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ラウンドテーブル：「滑川『一家孤立死』事件につまづく

資料Ⅰ． 新聞記事から

（「北日本新聞」2012/9/7）
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（「北日本新聞」201

2/9/8）
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（「

北日本新聞」2012/9/9）
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（「北陸中日新聞」2012/9/9）
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（「北陸中日新聞」2012/9/9）
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（「北日本新聞」2012/9/11）
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（「北日本新聞」2012/9/12）
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（「北陸中日新聞」2012/9/15）
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（「読売新聞」2012/9/22）
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資料Ⅱ． 滑川市が各戸配布した

「チェックリスト」
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資料３． 滑川市／県社協／県厚生部地域

福祉係を訪ねて

[１] ２０１２年９月２４日

滑川市役所福祉介護課を訪ねて

質問事項

１．このたびの出来事の当事者である O さん一家について貴市が保有する行政データー
から、このたびの出来事にいたる何らかの徴候を示すものは、一切発見できなかった

のですか？また、出来事が明らかになってからの調査で、新たに浮上した徴候は、存

在しないのですか？

２．貴市は、このたびの出来事の当事者である Oさん一家の「家族」像、「一家」像につ
いて、どのように把握しているのでしょうか。また、貴市はこのたびの出来事の内実

をなす「死」をどのように把握しているのでしょうか？

３．貴市は、いわゆる「孤立死」／「孤独死」をどのように把握しているのでしょうか。

４．貴市は、たとえば、このたびの出来事の当事者のような人々に関する情報の収集・

交換・行政データからの抽出・集積について、特別のやり方をしていますか。その場

合、そのやり方に関する何らかの規定のようなものはありますか？また、そのような

情報の利用について、何らかの指導・研修のようなものを行っていますか？

５．9 月 11 日に、貴市は、このたびの出来事をめぐって「緊急会議」をもたれたようで
すが、そこで検討・決定されたポイントは、どのようなものでしょうか? とりわ

け、今後に向けての対策の基本コンセプト及び基本プログラムは、どのようなものな

のでしょうか?

６．貴市は、このたびの出来事を受けとめ、長期的にどのような取り組みを、計画して

いるのでしょうか。
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〔１番目の質問について〕

息子さんについては、平成２１年度までは、心身障害者年金一時金（［福祉金］）を受給されて

おられたが、平成２２年度からは辞退された。

そのほかの福祉サービスについても受けておられなかった。平成に入ってから、「手帳」を取

得されていますが、「手帳」を持っておられても、普段どういった生活をされているかまでは、きち

んと把握できていない状態です。地域の方からも、行政の側からも、なかなか眼が届かない状況

にあった。

お姉さんに関しては、市のほうで、全く把握できていなかった。「手帳」をお持ちでない。「自立

支援」もお受けになっておられなかった。「通院歴がある」ということも、新聞報道で始めて知っ

た。市のほうでは、「健常の方」という認識だった。

お父さんについても、「介護認定」を受けておられない。「健常の一般の高齢者」という情報し

かない。御家庭の収入から考えれば、生活保護世帯にはならない程度の収入があったという認

識をしています。お金がなくて餓死されたということではない、と思われます。

今回の不幸なできごとが明らかになる以前に、この御一家について、行政の眼と

して、把握されていたことは、新聞報道に出ていた以上にはなかったということで

すね。

はい、そうです。

民生委員の方が、一軒一軒手渡しで渡されていたということを、先ほどお聞きし

ました。亡くなったお父さんが、対応されていたのだろうと思いますが、「うちは結

構だ」といわれたときに、そのやり取りで、民生委員の方が感じられたことってい

うのは、大きなカギになると思うのです。「断られた」ことが何を意味するかという

ことについて、現時点において、どのように認識されていますか？

目の前で「断った」人がいたということ、「断られた」というやりとりが実際にあ

ったということ、そのことが、唯一の手がかりであると思います。その手がかりか

ら、どれだけのことを想像するか。その民生委員の方が、何をどこまで想像された

のか。同じ民生委員同士の会合があったときに、そのことをどういうふうにお話に

なったのか、どういうふうに扱われたのか、ということが気になります。注目しな

ければならないという兆候は、市としてお持ちになっておられなかったのですか?

新聞報道では、近所付き合いが全くゼロではなかったとされています。お父さんが感じられた

ことからすれば、「こんなところまで入ってくるんだ、こりゃたまんねえ」と思われて、「引いちゃお

う」と思われたかもしれない。近くに住んでいる人たちにしたって、何がしかのことを感じたりされ

ていたのだろうと思います。
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「断られた」そのことから、民生委員の方は何を汲み取るのか。人によって、い

ろんな汲み取り方があると思います。眼に入りやすいものについては、見ておられ

る。でも、眼に入りにくいものについては、よく見ていない場合もありますよね。

できごとが明らかになった後から、あらためてお調べになっても、市のほうでは

情報はなかったということですね。

はい、そうです。

〔３番目の質問について〕

「孤立死」とか、「孤独死」ということを、どのように把握しておられますかというものですが、こ

れを定義することはとても難しいことですよね。日本社会でも、この数年出てきたことば、新造語

ですよね。

あってはならないことだと思うのですが・・・難しいです。

〔２番目の質問について〕

今回の不幸なできごとの当事者であるＯさん一家の、「家族」像をどのように捉え

られているかを、お尋ねしたいと思います。

一家３人で、お父さんが一人で、これからもずっと子どもさんお二人の面倒を見ていくんだ、と

いう強い意志をもっておられた、と思っています。

家族の縁というものが、非常に心もとない状態に変化してきました。この御一家

の家族歴というものは？

分かりません。

80 歳に近い方が見ておられるということ、その一瞬一瞬を想像してみても、これ
は相当大変なことですよね。

お母さんが亡くなられて、お父さんがひとりでお二人の子供さんを抱えてがんば

らざるを得なかった期間というものはどれくらいあったのでしょうか？

10年はたっていないと思われます。
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このたびのできごとの当事者であるОさん一家の「家族」像、「一家」像について、

お調べになって分かったことは、新聞報道で言われていること以上には何も分かっ

ていないということですね。

はい、そうです。

〔5番目の質問について〕

民生委員の方が、「断わられた」ということから、何を想像するのかという問題に

戻ります。 滑川市の中での民生・児童委員協議会の集まりにおいても、そのこと

をめぐって話題になったことはなかったということですか。今回こういうことにな

ったという結果として、９月１１日に「緊急会議」をお持ちになったようですが。

市内９カ所の地区ごとの会合で、お話しされたかどうかは分かりませんが、民生・児童委員協

議会、「緊急会議」において、そのことをめぐって話題になったことはなかったです。

民生委員の方が「断られた」ということがあって、その後どういう

形でどういうふうにして…と波紋が広がってゆくようには残念ながらなんらなかっ

たということですね。

はい、そうです。

それでは、「緊急会議」において、何をめぐってお話になられたのでしょうか。

今後の地域の見守りをどうしていくかということです。相手からサービスや人との接触を拒ま

れた場合は苦しいですが、さりげない見守りをしていこうと、「向こう３件両隣り」のような小さな範

囲であればある程度は把握できるのではということで、小さな単位で見守っていくということ。月

一回の町内会の集まりに、民生委員の方も出席するようにしよう。民生委員と町内会の密接な

連携と、情報の共有をしながら、地域の見守りをすすめていくと言うこと。

それと、あと数年かかるのですが、市全域にむけて、「地域見守りマップ」を社会福祉協議会

が中心に作成していくこと。「地域のＳＯＳ・ご近所見守りチェックリスト」を作成して、１０月半ばに

市内全戸に配布する、「夜になっても電気がついてないな」とか、どんな小さなことでも疑問を持

ったり、不審に思った場合には、市や、社会福祉協議会や、警察に連絡してくださいというもので

す。

それと、災害時の要支援者マップの名簿に登録させていただくように話ししていくこと、です

ね。「守る為に必要な情報開示を」ということで、お互いの情報を共有しながら、地域の見守りを

すすめていこうということです。



- 16 -

〔６番目の質問について〕

長期的な取り組み、というものはないですね。

今、私たちが生きている日本社会では、血縁の絆というもの、いい悪いはありま

すけれども、それがあれば安心というふうにはなっていません。かってのようなも

のでなくなっているということもあります。「知縁」という言葉も、近年日本の社会

で使われるようになってきました。幾種類かの「ちえん」があるわけですけれども、

いずれも弛んでいることが日本社会の現状です。

今お話を伺っていて、全部「地縁」の中でのお話です。そのことの持っているプラ

スとマイナスがある。お亡くなりになったお父さんからすると、地域の眼というも

のが、非常に苦痛であったり、わずらわしかったり、じゃまな物であったりするこ

とがあると思うのです。

先ほどいわれた今後の取り組みの一つとしての「見守りチェックリスト」ですが、

全て地域の眼の上に立っているということを、皆さんがどこまで自覚されているか、

と思います。地域の眼というものは、何かを落とす、あるいは何かを過剰に見たり

する、そういう眼であるということを、どこまでお考えになるかは、大きなポイン

トだと思うのです。民生委員の方が、「断られた」ときに、それ以上問題にされなか

ったのは、その人が地域の目しかなかったからではないでしょうか？地域の眼とい

うのは、自分に都合のいい物しか見ない、非常に自己完結的な眼であると思います。

地域の眼というものが持っている、負というか、マイナスといいますか、限界を、

どう自覚しながら、町内会とかの地域の眼を根本的に考え直すべき時代に、日本社

会が入っていると、誰か思わなければいけないのではないでしょうか。

地域の永続性を、信じることができない人の眼というものを、考えなければいけ

ない。地域の眼でもなく、行政の眼でもなく、同じ社会の中に生きているという眼、

大げさに言えば、社会の眼というものが、社会福祉の中に入らないと、地域の眼が

持っている限界なり、マイナスを否定できない、超えられないのではないか。「緊急

会議」で話されたことをお聞きして、そんな感想を持ちます。

そういう意味で、社会の眼みたいなものを、どうやって作り出せるかをぜひお考え

頂きたいと、思います。

民生委員の方が「拒まれた」とか「断られた」とか言うときに、民生委員さんが、

社会の眼をお持ちになっていたのかどうかが、私たちの最大の関心です。「手がかり」

がなかったということは、間違っていると思います。あきらかに「手がかり」はあ

ったということです。問題は、民生委員のかたが、どんな眼をしているのか。日本

社会が現在どんな風に変わっていて、その眼は、いまの社会の間尺にあうのかどう

か。そういう意味で、新しい感覚といいますか、もしもその民生委員のかたが、大

きなことだとお受け止めれば、もしかしたら、なにかが変わっていった、そのこと
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の余地は全くなかったとは言えないと思うのです。

今おっしゃられた、地域の眼に我々は止まっている状態だと思います。限界というもの、負の

部分というものを考えさせて頂いて、社会の眼というものについても色々考えていきたいと思い

ます。

とても不幸なことを巡って、こんなふうにお尋ねすることじたいが、不遜なこと

かもしれないのではないと大変気になります。でも、そこから何をくみ取ることが、

できるかという以外に、私たちはその問題にアプローチすることができないので、

そこから最大限のことをくみ取っていきたいのです。

今日はありがとうございました。
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[２] ２０１２年９月２４日（月）

富山県社会福祉協議会を訪ねて 地域福祉・ボランティア

振興課 地域福祉担当の稲田 彰さんにきく

この９月初めの滑川の大変不幸な出来事に、といっても、新聞報道で知っている

だけですが、衝撃を受けました。大きな出来事だと思って受け止めました。このこ

とから、いろいろと学ぶことが、たくさんあるように思います。

私どもの自己紹介をします。

この数年間、私たちの言葉で言うと、生困難者－生困難な状況にある人と言いま

すか、そのようなくくり方をしていいのかどうか、問題もありますけが、そういう

にふさわしいような人が、社会の状況の変化に応じて、あり方がいろいろと「多様」

化しながら、数多くなってきています。生困難ということのなかには、生活が困難

という人もいますし、困窮ということでは必ずしもないけれども、生きることが困

難であるという人もいます。私どもは、路上生活者の支援も行ってきましたが、そ

ういう人たちも、生困難な人たちのひとつのあり方だと思っています。その中でも、

文字通り路上生活をしている人もいましたし、路上生活をしていたとか、したこと

があるとかいうことではなく、生活困難であるとか、生活困窮であるとか言う人が

います。そういう人たちと数年間接してきました。私どもは、大きな組織はないで

すから、できることはたかがしれていますが、そういう関わりをしてきた小さなグ

ループです。

生困難であることのあり方が非常に「多様」化して、数も増えている。全国的に

見れば、その中でなにがしかの人たちが、亡くなっている。今回、たまたま隣りの

市であったということで。亡くなった人のことをあれこれ考えることは、どこか不

遜なことを、おかしていることがあってはならないと思いつつ、でも、そこから引

き出さなければいけないなことが、たくさんあるように思います。そんな折りに、

滑川で「緊急会議」が開かれたと聞いて、訪ねました。こちらでも、民生委員の方

々や社協の方々が、会議をもったと、新聞で拝見したものですから、お話をお伺い

できたらと思ってきました。

最初にまず、滑川のできごとについて、どのように受け止めておられるかについ

てお伺いしたいと思います。

今回の滑川の悲惨な事案につきましては、今後このようなことが起こらないようきちんと考えて

いきたいと思っています。私どもの日頃行っております、ケア・ネット事業の、ご本人が利用するこ

とを拒否された世帯でして、地域との関わりを持つことに難しさがあったのかと感じております。

そういった意味では、社会とのつながりをなかなか持とうとしない、あるいは拒絶される方に対す
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る「見守り」活動の限界を少し感じております。もっと「見守り」を深める手だてがなかったのかなと

思います。

今回の事案では、大きくふたつの問題点があったのではないかと思います。

ひとつめの問題点は情報がなかった。民生委員さんでさえ、精神的に障害をお持ちであろう４

５歳の長女の方の情報を持っていなかった。自分の持っている情報と、実際の（世帯の）情報が

違っていても、それを修正する機会がなかった。そういった意味で、見守りする側に、何らかのき

ちんとした情報提供があるシステム作りが必要だと思います。個人情報保護と、情報の共有化と

いう相反するものを、きちんと担保していくシステム作りが必要だと考えています。民生委員さん

に正確な情報が入るシステムが確立されていなかったがために、今回の悲惨な事案につながっ

てしまったと思っています。

ふたつめの問題は、２週間の間、ご近所の人が異変に気付きながらも、誰も立ち入りの権限を

持っていなかった。緊急的に通報するシステムがなかった。どの段階で、誰が、どこに通報し、誰

が、どの段階で立ち入るのか。そういったシステムがなかったがために、２週間の間、気付きなが

ら誰も立ち入ることができなかった。ご自身の責任において、一生懸命面倒を見てこられたお父

様が亡くなられて、その家族の方が他に助けを求められなかった。今回、緊急の通報のシステ

ム、立ち入りのシステムがなかったがために、悲惨な事案につながったのかなと思います。

滑川を訪ねたおりに、私どもは、「本当に何も情報はなかったんですか」と聞きま

した。息子さんが、心身障害者福祉金を平成 21 年度まで受給していて、そのあと断
ったという話を聞きました。それが唯一の情報だったということでした。私どもが、

新聞報道で、一番何が引っかかったかと言いますと、滑川市では該当する人のとこ

ろへ出向いて届けるというやり方をしていて、少なくとも民生委員が、それまでは

届けていたんですね。お母さんが存命中の段階と、お母さんが亡くなってお父さん

だけになった段階とでは、それはずいぶん違うことになったんだろうなと想像しま

すけれども、そういうことを民生委員の方が、どこまでつかんでいたか、というこ

とがあります。仮にいっさいつかんでいなくても、ある時期までは受け取っていた

ものを「拒まれた」。それは何だろう、何を意味しているんだろうってことは、誰で

も考えますよね。それが、「情報はなかったんだ」と言われる。私どもは、それは違

うんじゃないかな、と思ったんですね。少なくとも、そういう有力な情報はあった

んだと。その後も民生委員が、自主的に遠巻きに見守りをしていたということを、

今初めてお聞きしましたけれども、そうであればなおさらのこと、民生委員の方は、

他の民生委員の誰かに、そのことを話したんだろうか。あるいは、滑川市の社会福

祉協議会、行政にそのことを話すことはなかったんだろうか。私はとてもそこのと

ころが大きいことのように思います。

私が思うに、地域の支援を断られる方には、大きく分けて２つの側面があると思います。ひと

つは、地域の方にお世話になることを遠慮される方。福祉サービスを受けることは恥ずかしいこ

となんだ。世間のお世話になることは、申し訳ないことなんだと思われる側面。もうひとつは、ご
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自身の家族のことを、近隣の方に知られたくない、恥だ、と思われる側面。そういう両方の側面

を、Ｏさんという方は、お持ちだったのだろうと推測します。これも推測ですが、親としての責任感

が、非常に強かったがために、生活は全てお父さんが、食事の準備から全て、采配されていたの

だろうと。

こうした事案を踏まえ、今後一歩先の「見守り」を、どうしていくかということが課題ではないか

と考えています。当事者や親御さんに、自分のほうからＳＯＳを発信していただける（世間体等の

壁を取り除いて）取り組みを、まずはしていきたい。私どもの限界というところじゃなくて、もう一歩

踏み込んだ次の行動というところで。この前の「緊急会議」では、こうした話し合いができてよかっ

たと思っています。

今回の大変不幸なできごとの「一家」像といいますか、「家族像」を、どう浮かび

上がらせるか、ということは、非常に大事なことだと思うのです。可能な限り、検

証していかなければいけないと思います。だから、「情報がなかった」ということで

はないだろうと思うわけです。非常に生かしにくい情報であることは確かです。だ

けど、その情報を生かせなかったのは、なぜなのか、ということを徹底的に調べて

もらいたいということが、私どもの思いとしてあります。

私としては、これからは「コミュニティソーシャルワーク」がますます重要になってくると思ってい

ます。今日の便利主義の社会の中で、近隣の人との顔合わせや、近所付き合いをする必要性が

なくなってきた。一人での生活が安易にできるようになってしまった。ひとりで生活でき、ひとり暮

らしの方が増えると、その人は、はたして地域のことをどれだけ知っているのか、また、逆の見方

をすると、その人のことをよく知る人が地域の中にいない、こうした中で地域の見守りができるの

か、ということが心配材料としてあります。

そういう、「コミュニティソーシャルワーク」というテクニカルタームとでもいう

べきものを知らないわけではありません。けれども、それは一種の言語矛盾のよう

にきこえてしまいます。「コミュニティ」と、「ソーシャル」ということばが、この

日本の社会でそんなふうにスムーズにつながるものなのかと思います。

私としては（こうした事案を踏まえ）、これからは福祉関係者だけではなく、近隣も班長さんも含

めた町内会等の自治会単位において、行政、自治会、警察、社会福祉事業者、そしてボランティ

ア活動をされている方、ＮPOの活動をされている方（住民を含む）が、お互いの分担の垣根を越

えて、みんなで、大きな輪の中で、自分たちの地域をどう考えていくか、ということを話し合ってい

く、そういう機会を作っていくことが大事だと思っています。

行政においても、もう一歩前に出て、縦割りの情報（施策）ではなく、横の情報（施策）つなげ

て、その世帯全体を考えていくそういうシステム（情報提供・施策）を作ってもらいたいと考えてい

ます。
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さっき、あなたは、近所の人たちは、なにがしかの異変があったことに気付いて

いたと。いかなる権限でもって、そこに踏み込むかが明確でない限り、アクション

ができなかった、とおっしゃった。やや乱暴に言えば、どうして人が、そこになん

かなっているときに、権限もくそもないということにならないのか。

地域の眼には、プラスもマイナスもあると思います。今の日本社会において、血

縁、地縁、社縁、そして知縁といわれる四つの縁が、残念ながらどれもでこぼこで、

人をトータルにおおうものでない、足し算してもひとつにならない、というような

のが、今の日本社会の人間の関係のありようだと思います。

地縁－地域の眼がもっているプラスがある。同時に、地域の眼がもっているマイ

ナスというものがある。のぞき込んではいないけど、しいて言えば、のぞきこんで

ると言うに等しいような地域の眼ってありますよね。地域の眼というものには、二

重性があって、それによって救われる面もある。だけど、どこも今は希薄になって

きていて、むしろわずらわしかったり、口出すな、と思ったりするような、地域の

眼目のマイナス性というものも、間違いなくあるわけです。日本社会で、なにか人

の関係を本当に律することができるかと言ったら、なにもないわけです。そんなな

かで、地域の眼だけが浮上するならば、プラスもマイナスも伴って出てくるわけで

す。

地域の眼について、また繰り返すことになりますが、私・たちは、民生委員が、

ひかえていたというのが、分からないわけではない。しかし、その一歩引いたあり

方というのは、なんなのでしょうか？

そのときの民生委員さんは、「あまりしつこくするのも、何ですから」と、「見守り」だけでもしよう

と思われていたのではないでしょうか。

そのときの「見守り」というのは、なんですか？直接踏み込めないから、気にな

るから見ていよう。それは、とても「美しい」ことに聞こえる。しかし、そこにこ

そ、この日本の地域の眼の問題性が凝集しているように思います。

少し話（視点を）を変えて、お父様のことから考えましょう。日頃は見て（見守って）欲しくない。

でも、自分が亡くなられたときは、すぐ（子どもたちを）助けて欲しいと思われたはずです。滑川市

で取り組んでおられることですが、「地域のＳＯＳ・ご近所見守りチェックリスト」というものがありま

す。滑川の今回のことをふまえて、自分からも地域の人々にＳＯＳを言える（助けを求めることが

できる）人になるための取り組みも必要と考えています。

そして、そのＳＯＳは、なにも近所の人じゃなくてもいいんです。自分に何かあったときに、ここ

に連絡して欲しいという（人をつくっておく）緊急システムです。そして、何かあったら、ここに連絡

して欲しいということを、客観的に、誰か（行政の人がいいのか、町内会長さんがいいのか）把握

している人を作っておく。そういったことのシステムがやっぱり必要なんだと思います。では、どう
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言ったシステムがいいのか。それを地域みんなで考えていく、そして、社会的なシステムとして作

っていく、こうした取り組みがこれからの課題だと思っています。

大変「正しい」ことをおっしゃっていると思います。しかし、どうしても地域の

眼を前提にしているように聞こえます。地域の眼を社会の眼からもう一度捉え返す、

そういうことが必要ではないでしょうか。

滑川市の「緊急会議」のことを、たまたま新聞報道で見まして、「傍聴できますか」

ってきいたんですよ。そしたら、「一般の方はご遠慮いただいています」と言われま

した。「一般の方」というのは、どういうことなんでしょうか？

その「会議」に参加する今まで関わってきた人たちは、視点とか、眼とかが固定

化してしまっているということはないのか。それをほんとうに揺さぶることができ

るかということです。既存の民生委員、既存の社会福祉協議会を含めて、その既存

性みたいなものをどこで壊すかってことが同時にないと、と思うのです。民生委員

の人は、「断られた」ということを、どう「処理」しようとしたのか。どこに投げか

けようとしたのか、しなかったのか。「情報がなかった」と言われるけれど、情報が

こんなにたくさんあったじゃないか。と言いたい。その人は、それを情報化できな

かった。共有すべき情報に転化できなかったわけです。民生委員内部での、自分た

ちのあり方の再点検とでもいうようなもの、そういうものがどれだけすすむのか、

ということや、今までなかったような視点をどうやって入れていくかということが、

とても気になります。

私は、今回の事案を正しく（本当の問題点はどこにあるのか）検証する必要があると考えてい

ます。地域の見守りのなり手を見たとき、実は民生委員さんですらなり手がなくなってきていると

いう事実があります。なぜ民生委員さんのなり手がないのか。それは、自分の時間を割いて、地

域のためにという思いよりも、民生委員さんへの期待の方が大きいためではないかと思うんで

す。

だからこそ、住民の方にも参加していただきたいと思いますし、「見守り」のつながりを、いかに

地域の中に構築していくか（民生委員一人にすべての責任を負わせるのではなくて、地域住民

が役割を分担し見守り活動を行う）ということが大切だと考えています。今回の事案で、私がすご

く痛感しているのは、そういった「見守り」のシステムがなかったということです。

報道の中で、民生委員さんがたたかれると、結果的にますます民生委員さんのなり手がなくな

る。そうすると、Ｏさん一家のような事案があちこちで出てくる。そういったことのないように、もっと

前に進んで、それぞれが、自分たちの使命や役割を超えて、住民が地域作りにどう関わっていく

か。そのような社会をどうやってつくっていくか。今後、私たちは、社会福祉関係者だけではなく、

住民がみんなで考えていくこと。そういった意味で、先ほど言いました自治会単位で住民と一緒

に考えていきましょうよ、ということをすすめていく必要があると思っています。町内会なり、住民

レベルで学びをすすめ、心豊かな地域生活のために、みんなで考えていく。（誰かに任せきりに



- 23 -

なるのではなく）ひとり一人が考えていく時代なのかと思います。

自治会というのは、ふつう、人がどこかで生きているときに、共存共同の営みと

して、どのレベルであれ、存在するにふさわしい。でも、日本の場合の「自治会」

というのは、非常に貧しくて、下から本当に創った自治会なんて、聞いたことがな

いといったようなものです。既存の機関を利用しなければけないという面があると

思いますけれども、既存の機関があるが故にどうしても持ってしまう、負の性格み

たいなものを、どこでチェックしていくかということです。

新しい何かを作っていかなければいけない、ということでは、私たちも同じことを言っていると

思います。昔からあったもので、今はなくなっているものもありますし、また逆に昔と違った社会だ

から、今新しく作らなければならないものもあります。この時代だから求められるものもあると思う

のです。そういったものを、何か（みんなで）創っていかななければならないということを、この前

の会議の中でも確認したところであります。

新しさを求めるということであれば、既存の地域の視点を超える方法を考えなけ

ればいけない。それぞれに努力されていることがないとは思わないんです。努力さ

れても、システム的な限界があれば、しょうがないということにされますから、そ

れを破るためには、誰が参加してもかまわないような形になるようなものを、県社

会福祉協議会の方から、創っていくことをぜひして欲しいし、そういった試みを続

けて欲しいと思います。

本会として考えている今後の取り組みとしては、先ほども申し上げましたとおり、地域における

見守りについてみんなで（行政や警察関係者等を含めて）考えていく機会（関係者の連絡会議の

開催など）を作っていくということです。

このことは、行政にも働きかけていかなければいけないと思います。

もうひとつは、研修会などを通して、個別支援や世帯支援できる人づくり、またはそうしたこと

のできる地域づくりをしていくこと、そのような取り組みとして、９月に、コミュニティー・ソーシャル

ワークを伝える研修を実施したところです。 今回の滑川市さんの事案を受けて、１０月、１１月

にも（そうした研修会を）実施していく予定としています。

声のあるニーズと、声のないニーズ、そのニーズの捉え方も、自分勝手に考えるのではなく

て、自分の応えられないニーズでも、丁寧にひろいあげ、どう（関係機関に）つなげていくかを考

えていきたいですね。

今日は、長時間お時間を取っていただきまして、いろんなことを聞かせていただ

きまして、本当にありがとうございました。
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［３］ ２０１２年１０月９日

富山県厚生企画課地域福祉保護係を訪ねて

Ｑ 今回の滑川市での「事件」をどう受けとめているのか？

Ａ ・まず地域の現状を把握することが必要。

・「個人情報」の取り扱いがポイントになるが、「情報」の意味を捉え返した上で

扱いを考えるよう通知した。

Ｑ ここ最近の民生委員の活動状況をどう把握しているのか？

Ａ ・一昨年にも「情報提供」が問題になった。

・民児協（民生委員・児童委員協議会）で昨年どういう情報が届いていて、どう

いう情報が届いていないのかのアンケート調査を行った。

Ｑ 各自治体の「見守り」のシステムをどう把握しているか？

Ａ ・各自治体の具体的な取り組みについてまでは、つかんでいない。「ケアネット」

活動の数値的把握はあるが、活動の具体的なありようまでは分からないという

こと）

・各自治体からの報告をまとめたものはない。

「見守り活動」を検証する資料はないか？

Ａ ・魚津市と上市町でも緊急会議を開き「見守り活動」について話されたと聞くが、

具体的な中身についてはまだ聞いていない。

Ｑ 「市町村民生委員 主任児童委員会議」が緊急に開かれたと聞くが、その内容は？

Ａ ・口頭での報告しか受けていないので手許に資料はない。

・会議では、「個人情報」の扱い方についての全市町村に質問用紙を送付、回答

期限は１０月１５日までとなっている。

Ｑ 「災害要援護者」に関わる情報の扱いとの関わりは？

Ａ ・当然重なってくる。「災害要援護者」に関わる情報提供の方が先んじているが、

地域でばらつきがあり、高齢者の情報提供は県東部が進んでいる。

・民生委員と当人との生活エリアが重なることが多く、行政には明かしても、民

生委員には明かしたくないという人も多い。


