
Ⅱ．社会福祉法人の役割発揮に向けて（座談会）

これまで「災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業」の企画・運営に携わって
きた委員の皆さん。これまでの取り組みを振り返りながら、社会福祉法人とし
ての災害対策についてお話を伺いました。 

＜平成27年度 災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業推進委員会の皆さん＞ 

■ 浦野正男さん（写真中央） 

　社会福祉法人中心会理事長 

 （本会経営者部会会員法人）
 （社会福祉法人全国社会福祉協議会　全国
　社会福祉法人経営者協議会　地域公益事
　業推進委員長）  

■ 古田育子さん（写真中央左） 

　社会福祉法人なごみ福祉会 

さぎ沼なごみ保育園園長 

 （本会経営者部会会員法人、施設部会・保育協議会会員施設） 

■ 森下浩明さん（写真右） 

　社会福祉法人みなと舎 常務理事、ゆう施設長 

 （本会経営者部会会員法人、施設部会・障害福祉施設協議会会員施設） 

■ 辻田恭子さん（写真中央右） 

　社会福祉法人近代老人福祉協会 

　特別養護老人ホームニューバード施設長 

 （本会経営者部会会員法人、施設部会・老人福祉施設協議会会員施設） 

■ 豊田宗裕さん（写真左） 

　聖徳大学 心理・福祉学部 社会福祉学科准教授

横浜国際福祉専門学校顧問 

19



Ⅱ．社会福祉法人の役割発揮に向けて（座談会） 

〈座談会の開催にあたって〉

■ 災害発生対応施設職員ノウハウ研修事業
推進員会では、東日本大震災の経験をもと
に、災害発生時の支援活動や災害発生に備
えた施設運営のあり方について検討し、
「災害発生時にリーダー的役割を発揮で
きる人づくり」を目指した研修会を企画・
実施してきました。（詳細は3章参照） 

■ そこで、平成27年度委員会委員の皆さんに
お集まりいただき、分野・種別を超えた災
害対応の課題や、今後必要とされる社会福
祉施設の連携、社会福祉法人に期待される
役割についてお話しいただきました。

職員派遣の仕組みがありながら、
なぜ、動くことができなかったのか

（豊田）まずは東日本大震災の経験を振り返
りつつ、お話をいただこうと思います。高
齢福祉に取り組む辻田さんから、特別養護老人
ホーム（以下、「特養」）の状況を教えてください。 

（辻田）大震災が起きたとき、びっくりする
ことばかりで何もできなかったというの
が正直な気持ちです。 
発災後、しばらくして県や市から被災し

た高齢の方たちの受け入れについて打診があり、
特養の体制を整えて受け入れ可能人数などを
報告したのですが、具体的な要請はありません
でした。その後、施設長同士のつながりの
中で応援依頼があり、被災した方たちの受
け入れにつながりました。あのとき、公的
な仕組みはあったはずなのに、なぜ動くこ
とができなかったのか。福島県南相馬市か
らの避難者受け入れの際も手を上げましたが、
具体的な依頼はありませんでした。被災地へ
の介護職員派遣に参加したいと手を上げた職員

もいたのですが、つながりませんでした。
　後になって、ほんの一握りの数の特養から
介護職員が継続的に派遣されていること、
職員確保に苦心しているという話を聞きま
した。仕組みがありながら、受け入れや
派遣を希望する特養がありながら、その
偏りがなぜ起きてしまったのだろうと思い
ます。 

施設職員と利用者家族とのつながりを
災害時、地域の力に変えていく

（豊田）東日本大震災後、特養での防災の取
り組みについてはどのような状況でしょ
うか。 

（辻田）あらためて特養の立地を確認し、お
そらく建物への被災は少ないだろうと想
定しています。そこで特養のBCP（事業継
続計画）の策定の際は、地域の福祉拠点と
して、特養をどのように活用するかを軸に
考えました。職員に対しても、この地域で、
この施設で被災した方たちを受け入れる
という方針を伝えています。 

（豊田）職場内研修など、施設職員の災害対
応についてはどのように取り組まれてい
ますか。 

（辻田）「いつでも誰でも対応できるように」
を目指していますが、災害に直面したとき、
実際にどれだけ動けるのか不安はぬぐえ
ません。震災後は毎月のように災害対応会
議を重ねていましたが、時間とともに熱が
冷めていってしまった感もあります。 

職員間の連携につい
て、仲良しというだけ
でなく、「つながり」と
していかに機能するか。
つい先日、夜間に認知
症の利用者の方が火災
報知器を鳴らしてしま
い、消防車が５台も集
まってしまいました。 

介護職員は誤報だと認識していたのです
が、宿直員（外部委託）まできちんと伝わっ
ていなかったのです。これだけのことで、
こんなにもパニックになってしまうとは。
施設の現実を思い知らされました。
　防災の取り組みとして大切なことは、対処方法を

辻田委員 
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施設長から一方的に伝えるのではなく、職
員同士で話し合う場を持つこと。施設で想
定される非常事態に対して「あなたならど
うする？」と職員に一人ずつ聞いていく、
職員の考えを言葉にして伝えさせる、職員
同士がお互いに確かめ合う。この繰り返し
の中で、非常時の判断に自信をつけてもら
うことが必要と思います。 
また、東日本大震災では、職員の被災や

担い手不足が言われてきました。そこで、
利用者のご家族にも特養に避難していただ
こうと考えています。職員だけで施設現場
を回していくことの限界が見えており、要支
援者の支援の手として、家族の皆さんの助け
も借りたい。東日本大震災では、避難者同
士の助け合いが心の支えになったとも聞き
ます。災害時、特養から地域に発信すると
いうことも、職員と共有しておきたい視点
の一つです。
　施設行事の際、特養の１階スペースは自由に
出入りしやすいように工夫してきました。高齢
者福祉施設として感染症予防などのリスク
管理に努めつつ、今後は２階以上のスペー
スも見学してもらうなど、福祉施設のことを
知ってもらう場づくり、災害時に助けても
らえるような情報提供が必要と感じてい
ます。

施設職員のつながりを入口に
利用者と地域とのかかわりを深める

（豊田）災害時の連携を見据えながら、日ご
ろから地域とのつながりづくりも意図さ
れているのですね。 

（辻田）特養開設から９年が経ちます。お盆
や正月など、施設長として近隣の皆さんへ
の季節の挨拶を毎年行っているほか、職員
はお祭りで神輿を担いだりと、地域行事にも
参加しています。それをきっかけに「今度
はおじいちゃん・おばあちゃんたち（特養
利用者）も一緒にどうぞ」と声を掛けても
らえるようになりました。住民の皆さんと
のつながりの広がりを感じます。 
また、歓迎会や忘年会などで地域の商店

街を使うとき、そこで地域の方と出会い、
語り合ったりもしているようです。職場を
離れた私服の付き合いとして、同じ地域で
働き・暮らす一員として自然と町の人たち

た人とのつながりは強いですね。職員がそ
れぞれに、それぞれの場面で地域の方たち
と通じ合うことで、特養利用者の方たちも
施設の外へ、地域へ出やすくなっています。
こうした日ごろの関係が、いざというとき
にも役立つと思います。 

（豊田）東日本大震災の際、県外に一斉避難
した地域もありましたが、慣れない土地で
のコミュニティ再生や支援の難しさが報
告されています。福祉施設がいち早く本来
事業を立て直すこと、地域の支え合いの中
で事業を継続していく意義は大きいもの
があります。辻田さんのお話は、施設職員
を入口とした地域連携の取り組みが見え
てくる実践でもありますね。
　では続いて、保育分野から、古田さんにお願
いします。

自分で考え、経験して、反省することで
初めて自分のものになる

（古田）この研修事業
に参加して、色々な
ことを学ばせていた
だきました。
　特に報告書の〈視点２〉
の「災害に強い人づ
くりとは」の中で紹
介されている鈴木さ
ん（(福)石巻祥心会）
の言葉が印象に残っ 
ています。「自分で考えること、考えを伝
えること、考えをもとに実行すること、動
きながら相談しながら軌道修正していく
こと」。まさに日々の保育実践から学べる
ことばかりです。職員一人ひとりが考え、
判断し、行動できるよう支援していくのが
私の課題であると思っています。 
当園は、保育園の防災訓練を見直し、被

災想定は訓練当日に伝えるようにしたり、
主任保育士やリーダーたちはあえて訓練
に加わらず、その場の職員が判断し行動せ
ざるを得ない状況をつくるようにすると
ともに、訓練後の話し合いにウェイトを置く
ようにしたりしました。振り返りの時間で
は「とっさの判断でいつもの階段を使った
けれど、火事の場合、遠回りになっても別

古田委員 
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になりました。
　非常時とはどのようなものか、自分で経験
して反省することで、初めて防災対策が身
についていくのだと思います。今後もこの繰
り返しを大切にしたいです。

子どもの被災をどう伝えるか
必要な公助の発信が必要

（豊田）職員自らが課題に気づき、そこでの
判断を職員同士で擦り合わせていくこと
に時間をかけている。この取り組みの大切
さは、辻田さんからもお話がありました。分
野や職種、職制を超えた共通の内容と言え
ますね。研修会では、災害時、復興に向け
て動き出すために、子どもを預かってくれ
る保育園の重要性も語られました。 

（古田）東日本大震災の際、私たちの園でも
翌朝まで保護者が迎えに来られない園児
がいました。そのとき保育士は誰から指示
されるわけでもなく、子どもを真ん中に輪
になるように布団を敷いて夜を明かして
いました。子どもたちを守らなくてはとい
う意識が保育士一人ひとりの中に備わっ
ていること、職員の力をあらためて確認で
きたことも、震災から得た学びの一つです。
　ただ一方で、保育園という施設で子どもを
ケアするにも限界があります。保護者も被
災し、引き取り手がいない子どもたちが出
てくることも想定されます。その場合、ど
のように子どもたちをケアしていくのか、
当地区では対応が定まっていません。一時
的な預かりニーズを超えたとき、子どもた
ちをどこに委ね、子育て家庭を支えるため
の応援をどこに求めたらよいか。公的な支
えが必要な部分も伝えていかなくては、守
るべきものも守れません。福祉現場の気づ

きや課題を現場から発信していかなければな
らないと感じています。 

（古田）保育の体制だけでなく、子どもたち
の心の備えも大切です。保育園に通う子ど
もにとっての「おじいちゃん・おばあちゃ
ん」は 50 代の現役世代で、私たちがイメ
ージする「高齢者」とは違います。核家族
化が進み、介護サービスが浸透しつつある
中、子どもが「高齢者」と出会うチャンス
も少ない現状にあります。 

  ここ数年、交流事業として毎月特養の誕
生会へお祝いに行き、歌やダンスを披露し
て手作りプレゼントも届けます。その際、
高齢者の方たちのしわしわの顔や曲がっ
た腰をなでたりするスキンシップを大切
にしています。お年寄りの表情もとても和
らぎます。また、地域の方が「急須でお茶
を入れるところを見せてあげたらどう？」
「墨の香りを感じてみたら？」「昔遊びを
教えてあげる」など、さまざまなアイディ
アを出してくださいます。これからも地域
の方々とのつながりを大切にし、もしもの
ときにお互いが支え合う関係を築いていけ
るようにしていきたいと思います。 

（豊田）
を見せていく役割もあるのですね。さまざ

保育園には、子どもたちに地域社会

まな人たちが生活している姿を見て慣れ
ておくこと、顔見知りになっておくこと、
いざというときにその経験を思い出せるよ
うに仕掛けています。 
非常時、何をよりどころにすればいいか

不安を感じるのは大人も子どもも同じで
す。なかなか外に出ていかれない特養利用 
者に代わって職員
が地域に出ていく
という高齢分野の
取り組み、子どもと
職員が一緒になっ
て地域に出ていく
保育園の取り組み、
どちらも家族や施
設の中だけで暮ら
しや育ちを完結させ
ず、地域との接点を 
つくろうという姿勢が見えます。目的意識

豊田委員 

22

の避難ルートをとるべきだった」など、保
育士一人ひとりが自分の判断を見直す場

家族や施設の中だけで
暮らしや育ちを完結させない



Ⅱ．社会福祉法人の役割発揮に向けて（座談会） 

をもって日ごろから過ごすことの大切さ、
防災訓練だけが災害への備えではないと
いうことが分かりますね。 

「この現実を伝えなければ」
「忘れないで」

では、続いて障害分野から森下さん。
障害福祉施設団体として、長期にわたり、
職員派遣のコーディネートに携わってこ
られましたね。 

東日本大震災の発災当時を振り返る
と、「現場は捨てたものじゃない」という
思いが浮かびます。被災地へ職員を派遣す
る際、平時は研修会への参加が少ない障害
福祉施設も、人手不足の中で応援職員を出
してくれました。非常時だからこそ助け合
おうという思い、現場の力、施設職員の力
を強く感じた経験でした。 

人 的 派 遣 の 取り
組みについて、個人
的なきっかけとし
ては、阪神淡路大震
災の経験がありま
す。当時から施設職
員として勤めてい
ましたが、あのときは
何もできませんで
した。その思いがずっ
と心に残っていて、 

「今こそ」という思いで東日本大震災の被
災地支援に取り組みました。 
やはり、被災地に足を運ばないと分から

ないことがあると思います。同じ日本の、
同じ空の下、同じ時間のはずなのに、被災
地で流れているものは「何か」が違う。言
葉にするのは難しいですが、この「何か」
を体感させてもらいました。応援職員の
「この現実を伝えなければ」という気持ち
と、被災地からの「忘れないで」というメッ
セージ。この二つが両輪となり、歯車とな
って、被災地への職員派遣は進んだと思い
ます。福祉の仕事に就く人の多くは、何か
に導かれる「使命感」を持っていたり、自
分のことより周囲に寄り添うことを選ぶ
ぶ人たちが多いように思います。 

前に進もうとする人が一人でもいれば
助けてくれる人が必ず現れる

被害の少なかった神奈川県で生活し
ていた我々も、日常生活の中でガソリンが
不足していたり、計画停電の中、目に見え
ない「何かが失われていく」ような不安感
がありました。そんな中、実際の被災地は、
多くの困難な状況にありながらも常に前
へ前へと進んでいました。応援に行ったは
ずの私たちが励まされるような笑顔に出
会いました。
　東日本大震災を経験したことで、自施設の
防災を考えるとき、職員や物資が足りなく
なりそうで不安だと考えることが少なく
なりました。「この現状を何とかしなくて
は」と思う人がそこに一人でもいたら、必
ず助けてくれる人がいる。生きていれば前
に進むことができる。東日本大震災から仲間
を信じる力をいただきました。
そして、職員一人ひとりの思いを実現し

ていく場として、施設や団体が機能してい
かなくてはならないと思いました。若い職
員が思いを持っていても、支援現場での実
現性が閉ざされてしまえば、施設現場を離
れていってしまいます。個人の思いを拾い
上げ、汲み上げ、叶える場が必要です。そ
んな機会やチャンスをつくっていかなく
てはなりません。みんなが今、何を考えて
いるのか。みんなの思いや願いを叶えてい
くにはどうしたらいいだろう。どうしたら
一人ひとりの思いを表現できるだろう。そ
んなことを考えながら、施設として、団体
として取り組んでいきたい。そう考えると、
不思議と災害の怖さは薄れていくのです。
伝えていけば生まれるものがあると、東日
本大震災の経験に教えてもらいました。 
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（森下）施設関係者で災害対策などについて
話し合うことがありますが、職員が集まる
ことができるかどうか不安という声を多
く聞きます。必要な災害備品は想定できま
すが、予測も準備もできないのが人材です。
職員の家族を思うと、想像がつくようでつ
きません。たしかに人材の確保が大きな課題
です。しかし実際は「こういう仕組みがない
とダメ」「人がいなくては進まない」とい
う発想ではなかなか前に進みません。災害
に直面したとき、そこにいる人たち自身が
立ち上がり進まなければ、事態は前に進ま
ないのです。それでも、一人でも前に進も
うとする人がいれば、必ず助けてくれる人
が現れます。神奈川県には信じることがで
きる、そんな仲間の職員集団があります。
東日本大震災の当時、いち早く家族のも

とへと考えた職員が付き添った先で、家族
から「施設でもう少し見ていてくれたら」
と言われたという話も聞きます。非常時の
判断として何が正解か、常に答えはありま
せん。それでも、苦しみながらも前に進む
ことのできる職員を育て、困っているとこ
ろに職員を出していき、共に前に進んでい
こうというメッセージを出し続けられる
集団でありたいと思います。

（豊田）団体の持つ力、集団を組んでいくこ
との意味合い、組織化できたからこそ効果
的に機能してきた支援のかたちがうかが
えます。思いのある人材をどう結び付けて
いくか、集まりや活動の場にどのようにつ
なげていくか、課題提起もありました。
　おそらく活動の場だけでなく、森下さんのよ
うに思いを伝えてくれる・引き出してくれ
るリーダーの存在も大きかったのではな
いでしょうか。「伝えなければ」「忘れない
で」このスローガンに共鳴した人たちがま
とまり、発展してきた様子が見えました。

「１分の１の存在」として
一人ひとりに向き合う

（森下）あらためて大切だと感じているのは、
私たち福祉職の原点である「1 分の 1 の存
在」を考えていくことです。全体の傾向を
ざっくり捉えることと、個を捉えることでは
意味合いが違います。両方とも必要ですが、
もう一度、一人ひとりが大切でかけがえの
ない「1 分の１の存在」であることを確認
したいです。 
障害のある方たちの場合、普段から暮ら

しにくさを抱えながら、災害時にはさらに
暮らしづらい状況に置かれます。そんなハ
ンディを背負いながら、「平時の暮らしに
くさ」のレベルまで戻ることさえままなら
ない。それが障害のある人にとっての被災
の現実です。その意味でも、日ごろのかか
わりの中で、身体介助の一場面を見ていく
だけでなく、「この人が社会とどのように
つながっていくか」を見ていく必要があり
ます。 
社会の中で生きるということは、施設職

員がかかわる一時的な場面だけを切り取っ
て語れることではありません。生きるとい
うことは、常に社会の中の存在として「居
られる」ということです。ですから、私た
ちは一人ひとりの暮らしや存在が見えづ
らくなっている今だからこそ、個人の思い
を出発点とした「１分の１の存在」を大切
にできる福祉現場でありたい。そして一人
ひとりの人生に近づき、寄り添っていきた
いと思います。 

（豊田）障害のある方たちの暮らしづらさに
ついて、高齢分野や保育分野に比べると、あ
まり馴染みがなかったり、見えづらい・分か
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りづらいことも多くあると思います。一人
ひとりの暮らしに眼差しを向ける大切さ
の一方、障害児教育が特別支援として分け
られてしまうことで、かえって問題を潜在
化させている。福祉政策のあり方にもつな
がる課題です。 

 非常時に試される施設マネジメント
「福祉職場にリーダーが育っているか」

（豊田）施設利用者や地域住民から期待され
る役割について、専門分野や種別、運営形
態などによる特徴があること、それぞれに
共通する職員育成の視点が見えてきまし
た。浦野さんからは、施設長・理事長など
リーダーの視点から見る災害対策につい
てお話をいただければと思います。 

（浦野）先ほど森下さ
んから「職員も捨て
たものじゃない」と
いう言葉がありまし
たが、施設現場のリー
ダーが職員を信頼す
ることも一つのポイ
ントだと思います。
　私たちの法人では、 
岩手県に６カ月間、職員を派遣しました。
当時は自分たちに何ができるのか、実際に
応援職員が被災地で役に立つのかどうか
も予想できませんでしたが、大勢の職員が
派遣に手を挙げてくれました。もちろん、
施設の職員体制や職員個々の事情から被
災地に出向かれない人もいます。理事長とし
て、「頑張れ、どちらも大事だ」と声を掛
け、被災地に向かう職員だけでなく、法人
全員で被災地を応援しているのだという
メッセージを伝え続けました。 
施設リーダーの視点からすると、日常の

マネジメントが一気に現れるのが非常時
だと思います。職員派遣や被災者の受け入
れについて対応が難しいという法人・施設
もありますが、その背景には、施設リーダー
がマネジメントに自信が持てない何かし
らの理由があるかと思います。クライシス
（危機的状況）に直面したときに大事なこ
とは、仕組みであり、ハードウェアであり、
人であり、その人の意識です。特に人的資
源は日常の中で養われるものだと思いま

す。この地域で、または社会の中で、社会
福祉法人や福祉施設がどのような役割を
果たしていくのか。そのためのマネジメン
トができているか。災害発生時に限定した
ことではありません。 
この研修事業では、「誰かがリーダーと

なるのではなく、誰もがリーダーとなり得
るように」という目的がありました。その
場その場の状況で判断できる人を育てて
いくということですが、福祉職員の日常の
中では難しいことも多々あります。勤務シ
フトやスケジュールを軸としてシステマ
チックに働く介護職員の場合、いつまでに
何をすべきかという役割が定型化してお
り、それをこなすことさえ厳しい人員配置
に置かれている現状です。一方、児童養護
施設職員の場合には、ルーティン化できる
ようなかかわりは日常の中にほとんどな
く、子どもの個別性に応じた対応を常に迫
られます。そうした職場環境の違いから、
特に高齢分野では、人づくりの難しさを
感じます。ただし、それぞれの職場環境の
中でリーダーを育てていくことも、経営者
としての仕事の一部です。 

日常的に地域とかかわる職員の底力
福祉施設の持つ見えない資源ストック

（浦野）地域とのかかわりについては、暮ら
しにくさをカテゴライズするリスクも語
られていました。いかに地域から人的資源
を調達していくか。東日本大震災の経験で
は、専門的なスキルがなくても、利用者の
方たちを見守り、何かあったら職員に声を
掛けてくれる人の存在に助けられたと聞
きます。だからといって、『何かあったら
施設職員に声を掛けてくれる地域住民を
養成する研修会』の看板を掲げたとしても
上手くいくとは思えません。日常の中での
付き合いをどう深めていくかが大切です。
たとえば、地域交流スペースを設けて地

域のサークル活動拠点として提供してみ
る。その拠点を利用する住民にボランティ
アを依頼すると、「施設を使っている前後
の時間、手伝うよ」と気軽に応じてくれた
りする。そうした日常の付き合いの中で、
福祉施設への出入りの機会を増やし、イベ
ントはもちろん、日ごろの接点を増やして

浦野委員 
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いく。そうしたつながりがあれば、災害時、
住民も被災者でありながら施設運営に協
力してくれるようになる。「被災者も地域
資源」と思えば、私たち施設関係者のかか
わり方や考え方も変わってきます。避難者
とはいえ、身体的に元気な人たちはやるこ
とがないまま過ごす方が、かえって苦痛か
もしれません。「やることがなかったら手
伝って」と、こちらから声を掛ければ手を
貸してくれる方も少なくないのではない
でしょうか。 
そうした地域の循環をつくっていくの

も施設職員です。組織のトップが挨拶に回
るだけでは「つながり」には届きません。
地域と日常的なかかわりを持つ施設職員
の力、目には見えない資源のストックを施
設の中に持っているということに、もっと意
識を向けてみてはどうでしょうか。社会福祉
法人として、私たちは日ごろから地域住民に
必要とされるサービスや社会資源を提供
しています。それは住民に一番近いところ
で、住民に必要な事業を行っているという
ことです。 
この数年、一部の社会福祉法人の不祥事

がマスコミで大きく取り上げられ、福祉分
野にも市場原理を導入すべきという声が
強まっています。しかし、地域社会を結び
つけ、つながりを育むことは、非営利だか
らこそできることです。これまで社会福祉
法人というアドバンテージを十分に活用して
きたかという自省はしつつも、この長所を日
常的に発揮していかねばならないと思い
ます。 

「制度の範囲に立てこもっていないか」
 社会福祉法人だからできること

（豊田）リーダーの視点から見る災害対策や、
社会福祉法人の役割についてお話をいた
だきました。あらためて、社会福祉法人の
経営者へメッセージをお願いします。 

（浦野）社会福祉法人の経営者に一言申し上
げるとすれば、「社会福祉法人の由緒・来
歴・ルーツ、そして原点をもう一度考えよ
う」です。 
社会運動として始まった福祉の取り組

みは、制度も微々たるものだった時代に、
先達がつくってきたものが骨格となって

います。
　しかし、時代が進み、制度・施策ができればで 
きるほど、福祉の取り組みが枠の中にはまっ
てきてしまっているように思います。
　社会福祉法人の福祉活動が“枠の中のこ
と”であれば、地域に必要とされません。む
しろ市場を求め、競争原理の働く中でより良
い福祉サービスが期待されるでしょう。ただ
し、市場化されたサービスは、災害時に地
域からそっぽを向かれてしまいかねない。
「自分たちのことは自分たちで何とかす
ればいい」と切り離されてしまうことさえ
あります。社会福祉法人が制度という枠の
中に立てこもると、地域が見えなくなって
しまう。非常時にしっぺ返しを受けるのは、
地域を顧みることをしてこなかった社会
福祉法人に他ならないと思います。 
地域社会における共同生活の一手段と

して存在する福祉施設だという意識を持
つこと、そして地域とどうかかわっていく
かを考えるべきときに来ているのです。

（豊田）社会福祉法人の原点・精神・スタン
スを忘れないこと。クライシス（危機的状
況）で気づかされる地域の中に置かれた施
設の現実。一方で、日常的な接点を作って
いくことの難しさ。それでもリーダーとして
前に進んでいくべきこと。災害対策に限ら
ない、社会福祉の原点をあらためて押さえ
ていく貴重なお話をいただきました。 
また、担い手不足に悩まされている社会

福祉法人・福祉施設において、福祉の原点
について現場の職員レベルで伝え合うこ
との難しさもうかがえます。浦野さんが語っ
てくださったような思いを継承していく
ためにも、職業団体や協議会など、積み上げ
ていく場の大切さを改めて感じます。
　社会福祉法人や福祉施設の取り組みが、社
会にとって価値のある大切なこととして受け
止めていかれるよう、一般市民に働きかけ
ていくことが必要だと思いました。 

（浦野）福祉の側が地域に出ていくからこそ、
地域に認知される。そこが出発点であり、
地域の中でつみあがっていくものと思い
ます。「日ごろ世話になっているから助け
にいこう」と地域の人たちも思ってくれる、
動いてくれるようになるのではないでし
ょうか。 
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