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はじめに

　「多職種連携と地域包括ケアのワークショップ」は、2015 年度から岡山大学の正規の授業と
して実施しています。内容は、講義、１泊２日の北木島での合宿、笠岡市での認知症サポーター
養成講座と愛育委員などの方々との合同研修会です。岡山大学と川崎医療福祉大学の学生と教員、
笠岡市役所職員、笠岡市民が主たる参加者です。
　この授業のテーマは「人々の暮らしを考える」ことで、北木島の合宿では、島のデイサービス
を訪問してお年寄りや職員の方々に話を伺いました。加えて今年は、数名の高齢者のご自宅を訪
問し、現在の暮らしぶりやこれまでの生活史を伺うことができました。
　私にとっても、お年寄りと談笑したり、島歩きをすることは、楽しい体験です。90代のお年
寄りも快活に学生と話をされますし、認知症の方が学生に気を遣って声をかけてくれたりもしま
す。80代以上の方が多いのに島の診療所に医師が来るのは週１回など、生活の条件は非常に厳
しいですが、住民は知恵を出し合い、みんなが島で生涯を全うできるように工夫しており、感銘
を受けます。
　島では、人と人とのつながりが深いコミュニティが基盤になり「高齢者の見守り」が行われて
います。もう一つ注目されるのは、「このままでは島は沈没する。島同士で協力して島を再生し
よう」という趣旨で笠岡諸島の有志が立ち上げた「かさおか島づくり海社」の存在です。われわ
れが見学したデイサービスは、このNPO法人によって創設されたものです。そして、こうした
状況を笠岡市役所がバックアップしています。ここでは、住民の自助と互助、NPOによる共助、
市役所による公助がうまく組み合わされていて、超高齢社会の一つのモデルになっています。
　西江雅子さん、今城慶太さんはじめ笠岡市役所の皆さんには、今回も全面的な支援を頂きまし
た。島づくり海社の方々には、宿泊提供、デイサービス、自宅訪問のセットなど、大変お世話に
なりました。認知症サポーター養成講座をお願いした笠岡市社会福祉協議会などの皆様、研修会
を企画された笠岡市愛育委員協議会の皆様にも深く感謝します。川崎医療福祉大学の竹中麻由美
教授には今年も、ワークショップや講演を通じて全面的な指導を頂くとともに、運営全般につい
て細やかな目配りをしていただきました。リハビリや社会福祉を専門とする同大学の学生との交
流も、岡大生には学ぶところが多いものでした。本学地域総合研究センターの皆様には物心両面
で様々な支援を頂きました。これらの皆様に深く感謝を申し上げますとともに、私どもの運営に
一部行き届かない点があったことにつき、おわびを申し上げます。
　学生たちには、この授業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
います。同時に、この授業をきっかけにして、自分の生活や学習などのあり方を見直すべきは見
直し、これからの学生生活をより充実したものにしてほしいと願っています。

2019 年 12 月 27 日
岡山大学大学院医歯薬学総合研究科（医学部）　教授　浜田　淳
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１　概　要

１－１　授業の概要
　岡山大学は川崎医療福祉大学と連携して毎年、実践型社会連携教育として、授業のテーマを「島
しょ部の人々の暮らしを考える」と位置づけ、岡山県笠岡市の笠岡諸島をフィールドの地として、
笠岡市、地元NPO、愛育委員の皆様など、地域のご協力により、多職種連携と地域包括ケアの
学びやワークショップ授業を実施しています。
　本授業は、岡山大学が定めた実践型教育の定義「実践型社会連携教育のタイプ分けの基本」の
うち、島しょ部における地域包括医療ケアをテーマに、「判断基準」：社会連携した実践活動の度
合い Aタイプ「（a）地域や企業等の現場に出向き、（b）その時間数が全授業時間数の３分の１以上、
（c）成果報告会を開催する（学外の関係者が参加し、授業自体の評価をすることが望ましい）の
３条件を満たす。」を忠実に守り授業を実施しています。
　具体的な授業日程と授業全体のカリキュラムは下記の通りで、２単位の授業となっています。
　　①　10月１日（火）７・８限　�16：20 ～
　　　　オリエンテーション（岡大津島キャンパス）
　　②　11月 19日（火）７・８限　16：20～
　　　　事前講義（岡大津島キャンパス）
　　③　11月 23日（土）～ 24日（日）
　　　　笠岡諸島北木島合宿（宿泊研修施設「石切りの杜」）
　　④　12月 7日（土）� � 10：00 ～ 11：30　認知症サポーター養成講座
　　　　（笠岡市保健センター内）� 13：30 ～ 16：00　笠岡市愛育委員協議会研修会
　　⑤　12月 17日（火）７・８限　16：20～
　　　　まとめの講義（岡大津島キャンパス）

※岡山大学津島キャンパスでの授業は一般教育棟 C25 教室

　対象を全学とし、文系、理系、医歯薬系の学生から幅広く募集し、川崎医療福祉大学でも呼び
かけをお願いいたし、今年度の参加者は、岡山大学８名、川崎医療福祉大学７名となり、総勢
15名で実施しました。
　カリキュラム編成の留意点は、学生が異分野（介護・福祉・医療を通じた地域包括ケア及び多
職種連携）、異社会（大都市とは異なる岡山県内で最も少子高齢化が進行する島しょの社会）、異
文化（日本が古来由より受け継いできた島の歴史、文化、風土、暮らし）の経験知を得ることに
より、現場で必要な、対話力、創造力、行動力、統率力、決断力を涵養し、実践の現場で適切な
判断をくだすことができる能力（実践知）の修得を目指すことに置いています。
　担当教員は、責任者が医学部の浜田淳教授、サポート役として川崎医療福祉大学医療福祉学部
の竹中麻由美教授、地域総合研究センターの三村聡教授の３名です。
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　地域のサポーターとして、笠岡市保健福祉部西江雅子地域包括ケア推進室長（保健師）、学生
たちの指導に笠岡市の今城慶太氏がついてくださる体制で実施いたしました。また、島でのプロ
グラム全体のコーディネートを、NPO法人かさおか島づくり海社が、当日のお世話を森本洋子
副理事長が、担当してくださいました。
　実践教育の現場である笠岡市ならびに NPO法人かさおか島づくり海社に協力を仰ぎながら、
岡山大学と川崎医療福祉大学が連携して学習計画を作成いたしました。2019 年度の実践型講義
は、笠岡市北木島での合宿、笠岡市内での愛育委員との合同研修等現場での体験学習を通じて、
人々の暮らしについて考える内容となっています。
　その授業計画は、以下の通り３段階に分かれます。
　まず事前学習で課題を明確にし、現地調査の目的を学生たちは理解、授業の準備に入りました。
そして、笠岡市北木島でのフィールドワークを経て、現地での活動や学び、その成果を 200 名
を超える笠岡市愛育委員の皆さんの前で報告いたし、その活動を経て、主担当教員の浜田淳教授
が中心となり、振り返りの授業を実施しました。
　そこでは、現場体験では理解の落とし込みが不十分であった点を、学生が提出した成果報告を
活用して意見交換を行い、教育効果を高めました。

１－２　北木島の紹介
　はじめに北木島について簡単に紹介いたします。
　北木島のある笠岡市（かさおかし）は、岡山県の南西部に位置し、面積は 136.24㌔㎡、西は
広島県福山市に隣接する、人口 47,918 人（男 22,996 人、女 24,922 人）、世帯数は 22,208 世
帯（令和元年 11月末現在）の都市です。また、高梁川流域の倉敷市を中核市とした備中経済圏
域及び福山市を中核とした備後経済圏域の二つと関係性が深い都市であり、瀬戸内海に面し、南
には大小 31の島々からなる笠岡諸島（有人７島）がひろがります。
　今回の授業のフィールドである北木島は、面
積 7.50 平方キロメートル、世帯数は 493 世帯
（大浦地区 204 世帯、楠地区 24 世帯、豊浦地
区 87 世帯（内外国人混合世帯３世帯）、金風
呂地区 178 世帯）、�人口は 759 人（男 329 人、
女 430 人：大浦地区 298 人、楠地区 34 人、
豊浦地区 135 人（内外国人３人）、金風呂地
区 292 人）となっており、島の高齢化比率は
70％の水準であると推測され、深刻な高齢化
と人口減少が続いています（令和元年 11月末現在）。
　1953 年に制定公布された離島振興法は、産業や教育、医療や生活基盤が脆弱な島しょ部への
手厚い国庫補助事業によって社会資本を整備し、教育や医療などの環境改善を図る根拠となって
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きました。しかし、近年、急速に進む高齢化、若年層での人口減少、都市への人口集積、そして
国や地方財政の悪化により、公助から共助・自助による、島の暮らしの維持が求められる時代に
なりつつあります。
　今回の授業で訪れた北木島も、こうした時代の流れに直面しています。
　一方で、笠岡市のホームページによれば、「北木島の歴史は長く、瀬戸内備讃諸島を代表する
石の産業文化で島は繁栄を遂げてきた歴史があります。島々の巨石が存在した特性を活かし花崗
岩と石切り技術は長きにわたり日本の建築文化を支え、「北木御影石」として知られる石の島と
して大阪城の石垣や日本銀行本店、三越本店、日本橋、靖国神社の大鳥居など、多くの構築物に
北木石が使用されてきました。（中略）世紀を越えて石を切り出した丁場（ちょうば）は独特の
壮観な景観を形成し、石にまつわる信仰や生活文化、芸能が継承されています。」と紹介されて
います。
　後述の日本遺産に認定された決め手も、この石が有する産業文化が評価されたためです。

１－３　NPO法人かさおか島づくり海社
　次に、ご指導やコーディネートを頂いたNPO法人かさおか島づくり海社について簡単にご紹
介します。
　理事長の鳴本浩二氏によれば、その設立経緯を同NPOのホームページで「離島としてのハン
ディキャップを抱え、過疎、超少子高齢化が深刻化する中、1997 年６月に７つの島の有志たち
が集まり「このまま何もしなかったら島は沈没してしまう。笠岡の島同士が協力し合って島を再
生していこう。」と呼びかけあい、「島をゲンキにする会」を立ち上げた。夜な夜な酒を飲みながら、
島をどうしたら元気にできるか・島に何が必要かについて話し合う日々が始まった。そうした話
合いによって、お互いが他の島のことをほとんど知らなかったことが改めて分かる。そこで、「島
同士でお互いに知ることから始めよう。訪問し合って島同士で島民みんなが一緒に参加してやれ
ることを何かしよう。」という話になり、合同でのイベント開催を企画することになった。」と語っ
ています。
　島の生活の実態をお教えいただくために、学生たちのコーディネートをお願いいたしました。
　詳しくは、内容がとても充実している同社のホームページをご覧くだされば幸いです。
　NPO法人かさおか島づくり海社　https：//www.shimazukuri.org/

１－４　愛育委員
　また、この授業で大変にお世話になりました愛育委員について、岡山市のホームページから簡
単にご説明いたします。
　愛育委員とは「私達の住んでいる地域には、健康と福祉に関わるいろいろな問題があります。
それを自主的にとりあげ、問題解決のためにどうすればよいかを話し合い、手を携えてそれにと
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りくみ、健康で豊かなまちづくりを目指している組織を地区愛育委員会といいます。そして、愛
育委員会に属し、愛育活動をする人を愛育委員と呼びます。」と定義づけられています。また、
それを支える上部団体に「岡山県愛育委員連合会」があり、同連合会は、乳幼児から高齢者まで、
地域の方の健康づくりのボランティア活動を各自治体と連携協力しながら支援しています。
　急速に進む高齢化や過疎化のなかで、愛育委員の皆さんの活動が、自助や共助を支える原動力
になっています。本授業計画は、以下の通り３段階に分かれおり、まず事前学習で課題を明確に
し、現地調査の目的を学生たちは理解、授業の準備に入りました。そして２度にわたる笠岡市で
のフィールドワークを経て、現地での活動や学び、その結果を、笠岡市保健センターギャラクシー
ホールにて 200 名を超す来場者を前に笠岡市愛育委員の皆様の報告に合わせて学生が報告いた
しました。
　このような活動を経て、主担当教員の浜田淳教授が中心となり、振り返りの授業を実施、現場
体験では理解の落とし込みが不十分であった点を、学生が提出した成果報告を活用して意見交換
を行い、教育効果を高めました。

２　授業実施内容

２－１　フィールドワークとしての笠岡諸島北木島
　10 月１日のオリエンテーション、11 月 19 日の事前授業
を受けた学生たちは、11月 23 日早朝笠岡港に集合、待合施
設にある「かさおか地域創生コモンズ」のスペースを利用し
て、11 月 23 日、24 日の一泊二日の行程について事前の打
ち合わせを実施しました。
　この地域創生コモンズは、岡山県立大学が中核大学となり、地域の大学や関係団体と連携して
地域の創生を進める活動である「文部科学省 COC ＋地（知）の拠点事業」

1

の一環として、その

1　�文部科学省「COC ＋地（知）の拠点事業」：本事業の概要を岡山県立大学のHPから引用「岡山県立大学を代表校とす
る「地域で学び地域で未来を拓く ‘ 生き活きおかやま ’ 人材育成事業」は、岡山県、県内自治体の政策課題も取り込み
ながら、これまで岡山県立大学が取り組んできた「教育改革」、「域学連携」、「産学連携」活動を、県内大学、自治体、
企業、NPO団体等と協働して設置した「おかやま COC+ 推進協議会」を推進組織として進化・発展させ、地域を志向
する人材の育成とその受け皿づくりを行い、若者の地元定着率の向上を目的とした事業です。このために、岡山県をは
じめ、各事業協働自治体の創生総合戦略を反映した下記３つの目標を設定し、本事業期間内（平成 27年度～平成 31
年度の５年間）を通して、「教育改革」、「域学連携」及び「産学連携」活動を相互に連携・実施しながら、若者の地域
定着を進める産・学・官・民協働の体制を整備し、地域で学び、地域を志向し ‘ 生き活きおかやま ’ を創生する人材を
育成します。参加大学は、岡山県立大学（COC+ 大学）、岡山大学、岡山理科大学、ノートルダム清心女子大学、就実
大学、山陽学園大学、吉備国際大学（COC 大学）、倉敷芸術科学大学（COC 大学）、くらしき作陽大学（COC 大学）で
あり、それを自治体から、岡山県、総社市、笠岡市、備前市、真庭市、岡山市、倉敷市、高梁市が、さらに経済団体や
地域組織から、岡山県経済団体連絡協議会、岡山県商工会議所連合会、岡山県経営者協会、一般社団法人岡山経済同友
会、岡山県中小企業団体中央会、岡山県商工会連合会、公益財団法人岡山県産業振興財団、中国銀行、トマト銀行、一
般財団法人岡山経済研究所、山陽新聞社、特定非営利活動法人岡山NPOセンター」などがメンバーに加わり、オール
岡山の体制で岡山の人材育成と地方創生を進めています。
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事業協働機関である総社市、笠岡市、備前市、真庭市、赤磐市に設置、参加大学や自治体、NPO
団体等が連携する拠点となるものです。
　笠岡市の「地域創生コモンズかさおか」は、平成 29（2017）年３月に設置され、学生や地域
の皆さんが集い地域の課題解決について語り合う拠点としての機能を果たしています。
　岡山県立大学では、複数の大学と連携しながら、「地方創生を目的に地域の大学が連携して地
域課題の掘り起こしや解決策に対して、岡山創生学の地域実践科目との連携も図りながら学生の
参加を促し、地域を志向した教育を推進します。また、地域の様々な分野の方々との交流の場と
しての機能を構築し、地域や産業のニーズに対して、参加大学の持つ研究シーズを有効活用しな
がら、地域活性化に貢献します。」としたスタイルで授業展開をされています。
　私たち岡山大学の授業は、岡山大学の実践型社会連携科目の定義や単位認定の条件に基づき全
学展開しています。その点では、岡山県立大学が実施されている岡山創生学の地域実践科目とは
異なりますが、「地域の様々な分野の方々との交流の場としての機能を構築し、地域や産業のニー
ズに対して、参加大学の持つ研究シーズを有効活用しながら、地域活性化に貢献します。」とい
う趣旨やコンセプトでは共通な問題意識に基づく授業科目であると言えます。

２－２　北木島初日の学習と生活（11月 23 日）
　合宿初日は、参加者全員の集合を待ってから、チャーター
便の高速艇で一路北木島を目指しました。北木島では、介護
ケア施設や高齢者のご自宅を訪問、地域社会の実像を学ばせ
て頂きました。
　まず、笠岡市とNPO法人かさおか島づくり海社のご協力を得て現地視察を２コースデイサー
ビス「すみれ」と「ほほえみ」を訪問して現地で利用者や運営管理者から実態をヒアリングさせ
て頂きながら実践的な学びを行いました。デイサービスとは、日帰りで、専門施設に短時間介護
サービスを受けられるサービス形態を言います。主に在宅で介護を受けている高齢者が通って利
用するサービスで通所介護ともいい、送迎付きで食事や入浴、レクリエーションなどを受けられ
ます。笠岡諸島では、NPO法人かさおか島づくり海社が、４カ所運営されています。
　同NPOのホームページを引用させて頂きます。
　「かつて笠岡諸島の福祉施設やサービスは、動くデイサービス船「夢ウェル丸（平成５（1993）
年就航、平成 26（2014）年３月終了）」が各島の港へ月２回ずつ運行するのみでした。しかし
島で１日でも長く暮らしたいと願う多くの高齢者、またそのご家族にとっても、より充実した介
護サービスは悲願であり、高齢化が進む笠岡諸島では、喫緊の課題でもありました。
　そこで、同 NPOでは「住み慣れた島から離れることなく、その人らしく生きていけるよう、
地域みんなで支えたい」との想いのもと、平成 19（2007）年２月、北木島に海社デイサービス
「ほほえみ」を立ち上げました。



参考：デイサービス「ほほえみ」のサービス概要（同法人HPから引用）
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　その後、「すみれ（北木島）」「だんだんの家（白石島）」「うららの家（真鍋島）」と順に開設し、
今では笠岡諸島内に計４か所運営し、高齢者の願いの実現と島の雇用の確保に努めてきました。
また、雇用創出・人材育成の一環として、行政と協働で介護ヘルパーの養成にも取り組んでいま
す。」
　このような、身体を動かすことや、仲間ができる社交の場を提供することで気分のリフレッシュ
を図り、閉じこもりを防止、孤独の解消や、ストレスの軽減、精神面での維持向上を図り、さら
には一定期間介護が必要な高齢者を預かってくれるという点で、毎日介護を行っている家族の負
担軽減も大きな役割となっています。
　学生たちは、熱心にご担当の方からの説明に耳を傾け、積極的に質問をさせて頂きました。さ
らに、サービスを受けている皆さんとも会話を進めて、若い頃の思い出話や島の歴史、日頃の暮
らし向きや医療環境、そしてこのサービスの良さなど、熱心にヒアリングをさせて頂き、ゲーム
や歌も一緒に楽しみました。
　（学生たちがレポートにまとめた「４　学生レポート」をご参照ください）

　さらに島歩きの時間を含めて、NPOの事務所で昼食をとらせて頂きながら、同NPOの副理事
長をされている森本洋子さんから、多彩な活動に関する熱のこもった話題提供と島の医療ケアや
産業の推移、子育てや島の行事とまちづくり活動、過疎化や島の将来ビジョンなど、諸々の島民
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パワーと課題について講義を受けました。また、笠岡諸島が日本遺産
2

に登録された話題につい
てもお聞きできました。
　さらに、NPOのコーディネートにより、島の方のご自宅を訪問して実際の暮らしぶりを 4班
に分かれてヒアリングを実施しました。
　そして夕方から、グループごとにヒアリング結果をまとめて、さらにコミュニティ活性化に向
けた提案書の作成を行いました。夜は、島の皆さんとの意見交換や交流の時間を設けて頂き、さ
らに深く島の魅力や課題について本音の声に耳を傾けさせて頂きました。

　指導は、専門的な知見とフィールドワークのまとめ方について、岡山大学は医学部浜田教員、
川崎医療福祉大学は竹中教員、地域社会やコミュニティの課題について岡山大学の三村教員が担
当しました。
　また、笠岡市の島民の暮らしぶりについて今城慶太氏から、具体的に解説を頂くことが出来ま
した。

２－３　北木島二日目の学習と生活（11月 24 日）
　朝食を済ませた学生たちは、グループごとに活動報告と提案書の作成作業を継続します。
　本島から、朝一の船で駆けつけて下さった笠岡市保健福祉部西江雅子地域包括ケア推進室長（保
健師）の到着を待ち、西江さんの到着にあわせて授業がスタート、西江さんから笠岡市はじめ島
しょ部が抱える地域医療・ケアの現状と課題、そして取組の重点施策や今後の見通しについて具
体的な講話を受けました。
　学生たちからも積極的な質問や感想が出され、前日の現場教育の成果を感じることが出来ました。

2　�日本遺産とは、文化庁が地域の歴史的魅力や特色を通じて文化・伝統を語るストーリーを「日本遺産」として認定し、
地域活性化を目指す取組です。ストーリーを語る上で欠かせない魅力溢れる有形や無形の様々な文化財群を、地域が主
体となって総合的に整備・活用し、国内だけでなく海外へも戦略的に発信していくことにより、地域の活性化を図るこ
とを目的としています。日本遺産は、2020 年に東京で開催のオリンピック・パラリンピックに向け、100 件程度が認
定されることになっており、このたび、笠岡市を含む 2市 2町の取組が評価され、認定されました。
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　さらに、竹中教員の指導とコーディネートで、グループ討議が続き、最終的な「私たちにでき
る島で活動や島へのお手伝い」をテーマに、具体的な提案企画の策定作業が行われ、昼食後、そ
れをチームごとに発表して、二日間の日程が終了しました。
　利用させて頂いた「石切の杜」施設をお借りした時よりもきれいに掃除してお返しすることを
合言葉に全員で清掃作業を行いました。
　玄関先で集合写真を撮影し、港へ行くと既にチャーター船が待っていてくれ、速やかに乗船し
て、北木島を後にしました。
　とても有意義な授業時間を参加者全員が共有することが出来ました。

２－４　笠岡市愛育委員協議会研修会（12月 7日）
　愛育委員の皆さんは、地域全体の健康づくりや、赤ちゃんからお年寄りまで幅広い世代へのき
め細やかな「声かけ」や「見守り」を通し、生涯にわたる健康づくりのお手伝いをする組織で自
治体から委嘱を受け地域の暮らしを支えています。
　12月７日は、午前に岡山大学の学生は、認知症サポーター養成講座へ参加し、午後は川崎医
療福祉大学の学生も合流し、笠岡市愛育委員協議会研修会に参加しました。

【認知症サポーター養成講座】
　講座は、10 時～ 11 時半まで、サンライフ笠岡の第一研
修室で行われました。地域包括支援センターの高木さんをは
じめとする笠岡市社会福祉協議会のみなさん、そして介護経
験者の三浦さんらに講師を務めていただき、岡山大学の学生
7名が受講しました。
　「認知症を学び地域で支えよう」という標準教材の冊子を使って、認知症について詳しく、わ
かりやすく説明があったのち、講師のみなさんによる寸劇も２度にわたって行われ、学生も理解
を深めることができました。学生たちは、「認知症の家族の会に入って、落ち着いて介護ができ
るようになった」「介護者の話を聞いてあげる、ねぎらいの言葉をかけてくれることもうれしい」
といった介護経験者のお話にも感銘を受けていました。
　講座の最後に、学生は、講師陣から感想を求められました。一人ずつ自分の言葉でしっかりと
感想を述べる姿を見て、北木島で高齢のお年寄りと交流をもった経験が生きているように感じま
した。
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【愛育委員協議会研修会】
　笠岡市の職員や愛育委員の皆さんの活動報告や情報提供などの講話にあわせて、学生代表が先
日の北木島で実施した「地域包括医療ケア」授業の活動報告をさせて頂き、続いて、竹中教員、

浜田教員、三村教員の３名がリレー講演をさせて頂きました。
　急速に進む少子高齢社会に創意工夫を重ねながら地域社会を守る愛育
委員の皆様の活動に頭が下がりました。

　12 月８日、加藤勝信厚生労働大臣に貴重なお時間を頂き、
この笠岡諸島での地域包括医療ケア授業や笠岡市での愛育委
員さんなどの地域活動について、さらには平成 30（2018）
年７月豪雨災害への復旧・復興支援や地方創生活動の取組み
について、SDGs の視点を踏まえ、ご説明の機会を頂戴いたし
ました。
　厚生労働省の政策スタンスからコメントとアドバイスを頂戴いたしました（コーディネート頂
いた小林義明県議会議員に感謝申し上げます）。
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２－５　振り返り学習（12月 17 日）
　プログラムを終えた学生たちは、今回の学びについてレポートにまとめ岡山大学は浜田教員に、
川崎医療福祉大学は竹中教員に提出しました。
　岡山大学では、12月 17 日の授業で各人が報告、それを聞いた学生がコメントを行う流れで、
振り返りの授業が行われ、主担当の浜田教員から、丁寧に個別学生ごとに評価や感想、指摘事項
を述べてアドバイスを行い、副担当の三村教員が、地方創生全体の知見からコメントを行い、全
授業の過程を終了しました。
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３　学生レポート
多職種連携と地域包括ケアのワークショップ レポート 

岡山大学　経済学部　２年
北木島の内情と展望 

　今回の授業では、主に笠岡市北木島での合宿を通して、多くのことを感じ、考え、学ぶことが
出来た。北木島には、島であるが故の特色が多々見られた。�
　まず、良いと感じた側面をあげていく。北木島は総人口が少なく、高齢者の比重が大きかった。
そのため、高齢者の介護の仕組は、高齢者が高齢者を支える老々介護であった。そしてその実情
は、他人同士の介護ではなく、昔世話をしてくれた人や親戚にあたる人を介護するというような、
深い関係にあるということが分かった。職を求め島外に出ていった人も、数十年後に家族の元へ
戻ったり、友人を連れて戻ったりすることで島の労働力が完全には無くならないという状態を維
持しているようであった。介護施設で働く人は、昼は介護士として働き、夜は隣人として支え介
護が必要な人を常に見守ることで、通常の介護よりも密接なものにしている。また、余暇を活か
して野菜などを育てる人がいて、お裾分けという形で物々交換をすることで、余剰物を別の物に
変えて互いに生活を支えているようであった。小さな島の中で生活を続けていくためには、上記
のように、互いに助け合うという関係が重要で必要不可欠なのである。�
　次に、問題点をあげていく。まず、日常雑貨屋や食料を調達できる店が非常に少ないと感じた。
島の人は、近所の雑貨店に行くか、島を出て自ら買い出しに行くか、通販などで注文することで
必要なものを調達している。島の内外へ行き来するための交通手段としては、定期的に運行され
る船のみであるようだ。島内に医者がいないため、救急の用ができた時でさえも容易には診療す
ることが出来ない。一方で、生活のための物資の運搬の際にかかる運送費のうち何割かは税金か
ら補助金が出ているため、島民の負担は若干ではあるが軽減されている。しかしながら、島民と
は関係ない人にとっては、島民にかかる補助金は無駄な費用であると感じる人も少なくないであ
ろう。加えて、海を渡ってくる猪は大きな脅威であると思われた。小さな島であるが故、海を渡っ
てくる猪が島民に遭遇し襲われる可能性は通常よりも高く、農作物が荒らされ生活を脅かしてい
ることが島民の話からうかがえた。そして、これが最も大きな問題であるが、若者が非常に少な
いと感じた。島内の平均年齢は 60代を超えていて、産業を活気づけたり、現状より便利にする
ことは非常に厳しいのではないかと感じた。諸々を踏まえると、好んで北木島の中で暮らすよう
なインセンティブがあるようには思われなかった。おそらく、島外で暮らしたほうが、生活の豊
かさという点で、島の内外問わず全体の幸福度は高くなるのではないかと考えた。�
　以上のように、北木島での合宿を通して、介護問題や高齢者の暮らしについて深く考えること
ができた。北木島の人々は人と人の密接な関係によって暮らしを続けていけていると感じた一方
で、様々な問題も見受けられた。現状は何とか生活が続けられているが、十数年後に同じように
生活できているとは想像しがたい。いずれにしろ、これほどまでに介護や高齢者について思案で
きたことは私にとって大きな財産である。
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島の課題解決アイディア
岡山大学　医学部保健学科　２年

現在の取り組み
　黄色い旗や、救急医療情報セットを配布する、公文式の導入など、手間とコストのかかる取り
組みを行う笠岡市の積極的な姿勢があるだけでなく、実際にその旗を使用する高齢者、その旗を
確認する民生委員、地域住民の姿勢がとても積極的であると感じた。またいきいき�100 歳体操
が各地で行われているなど、インフォーマルなサポートも非常に熱心であると感じた。
　また、西保健師の取り組みも、根拠のある効果のある取り組みを探し、説得し、行い、民生委
員の負担が大きく止めるなど、�evidence�based および�PDCA サイクルが活動の根底にあることを
感じた。
　デイサービスに行くこと、文化祭があることが比較的元気な島民の楽しみになっていることを
感じた。自分の趣味活動への目的となり、充実感、また、自己肯定感を得ることができるため好
評なのだと予想する。また、他の人との関わりが生まれることでも意味のある集まりだと考える。

人不足に対するアイディア
　島にはいくつか課題があると考えるが、まずは人不足の解消から取り組むべきと考える。その
ために介護施設が協力雇用主となり、出所者等を受け入れることを提案する。これにより島の空
き家の活用とセットで人不足の解決を図る。更生を支援する側から見ると、島であるため、娯楽
へのアクセスが遠いことがメリットになると考える。また、スタッフには情熱を持った人や、誠
実に働く人が多いように感じたので、悪い環境に影響される心配が少ないこともいい環境である
と考える。施設側としては、刑務所によっては介護福祉士の資格を得られるところもあるため、
有資格者をまずは雇用することで既存スタッフのスキルアップにも繋がると考える。さらに、一
定期間助成金が出るため、費用面での負担が多くないことも十分メリットになると考える。これ
によりある程度人材に余裕ができるようになった後、老人施設ではなく、富山型を基本とした施
設へと変更し、子ども、引きこもりの受け入れも行う。

島の産業作りのアイディア
　６次産業を起こすことを検討したが、島では各産業自体の規模が小さいこと、成功率が低いこ
となどから、助成金が使え、小さくビジネスをスタートしやすい農商工連携の方が適切と考える。
日本の各地で防空壕、海、炭鉱を用いた熟成酒の取り組みがある。中国地方でも酒を海で寝かす
試み［3］、［2］、シュトレンを石切場で寝かす試み�［3］が既にある。数量限定であること、珍
しい取り組みであることが付加価値となっていると考える。また、取り出す時に同席するなどの
オプションをつけることで一層の特別感を味わえると考える。
　そこで島であることを利点とし、海での熟成サービスに力を入れることを提案する。周辺の市
町村の酒蔵と提携し、半年熟成、一年熟成に加え、数年単位で熟成する酒を用意し、これらを数
量限定で売る。また、沈める時、引き上げる時に祈祷や、引き上げの手伝いなど予約者が見学、



23

参加できるようなイベントを行う。イベントは宿泊と周辺の島も巡るツアーもオプションとして
用意し、観光も行えるようにする。これとは別に個人所有のお酒を預かることも行う。例えば�
20 年間コースの場合、子供が生まれた年にお酒を預け、成人する�20 年後に届く使い方ができ
ると考える。また、事前に引き上げ時期の案内が届き、希望した場合は親子で酒を引き上げるこ
とができるオプションをつけてもいいと考える。貸切可能なゲストハウスもオプションで用意し
ておくと家族旅行とセットで来てもらえることを狙えると考える。成人祝いの他、退職者へのお
祝いとしての活用も可能と考える。
　島には使われていない畑もあるようなので、島で梅と無農薬有機野菜、果物等を育てるのが良
いと考える。農業法人もしくは酒造会社を誘致し、就農希望者の移住を期待する。収穫シーズン
は有料、宿・お土産付きの収穫ツアーを用意し、収穫を手伝ってもらう。また、休日には果物狩
り、野菜狩りなどを実施する。夏休みにはカブトムシなどの昆虫獲りを実施する。また、作物が
残りそうであればインターネットで売り、送料については、笠岡本土までの船代は貨客混載の特
区申請をし、実証実験の名目で定期便が３年ほど無料で行うものとする。数年後梅が収穫できる
ようになる頃に、新事業として、梅狩りと酒蔵が作る梅酒のお届けサービスを開始する。これは
単に梅酒を作るだけでなく、作った梅酒を島の海で数年熟成させるサービスも展開できると考え
る。また、石に文字を刻むのと同じ技術で実行可能であれば、酒瓶への名入れのオプションおよ
び体験コースも用意すると一層特別感が出るのではないかと考える。
　また、耕作放棄地や里山に継承も永代も行える樹木葬用の土地を用意すれば人生の節目に訪れ
る島という立ち位置も作れるのではないかと考える。

参考文献
［1］��榎酒造株式会社�,�”8 月のはなはと＊きよもり�”�https://hanahato.ocnk.net/news-detail/�95�
（2019-12-05）

［2］��嘉 美 心、�” 牡 蠣 と 共 に 育 つ 酒�2019”,�http://kamikokoroshuzo.livedoor.blog/archives/�
4183523.html�（2019-12-05）

［3］��朝日新聞、�” 大田の石切り場で４カ月　熟成シュトーレン�”,https://www.asahi.com/�articles/
CMTW1912053300002.html�（2019-12-05）
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北木島での合宿を終えて
岡山大学　工学部　２年

　この合宿を通して、岡山大学の中だけでは学べないことを沢山学びました。その学びは大きく
二つに分けられます。
　一つ目は、島という環境からの学びです。今回、北木島においてタイトルにもあるように、様々
な人々の暮らしを考えました。島は本土からは孤立し、更に高齢化が進み私たちの生活では考え
られない様なことが多かったです。その中で特に感銘を受けたのが、救急のシステムです。島に
は小さな診療所しかなく、そこも毎日開いているわけではありません。従って島民たちの健康の
ために、二十四時間体制で島と本土の大きな病院を結ぶ仕組みが成り立っている事を学びました。
更にこの仕組みの裏には、一人の男性の存在が大きく影響している、と知りました。島ではこの
男性しか船を運転することができず、二十四時間いつでも出動できるように備えられているよう
でした。また、この男性は元々船の運転のみを行っておられたのですが介護する側の人不足の影
響で、島にいるときは介護もされていると聞きました。このように一人の方が、あらゆる方向か
ら島に関わっているということは、他にも沢山見受けることができました。しかし、島において
一人の人間がこのように多職種で関わるというのは、かなり厳しいことではないだろうか、と思
いました。なぜなら島で活発に働いておられる方々の、年齢は五十から六十代だからです。この
年代の方々が島では若者と呼ばれていました。この問題に対して、合宿中に班員たちと話し合う
中で解決案を考えました。更に、自分たちなりに島の生活をより良くするための手段を具体化で
きました。
　二つ目は、他大学の皆からの学びです。川崎福祉大学の皆は、福祉について専門的に学ばれて
いるということもあり、知識をとても持っておられ、何より自身の考えがしっかりされていてと
ても驚きました。私は工学部で、福祉についてまったく知識がなかったので、彼らの意見一つ一
つはとても新鮮でした。特にケアマネージャが島においてとても重要な役割を果している、と教
わりました。多くの高齢の方は自分の家から出る機会が減っていき、それに伴い高齢の方の健康
を確かめる事が無くなっていきます。そのような事態を起こさないためにも、高齢者のお宅一つ
一つを訪問して必要に応じて、デイサービス、場合によっては病院へ繋ぐ役割を担っているそう
です。このような仕組みを確立することで、高齢者とデイサービス、病院間の連携をスムーズに
していると知り、人と人の繋がりが島全体を支えていると思いました。更に島はコミュニティ密
度が本土に比べて高いため、お互いを思いやる気持ちが大きく、とても温かいものを感じました。
島に二日行っただけでは、すぐには大きなことはできませんが、もう少し周りを思いやることく
らいは意識次第でできると思いました。更に周りを見ることによって、新たな発見や知識が得ら
れるのではないかと感じました。この事に気付けたのは北木島へ行ったからであり、岡山大学で
工学を学んでいるだけでは感じることはなかったと思いました。
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北木島の合宿、および研修を通して
岡山大学　工学部　２年

　私は今回の北木島の合宿、および笠岡市の認知症サポーター養成講座・合同研修会を通して、
人々の暮らしの在り方ついて、普段の生活だけでは実感できない問題を肌で感じ、どうすればよ
りよい暮らしにすることができるかを考えてきた。このレポートでは、自分が感じたこと・考え
たことを中心に研修を振り返っていく。
　北木島の合宿で感じたことを述べる。島に到着して最初に行ったワークショップが、島のデイ
サービスに訪問して高齢者や、職員の方との交流であった。自分はデイサービス「ほほえみ」に
お邪魔し、レクリエーションを通して高齢者との親交を深めた。レクリエーションでは、学生と
お年寄りがペアになって話をし、一緒にゲームをしたのだが、そこで自分はペアになった女性の
方から普段の島での生活をたくさん聞いた。明るい性格の人でいろんなお話を聞くことが出来た
のだが、中でも驚いたのが、夏になると毎年みんなで海水浴をするという話だった。かつて自分
の祖父もデイサービスを受けていたのだが、祖父の場合は食事や軽い運動・勉強、入浴等の世話
をしてもらっていただけで、どこかへ遊びに行ったなどは聞いたことがなかった。そのため祖父
がデイサービスに行って楽しそうにしている様子を見たことがなく、私はデイサービスについて
「自力で日常生活を送ることが難しくなった高齢者が仕方なく通うところ」と、どこかネガティ
ブに思っていた。北木島は高齢者の割合が高く、医療等の設備も陸に比べて圧倒的に少ない。そ
こだけを見ると島で生活することは大変だと感じるが、研修を終えた後は決してそうでもないな
と思った。午後のお宅訪問も時にも実感したことだが、島の住民たちはみなお互いを「～ちゃん」
と名前で呼び合っていたのだ。島の人口は少なく、住民の出入りもほとんどないので島民はみな
昔からの知り合いであり、頻繁に顔を合わす。これが北木島の優れているところで、もし自分の
具合が悪くなったとき、すぐに誰かが気づいてくれる環境にあるのだ。都市の場合だとどうだろ
う。最近はご近所付き合いも活発ではないし、家族でさえいつも近くにいるとは限らない。島に
比べて医療・福祉施設は充実しているが、だからと言って必ずしも住みよい社会であるとは思え
ない。合同研修会にて竹中先生もおっしゃられていたが、高齢化・人口減少により地域の支え合
いは年々少なくなっている。これからは誰も忘れ去られない、孤独にならない社会の実現が福祉
の大きな課題の一つであり、私たちが北木島から学ばなければならないことだと研修を終えて感
じた。
　以上が、自分が今回のワークショップを通して感じたこと、考えたことである。研修中はただ
都市と比べて島の不便なところ・大変な箇所を探してそれらの解決策を探すことに夢中であった
が、あとになって自分達も北木島から学ぶべきことがたくさんあると感じた。合宿と研修会、合
わせてもたった三日間のワークショップに過ぎず、まだまだ考えの至らないことはたくさんある
と思う。しかし今回の経験をえて「北木島について何も知らない人」から「北木島に関心のある
人」になることができた。今後の人生においても今回の経験で得たことを生かして、今度はより
身近な地域の共生・包括について考えていきたい。
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北木島・笠岡の研修を終えて
岡山大学　環境理工学部　２年

１．研修での個人的な目標
　この研修をするにあたって事前に個人的な目標を立てました。
　その目標は、「普段専門的に福祉や介護を学習していない自分でも近い将来日常生活で利用で
きる福祉・介護の知識を学び、支援者としての第一歩が踏み出せるような経験を肌で感じる」こ
とです。
２．北木島に足を踏み入れて
　自分自身北木島どころか笠岡市に来たことも初めてでした。フェリーで北木島についたとき、
沿岸で釣りをしている方はフェリーから何人か見えたのですが、島を歩いている方は 1人もい
ませんでした。すごく静かな島だなと思ったのが第一印象です。ついてすぐにデイサービスほほ
えみさんを訪問して、外の雰囲気とは違い、すごく高齢者の方同士で話も盛り上がり楽しそうに
過ごされていました。要介護レベルの差がある中で、スタッフの方が支えられ、過ごしやすいデ
イサービスになっていることを実感しました。
３．島づくり海社
　次に廃校になった保育園で海社の方からお話をいただきました。はじめ、海社は島の持続のた
めにさまざまな活動をしていることしか知りませんでした。しかし、島民が島を救うために自ら
立ち上がり、この「島づくり海社」を設立したことを知り、デイサービスでのお話も含めて、島
民の北木島への愛は半端ではないなと実感しました。子供のころから島の方にささえられ、その
人たちへの感謝の気持ちがあるからこそ、一度島をでてもまた戻って来られ島のためにいろんな
役員や海上タクシーの運転手をして「恩返し」されているのだと思いました。
４．お宅訪問
　島民の方の自宅へ実際に訪問させていただき、すごく貴重なお話をいただきました。北木島で
育たれ、一度大阪へ住まれたのち、もう一度北木島に戻られたそうです。すごく立派な家に住ま
れていました。島内のいろんなイベントに参加され、自分たちより活発に活動されていました。
特に驚いたのは島内の文化祭に毎年自分でつくられた人形や置物などを出品されており、島の活
性化のために毎日尽力されているようでした。また、お宅にいろんな方をお呼びして、最近の状
況を話しする機会を設けているそうです。
５．笠岡での愛育委員協議会研修会
　この研修会では今まで自分たちが感じてきたことや全く知らないことなど様々な知識を先生や
愛育委員の方の話から知ることができました。高齢になり一人暮らしをする方が笠岡市全体で多
くなってきているようでした。そうした状況に置かれると、自分の暮らしがおかしいのか普通な
のかさえ分からなくなってしまいます。気づかないうちに認知症を発症しているということもあ
ると思います。この研修会の前に認知症サポーターへの一歩を踏み出せるための講習会も開いて
いただきました。自分は今まで認知症の方と接したことも見たこともありません。もし家族や親
せきが発症したとき自分はどういう行動をすればよいのか全く知識がありませんでした。これか
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ら認知症の支援者となるための最低限の知識は得られたのではないかと思います。
６．まとめと感想
　正直、研修の前はこんなにも充実した研修になるとは思っていませんでした。自分は専門的に
福祉の分野を研究することはありませんが、だからこそこういった地域の温かみや住民同士のつ
ながりを実際に肌で感じることができたことは今後の私生活において大きな財産になると思いま
す。より多くの高齢者の方が自分らしい生活が送れるように、自分ひとりでは何もできませんが、
小さなことで力になることはできると思います。例えば、いろいろな慈善活動に参加したり、募
金をしたり、それを SNS などで呼びかけたりなどです。そして笠岡市だけでなく同じような地
域が日本各地にあります。一つでも多くの地域が活性化していけばよいな思います。

人とのつながり
岡山大学　環境理工学部　２年

　北木島は島民のほとんどが高齢者だと聞いていたので、もっと元気のない島を想像していまし
た。けれど、実際に行ってみると皆さん実際の年齢よりも若々しく、本当にお元気だと感じまし
た。北木島での 2日間で、デイサービスやお宅訪問で出会った高齢者の方や一緒に夜ご飯を食
べた地域の方などとたくさんお話する機会がありましたが、皆さんの本当にこの島が大好きだと
いう気持ち、ずっとこの島に住み続けたいという気持ちが伝わってきました。本島北木島での高
齢者の暮らしの中で私が一番違うなあと感じたことは、住民同士のつながりの深さです。島の住
民の方たちは、お互いを下の名前で呼びあっていたり、最近顔を見かけない人の家に様子を見に
行ったりなど、とてもお互いのことを気にかけて生活しておられました。毎日畑に行く途中の道
端でのお喋りや、週に何回かのデイサービスやいきいき体操でのみんなとの交流が今の生活の楽
しみ、生きがいになっているというお話を聞いて、住民同士がとても素敵な関係を築かれておら
れるなあと思いました。医師が常駐している病院や診療所がなく、スーパーの品ぞろえも本土と
比べれば充実はしていないし、売ってないものもあるし、生活していくうえで不便に感じるとこ
ろもあると思うけど、それでもずっとこの島に住み続けていたいと思えるのは島民同士の仲の良
さ、つながりの深さがあるからだと思いました。
　今の時代、年をとって一人になると老人ホームなどの施設に入る人が多くなっていますが、北
木島のように周りの人とのコミュニティを充実させて、できる限り在宅で最後まで過ごすことの
大切さ、すばらしさを感じることが出来ました。本当に素敵な島でした。今後、笠岡諸島の島に
対して自分たちに何かできることがあれば積極的にしたいなと思いました。
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島での合宿を終えて
岡山大学　グローバルディスカバリープログラム　２年

　私はこれまで北木島という名前すらほとんど聞いたことがなく、千鳥の大悟の出身地というこ
とでうっすらわかるぐらいでした。また、「島の暮らし」というものに触れる機会がなく、まっ
たく未知の世界でした。そのため今回この授業で実際島に行き、デイサービスやお宅訪問、島の
人との交流会を通し、初めて知ることがたくさんありました。
　私たちの班は、島の暮らしと現在住む本土（主に岡山市）の暮らしとを比較しました。比較す
ることにより両者のいいところがよりわかりやすくなると思ったからです。北木島に行く前、岡
山に住んでいる私からすると、岡山の方がはるかに暮らしやすいですし、設備も充実しているだ
ろうと考えていました。実際に行ってみると、確かに介護の現場では専門職の不足により適切な
対応をするのが難しかったり、高齢化率の上昇が進んでいたり、学校がなかったり、本土への移
動に結構なお金がかかったりと岡山に住んでいるのに比べて不便なことが多いなと感じました
が、それだけではなく島での暮らしのいいところもたくさん発見することができました。島の人
はみんな知り合いのようで、一人がいくつもの役割を掛け持ちし支え合いながら生活しているさ
まは岡山では見なかったものです。私の地元の田舎と似たような部分もありながらどこか違い、
島独特の関係性がありました。実際に話をしてみると、皆さんとても楽しそうで、やりがいも感
じておられ、あまり島での生活に不便を感じていないようでした。また、笠岡市の職員さんとも
話す機会があり、市全体として経済的な面や設備的な面等で、みんなでみんなを支えようという
ような雰囲気が感じられました。特にびっくりしたのは、島の見守りがしっかりしていた点です。
どこにだれが住んでいるのかがしっかりと把握されており、一人一人がどの状態なのか、介護が
必要なのかなどについてもある程度わかっているような感じだったことにとても驚きました。田
舎でも人と人とのつながりは強いものですが、さすがに北木島ほどは把握できていないところが
圧倒的に多いのではないかと思います。また、島ではあらゆることが自分事として考えられてお
り、介護をはじめ島民の意識が高いなと思いました。岡山には岡山のいいところがありますが、
島にも島のいいところがあるのだなと当然のことながら改めて感じました。
　また、今回の授業は岡山大学の違う学部の方や川崎医療福祉大学の方といった普段関わりのあ
まりない人たちと交流するいい機会でもありました。発表用資料の作製中には、川福の人たちの
専門的な目から見てどうかや専門的な知識を教えてもらいました。また、発表当日やワークショッ
プの時にはそれぞれの専門の目から見た異なる考えを聴くことができました。今まで自分にはな
かった視点や知識を得ることができ、とても楽しかったです。今後の生活において、私が北木島
のために何かできるのかは正直あまり自信がありませんが、頭の片隅に今回の授業で得た知識、
経験を置いておくことで、より広い視点や、広い心で物事を考えることができます。このように、
自分の専門のことだけ知っていればいいのでなく、他分野の知識を得そのうえで多角的に物事を
考えられるような人になりたいです。
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笠岡市北木島の地域包括ケアシステムについて
岡山大学　経済学部　３年

はじめに
　今回のレポートでは、笠岡市北木島で学んだ地域包括ケアシステムについて考察していく。

１．笠岡市北木島の特性
人口
　平成 30 年４月の時点で、人口は 834 人。うち 584 人が 65 歳以上の高齢者で、高齢化率は
70.0％である。日本の中でも先駆けて高齢化率の高い地域であると言える。また、要介護認定を
受けている人は、全体の約 25％である。北木島のいずれの地域も、要支援１から、要介護 2ま
でに集中していることが特徴である。（西江さん資料より）
介護サービス
　NPO法人かさおか島づくり海社が展開しているサービスで、デイサービスすみれ・ほほえみ
の二つの通所介護が展開している。北木島では元々小学校だった土地の一部を利用し介護老人福
祉施設としての施設サービスも取り組まれている。
医療
　診療所はあるが、常駐しているというわけでは無く、陸地部から医者が診療に来るため開業は
週に一度ほどである。診療日以外の緊急の対応は陸地部の市民病院が行っている。
生活課題
　買い物、交通の問題は深刻である。陸地部まではフェリーか海上タクシーで行くしかなく、買
い物をする店はあるが、欲しいものをすぐに手に入れられる環境はないように感じた。

２．笠岡市北木島の地域包括ケアシステムについて
　①西江氏の考えるケアシステム
　笠岡市健康福祉部、地域包括ケア推進室室長の西江氏は、予防が第一であるとおっしゃってい
た。予防のための活動として、「ぐるりんウォーク」や、「いきいき百歳体操」、「いきいきサロン」
を行っている。地域資源や地域性を考慮し、予防が最重要であると判断されていた。さらに西江
氏は、要支援をいかに介護しないか、要介護２まででとどめておけるかということを意識されて
いた。西江氏によると、在宅ケアで対応できるのは要介護 2までである。だからこそ、動ける
うちの予防が重要になる。また、行政の立場から、財源的な問題についても言及してくれた。笠
岡市は岡山県内でも介護費用の支出が多い。財源の圧迫を防ぐべく、このような目標を立てられ
ていた。
　② NPO 法人島づくり海社の存在
　笠岡市北木島での包括ケアには、島づくり海社の存在が欠かせない。地域住民の困りごとを実
際に聞き、解決のための支援活動を行っている。また、介護サービスやコミュニティバスなど、
公的機関が補い切れず、かつ地域にとって必要な事業を展開している。しかし、課題も存在する。
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島づくり海社が有償のコミュニティバスは、赤字覚悟の運行で、介護事業などの黒字事業の収益
を赤字の補填にしている。
　③住民同士の助け合い
　島は不自由が多い。しかしその分自分たちで助け合う精神が強い。例えば救急搬送。島には救
急車も緊急外来もない。だから、何かあったときは島の消防団が港まで運び、港からは海上タク
シーが救急車代わりになり、陸地部まで運び届ける。まさに地域住民の助け合いで成り立つシス
テムである。また、民生委員や愛育委員、介護スタッフの積極的な高齢者の見守りも北木島には
ある。デイサービスが休日の日でも、利用者のご飯が心配になったらボランティアでかけつける
という。自分たちの島の課題を「わがごと」と考え、実際に取り組めている事例と言える。

まとめ
　自分の地域の課題を「わがごと」と考えることから始まる地域包括ケア。島づくり海社の森本
さんや西江さんの話から、「わがごと精神」を学べた。2025 年には団塊の世代が後期高齢者と
なる。また、子どもの貧困問題など、介護以外の社会問題も日本には山積みである。地域共生社
会がそれらの社会問題を解決する一つの手段になり得ると私は考える。今回の学びを活かし、こ
れから私は、地域のために、一緒に暮らす地域住民のために何ができるのかを意識して生きてい
きたい。それは地域の高齢者だけでなく、子どもに向けても目をやれるようにしたい。
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多職種連携と地域包括ケアのワークショップ 代替措置レポート
岡山大学　経済学部　２年

１） 私の将来 と社会貢献
　私は、この授業を通して笠岡市の北木島に住む人々と交流し、その生活を肌で感じることが出
来た。そこは離島ということで、少なからず本土と比べて、生活の中で制約を受ける場面があっ
た。また、年金を始めとした高齢社会の現状が抱える問題を垣間見た。そこで私は、将来的には
離島のような過疎地域に住む人たちや、高齢者の支えとなることができるような仕事をしてみた
いと思った。
　私は経済学部出身であるため、簿記・会計、統計学、経済学や経営学について学んでいる。ど
の学問も将来的に社会の役に立つものであると、勉強しながら感じている。卒業後は会計士や税
理士、銀行などの金融機関や企業の経理に就こうと考えている。どの職業も社会的なサービスを
提供するものであるため、いずれの職に就いても社会貢献することができ、全ての人に便益を与
えることができるはずだ。特に私自身は、簿記や会計、経営学を得意としているため、金融的な
面で社会を支えていくことが出来ると思っている。これらの能力を生かすことが可能な職に就い
て仕事をしていくことが、私ができる最大限の社会貢献であり、それは回りまわって北木島の人々
を助けていくことになると思っている。
　今回の授業に関連して、現在において高齢者だけでなく若者にとっても、年金問題が大きな悩
みとなっている。加えて、島の人々が享受している補助金のように、税金の使い道というのもと
ても重要な論点である。私はこれらの在り方には常日頃から疑問を持っている。というのも、政
府における収入とその効果が釣り合っていないと思われる。だから、大学在学中に経済関係の知
識をしっかりと蓄え、これらの問題についての正しい知識と解決策を手にしたいと考えている。
具体的には、簿記・会計に関する能力を培い、財務諸表を読める能力を身に着けたい。つまり、
お金の使い道と流れについて把握し、最も効率の良い運用手段を選択するということだ。年金の
受給額が増えれば、高齢者の暮らしは今よりももっと豊かになるはずだ。補助金が増えるのも同
様である。社会にあるお金の使い道を変えていけば、人々の暮らしは良くなっていくのである。
私が簿記・会計系の職に就けばそれが可能になるはずだ。また、介護士に対する給料の引き上げ
というのも有効な手段であろう。介護士の給料水準が引き上げられれば需要が高まり、就労人数
が増えることによって、一人当たりの負担が減り、被介護者の効用も高まると思われる。その手
段としては、介護の人材派遣会社を運営してみるのが有効的であると思われる。デイサービス
に加えて、24時間施設の中で生活できるというものだ。少し料金は高めになるとは思われるが、
現在の介護需要を考えれば可能だと考える。そのような企業を起業するのも面白いと感じた。間
接的ではあるが、それが北木島に住む島民のような人々を助けることに繋がると確信している。
　以上のように、将来的に私は自らの能力を活かして北木島に住む人々ならびにすべての人の役
に立てると考えている。これからも学習に精進していきたい。
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「地域包括ケアシステムと福祉改革」を読んで思う事業所のあり方について
岡山大学　医学部保健学科　２ 年

　介護、医療の制度を考える時に、税制はもちろんであるが、都市作りの観点も必要だと感じる。
また、法律、制度関係の改革なども必要だと感じる。ただ、これは、あくまで、自分で現場で感
じたことや、在宅に関わる専門職の方の話、医療・介護の経営セミナーでの話から受けた印象で
あり、自分できちんと系統立てて調べたりして感じたものではないため、系統立てて整理してあ
る本を読み、地域包括ケア制度に対し、先入観があったことに気づいた。
　まず、地域包括ケアの歴史は古く、�2003 年には登場していたこと、在宅のコストについても、
必ずしも在宅が安くない可能性については以前より指摘されていたことにも驚いた。さらには、
高齢者に限定していないところも意外であった。
　障がい者の支援をしている人から「高齢になると、介護保険制度が優先となるため、今までの
障害者サービスがそのままでは継続できなくなる」と聞いたことがある。縦割り行政の弊害、と
考えていたが、単一事業所が一定の地域を担当するほうが、運営が効率的であるという視点が
あった上での分担であるならば、シームレスに切替のできるサービスが提供が可能となる。また、
年齢でサービスを変更することで、ある程度は世代の近い人との交流が可能となると考え方が変
わった。
　確かに、地域包括ケアそのものはこのようにしっかり練られた制度であるのかもしれないが、
一方でそれを実現させようとした社会そのものはこれを受け入れるだけの準備が整っていないこ
とが現在の難しさにつながっているのではないか、と考える。例えば、高齢者施設で働く人や在
宅で働く人からよく聞く話として、「介護プランはケアマネによる当たり外れが大きい。」という
のがある。理想は全てのケアマネが同じような介護プランを立てることであると思うが、ケア
マネと利用者の相性の問題やコミュニケーションの問題で意向をどこまで汲み取れるか変わる。
色々なフォーマルサービス、インフォーマルサービスが存在し、まとめられていないため、ケア
マネによってその把握がまちまちである。また、人間対人間であるので、受入先の判断も、ある
程度ケアマネに依存するところもあるためだと考える。もし、これが、地域ごとに単一事業者の
独占状態の市場であるならば、全て自社サービスのため、どういうサービスが何曜日に行われて
いるかなどの情報は待っていても入手できる。また空き状況も確認が簡単になると考える。そし
て、毎月の訪問も、エリアが限られるためより効率よく伺うこともできると考える。余った時間
をインフォーマルサービスの調査や利用者の話をより聞くための時間として使うこともできると
考える。また、そして、利用者本人だけでなく、家族も医療などの利用でその事業所の利用者と
なることが考えられる。そうなると、より細かいところまで目の届くサービス提供が可能となる
と思う。
　が、現実はそうはなっていない。この理想と現実のギャップがあるおかげで当法人のような小
さなところも生き残れていると感じる。この先、どう残るのか、を考えると制度の波に飲まれな
いことが必要であり、そのためには存続の危機に際した時に力になってくれるであろう地域の人、
寄付を求めていく先となる裕福層や企業に対して納得感のある施設運営をしていかないといけな
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いと感じた。
　また、二木先生の本は、医療経営セミナーとは視点が違うため、読み応えのある本で、「セミナー
で耳から聞く方が手軽かつ最新情報を得ることができて良い」とこの分野の読書をしていなかっ
たことを反省した。

多職種連携と地域包括ケアのワークショップを通して
川崎医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉学科　３年

　11月 23 日から 24 日にかけて、北木島ワークショップに参加した。12月７日は、先日に参
加したワークショップのまとめとして笠岡市愛育委員協議会研修会に参加した。
　北木島ワークショップでは、デイサービスの見学や島づくり海社の方の話、島民の方のお宅訪
問などを通して自分たちが感じたことをグループでまとめ発表した。私は、北木島ワークショッ
プを通して、島民の北木島への強い思いがつながりを生み、それにより住み慣れた島でも生活す
ることができると思った。島民の話から、島の中で様々な活動をしている人たちの多くは、元々
島に幼少期から生活しており、生活する上で今までお世話になっていたことから、今度は自分た
ちが恩返しをする番であると考え活動を行っていることが分かった。このような強い思いから、
島の中で助け合いの精神が生まれていると感じた。北木島では、運動会や文化祭などの行事や老
人会でのグランド大会や教室などのイベントを定期的に開催していた。こういったイベントを定
期的に開催することにより、島民の中で島を盛り上げていきたいという気持ちや地域住民や近所
の人同士で集まり交流する場ができ、島民同士のつながりを生む場となっていると思った。交流
の場があることにより、地域の中でどういった人が住んでいてどういった状況であるのかを知る
機会となりつながりが生まれ、地域の中で見守りの機能ができ周囲の異変に早い段階で気づくこ
とができると感じた。実際に北木島では、命のバトンや自宅の外に旗をたてて安否を知らせるな
どの取り組みを行っていた。このような取り組みなどにより、住み慣れた島の中での生活を可能
にしているのではないかと考えた。
　笠岡市愛育委員協議会研修会では、笠岡市の愛育委員の活動や学生の発表や講話を聞いた。愛
育委員の見守り活動を通して、「身体機能の低下」や「男性介護者の孤立」、「家族が日中不在」
など様々な課題が笠岡市の中で存在していることが発表で分かった。そのため、こういった課題
を解決していくためには、地域の中でのつながりや助け合いが必要不可欠であると感じた。見守
り活動では、課題だけではなく愛育委員は担当範囲が細かく分かれているため民生委員と比べ顔
見知りの関係であることが多く、信頼関係ができていることが多いという気づきがあった。地域
の中の課題や良い面などの気づきは、見守り活動などの活動や取組により知ることができるので、
地域住民をより近い場所から知ることができる愛育委員が必要不可欠であると感じた。
　今回の北木島ワークショップと笠岡市愛育委員協議会研修会を通して地域の中で、つながりが
大切であると感じた。
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「北木島ワークショップ」
川崎医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉学科　３年

　11月 23 日、24 日の課外学習から 12月の事後学習までの北木島ワークショップで感じたこ
とは、地域住民の交流が島と陸とで異なることである。島では病院がなく週に 2回しか医師が
来ない状況である。しかし、陸では常に医師が配属され、24時間通院を行うことができる。こ
のような状況から島では地域住民で支えあう意識が強いと感じた。地域住民で助け合うことがで
きる地域共生社会について、今回のワークショップで学んだ事と照らし合わせながら考察してい
きたい。

　北木島での一泊二日の日程では、１日目はデイサービスや島民の自宅に訪問を行った。デイサー
ビスでは介護者が60歳以上であり、利用者も10名未満で陸よりは少ない。しかし利用者とコミュ
ニケーションを行うと、島での暮らしに満足しているようであった。また、地域での活動が多く
行われることや夕ご飯のお裾分けなど、地域住民の交流は多い感じであった。自宅訪問では１人
暮らしの女性と話をした。高齢者であり１人暮らしは危険なことがあると思ったが、地域での集
まりが週に 1回あることや、島づくり協会が行う活動があり、安心して楽しく過ごすことがで
きると話されていた。
　上記に記してきたように島には病院がなく、スーパーも少ないが、生活に困っているといった
言動は少ないように見えた。陸では 24時間のスーパーがあり、病院では常備医師が配属されて
いる。特に病院は、高齢になるほど受診できやすい環境にあった方が良い。私は病院がない分、
地域での支え合いが必要不可欠であると感じた。例えば AED を島に何個か置くことにより特化
した医療を行うことができる。特化した医療を行うために医療と介護の知識を地域住民に知って
もらうことが重要である。支援者が島に行き、島民に医療と介護の知識をつけてもらうように講
義することで、地域交流が深いう地域のストレングスを生かした支援と、それらのストレングス
を強化できるような支援を行うことができる。
　しかし、陸では島のように地域交流が盛んでは無い。上記にも記したように病院に受診しやす
い環境であるため、地域住民で助け合わなくても身を守ることができる。いわゆる島に比べて地
域共生社会の実現ができていない。地域での助け合い、住民同士の見守りなどを行うためには支
援者が地域住民同士をつなげる必要がある。支援者が地域に介入し、サロンやイベントなどを開
催することにより地域住民をつなぐことができる。

　島と陸では大きな違いがあった。島では病院がないことから地域での助け合いが必要不可欠で
ある。しかし陸では病院に受診しやすい分、地域住民での交流が少ないと感じた。地域共生社会
を実現するためには島と陸では異なった支援が大切だと感じた。
　地域共生社会を実現するためには地域の特性に応じた支援が必要である。
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多職種連携と地域包括ケアのワークショップを通して
川崎医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉学科　３年

・ワークショップの感想
　今回のワークショップで北木島のデイサービスに行って感じた事として、デイサービスの利用
者やデイサービスで働いている人のほとんどが島で育った人のため、お互いに顔なじみであった。
コミュニティの密度は、ソーシャルワーク実習で通ったデイサービスより強いと感じた。また、
北木島にはデイサービスが２か所しかなく、この数でサービスは足りているのかと疑問に感じて
いたが、実際に行ってみると、サービスの量では、岡山と比べると圧倒的に少なかったが、島内
の人の島の役に立つことがしたいと言う人が島づくり海社に就職し、島づくり海社の方たちが中
心となり、若い人が複数の役割を兼務していた。人が少ないといった問題を解決しながら島の福
祉サービスや島の人たちの生活の充実に尽力していることが分かった。

・自宅訪問
　島の人のお宅にお邪魔させていただきお話を聞くと、島民の人たちは、自分が思っているより
島での生活を不便とは感じていないようであった。自分の中では、コンビニやスーパーが島内に
なく病院や診療所も常設されていない環境のため、生活をしていく中では不便なのではないかと
考えていた。しかし今回訪問させていただいたお宅の人は、週 2回は笠岡に行き、買い物も笠
岡に行った際に、まとめて行っていると言っていたため、島内での生活についてあまり、不便に
感じていないのではないかと感じた。この経験から、島に住んでいない人が島内の問題や不便さ
を考えたとしても、島内に住む人が不便だと感じていなければ地域の問題にはなり得ないと感じ
た。なので、地域の課題を考える際には、外からの意見を住民に聞いてもらうことも必要である
が、やはり、島内に住んでいる人たちの意見を聞くことから始める必要性があるのではないかと
考えた。

・講演会に参加して
　笠岡市での孤独死の取組として、気になったお宅については、情報提供書を用いてお宅の状況
を共有して孤独死の予防に努めていることが分かった。しかし、国の孤独死の平均の年齢は 61
歳であるため、決して高齢の人だけが抱えている問題ではないため、高齢者のいるお宅だけの把
握では不十分であることが分かった。
　しかし、笠岡市の対象者把握結果は 100％であるため、笠岡においての愛育委員の地域に果
たしている役割は、大きなものであることが分かった。また、対象者把握で見守りが必要な方に
は、市役所、社会福祉協議会、民生委員、警察署、消防署、民間団体・民間事業者などが連携し
て支援に当たっていることが分かった。
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多職種連携と地域包括ケアのワークショップを通して
川崎医療福祉大学　医療福祉学部　医療福祉学科　３年

　今回、岡山大学の学生と一緒に北木島ワークショップと、笠岡市愛育委員協議会研修会に参加
し、島民の人達の暮らしや生活課題、グループワークでの他領域からの意見、笠岡市の愛育委員
の取り組みについて学ぶことが出来た。
　北木島ワークショップでは、初めに島のデイサービスである「ほほえみ」に訪問をし、利用者
の方達と歌ったり、レクリエーションを行うなどして関わった。島では高齢化がかなり進んでい
て、利用者の方は 80代～ 90 代後半、職員の方々も 60代、70 代と高齢であり、職員の方々の
負担も大きいのではないかと感じた。しかし島という環境で生活していることからか、職員と利
用者の方達の距離感が近く、困ったことがあれば、いつでも相談できる関係性であることが把握
できた。次に島で暮らす高齢者の方のお宅訪問を行った。島で暮らす高齢者の方は、畑仕事や手
芸などの趣味を持っていて、近所で暮らしている人たちは皆知り合いで、楽しく過ごしていると
語っていた。しかし、島に一つしかない診療所には週に１度しか医師が来ないため、いざという
時にすぐに治療が受けることができないことが不安だと述べていた。以上のことから、北木島は
地域のつながりや、人同士のつながりといったインフォーマルな社会資源は充実しているが、医
療機関や行政サービスといったフォーマルな社会資源は不足していることが分かった。島の人達
がより安全に快適に生活をしていくためには、もっとフォーマルな社会資源を充実していく必要
があると考える。
　島での地域踏査を踏まえて、グループワークを行い、そこで自分たちの学んでいる領域からの
意見を出し合うことで、自分では思いつかないような意見や新たな発見をすることができ、課題
の抽出や解決策などを考えることができ、自分とは違う領域の人達と連携するということを体験
することができた。また島の人達に対して、自分ができることを考えることで、「社会福祉士が
島という地域で暮らす人に対して行えることは何か」と自分なりに考えることができたと思う。
　笠岡市愛育委員協議会研修会では、笠岡市の愛育委員の取り組みや現状について把握すること
ができた。高齢者の見守りとして重要なことは「人とのつながり」であることが改めて確認する
ことができた。「人とのつながり」を作ることで、孤立を防ぐ、気づくことができる、支え合う
ことができるといった力があることから、地域全体でネットワークを構築することが重要となる
のではないかと考える。「人とのつながり」は「地域のつながり」でもあるため、地域の人たち
がより安全に、より暮らしやすくなり、地域共生社会へとつながっていくのではないかと私は考
える。
　ワークショップや研修会では、「高齢者の住み慣れた地域での安心した暮らし」についてよく
考えることができた。今回学んだことを将来に生かせていければよいと思う。
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北木島ワークショップで学んだこと
川崎医療福祉大学　医療技術学部　リハビリテーション学科　理学法専攻　３年

　私はこの機会を通して、北木島や真鍋島、白石島など私が知らないだけで普通に人々が暮らし
ている島がたくさんあるという事実を初めて知った。そのため、笠岡港から北木島への海上タク
シーでの移動中、本土から島までの距離は決して近い距離ではなく、さらに運行が天候に左右さ
れることを考えると物資の調達や仕事、日々の暮らしなど気になることがたくさんあった。
　1�日目はデイサービスすみれ、海社、島民の方のお宅を訪問させていただいた後、石切の杜へ
宿泊した。デイサービスすみれでは、利用者さん達の輪の中に私達学生も入れていただき、お茶
をしながら交流した後、スタッフの方のお話も伺うことができた。すみれで伺ったお話の中で私
が印象に残っていることは、利用者さんのほとんどが小さい頃から知っていたり血縁関係にあっ
たり、顔なじみであるということである。さらに、利用者さんだけでなくスタッフの方も島生ま
れ島育ちのため、利用者さん同士の関係性を理解した上で席の配置やスタッフの入る位置を考え
ることができるという。また、利用者さんとそのご家族との関係性も把握しているため、利用者
さんの周辺環境の面でも細やかなサービスが提供できると感じた。｢島で育った子どもが大人に
なり、やがて島を支える側になる｣ というこのサイクルは、島という限られた範囲で長い間共に
支え合ってきたからこそ生まれる絆であり、島ならではの宝だと思う。実際、利用者さんに島に
ついて伺うと、とても素敵な笑顔で島自慢の石材や景色、特産物の話を語ってくださった。しかし、
島が好きでもそれぞれの家庭の事情であったり、学校や仕事のためだったり、島に住み続けるこ
とは難しい現状もある。そこで行われている取り組みは、定年を迎えた元島民に戻ってきてもら
い、島の維持や活性化に貢献してもらうというものだった。すみれの後に訪問させていただいた
島民の方はまさに、一度島を出て大阪で暮らした後、親の介護のために島にある実家に帰って来
られた方だった。海社の知り合いから声がかかったことがきっかけで老人会の理事を務めること
になり、親御さんが亡くなられた後も引き続き役職を務められているという話だった。一ヶ月の
スケジュールを見せていただくと週�2 ～ 3�日は何かしら行事があり、毎日が忙しくも充実して
いるとおっしゃっていた。座布団や資料、茶菓子を出してくださる動きが�20�代の私達より機敏
で、島の文化祭で展示したお人形の着物も細部に至るまでこだわっており、活動性の高さがうか
がえた。定年を過ぎてもこうして活動性が高いのは、これまで育ててくれた島への恩と、信頼さ
れ役職を任されているという責任感から、より能動的に動けるからではないかと思う。定年を迎
えても馴染みのある人々・土地で安心してできる仕事があるということは島の強みである。島民
との交流や島を支えるしくみの学びを通して、一時的に島を離れる島民はもちろん、島に興味を
持ってくれた人にもまずは ｢将来的にこういう仕事もある｣ と知ってもらい、多方面から担い手
を集めることで島の存続は可能なのではないかと感じた。
　北木島ワークショップでは、普通に生活していると見ることのなかった島の生活に触れそれぞ
れに違う得意分野を持った人達と意見を交換することで、自分にない考えや新たな視点に気付く
場面が多く、とてもいい刺激になった。今回の北木島で学んだこと、感じたことを今後に活かし
ていきたい。
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多職種連携と地域包括ケアのワークショップを通して
川崎医療福祉大学　医療技術学部　リハビリテーション学科　作業療法専攻　3 年

　今回北木島でのワークショップを通じて、様々なことを学びました。中でも大きな収穫が三つ
あります。
　まず一つ目は、実際に現地の人と触れ合い、交流を持つことができたことです。今までの授業
では、病院内や模擬症例でしか、患者さん、利用者さんとコンタクトを取ることがありませんで
した。しかし、実際に地域で暮らす方々とお話してみて、暮らしの中で困っていることや最近の
楽しみなど、より微細な情報や生の声を聴くことができました。このことは、今後病院などで治
療にあたる際に、より現実的な生活をイメージした介入を行えるよう役立つと思います。
　次に、環境によって様々な地域の特色が現れるということです。今回は離島の地域ということ
で、本島に移動する際のコストや手間、物資が流通しにくいなどの不便感がありました。一方で、
自然はきれいなことや、人と人の垣根が低いことなど、その地域ならではの良い点もみられまし
た。このことから、自分が赴く地域について、どういった資源、長所があり、また、どういった
ことが課題となりそうなのかを考えることが重要であると感じました。また、そういった地域の
情報を得るためには、そこで暮らす方々とのコミュニケーションが必須であると考えます。その
ためには、地域で行われる行事や、人の集まる機会、そして自分の所属する場所全ての人々から
お話を聴くことが最短で出来る方法ではないかと感じました。
　３つ目は、見えている部分を考えるのではなく、見えない部分にも考えを広げる必要があると
いうことです。ワークショップの中で、行事に来ている人の暮らしの困りを聴くだけでなく、そ
こに来られてない人が、どういった理由で来ていないのかを考える必要があるというお話を聴き
ました。見えていることの正確な評価ももちろん重要ですが、そこにとどまらず、他に見えてい
ないものはないかを考えることは、特に自ら発信しづらい立場にいる方々にとって、とても大切
なことだと思います。全員の力で地域を暮らしやすいものにするためにも、視野を広げ、想像力、
発想力を豊かにする必要があると感じました .
　以上の三点のほかにも、様々な気づき、アイデア、経験を得ることができ、本当に実りの多い
研修となりました。これから作業療法士としての道を歩む中で、今回得た知識や経験を活かし、
本当に地域の方々が暮らしやすい環境はどのようなものなのかを考えていけるようになりたいと
思います。このような貴重な機会を与え、サポートしてくださった先生方や地域の方々に、深く
感謝致します。
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北木島の現状を見て
川崎医療福祉大学　医療技術学部　リハビリテーション学科　作業療法専攻　３年

　今回、北木島を訪れ、島民の方々と直接触れ合う中でたくさんの気付きと学びがあった。最初
に感じたことは島民の方同士の繋がりの強さである。島民のほとんどは生まれた環境も育った環
境も島の中である。その中で育まれた島民同士のコミュニティの強さは島ならではの良さだと感
じた。このコミュニティの強さによって一人ひとりの島民が所属感を持つことが出来る。このこ
とはひとつの幸せの形であると考えた。また、お互いに意識しあうことで自分から助けを求めら
れない人の異変に他の島民がいち早く気づくことが出来る。しかし、島民同士の人間関係が密接
であることが問題となることも知った。問題の一つは偏見の強さである。デイサービスを島に導
入した当初は「あんなとこ入ったら終わりじゃ」といったような認知症や福祉サービスを受ける
ことに対する偏見によって、本来必要であったサービスを受けられない人が出てくることもあっ
た。私は偏見を取り除くためには専門職の啓発活動が必要であると考えた。専門分野を学ぶ学生
の授業の一貫として疾患やサービス体系のポスターを一般の人向けに分かりやすく作り、島で
張ってもらうことで認識を少しずつ変えてもらうことがいいと考える。
　二つ目に感じたことは島民の数と高齢者の割合である。本土と比較して圧倒的に少なく、島民
のほとんどが高齢であった。このことによって老々介護の問題やサービスを行う際のマンパワー
の不足などが問題となっていた。このことは若者の意識が都心へ対する漠然とした憧れから地域
を背負う具体的な誇りに変わっていかないと地域からの生産年齢人口の流出は止まらないと思っ
た。各地域の教育の内容にその地域の良さや問題点を話し合う機会を設けることで子供たちの世
代から当事者意識を持ってもらうことが理想である。
　三つ目に感じたことは雇用の少なさや経済状況の不安定さである。生産者が少ないことにより
島全体の収入も少なくなってしまっていた。このことにより必要な事業が行えないことが問題と
なっている。また、島全体に活気がなくなることで外部からの島の魅力も減少している。この問
題を解決するためには島おこしの事業としてお笑い芸人の千鳥を中心とした大規模なお笑いライ
ブを開催するなど若者を対象にしたイベントを開催するといいのではないかと考えた。このイベ
ント開催の資金と労働力の問題に関してはクラウドファウンディングなどを利用することで協力
者を募集する。そのためには仕事内容をより魅力的で夢のある内容にして、SNS で発信をするこ
とで多くの人に知ってもらうことも重要になると思った。
　これら「新しいことに対する島民の偏見」、「人口問題」、「経済状況の問題」は相互に影響し合っ
ており、何か一つの問題を改善しようとすると他の問題も一緒になっていることに気づく。これ
から地域格差問題や少子高齢社会の深刻化が進んでいくなかで私が住む岡山市も他人事ではな
い。私が地元にどんな貢献ができるか考える重要な機会となった。
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４　学生発表

A班
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B班
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C班
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D班



45

５　資　料
【10 月１日　オリエンテーション】
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【12 月7日　笠岡市愛育研修会:愛育発表資料】
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【12 月7日　笠岡市愛育研修会:笠岡市愛育委員協議会資料】
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【12 月7日　笠岡市愛育研修会:暮らしやすい社会をつくる】



53



54



55



56



57

【12 月7日　笠岡市愛育研修会:現代コミュニティと地方創生】
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あとがき

　現代社会においてコミュニティと地域の暮らしは密接に連関しながら変化してきました。古く
から漁業、石材業を中心に営まれてきた笠岡諸島北木島の豊かな自然との共生を基盤とした地域
社会は、社会構造や新たな価値観やライフスタイルの変化や人口減少と少子高齢化社会の進行に
より変貌を余儀なくされ、空き家が増える姿へと変わりつつあります。その結果、住民同士の結
びつきにも変化が現れ、地域コミュニティへの参加も薄らぎつつあります。
　一方で、「NPO法人かさおか島づくり海社」の組成に代表されるように、島のコミュニティは
新たな地域社会や地域経済の持続的な発展を求めて動き始めています。それは伝統的なコミュニ
ティの復活や回帰を求めるものではなく、住民の自立と共生によって成立しようとする新たなコ
ミュニティ創生への歩みであります。こうした新たな地域創生のムーブメントが力を得つつある
なかで、古来より紡いできた自然と共生できる社会をいかにして維持するか、高齢社会対応とし
ての地域包括医療ケアシステムをいかに運営するかが島の課題となっています。
　北木島では、島の少子高齢化が進むなかで、こうした課題解決に向けた自主的な頑張りや人々
のパワーが湧き起こりつつある流れに期待しつつ、島に戻った人や新たな仲間として加入した若
い力を得て、住民の思考やライフスタイル、生計の立て方も多様化し、明治から戦後まで続いた
古典的な慣習、さらには高度成長の頃にみられた一元的な価値観だけでは、物事は解決しない現
実に合わせながら高齢者を守る活動に踏み出しています。
　学生たちは、実習場所の舞台である岡山県笠岡市の島の状況を学びながら、１泊２日ながら現
地視察と宿泊体験を通じて、新たなコミュニティを創造しようと活動する地元の担い手の皆さん
（NPO法人かさおか島づくり海社）が、地域住民の皆さんたちと連携・協働しながら島での医療
ケアサービスを維持させようと努力する姿を直接学ぶことができました。
　また、夜の懇親会では、地域コミュニティの皆さんとの触れ合いや様々な実践的な対話を通し
て、生きる力（実践知）を身につけることができました。笠岡港に戻った学生の顔つきは逞し
く、その変貌ぶりは教室での座学では身につけることができない得がたい経験と気づきとなりま
した。
　参加学生は、今回の経験を笠岡市の愛育委員の皆さまの前で報告させて頂く機会にも恵まれま
した。こうした実践知を積みながら、学生たちは新たな地域創生のムーブメントを起こす原動力
となる人材として社会に羽ばたいて参ります。
　お世話になりました、NPO法人かさおか島づくり海社や北木島の皆さま、笠岡市愛育委員や
保健福祉部の皆様をはじめ、関係者の皆様方に心より深く感謝申し上げます。

　　　2020 年 3月　
岡山大学地域総合研究センター長　三村　聡
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