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麻野区長へのインタビュー 

「東成区の地域福祉の推進に向けて」 

 

区社協 本日は、区社協の広報誌用にインタビュ

ーさせていただきます。区社協は地域福祉を推

進する団体として、地域の皆様と一緒に活動し

てきました。去年の四月から、東成区の区長に

なられて地域の福祉活動をごらんになられたと

思います。先だっては、地域福祉活動の代表的

な活動、本当に長い期間活動されている、東中

本地域の食事サービス活動を訪問され、活動を

ご覧になってどのようにお感じになられました

か。 

 

１ 地域福祉活動を訪問して感じていること 

 

麻野区長 

 そうですね、東中本地域とあと神路地域の食

事サービス活動を訪問しました。あと、それだ

けじゃなくて「宝栄さんぽ」とか、福祉関係の

イベントをいくつか見させていただいて、何と

いうか非常に熱心というか、驚くべきというか、

ちょっと想定してなかったレベルで活動されて

いるので、驚きました。 

自助、公助、共助という言い方がありますけ

ど、普通に健康にというか仕事中心の生活をし

ていたりとか、あるいは小さい子がいれば子ど

も中心の生活をしていたりとか、私も区長にな

る前は、転勤族で海外に行ったり、遠くに行っ

たりして、なかなか地域というところに関わる

こともなかったし、正直関心も無かったんです

ね。なんですけど、やっぱり改めて見ると、そ

ういった元気でバリバリ仕事している人は、税

金を納めるという形で社会貢献しているんだと

いう言い方もあるのかもしれませんが、やはり

立場、立場でいろんな社会貢献の仕方がありま

す。 

たとえば定年退職された方とか、趣味で生き

ていくという方もおられますが、東成区には社

会貢献したいなという方がたくさんいらっしゃ

って。あるいは子育てを一段落して、パートや

アルバイトをしているけど、やっぱり地域の活

動もするみたいな、たぶんあまり大袈裟に考え

ているというより、自然体でやっていらっしゃ

る。自然体の本当に日常の営みのなかで、そう

いった社会貢献をされている方がたくさんいら

っしゃって。実は、私は東成区の活動しか知ら

ないので、他と比べては言いにくいのですが、

直感的にはすごくこんなに活動されているんだ

と思いました。あえて比較できるとすると、私

の実家は藤井寺で、まあずっと東京に住んでい

ましたが。東京はもう都会ですね。割と新しい

住宅街に住んでいたんですけど世田谷区の祖師

谷って地区ですけどね、ごみ出しについては、

集合回収なんですよ。ごみはまとめて、電信柱

の下みたいなところにあるごみ捨て場に持って

いきます。そのグループが７～８軒かな、それ

がいわゆるご近所づきあい。あと小学校がとて

も近かったので、震災の後に、防災訓練がもの

すごく流行って、みんなで行くようになったと

かね。ああこんなのやっているんだ、というの

があったくらいですね。あんまりコミュニティ

という意識はなかったんです。それで、僕が住

んでいた藤井寺は古い町で、深江みたいなとこ

ろです。藤井寺の道明寺の辺りですけど、おじ

ちゃんたち、おばちゃんたちが集まって自然体

で、活動しているんです。やっぱり大阪市とか

東成区とかと比べると、行政の関わりが弱いし、

組織というものがあまりありません。ほんとう

にトラディショナルなというか、いわゆる本当

にご近所づきあい中心なんです。それに比べる

と東成区はすごく組織化されていますね。 

区社協 

 それはそうですね。 

麻野区長 

 ええ。区役所もどっぷり入ってというより、

まあ区役所が一生懸命、後ろからついていって

いるというイメージかもしれないですけども、

まあ関わり方というのも割りと自然だし、いい

形ですね。区社協さんもすごく入り込んでいて、

すごくいい形で動いていると思います。ただ平

成３０年までは、こういう形でやってきました

けど、今後はやはりどうしても、少子化ですと

か、あるいは人が流動して、新しい人が入って
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きます。そういう中で伝統的な組織化されたコ

ミュニティがしっかりと機能していけるのか、

コミュニティをどうやって維持していけるのか、

新しい形に変えていくことも考えなければいけ

ない時期にきているのではないかなと思ってい

ます。 

区社協 

 私は、東成区社協で１５年くらい仕事をさせ

てもらっています。ここの前は別の区社協で仕

事をしていました。東成区にきて、最初の頃、

それこそ１ヶ月くらいでこんなに区によって違

うのかって感じました。地域の皆さんが主体的

にいろんなことを考えておられて、こちらがお

伝えしたことにそれぞれ皆さんが自分の思いを

話していただけるのが本当に違うなと正直思い

ました。そういう中、地域と区役所、地域と区

社協でそういう対話が出来ることもすごく大き

いです。対話をしないとどちらかの思いになっ

てしまうので、向き合って話が出来ないと良い

ものはできないですね。 

麻野区長 

 そうですね。 

 

２ おまもりネット事業について 

 

区社協 

 そのような対話の中で、地域の皆さんから上

げていただいた“思い”とか“願い”がベース

になって、「おまもりネット事業」ができて１０

年ぐらいになります。 

麻野区長 

 １０年も取組まれているんですね。 

区社協 

 最初はモデル地区で始まったので、全校下で

はなかったんですが。現在、「おまもりネット事

業」は、区役所からセーフティネット構築事業

として、支援をしていただいています。セーフ

ティネット構築の課題とか地域のつながりにつ

いて、区としてどのように考えておられますか。 

麻野区長 

 先ほども申し上げたみたいに、昔だったら、

おまもりネット的な、“どこそこのおばあちゃん

はどうしている”というのはなんとなく自然体

で、みんなが知ってたんですが、今は、個人情

報の問題とか、他所から引っ越してこられて、

結果として一人暮らしになっている高齢者も増

えてきています。若い人も外から来て、“なんか

よく分からんおばあちゃんが住んでいるけど、

関係ないわ”みたいなときに、やっぱりその地

域で見守りというか、社会全体で弱者層という

か孤立者といいますかそういう方を支えていく

という取組みは絶対に必要なんです。どうして

も行政がやるとルールがあって、現実というの

はルールより大きいですから必ずルールからは

み出る部分があって、そこがカバーできなかっ

たりとかしてきますよね。そこは地域の方とい

うか、行政じゃない部分で、人々の善意という

かコミュニティの善意というところでカバーし

ていくしかないと思うんです。昔は、自然とで

きることだったんですけど、なかなかできない

状況になってきている。やっぱりそこは区役所

なり区社協さんみたいな組織が、ある程度支え

るというか潤滑油を入れていくというか、そう

いうことが必要だと思うんですね。そういった

流れの中でおまもりネットのような事業という

のは、おまもりネット事業だけではないですけ

ども、行政としても支えていかなければいけな

い。区役所が、そこで「やれ」っていうとね、

また行政のする仕事を地域がしている、みたい

な議論になるし。そもそも地域社会、隣近所な

んて概念は、行政とは関係なく存在していたも

ので、時代の流れの中で行政が入ってきている

話であって、そこはあまり行政から「やらなあ

かんねん」「隣のおばあちゃんの面倒みなあかん

ねん」みたいな事を言うのもおかしな話なんで。

そこはいわゆる高齢化社会の伸展とか、障がい

のある方とか外国籍の方とかも増えてきたりと

か、要は従来の枠組みでは維持というか持続で

きないというかですね、現状が保てないような

状況が生じてくるかもしれないので、そこは行

政の出番なのかなという気がしますね。だから

「おまもりネット事業どんどん頑張りましょ

う！」というようなことをあまり強く言って、

「地域で登録者何人！」というようなことはし
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たくないんです。やはり良い事業というのは、

きちっとお伝えしながらね。「なるほど確かに考

えてみたら区役所の言うとおり、この前のあの

方も亡くなったし、あのおばちゃんもどこかの

施設に入所されたし、周りに知り合いもあんま

りおらへんなあ。ほんならちょっと登録しとこ

うかなあ」と。まあ個人情報の事とか、いろい

ろあるけども、そこは弱者保護の問題と個人情

報の問題とこれはもう裏腹になりますから。見

守りしてもらいたい、あるいはしたいという中

にはどうしても個人情報が入ってきますからね。

そこは割り引いて、「やっぱりうちのおばあちゃ

ん見といてほしいな」とか、例えば家族は札幌

におるから電話はかけてくれるけど、やっぱり

遠くの親戚より近くの友人っていうようなこと

もありますしね。そういった形で見守られてい

たいなと思う人がきっと増えているだろうし、

そういうところはしっかり区役所として捉えて

支援していきたいなと思います。 

区社協 

 すごく良く分かる話ですね。要するにこれま

で何となく限られたメンバーのなかでというか、

あんまり移動することが無いメンバーで、暮ら

している間は大丈夫だったんですけど。当然の

ように移動が始まってとなってきたら、見守る

ということを区役所なり区社協なり、地域組織

もそうですけども。いかにスタンダードなもの、

標準化したものとしていけるのか、誰でもこん

なように見守られるというところは工夫がいる

ところですね。 

麻野区長 

 そうですね。 

区社協 

 そのスタンダード化って言うのは大事なとこ

ろだと思います。それがないとやっぱりはみ出

てしまう方がおられますね。助け合いの活動に

も高齢化がはじまっています。高齢の方って順

番に亡くなっていって、自分の周りからお友達、

お知り合いがだんだん減っていかれるんです。

最初、仲のよい５人の友達がいたのに気づいた

ら自分だけ残ったみたいな。そしたらたちまち

孤立するんですよね。それってやっぱりどっか

の時点でその５人の人が４人、３人と減ってき

たときに、また５人に戻るような何かがあった

ら良いのにという気がしますね。高齢者同士の

中にもそういう、広がっていくようなつながり

があったら良いなと。世代のことで言うと、新

たに始まった生活支援体制整備事業をお知らせ

するイベントの中で、さわやか福祉財団が出し

ている助け合いカードというカードゲームをさ

せてもらったんですけど。どういうものかとい

うと自分が助けてほしい、例えば「料理をして

ほしい」とか「買い物をしてほしい」とか「薬

を取ってきてほしい」みたいなカードを自分で

選んで、同じテーブルにいるメンバーの中で、

「それ私がやってあげるわ」みたいなことをお

互いに共有しながら進めるカードゲームなんで

すけど。その時に参加していた 80 代の女性が、

まとめのときに話されたことが印象的だったん

です。「こういうゲームをやって初めてわかった

けど、同じ世代だけで集まってたらみんな同じ

事で、困っていて、助けてもらうことできない

わ。自分らと違う世代とも積極的に関わってな

いと、助けてもらいたいときに助けてもらえな

い。このゲームやってよく分かったわ」と。そ

の方にはとても良い経験だったと思うんです。

同世代もそうだし、別の世代とも何らかの形で

付き合いをしとかないと助けてもらえない。そ

れがもしうまくつながれてなかったら、サービ

スとか、そういうものをお金で買わなければな

らない時代になってくる。そういう意味では、

介護保険サービスでやるのか。普段のくらしの

ちょっとしたことは介護保険のサービスでは無

理なので、有料のサービスを使うのかってなっ

てくるんですけど。例えば大きな家具を動かす

とかね、そういう有料の業者さんは非常に高か

ったりもします。そういう意味で、いま区社協

で有償の助けあい「きづくちゃん助け合い活動

の会」の事務局をさせてもらっているんです。

そのような取り組みを区長はどのように見てお

られますか。 

 

３ 有償の支え合い活動について 
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麻野区長 

 うん。有償って言う言葉が、「お金貰ってやる

のか」みたいになるんですけども。実態はまあ

交通費程度の金額ですし、名前の付け方はいろ

いろ工夫が必要なのかなとは思いますけれども。

やっぱり出来る人が出来ることをやっていく、

社会に対してね。それはすごく重要だとは思っ

ています。僕は外国のコミュニティも見てきた

んですけども。やっぱり途上国といわれる国は

コミュニティが弱いんですね。 

区社協 

 そうなんですか。 

麻野区長 

 途上国は血縁コミュニティなんですよ、親戚

なんですよ。だから地域、知らない人が集まる、

パブリックという概念があまり無いんですよ。

で、ものすごく濃いのは血縁なんです。大家族

主義なんで血縁関係が５０～６０人もいたりと

かするんですね、それで成り立っているんです。

他方でヨーロッパも血縁関係という概念は、ほ

とんど無くて、日本よりもはるかに無くて、勝

手に家族ばらばらになっちゃうし、お墓も適当

に死んだところで作るみたいな概念ですし。 

区社協 

 その家の墓に入るという感じではない。 

麻野区長 

 ないです、個人個人ですね。で、もう移民が

どんどん入って、アフリカ大陸とかアジアから

も入っている。ヨーロッパ内でもどんどん移住

している。その中でコミュニティを支えている

のはＮＧＯやＮＰＯだったりします。ＮＧＯ、

ＮＰＯが、もちろん無料でやっていて、教会系

のＮＧＯの方たちがそういった支援をしたりし

ているんですけど。組織によっては、ちょっと

だけお金をいただいていますというケースもあ

ります。全部が全部、教会による寄附だけで動

いているわけではないので。そこはその、冒頭

に申しあげたように、行政がやると、どうして

もここしか出来ませんとか。あらかじめそうい

うサービスが出来ます、とか書き出すんですよ

ね。これとこれ、このくらいは出来ます。それ

でこれは入ってないので出来ませんという風に

なっちゃうんでね。そこはボランティアの方に

やっていただくというのは、すごく良いです。

そこは制度として、まあボランティアへの行政

の関わりっていうのは意外と難しいところがあ

って。関わりすぎると、さっき言ったようにや

っぱり行政の枠組みになってしまって、じゃあ

これはできません、みたいになってしまう。 

区社協 

 制度じゃないことに意味があるんですね。 

麻野区長 

 ちょっと工夫は必要だと思いますけども。ボ

ランティアが従来型の地縁とは違う形でね、社

会貢献に入ってくる人たちってすごく重要だと

思っています。教育の枠組みとかで議論されて

いますけども、教育というか子どもの貧困とか、

子ども食堂とかね。学びサークルとか。今は地

域のおばちゃんたち、おじちゃんたちがやって

くれていますけども、もっと学生さん、学生ボ

ランティアさんとかに入ってきていただけると

良いなと思っています。そういった学生へのア

プローチとかね、ここはちょっと大学が無いん

で工夫が要りますが。 

区社協 

 あと、高校も無いですね。 

麻野区長 

 確かにちょっと残念なこともあるんですけど、

専門学校とかはあるしね、そこの学生にちょっ

と参加しませんかというアプローチはしてもい

いと思います。そういうことが出来るのはやっ

ぱり区役所だと思うし。声かけみたいな部分で

ね、あるいは制度の宣伝とか、あるいは制度の

担保っていうか、細かいところは個別にやって

いただくんですけども、全体の枠組みについて

は“区役所が見ています”くらいの関わりが良

いのかなと思います。 

区社協  

 そうですね。ボランティア活動に、行政が関

わり過ぎるのは難しいかなというところはあり

ます。とくに有償になってくると関わりすぎる

と、安価なサービス提供のために使ったみたい

になってしまうこともあるので。 
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麻野区長 

 そうです。そうです。 

区社協 

 そういうものではないかなあと。この有償の

取り組みを始めるときに活動者からいっぱい意

見がありました。そこで最初に説明したのはや

っぱり、今日のお話の中でもありましたがつな

がりが弱くなってきていて、ちょっとしたこと

を頼むことが出来ない人が増えてきていること。

あと、頼めるけど心づけというか、お礼をどれ

くらい払ったらいいのかが難しかったり、煩わ

しかったりする方がおられること。なので、ち

ょっとしたことを頼んだ時のお礼、心づけの枠

組みを分かりやすい金額でルールを作ったとい

う感じです。 

麻野区長 

 心づけの枠組みね。なるほどいい説明ですね、

たしかにね。 

区社協 

 ３０分活動したら３５０円。通院の支援でも、

家具の移動でも、話し相手でも同じ金額です。 

麻野区長 

 まあ心づけやからね。 

区社協 

 そうです。あくまでも気持ちですから。そう

いう形で説明をさせていただいたりしますね。

見えやすくした、見えやすくすることで頼みや

すく。 

麻野区長 

 頼みやすく、わかりやすいしね。 

区社協 それでお互いに、あの人あれだけしかく

れなかったってならない。 

麻野区長 

 ならないね。割と現代的な心づけ。心づけの

現代版というかね。へんに気を使わなくて良い

心づけね 

区社協 

 有償が合う人もいれば合わない人もいます。

いろんな活動スタイルがあって良いと思うんで

す。 

麻野区長 

 だから行政がやる分とね、民間がね、例えば

セコムとかもね。前に東京の世田谷区に住んで

いたけども、ちょっと向こう側に成城という街

があってね。裕福な高齢者が大きな庭のある家

に、犬を飼って住んでいたりするけど、やっぱ

り不安なんですよね。セコムがそういう方を支

援するサービスをやっていて。それはやっぱり

助け合い活動ではないので、しっかりとお金が

かかります。 

区社協 

 確かに高い、でも助かるんですね。 

麻野区長 

 まあお金持ちだし、家に入られることってや

っぱ防犯上の問題もあるし。セコムだったらち

ゃんとした業者さんだし、安心料も含めてなん

ですけども助かるんですよ。有償のプロのサー

ビスがあり、行政サービスと民間のサービスが

あり、その間にはね、たぶんいろんなものがあ

って良くて。ほんとうに隣のおばちゃんがお金

とか関係なく、友達やから、隣やからやってあ

げるわという人もいれば。お世話になったから

っていう人もいれば。あるいは地域の支え合い

の枠組みの中でカバーされている人もいれば、

まあさっきの有償ボランティアみたいにちょっ

とした心づけで細かいことを頼みたいとか。 

区社協  

それこそ教会の取組みとかもありますよね。 

麻野区長 

 いろいろな個人や団体、企業の参加で個々、

個別の事情に応じたサービスが提供できるよう

な仕組みが作れればいいかなと思いますね。 

区社協 

 セコムやから安心っていうのは、ブランド力

だと思いますね。そういう意味では僕は住民に

とっては行政というブランド力はすごく大事、

行政が関わることですごく安心を得られるもの

があったりすると思うんです。その代表的なも

のがね、共同体を組ましてもらっている鍵預か

りの事業だと思うんです。鍵を預かるような事

業を区社協と他の社会福祉法人だけでは、やっ

ぱり住民は不安だと思うんです。でも区役所が

共同体の中心となっていただくことで、事業そ

のものの意味がすごく良いものになっていくと
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思っています。セコムも同じようなサービスを

されていますが、くらしの中の課題をみて、共

同体でやっている、すごくいい事業だと思って

いるのですが、鍵預かり事業をどのように考え

てますか？ 

 

４ 緊急時鍵預かり事業について 

 

麻野区長 

 そうですね、そこは本当にセーフティネット

というか、他にツールが無い方に提供が出来る

ものだと思うんですよね。一方で民の方もやっ

ていらっしゃるので、あんまりバーっとやって

民業の圧迫になってはいけないなと思うんです

けども。やっぱりセコムとか使いにくい所も、

まあニーズによるとは思っていますが。金額の

こともあって、使いにくい方もおられますし。

２４時間対応という難しいところもありますが、

そこは相互補完というか、制度とかに関係なく、

隣近所に預けるというのもありますけどね。 

区社協 

 その方が早いんですけどね。 

麻野区長 

 隣の堺市に、おじが、いとこがいるから預け

とくとかね、それでも良いと思うんですけどね。

ほんとにその選択肢の一つとして提供するとい

う意味で、良い事業だと思っています。 

区社協 

 この事業も立ち上げるときに地域でお話させ

ていただいたとき、「そんなもん利用するやつお

るかいな、大事な鍵やのに、誰が預けるかいな」

と言われて。始まって半年くらいしたときにあ

の話どうなったという話になって、半年経って

３人ですと報告させてもらったら、「ほら見てみ

いな、半年かかって３人だけやろ、そんなにニ

ーズあれへんで」と言われたんですけどね。３

人でも４人でも、今は、１２人ですけどほんま

に必要な人に使ってもらえたらと思うんですよ

ね。大事な鍵なので。そしたらその１２人の人

はこの事業が無かったらずっと不安と隣り合わ

せのまま暮らし続けることなので。数では無い

と思うんです。 

麻野区長 

 そう、数じゃない。むしろ少ない方が良いん

ですよ。ということは近所の人に預けていると

いうことですからね。 

区社協 

 少ない方が素敵ですね。そうなる方が良い、

その方がありがたいという意見が住民の方から

も出てくるのかなと。 

麻野区長 

 利用される方がたくさんだったらね、やっぱ

りコミュニティが崩壊してきているんですよ。 

区社協 

 だから増えなくて嬉しいっていう変わった事

業ですね。 

麻野区長 

 そうですね。 

区社協 

 今、地域共生社会とか地域包括ケアとかそん

な話が出ていて、受け手と支え手という明確な

境はもうなくして、時には支え手、時には受け

手みたいな形で、やっぱり地域は進めていかな

いといけないという話が出てきています。これ

からの地域包括ケア、地域共生社会で言うと高

齢者だけじゃなく、障がい者も子どももみんな、

一般の方も含めてどう包括的にサポートしてい

けるかというところで、法律もこの４月から変

わりますし、そういうちょうど時期というか転

換期にきていると思うんです。区長の部屋のと

ころからアクセスをすると、地域包括ケアシス

テムの説明がでてきますので、区長もいろんな

事を考えておられると思うんですけど、これか

らはどのように進めていかれますか。 

 

５ 地域包括ケアシステムについて 

 

麻野区長 

 そうですね、お話されたようにサービスの出

し手と受け手を固定化するのではなくて、助け

合いというか出来ることをお互いに助け合って

いく。われわれ現役世代は出すことが多いんだ

けれども。２０２５年には団塊世代が７５歳以

上になられます。元気な方もたくさんおられま
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すが、その方々も、いずれはしんどい状況にな

っていくんですよ。５年、１０年すると。そこ

は助け合うっていうね、すごく良い循環が生ま

れてくるのかなと思っていて。老老介護みたい

な言い方がありますけど、元気な方が支え手と

して活動し、支援していく。われわれ現役世代

も、もちろん時間があれば貢献はしていくんで

すけども、そこはどうしてもやっぱり難しいこ

ともあると思います。 

区社協 

 高齢者の社会参加、助け合いに期待しますよ

ね。 

麻野区長 

 私も自分の母の介護をしていますけど、親の

ことや子どものことなど、ほとんどの家庭で何

か課題があって。何も課題を抱えていない家庭

なんてないんじゃないかな。そこは本当にお互

いが助け合うということでしかない。じゃあそ

んなの行政の仕事やとおっしゃる方もおられる

かもしれませんけど。やろうと思えばできます

けど。ただ膨大なお金がかかります。消費税を

大幅に上げればできるかもしれないけど、それ

は現実的ではないですよね。やっぱり行政がや

ると杓子定規になっちゃって細かいサービスが

出来ない。先日、東中本地域の食事サービスの

ボランティアの方が良いことをおっしゃってい

たんですけど、「この方はお弁当持っていく、こ

の方はお弁当持っていかないというどうしても

選ばなきゃいけないという時がある」と。そう

すると、行政は何じゃ申請書出してとか、審査

があってとか、紙であんた不合格、不適格みた

いなね。そうすると行政ならひっくり返せない、

そう簡単にね。また時間かかってみたいになる

けど、地域の活動だと裁量の中でやっていて、

「おばあちゃんちょっと我慢してな、今度あっ

ちのおばあちゃんちょっと大変やから」と説明

して、ほんならちょっと楽なおばあちゃんは、

「まあそやな、あの人はもう動けないし、大変

やからあっち行ってあげて」という風に話され

たとか。そういう柔軟な枠組みというのがどう

しても行政では難しい。私もね、地域包括ケア

システムとかややこしい、こんなん出来るんか

いなと思いましたけど。そこは僕の解釈がね、

もうちょっとやわらかいつながりをいっぱい作

っていくというところが一つ。もちろん専門職

の方々の、きちっとしたプロとしての連携がベ

ースにはいるんですけども。それをコアにして、

だんだん、だんだんと周辺にやわらかいものが

出来ていくというのが地域包括ケアシステムか

なと、抽象的な言い方になりますけど。 

区社協 

 よくわかります。いつものあの良く出てくる

厚生労働省が示している地域包括ケアの図の真

ん中に、ご本人がいますよね。ご本人が、医療

とか介護に行くときは利用者やけど、地域とい

うときには参加者であったり、担い手であった

りがやっぱり良いですね。そうでないと医療と

か介護とかと同じように利用者として、地域の

活動に参加するのは、ちょっと違うかなと思い

ます。ご本人がしっかりと自分たちの健康も含

めて取組んでいただけるのがすごく大事だと思

っています。今、細かい数字は出しませんけど、

ちょうど大阪市の介護保険の計画案が出され、

パブリックコメントをしているところですけど。

次期の介護保険料が、今より１,０００円くらい

上がるんですよね。それは、政令市ではトップ

クラスで高い金額なんですよ。 

麻野区長 

 そうなんです。 

区社協 

 それが、平成３０年～３２年までの３年間の

計画ですが。おっしゃっていた団塊の世代がみ

んな７５歳以上になる２０２５年はなんぼにな

るっていう試算がされていたのも書いてあった

んですけども、なんぼくらいになると思われま

すか。 

麻野区長 

 1万円くらいですか。 

区社協 

 そうです、今が６，７５８円。３０年度から

は７，８４５円と試算されています。２０２５

年には、このままの状況でいくと１万円くらい

になります。 
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麻野区長 

 １万円か。 

区社協 

 国民年金だけで暮らされている方で１万円引

かれたら大変ですよ。ご飯も食べられない日が

できてくるかなと、先日、地域福祉活動サポー

ターさんたちと話していました。それってこの

ままの状況で、サービスを使い続ける介護保険

の制度の流れのままやったら、そうなるんです

けど。自ら健康づくりや介護予防に取組まない

とか、近所の助け合いがこのまま弱くなってい

って、助け合いがなくなって全部サービスでま

かなうという形になってくると、いよいよ１万

円を超えてくるっていう試算なので。区長もお

っしゃっていたとおり受け手、支え手がしっか

りね、どっちの活動もするようになると、１万

円なんかいかないはずです。やっぱりそういう

自ら取組むことでいろんなものに反映されてく

ると思います。そのあたりも区民の方にやっぱ

り情報として伝えていかないといけない。ただ、

その伝え方は、「このままやとこんなくらいにな

ってしまって、えらいことになります」のよう

に。“えらいことになったらあかん”のです、や

っぱり「介護保険料を、そんなにぎょうさん納

めんと、みんなで元気に支え合ってのほうが良

いですよね」みたいな話を住民に分かりやすく

伝えていかないとと思います。国民年金の方に

とってその保険料額は大きいですよ。 

麻野区長 

 大きいですね。 

区社協 

 それで天引きでしょ。入るときからそれだけ

目減りして入ってくるんですからね。それで６

万円くらいになるでしょ、７万円くらいから引

かれるから。家賃も、とても安いところでも２

万円くらいはかかります。それで残り４万円。

そこから光熱水費を引いて、病院にいく金額を

引いて、飲食費を引いたら。ぜんぜん残らない。 

麻野区長 

 国民年金だけだとしんどいですよね。 

区社協 

 ほんとにしんどいです。そんな方が、みんな

生活保護になっていったら大変ですよね。やっ

ぱりそういう意味では制度の維持存続、といっ

たら介護保険制度を守るためみたいですけど。

制度を守る為にみんなが頑張るわけじゃなくて、

みんな自分の為にしっかり頑張っていただけた

らと思います。今日は、特別にお時間をいただ

いて、お話を聞かせていただいたんですけど、

すごく印象に残ったのは、その制度の枠組みだ

けではなくて、住民やからこそ出来るフレキシ

ブルな対応。ハートのある対応というのが良い

というお話。それでも、その枠からはみ出てし

まう人もおられるので、一定のスタンダードな

ものを区役所として考えていく。それも区役所

だけでするわけではなくて、いろいろな人や団

体と連携しながらスタンダードなものを出して

いかないといけないということ。あとやっぱり

受け手と支え手の両方を期待していることです。 

麻野区長 

 相互乗り入れね。固定化しないでね。 

区社協 

 はい。区社協としても同じような役割がある

かなと思っています。 

麻野区長 

 そうですね。あると思います。 

 

６ 福祉教育について 

 

区社協 

 区の方針として、さまざまな取組みを、地域、

学校、企業と協力しながら、進めていくとされ

ていますが、区社協は、ボランティア市民活動

センターで福祉教育に力を入れていこうと思っ

ています。２９年度は、いくつかの小学校で取

組むことができました。昨年度までは一校でし

か福祉教育を行えていませんでした。やはり教

育行政連絡会を立ち上げていただいた、そして

校長会などで社協の福祉教育というところをＰ

Ｒしていただいた経過もあって、数校からお声

がかかって実施が出来たというのが今年度です。

この流れから来年度以降は、中学校での認知症

サポーター養成講座の開催を、現在１校から他

の３校にも広げられたらと考えています。そう
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いったところも区役所の後押しをいただき、さ

らに積極的に福祉教育に力を入れていきたいと

思っています。国際理解や学力・体力の向上だ

けではなく、福祉教育を通じて向上できるとこ

ろを、区社協は一緒にやっていけるのではない

かなと思っています。福祉教育については、区

長はどのように考えておれますか。 

麻野区長 

 私も、このごろ学校を訪問させてもらってい

て、福祉教育って要するに、子どもたちに福祉

について考える機会や、情報を伝えていくとか

そういうことですよね。子どもたち自身に社会

福祉って何だろうって考えてもらうみたいなね。

でも、そういう議論はあんまりなったことなく

て。学校では、東成区は大丈夫ですけど、安心

安全の問題。要は学級崩壊とかそういう問題。

あるいは学力・体力が全国平均より大分低いっ

ていう問題とか。後は新しい課題として国際理

解教育とか、そういう割と新しめの課題に議論

が集中しています。社会福祉だってきっと新し

い課題だと思うんですけど。子どもたちのいわ

ゆる学力に直接結びつかない、というところが

あって、多分あと回しになっているんだと思い

ます。ただ、広い意味で言うと社会教育という

か、学校の教科なら道徳的なことだと思うんで

すけど。そういった枠組みの中でしっかりと学

んでいく、私自身も福祉教育は必要だと思いま

す。先生方と話す機会があったら、福祉教育に

ついても関心を持って取り組んでもらえるよう

話してみようと思います。ただ、学校って、私

もいろんな議論をしていく中で新しいテーマが

どんどん出てきていて、時間数がないんですよ。

あれもやれこれも勉強して、英語も勉強してと

なっていて。本当に時間がなくて、その時間を

捻出するのが大変なんですね。そんな中で、ま

た新たに福祉教育も、となると先生方もしんど

いと思うんです。例えば道徳の時間の中とかで、

学習していくとかね、あのすごくいいと思うし。

道徳という言葉があっているのかどうかは分か

らないけど、道徳に入るような気がしますね。 

区社協 

 倫理的な学習でしょうか。 

麻野区長 

 はい。今日は、社会システムみたいな話をし

てきましたけど、そういう難しい話しよりも、

おばあちゃんが困っているから助けましょうよ

とか。子どもなりにできることあるでしょうみ

たいなことを、きちっと子どもたちに教えてい

く。今の時代、子どもたちも最近おじいちゃん

おばあちゃんと一緒に住んでいない、ボクもそ

うだったんですけど。だからわかんないんです

よ、どう接すれば良いのかね。 

区社協 

 そうですね。 

麻野区長 

 だからそういったふれあう機会なんかがあっ

ても良いと思うし。福祉という観点よりはなん

だろうね、福祉につながるとは思うんだけども。 

区社協 

 まちづくりという観点。 

麻野区長 

 そう、高齢者とね、つながっていこうみたい

なことは、熱心にやっているという学校もある

んでね。だからそういった時に単に、この前も

見学させていただいたのは、地域のおじいちゃ

んおばあちゃんが集まって、小学校で昔遊び体

験みたいなのがあったんですよね。先生も非常

に理解があってね。交流みたいなことをしてい

ってまちづくりっていう観点があるんで。そこ

に福祉の観点もね、多分福祉って言う言葉も出

てこなかったし、私も出したことはないんです

けど、出てきてもいいなと思いますし。そうい

った時に、今はやっぱり元気なおじいちゃんお

ばあちゃんが中心になってやっていただいてい

ますけども、勿論元気じゃないおばあちゃんも

いるし、そういった方にどうやってアプローチ

していくのかみたいなことも、そういった高齢

者との交流の中に入れていっていただくとかも

良いかもしれませんね。 

区社協 

 子育て環境の充実だとか、あと地域社会全体

で支援する仕組み、地域包括ケアシステムのこ

とも、鍵預かり事業のことも、区社協で受託し

ている見守りネットワーク強化事業では、警察
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とも連携しながら進めているので、仕組みとし

て見守り相談室というのが定着してきつつあり

ます。また、この事業はコミュニティソーシャ

ルワークの機能も求められている事業なので、

高齢者だけでなく、子育てにも、障がい者にも、

すべての方に関わっていきます。区社協で担当

する専門職員がなかなか定着しない課題もあり

ますが、支援については、地域の方のサポート、

専門職だけじゃなく、民生委員さんであったり、

主任児童委員さんであったり、そういう地域力

が大切になってきますので、区役所からも支援

をお願いしたいと思います。 

麻野区長 

 はい、こちらからもよろしくお願いします。 

区社協 

 専門職の人材不足、担い手不足は深刻な課題

です。保険料が上がるのに、どうしたら良いか

分からなくなってきている。それくらい人材が

いなくなっていますね。やっぱり人材がいなけ

れば良いものは出せない。 

 

７ 人材不足の課題について 

 

麻野区長 

 そうですよね。今の人材っていうのはプロ、

専門職もあるし、ボランティア的な人もおられ

るけれど。 

区社協 

 プロ、専門職が足りない、そして、さらに足

りなくなっていく。 

麻野区長 

 プロが足りないか。 

区社協 

 そうです。先ほど２０２５年には、介護保険

料が１万円程度になりますと話しましたけれど、

専門職も１万人足りなくなると言われています。

大阪市だけで。大阪府下なら３万人足りないと

言われています。介護とかの従事者の確保とい

うことで、生野区では、区として就職説明会み

たいなのをやっていたりします。だから可能な

ら、東成区の中におられる資格者は東成区で働

こうみたいなものができたら良いなと思ったり

するんです。 

麻野区長 

 なるほどね。それは良いですね。 

区社協 

 それくらい深刻な課題になってきています。 

麻野区長 

 人手不足の問題は、財源の問題と密接に関係

してくるんで、一筋縄ではいかないんですけど

も。あの、保育士もそうですよね。対人支援の

サービスっていう意味で言うと。看護師さんも

今足りないって話もありますけども、看護師さ

ん、保健師さん、助産師さんは比較的給料が良

いので、介護や保育よりは深刻な状況ではない、

まあ慢性的にちょっと足りないという問題もあ

りますけども。 

区社協 

 介護ほどではないですよね。 

麻野区長 

 やっぱり財源の問題とも大きく関係してくる

から難しいですけどね。 

区社協 

 財源、あと社会的地位とかね。 

麻野区長 

 そう、社会的地位。看護師さんは、病院が基

本的に民間が多いから市場原理が働くんで、足

りなくなると給料が上がるというところがあり

ますけど。福祉や介護の関係は、どうしても公

的サービスが多くて、まあ要は公定価格なんで

すよね。保健師も、保育士もそうだけど。だか

ら公定価格にしちゃうとどうしても予算の制約

が入ってくるので、ニーズが高くてもこれだけ

でやってねみたいな話になっちゃうんで。難し

い問題ですよね。 

区社協 

 それで新人さんがサービス提供しても、２０

年来のベテランがサービス提供しても同じ金額

しか入ってきませんからね。 

麻野区長 

 若いときは良いけどね 

区社協 

 最初は安くても徐々にでも右肩上がりに賃金

が上がっていけばみんな継続するのかもしれな
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いですけど。右肩上がりにしようと思ったら大

変なんですよね。 

麻野区長 

 そうですよね。 

区社協 

 そういう意味では簡単ではないですね。 

麻野区長 

 ただステータスをね、認知度を高めるとかス

テータスを高めること自体は行政も少しはでき

なくはないので。取り組んでいくのも良いかも

しれませんね。 

区社協 

 本当に東成区にそういう人材が足りなくなら

ないようにしていかないといけないと思います。 

麻野区長 

 まずは、人材の確保の取組みの情報を、生野

区からもらってみます。 

区社協 

 最後に、区長から区社協に対してなにか期待

することというか、エールをいただきたいので

すが。 

 

８ 区社協に期待すること 

 

麻野区長 

 そうですね。僕もはじめは「社協」をよく知

らなかったんですが、僕が前にいた組織（国際

協力機構ＪＩＣＡ）と外務省との関係に似てい

ます。ＪＩＣＡは外務省の実施機関って言って

いるんですね。外務省は政策とか大きな話とか

さっきいったお墨付きみたいな部分をやるんで

あって。ＪＩＣＡは実際の事業を担当している

んですね。逆に事業を担当しているからこそ、

現場からの提案ですとか政策提言とかやってい

るんですよね。だから外務省にもちゃんと物申

すパイプをもって、力も持っているんですね。

なので、ちょっと関係はそれに似ていると思っ

ていて、行政は区役所もね、福祉の細かいとこ

ろも、本当は福祉課のスタッフが１００人くら

いいればできるんだろうけど、そうもできない

ので。実施機関というか実際の地域の中に入っ

て、実際の住民の方あるいは支援の必要な方と

接しながら事業をやっていくというところは区

社協にお願いしたいです。これから期待するこ

とといえばですね、さっき申し上げたＪＩＣＡ

と外務省でなぞらえて言うと、やっぱり現場と

しての、現場を預かっている方として、現場と

してはこんなニーズがあるだとかこういう風に

したら良いじゃないかという提言みたいなこと

をやっていただけたらありがたいなと。まあそ

こは社会福祉のプロとしてね。現場により近い

プロとしてね、区社協さんからそういう政策提

言みたいなものがいただけると我々も参考にな

るし、そういうものも取り入れていきたいと思

っています。よろしくお願いします。 

区社協 

 ありがとうございました。地域にお住まいの

方、専門職のみなさん、地域福祉活動をされて

いる方、区役所、区社協が連携・協力して、こ

れからも地域福祉を推進していけるようよろし

くお願いします。本日は、お話をいただきあり

がとうございました。 


