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はじめに 
 
「地域包括ケアと多職種連携のワークショップ」は、今年度、岡山大学の教養教育の講義

として実施された。内容は、学生へのオリエンテーション、1 泊 2 日の笠岡市北木島でのワ

ークショップ、そして笠岡市中央公民館での市民講座（笠岡市の愛育委員、民生委員、市役

所の方及び学生と教員が参加）から構成されている。岡山大学の 1 年生を中心とする、様々

な学部の学生が受講した。北木島でのワークショップには、地元の方々をはじめ、川崎医療

福祉大学、新見公立大学の学生を含む多くの学生たちや留学生、社会人も参加した。 
参加学生の多くはワークショップが初めてでハードルが高かったと思うが、「地域の方に

インタビューをして、内容をまとめる」「小グループで議論して、結果をまとめて発表する」

という手法を、すべての学生はマスターできたように感じた。 
今回は、北木島で「島の暮らし」を考えたうえで、市民講座で笠岡市の様々な地域の暮

らしの問題を考えた。こうしたプロセスをたどることで、島に特有の問題（例えば急病の

際の対応）を理解できるとともに、各地域の共通の問題（たとえば高齢者の交通手段の確

保、引きこもりや認知症への対応）や地域ごとの特殊性にも気づくことができた。 
私じしんは、若い学生たちの、「島暮らしも含めていろんな幸せの形があるのではない

か」「地域とかかわりたくない、という人もいてもいいのではないか」といった率直な意

見や感想には刺激を受け、教えられるところがあった。留学生が熱心に島を探索している

姿も印象に残った。 
この講義としてのワークショップは、多様な人たちから構成されている。中心は、受講

者としての岡山大学の学生であるが、他大学の学生や教員、岡山大学の留学生、このワー

クショップの OB である社会人、県庁の保健師さんも参加した。北木島の方々や笠岡市の

全域の愛育委員、民生委員の方々には貴重な生の声をお聞きすることができた。NPO 法

人の島づくり海社の方々にはワークショップの全般にわたりお世話になった。笠岡市役所

の皆さんとは 2 年前の白石島のワークショップの時からご厚誼をいただいているが、今回

も全面的なご支援をいただいた。これらの皆様に深く感謝を申し上げる。 
学生たちには、このワークショップが多くの人たちによって支えられていることを忘れな

いでほしいと思う。同時に、参加者のみなさんには、何らかの形で今回のワークショップ

を生かす実践や試みを続けてほしいと願っている。 
 
岡山大学医学部医学科 教授 
浜田 淳 
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「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」 
 
I 授業の目的 

岡山県内の市町村に、多種多様な専門分野からなる岡山県下 5 大学・専門学校の学生と

教職員が一泊二日で合宿し、地域の方々とともに、地域の医療・介護の問題、まちづくり（地

域包括ケア）の問題について議論する。効率的に議論を進めるための手法として、ワークシ

ョップを用い、市全体及び地域の問題に対する解決策を見つける。一連の授業のまとめとし

て、市民公開講座を行い、知識をもとに現場経験を振り返る場を設ける。 
 

II 学習目標 
本授業では、市全体及び地域の問題、まちづくりの問題を理解し、話合い、解決方策を見

つけることを目指す。学生は、地域に赴き、現場の問題に直接触れることによって、通常の

講義形式の授業では得られない実践的な問題解決能力を身につける。また、他学の学生や教

職員、地域の方々との交流を通じて、自分以外の専門領域の人の考えを尊重しながら議論す

る力を身に付ける。 
 
III 授業担当 
岡山大学医学部 教授 浜田淳（主担） 
岡山大学歯学部 助教 水谷慎介 
岡山大学地域総合研究センター 助教 山川路代（コーディネーター） 
川崎医療福祉大学医療福祉学部 准教授 竹中麻由美（来年度から非常勤講師任用予定） 
岡山大学地域総合研究センター 准教授 石丸香苗（合宿のみ） 
 
IV 授業実施内容 
1 講義 
1.1 日時 
平成 27 年 10 月 22 日（木）5 時限（16：15～） 
 
1.2 場所 
岡山大学地域総合研究センター（AGORA）学生共用スペース 
 
1.3 内容 
介護保険制度と地域包括ケア 浜田 
フィールドワークの技法、実習オリエンテーション 山川 
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2 合宿 
2.1 テーマ 
「島の高齢者の暮らしを考える」 
 
2.2 目的 
将来、医療系を目指す学生に専門的な視点だけではなく、島の歴史や産業背景、「いつま

でもこの島で元気に暮らし続けるために」と各島のつながりや島づくりなどを通じて広い

視野・姿勢を身につける。 
 

2.3 期間  
平成 27 年 10 月 24 日（土）～10 月 25 日（日） 
 
2.4 場所 
笠岡市北木島宿泊研修所「石切りの杜」（旧北木島小学校舎） 
〒714-0301 岡山県笠岡市北木島町 3802-53（電話・FAX：0865-68-4545） 

  
 
2.5 参加者 
大学からの参加者 43 名 
内訳 岡山大学学生 29 名（男子 15 名、女子 14 名）、川崎医療福祉大学学生 6 名（男子

3 名、女子 3 名）、社会人 3 名（男性 2 名、女性 1 名）、教員 5 名 
NPO 法人かさおか島づくり海社の関係者 8 名 
笠岡市役所健康医療課 1 名 
新見公立大学（特別参加） 学生 10 名、教員 1 名 
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2.6 スケジュール 
【一日目】 
10：00 北木島大浦港 着 
10：30 研修宿泊所「石切りの杜」入所式、オリエンテーション、笠岡市高齢者共同生活住

居見学 

写真左：北木島大浦港、写真右：笠岡市北木島高齢者共同生活住居見学（写真中央はかさおか島づくり海

社の石井氏） 
 
11：00 北木島の概要説明 
NPO 法人かさおか島づくり海社・理事長 嶋本浩二 氏（写真右下） 
 
笠岡諸島の生活課題の解決並びに交流人口の増加を目指して、様々な事業に取り組んで

いることを紹介した。事業は、大きく分けて、次の 4 項目からなる： 
 

1．特産品開発や既存の特産品の紹介、その他イベントの企画や出展ＰＲなどを行う「島の

産業サポート事業」 
2．デイサービス運営、きずな便（買い物支援）、島

の方が診療所へ通うために北木島で行っている有

償運送などの、笠岡諸島で暮す方々の支援を目的

に行う「島の暮らしサポート事業」 
3．観光ツアーの実施や来島者の案内、海洋研修の

生徒受け入れ、移住希望者方の案内などを行う「島

と町の交流サポート事業」 
4．島を学びの場とする方々への現地応対やプログ

ラム提供など、実習内容提案を行う「島の学びサ

ポート事業」 
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12：45～13：45 アイスブレーキング：伝言ゲーム 水谷 
参加者の緊張を解き、相互理解を促すために、グループごとに数題の伝言ゲームを行った。

後から行うインタビューに備えて、記憶の不確実性とメモをとる重要性を再確認した。その

後、フィールドワークに備えて、聞き取り項目をグループで話し合った。 
 
14：00～15：30 フィールドワーク 

  
1 グループ：デイほほえみ見学・聞き取り（5 名）（写真左）、2 グループ：グランドゴルフ聞き
取り、地区踏査（9 名）（写真右） 

 

  
3 グループ：デイすみれ見学・聞き取り（5 名）（写真左）、4 グループ：灰干し、きずな便聞き
取り（9 名）（写真右） 
 

  
5 グループ：今岡の丁場見学、北木西公民館にて聞き取り（9 名）（写真左） 
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16：00～ フィールドワーク後、グループ毎にフィールドワークのまとめと発表の準備を

行った（前頁写真右）。夕食後、20：00～北木島ムービーを鑑賞した。 
 
【二日目】 
8：00 新見公立大学看護学部 10 名と合流 
（授業名：わが町で保健医療福祉の「人づくり、地域づくり応援隊」事業、岡山県備中県民

局健康福祉部） 
 
8：30～9：00 「支えます！家族のように」 
NPO 法人かさおか島づくり海社・副理事長、海社デイサービスだんだんの家（白石）・うら

らの家（真鍋）管理者 森本洋子さん（写真右下） 
 
真鍋島にてデイサービスを運営し、民生委員もしている。社会福祉主事、生活相談員の資

格を取得、中山間地区事業費を獲得し、デイサービス小規模立ち上げた。デイは週 3 日営業

しており、現在 14 名利用中。10 名定員なので、要支援者の来所日を調整している。ホーム

ヘルプはないが、他の団体と連携を取っている。 
真鍋島のだんだんなところに住む男性高齢者のエピソード。目が見えない、精神疾患ある

人に職員としてだけでなく、ご近所づきあいのような対応をしていた。最終的に神戸に住む

姪が近くの施設を見つけて移住した。妻がなくなったときにすぐに対応していたら施設に

入らなくてよかったのではと後悔。 
島は大きな家族。家族の一員と思って、デイサ

ービスで支える。デイにかかわっていたら家の中

まで、経済面までかかわることができる。小規模

多機能、ショートステイを立ち上げたいが、看護

師などの立ち上げに必要な人材が不足。 
学生への期待。こういう島があることを気に留

めて、少しでも関心を持つ人がいればいい。老老

介護の問題など、もう一歩上の段階まで考えてほ

しい。 
 
9：30～ 「島しょ部の地域包括ケアとは」 
笠岡市健康医療課保健師 西江雅子さん（写真段落最後右） 
 
最期をどう迎えるかを自分で考えておかないといけないと地域住民に訴えている。笠岡

市内の医師は 50 歳代が多い。医療・介護を担える人材も年老いていく。診てくれる人がい

ない。その上、近年、互助がなくなっている。くみうちや地域の寄り合いが、介護保険が始
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まってからなくなった。なくなったものを復活させるほうが難しい。意識が変わってしまっ

ている。 
介護保険を使いだすのは 80 歳からが 7 割。使い始めるとサービスをたくさん使う傾向に

ある。使いだした時は要支援が多い。杖つけば歩ける。家事の手伝いが必要。認知症、筋骨

格系の疾患による介護認定が多い。要介護と要支援で原因疾患が違う。男女間でも違う。 
以前は常駐医がいた。真鍋にも 30 年以上前はいた。白石と北木は去年 2014 年まではい

た。救急の場合は救急艇で搬送、陸で救急車に乗り換える。市の患者船の運航。病院がある

島に移動。島によって医科・歯科診療所がない。定期船で陸の病院へ行く人もいる。北木と

白石のみフェリーもある。他は客船。 
冷蔵庫の中に命のバトン。安否確認のため（社協）。元気旗。黄色い旗をあげる。気づい

て尋ねてくれる人がいるからできる。何をし

ているか近所の人が見ている。プライベート

がないともいえる。愛らんど事業とは各島に

デイサービスを置くもの。島しょ部ではケア

マネジャーは選べない。社協が選んで送り込

まれる。白石だけグループホームがある。 
島は不便だが、安心。つながり、横のつなが

りがある。年をとって新しい場所に住むのは

不安が大きい。 
 
10：30～ グループ発表 
新見公立大学グループ

白石島を訪問した。公民館で健康体操など生涯学習を行っている。白石島は新見と比べて、

つながりが強い。人口が少なく、島民どうしが顔を合わせやすく、みんな顔見知り。高齢者

の見守り活動がある。黄色い旗で安否確認（市の事業）。島のきずな便。 
健康寿命が長い。理由として、高齢でも自転車に乗っている。花房先生（既に死去）がう

つ病予防を推進。伝統を大切にしており、寺の清掃を年に一度行い、自分のことより寺を大

事にしている。白石踊りなど、島の伝統をまもる。 
常駐の医師がいないことが課題。現在は笠岡

市から週 1 回対応。蜂に刺された時の対応な

ど、以前の情報を熟知していないと難しい。 
西江保健師のコメント 白石の人たちは近

くの島どうしで結婚する習慣。葬式があると島

の半分くらいの住民が参列。島の中でのつなが

りが強い。これはいい面と悪い面がある。白石

島は介護保険のサービスが入りにくい。嫁が世
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話をするのが当たり前で、嫁がいるのに介護サービスを入れると嫁批判につながる。そこが

制限要因になっている。 
 
グループ デイサービスほほえみ（別添 1） 
週に 7 日営業。土日の需要が多い。9 時から 15 時半まで営業。 
リハビリクッキング、季節の飾りづくり、秋を意識した貼り絵、笠岡のまちづくりのかる

たをやっている。送迎に行って自宅にいないときは地域住民がみんなで探す。 
人材確保が難しいという問題点がある。法的な制約が強くて（専門職種の必要人数が設

定）、これ以上厳しいと運営できない。専門職が足りない。 
今年 4 月から介護報酬が下がってきた。もっと密な介護をしたいけど、そういう余裕が

ない。職員の高齢化で密な介護が難しい状況。法律が厳しくなるのではないかという不安感

がある。 
 

グループ グラウンドゴルフ聞き取り・地区踏査（別添 2） 
意義として、運動と地域住民との交流。安否確認。生きがい。グラウンドゴルフ以外にも

多趣味。年金収入のみ。 
医療については、精密検査は笠岡市内で受ける。済世丸という健診、島だから受けられる

検査もある。一島に一回・年。年に 2 回、他には年に 1 回。 
島の人たちは人情があり、みんな仲がいい。地元民どうしは気を遣わないでよく、気楽に

付き合える。平均年齢 70 年代後半。円背なし。島に暮らしている人というだけで特別視し

てしまいがち。 
デイサービスのニーズはない。サービスのことを知って、サービスを利用すれば、生活が

もっとよくなるかもしれない。サービスを押し付けるのではなく、自然に生活に浸透してく

るような支援が必要なのではないか？ 
グラウンドゴルフの日ではないのに学生のために集まってくれた。あたたかい気持ち。 

 
グループ デイサービスすみれ（別添 3） 
職員は島の人。島のことがわかるから、愚痴がわかる。共感できる。 
リハビリの専門家に来てもらい、リハビリもしている。施設の方への不満はない。食事が

充実している。話し相手がいる。軽自動車で送迎。別の人を送迎している間は待っていない

といけない。雨の日は杖をつきながら傘をさして帰る。歩いてくる人は一緒に歩いてきてい

る。利用者は島で最後まで過ごしたいという希望を持っている。 
次世代の介護を担う人材がいない。60 歳以上の職員がほとんど。独居でサービスを受け

たがらない人への働きかけも課題。 
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グループ 灰干し・きずな便（別添 4） 
きずな便はイオンのネットスーパーと連携。利用は二つの地域に限られる。必要に応じて

さらに展開する予定。2，3 年前地域のスーパー生協がなくなったのがきっかけ。先を見越

してスタート。きずな便をいれるかどうかは島の商店への配慮による。きずな便は地域高齢

者の見守りにもなる。新しい事業を支える国・県の事業費、イオンなど企業との連携（企業

にも儲けになる）、NPO・市民のアイデアにより実現。 
灰干しの商品化は北木島が初めて。製造は 3，4 人、島の女性 50，60 代が中心。お中元

やお歳暮時期には臨時雇いで増員。島の人が遠くの親戚に送る。 
島の特産を作ることが、仕事へのモチベーションにつながる。営利目的ではない。 

 
グループ 今岡の丁場・北木西公民館にて聞き取り（別添 5） 
子どもに島に戻ってきてほしい、島を元気にしたい、島を離れたくない、子どものところ

にいって世話になりたくない、産業がない、子どもにはいい生活をしてほしいというジレン

マがある。 
丁場は、現在では切削より加工業がメイン。産業の衰退とともに、地域の人との間のつな

がりも減った。プライベートといって声かけられるのを嫌がる人もいる。 
北木の石切産業は衰退しているが、これからは北木石のブランドをまもり、ブランド力で

勝負しないといけない（学生による元石工へのインタビュー記録（別添 6）） 
 
地域の方々の感想 
・ 学生のインタビューから学べることがあった。 
・ 石工のやりがいがなく、産業が衰退していくばかりだが、北木は石しかない。 
・ 学生がいろいろと深く聞き取りをしていることに感動した。 
・ 今日の発表を北木島の人に聞いてほしい。北木はいいところで、漁師町でもある。漁師

として帰ってきた若者が 2，3 名いる。 
・ パワポのまとめかた、発表のやりかたを中学校の文化祭で発表するのに見習いたい。 
・ 学生の受け入れは子育てにも役立つ。発表を聞いていて、福祉のアドバイザーとして、

もっと改善していきたいと思った。 
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13：00～ ワークショップ 
見つけた課題をまとめ、この課題解決・軽

減・実現に向けて、地域の人たちを含めて、グ

ループで話し合い、私たちが提案することは

何か（大きなテーマ）、決定した課題のために

私がすることは何か、一ヶ月以内に実行可能

なことを一人 30 秒で発表する（決意表明）。 
 
グループ

見つけた課題 
専門職の不足  

私たちの提案 
担い手の追い込み漁 

私の提案 
・ 求人で、申し込む側の立場でどのような情報発信すれば興味を持ってもらえるかを伝

える。 
・ 自分の所属するサークルで報告する。 
・ 医療の包括的な対応ができるジェネラリストになる。 
・ 現地のことを知らないとそこで働こうという気にならないので、地域枠の友達を誘っ

てまた遊びに来たい。 
 
グループ

見つけた課題

・ 支援する側と支援される側の意識のずれ 
・ 島おこしのときの観光客を呼び込んだが、結果的には島が汚れたりしてしまった。 
・ ほかに欲しい施設などありますかと聞いても、特にないという回答が得られた。 
・ 一人暮らししている人がデイケアをなかなか利用しない。 

私たちの提案 
・ 意識のキャッチボールをしっかりする。 
・ お互いの幸福感を理解する。 
・ 観光客の感謝や意見の一言を回覧板や掲示板などに書いてもらうなどして、島民に見

てもらう。 
  

 
学生に地域の課題を説明する、かさおか島
づくり海社の原田てつよさん（写真中央） 
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私の提案 
・ 今後の高齢者福祉の研究課題として、現地調査をしたい。 
・ 来てみてわかることを実感した。友達や留学生にも紹介したい。 
・ 島に来た人が島にこれから来る人に紹介できるようなツールを作る 
・ それぞれの幸せがあることを認識してもらう。 

 
グループ

見つけた課題 
医療・福祉に従事する人の不足 

私たちの提案 
島の現状を多くの人に知ってもらう。 

私の提案  
・ 島のいいところを知ってもらって島を PR する。 
・ 大学のボランティアサークルに見てきたことを紹介する。 
・ 島でホームステイをしてみる。 
・ 友達に写真が好きな人がいるので、友達に写真を撮ってもらうようお願いする。 
・ 医学科の友達に伝える。 
・ 島の経験を中国で伝える（中国人留学生のコメント）。 

 
グループ

見つけた課題 
灰干しの認知度が低い 

私たちの提案 
灰干しの認知度を高める。 

私の提案 
・ 灰干しを自分でも買って食べてみる。 
・ 家族や親戚、友達（県外も）紹介する。 
・ 居酒屋でバイトしているので店長に提案する。 
・ 実家に持って帰って食べる。 
・ 中国語に翻訳して友達に紹介する（中国人留学生のコメント）。 
・ 干物の食べ方がわからないので、食べ方を教えて一緒に食べる。 
・ 島のいいことも含めて、灰干しを食べ方とともに居酒屋に紹介する。 
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グループ

見つけた課題 
住民が普段思っていることを言葉にする機会がない。親戚が多く、近隣の人たちと結び

つきが強すぎて、逆に打ち明けられない。 
私たちの提案 

NPO などの人にコーディネートしてもらい、島の住民と話ができる機会を設ける。 
私の決意表明 
・ 定期的に学生が集まって意見交換する。 
・ 北木島はいい人がたくさんいる、機会があれば参加したい。 
・ 北木島のことを知らない人に情報発信したい。 
・ もう一度来て、もっと地域の方から話を聞いて、ニーズを抽出したい。 
・ 住民のやさしさ、海・景色のきれいさ、機会があればまた来たい。 
・ 外国人にとって魅力的。小豆島のように観光地にできたらいい（中国人留学生のコ

メント）。 
・ 釣りに来た時に住民の方と話すきっかけを作りたい。 
・ 知り合いからいいよと言われて参加したので、今度は自分が人に紹介したい。 

 
新見公立大学

見つけた課題 
医療従事者がいないため、緊急時の対応ができない 

私たちの提案 
島民に対して知識を提供する。例えば、応急処置の対応をポスターに書いて、愛育委員

にお願いして掲示板に書く。 
 
地域の方々の感想 
・ インターンシップなど住み込みして島の医療の現状を学ぶ。 
・ 大学のゼミなどに講師として、島の人を呼んでもらう。 
・ ツアーで来ても、すぐ帰ってしまうので、まず島の頼れる人を紹介してもらい、そ

の後は自分でつてを頼りに島に足を運び、石切の杜を歩きまわって地域に溶け込む

のがいい。 
・ 島のことを知ってくれて、島のことを大学や友達に広げたいと思ってくれることは

ありがたい。 
・ 観光客が言葉を落とす場所がないので、若い人が SNS でメッセージを送ったり、

島の船着き場に掲示板を設ける（メッセージボード）などする。 
・ 写真をとって年賀状・絵手紙で送ってもらいたい。 
・ 別の島（真鍋島）にも遊びに来てほしい。 
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・ NPO などをつてにして、島の人に話を聞ける機会を設ける。 
・ 灰干しのキャッチコピーを付ける。 
・ 灰干しの宣伝を“ねいばーまとめ”（サイトの名前）にのせる。 
・ 意識のキャッチボール、コミュニケーションをとる、話を聞く力が大切だ。 
・ 提案をする上で（ちらしを配布する）、なぜそれが今までできなかったのかを考え

てほしい。 
 

3 市民講座 
3.1 日時 
平成 27 年 11 月 22 日（日）13：00～16：00 

 
3.2 場所 
笠岡市中央公民館 
 
3.3 参加者 
大学からの参加者 11 名 
内訳 岡山大学学生 7 名（男子 5 名、女子 2 名）、教員 4 名 

笠岡市の地域の方々 45 名  
笠岡市役所健康医療課 3 名 
笠岡市役所介護長寿課 1 名 
 
3.4 プログラム 
(1) 趣旨説明（浜田） 

 
(2) 話題提供（各 15 分） 
竹中「住民が主人公となる地域包括ケアを実現するために」

地域福祉法第 4 条には、「地域福祉の推進」として以下のように記載されています。｢地域

住民、社会福祉を目的とする事業を経営する者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互

に協力し、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社会を構成する一員として日常生活

を営み、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が与えられるように、

地域福祉の推進に努めなければならない。｣下線で示した通り、地域福祉の推進の担い手と

して、真っ先に地域住民が挙げられています。そして｢福祉｣という言葉は「幸福」を意味し

ています。幸せな地域をつくる主人公は地域住民の皆さんです。 
「しあわせ」とは何でしょうか。病気や障害、年齢などに関わらず、誰もが自分なりの役

割を担いつつ、まわりからの支援を利用して生活し続けられる、人それぞれが求める “幸

せ”の内容には多少の違いがあるからこそ、互いの違いを大切にしながら一緒に生きる、そ
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れを実現できるのが地域といえるのではないでしょうか。自分の望む生活を実現するため

には、実は他者が望んでいる生活を大切にする気持ちが必要です。 
地域包括ケアの主人公として生きるために必要なのは何かについて考えます。 

水谷「在宅歯科診療、口腔ケアへの理解のために」

口の健康意識の向上とともに定期的に歯科医院を受診される人は増えている。しかしな

がら、加齢や病気により歯科医院に来院できなくなったり、ご自身で歯磨きができなくなっ

たりした場合、急激に口の中の状態が悪くなってしまうことが多い。特に、高齢者の方々の

口の中を清潔に保つことは肺炎防止のために重要である。 
通常、歯科医院に来院しなくなった患者さんに対して、歯科医院から連絡することはない。

継続的な口の健康管理のためには、歯科医院での診療から在宅歯科診療へとスムーズに移

行することが望ましい。歯科診療所から在宅へ、シームレス（途切れのない）なつながりを

実現するためには、患者様ご本人だけでなく、そのご家族や地域の方々の在宅訪問歯科診療

や口腔ケアの重要性についての理解が必要である。 
在宅医療が必要になった際に、「歯科」の観点からぜひとも確認してもらいたい事をお伝

えします。 
 

浜田「笠岡の地域包括ケアを考える」

学生や大学教員にとって、地域の実情を「見て、聞いて、感じて、考える」ことが大事。

「思い込み」で判断してはいけない。 
きょうは、地域の実情をよく知っている民生委員、愛育委員の方々のお話を伺って、みん

なで笠岡の地域包括ケアを考えたい。 
 

(3) ワークショップ「笠岡市の各地域の課題」（90 分） 
前半（45 分）は参加者を 5 グループに分けた（各班に学生と民生委員、愛育委員が入る）。

各グループでは、民生委員や愛育委員の方々を中心に地域がかかえる、地域包括ケアにまつ

わる問題と解決策を話し合った。学生は、これまでの講義、ワークショップで経験したこと

を踏まえ、地域の方々に質問をし、問題を掘り下げた。学生は、配布するパソコンに話し合

いの結果をまとめ、発表の準備をした。スライドの枚数に上限はないが、発表時間を有効に

使うよう留意した。 
後半（45 分）はパソコンを用いて発表を行った。発表時間は各グループ 6 分。フロアか

らの質疑を含めて 9 分で終了した。 
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グループ

地域で１人暮らしの高齢者が増加していき地域で暮らしを支えているが、地域だけでは

限界があり、市から地域への協力が必要。近い将来を考えると不安になる。（別添 7） 
 
地域の方の感想 

近い将来を考えると不安になるので、不安を

解消するために、自分たちがどういうことを考

えながら生きていくかということが大事だ。学

生の知恵をかりたい。 
 

グループ

新興住宅地にコミュニティができない、サロンなどの活動に来てほしい人が来てくれな

いのが課題。どうすれば来てくれるか。直接本人に声掛けするだけでなく、独居高齢者の家

族に連絡を取る。 
 
地域の方の感想 

新興住宅地にはコンタクトを望まない人が

いる。サロン活動が活発で入りにくい、あのひ

とがいるから入りにくい。声掛けすれば来る人

もいる。声掛けをしていると、問題あり者に気

づくようになる。早めに笠岡市に連絡し、問題

解消できた。 
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グループ

交通手段がないことが大部分の懸念を生んでいる。スーパーに行けない、宅配サービス

（生協）は高い、病院に行けない。引っ越しして、便利な生活を送ってもよいが、人との関

わりがなくなってしまうのが寂しい。 
交通手段を改善するのは厳しいので、住民にできることとして、地域で集まりを作り、団

結する、引きこもりなどをなくす、お互い助け合うことが必要。そのために、いきなり高齢

になってからでは友人も作れないし、コミュニ

ティに参加できないので、若いうちから地域の

集まりに参加しておく。 
訪問介護などが充実しているなら、ここで最

後まで過ごしてもいい。健康でいれるなら、住

み慣れている自宅で最期まで過ごしたい。歯科

医が往診を行っているというのをしらなかっ

た。島にくらべて、陸は危機感が薄いといった

意見があった。（別添 8） 
 

グループ

同じ笠岡市内でも地域性があり課題が大きく異なる。互助の浸透にも差があり、互助を浸

透させる秘訣は旗振り役の存在が大事だ（別添 9）。 
 
地域の方の感想 

大島では、各団体が協力して意見を出し合

う。旗振り役というのは、一人を指すのでは

なく、地域の団体が協力しあっていること。

愛育委員は年 1 回研修、週に何回も意見交換

している。週に 1 回サロン活動している。サ

ロンは地域住民が参加者に声かけて誘い、リ

マインドもしている。 
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グループ

集まりの場を作っても、出てくる人がきま

ってくる。体操などに行きたいけど、足が悪

くていけない人もいる、ボランティアをする

人も決まっている（少ない）。一人暮らしをし

て 
いると不安。集まって情報共有する場所がほ

しい。地区全体でどう助けていくかを考える

のが難しい。近隣の人で支えあうという現状

がある。とはいえ、後継者の問題がある。 
高齢者の居場所づくり、ボランティアは将来的に自分のためと自覚してもらい、有償ボラ

ンティアという選択肢もある。若い世代にボランティア推進も必要か。課題解決は行政・住

民の本気度による（別添 10）。 
 

地域の方の意見 
今回出てきた課題解決のために、市民講座で終わりではなく、フォローアップをお願いし

たい。 
 
(4) 総括（10 分） 
笠岡市役所長寿支援課 鈴木俊二 氏 

行政だけではできないこともある。課題を地域で持っていて、地域で取り組んでいる。今

後も視野に入れて、どうやっていくか課題をあげている。行政は地域と連携して行っていく。

税金などで賄いきれないものは、地域の力をかりないといけない。 
 

笠岡市役所健康医療課 西江雅子 さん 
大島は収穫祭、陶山は公民館祭り、など、行事目白押し。笠岡市のために集まってくれた

地域の人たちに感謝。都市部ではとなりの人たちが何をしているのか関心がある人が少な

い。笠岡では地域の人がどうしているか関心をもって世話を焼いてくれる人が多い。笠岡は

広いので地域の方々の協力が必要。問題あり者の対応こそ、行政の仕事。困ったときには、

行政にコンタクトを取ってほしい。 
 

浜田 
リーダーシップをとる人がいて、地域が成り立っている。今後もチームで笠岡市のフォロ

ーアップを行う。 
 

(5) 岡山大学の学生（授業履修者）は授業評価アンケートを記入 
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V 感想文 
私は、出身が他府県ということもあり、島の暮らしを見るのは初めてでした。そこで感じ

たことは、住民の人達のあたたかさでした。こんなに、言ってしまったら他人のために考え、

活動している人達がいるのも驚いたし、地元愛がすごいなと思いました。この町に住みたい

という気持ちは転勤族で色々と住む場所を変えている私からしたら新鮮で羨ましい気持ち

でした。 
しかし、先日の講演会で私達の班で地域の問題点の一つとしてでたもので、「関わりを持

ちたくない人のケアが難しい」という問題点があり、その時私は、そこの愛育の人達には言

うことができなかったのですが、地域と関わるひとは良いけど、地域と関わりたくない人は

悪いという風に思っているようにとれました。私は、周りの人とあまり関わりを持ちたくな

い人がいてもいいと思うし、ご近所付き合いが全部全部良いことだとは思いません。私自身

もあまり人に自分をさらけだすのは好きではないので、島の暮らしは羨ましいとは言って

おきながら、関わりを持ちたくない人は悪みたいな風習があるままだと辛いなと思いまし

た。今は若いから、友達がいるからそういう風にいえるんだという意見は確かに、と思いま

す。しかし、ネットがあるからというのを、あまりよくないみたいに言うのは疑問をもちま

した。私はそのネットで見守るサービスなど作ればいいのではないかと思います。 
もっと、今の自分たちがやっている活動にどう連れてくるか、だけではなく、関わりを持ち

たくない人には違うサービスを考えるなど、そっち方面からのアプローチがあってもいい

のではないかと思いました。 
 

今回のワークショップを通して一番強く感じたことは，島に人材を確保することの難し

さである。北木島はかつて良質な花崗岩を主産業とし，栄えてきた。しかし，現在は主産業

もすっかり廃れてしまい，若い人々は本土の方へと出ていく一方である。多くの人を雇うこ

とができる職が存在せず，医師もいない今の北木島の状況を考えると人々が島に残ること

を選ばないことも頷ける。この結果，現在島には若い人が極端に少ない。このことが島の復

興を妨げる最大の要因であると私は考える。 
しかし、一方で現在の北木島での生活を楽しんでいる方々もいる。私がデイサービスの場

で出会った方々は皆そうであった。この方たちはとにかく元気で、皆仲が良い。特に近所の

人たちとの会話が楽しみのようで、ずっと島にいたいと皆が口をそろえておっしゃってい

た。このような人々のつながりは岡山市のような都会では築くことのできない、島ならでは

の良さであると感じた。この方々の話を聞いていると、島に住んでいらっしゃる方が今の生

活に満足しているなら今のままでもいいのではないかと思われてくるのだが、ここで一つ

気になるのがやはり医療の体制が不十分であるということである。高齢化率が高いこの島

で医師の需要が低いはずがない。きっと緊急の事態だって発生しうる。そんな時、今の状況

では船で数十分かけて本土に出向くしかない。天候が悪い場合には船を出すことさえ厳し

いだろう。ここで、本土の医師に頼らず北木島の中で、あるいは周辺の島々の中である程度
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の対応をする必要が生じる。そのためには地域ぐるみでの医療体制を築くべきであると私

は思った。それはつまり医師、デイサービスの人々、役員の人々が皆協力し合うということ

である。北木島の役員の方々はこの体制を実現しようとなさっているのであろうが、ここに

も問題点が多くあることがデイサービスを訪れた際にわかった。それは上にも書いたこと

であるが、若い人材の不足である。医師が常にいないという問題は自明であるが、それに加

えて、デイサービスも高齢の方ばかりでこれから先の担い手がいないのである。本土から若

い人材を呼ぶ必要があるわけだが、それが非常に難しい。それは今日過疎地域が増えている

ことからも察しが付く。実際、私の身の回りに「ぜひ島で医師としてあるいは看護師として

働きたい。」という人が少ない。友人に聞いてみたところ、島で働いている姿が想像できな

いと多くが答えた。このことから、島での生活を体験してもらう機会を設けてみてはどうか

と考えた。そこに何らかのやりがいを見出す人もいるかもしれない。その機会として今回の

ワークショップはとてもよかったと感じている。私自身もともと島で医療に携わるつもり

はなかったが、今回の講義を通して僻地の医療に興味を持った。今回のワークショップのよ

うな機会を増やせば、きっと若い人たちの考えに少しは影響を与えられると私は考えてい

る。 
 
今回は北木島での合宿、笠岡市民公開講座において、地域における住民の声、NPO 法人

「島づくり海社」の方々の声、また民生委員、愛生委員、更には行政に勤める保健士の方々

の声を伺うことができました。その中で感じたことは、やはり立場が異なる方々の間にある

「ずれ」です。その「ずれ」は地域を活性化させようとする働きの妨げとなっているように

感じましたが、誰かが悪いという問題ではなく、解決は非常に困難であるのだと思います。 
まず、北木島において地域の方々の話を伺い、自分で勝手に想像していたような「過疎が

進み、まともな医療もなくかわいそうな島の人々」というイメージが払拭されました。各々

自分の趣味に打ち込み、畑仕事もし、70，80 歳を過ぎていても元気な方々ばかりで、海社

の積極的な活動が無くとも自立して生活していけるのではないかと思えるほどでした。こ

の島の方々と出会い、私は「たとえ不便でも、住み慣れた町でたくましく生きていくことが

できる」という幸せがあるのだということを実感しました。 
合宿において、たくましい島の方々と出会い、この方々にとって積極的な支援はむしろ

「おせっかい」になるのではないか？ と疑問を抱いていた私でしたが、笠岡市民公開講座

において支援する側の意見を多く聞き、考えを改めることとなりました。私が北木島で出会

えた方々はそもそも出歩けるレベルにある方々であり、家に引きこもらざるを得ない高齢

者のケアを誰がするのか、という問題になれば、支援が無いわけにはいかないのです。また、

私が見た島の現状は支援が入った上での様子であり、全く支援の無い状態でも同じように

高齢の住民の方々が元気でおられたかは分かりません。しかし同時に、「人の最大の幸せは

人と関わることにあり、それは共通なはずだ」という支援する側の姿勢には疑問を感じてし

まいます。人と関わることが苦手で、たまに届く孫からの手紙などを楽しみにしつつ自宅で
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のんびり生きている、という高齢者だっているでしょう。また、行政に頼るという選択肢が

欠如しているように思えることも印象的でした。 
総合的に見て、住民、ボランティア、行政の間にある「ずれ」は、住民間に過疎に対する

危機感が薄いこと、ボランティアが住民に対し「幸せのかたち」を押し付けすぎている節が

あること、また行政にあまり頼ろうとしないこと、更に行政が地域の実情を把握しているボ

ランティアの方々を活用しきれていないため、十分に支援に回れないことにあるのではな

いかと思います。しかし、どの立場にある方々も自分が正しいと思っていることを精一杯行

っており、その結果「まだコミュニティが崩壊していない」という成果があるわけで、何を

どう是正していくのかは難しいところだと思います。ただ、その中でもまず出来ることは、

行政とボランティアが連携を取り、住民を巻き込んでいくことなのではないでしょうか。 
 
北木島に行くことになった時に、最初はどこ？？どんな島？という風に思ったのですが、

調べているうちに、自然豊かでとても行くのが楽しみになっていました。そして、いざ行っ

てみると、島民の方々はみかんをたくさん分けてくださったり、いろいろお話を聞かせてい

ただいたりととても穏やかで優しく、本当にいいところだなぁと実感しました。自分はゲー

トボールをされている方から島の生活の話を聞かせていただいたのですが、やはり島の生

活は楽しいことばかりではなく、大変な事も当たり前ですがあるのだとわかりました。何か

を大きくは変革できないけど、何もしようとしないというのも悔しいので、小さいところか

ら何かできないかと考えました。結論としては、特に今の現状を全て変革できるようなアイ

デアは思いつきませんでした。しかし、せめて今回のワークショップで学んだ事や島の事を

他の人にどんどん話していこうと思いました。 
また、笠岡の公開市民講座では島の課題以外にも山の方に住んでおられる方の「陸の孤島」

の問題など島だけが課題があるという訳ではなく、どの地域にも課題はあるのだなぁと感

じました。特に住民の方々は皆さん、運転が年をとってできなくなった後の交通手段に不安

を感じておられるようだったので、どうにかならないかなぁーともどかしかったです。交通

手段がないと買い物にも病院にも行けないのでとてもお困りになられると思います。簡単

には解決しそうにないというように思いました・・・。 
しかし皆さん、それでも家に住みたいとおっしゃっており、それぞれ自分の土地に誇りや

愛着があるのだなぁと感銘を受けました。 
 
私は、２日間の北木島での研修と笠岡市民公開講座に参加しました。私がこの授業を取ろ

うと思った動機は、一泊二日の合宿とシラバスに書いており楽しそうだなと思い主題科目

に登録しました。 
授業内容を見ているとプレゼンや現地の人による聞き取り調査、意見交換があり、これらは

私が苦手とする分野でありとても不安でした。 
しかし、実際に始まるとそうではありませんでした。現地の人の話はとても興味深く、これ
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についてどう解決策を見いだせるのか、と話し合った時も苦というよりとても楽しく感じ

ました。 
現地の人の現状を聞き、みんなが支えあって生きているんだ！って再認識しました。人は

一人で生きていくのは難しいので協力が大切なんだなぁと感じました。 
私の学科はこのような講義には直接関係ないのですが、たくさんの為になる話を聞いて沢

山考えさせられたり、またプレゼンなど人前で話すことが苦手でしたが少しは克服できた

と思いました。この講義を取って少しは私自身成長できたのかなと思いました。 
 
今回の他職種連携と地域包括ケアのワークショップでは、主に二つの活動を行った。一

つは、笠岡市の北木島における活動、もう一つは、笠岡市の本土での活動である。

北木島での活動では、まず一日目に全体で島の歴史や文化、主要な産業などについて話

を聞き、理解を深めた。石材業が盛んであったものの、現在では外国の石材との価格競争

に負け、また若者が島から出ていくことにより、高齢者の率が非常に高いということが分

かり、まさにこれからの日本が歩んでいくのであろう状況を先に映しているようであっ

た。そして、島おこしを行っているNPO法人の「かさおか島づくり海社」の方の話を聞い

た。

その後は、数班に分かれ島内での聞き取り調査を行った。私の班は、デイサービスでの

聞き取りを行った。今までの人生で、祖父母以外の高齢者の方と長い時間の会話などする

機会は、ほとんどなかったこともあり、初めは聞き取りに戸惑うこともあったが、徐々に

打ち解けると高齢者の方から、日常の些細なことから島での暮らしの良い点、悪い点など

多く聞くことが出来た。調査以前には、高齢者の方たちは、かなり島での生活に苦労し不

安を感じているに違いないと思っていたが、話を聞いていくうちに、私たちから見て不便

に思えるようなことも特段変わったことではないと受け入れ、健康に暮らしているのだと

いうことを強く感じた。

二日目には、島でのデイサービス立ち上げに関しての話や、保健師の方の話を聞いた後

に、班ごとに調査した内容をまとめ、発表した。様々、私が気づけていたこと、気づけて

いなかったことも再認識でき、非常に勉強になった。

後日、笠岡市の本土にて地域住民の方と笠岡市の各地域の課題についてはなしあった。島

に比べると陸のほうが大幅に生活環境としては、楽ではないかと考えていたが、住民の方に

よると島の人々と違い、車さえあればどうにかなるという認識から、住民同士の関わりが少

なく、いざ車に乗れなくなった時の不便や不安があるということが分かった。また住み慣れ

た町で一生を終えることを望む人たちの気持ちもより理解できた。 
 今回の講義全体を通して、普段では関わることのなかったであろう他大学の学生や教員、

また地域住民の方と話すことが出来たのは非常に勉強になった。普段考えないような真面

目な問題について議論し発表することも非常に良い経験になったと思う。 
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海社デイサービスほほえみを
訪問して・・・

１グループ

施設の概要

• 定員が１０名

• １日に来る人数は利用者の体調などによって変動あり、
利用時間も利用者によって異なる

• 民家を改装、スロープ、手すり設置

• １階でデイサービスを行っている

• 設立当初は週に３日営業していたが、現在は週に７
日営業している

施設の概要 デイの１日の流れ

• ９時 来所、朝の挨拶、体操、お風呂

• １０時 おやつ、脳トレ

• １２時 昼食、口腔ケア、休息

• １４時 おやつ、レクリエーション(体操、遊び)

• １５時半 随時帰宅

利用者の作品 みんなでカルタ！
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体操の様子 利用者からの聞き取り①

• 利用の目的

• Aさん：みんなに会いに来て話ができるから。

デイと外では話す内容が違うから自宅の近
くにデイがあってほしいわけではない

• Bさん：勉強するために来ている。

• Cさん：みんなに会って話したい。

聞き取りの様子 利用者からの聞き取り②

• この島のいいところは？

• Aさん：魚がおいしいところ。

• Bさん：魚がおいしいところと農業ができるところ。

• Cさん：魚がおいしいところ。空気がきれい。

＊昔は漁連から魚をもらっていたが、現在は生協な
どで買っている

利用者からの聞き取り③

• 家での様子

• Aさん：家では寝てばかり。お家ですること

もないし、あんまりさせてもらえないし・・・息
子夫婦と暮らしている。

• Bさん：農業をしている。

• Cさん：農作業ぐらい。夫と二人暮らし。

管理者からの聞き取り①

• 医療について

• 急変のときは水上タクシー、なければヘリ

• 体調が崩れたら白石の阿部先生に見てもらう

• 笠岡の病院に通院している人もいる
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管理者からの聞き取り②

• 地域性について

• 住民みんなで見守り態勢ができている

• 個人で農作物を作っているが個人個人で
作っているものは違うため交換をして協力し
ている

• 戦争で疎開してきたひとが多い

問題点

• 人材が集まらないのが困っている

• 人手の足りない施設へうまく回すため、スタッ
フは北木島だけでなく他の島へも行き来する

• これ以上、法律が厳しくなったら人材確保が難
しいから、運営ができなくなる可能性がある
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グランドゴルフの意義
• 運動

• ほかの住民との交流

• 楽しい

• 生きがいの一つ

• ゴルフ週二回 ８月以外年中

• ２～４時で３ラウンド

• 北木島に４つのチーム

• 大浦には２

• ２～４時で３ラウンド

• １年に２回チーム内の大会あり

島の暮らし

• カラオケは月二回

• 体操は週二回

• パソコン教室も市民センターで開催

• パッチワーク、絵、大正琴などもやっている

• 基本野菜は自給自足、お米は購入

• 基本年金生活

• 午前農業、午後自由活動

• 島出身者は少ない

• 島は多い人で週一回、少ない人で、月二回ほど出る

• 月一回笠岡にでて、お肉などを買いためる

• 土地的に稲作はできない

島の医療
・年一回検診船がくる

• 検査などは笠岡で

• 検査機器などがあればいいのに・・・

• 夜に医者がいない

• 診療所では薬もらうぐらい

• 診療所の開いてるときが

少なくなった

• 医療の現状には不満足

島のいいところ

• 人情

• 星がきれい

• 空気がきれい

• 海がきれい

• とにかくみんな仲がいい

• 地元民同士は気を使わなくてもいいため、気が楽

• 人がみんなやさしい

感想＆問題

• 島の方はみんな生き生きとしておられた

• 下の施設の使い方について

• 島民のニーズを本当に反映できているか

• 医療のニーズあり

• 例えば）

• 医療の現状には検査などができないため不満

検査機器などがあればいいのにー

夜に医者がいてほしいなー

診療所の開いてるときが少なくなった

• 島民と島外民の間で意識のずれがあるように感じた
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３グループ
デイサービスすみれ見学・聞き取り

報告

デイサービスすみれってどんなところ？

・デイサービスを利用されて
いる方は17名
・平均年齢は80歳代

・毎週4日（月・水・金・土）営
業

・スタッフは1日4人
・リハビリスタッフの方が週1
回訪れ、運動指導をしてくれ
る。

デイサービスすみれの1日
8：30～9：00 お迎え（徒歩、車いす、車その他状態に合わせて）

9:00～ 健康チェック（体温、血圧、脈拍など測定）

10:00～ お茶、機能訓練、入浴、レクリエーション

12：00～ 昼食、口腔ケア、休息

14：00～ おやつ、レクリエーション

15：30～16:30 お送り

利用者の方の意見
・施設への不満はほぼない。

→食事が充実している。

話し相手がいる。

施設にある文字が見えにくい。

・島で育ってきたので、最後まで島
にいたい。

・医者がそばにいないのが不便。

・家のことが心配といわれる方もい
た。

スタッフの方の意見

・軽自動車1台2人の送迎が限界で
ある。

→島の道が狭い、入り組んでいる。

→送迎時間の差で利用者の方に退
屈な時間ができることがある。

・週1回のリハビリでも利用者が物
足りなく感じることがある。

・デイサービスの中で緊急事態が
起きたときに迅速に対応できない。

感じたこと

・デイサービスを利用する方は、意外と元気な方も多い。

→ 雨の日も杖をつきながら傘を差す人

小走りで移動される人

・デイサービス＝元あった建物などの施設を利用している。

・きめ細やかな支援体制

→徒歩で来られる方にも送迎

連絡帳 など

27

別添３



今後の課題

・次世代の介護の担い手が少ない。

→デイすみれのスタッフの方も60歳前後

若者の流出が進む中でこのケア体制を継続できるか

・1人暮らしでデイサービスを受けたがらない人に対しての
はたらきかけ
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灰干しときずな便を見て
４グループ

きずな便とは

イオンのネット注文を一括で行う
☟

島に届いたものを各家に直接届
けに行く（週一度）

☜当日中に届けに行けない時
この冷蔵庫で保存している

例:台風で配達に行けない場合
:島に商品が届く時間の関係で
配達が翌日になる場合

背景

２～３年前、地域に店がなく
なったこと
→先を見据えて準備

変化
・新鮮な食材が手に入るようになった
・家にいても食材が手に入る環境になっ
た

・地域の見守り役を兼ね、交流につな
がった

今後の展開

店がある地域には積極的には声
をかけないが、要望があれば他
の島でも展開する予定

灰干しとは ①火山礫から火山灰をつくる
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②鮮魚の加工 ③灰干し工程

④真空加工をして冷凍で熟成
・背景
新しい産業を作りたいと考えた
一年間の試行錯誤を経て６～７年前から本格化
三宅島の技術を生かして日本で初めて商品化

・現状
製造は３～４人（島の女性、５０～６０代）

通常は月１回、お中元・お歳暮など繁忙
期は月３回の製造
作業分担はなし
収益は安定している
関東からの注文が中心

販売は工場とアンテナショップ（陸地部）
が中心

まとめ（灰干し）

• 利益を追求して
いるわけではな
く、島の特産を
つくることが目
的である。

• 特産品ができて
嬉しいという島
民の声が、仕事
のやる気につな
がっている。

灰干し・きずな便での聞き取りを
通して
• 灰干し・きずな便ともに島の産業であるが・・・

• 利益も追求しているというより、

灰干し：島ならではの産業をつくる

きずな便：地域住民の見守り

行政や、誰かがやってくれるのを待つのではなく、

島民自らやっていこうという力強さを感じた。
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石工さんインタビュー
５グループ

郎雪萌 柚原理恵 泉原康平 井口拓朗

箕浦彰子 神高千恵 阿野悟士

北木島

最盛期（昭和40〜50年）

現在

 人口：4,000人
 丁場：120ヶ所

 島以外からも働きに来ていた

 丁場によって、日当・待遇が異なっていた

 人口：900人
 丁場：1ヶ所

 島以外に働きに出ている

 丁場メインではなく、加工場がメイン

なぜ？

 人件費が中国の方が安い

→「中国で採石するほうが安い」「北木石を中国に
持って行って加工するほうが安い」

 技術の流失

→研修生制度による、掘削技術の伝播

 土地の広大さ

→良質な石が多く地層に存在

 貿易自由化

ジレンマ

・こどもに島に
戻ってきてほしい

・産業がない

・島を離れたくない！

・島を元気にしたい！

・こどもには良い
生活をしてほしい

ジレンマ

北木島に産業がないから
こどもに残って欲しいと言えない！
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別添 6 学生による元石工へのインタビュー記録 
 

A さんは現在 80 歳で、戦時中空襲が激しくなり大阪から北木島に引き上げてきたらしい。

昭和 26.7 年から丁場で働いていた。当時は労働基準局がうるさくなく、夜が明けてから日

が暮れるまで働いていた。休憩時間はそのうちの 30 分～1 時間ほどで、夏は 1~2 時間の休

憩だった。雨が降れば仕事は休みになり 6 月、9 月は仕事にならなかったという。給料は日

給で支払われており、仕事のできない 6 月、9 月は親方から前金をもらっていたそうだ。今

では月給でひと月ごとに勘定が締め切られるが、当時は半年勘定のようなものであった。日

給は、一番良かった時は昭和 40~50 年頃で 1 日 8 時間働いて 1 万円もらえていたという。

当時の 1 万円は現在の価格に換算すると 10 万円ほどであった。当時、生活は良かったが仕

事は厳しかったという。労働基準局の指導が入ってくるうちに、半年勘定からひと月勘定に

変わり、労働時間も 1 日 8 時間へと変わっていった。戦後まもなく島内だけでは人手不足

であったので、島の人は中学を卒業すれば石切り関係の職につくだけでなく、島外からも働

き手が来ており、島中から石を切り出している音が響いていたそうである。北木島の石切り

業が最盛期の時は丁場が 120 か所あったが現在では 1 か所のみとなっている。最盛期には

どの丁場も人手を求めており、石切りに従事していた人も日雇いだったので、丁場の日給に

より職人が頻繁に変わっていたという。そのような状況で終身雇用もほとんどないなか、採

石をする会社の社長は従業員に保険をかけようがなく、生命保険等も石工が各自でかけな

ければならなかった。その結果、石切り業の職業病でもある塵肺に苦しんでいる人の中でも、

当時労災をかけていた丁場で働いていた人は労災がもらえ、労災をかけていなかった丁場

で働いていた人は労災がもらえていないといった状況になっている。 
丁場に機械が導入される前は、トラックもないので手作業で切り出した石を運びだし、女

性は石の層にたどり着くまで、石の上にある土をのける作業をしていた。石を切り出す際は

ノミやハンマー、ダイナマイトを使って石を切り出していた。機械化されてからは、石を焼

き切るジェットバーナーやトラックを使って採石をしており、採石産業は活発になった。ジ

ェットバーナーは石を焼き切るため火薬より無駄がなく、火薬と違って平らなところにあ

る石もきれるという。ジェットバーナーの見本は北木小学校にあるそうだ。 
そのような状況も平成５年ころから変わっていった。中国産の石の輸入で、北木石が追い

やられているのだ。北木石が追い込まれたのには理由がある。中国の土地の広さ、人出の多

さ、人件費の安さである。北木島は土地が狭く、よりよい石をとろうとすれば下へ下へと掘

り進めなければいけない、しかし中国は広大な土地を持っているのでいいところから順に

採石していくことができるのである。それよりも大きな打撃となったのが中国の人件費の

安さである。北木島では 1 日 8 時間働くと 1 万円の人件費がかかる、一方中国は同じ時間

働くと 600 円しか人件費がかからないのである。衝撃的なのは、北木島でとりだした石を

中国で加工し、再び日本へ輸入しても日本で加工するよりずっと安くなるのである。中国の

台頭で北木島の石切り業は衰退し、石切りから石の加工、漁師に職を変えたものもいれば、

32

別添６



笠岡や福山の工場へ働きに行ったものもいる。そのようななか、最盛期には中学を卒業する

と石工になっていた人が、今では高校を卒業して北木島に戻らなくなっている。また、石工

は退職金や生活の安定がなく、A さんは子供を石工にしたくなく、子供を都会に出したそう

だ。 
現在 1 か所のみ残っている丁場では、東京の大学を卒業し就職した息子が北木島に戻っ

てきたらしい。その息子は、北木石は歴史のある石なので何とかしなければ！という思いで

島に戻ってきたらしい。A さんは、そのような考えを持った人が増えたら北木島も何とかな

るのではと考えている。同時に、石をとるという行為は環境破壊であり、いずれ資源が底を

つき、いずれは衰退するのではと考えている。 
A さんは、甘えの根性がこの島をおかしくしたと考えている。なので、井の中の蛙大海を

知らずという状況ではいけないと思い息子を外に出したという。現在息子は北木島に戻っ

ていない。また、A さんは、老人ホームには行きたくないし、老人ホームにも行きたくない、

北木島をもう少しよくしたいと考えて居る。できればここで一生を終えたいという親とし

てのプライドも持っている。 
ヒアリングの最後のほうでは当時と今とでは変わってしまった人間関係や考え方などに

ついて語ってくれた。戦前戦後、モノのない時代は鍋一杯にごはんを炊いて分け合って食べ

ていたが、現在はプライバシーを気にしすぎており、ごはんでも自分のところだけで済んで

おり、高校までにボランティアに参加したり、他人のごはんを食べたり、合宿をしたりする

ことがほとんどなくなっていることに憤りを感じている。そのような経験がないので、社会

人になって我慢がきかず、島に戻ってくるとおっしゃっていた。また、島に戻ってきた理由

が、「島をよくしよう！」ではなく、足をひっぱるとも言っていた。また、子供が少なく少

人数教育になっている小学校、中学校でもそれなりの良さがあるとおっしゃっていた。少人

数であることは発表能力を鍛えることができ、生きた教育となっているそうだ。また、生徒

だけでは校庭の草抜きなどができないので、生徒だけではなく保護者や地域の人も草抜き

などに参加するそうである。それによって、地域、保護者、先生の連携ができるそうだ。最

後に、東北に行くのも助けだけど、このような島に行くのも助けであるとおっしゃっていた。 
 
（丁場見学とヒアリングの感想）丁場見学を実際に見るまで丁場とはどのようなものか知

りませんでした。だから、実際に丁場を見てみて、NPO 法人の職員さんから丁場の説明を

聞いて、昔は丁場もにぎやかだったんだなと感じました。丁場について印象に残ったことは、

採石場が最盛期は 120 か所あったが、現在では 1 か所だけになったということと、地権者

と採掘する業者が違うこと多く、ワイヤーの数だけ業者があったという話です。以前丁場で

働いていた A さんに初めてお会いし、年齢を知ったとき、年齢の割に声もハリがあり背中

も曲がっておらず、とても元気そうだと感じました。話を聞いていくうちに、丁場や採石、

北木島の産業の衰退、少子高齢化、人口減少の話から少しずれた話題になりましたが、そこ

からこれからの人生に役に立つであろう大きな収穫をえました。一つ目は、井の中の蛙大海
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を知らずという状態と甘えの根性により島がおかしくなったという考えです。A さんはそ

のような考えを持っており、それではいけないと考え息子を島の外に出したそうです、そし

て島に戻ってこいともいっていないそうです。そこには、子供を生活の安定がなくきつい仕

事である石工にしたくないという思いがあったそうです。そして高齢になった今、A さんは

老人ホームには行きたくない、子のところへは行きたくない、北木島をよくしたいという考

えを持っており、できれば北木島で一生を終えたいそうです。このことについて、親が私に、

地元の大学に行くより岡山大学に行くことを強く勧めたことと少し重なると感じました。

高校のころ、親が地元の大学ではなく岡山大学への進学を強く勧めたのは、岡山大学の偏差

値のほうが高く、就活や就職後など、これからの人生が有利になるからではないかと思って

いました。また、岡山大学に進学が決まったとき私の親は自宅から通うのではなく、下宿す

ることを私に勧めました。勧めるというよりは、通える距離でしたが、通うという選択を与

えてくれていなかったと感じます。そのことについて、金銭面などで苦労は多少あるものの

ほかの面では自宅から通うより、岡山で下宿した方が良いと感じていました。それらのこと

について、北木島で A さんの息子の将来を思って息子を島の外へ出した話を聞いて、私の

親は岡山大学に進学することを勧めた理由に、一人暮らしをしたり、より都会に出すことで

視野を広めたり、自宅生ではなかなかできないような体験したりしてほしいといった考え

もあったのではないかと感じはじめました。なので、A さんにヒアリングをしてそのような

お話をきけてすごくいい経験になりました。 
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（別添7） 
 
笠岡市について グループ１ 
 
問題点 城見 
 地域には、スーパーや病院が少なく隣の市の場所に病院などへ行っている。送迎があるの

で送迎に頼っている。 
 認知症による徘徊 

 
問題点 今井 
 小学校の統廃合 
 バスの便が少なく買いものに行くのが大変 

 
問題点 富岡 
 市営民営団地には一人暮らしの高齢者が多く不安 
いい点 
 活き活き体操を実施 

 
問題点 番町 
 婦人会なくなる 
 登校班の廃止 
 高齢者の増加 
 地域の役職が一気に回ってくることもある 

 
まとめ 
 １人暮らしの高齢者が増加していき地域で暮らしを支えている 
 また地域だけでは限界があり市から地域への協力が必要 
 近い将来を考えると不安になる 

  

35

別添７



（別添8） 
 
笠岡市の課題 3グループ 
 
交通手段がないことが大部分の懸念を生んでいる 
EX)スーパーに行けない 
    生協高い 
    病院行けない 
 
引っ越しして、便利な生活を送ってもよいが、人との関わりがなくなってしまう。 
→寂しい！ 
 
現状を改善するためには？ 

交通手段を改善するのは厳しい→では住民にできることは？ 
 地域地域で集まりを作り、団結する！ 
 そして引きこもりなどをなくす！ 
 お互い助け合う 

 
そのためには？？ 
→若いうちから地域の集まりに参加しておく 
いきなり高齢になってからでは友人も作れないし、コミュニティに参加できない 
 
他にもでた意見集 
 訪問介護などが充実しているなら、ここで最後まで過ごしてもいいかな？ 
 健康でいれるなら、住み慣れている自宅で最期まで過ごしたい 
 歯科医が往診を行っているというのをしらなかった！ 
 島にくらべて、陸は危機感が薄い 
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（別添9） 
 
4グループ 発表 
 
大島地区 
（１）上手くいってること 
→ 見守り活動は上手くいっている（認知症等で曜日を忘れる場合も地域で声掛け） 
→ まちづくりの一環で収穫祭を年に一度開催 
→ お米や野菜を販売 
→ 安いし顔が見える商品なのでよく売れる 
→ これら共助が成功した秘訣はリーダーシップをとれる人の存在 
 
（２）課題 
→ 交通が不便 
→ オンデマンドバスを火・木・土（要予約） 
 
西の浜地区 
（１）上手くいってること 
→ みまもり 
→ 大島のように交通面での不便はあまり感じていない 
 
（２）課題 
→ 生き生きサロンに参加する人数が少ないのが課題 
 
まとめ 
 同じ笠岡市内でも地域性があり課題が大きく異なる 
 共助の浸透にも差がある 
 共助を浸透させる秘訣は旗振り役の存在 
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（別添 10）  

（別添 10） 
 
5グループ 
 
地域での取り組み 
 １００歳体操 
 土日でのカフェテラス 
 グラウンドゴルフ後での交流会 
 民生、社会福祉協議会などが痛一体となって支えあいの介護をしている 
 配食サービス 
 週一回のサロン活動（居場所づくり） 

 
課題 
 集まりの場を作っても、出てくる人がきまってくる。 
 体操などに行きたいけど、足が悪くていけない人も・・・ 
 ボランティアをする人も決まってる。（少ない） 
 一人暮らしをしていると不安。集まって情報共有する場所がほしい。 
 地区全体でどう助けていくかを考えるのが難しい。 

近隣の人で支えあうという現状がある。 
 後継者の問題 

 
解決策 
 居場所づくり 
 将来的に、自分のためだと自覚してもらう。 
 行政・住民の本気度 
 有償ボランティアという選択肢も 
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編集後記 
 
現代では、グローバル市場での競争力を維持するために、あらゆる無駄の切り捨てが余儀

なくされてしまう。この傾向は教育においても当てはまる。日本においては、近年、教養教

育の重要性を再認識し、見直す方向に転換してきているものの、1991 年の大学設置基準の

大綱化以降、教養部を解体し、専門教育を重視する傾向にあった。この傾向が、批判的に思

考する能力、世界の諸問題に取り組む能力、他人の苦境に共感して想像する能力の養成を妨

げることになったと思われる。その結果として、厳しい現実の変革に貢献するよりむしろ現

実を再生産する役割を助長し、様々な問題に対して、他者の決定やなりゆきにまかせるよう

な人材を社会に送り出していたのかもしれない。 
岡山大学では、2011 年の森田潔学長の就任に伴い、森田ビジョン「学都構想」として、

社会の持続的発展を目的とした学都岡山創生プロジェクトをスタートさせた。その一つの

柱が実践型社会連携教育プログラム（実践型授業）である。実践型授業は、学生が想定の範

囲を超える、解答のない問題に適切に対応できる判断知と先見性、不確定な未来を社会の

人々と担っていけるだけの責任感、連帯力、気概といった能力を身に付けることを目指して

いる。 
同大学地域総合研究センターは、4 領域（教育再生、医療、技術・環境、まちづくり）に

おける実践型授業の企画・調整・運営を担当している。「多職種連携と地域包括ケアのワー

クショップ」は、地域に出向いて、地域医療・介護の課題を抽出し、解決策を考えることを

目的とし、2010 年から毎年、希望者を対象に実施してきた課外活動である。今年度から授

業化し、8 名の学生が履修した。 
「実践型授業」には、学内異分野はもとより、他大学や地域との連携が不可欠である。今

後、学生に対しては多様な学びの場を提供するために、履修生の増加や授業の改善を進める

とともに、地域に対しては医療・介護のまちづくり（地域包括ケア）の確立に貢献できるよ

う努めてまいりたい。 
最後に、学際的、地域実践型の取り組みにご理解いただき、ご多忙な中、準備段階から合

宿の実施、市民講座の開催まで、あらゆる面でご協力いただき、研修費の減免、市民講座会

場の提供等のご支援をいただきました、笠岡市役所健康福祉部の藤井一男部長、同部健康医

療課の網本善光課長、応本誠志氏、保健師の西江雅子さんをはじめ、同課の皆様に深く感謝

いたします。また、開催の準備や実施にご助力いただいた、NPO 法人かさおか島づくり海

社の文屋雅子さん、岡山大学地域総合研究センターの近藤亜希子さん、石川紫乃さんに心よ

りお礼申し上げます。 
 
岡山大学地域総合研究センター 助教  
山川 路代 
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