を理解しあう運動、さらに定期的な情報交換の
場を創出したい。そこでは、早期発見、早期支援を目標に、地区・地区の独自性を活かした地区社
協の基盤整備事業について地域包括支援センターとしてフォローし、協調して、介護予防事業の推
進と壮年期からの健康づくり、高齢者の健康、認知症対策にも力をいていきたい。さらに保険所な
ど関係機関との連携や職員自身のレベルアップも必要である」と活動実態や決意を述べられた。現
場における基礎自治体の地域との連携活動の様子を、わかりやすく説明いただき、多くの学生が、
要所要所でうなずいていた。

　
③�中野治�氏　西粟倉村保険福祉課保健師
　�　西粟倉村は、岡山県最北東部に位置する人口1,556人の村である。最後に話題提供を頂いた中野さ
んのお話は、厳しい現実を直視しながらも、地域コミュニティの力と創意工夫で村を維持している
姿が伝わり、学ぶ点が多く、とくに経済優先の国づくりを転換せねばならない今の日本にあって、
地域の助け合いから生まれる幸せについて、本来の人の生活とあるべき姿を思い起こしてくれた。

　�　中野さんのお話の要諦は次の通り。「基礎自治体の財政は、大変に厳しいものがある。税と社会保
障の一体改革が言われているが、わが国の実情は、高齢者は年間100万人増加し、働く人が100万人
減っていると言われている。こうした状況のなかで、西粟倉村では、年金問題や医療と介護の問題
は深刻で、さらに基幹産業であった林業や木の加工業の衰退が続いている。仕事を求めて津山市へ
働きに行く人が多い、また、村内では、土方（どかた）や山仕事などきつい仕事に従事する人たちは、
国民年金の受給対象者が多いのが現状である。また、都会でモノを買える生活ではない。物質経済
的には不便地域であるが、ただ、みんな幸せに暮らしている。平素は、野菜を作って食べる。つまり、
涼しいうちに畑へ出て、暑い日中は昼寝をする。そして夕方に、またひと仕事。雪が降る冬はコタ
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ツで丸くなる。こんな実情や風景が西粟倉村である。
　�　こうしたなかで、地域包括支援活動を展開している。青少年は忙しい。自らの仕事はもとより、
消防団活動をはじめ、スポーツ少年団など地区の仕事は多く、高齢者の見守りも日常の活動に溶け
込んでいる。つまり、ひとりが複数役をこなしてコミュニティを維持している。子供は、年間10人
ほど生まれる。不登校の児童が出ると、みんなで関わって、地域コミュニティ総ぐるみで解決して
いる。一方で、親は、人間関係の固定化を危惧している点も課題である。そこで、子供の数より、
どのような子供を育てたいかを重視している。

　�　自治体の役割は、健全な生活、つまり当たり前の生活を維持・確保することである。それは自分
で稼げて、安心・安全に子供を産めて育てられる。歳をとっても安心して暮らせる。その実現に向
けて、現実とのギャップを分析して、評価し、施策を立案している。保健福祉の面では、施策の包
括性を重視して、低コスト化を図り、無駄をはぶく施策を進めている。そのために西粟倉村では縦
割り行政を改め、テーマごとにチームをつくり課題解決にあたっている。医療と介護の問題では、
まずは予防が大事であると考えている。なるべく病院にかからずに済む環境づくりである。つまり、
身近なところからしっかり取り組むことである。また、独居高齢者世帯（介護認定）については、
こうした世帯をそのまま見過ごすと、西粟倉村に暮せない可能性が高くなる。しかし、施設に入れ
るとお金がかかる。そこで、脳血管障害、高血圧、糖尿病などの予防を医療機関と連携して進めて
いる。入院抑制を進めるためには、地域コミュニティの結束と地域包括ケア体制のさらなる強化に
よる幸せな村づくりに取り組んでいる」参加した多くの学生から感嘆の声が聞こえた。

　こうして３人のゲストスピーカーのお話を受けて、医学部医学科４年の吉村翔平君と法学部４年の
植山祐芳（ゆか）さんが、学生を代表して３人のゲストに質疑を行った。

【質疑応答】
Q１　愛育委員にはどのような職業の人がなるのか
A１　�［菊地さんの答え］まず愛育委員は、町内会長が指名。職業を持っている人が太宗で、いろいろ

な人がその役につきます。昭和24年に岡山県ではじめて東粟倉に発足。それから60年間以上、
経験と蓄積を積み、今では伝統として地域に根付いている。保健師や専門家の指導で、幼児虐待
などいじめの予防から、高齢者の見守りまで幅広い活動を続けている。教員もいれば、地域の役
についている人など、様々な人たちが愛育委員を務めている。

Q２　西粟倉村のような小自治体のやりやすい点、やりにくい点は
A２　�［中野さんの答え］やりにくいことは無い。スピード感があるのでやりやすい。そこから先は手

腕である。行政サービスの指針が明確に村民に伝わる点もやりやすさである。
A２　�［菊地さんの答え］地域包括ケアには、確かに総合的な対応が必要である。縦割り行政の弊害を

感じる時もある。美作市では、健康は健康、福祉は福祉など、業務により担当が異なるが、助け
合う仕組みをうまく業務分担して総合力を発揮しなければならないと感じている（菊地さんは
65歳以上の高齢者を担当）。

Q３　人口減少について、原因は何か、また食い止める策はあるのか？
A３　�［中野さんの答え］子供の数を増やすしかないが、生まれる人や生産年齢人口に対して、安心し
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て暮らせるよう、仕事を確保（働き口）して、保育を充実させ、日々の健康づくりから不安感を
解消するなど、こうした取り組みの背景に、生涯にわたり西粟倉で暮らしたいと願ってもらえる
自然環境の良さを活かした取り組みを進めたい。

Q４　地域包括センターの利用向上策と地域活動を具体的に教えてほしい
A４　�［菊地さんの答え］地域包括センターの利用に向けて、担当者は担当する地区のチラシに名前を

書き込み、戸別訪問による窓口紹介に力を入れている。また民生委員などから相談窓口（要介護
者対象）を紹介してもらうなど、いたるところで包括支援センターを紹介している。具体的な活
動について、例えば、湯郷地域では、社会福祉協議会と連携して、年間10回（１部落１回）の
健康教室を開催している。その際に包括支援センターに来てもらい、啓発活動を併せて展開して
いる。

Q５　どうしても関わりを拒否する方に対する対応は
A５　�［菊地さんと新井さんの答え］たびたび行く。ただ、声をかけるだけ。そのうちに何となく話が

できるようになる。それまで根気良く声かけを続けるしかない。近所の方の世話になっている場
合は、熱中症危険の通報をお願いする。市役所は嫌い、という方には大家さんに繋ぎをお願いす
る。制度があっても介護保険を拒否して、いっこうに手続きを取らない場合は、親族に依頼して
医者に行くことを勧める。それでも、駄目なケースも多く、もっとひどくなるまで頑固に拒否さ
れる。こうした方には、医師にも相談しながら、ケア会議等を通じてリスト作りを行い、解決策
を考える。また、今月はAさん、次はBさんなど、なんとかしてつながりつづけている。

　こうして、中山間地域における地域包括医療・ケア
の実態を、最前線で活躍されている専門家から直接話
をお聞かせいただくことで、現実の一端を知ることが
できた。この後、幅広い課題抽出と解決に向け、ワー
クショップを実施した。学生たちは「独り暮らしの高
齢者の日常生活と課題、地域や家族の見守り」という
与えられた課題について、二日間、熱い議論を交わし
ながら、課題解決に向けた提案を行った。
　参加した教員全員が学生たちの各グループに加わり、
アドバイスを行った。個人的な印象としては、学生たちの素直な提案内容に、教えられたことも多かっ
た。また、夜に開催された交流会では、活発な大学間交流を進めた。あったその日に仲良くなれる。
これは学生の特権というか、持ち味というか、一緒になってとても有意義な時間を過ごせた。こうし
た地域での大学間交流を今後とも積極的に継続することは、意義深いことである。学生たちが、こう
した対話を通じて地域社会に眼を向け、課題解決のための実行計画を考え、自らも将来は社会の成員
として地域コミュニティの持続・発展のために活躍する動機づけになってくれれば良いと感じた。また、
教員同士も大学を超えて、様々な意見を交換し、今後の岡山県における中山間地域の地域包括医療・
ケアの在り方について、持論を交換し合った。こうした取り組みは積極的に進められるべきである。
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【今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ開催地】

第４回　総社市報告

「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ�in�総社」の結果
（岡山大学学内COE事業及び学都研究事業）

はじめに
　平成17年に総社･山手･清音は新設合併し新総社市となった。今回訪れた総社市山手地区は、平成の
合併で旧総社市に編入された旧山手村エリア（人口約4000人）である。地域には造山古墳や備中国分
寺区などのかつての吉備王国をしのばせる名所、史跡が数多く点在している。また、桃やアスパラガ
スの産地としても知られている。
　総社市社会福祉協議会では、平成の合併を契機に、旧町村単位（14地区）に住民参加、住民主体に
より地区社会福祉協議会（地区社協）を設け、より身近な地域でふれあいサロン、敬老会事業、給食サー
ビス事業、ひとり暮らしや寝たきりの方への支援、三世代交流事業、児童健全育成事業、子育て支援
等の支え合いによる地域福祉活動を展開している。
　また地域における主な活動団体は、民生委員児童委員・主任児童委員�　福祉委員、愛育委員、栄養
委員、婦人会、老人クラブ、子ども会、障がい者団体、自治会（コミュニティ関係者）、ボランティア
などで構成されている。
　なお、総社市では「多職種連携と地域包括ケア」の対象に子供たちも含まれている。
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１　具体的内容と今後の予定
　総社市山手地区地域包括ケアへの学生参画により、地域の課題を抽出、それに対する学生参画によ
る課題解決提案を行う。その提案を地域のニーズとマッチング、学生たちの活動計画を決定、具体的
な活動展開を通じて、その結果をまとめ、振り返りを行う。そこで得た実践知を抽出して報告会を開
催する。活動実績を地域の皆さんに評価頂くことで実践型教育の成果を分析、大学の実践型教育プロ
グラム開発へフィードバックする。
　なお、課題抽出に際してのワークショップや対話集会には、これまで複数の学部教員や医師が参加
した。さらに総社市社会福祉協議会や地域の諸団体などから話題と場所、資料提供や現地視察、名産
白桃の差し入れなどの協力を受け、山陽新聞が活動の都度、様子を取材し、地域広報に協力してくれた。

学　生：法学部、医学部、文学部、教育学部、理学部、環境理工学部、岡山県立大学
教職員：�教員；医学部�浜田淳、佐藤勝、岩瀬敏秀、法学部�中富公一、吾妻聡、地域総合研究センター

　三村聡、岩渕泰、職員；荒木秀治、ゲスト；新見市渡辺病院�遠藤彰�病院長
地域人：総社市山手地区社会福祉協議会
連携者：総社市社会福祉協議会　中井俊雄氏、吉岡亨祐氏

　
２　総社市山手地区と地域包括ケア活動
　総社市山手地区は、平成の合併で旧総社市に編入された旧山手村エリア（人口約4000人）である。
総社市社会福祉協議会※3では、平成の合併を契機に、旧町村単位（14地区）に住民参加、住民主体に
より地区社会福祉協議会（地区社協）を設け、より身近な地域でふれあいサロン、敬老会事業、給食サー
ビス事業、ひとり暮らしや寝たきりの方への支援、三世代交流事業、児童健全育成事業、子育て支援
等の支え合いによる地域福祉活動を展開している。
　地域における主な活動団体は、民生委員児童委員・主任児童委員※4　福祉委員、愛育委員、栄養委員、
婦人会、老人クラブ、子ども会、障がい者団体、自治会（コミュニティ関係者）、ボランティアなどで
構成されている。
　山手地区社会福祉協議会の主な事業の取り組み状況は、敬老会、給食サービス、ふれあいサロン活
動への支援、小地域福祉活動、健康福祉フェア、ペタンク交流、三世代ふれあい輪投げ大会、友愛訪問、
福祉研修会などである。また、こうした活動を支えている主な団体の活動についてHPから紹介する。

3　�社会福祉協議会：第二次世界大戦後、占領軍総司令部（GHQ）は、厚生省に対して強い示唆と指導による社会福祉協議会の組
織化（社会事業における公私の責任分離）を行政目標として提示していた。それを受け、当時の厚生省は、1950 年に日本社会
事業協会、同胞援護会、全国民生委員連盟の三者に社会福祉協議会結成を要請し、1951 年に中央社会福祉協議会（現在の全国
社会福祉協議会）が結成された。そして、同年、施行された社会福祉事業法（現在の社会福祉法）第 74 条において、社会福祉
協議会の目的や組織、性格、事業を規定し、その後、社会福祉協議会の組織化が全国都道府県、市町村などの地方自治体レベ
ルにまで組織化されるに至った。昭和 58 年の社会福祉事業法の一部改正により同第 74 条第２項に、市町村社会福祉協議会の
法人化（社会福祉法人）が明記され、民間団体としての確固たる位置付けがなされました。現在は、平成 12 年に制定された社
会福祉法において、第 109 条で地域福祉推進にとって重要な団体として明確な位置づけが行われている。そして、「住民主体の
理念に基づき、地域が抱えている色々な福祉問題を地域全体の問題としてとらえ、福祉活動を通して、福祉コミュニティづく
りと地域福祉の推進を目指す」活動が期待されている。（総社市HPより）

4　�厚生労働省HP：民生委員は、厚生労働大臣から委嘱され、それぞれの地域において、常に住民の立場に立って相談に応じ、必
要な援助を行い、社会福祉の増進に努める方々であり、「児童委員」を兼ねています。児童委員は、地域の子どもたちが元気に
安心して暮らせるように、子どもたちを見守り、子育ての不安や妊娠中の心配ごとなどの相談・支援等を行います。また、一部
の児童委員は児童に関することを専門的に担当する「主任児童委員」の指名を受けています。�民生委員・児童委員の存在につ
いて地域の住民や関係機関・団体等に理解を深めていただき、信頼関係を築くことを目的に、さまざまなPR活動等を展開します。
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14地区の地区社会福祉協議会

　ここで、福祉委員について紹介する。総社市内における地域福祉活動の推進に対する協力並びに地
区内の福祉事業の円滑な実践活動を行うための「地域の見守り役」として福祉委員を設置している。
福祉委員の役割は次のようなもの。先の美作地区活動と同じく、民生員や愛育委員の皆さんが連携し
て日常の活動を展開している。
　
　⃝　�地域における福祉に関する問題・要望の把握に努めるとともに、問題・要望を把握したときは、

民生委員又は地区社協会長に連絡する。�
　⃝　�民生委員と協働して地域の福祉を実践する。�
　⃝　�地域内における協力者（ボランティア）の養成に努める。�
　⃝　�社会福祉施策について、その制度内容などを地域住民への周知に努める。�
　⃝　�本会が行う活動及び事業に協力する。�
　
　また、市内14地区に地区福祉委員会を設置する
と共に地区福祉委員会の代表で構成する総社市福
祉委員協議会を設置し、役員会や研修会等を開催
し役割の確認や情報交換などを行っている。
　�
　次に、施設やサークルについて触れる。
①�ふれあいサロン
　�　高齢になっても、障がいがあっても、子育て
中でも、誰もが住み慣れた地域で安心して住み
続けられるように、健康づくり、閉じこもり防止、
社会参加、仲間づくりを目的に身近な場所（公
会堂や集会所など）に集い、地域の皆さまが自主的に開催するふれあいサロンを推進している。

　�　ふれあいサロンでは、単に「ふれあい」「生きがい」づくりの場だけでなく、地域住民同志の人間
関係を住民相互の“支えあい活動”へつなげていくことを目的にしている。活動概要は、福祉活動の
拠点施設として要援護高齢者の在宅支援事業や介護保険制度に基づく各種事業等を実施している。

②�山手ふれあいセンター
　�　市民の健康、文化、陶芸、木工などの研修及び学習を通して、地域住民の交流の場として活用し
てもらうため、山手ふれあいセンターを設置している。この施設が、学生たちの活動拠点でもあり、
地域の諸団体の代表から各団体の取り組み内容と直面している課題についてお話をうかがい、グルー
プに分かれてワークショップやグループワークを開催している。

③�山手福祉センターの事業内容
　�　山手地区のケア介護を支える拠点であり、通所介護事業、デイサービス事業、ふれあいサロン事業、
短期入所生活介護事業、配食サービス事業、訪問介護事業、ホームヘルプサービス派遣事業、居宅
介護支援事業を展開している。

④�子育てサロン”クローバーカフェ”
　�　子どもたちが様々な人との交流を深めるため、保護者やボランティアが集うことを目的としている。
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地域包括支援センターについて（概要）

１　趣　　旨　�
　�　地域包括支援センターは、地域住民の心身の健康の保持及び生活の安定の
ために必要な援助を行うことにより、地域住民の保健医療の向上及び福祉の
増進を包括的に支援することを目的として、包括的支援事業等を地域におい
て一体的に実施する役割を担う中核的機関として設置。市町村は責任主体。

２　業務の内容　�
　○包括的支援事業
　　①　介護予防ケアマネジメント
　　②　総合相談・支援
　　③　権利擁護
　　④　包括的・継続的ケアマネジメント支援

⑤地域包括支援センター
　�　高齢者やその家族を対象に相談や支援、介護予防プランの作成などの業務を行う地域包括支援セ
ンターの運営を平成24年４月１日から、市内の施設に委託している。こうした指定管理により、地
域住民に自助、共助のマインドが醸成され始めている印象を受けた。一方で、財政難の中でのこう
した取り組みは、地域住民はもとより、市や福祉組織や団体の活動にも変化をもたらしている。同
センターでは、生活や健康、介護などについての相談に乗っており、現地視察によるヒアリングか
らは、創意工夫によるサービスの向上、そして担い手の皆さんの恵まれにくい待遇も再認識するこ
とができた。

　　参考までに同センターの役割について厚生労働省の資料を下記に掲げる。

　
　こうした制度は、高齢化が急速に進む中で、新たな雇用を創出している点もプラスの面として捉え
たい。ただし、活動の持続性や向上を考えると課題も山積している。
　山手地区では、旧山手村時代の地域コミュニティの強固な絆を活かしながら、新しい住民を迎え入
れつつ、新たな地域のコミュニティデザインを描こうとしている。山手地区のワークショップでは、
地域の諸団体の存在や活動内容を、ほとんどの学生は知らずにこれまでの生活を送ってきている事実
に鑑みると、現地で生の声を聞かせていただく経験を積むことは、何よりも大切であるためであると
強く印象付けられた。最初の課題は、ワークショップで得た経験を実践展開することである。そのた
めには、地域の住民や団体の理解を得ながら、実践的なプログラムの構築により、地域の課題を解決
するために教員側は周到な準備を行う必要がある。
　一方で、実際の活動には学生たちの自主的な企画と実践力に任せる必要性もあろう。自らが地域の
課題を発見して、対話やグループディスカッションにより解決策を考える。そこではいろいろな意見
が出されるはずである。地域の意見や他の学生たちの意見に耳を傾けながら、持論も自信を持って述
べながら、一つの方向性や施策が決まれば、力を合わせて実践してゆく。それがコミュニティの持続
的な発展につながると考えるためである。
　岡山大学地域総合研究センターとしては、大学の各学部、そして他大学との連携を展開するために
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コーディネーターとしての機能を充実させてゆきたい。さらに、地域住民、自治体やNPO、福祉団体
と大学や学生をつなぐ役割を同時に果たしてゆきたい。それが現在の急速に変容する社会環境に合わ
せた、大学の地域における果たすべき機能の変化につながると考えるためである。そして地方が持続
的に発展するために大学に求められる社会貢献機能を明らかにして参りたい※5。
　
３　活動のきっかけと事前準備
　平成24年10月、社会文化科学研究科「地域公共政策コース」で学ぶ、総社市社会福祉協議会「障が
い者1000人雇用センター」の中井俊雄センター長から、地域総合研究センターに対して、山手地区社
会福祉協議会活動を拠点とした地域包括ケア活動が抱える課題について相談があり、それを受けて、
総社市山手地区社会福祉協議会の会長、副会長が来学され、相談を受けその実情をお聞かせいただいた。
それを受け、11月28日、総社市社会福祉協議会の吉岡主査とNPO法人まちづくり推進機構岡山の徳
田理事を大学にお招きし、『総社市「地域包括ケア」の現状と課題−現地の声を聴き、課題と解決策を
考える−』と題して、総社市（山手地区）の現状と抱える課題について、社会福祉協議会の取り組み
や総社市地域包括支援センターの役割を中心にお話をお聞きした。
　医学部浜田淳教授、法学部吾妻聡准教授を中心に、
法学部、医学部、教育学部、理学部など学部を超えて
約20名の学生が参加した。学生たちから「古くから住
む地域住民と新しく転入してきた住民や団地住民との
間でコミュニケーションはうまく図れているか」、「個
別の事案に対してどのレベルまで社会福祉協議会のメ
ンバーで対応可能なのか」、「合併により編入された地
域住民の意識はどうか」など、活発な質疑がなされた。
　吉岡主査からは回答として「地域高齢者の見守りには、日頃からの地域コミュニティの絆が大切で
あり、平素は元気な高齢者が、実は痴呆症になっていた」との事例紹介など丁寧な説明をいただいた。
徳田理事からは、「地域の様々な組織が個別に催事を開催するケースが多く、地域活動情報を集約して
総合的に提供すべきであり、さらにどの催事にも参加する人の顔ぶれが固定化される場合が多く、外
に出ない高齢者を連れ出すための工夫が必要である」など、現場経験に基づくアドバイスをいただいた。
　最後に、浜田教授と吾妻准教授から感想と今後に向けたアドバイスを行った。また、今年度中に実
際に総社市の山手地区でまち歩きを実施して、地域の皆さんと対話の機会を設定いただくべく、コア
となる学生を法学部と医学部から選出して学習会を終えた。
　次に、12月20日、備中国分寺や古墳群に象徴される
吉備路の景勝地域である総社市山手地区で、地域の福
祉活動を支えておられる山手地区社会福祉協議会の皆
さんをおたずねして、意見交換をさせていただいた。
　この岡山県を代表する地域は旧山手村、平成の大合
併で総社市に編入された。現在、新しい行政区のなか

5　�【参考文献】岡山県資料、総社市資料、総社市社会福祉協議会資料、岡山大学医学部内部資料、岡山大学地域創成ネットワーク・
アゴラ研究会報告、岡山大学地域総合研究センター内部資料



Work Shop

��

で未来に向けたまちづくりをはじめている。高齢化がすすむなかで、幸いなことに新たな転入者が増
え地域の人口と低位の平均年齢を維持している。ただ、皆さんからのお話で、新旧住民の調和や一人
暮らし高齢者の見守り、そして全国的な社会問題となっているいじめや不登校対策など、様々な課題
があることが理解できた。
　こうした課題解決に向けて社会福祉協議会の方々をはじめ地域の諸組織、そして学校関係者の方な
どコミュニティをあげた活動が展開されている。学生たちに現地へ入り、まちづくりのあり方について、
教えを請いながら自らも課題解決策を考え、そして参加して実践活動を展開できるまでたどり着けれ
ば良いと考え、年明けにはまち歩きをさせていただいたあとで、「地域包括ケア」をメインテーマにワー
クショップを行うことを確認させていただいた。
　こうして２月13日、総社市山手地区への地域包括ケアワークショップの最終準備会を岡山大学
WAKUWAKUスクエアで開催した。
　今回は、総社市社会福祉協議会�障がい者1000人雇用センター長　中井俊雄氏、同協議会の吉岡亨祐
氏にお越しいただき、事前説明と地域の実態紹介をしていただいた。学生たちからも積極的な質問が
出され、当日のワークショップの進め方については、幹事を引き受けてくれた法学部の吾妻ゼミの学
生たちが中心に議事を進めた。相当に準備のための打ち合わせをしてくれたらしく、指導する側が驚
かされた。
　当日のスケジュール、ワークショップの進め方、宿での部屋割り、懇親会の内容、往復の交通手段
や人数確認、二日目の段取りからチーム編成まで、微細な計画が説明され、この取り組みには、１年
生から大学院生、学部も幅広い学生たちが参加することとなった。
　
４　まち歩きとワークショップ
　平成25年２月16日、17日に総社市山手地区地域包括ケアを考えるワークショップが開催された。こ
こ数か月にわたって準備を進めてきた、総社市山手地区地域包括ケア現地まち歩きとワークショップ
が、２月16日、17日、岡山大学地域総合研究センターと総社市山手地区社会福祉協議会主催のもとで
開催された。
　
　このワークショップの趣旨は、岡山大学の有志学生、教職員が総社市山手地区を訪問し、同市の社
会福祉関係団体の方から講話をいただいた後、これらの活動内容について対話を通じて地域の課題を
発見し、少子化・高齢化する同地域の包括的な活性化のために学生達たちが今できることを発見し、
その解決策と中長期的な活動の方向性を探るものである。
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まち歩きとワークショップの様子

　なお、この取り組みは、学都研究「地域と医療」を核に「地域と教育」、「まちづくりと地域創成」
を複合化した実践展開として位置付け、将来の岡山大学サービスラーニングを視野に入れた取り組み
として実施した。また、岡山県立大学へ参加を呼び掛けている。

　今回訪問した山手地区社会福祉協議会の主な事業の取り組み状況は、敬老会、給食サービス、ふれ
あいサロン活動への支援、小地域福祉活動、健康福祉フェア、ペタンク交流、三世代ふれあい輪投げ
大会、友愛訪問、福祉研修会などである。まず、参加学生30名たちは、初日の午前中に山手地区のま
ち歩きを実施した。引率していただいたのは、総社市
社会福祉協議会と山手地区社会福祉協議会の皆さんで
ある。上記施設をはじめ、小学校、幼稚園、保育園、
公民館などを訪れ、さらに、重要文化財に指定されて
いる備中国分寺を見学した。
　昼食をはさんで、５チームに分かれ、地域の団体の
方からそれぞれ活動の内容についてレクチャーを受け
ながら、意見交換を行った。そして後半、ワークショッ
プを実施、その結果を取りまとめまた。最後に教員７
名（医学部３名、法学部２名、地域総合研究センター２名）からコメントをさせていただいた。
　さらに宿泊先でも夕食後、夜遅くまでチームごとに報告を行い、質疑応答を行った。
　翌日は、総社市役所に隣接する総社市社会福祉協議会へ会場を移し、社会福祉協議会の活動内容や、
障がい者1000人雇用センター�の活動について講義を聞いた後、15：00まで、ワークショップのまとめ
を行った。かなりハードなスケジュールながら、地域の課題と解決策の糸口の発見にまで、たどり着
くことができた。この日は、今後、学内でまとめの時間を学生たち自らが設定して報告書を作成し、
再度、現地を訪れて、地域の皆さんの前で報告することとした。
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５　総社市山手地区ワークショップ報告とその後の展開
　平成25年３月20日、総社市山手地区ワークショップの報告
書作成作業を在校生が中心に進めた。そこでは、当日のワーク
ショップで出された意見を貼った模造紙を取り出して、作業を
再開した。最終のまとめを行い、有志により、山手地区の皆さ
んに報告会をする準備とした。
　
　こうして、２月16、17日に実施した総社市山手地区のまち歩きやワークショップで得た成果を、平
成25年５月15日、総社市山手地区で有志学生が成果報告を実施した。　�

　報告者は法学部４年生の脇本弘正君で、その内容は５月16日山陽新聞朝刊にも掲載された。地域の
皆様から温かい感謝のお言葉とこれからの学生参加への期待を込めたお言葉を頂戴することができた。
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▲森田潔学長 ▲質問にたつ梶谷俊介岡山県教育委員長

　また、こうした地域における実践型教育活動への取り組みに関する、岡山大学としての考え方を、
荒木勝副学長・社会貢献担当理事の言葉を引用・紹介する。
「実践型教育プログラムは、すでに岡山大学はこれまでにも、医療や教育・技術教育の分野で優れた実
績を重ねてきたが、全体としてしては、単発、不連続的であり、教員の個人的対応にとどまり、また
社会人・地域人の積極的活用の点で弱点を有していた。今回のプログラムは、実践型教育を、教養・
専門を有機的に結び付け、分野横断的に構築することによって、実践型教育を通して、学生に実践知
の「良き習慣化」をもたらそうとするものである。」

　また、６月29日には、文部科学省から板東久美子高等教育局長を招き、岡山大学創立50周年記念館
にて、活力ある地域人材の育成を目的に地域レベルから国際レベルまで含んだ「高等教育モデル」の
構築について考えるシンポジウムを開催した。

　森田潔学長の挨拶ではじまり、まず、「大学改革の推進」と題した基調講演では、板東局長から少子
化が進む中での大学のあり方について、海外との比較を引用されながら、社会で活かすことができる
実践力やグローバルな視野から物事を考えられる力を身につけた大学生の育成が重要であるとの講話
があった。さらに、パネルディスカッションでは、テーマを「グローバル化と地域創生に向けた教育
改革」と題して、板東局長、伊原木隆太�岡山県知事、大原謙一郎�大原美術館理事長、森田�潔�岡山大
学長という顔ぶれで、ファシリテータを荒木勝�社会貢献・国際担当理事がつとめるなか、グローバル
と地域という二つの観点を、いかに融合させる教育が地域社会の持続的な発展を支えるために必要で
あるかについて、それぞれの立場から突っ込んだ議論がなされた。会場からも梶谷俊介岡山トヨタ社
長（岡山県教育委員長）をはじめ、多くの参加者から質疑や意見が出された。
　伊原木県知事からは「岡山大学と県の連携体制の確立」、大原理事長からは「自然科学系学生を対象
とした『アート』の重要性に対する大原美術館にての特別講義開催」の提起、具体的な提案を含む地
域創生実現に向けた前向きな発言を頂くことができました。また、森田学長から「岡山大学は地域社
会と共に歩むことを宣言する」とした宣言でシンポジウムは締めくくられた。
　
　　そのあと板東局長とのトークセッションが持たれ、さらに会館ロビーに展示した岡山大学が展開
する「地域医療」や「まちづくり活動」の実際を紹介したパネルを見ながら来場者や板東局長が医学
部をはじめとする担当教員、さらには学生（法学部）から説明を受けた。学長宣言にあるとおり、岡
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▲板東久美子高等教育局長 ▲板東局長に法学部脇本弘正君が総社市の活動を説明

山大学が地域社会と共に歩む活動をさらに具現化できるよう確認を行った。

　
　さらに、７月３日には、こうした内容を社会文化科学研究科（大学院）地域公共政策コースの授業で、
医学部から浜田淳教授が出向き「高齢社会と医療・ケア」をテーマに講話を実施、そのあとでフリーディ
スカッションを行った。この授業の学生は、県議会議員、市議会議員、県職員、市職員、病院経営など、
広い意味で公務や公共性の高い仕事についている社会人で構成されており、第一線で活躍している現
役とあって、実際に直面されている、もしくは感じている課題を次々と浜田教授に対して質問した。
　
　中山間地域の医師、看護師不足の問題と行政の関連性、介護やケアの現場を支えている担い手の厳
しい労働環境、岡山大学医学部や大学病院の地域医療や救急医療への関わり方や要望事項、地域包括
支援センターの業務範囲の拡大と業務委託の問題、大型の総合病院とまちの病院の連携関係、医療費
や介護費用と消費税の関係、国の医療・福祉・年金行政の方向性などが話題となった。

６「地域包括ケア活動」へ学生が本格参加
　７月１日には、まち歩きやヒアリング、ワークショッ
プの開催、企画提案会などの準備を続けてきた総社市
山手地区「地域包括ケア活動」への具体的な学生参画
による実践活動が開始された。
　この日は、法学部、工学部、教育学部の学生に留学
生や岡山県立大学の学生を加えた総勢30名の学生たち、
そして教員は医学部浜田淳教授、地域総合研究セン
ター三村聡教授と職員が参加、総社市山手地区社会福
祉協議会の役員の方々と具体的な実践活動テーマが話
し合われ、複数の活動テーマが決定した。
　この活動の目的は、今回の総社市山手地区の活動を
通じて習得した学びの要素を糧に、各学部の専門的な
知性の涵養や実践力の涵養、気概の養成を目標として、
地域社会の現場で、さらに深く専門性を活かした学び
を実践することである。
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　ここでは、関係する地域の皆さんと担当教員の果たすべき役割は大きく、参画する学生たちが、実
社会での実践知を実践活動を通じて効果的に体得すべく、山手地区社会福祉協議会の委員をはじめ、
関係団体、学校園などの地域人や社会人と話し合いを持ちながら企画を進めた。地域の皆さんから学
生への期待は、若者の感性・知性を活かしたまちづくりを起点とした、地域コミュニティの担い手養成、
地域教育環境の改善、医療・ケアの活性化、世代間の対話と社会的絆の回復であった。そこでは、総
社市社会福祉協議会の事業計画との連携などをキーワードに活動を展開することが確認された。学生
は地域社会から学び、地域は学生の活力とアイデアを活かしてまちを元気にしてゆくという互恵性を
重視して活動してゆくこととなった。
　平成26年３月９日に開催予定の「山手福祉フェア」への出展をはじめ、具体的な企画がスタートし
ている。
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平成 25年 10月19～20日

岡山県
OKAYAMA
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中西屋旅館

【今、ここから何かが始まる―多職種連携と地域包括ケアのワークショップ開催地】

第５回　笠岡市報告

「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ�in�白石島」の結果
（岡山大学学内COE事業及び学都研究事業）
2013年10月19日（土）〜20日（日）

はじめに
　笠岡市は、岡山県南西部の瀬戸内海沿岸部に位置する地域で、大小31の島々からなる笠岡諸島を含
む井笠地方の中核都市である。今回、訪問した笠岡諸島白石島へは、県内にある旭川荘厚生専門学院、
岡山大学、川崎医療福祉大学、新見公立大学、美作大学の学生や大学院生と教職員、さらに医師など
約70名が参加して、「多職種連携と地域包括ケアワークショップ」を実施した。そこでは、10数名を
こえる地元関係者やNPO、笠岡市の方にご参加頂き、島の魅力や地域住民が抱える課題について話題
提供頂いた。さらに島のまち歩きを実施したのち医療や介護、子供の教育、防災、島の活性化策等に
ついてワークショップを通じて話し合い、課題の解決策を探った。
　今回の目的は「ワークショップの手法を使って、島の問題、地域づくりの問題を理解し、話合い、
解決方策を見つけることである」。学生は、現地の問題に直接触れることによって、日ごろの講義では
得られない実践的な問題解決能力を身につけ、さらに他学の学生や教職員、地元の方々との交流を通
じて自分を見つめ直し、友情を深めることができた。
　その内容を報告書としてまとめることにより、参加学生はもとより、広く学生たちに対して、彼ら
が地域の実情を深く理解することにより、社会へ羽ばたく際に社会人として有するべき意識の覚醒と
自覚を促し、学士としての資質を身に着けるための一助としたい。
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　また、大学としては、従来の社会貢献の域を超えて、大学が地域資源・地の拠点として地域の課題
解決に向けて実践的に活動を展開することにより、市民にとって大学が地域にあることの意義を実感
頂ける学都実現に向けた手掛かりにしたい。
　
１　白石島の概要
　白石島は、面積：2.96㎢、周囲：10.1㎞、標高：169m、人口：581人（H22国税調査結果）、岡山県の
紹介では「笠岡市笠岡港から約16㎞、笠岡諸島の中では比較的本土に近い島。花崗岩の地肌が遠くか
ら白い雪をかぶったように見えることから、白石島と呼ばれるようになったといわれており、国の名
勝にも指定されている。江戸時代には備後鞆（びんごとも）と備前下津井（びぜんしもつい）を通る
内海の沿岸航路の中継地として栄えた。備後福山藩時代に干拓が行われたため、笠岡諸島の中では平
地が多い島となっている。主産業は漁業で、底引網や定置網、ノリの養殖などが営まれている。島に
は観光資源が多く、海水浴場もあるため、特に夏場には多くの観光客でにぎわう。」とある。
　主要産業は漁業とあるとおり、現役世代のほとんどは漁業で生計を立てている。また、最近改善さ
れたとはいえ、定期航路※6の始発（白石島７：05発〜笠岡港７：37着）と最終時刻（笠岡港18：00発
〜白石島18：35着）や両港からのアクセス等を考慮すると、笠岡市など内地部への通勤・通学には無
理があるようだ。なお航路統合により、白石島より遠くに位置する北木島や真鍋島は、従来よりも陸
部への移動に時間を要することになる。こうした島の少子高齢化と人口減少に起因する離島航路の問
題は、島の将来を考えるうえで重要である。
　子供の教育・進路と高齢者の病院通いをはじめとする医療・ケアを保障するためには、自由な移動
手段が担保されることが必須であり、公共交通問題のなかで離島における移動権をいかに確保できる
かが、行政に課せられた最も重要な使命の一つであると言えよう。
　次に笠岡諸島部の高齢化の現状について、笠岡市から頂いた資料でみてみると、平成24年度、島しょ
部の高齢化比率合計は60.9％となっており、急速な高齢化が進んでいる実態が理解できる。とりわけ
飛島は既に80％に迫るほどに高齢化が進行しており、後期高齢者（75歳以上）が大宗を占めてしまうと、
集落としての機能が失われている点、医療・介護の担い手問題など自治体としての守備範囲を超えて、
自然消滅の是非を問うとした生存権や幸福権などの根本議論を踏まえねばならない可能性を孕んでい
る。また若年人口の減少が猛烈なスピードで進んでいる実態も看過できない。
　なお、白石島には医師が常駐しており、実質24時間体制での診療にあたっている。島で対応できな
い治療や施術については、笠岡市内の病院と連携しており、さらに救急対応が必要な場合は、救急救
命では海上タクシーの出動など体制が完備されている。
　一方で、医師の高齢化が進んでおり、後継者をめぐる議論がされているが、いまのところ具体的な
手立てが無く、岡山大学の地域医療枠の学生や看護師のケアマネジャーなど専門知識を有する若手の
赴任に期待する声が寄せられた。
　こうした点を踏まえて、白石島公民館長の天野正さんから頂いた資料「白石島の生活（2013年概要）」
を下記に引用する。

6　�笠岡市資料：「平成 21 年３月に，公共交通の利用者，事業者，関係行政機関等で構成された「笠岡市地域公共交通活性化協議会」
（陸上交通，海上交通の分科会あり）での協議を経て，笠岡市の公共交通の将来のあり方を示した「笠岡市地域公共交通総合連
携計画」（以下，「連携計画」）を策定し，海上交通の事業として「航路の統合」を位置付けました。」「航路改善計画の内容を実
現するため，平成 22 年度に旅客船３社との協議を経て，平成 23 年４月１日をもって，豊浦汽船（株）及び六島航路（有）が
運航する航路を三洋汽船（株）に無償で譲ることの合意が図られ，平成 22 年 12 月 24 日に，その内容を記した協定書の調印式
を行いました。」
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「白石島の生活（2013年概要）」
①　教育
　　�　島内には幼稚園１（25年度から休園中）、小学校１、中学校１の学校が設置されており、先生は
毎日島へ定期船で通う。子供の数は幼稚園（３歳〜５歳）０名・小学生途中から14名（完全複式）・
中学生11名となっている。

　　�　笠岡市B&G海洋センターがあり、学校体育・社会体育に利用されている。合宿利用やオリエンテー
リングの振興にも寄与している。生涯学習施設では公民館があり、定期講座と自主講座がある。（書
道・絵手紙・陶芸・大正琴・天平琴・健康体操などがあり、島の歴史学習から発展した棉作り＆
手織り教室は島の特徴を生かし、体験交流等を推進している）

②　し尿・ゴミ等の収集
　　�　陸地部から市のし尿船（清笠丸）にて、可燃物週２回（月・木）、不燃物月１回（第４水曜日）、
分別月１回（第３火曜日）各地区のゴミステーションに持ち込む。

　　�　し尿の汲み取りは市の出張所に申し込み、券を購入し委託業者に支払う。バキュウムカーの入
らない奥条地区は独自の小型車を導入し組合運営をしている。コンポストの普及などでゴミの減
量化や再利用を目指している。

③　情報・通信
　　�　図書は公民館・海洋センターにある程度。巡回文庫が毎月１回あり、本が入れ替わる。オーダー
があれば翌月配本があり、１ヵ月後返却する。

　　�　ネット環境はケーブルテレビが高速無線通信サービスを行っている。デジタルテレビ放送も受
信出来るようになったが、場所により電波状況が違う。新聞は朝刊のみで、全国紙、地方紙を含
め購読可能、朝７時45分の高速船で入荷して配達するので遠いところでは、９時30分近くになる。

④　福祉
　　�　月２回（原則・第２・第４水曜日）福祉船夢ウエル丸が寄港し、デイサービスを行う。25年度
で廃止が決定しており、代替の島しょ部介護予防事業説明会で各島の話し合いが行われている。
介護関係については、市のホームヘルパーが派遣され介護にあたる。（島内には２名市の登録ヘル
パーがいる。）

　　�　社会福祉協議会でいきいきサロンを開いている。島づくり海社がデイサービス事業所「だんだ
んの家」を21年７月から毎週火、木、土曜日９時から15時30分定員10名で運営を開始している。
旅館から転業した民営のグループホーム「あいあい」定員９名がある。

⑤　医療
　　�　診療所１（月〜土曜日／9：00〜12：00・15：00〜17：30但し土曜は午後休診）医師常駐、歯科
診療所１（火・木・土曜日／13：30〜19：00但し土曜は17：00まで）医師常駐、定期健診が済生
丸により実施され、島民の健康管理を行っている。

　　�　島地部高齢者通院交通費助成事業・島地部に住所を有する高齢者（70歳以上所得税非課税所帯）
が月１回以上継続して通院のために定期船を使った場合。その復路の運賃を助成する。ただし、
年24枚以内。
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今回の参加案内

⑥　救急
　　�　救急患者が発生した場合は、119番連絡すると消防から救急指定の海上タクシーに連絡が入り最
寄の港へ配備される。港までの搬送は消防団が担う。救急車は状況により神島外浦港や笠岡港で
待機する。患者の状況により診療所花房医師が同行する場合もある。

⑦　消防
　　�　地理的な問題により消防本部からの応援に時間がかかるため、初期消火や予防活動が消防団の
大きな任務であり、一旦事があると島中で対応する。婦人防火クラブも後方支援をする。

⑧　交通
　　�　笠岡港から定期便は三洋汽船の普通船（35分）運賃650円4往復、高速船（22分）運賃1,130円４
往復、白石フェリーのカーフェリー（45分）旅客運賃520円４往復が就航する。また、不定期便「か
いりゅう」も夜間や救急艇として運航している。平成23年10月から笠岡諸島航路統合し、新ダイヤ
でスタートし、地域要望等で普通船１往復の増便や笠岡港終便が少し遅くなるなどの改善があった。

⑨　産業
　　�　農業は家庭菜園中心である。（除虫菊、みかん、花卉や主食の麦が栽培された時期もあった）
　　�漁業は白石島支所において正組合員数50名、準組合員数14名となっており、水揚高は年間１億
2000万程度。底引き網が中心で、のり養殖業は１協業体で岡山県初の、のり協業体施設を有して
いる※7。このところの原油高騰により、経営を圧迫している。

　　�　商業は、漁協、JAを含め５軒、一軒は車で毎日笠岡の市場に仕入れに行く。ガソリン、灯油は
漁協で販売している。理容院２軒（１軒は土日のみ営業）・美容院１軒。

⑩　観光
　　�　旅館３軒、民宿３軒、食堂一軒と廻漕店（土産店）
があり、夏季シーズンだけの海の家２軒、キャンプ場
１ヶ所がある。夏季海水浴シーズンには観光客が多い
が、海の無い岐阜県などからの春の修学旅行が20校
近く訪れ、漁業体験や海洋体験で賑わう。

　　�　白石島国際交流ヴィラがあり、年間1500人前後の
外国人が訪れる。2011年３月の東日本大震災以降、外
国人の来島が極端に減少していたが、25年度は回復基
調が見られる。島内５つの峰を結ぶ遊歩道が整備され、
岡山県公認のオリエンテーリングコースもある。

⑪　地域づくり
　　�　地区内の各種団体長で組織する白石・島づくり委員
会が毎月１回定例会を開きそれぞれの団体の問題を共
通理解する。24年度から笠岡市でスタートした、まち
づくり組織として活動している。21年度内閣府地方の
元気再生事業の採択を受け事業展開を計り、白石島国
際交流ヴィラの持続可能な運営を目指している。

7　宿泊先（中西屋旅館）の朝食で出された島自慢の味付け海苔（ノリ）は、厚めでパリパリ感が強く、味わい深い一級品。
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　　�　桑部会から発展した（株）しらいしは、桑を利用した遊休地の利用や特産品づくりを目指して
活動しており、桑の実の収穫冷凍出荷は軌道に乗りつつある。

　　�　島づくり委員会は、NPO法人かさおか島づくり海社の白石島支社として協働している。

２　企画の概要
日　時　2013年10月19日（土）〜20日（日）
宿　泊　「中西屋旅館」（笠岡市白石島）

【１日目（10月19日）】
⃝�９時に岡山大学鹿田キャンパス図書館前をバスで出発。９時15分に岡山駅前「みよしの」に寄り、
10時50分ごろ笠岡港に到着

⃝�11時　笠岡港をフェリーで出発。
⃝�11時45分　白石島に到着
⃝�12時ころ　白石島で白石踊りを見学
⃝�13時〜17時　ワークショップ１日目（場所は中西屋旅館の大広間）
　①�地元の方、学生参加のパネルディスカッション。
　②�班のメンバー間の緊張をほぐすアイスブレーキング。
　③��班ごとに白石島を散策。各班には地元の方（社会福祉協議会の会長さん、主婦の方など）につい

ていただく。この島では何が困っているだろうか、島くらしの良い点は何か、といいうのがテーマ。
⃝�夕食。懇親会。

【２日目（10月20日）】
⃝�朝食後、９時からワークショップ２日目を開始。地元の方にも参加いただく。
⃝�９時から〜９時50分まで、島で問題となっている事項を各班で抽出。発表。その後、11時半まで解
決方策を各班で検討。12時15分まで各班で発表し、講評。

⃝�昼食後、13時35分のフェリーで白石島を出発。14時20分ころ笠岡港到着。
⃝�14時45分にバスで笠岡港を出発。16時15分ころ岡山駅、16時半ころ岡山大学鹿田キャンパス到着。

　（特色）
⃝�本事業は、岡山大学の事業であり、参加者の交通費、宿泊費などは岡山大学が負担し、参加者の負
担をできるだけ軽減した。

⃝�参加者として、旭川荘厚生専門学院、岡山大学、川崎医療福祉大学、新見公立大学、美作大学の学
生と教職員、合計80名程度。島の住民の方、笠岡市役所（初日は藤井部長、西江保健師、二日目網
本健康医療課長、西江保健師）も両日で10数名ほど参加。

ワークショップの内容
学生参加のパネルディスカッション（19日の13時〜14時）
■テーマ「島の暮らしを考える」
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笠岡市島嶼部　高齢化率（H23.4.1 現在）

高齢化率の推移

９年度 14 年度 19 年度 24 年度
20％

30％

40％

50％

60％

70％

80％

笠岡市
飛鳥
高島
白石島
北木島
真鍋島
六島
島合計

（パネリスト）
　天野　正さん（公民館長。白石島の歴史・文化・生活一般の生き字引）、
　石井洋平さん（NPO島づくり海社の事務局員。離島振興の第一線で活躍）、
　西江雅子さん（笠岡市健康医療課統括の保健師。市の保健師を統括）、
　禅正和真くん（岡山大学医学部医学科３年）、
　脇本弘正くん（岡山大学法学部４年）。
司会は葛西洋介院生（医師・岡山大学医歯薬学総合研究科）。
　

白石島航路の時刻表と島の地図

笠岡市島しょ部における高齢化の状況

�
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白石港（左上）�白石踊（右上）�記念撮影（中）浜田開会挨拶（左下）夕食（右下）

３　活動の概要
【１日目（10月19日）】
　９時に岡山大学鹿田キャンパス図書館前を出発。９時15分に岡山駅前「みよしの」立ち寄り、10時
半笠岡港到着。11時　笠岡港をフェリーで出発、11時45分白石島到着。浜で「白石踊」※8見学。
　

8　�源平水島合戦で戦死した人々の霊を慰めるために始まったと伝えられる。近世以降は先祖を弔うため盆行事として受け継がれ、
浜辺で踊られる。国の重要無形文化財に指定され、島の人たちは全員がこの踊りを踊ることが出来る。また、介護看護・物理
療法を学ぶ学生たちから、「この白石踊りを現代風にアレンジメントとして、エアロビクス的な要素を取り入れ、健康増進に活
用しながら若者にも広めてはどうか」といった意見が出された。島に到着した際にちょうど踊りが披露されていたので学生た
ちと記念撮影をさせていただいた。
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パネルディスカッション
■テーマ「島の暮らしを考える」
　メンバー　天野　正さん（公民館長。白石島の歴史・文化・生活一般の生き字引）
　　　　　　石井洋平さん（NPO島づくり海社の事務局員。離島振興の第一線で活躍）
　　　　　　西江雅子さん（笠岡市健康医療課統括。市の保健師を統括）
　　　　　　禅正和真くん（岡山大学医学科３年）
　　　　　　脇本正弘くん（岡山大学法学部４年）
���司　会　　葛西洋介院生（医師・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科）。
　
　まず、「島の暮らしを考える」をメインテーマとして、天野さんから「島の暮らし」、続いて石井さ
んには「島づくり海社の活動」、そして西江さんから「笠岡諸島の保健」について７分ずつ話題提供を
頂いた。
　
⦿　天野　正さん（公民館長）のお話
　天野さんからは先に掲げた資料に基づき「島の暮ら
し」のなかで「解決したいが、なかなか具体策が見つ
からない課題」について説明頂いた。
　その要諦は、人口が600人をきる「人口減」と５歳未
満が一人しかいない「少子化」の中で、高齢者には良
いともいえる島の条件（住民間に深い人間的なつなが
りがある、高齢になっても畑で働ける、新鮮な食物など）
をいかして、「コンパクトシティ」※9を含めてどのよう
に地域づくりをすべきかについて問題提起された。
　白石島をはじめ多くの笠岡島しょ部の人口ピラミッ
ドは、かさが大きく開いたキノコに似ていて、その軸
は細ってしまい、さらに根元の“いしづき”部分が消え
て無くなりそうな状態である。また、航路を起点とした、
公共交通機関の工夫や充実による笠岡市中心市街地へ
の交通手段の確保とアクセスビリティを考慮すると、子供の教育機会の確保や高齢化による生活・医
療面で課題が山積している。小中学校は生徒数が減れば学校の統廃合で対応せざるを得ず、買い物や
医療施設で用が足りない場合は、中心市街地に出かけざるを得ない、などの点が指摘された。
　感想としては、天野さんのお話の中に、少子高齢社会がもたらす20〜30年後の日本の実像を先取り
する姿が凝縮されているという印象を受けたことである。それは岡山市や倉敷市とて類似の課題を背

9　�コンパクトシティとして富山市が取り上げられるため紹介する。その特徴は、同心円状のまちづくりではなく、“お団子と串の
都市構造 ” によるまちづくりを目指している点である。そこでは、規制強化ではなく、誘導的手法を基本とし、線引き都市計
画区域を拡大するような規制の強化手法はとらない。その一方で中心商店街と住み分けができない超大型 SCや郊外住宅のバ
ラ建ちは規制し、公共交通の活性化により駅や停留所の徒歩圏（500 ｍ程度の範囲）にまちなか居住と市民生活に必要な機能
を集積させて独自性の高いコンパクトなまちづくりの実現を目指している。白石島におけるコンパクトシティについては、海
上交通を念頭に置いた笠岡市中心部との連携を考慮した基本コンセプトから独自なデザインを考える必要があろう。�
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負うことになる。すなわち、白石島の課題と解決策を考えることは、日本の将来を考えることに他な
らないのである。この視座に立ちながら島固有の環境を踏まえた感想を述べる。
　まず、瀬戸内の景観、歴史・文化資産（白石踊）、マリンスポーツ、自然体験型教育、海産・農産物、
遊休地などを複合的に活かし白石島独自のスタイルを見出し、例えばこのたび笠岡市全域に設立され
た「まちづくり協議会（地域自治）システム」を有効活用して観光資源とありのままの島の暮らしを
組み合わせた、新たな企画作りや白石島だけに留まらない笠岡島しょ部相互間やさらには県内の同じ
ニーズや課題を抱えた全域との連携による広域施策を実現したい※10。
　すなわち、地域コミュニティを維持・発展させるためには、個人の力量や地域だけでは実現できな
い地域の課題がある。いま地方分権の潮流に沿って地方自治体が、それぞれの役割を果たす努力が続
けられている。こうした島しょ部を含む中山間地域の生活環境や暮らしの安心・安全を確保することは、
合併自治体の責務である。その一方で地域が周辺地域へのインフラ整備（道路やハコモノ）や補助金
に期待を寄せて、それを得ることで満足する発想や考え方では、これまでの地域住民のみならず、新
たにその地域に住もうと考えている人々に対して魅力や満足を与えないケースが多い。
　換言すれば、行政サービスは起点であり、この起点を前向きに捉えつつ、同時に地域主役のまちづ
くりに活かす知恵と勇気を住民自身が持ち、そこへNPOや大学のような組織・団体がサポートする形
で外部からの若い力を活用したい。島の未来を考え、つくりあげていこうとするさいに、こうした参
加型の「志」が大切になる。白石島の皆さんは、わが国が世界に誇る海の民としての「海洋文化」に
由来する歴史と文化を有している。この良さを大切にしながら幸福な暮らしを維持することを希求し
ている。そうした豊かな自然環境のなかで人々の営みを支える地域自治の新しい形を模索することに
より、大きな時代の変遷やうねりに洗われながらも、古来より受け継いできた地域の暮らしを維持で
きるよう、関係者が対話を重ね、具体策を立案し、実践したいものである。
　
⦿　石井洋平さん（NPO島づくり海社の事務局）のお話
　次に石井さんからは「島づくり海社の活動」として、福祉、産業、交流、観光、協働など多面的な
海社の活動を紹介していただいた。「失敗した事業はない。成功するまでやり続ける」との志の高さを
紹介いただいた。その裏付けをうかがい知るために、島づくり海社のホームページを引用させて頂く。
華やかに展開されている瀬戸内国際芸術祭があります。
　一方で、白石島のような島の暮らしの日常の課題を通じて日本の都市の将来を考えるといった視座
も必要であると改めて痛感しました。
また、大学連携により「学生たちが今できること、社会人になってできること」があります。
その「確かにやれるね！」を島の方々と共有できた１泊二日でした。
　「NPO法人かさおか島づくり海社は、地域の公共的役割を担い、広く一般にサービスを提供しながら、
住民の創意工夫と連携強化による笠岡諸島の自立的発展を促進し、生活の安定及び福祉の向上の寄与
を目的としています。このため、人口の一番多い北木島に本社を置き、各６島に支社を組織する等して、
福祉、教育、特産品開発、まちづくり等幅広く住民をサポートする事業を展開しており、活動の方向
付けは毎月、理事会を開催し行っています。各支社の事業は本社からの補助で行われていますが、持

10　例えば、映画のロケ地として有名な白石島と倉敷市玉島地区との連携による映画撮影インフラの整備など
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続的な島づくり活動に必要な経営感覚を身につけるため、事業費の３割相当額を本社に償還する仕組
みとなっており、本社と各支社は、島民の困り事や要望を受け事業化しています。笠岡諸島の７島そ
れぞれが特徴を活かしながら島づくりし、島内のサービス向上と島外との交流を行う施策を展開し笠
岡諸島の活性化のために日々奮闘しています。」とある。
　また、その活動内容を「沿革」から紹介させていただくと、平成８年にゲンキ笠岡まちづくり支援
事業スタートされて以来、平成９年ゲンキ笠岡まちづくりフェスティバル開催、島おこし討論会（島
をゲンキにする会発足）�、平成10年には、第１回�島の大運動会を北木島で開催している。さらに、平
成11年には、笠岡諸島生き活き会（女性ネット）を発足させて、元気印の女性のパワーをつなぐ機能
を果す組織を組成している。また、介護・ケア活動の担い手を養成すべく、平成12年には、笠岡諸島ホー
ムヘルパー２級養成講座を行政主導で実施している。まさに協働による展開である。加えて、第1回�
島づくり研修会を白石島で開催し、こうした取り組みをきっかけとして、平成13年には笠岡市が市長
特命組織「島おこし海援隊」を設置�している。また同年には飛島に診療所を開設している。先の高齢
化の資料でみた通り、飛島の高齢化比率は笠岡島しょ部でもきわめて深刻であるため、こうした地域
への診療所の開設は、大変意義深いものであると推察できる。
　さらに、平成14年には、電脳笠岡ふるさと島づくり海社（島民組織）により、笠岡諸島フィルムコミッ
ションを設立して、映画のロケを誘致する活動を本格的にスタートさせている。豊かな自然や漁村と
しての民家の佇まいを有効に利用した活動である。同時に、笠岡諸島空家対策事業をスタートさせ、
空き家対策にも取り組んでいる。中国地区では、広島県尾道市のNPO法人尾道空き家再生プロジェク
トによる空き家バンク※11活動が有名であるが、こうした活動の輪を大学としても協力して推進してい
く必要性を感じた。また、笠岡市立北木島診療所の開設や、笠岡市立真鍋島診療所に看護師の常駐化
をはかる等、私たちの主たる目的である「地域包括医療・ケア」活動の実践展開という点で大きな学
びを頂いた。
　この一つ一つ確実に課題を抽出し、島民、行政、NPOが連携して、過疎化に対峙しながら課題を解
決する手法に頭が下がる思いである。お年寄りのパワーをできるだけ活用して、動くことにより健康
を維持する、こうした受け皿づくりをNPOが果たしている。平成15年には、島のお達者便をスタート
させ、いよいよ平成16年には、笠岡諸島空家対策事業で初の移住者を迎え入れている。
　以下、平成17年以降の活動をHPから引用して掲載する。
　平成17年：笠岡諸島「しまべん」発表�、笠岡諸島フィルムコミッションで初の映画誘致「旅の贈り
物-0：00発」、笠岡諸島空家めぐりツアー実施、平成18年：かさおか島づくり海社がNPO法人格を取
得�、北木島で過疎地有償運送事業スタート�、介護保険事業スタート「デイサービス�ほほえみ」�、六
島で就学前の幼児を受け入れる「あゆみ園」をオープン�、平成19年：笠岡商店街に島の特産品直売ア
ンテナショップ「ゆめポート」開設�、北木島に須磨学園夏季研修の受け入れ�、平成21年：子ども島
づくり会議�-コジマ会議-�を開催�、平成22年：３週目となる島の大運動会”北木食文際”を開催、平成
23年：真鍋島にデイサービス「うららの家」開所、平成24年：第15回�島の大運動会in真鍋島、平成
25年：島の大学芸会を開催、と記されている。

11　�現在尾道市では定住支援の取組として、「尾道市空き家バンク」を行っています。旧尾道市の山手地区で空き家を再生し新た
な活用を目指すとともに移住希望者への支援などに取り組まれてきた「NPO法人　尾道空き家再生プロジェクト」と尾道市
が連携して、尾道の斜面市街地にある空き家の情報提供を行っています。坂のまち暮らしは不便さも多いですが、尾道水道を
望む眺めは尾道ならではの美しさがあります。（広島県HPより）
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　感想としては、笠岡諸島では、このNPO法人島づくり海社が若い力で活動を展開していることに感
心させられた。このNPOの特徴は、一般的に特定の専門領域（たとえば介護）で活動するNPOが多
い中で、島の抱える課題を幅広く解決する視座に立ち様々な活動をしている点である。
　また、一般的にNPOが地域活動を展開する場合、地元の自治会や町内会と方針や手法・スタイルで
相容れない場合が多い。ここ白石島の場合、正式な自治会は、親類縁者で強くつながっているため組
成されていない。そのため、限界集落をはるかに超えて高齢化が進んだ超限界の状況の中で、この
NPO活動に期待が寄せられており、島民の多くもそれを応援する形で島おこし、ケア、子供の見守り、
観光等の取り組みがなされている。
　今後は、笠岡市が制度化して立ち上げた「まちづくり協議会」を軸にして「社会福祉協議会」など
地域自治やケアに責任を持つ組織と良好な連携関係を維持しながら、相互が相乗効果をあげられるよ
うな活動展開になることを期待したい。また、大学としても島民の皆さんはじめ、笠岡市やNPO、ま
ちづくり協議会、社会福祉協議会などの団体から意見を伺い、協力できることは何で、具体的にどの
ように支援体制を組み立てるか検討しなければならない（調査やワークショップだけで終わらせない）。
　
⦿　西江雅子さん（笠岡市健康医療課統括）のお話
　最後に西江さんから「笠岡諸島の保健」といったテーマで、保健師の仕事は一人ひとりの死に方ま
でを考える仕事であること、島にはしっかりとした人のつながりがあり、団結力があること、介護保
険給付の８割は80歳以上が使っており、健康づくりに努めることによって介護保険を使わないことが
できており、今後の課題もサービスを増やすというより、自分の力でどう生きるかを住民自身が考え
ることが重要であるとされた。
　（感想）
　西江さんの提供資料によると、笠岡諸島全体の人口は、ここ20年間で平成５年の4941人から平成24
年の2235人と半数以下に減少しており、現在も減少は食い止められていない。いっぽう高齢化率は平
成５年の29.6％から平成24年の60.9％へと倍増している。つまり、65歳以上人口はほとんど減ってお
らず、０〜64歳の人口がもっぱら減少している。こうした傾向は白石島でも変わりがなく、白石島で
はむしろ65歳以上人口は微増している。
　平成24年３月の笠岡市介護保険事業計画によると、平成23年における白石島の65歳以上の者370人
のうち、要介護・要支援認定を受けている者は73人（19.7％）であり、この割合は笠岡市全体と概ね
同様である。しかし、居宅介護計画の策定率は34.2％（25人）にとどまっており、介護が必要な状態
になった場合に在宅サービスを受ける人は少なく、施設サービスを受けるか、又はサービスを受けな
い人が多いことを示唆している。
　この笠岡市介護保険事業計画では、「島しょ部の介護・福祉サービスの推進」として、三つのことが
指摘されている。
　第一に、介護・福祉サービスの拡大・支援として、白石島などにおいては通所介護事業所（デイサー
ビス）の参入が実現したこと、訪問介護（ホームヘルプサービス）や居宅介護支援（ケアマネジメント）
については社会福祉協議会が島しょ部での事業を開始したこと、介護サービスの推進を図るために職
員の交通費補助、ホームヘルパーの介護報酬の事業費の３割補助などを市が行っていることである。
　第二に、安心システムの構築として、笠岡市地域包括支援センターを充実し、各島の担当相談員を
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決め、定期巡回訪問や随時相談のための訪問を行っているほか、介護プランの作成については、社会
福祉協議会のケアマネジャーとの連携を図っている。地域包括支援センターは、「小地域会議」を開催し、
地域事情をよく知った団体（まちづくり協議会、自治会、町内会、民生委員、消防団など）との情報
共有を行っている。島しょ部でのマンパワー確保を図るため、ホームヘルパーの養成講座や介護セミ
ナーを実施している。
　第三に、白石島などに通所介護事業所が整備されたこともあり、島民が主体となってサービス提供
を行う相互扶助型の介護をめざす方向が述べられている。
　白石島をはじめとする笠岡諸島では、超高齢化という現実のなかで、少ない医療・介護の資源（マ
ンパワーと施設）をうまく活用し住民団体の力で補いながら、助け合いのしくみを作ろうとしている。
そこには「70代では介護保険のお世話にはならない」という住民の健全な意識もある一方で、サービ
スを必要とする人が表に出てこないのをどう把握しサービス提供につなげるか、といった問題もある
ようだ。今後の課題として、「もっとも重要なのは、自分の力でどう生きるかを住民自身が考えることだ」
と西江さんが力説されていたのは、こうした背景があるからではないかと感じた。
　
学生からの質疑
　島の皆さんからの話題提供を受けて、二人の学生が質疑を行った。
▶禅正和真くん（岡山大学医学科３年）からの質問と応答
　【質問１】
　�　白石島での介護保険利用者の割合が、80歳以上が80％以上を占めるとのこと。多くの65歳以上の
高齢者が介護保険に頼らずに生活できていることを示すデータであるが、それはどのような取り組
みにより成し遂げられているか？

　�　一方で高齢者、特に男性高齢者の自宅への引きこもりが顕著であることが問題点として挙げられ
ていた。その問題点と先程のデータは矛盾しないか？

　【応答１】
　西江雅子さん（笠岡市健康医療課）の回答
　�　まず、80歳以上の介護保険利用者における性別の割合を述べますと、80％以上が女性となってお
ります。従って、積極的な介護保険の利用者は女性ということが言えます。白石島でもその他の地
域でもそうですが、女性はしっかりとしたコミュニティづくりが男性に比べて上手なのかもしれま
せん。そうした傾向を踏まえると、男性が自宅に引きこもりがちで自分が属するコミュニティが少
ないため、介護保険を利用しようにも情報があまり入ってこないという現状があるようです。そう
した方々には、私たち保健師がご自宅を訪問して適切な介護保険制度利用を促すよう働きかけてお
ります。しかし、保健師がそうした活動に割く事の出来る時間は限られているため、隅々までサー
ビスを行き届かせるために苦心しております。

　【感想１】
　　今後の課題として、高齢男性のコミュニティ作りをどのように創出するか、が挙げられる。
　
　【質問２】
　�　私（禅正）は白石島と同じく瀬戸内海に浮かぶ山口県周防大島の出身です。私は将来、周防大島
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にもどって生まれ故郷で働きたいと考えております。しかし、私と同年代の若者たちと話をすると、
田舎より都会の方が暮らしやすいとのことから故郷に戻ることはあまり考えていないようでした。
特に、彼らが故郷へもどる際に一番のボトルネックとして挙げていたのが、子育て環境についてで
した。そこで、白石島では子育て環境を整えるためのどのような取り組みがなされているのかをお
聞きしたいと思います。それぞれの立場からよろしくお願い致します。

　【応答２】
　石井洋平さん（NPO島づくり海社の事務局員）の回答
　�　そもそも白石島が子育てに適していないとは思いません。海、山に恵まれた瀬戸内海の温暖な気
候の中で、都会にはない情緒を育む事が可能であると考えております。

　天野正さん（公民館長）の回答
　�　わたしも石井さんと同じ思いです。白石島をはじめとする笠岡諸島での子育ての環境は、都会の
それよりもむしろ恵まれているのではないかと思います。また、笠岡諸島の小学生の学力が低いか
と言われればそうでもありません。全国平均を上回るほどです。そして、これまでに有名国公立の
大学への進学者もあり、わたし自身の実感として子育てがしにくいとは考えておりません。

　西江雅子さん（笠岡市健康医療課）の回答
　�　たしかに、受験勉強に備えるための学習施設が整っていないことは認めざるを得ません。こども
に学習塾へ通わせたいとか、習い事をさせたいと考える現代の親の傾向には、この島々が提供でき
る学習環境が対応していないのでしょう。

　�　しかし、それは離島だからという理由に限らず、日本全体の過疎地に共通して言える事ではない
でしょうか。私自身、笠岡のすこし奥まった田舎にすんでおりますが、予備校や習い事をするため
の学習施設はありません。

　【感想2】
　�　パネラーの３人ともが、現在の子育て環境には満足しておられるようであった。私としては、島
に住む子育て世代の親御さん、あるいは子どもたちにも、島での育ちについて直接お伺いしたいと
ころであったが、今回は出来なかったので残念である。

　�　確かに笠岡諸島の自然環境が、子育て環境への正の要因として働く事は事実である。しかし、一
度学習環境が整った街へでた若者からみる笠岡諸島のそれは、UターンあるいはIターンするための
大きな障害として映っていることも間違いない事実である。

　�　よって、地元の方々が笠岡諸島の子育て環境に誇りを持たれていることは大切なことであるが、
一方で、UターンあるいはIターンする若者にとって、魅力的な子育て環境とはどのようなものであ
るのかという情報を判断の材料にしていく努力も求められるのではないかと私は考える。

　
▶脇本正弘くん（岡山大学法学部4年）からの質問と応答
　【質問１】
　�　地域包括ケアについて、医療・介護などを地域ぐるみで取り組んでいかなければならないと思い
ますが、笠岡の島では、各島が共同で取り組んでいることはありますか。

　【応答１】西江雅子さん（笠岡市健康医療課）の回答
　���笠岡諸島では、医療・介護等に関し共同で取り組んでいるものはありません。医療介護は、各島そ
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れぞれで完結型になっています。白石島には、常駐の医師がいますが、ほかの島はいないため、委
託をして訪問往診をしてもらっているのが実情です。

　【質問２】
　�　島づくり海社が、様々な事業を行うに当たって、住民のニーズ等は聞いているのですか。また、
聞いているのであれば、どのような方法で聞いているのか教えてください。

　【応答２】石井洋平さん（NPO島づくり海社の事務局員）の回答
　����アンケートなどで意見をうかがうのではなく、住民との日常会話のなかから要望を聞いています。
　天野正さん（公民館長）の回答
　���各島の理事が集まる理事会が月１回あり、そこで今後の取組等を考えています。
���【ヒアリング結果】
　�　ケアサービスとして島づくり海社が運営する「デイサービスだんだん」が、サービスを希望する「要
介護度３」程度の人を週３回程度受け入れている。スタッフは島づくり海社に雇われている島の方（５
人）で、のケアマネジャーはおらず、専門的な知識が求められる領域は、笠岡市の社会福祉協議会
や地域包括支援センターが担当している。島の人は、施設を利用することに心理的抵抗を感じてい
るケースもあるようだ。特に男性に抵抗感が強い。この抵抗感を和らげるための方策が急がれる。

　�　ワークショップのなかで島の方から「学生がみんな、道が細く危険と指摘したことがショックだっ
た。自分たちは、この道で生活してきたから大丈夫だと思っていた。今後道について、改めて考え
てみようと思う。」との感想を頂いた。また、島への移住者を増やす活動では、島づくり海社がコー
ディネートした人は賃貸等の問題で続かなかった経験がある。移住生活が続いている人は、島づく
り海社のサービスに頼らず、自分で家を建てて生活している人方もいる。

　�　また、島民の多くの方は、島自体での生活はやりくりできるものの、外部への移動手段に一番困っ
ている。船便の本数を増やすためには、多くの方に船を利用してもらいたい。そのために、島で手
芸教室など各種のイベント企画を行い、外部からの船の利用者増加を考えている。

　こうした点で学生が協力できる企画を考えたい。
　【感想】
�　���すでに、岡山市に拠点を構え、県内全域で活動を展開している「NPO法人タブララサ」が、数年
前から島の方と共同で活動しており、お盆に島の住民分のキャンドルを灯し道を飾ったりしている。
また「おかやまバトン」（被災地支援大学生サークル）なども来島している。

　��　このように島と外部との連携は進んできているが、島全体ではなく、島の人それぞれが各グルー
プと連携しているため、全体像は掴みきれていないようである。今後は、こうした情報を島全体で
共有して力にしてゆく必要があり、そうした活動に学生として何ができるかを継続して話し合いたい。

���
パネルディスカッションのまとめ
���以上、パネルディスカッションと質疑応答では、「高齢者のいきがいづくりなどについて」は、女性
が活動的であり、行事なども女性が積極的である。男性がひきこもりになりがちなため注意する必要
がある点が明らかにされた。
���また、「島外からの移住者、Uターン者、Iターン者などへの対応や想い」については、以前はマス
コミの影響で島への移住が増えたが、定住はしなかった。そうした点を反省して、現在は、移住希望
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パネルディスカッションの風景

者と対話を重ねて、どの島が合っているかを決める。それから住む場所などを決めるようにして、う
まくいく工夫を行っている、とした意見が出された。人口減少や子供の数の減少に歯止めをかけるた
めにも島への転入人口を増やす取り組みを引き続き考える必要がある。
���「子育ての環境について。教育や育てづらいこともあるのでは」という観点からは、笠岡の陸部でも
子供を産む地域というのはかなり限られている。塾など教育などを求めていけばきりがない。それな
らば島の豊かな環境というのはかえって良い環境と思う、などといった質疑応答がなされた。
���

アイスブレーキング
　パネルディスカッションを受けて、さらに参加者
がうちとけるよう全員でアイスブレーキングを実施
した。指導は、水谷慎介院生（歯科医・岡山大学大
学院医歯薬学総合研究科）が担当した。内容は参加
者をあらかじめ用意した８つのグループに分かれてもらい、各班で一人がインタビュアーとなり、一
つの質問を他の班員に聞いていく。メモをとらず全員覚えられるかというゲームである。
　質問に答える側も記憶に残るように、言い方や動作などで印象に残るようにする。インタビュアー
は順次、他の班員に変更していく流れで実施した。
　
まち歩き
　パネルディスカッションの議論を受けて、今回は、ワークショップで議論をする前に「実際に島を
歩いてみる」ことにした（竹中麻由美・川崎医療福大学准教授の提案）。学生たちは８つのグループに
分かれ、それぞれ地元の方（公民館長、民生委員、主婦など）に、徒歩にて島の主要なポイントを案
内していただいた。島を巡りながら、島の自然環境、歴史や文化、施設案内、そして直面する課題を
教えていただきながらのまち歩きである。学生たちへ与えられたテーマは、島の方のお話をお聞きし
ながら、気づいた点をメモし、同時に感じたスポットをスマートフォンで撮影して、明日のワークショッ
プで写真付きで課題解決に向けた提案をすることである。
　デイサービスセンターでお年寄りと語らい、島の狭い道路事情を理解し、また山からの自然景観な
どを見て回った。さらに、班によっては短時間ながら畑仕事の手伝いなども行って交流した。
　こうして約２時間弱ほどの時間を有効に活用し、島の中心市街地や主要なスポットへお連れ頂き、
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白石浜をスタートしてまち歩きに出発

様々なマリンスポーツが楽しめる

グループごとに各人思い思いの感想や意見を話し合いながらまち歩きを行った。人の話に耳を傾け、
自からも考えを話すことにより、傾聴力と表現力、そして何よりグループのチームワークを高めても
らうことが狙いであり、また、想像力の豊かさが試される点は、課題解決力の養成を意識したプログ
ラムである。
　一方、教員の一部は地元の方（愛育委員を長く務めた89歳の小宮山よしのさん、白石踊り会会長で
笠岡市社会福祉協議会支部長の山川忠義さんら）にインタビューを行った。小宮山さんは島で生まれ
ずっと島で暮らしている方、山川さんらは、定年を契機に名古屋や大阪から故郷に帰った方である。
高齢になっても畑仕事に出て元気に暮らしていること、住民は複数の仕事をこなすことによって、さ
らに人のつながりが強化されていることなどが印象に残る。
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国際ビィラ（定員 10 名ながらグローバル対応可能な施設）

細い路地が多い街並みと海社デイサービス「だんだんの家」
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開龍寺とタイ式仏舎利塔

　
開龍寺
　岡山県HPによれば、「弘法大師が唐から帰朝の途中に立ち寄り、一寸八分の尊像を刻んで島に残した。
島民は、尊像をまつる大師堂を建て、笠岡市神島（こうのしま）に開いた八十八箇所の奥の院とした
という。元暦元年（1184年）、源平水島合戦での平家の戦死者を弔うため、慈眼寺が建立され、寛永２
年（1625年）に開龍寺として再建された。昭和43年には、タイ・バンコクの名刹ワットパクナム寺院
から仏舎利と釈迦如来像が奉納され、同45年にはタイ式仏舎利塔が日本で初めて建立された。」と紹介
されている。
　学生たちは、島の方に案内いただき、境内にてこうした建立のいきさつをお聞かせいただいた。信
仰と観光の拠点である。
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海岸からまちの中心部

島の頂上（標高：169m　晴れた日には四国がみえる）
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ワークショップの風景

【２日目（10月20日）】
ワークショップ（その１）9時〜10時
　ワークショップの前段は三村聡（地域総合研究センター）が担当した。テーマは「白石島の課題を
抽出する」である。昨日に続き８グループに分かれ、各メンバーは、まず、ポストイットに課題を3つ
あげる。それを班ごとに整理した。多かった課題では、①産業が乏しく若者には魅力がない、②少子
高齢化と人口減、医療や介護の施設が不足している、③空き家が多いが、空き家を活用することもむ
ずかしい、などが指摘された。一方で、①コンビニがないなど不便ではあるが、島の人は生き生きし
ている、②島の人は名前で呼び合うなどつながりが深く、外から来た者にもあたたかく接してくれる、
③医療や介護の施設は少ないが、いろんな工夫や人のつながりで補っている、としたプラス面での指
摘もあった。また、岡山大学社会文化科学研究科の藤井和佐教授提供の「白石島調査資料」を配布し
て参考にさせて頂いた。
　
ワークショップ（その２）10時〜12時15分
　川崎医療福祉大学�竹中麻由美�准教授の指導のもと、「ある場所（問題）を設定して、解決策を提案
する。将来の専門職として、各自具体的に何をするか、も提案すること」、発表形式としては、「ここ
に注目−○○○」というように見出し、キーワードを考案する、そして「現状や問題点と解決方策を
述べる」といった形式にするよう課題がだされた。各班は、前日スマートフォンでとった写真をパソ
コンに数枚アップして、発表の契機とし、その後に模造紙で発表という形をとった。ある班は、「ここ
に注目−日常生活がリハビリ」とし、現状として、「高齢になっても畑に出て、毎日たくさん歩く」「坂
道が多いことも健康につながる」「煮物を中心とした健康な食生活」をあげ、「健康長寿推進条例（おたっ
しゃ条例）の制定」を提案した。この条例では、健康に良い取り組みを積極的に行っている高齢者に
ポイントを付与し、「島の外に出かける旅行券」「島の外に住んでいる子や孫を呼ぶ旅行券」を提供す
ることなどを盛り込むとした。また、将来の看護師として、作業療法士、理学療法士として、歯科医
として、公務員、社会人として、具体的に何をするかが提案された。フランスからの留学生からはア
ソシエーション創設の提案が出されるなど活発な議論がなされた。
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ワークショップの風景
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４　学生アンケート
　　参加学生に対して参加以前と以後でアンケートを実施した。その結果を掲載する。
　（事前）
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　（事後）

５　総評
　今回、参加者には19日の参加直後に“事前アンケート”を記入していただき、全プログラム終了し帰
りのフェリー内にて“事後アンケート”を記入していただいた。事前アンケートでは参加者の属性の把
握を、事後アンケートでは本企画の意見・感想が中心である。
　参加者の学年は１年から留学生や大学院生まで幅広く、学部も様々であるが、３分の２は３、４年
であった。これは基礎教養課程を終え、自らの専門とする過程を修養しようとする時期、さらにはそ
れが一般社会とどのようにつながれるか、という問題意識を持っているのではないかと思われる。出
身地は地方都市（県の中心地など）、地方（人口数万人以内）が多い。これは岡山県内の大学・各種大
学学生の集まりであれば当然であろう。参加の経緯を見るに、掲示板（ポスター）などの効果もある
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ものの、教官や企画者からのメーリングリストといった積極的アプローチの効果は依然高い。逆に言
えば、情報を提供すれば、興味をもち、また具体的に行動（参加）するといった動きを喚起すること
ができるともいえる。期待することでは、“地域の人との交流”“地域の雰囲気”“フィールドワーク”と
いう学内のみならず、現場へ出ることの期待が数字となって表れている。また、やはり他大学との交
流や、“ワークショップ”という参加体験型学習も通常の教育課程ではまだまだ一般的ではなく、むし
ろ社会活動で使われる手法であり、これらの期待の高さは（過去のWSでのアンケートでも同様であり）
今後の学生教育を考えるうえでの参考となる。
　事後アンケートでは、まず全体的に満足度の高さがうかがえ、それは次回への参加意欲にも表れて
いる。今回は気象状況や地元の参加者たちの人数などの都合で急遽１日目のWSを変更し地元の散策
を行ったが、アンケートには反映できなかった。WSへの手法の満足度は高いものの、一部の不満も見
受けられる。自由記述にもあるが、時間の短さと、それによる議論の不十分さがあった。しかし、そ
れも期待や意欲の高さであろうし、次回へのさらなるレベルアップを図るつもりである。懇親会は夕
食や夕食後の自由参加の懇談であるが、昨今の飲ミュニケーション嫌いと言われる若者でも、このよ
うな高い満足度である（もちろん、未成年やお酒を嫌がる人にお酒を提供することはない）。事前アン
ケートでも“学生同士の交流”が期待されており、適切な場と、目的意識の共有、共同作業、などがあ
れば積極的に参加し、満足度が高いことがわかった。将来地方で働く可能性は、回収数が事前に比べ
事後で８名少ないため解釈が難しい。“どちらかといえばある”と“どちらかといえばない”の層が７名、
６名と減っており、“どちらともいえない”が５名増えている。減っているどちらの層で未記入の数が
多いかであるが、全体的な満足度が高いこと、自由意見でも白石島の印象の良さが多く記載されてい
るのを鑑みると、“どちらかといえばない”層が減っていると考えたいところである。
　自由意見においては参加してくださった住民の方々や島の良さに対することが多く見受けられた。
また地域に出て参加しながら学ぶWSの手法が、自主的に知りたい気持ちを感化し、「実践知」を涵養
しているように思われる。もちろん、一度で人も状況も何が変わるわけではないが、確実に学生達に“何
か”を感じさせる機会になったと思う。不満や改善の意見もあり、次回以降に活かして、より良いもの
としていきたい。
　
　
６　感　想
�

川崎医療福祉大学　大田　　晋
１．感謝
　本企画にご尽力され、いい機会を与えてくださった三村、浜田その他多くの先生方、さらに白石島
の皆様に深く感謝いたします。
２．全体的感想
　天気には今一つ恵まれなかったものの、初めて会った学生、島の人々、先生方と２日間を楽しく過
ごせ、また、いろいろ肌に感じて学ぶことの多い機会であった。
　総勢75名という、白石島全体の人口が一気に１割以上も増える多人数での行動であったにもかかわ
らず、みんな自由にのびのび、和気あいあいと交わっていたことを見て、大変好ましく思い、喜びを
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感じた。最近の学生は「指示待ち人間」だとよく言われるが、今回の学生たちは、逆に、「指示は守り
つつ自分達の判断と主体性で行動できる学生」であった。三村先生、浜田先生の指揮・指導が優れて
いたことにもよるが、現在の学生にも、他人を思いやりながら自分を主張できる学生が結構いるんだな、
と感心した。
　天気の様子を見ながら、一日目の夕方グループ一緒に島の人の案内で島めぐりを先行させた判断は
適切だった。雨にほとんど合わないで済んだということだけでなく、お互い知らないままに一緒に行
動をとることで、急速に仲良くなれ、仲間意識が出、その後のワークショップの作業がスムーズになっ
たのは間違いない。仲間や人間関係を作るのに、講義、議論、討論ばかりでなく、同一行動をとる、
ということは考える以上に有効なのではなかろうか。
３．島の高齢者
　私自身専門分野は「高齢社会づくり」、「介護保険制度」であるが、その点から見ても島の高齢者の
生活には大変興味がある。平均年齢70歳半ば、高齢化率60％という数字には驚く必要はなく、瀬戸内
海の島々はほとんど同様である。島の高齢者を「不便だ、かわいそう、寂しいだろうに」といった都
会的、若者的な目で見ることは問題である。
　今日の島の高齢者の生活は公的年金によって支えられているものであり、今日の不安定な雇用や仕
事に頼らずに基本的生計が成り立つということは何より確実・安心なことである。単純に島の雇用を
どのように作り出すかは、現実には困難が多く、島の主人公である高齢者のニーズが何かを見ないと
軸がずれた議論となろう。
４．まちづくり
　３．と同様、島の主人公は現実には高齢者たちであり、それを若者的観点で論じるのは慎重でなく
てはならない。道路の問題にしても「便利なほどいい」「道が広いほどいい」という見方はやはり視点
がずれている。島の高齢者の健康はミカン畑と漁、という言葉がある。町全体が安全でなくてはなら
ないが、適当な不便はリハビリにも通じるものがある。
５．その他
　今回私が最も関心があったことは、多職種連携の前提となる、「知らない者（他職種）同士がどのよ
うに人間関係を構築していくのか」ということであった。しかし、このテーマ（心配）は、このワー
クショップにおいて、学生をはじめとする参加者が、早くスムーズにそして自然に人間関係を構築し、
交流を実行している姿をみて、杞憂であったとわかり、いささか安心した。交流促進、人間関係の構
築の決め手は何か、はまだ分からない。　
　
�

美作大学�生活科学部�社会福祉学科　堀川　涼子
　学生からいろいろと感想を聞きましたので、参加もせず、僭越でがありますがワークショップの感
想を送ります。昨年に引き続き参加した学生が２名いたのですが、全体の雰囲気がとても良く、特にバー
ベキューは大変好評だったそうです。また、例年ながら他分野、他学科のみなさんと意見交換をする
ことで、広い視野が持てるようになり、とても勉強になるようです。またこの度は国際交流もできて、
刺激があったと聞きました。最初のアイスブレークが難しくてかえって緊張してしまった、グループ
メンバー以外の参加者のことを知る機会がなかったことが残念であったという意見もありました。以
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上、簡単で報告書にはなりませんがご報告です。
これだけの企画をされる先生方には、大変感謝しております。
微力ですが、お手伝いできることがあればお知らせください。
どうぞ今後ともよろしくお願いいたします。お礼と報告まで。

�
新見公立大学　金山　時恵

　新見公立大学看護学科学生５名、新見公立短期大学地域福祉学科学生３名、教員３名がワークショッ
プに参加した。本学は中山間地に位置しているため、島しょ部における地域住民の生活と健康につい
てはなかなかイメージがしにくい環境にあるため、見たい、聴きたい、学びたいという学生が参加し
ていたように思う。また本学は、他大学に比して規模が小さく、地理的に他校との交流も殆どできな
い状況にある。このような機会に、他校の学生と関わり、宿泊形式で密にコミュニケーションをとり、
様々に意見交換できたことは、学生の財産になったと思われる。
　１日目の地域の散策で感じたことや気づいたことを中心にワークショップが進められ、様々な大学、
学部、専攻の違う学生の持つそれぞれの視点で意見を活発に出し合う様子に、教員も多くの刺激を受
け興味深く参加することができた。しかし、もう少し学生が話し合える時間が多く取れれば良かった
とも感じた。
　２日間という短い時間ではあったが、学生同士が交流を図り、ワークショップ等を通して、“自分の
意見を述べる”ことの必要性と重要性、そして他者の意見を聴き、整理する難しさ等を感じてくれたよ
うに思う。学生の成長に立ち会う良い機会であり、大変有意義な会であった。今後も継続的に参加し
保健医療福祉に関する視野を広げるとともに多くの交流を図っていきたい。　　
　
�

岡山県地域医療支援センター岡山大学支部　岩瀬　敏秀
　まずは白石島の皆様ならびに笠岡市の皆様に感謝したい。お休みの日に乗り込んできた若い多くの
若者達に、そして、プログラムを急遽変更したスタッフ達に、優しくご対応いただけたことが強く印
象に残っている。特に、海社デイサービスだんだんの家の方には、突然の訪問にも関わらず多くの質
問にお答えいただき、島での介護の状況について詳細に知ることが出来た。また、時に小雨が降る中、
約２時間に渡って島の主要スポットや日々の生活について解説していただいた街歩きの案内役の方々
には感謝の念に堪えない。本当にありがとうございました。
　２日目のワークショップでは、学生さん達が真剣に島の問題点を話し合い、自分達に何ができるか
を考え、宣言する姿に心を打たれた。中でも、討議中に島の方から聞かれた「フェリーの乗客が増え
ないとだんだん不便になってしまう」との発言は心に残っている。陸地よりも移動にコストのかかり、
人口減少のペースの早い島嶼部の問題を端的に表している言葉だろう。この問題を上手に解決する方
法は未だに思いつかないが、時々、島を訪れてゆっくりした時間を過ごしてみたい。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　�
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�
渡辺病院院長　医師　遠藤　　彰

　白石島は高齢化と産業の空洞化が極端に進んだ過疎地である。有力な産業、高等教育施設、介護施
設などのインフラが島内になく、子供の高校入学をきっかけに連絡船で30分ほどの笠岡市街地に人口
が流出している。このようなストロー現象や産業・社会インフラの空洞化は日本の多くのへき地が直
面している問題であり、白石島は日本のへき地問題の最先進地域である。
　島内を視察すると、高齢化と産業の空洞化があまりにも進みすぎており、島の人口を維持・増加す
るための有効な打開策が見いだせず重苦しい気持ちになった。
　また（実質的に人が住んでいるかどうか分からない）空き家問題は空き家利用を前提としたsmall�
town構想の困難さを我々に見せつけた。
　対照的に住民の現状生活に対する満足度が高いのが印象的であったが、これは全国の過疎地に共通
する傾向である。
　フランス留学経験を持つ大田氏と岩淵氏の話を聞くと、フランスと日本との村社会の比較から、市
町村合併による行政機能の集約が住民の自主統治能力の喪失をもたらし、コミュニティやインフラの
崩壊を加速していると考えられた。
　このような状況において人口増加策は実現（想像）不可能であり、現住民の生活満足度向上が最も
現実的な目標である。
　地域を案内してくれた住民は特に選ばれた人材と思われるが、診療所見学の際社会医療法人の要件
について理解されていたり、島で暮らすことの文化人類学的な意義を語られたりして、意識の高さが
印象的であった。
　ワークショップでの学生たちの発表は新鮮であった。普段からへき地問題を考えている私にはネガ
ティブな面ばかりが意識されてしまう。対照的に、彼らは楽天的な視点で身近な事象に注目していた。
発表を聞いていて何か幸せな気持ちになった。社会を変えるためには、他者の視点、若者の視点を取
り入れることが重要であると改めて感じた。それを受け入れようとする地元からの参加者の表情も印
象的であった。

【総括】
　やはりここまで高齢化、過疎化が進む前に手を打たなければならない。それは人口増加策でなく、
生活満足度や国民総幸福度をあげる視点の施策にすべきである。また他者や若者の意見を取り入れる
Open�mindな文化の醸成が必要である。

�
岡山大学医歯薬学総合研究科　教授　佐藤　　勝

　白石島のまちや名所、山や海岸、また色々な施設を自分達の足で歩き、島の雰囲気を感じ、出会っ
た方々のお話を聞き、島民の島を愛する心やその人情深さに触れ、学生は本当に島の良さを感じたの
でしょう。
　専門職へ向う学問を今まさに各大学で一所懸命勉強している多職種の学生が白石島に一堂に会し、
それぞれの立場で今学んでいることを生かしながら、専門職になった時の立場あるいは学生の立場か
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ら、この島の将来について（保健医療福祉のことをはじめ教育文化産業、島づくりに至るまで）真剣
に討論する姿は一教員として本当にたくましく感じました。
　近年、多職種連携の教育の必要性が叫ばれていますが、大学内に色々な学部学科があるにもかかわ
らず、正規の授業で学部学科を超えて一緒に授業をすることがなかなか難しく、このように多職種の
学生合同の授業は課外授業となってしまいますが、参加してくれた学生達は非常に意欲的で、モチベー
ションも高く、活発な討論がなされました。ひとつの学部学科ではプロタクトできないであろうすば
らしいプロタクトが皆の議論の中から生まれ、すばらしいワークショップになったと思います。私自
身も感動しましたし、大変勉強になりました。
　学生は多方面（多くの切り口）から物事をみることの大切さに気づき、様々な分野の方々の考えを
知り住民の気持ちを知り、更に多職種そして住民皆と共に協働することの重要性や楽しさを感じてく
れたと思います。
　彼らが卒業後、地域の現場に出てから必要に迫られ慌てて多職種連携を意識するのではなく、学生
時代からその大切さを理解するのと共に、将来の地域医療の仲間作り、土台作りにも繋がっていくも
のと信じております。今後もこのようなワークショップを継続し、幅広い考えや豊かな心をもった学
生が将来社会へ出ておおいに活躍してくれることを期待しています。

�
　川崎医療福祉大学医療福祉学科　竹中　麻由美

　今年度は、住民の方々に案内して頂き、白石島での暮らしを垣間見る時間を得た。グループで喋り
ながら散策しつつ「！！」「？？」と感じたシーンを撮影する、そして案内役の方から島への思いや人
生について聞かせて頂いた。少々急な山道を上り終えると、島内はもちろん瀬戸内海を一望できる眺
めに出会った。より良い見晴らしを求めて自然のままの大岩によじ登るのは、まさに ｢助け合い｣ で
ある。夕食のバーベキューと後片付けでも、自然に役割分担が出来ていたように感じた。こうした半
日を終えた翌日のワークショップでは、地元の方々を交え、自由に活発な討論が行われ、成果を提示
できた。
　多職種連携の根底にあるのは、他者を信頼し、他者と共に生きることに価値を見いだせることでは
ないかと感じている。連携する専門職に対してのみではなく、“他者”そのものに対する思いが大切な
のではないか。医療や福祉をはじめとする対人援助の現場では、目の前に登場する患者や利用者への
援助が出発点となることは言うまでもない。しかし、広大な海の中に位置する島々それぞれに暮らす
人が居ること、畑に山に囲まれた土地で暮らす人が居ること、未だ見ぬその人たちの生活の ｢ありよ
う｣ に思いを馳せ、想像する力こそが必要ではないだろうか。その人たちと共に生きるために自分は
何が出来るのか、そして専門職として何を身につけることが必要なのかを考えることにより、歩む目
標が明確になるのではないだろうか。
　この機会を与えて下さった浜田先生はじめ関係者の皆様、そして白石島の皆様に心からお礼を申し
上げます。
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�
　岡山大学医歯薬学総合研究科予防歯科学分野　水谷　慎介

　本ワークショップは今回で５回目になるが、私は過去４回参加させていただいている。毎回感じる
ことであるが、このワークショップに参加する学生は非常に意識が高く、提起された問題の解決に向
けていつも活発な議論を繰り広げることができている。また、参加される教員の方々もさることながら、
実際の現場で活躍されている市町村の職員の方々、そして住民の方々から発せられる生の言葉は、ど
んな教科書よりも生きるものだと感じている。それゆえ、このワークショップは実際に社会に出てい
る私にとっても、非常に勉強できる貴重な場となっている。
　今回の感想、またこれからの発展性について、以下に私見を述べさせていただく。
１．�ワークショップについて
　テーマや開催地については、問題はないと思われる。過去に参加したことがある学生にとっても、
新鮮味があったように思える。大多数の学生が初参加であり、どのようなワークショップになるのか
分からず、不安を覚える者もいたので、事前に資料（島民数や各施設数など）を学生に配布しておい
たほうが事前学習しやすかったのではないかと思われる。
　⃝�天候により、急きょ予定を変更し、初日に島内を散策することになった。しかしながら、変更に
もかかわらず、二日目のワークショップへの流れに問題はなかった。反面、島内散策後、ある班
は食事まで２時間以上の時間があり、手持ち無沙汰であったよう。ある程度、引率してくださる
住民の方々に散策終了の時間の連絡や、その後の時間の有効活用（散策後の議論、まとめなど）
などについて連絡すべきであったと思われる。

　⃝�２日目のワークショップについては、１日目に撮影した写真を映写しながら発表したため、分かり
やすい発表が多かった。しかしながら、１日目でなにを写真に撮っていいのか分からなかった学
生がいたので、あるグループでは写真をうまく活用できなかった。２日目のワークショップのテー
マをある程度事前に提示することで、１日目の散策での目的意識が高まったのではないかと思う。

２．�懇親会について
　教員、学生の格好の交流の場になった。せっかくなので島民の方にも参加していただければよいと
思ったが、費用や食材などの調達等で実現はしなかった。
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３．�今後について
　本ワークショップも回数を重ねることによって、それぞれの地域でかかえる問題点が明らかになっ
た。それゆえに、今後はワークショップを開催されていただいた地域での「貢献（恩返し）」が必要と
考えられる。また、実際に専門職として、どのように活動できるかを学生が「体験」することも必要
であると思う。
　例えば歯科の立場であれば、歯科医師と歯学部学生、社会福祉系や行政志望の学生らとグループに
なり、訪問歯科健診を行う。口腔内の状況や歯科受診状況や口腔内管理方法について、受診者と話し、
現在抱えている問題点を明らかにし、それらを改善するにはどのようなことが必要であるか発表を行
う。実際、歯科学生が実習する場はほとんどが大学病院である。これからの社会において、受診でき
なくなった方の口腔管理について学習する貴重なきっかけになると考えられる。
　
�

岡山大学地域総合研究センター　岩淵　　泰
　地域医療に関するワークショップへの参加は、美作、総社山手地区、そして、白石島で三回目となる。
これらワークショップの特徴は、地域医療やまちづくりは、その土地によって異なっていることである。
そのため、地域ごとに医療ケア、政策、サポート、課題など多面的な分析が必要となる。
　白石島のワークショップでは、一日目に島あるきを行ったことで、島のイメージを参加者全員で得
ることができた点が良かった。特に、旅館に早く到着した岩淵と留学生は、島民の方と議論する時間
があり、季節によって違う産業、島内公共施設、空き屋などの話を伺うことができ、参考になった。
　二日目のワークショップでは、卒業後、プロフェッショナルとして島にどのような貢献ができるか
という議論の中で、医歯薬系と文系との間で、具体的な貢献の違いに面白さを感じた。手に技術を付
ける学問と社会を分析・把握する学問との結びつきは重要で、とりわけ、コミュニティ全体に関わる
地域医療では学問の連携が不可欠であるように感じた。
　ワークショップの議論では、島根県隠岐出身の学生が印象深く残った。彼女によれば、島の中で公
共サービスが巡回する地域と島が本土に深くかかわっている地域では、自治やマネージメントの点に
おいて相違があるそうである。また、「将来、私は島に戻れば、そこで生活ができるはずだ。」という
一言が心に残っている。
　ワークショップが学生教育に役立つことは、学生は多分野の学生と話し合うことで、自分が何者で
あるのか、何を勉強しているのかを説明しなければならず、それがトレーニングとなることである。
　課題としては、ワークショップ前に参加者それぞれの視点から、島や地域を分析する時間があった
方が良かったかもしれない。例えば、文系の学生は、本土と島の関係、医療サポート体制、コミュニティ
の課題、法的な枠組みなど、自由な発想から島を読み取ってもらいたいと思う。
　多職種連携のワークショップは、学生、教員、地域の人々を巻き起こんで発見が生まれる。その発
見が、これからのまちづくりに資することを期待している。
　
�

　岡山大学地域総合研究センター　三村　　聡
　地域コミュニティを維持・発展させるためには、個人の力量や地域だけでは実現できない地域の課
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題がある。いま地方分権の潮流に沿って地方自治体が、それぞれの役割を果たす必要があることは申
すまでもない。白石島にみるこうした島しょ地域の生活環境や暮らしの安心・安全を確保することは、
国や自治体の責務である。その一方で、島の皆さんの生活は自らの努力やNPOの参画による共助、そ
して行政や福祉機関のサービスにより支えられている。とりわけ、医療の面では島に医師が常駐して
いる点は医療・ケアを考える上で、大変重要であることを痛感させられた。また、ケア活動を島しょ
部全域で支えている関係者のみなさんの生の話に心が動かされた。
　同時に、島の過疎化が進むなかで学生たちが出した知恵や意見を活かすことができるスキームを大
学として考えなければならない責務があると感じた。もちろん、一般的には、地域主役のまちづくり
に活かす知恵と行動力を地域住民自身が持ち、自らの手で作り上げていこうとする参加型の「志」が
大切である。ただし、急速に進む高齢過疎化は住民だけの努力だけでは解決し得ない。医療・ケアへ
の対応策を見出し、実行に移すためには、「瀬戸内文化」に由来する幸福な暮らしを維持しようとして
いる島の暮らしを学生たちが学び、小さなことから参画する視座が重要である。また、学ぶべき要諦は、
豊かな島の自然環境のなかで人々の営みを支える地域コミュニティが、大きな時代の変遷やうねりに
洗われながらも、古来より受け継いできたコミュニティパワーとでも言えようエネルギーが支えとな
り、今なお地域の暮らしを支えている「生きる力」の源の発見であるといえよう。
　短い時間ながら、参加した学生たちが、島の皆さんの講話やワークショップをとおして、地域の課
題解決への参画意識を感じ取ってくれたと信じたい。
　
�

社会文化科学研究科（法学部）　中富　公一
　私自身は、センター主催のこうした地元の人との合宿ワークショップに参加するのは二回目である。
今回は、授業の関係もあり、夜の懇親会から参加した。夜、島に着き、見知らぬ夜道を歩いてやっと
宿についたら、多くの学生が賑やかにバーベキューを楽しんでいたのに参加することができた。夜も
それぞれに学生同士の交流が行われたようである。
　翌日、竹中先生の指導のもとにKJ法による課題が提出され、学生たちとともに出された課題につい
て気がついたことを書いていった。島の魅力は、何が足りないか、具体的に何を提案するか、自分だっ
たらどんな貢献ができるかなどなど、学生たちとともに考えていくのは楽しい作業だった。県下の様々
な大学、専門の違いなど、それぞれ個性的で、こうした学生間の交流が、地元の人の協力のもとに、
地元のことを考えて行われることは楽しく素敵な体験であった。それにしてもKJ法は、よくできたシ
ステムだと思う。法学教育にももっと利用できないかと思うが、頭が固くなっている私にはなかなか
思いつかない。そういえば、自分が何をできるかを問われると、法学部生はなかなか専門が直接に結
びつかず苦労していたように思われた。
　学生にとってもこうした大学間交流、異文化交流、世代間交流は、意義のある経験であったようだ。
みな生き生きとしていた。来年もまた来たいかと聞いたらほとんどの学生が、お金を出してもまた来
たいと答えていた。しかし、地元の人に本当に役に立ったのかは心許ない。一回目はお客さんとして
大事にしてもらえるかもしれないが、どうやって継続させるのかとなるとなかなか難しい。こうした
難しさをクリアーして、学生に素敵な体験をさせ、かつ地域に活気をもたらす継続する事業をどう展
開するのか。末端から一緒に考えてみたいと思う。
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Ⅳ　　総　括―笠岡でのワークショップを終えて　�
岡山大学医歯薬学総合研究科　浜田　淳・葛西洋介

　
　岡山大学医学部が中心となって進めてきたワークショップは、2010年の真庭市に始まり、新見市、
美作市、総社市をへて、今回の笠岡市で５回目の開催となる。ワークショップとしては、参加の先生
方のご協力を得て、形ができつつあると感じている。
　課題としては、第一に、「教育方法としてのワークショップ」をどのように日ごろの教育に取り入れ
ていくかということがある。岡山大学における教養教育改革では、「体を動かして地域に出ていく」実
践的な教育方法をとりいれて、実践知の涵養に寄与していきたいと考えている。そこで岡山大学では、
実践型教育に全学を挙げて総合的に取組もうとしており、その前提が、地域や社会のニーズに耳を傾け、
そのニーズに応えるための大学シーズをマッチングさせることであり、学問的にも実践すべき課題を
学際的に捉えながら幅広に思考するという、新たな潮流を芽生えさせる取り組みである。
　また、県内大学や専門学校との連携を重視している。医師をはじめ、医療・介護職に携わる人は同
じ職種の中で育成され、働くことが多い。近年、医療・介護分野においては、高齢化に伴って双方のニー
ズをもつ者が増えたこともあり、「多（他）職種連携」「チーム医療」「医療と介護の連携」が重要になっ
ている。加えて、地域の課題は医療・介護のみならず、買い物や交通など生活全般にも当然に関わり、
行政から近所付きあいまで多種多様な関係をどう考えるかも重要である。学生の時から他学部や多種
多様な社会人と交わることが少なければ、連携などが難しいことは容易に想像できる。こうした点では、
これまでの複数大学との合同企画の実績を活かして、次回以降も学生に多様な環境を提供できるよう
に取組み、さらには、学生自らが企画を立案し、実行できるような体制で臨みたい。
　次に、社会的効果としては、今後は、授業科目として、これまで以上に体系化されたシステムを作
りながら、学生たちが医療・ケアの現場はもとより、中山間地域、教育現場、企業やＮＰＯの現場に
出かけて活動を展開することをめざしている。このことにより、①地域教育環境の改善と医療・ケア
の活性化、②若者の感性・知性を活かしたまちづくり、③地域コミュニティ、産業の担い手養成、④
世代間の対話と社会的絆の回復、⑤県、市町村、経済界等の事業・計画との連携といった要素から成
り立つ岡山大学の社会貢献を通じて「学都」（森田ビジョン）を実現したい。
　また、教員の立場からは、大学が新たな学問的アプローチと地域資源としての新たなシンクタンク
機能を発揮することにより、地域人や社会人にとっても新たなノウハウや学びを得る機会が生まれ、
それが新たなイノベーションを創生する効果を生み出すべきであると考えている。すなわち、地域社会、
大学の双方がメリットを実感しながら、なおかつ、大学の抜本的な改革にもつながる活動として、こ
れまでのワークショップとこれからの展開を位置づけている。
　第二に、今回も含めて地域（笠岡市役所、白石島の住民、NPOなど）の方々は熱心に支援してくだ
さるが、ワークショップは１回限りのイベントになりがちである。ワークショップを契機として、地
域の人々と連携し次の地域貢献の取り組みにつなげていくことを考慮しなければならない。ワーク
ショップの終了後に、笠岡市役所から、現在同市で行っている在宅医療拠点事業の取り組みへの協力
要請があり、本学として積極的に協力する旨を述べた。これからも「ワークショップを契機として地
域づくりに協力する」流れを作っていきたい。
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　最後に、反省点を述べる。笠岡でのワークショップは、われわれにとっては反省の多いもので、初
心に戻らないといけないと痛感している。
　一つは、事前準備の不足である。キーパーソンを集めて企画・運営について意見交換すること、参
加学生に対してオリエンテーションを行うことが、必要である。第二に、ワークショップの前に「地
元の方の案内で地域を歩く」というのは良いアイデアであったが、参加者にはフリーな時間が生じる
一方で時間が不足するなど、現場での段取りの問題もいろいろあった。第三に、地元の方とどう交流
するかについても、事前にもっと意見交換や調整をすべきであったし、夕食の席にも入っていただく
ような気配りが必要であった。第四に、「今後について」であるが、大学院生や学生も「１回限りのイ
ベントに終わらせずに、いかに次のステップにつなげるか」を真剣に考えており、われわれとしても
教えられるところが多かった。
　いずれにせよ、他大学との連携や津島キャンパスの機関・学系横断型の実施形態により、鹿田キャ
ンパスの教員だけでは実現できない総合的な「地域包括ケア」の取り組みが緒に就いたといえる。こ
うした地域実践型の取り組みに理解を示し、多忙な中でご協力を頂いた、白石島の関係者、笠岡市、
そして学内学外の教職員の皆様方に、心から御礼を申し上げる。
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編�集�後�記

　岡山大学地域総合研究センターは、これからの大学が、地域社会に対して確たる存在感
を示すべき時代となったことを受けて、社会貢献を実践的に展開する役割を果たすべく設
立された。その基本的な姿勢は、大学の資産は、人（教職員、学生、留学生、外人教員、
同窓生）、モノ（キャンパス、諸施設、設備）、そして教育研究活動とその成果、文化的知
的土壌、社会的信頼などであり、これからの時代では、大学は地域との連携を強化し、双
方の資源を活かして地域の課題を解決し、地域を担う人材を育成するという大きな役割を
果たすことにある。そこでは、教員の専門性だけにとどまらない学生が社会で果たすべき
役割に大きな期待が寄せられている。
　本冊子の編集を終えて、医学部浜田淳教授のグループが近隣大学や教育機関と連携しな
がら展開する「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」活動は、まさに学生たちが、
高齢化が進む地域社会へ入り、その課題に直接触れながら、解決策を考えようとするもの
であり、時代の流れを先取りした活動であることを改めて理解することができた。
　学生たちが高齢化や過疎化といった現実と向き合い、その解決策をワークショップを通
じて考えることにより、大学が地域社会におけるネットワークの核になるきっかけを探ろ
うとする姿勢は重要である。すなわち、本来、大学は自由で多様性を持つプレイヤーのは
ずである。地域の課題に対して、役所はしなやかに動きにくい傾向がある。また、民間で
は利害関係が生じてつなぎにくいケースもある。このような観点から大学の果たすべき役
割は大きく、地域が魅力的であるためには、大学は自由で多様な特性を発揮することによ
り、これまで以上に魅力的な輝きを地域社会へ放たねばならない。
　こうした地域連携、地域協働の実践がこれからの大学運営に求められる姿であり、学生
が主体的に学び、次代を生き抜く「実践知」を身につけられる大学教育への転換が求めら
れている。地域総合研究センターは、浜田淳教授のグループが、学生たちにその機会を与え、
「実践知」教育への転換を促そうとする多職種連携と地域包括ケア活動を今後とも支援し、
活動の輪を全学はもとより県内全域に広げ、ワークショップという熟議により導き出され
た知見が具現化できるよう地域社会と協働しながら歩みを進めてまいりたい。

地域総合研究センター　副センター長・教授　三村　　聡
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