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社会福祉法人　長浜市社会福祉協議会広報誌 

社会福祉法人 長浜市社会福祉協議会
〒 529-0341 滋賀県長浜市湖北町速水 2745
長浜市役所湖北支所３階
TEL.0749-78-8294 　FAX.0749-78-8800 ホームページ Face book

福祉委員の役割と活動

長浜市地域福祉活動計画の策定
“第３期長浜市地域福祉活動計画”令和６年４月策定に向け始動しています！

地域を支える人たち

特集記事

表紙写真：おもちゃ図書館の様子
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福祉委員とは

福祉委員の活動例
事例 ②

事例 ①

地域のさまざまな課題への解決に向けた取

り組みや、地域の交流を深めることを目的

として活動する地域ボランティアです。自

治会や民生委員・児童委員などとの協働に

より地域の困りごとの解決や地域内のふれ

あい支えあい活動を推進します。

河毛自治会では、福祉委員によるご近所の『そっ

と見守り』活動と、情報共有のための見守り定

例会（年に３～４回）を開催しています。また、

福祉懇談会では自治会長、自治会役員、福祉団

体関係者と福祉課題の把握や情報共有により、

見守りを強化しています。

また地域の身近な居場所づくりとして、ふれあ

いサロン・転倒予防教室等の地域の交流事業の

推進に協力しています。

本庄新自治会では、ひとり暮らし高齢者等への

訪問など日々の見守り活動をしています。また

年2回福祉会議を開催し、防災福祉マップの作成

や見守り活動の情報共有を行います。自治会長、

民生委員・児童委員福祉委員、サロン代表者が

集まり、様々な角度から見た自治会内の状況を

話し合い、より良い見守り活動へとつなぎます。

地区・自治会によって福祉委員の活動はさまざま。

それぞれの地域に合った形で課題解決の活動を実施しています。

長浜市における福祉委員設置自治会数
（2022年　9月時点）

のうち

自治会
224224
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425

地域を支える人たち

地域の福祉ニーズの把握

地域の見守り訪問活動

これからの地域で求められること ///////////

民生委員・児童委員など福祉関係者との連携と協働

地域福祉活動の実践と協力

訪問活動や日常生活の中で、地域内の状況や福祉ニーズを把握します。

日常的に見守り訪問活動を実践し、地域住民と民生委員・児童委員や、自治会とのつなぎ役を担います。

把握した福祉課題などについては、見守り会議を開催するなど課題解決に向けた取り組

みを進めています。

地域で実施されるふれあいサロン※の運営、万が一の災害に備えた防災福祉マップ等の

作成、地区社協（福祉の会）が実施する地域交流事業、研修会などへの参画・協力を行

うことも大切な活動のひとつです。

そっと見守り　《河毛自治会》

お互いに見守り合う　《本庄新自治会》

様々な要因により地域のつながりが希薄化

し、自分たちが住む地域のことを知ること

が難しい状況の中で、子どもから高齢者ま

で、生活の中から生

まれてくる課題も増

えてきています。

住み慣れた地域で、みんなが安心して暮ら

し続けるために、今から始められることを

少しずつ積み重ねていくことが大切です。

住民一人ひとりが近隣に目を向け、地域に

ある問題をみんなで考え、行動（解決）し

ていく必要があります。

※ふれあいサロンは、同じ地域に住む住民同士の交流の場として、定期的に集まる場のこと。転倒予防教室は介護予防活動の
「通いの場」として、特に運動や体操が実施されています。
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子どもから高齢者、しょうがい

のある人もない人も、誰もがと

もに支えあい、助けあう、人と

人とのつながりの中で暮らせる

よう地域づくりを具現化する活動計画です。

地域を取り巻く状況が、複雑多様化するな

かで、住民一人ひとりが身近な助けあいや

支えあいの必要性を改めて理解すること、

自ら主役となって地域の課題解決のために

長浜市においても高齢化率が

徐々に増加し、ひとり暮らし高

齢者や要介護認定者、しょうが

い者など、支援を必要とする人

が増加しています。また、隣近所のつながり

の希薄化や地域活動の担い手の減少などの社

会構造の変化、さらには新型コロナウイルス

の影響などから、生活に困窮している方、ひ

2014年２月に「長浜市地域福

祉活動計画」を策定し、さらに

2019年３月には「第２期長浜

市地域福祉活動計画」を策定。

「地域の絆で　ともに育み支えあい　安心し

て暮らせるまち　長浜」を基本理念に様々

取り組むことが非常に重要になってきてい

ます。

住民、福祉団体、関係機関が共に福祉のま

ちづくりの方向性を共有し、一丸となって

活動に取り組める地域福祉活動の推進を目

的として策定します。

きこもりなど地域の中で孤立している人の課

題など、新たな課題も浮かびあがってきまし

た。だれひとり取り残さない地域共生社会を

目指し、私たちの生活を取り巻く課題の解決

に向けて取り組みを進め

るため策定します。

な活動に取り組んでいます。

また、市内15地区においては地区社会福祉

協議会（福祉の会）を中心に「地区地域福

祉活動計画」が策定され、各地区の実情に

合わせた地域福祉活動が推進されています。

ののの
さく

てい

特集記事　長浜市地域福祉活動計画の策定

◉各地域での福祉懇談会を複数

回開催し、地域福祉活動のふり返

りや新たなニーズ、今後の展望等

について話しあいを行います。

◉さまざまな福祉テーマで活動する関係機

関や団体に対し、地域福祉活動の連携や協

働を目的としたヒアリングを行います。

◉地域福祉との関わりの状況や意向などを

把握することを目的としたアンケートを実

施します。

◉人口や実態調査について統計データの活

用や地域住民のさまざまな声を集めデータ

の分析を行います。

2024年度から5年間の長浜市の福祉活動

の将来像を描き、策定します。



・温かいご飯…… どんぶり２杯分

・カニカマ…… 4本…

・卵………… 2ヶ…

・青ねぎ…… １本

〈和風だし〉

・めんつゆ（３倍濃縮）
　…………… 50ml
　　　（お好みの味に調整してください）…

・水…………… 200ml…

・塩こしょう… 少々…

・片栗粉……… 大さじ1/2…

・水…………… 大さじ1

ボランテ
ィア情報

紙 extend

No.140

伊香の里

　　管理
栄養士の

フレイル予防には良質なたんぱく質をしっ

かり摂ることがポイントです。今回は、卵

とカニカマを使った体も温まり、ごはんが

進む簡単レシピを紹介します。

1 …鍋にめんつゆと水、裂いたカニカマを入れ火にかける。

…2 …沸騰したら水溶き片栗粉を入れ、とろみをつける。

3 …アツアツの和風だしの中に卵を溶いて加え、ふんわり固まったら火を止める。

4 …刻んだねぎを加え、ご飯の上にかけたら出来上がり！

材料（2人分）

作り方

和風かにたま丼

※腎機能が悪い人、食事内容に制限がある人は主治医の

指示に従ってください。

※写真はイメージです

長浜米原しょうがい児者基幹相談調整センターだより

vol.09

こんにちは 地域包括支援センターです
こんにちは 地域包括支援センターです

HELLO

　ほおずき作業所が、今の場所に拠点を移し、開所してから今

年で１7年目を迎えます。昭和５５年５月に近江町手をつなぐ

親の会が中心となって「近江町ほおずき共同作業所」として開

所しました。運営法人や設置場所の変更を経て今の事業所と

なっています。利用者も当初は３、４名から始まり、現在は米

原市を中心として長浜市からのメンバーも含め２７名の方が利

用されています。

　事業所は、リサイクルショップや喫茶の運営、駄菓子・花苗

の販売、下請け作業などを通して、（しょうがいのある方の）就

労の機会や生産活動の機会を提供しています。外勤やリサイク

ルショップ、駄菓子の移動販売を通じて地域に赴き、地域で交

流・活動し、地域にほおずき作業所があるということを知って

もらう、そうした「地域とのつながり」を大切にしています。

長浜市災害ボランティアセンターは、主に被災され

た地域の復旧・復興のボランティア活動を円滑に進

めるための役割を担い、平常時から様々な取り組み

を行っています。

　高齢者の方に介護等の相談で訪問すると、病気やしょ

うがいなど様々な理由で、日常生活や経済面に不安を抱

えておられるご家族にお会いすることがあります。

　例えば、病気で就労ができない子どもを、高齢のご両

親がお世話されており、そのご両親に介護が必要になり、

子どもはどうしていいのかわからずに困っておられる、

というような状況です。このような状況は特別なことで

はなく、ここ数年は増えているように感じています。

　地域包括支援センターでは高齢者ご本人だけでなく、

ご家族全体に配慮が必要な場合は、医療機関や成年後

見・権利擁護センター、市のしょうがい福祉課、社会福祉

課、健康推進課など様々な関係機関と連携し、適切な相

談窓口につなげられるよう支援しています。

お問い合わせ
社会福祉法人米原市社会福祉協議会

就労継続支援B型事業所ほおずき作業所
滋賀県米原市新庄672番地
TEL:0749－52－4659

災害ボランティアセンターの活動

高齢者とその家族への支援

雪かき道場～基礎から学ぶ初級コース（ボランティア養成講座）

ボランティアセンターでは、除雪・災害支援ボ
ランティアを募集しています。お気軽にお問合
せください。

【お問い合せ】
長浜市社会福祉協議会　地域福祉部　地域福祉課　
電話：0749-62-1804　FAX：0749-62-1834

器に卵を割り、塩こしょうを入れてよく混ぜておく。

管理者の氏原 優氏にお話をお伺いしました

　駄菓子の移動販売は平成23年4月に就労継続支援B型事業所

としてスタートする前の平成20年から始まりました。きっかけ

は、「地域の困りごとの解決」「地域とのつながりを広げていけ

ないか」として地域の声を直接聞くということでした。地域の

お祭りやサロン、こども園の夏祭りなどのイベントでの移動販

売や、高齢者施設への訪問販売を通じて地域とつながり、ほお

ずき作業所の活動を知ってもらうことが大切と考えています。

　この３年は、コロナウイル

ス感染拡大に伴うイベント自

粛の影響もあり活動の機会が

減っていましたが、ぜひ地域

に出向いていきたいと管理者

の氏原さんはおっしゃってい

ます。

米原市社会福祉協議会
就労継続支援B型事業所ほおずき作業所
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　安全対策・基礎の除雪技術を学ぶことを目的

に『雪かき道場～基礎から学ぶ初級コース（ボ

ランティア養成講座）』を開催しました。

　雪かきを行う時の作業に適した服、道具の準

備、作業時の確認事項等について座学講習、余呉

町菅並にある洞寿院にて体の使い方、スコップ・

スノーダンプの使い方の実践講習を行いました。

　これまでは、自己流で雪かきを行っていた方

がほとんどでしたが、正しい除雪方法を学ぶこ

とにより、一人ひとりが「個」で活動せずに、

「チーム」として役割を分担し、連携する意識を

持ちました。次の日

からすぐに実践でき

る講座となりました。



　通常開放日は、おもちゃ図書館のおもちゃを使って、

親子で遊んだり、お友達家族と一緒に来て遊んだりと、

親子で自由に過ごしていただいています。イベント開催

日には、季節の行事に関することやお母さんの悩み相

談、親子で触れ合えるリトミック教室などを企画してい

ます。イベントは、家ではなかなか体験できないことを

体験していただくこと、親子が肌と肌でふれあうことを

目的に企画開催しています。実際に、リトミック教室で

は、親子のいい笑顔が多くみられますよ！！

　日々、いろんなことを体験し、感じ大きくなっていく

子どもたち。おもちゃ図書館の広い教室で思いっきり

走り回ったり、時にはおもちゃの取り合いでケンカに

なって泣けてきたり、でも、やっぱりお友達と仲良く遊

びたいからおもちゃが貸せたり・・。そんな一つ一つの

体験をおもちゃ図書館では、子どもたちの成長には欠

かせない大事なこととして、保護者さんと、時には地域

のボランティアさんと一緒に見守らせていただいてい

ます。

　そして、一番大切な家族の愛情。どんなに小さな子ど

もでも家族の愛情は敏感に感じ取っています。おもちゃ

図書館では、そんな育児の悩みも打ち明けてもらえる

ように心がけています。一人で悩まず、話してみてくだ

さいね。

　これからもたくさんの子どもたちとその保護者さんに

来てもらえるよう、いろんなイベントの開催や成長の場

となるそんなおもちゃ図書館を目指します。

イベントは事前申込が必要です。下記の問合せ先までお申込みください。

（定員になり次第、受付を終了します）
※未就園児を対象としたイベントになります。

通常開放日とお問合せ先

4/19 こいのぼり

【会　場】虎姫生きがいセンター
【定　員】親子10組　【参加費】ひとり 100円10:00～11:30

水

3/8 大きくなったね！お祝い会

【会　場】虎姫生きがいセンター
【定　員】親子10組　【参加費】ひとり 100円10:00～11:00

水

3/14 アロマ教室

【会　場】木之本福祉ステーション
【定　員】親子10組　【参加費】ひとり 100円10:00～11:00

火

4/18 こいのぼり

【会　場】木之本福祉ステーション
【定　員】親子10組　【参加費】ひとり 100円10:00～11:00

火

5/23 リトミック教室

【会　場】湖北福祉ステーション（長浜市湖北町速水1860）
【定　員】親子20組　【参加費】ひとり 100円10:00～11:30

火

虎姫生きがいセンター
開放日：毎月第2、3水曜日　長浜市宮部町3445  TEL0749-73-2656

木之本福祉ステーション
開放日：毎週火曜日　長浜市木之本町千田53  TEL0749-82-5419

おもちゃ図書館　イベント情報

赤い羽根共同募金　ご協力ありがとうございました

歳末たすけあい募金　ご協力ありがとうございました

昨年１０月から実施しました『赤い羽根共同募金』には、自治

会をはじめ多くの皆さまから募金をお寄せいただきました。こ

の募金は、令和５年度の福祉活動の貴重な財源として使わせて

いただきます。皆さまのご協力に心よりお礼申しあげます。

昨年11月から実施しました『歳末たすけあい募金』には、自治

会をはじめ多くの皆さまから募金をお寄せいただきました。こ

の歳末たすけあい募金は、新しい年を迎える時期に支援を必要

としている方々が地域で安心して暮らすことができるよう、年

末に行いました様々な活動の財源として使わせていただきまし

た。皆さまのご協力に心よりお礼申しあげます。

6,779,887円

4,199,819円

戸別募金 5,512,327円　職域募金 209,224円

学校募金 165,801円　法人募金 718,930円

その他募金 173,605円

戸別募金 4,082,518円　

団体・個人募金 117,301円　

総

額

総

額

内

訳

内

訳

赤い羽根募金/歳末たすけあい募金 みなさまのご協力ありがとうございました！
(法人・団体等　順不同・敬称略)

ＫＢセーレン㈱ 長浜工場・ＳＫメディカル電子㈱・浅尾 文彦・新木産業㈱・石地㈱・医療法人 岩本整形外科・医療法人 千手会　中川
医院・医療法人 橋本医院・医療法人 安井医院・上松医院・内保製材㈱・エルナー㈱滋賀事業所・近江ベルベット㈱・大塚浩司税理士
事務所・大野自動車工業㈲・オクデ装飾・オリエンタル酵母工業㈱　長浜生物科学研究所・川上工務店・川北塗料㈱・川瀬産商㈱・北
日本物産㈱長浜営業所・近畿精工㈱・小崎商会・小林自動車用品㈲・湖北精工㈱・湖北通運㈱・澤田建築設計事務所・澤村建設㈱・滋
賀運輸㈱・シガ電子㈱・滋賀日軽㈱・新栄工業㈱・大近電工㈱・鷹野機械㈲・高森製材所・田中ビジネスサポート㈱・田中ホールディ
ングス㈱・為永建設㈱・東亜工業㈱・長浜漁業協同組合・中萬商事㈱・なや善・日軽パネルシステム㈱滋賀工場・日本電気硝子㈱ 滋賀
高月事業場・扶桑工業㈱・兵神装備㈱滋賀事業所・本城税務会計事務所・前川医院・丸三開発㈱・丸三ハシモト㈱・南浜ぶどう生産組
合・明文舎印刷商事㈱・焼肉万歳 三蔵・ヤモリ㈱天照堂・ヤンマー製造サポート㈱・ヤンマーパワーテクノロジー㈱小形事業部・ヨコ
ハマタイヤ滋賀販売㈱・吉村 登良生・ワボウ電子㈱・㈱アルファ工房・㈱伊吹モータース・㈱岩崎工業所・㈱魚三・㈱オー・ケン・㈱
カワセコーポレーション・㈱キクヤ・㈱グッドウィン・㈱栗原・㈱グリ－ンフィールド奥琵琶湖・㈱コクホウ・㈱３６５ ‐ エステー
ト・㈱シガウッド・㈱滋賀親蜻会・㈱清水商会・㈱ステップ・㈱ダイチュウ・㈱鳥塚・㈱中田モータース・㈱長浜シャーリング工場・
㈱長浜電化センター・㈱日本ウッド・㈱橋本クロス・㈱英光産業・㈱藤田工業・㈱文昌堂・㈱丸杉 長浜営業所・㈱丸善エナジー・㈱マ

ルマン・㈱丸万中尾・㈱マルミ機械製作所・㈱明豊建設・㈱山久・㈱山利
製作所・㈱ライフリリーフ・㈱渡辺工業・㈲油定商店・㈲伊藤商会・㈲小
川自動車整備工場・㈲カープラザ・フジ・㈲加藤家具・㈲こめ治・㈲下村
印刷所・㈲清金醤油店・㈲髙宮ビジネス・㈲瀧澤材木店・㈲武田自動車販
売・㈲辻種苗・㈲つるや・㈲中川ガス・㈲ナカリンオートサービス・㈲成
駒家・㈲林クリーニング商会㈲ヒコ・イン コーポレーション・㈲山口屋・
㈲山近・浅井グラウンドゴルフクラブ・浅井福祉の会・神照地区地域づく
り協議会・神照地区民生委員児童委員協議会・北郷里地区民生委員児童委
員協議会・ジーバーぽこぽこ・虎姫地域づくり協議会

親子で記念品を作って、元気に過ごせたことをお祝いしましょう！

自分だけのアロマを作り、素敵な香りで癒されましょう

端午の節句　色とりどりのこいのぼりを作りましょう！

端午の節句　色とりどりのこいのぼりを作りましょう！

楽しい音楽を聴きながら、親子で触れ合いましょう♪
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えんかふぇ

在宅介護者のつどいを開催します

～ひきこもりがちな若者 
学校に行きづらい子どもの居場所～
気楽に自由な時間を過ごせる居場所を開催しています。
本を読んだり、ゲームをしたり、おしゃべりしたり、ぼ
ーっとしたり…。…
ひとりで、親子で、友達と…、保護者だけの参加も大歓
迎です！ぜひお越しください。

日　　時：…毎月第１·３木曜日（祝日の場合は休み）…
13:30～16:30

会　　場：…びわ福祉ステーション…
（長浜市難波町４８３）

参 加 費：無料
お申し込み：不要です　当日会場にお越しください
お問合せ：…地域福祉課…長浜センター…

TEL:0749-62-1804

在宅で介護をされている方同士の交流の場所です。一緒
に情報交換やリフレッシュしましょう！

さむ～い冬　ヨガで身体を温めよう
日　　時：…令和5年…3月22日（水）13:20～15:00
会　　場：…長浜まちづくりセンター…

さざなみタウン内１階　工作室…
（長浜市高田町12-34）

参 加 費：…1,000円
定 員：……20名（先着順）

ピアノに合わせて歌いましょう
日　　時：令和5年…4月28日（金）13:20～15:00
会　　場：…長浜まちづくりセンター…

さざなみタウン内２階　多目的ホール…
（長浜市高田町12-34）

参 加 費：…無料
定 員：…20名（先着順）
お問合せ・お申し込み：……地域福祉課…長浜センター…

TEL:0749-62-1804

冒険遊び場を開催します！

自由な発想で遊び尽くす子どもが主役の遊び場です。…
子どもたちの育ちを一緒に見守りましょう。

日　　時：…令和5年…3月18日（土）…
4月15日（土）、5月20日（土）…
10:00～15:00…
（当日悪天候の場合は中止し、翌日天候が良
ければ翌日の日曜日に開催いたします）

内 容：…自然の中で自由に遊びます。また、たき火や
弓矢作り等を予定しています…
※内容は各回によって変更があります

持 ち 物：…帽子、水筒、着替え…
※昼食は各自でご用意ください

対 象：…園児～小学生…
（大人の方もぜひ一緒に参加ください）

開催場所：…浅井ふくらの森（道の駅浅井三姉妹の郷裏）…
（長浜市内保町２８４３）

お問合せ：…地域福祉課…長浜センター…
TEL:0749-62-1804

催し物など紹介

善意銀行
令和4年10月25日～令和5年1月27日

氏　　名 金 額 （円）
曽根町老人会（明生会） 16,101
橋本勝美 100,000
藤田治彦 2,000
八島ふれあい収穫祭2022 6,725
MMGダンスサークル 26,000
長浜市グラウンドゴルフ協会・伊香支部 10,000
金光教湖北教会　代表　井上宗一 28,745
高月町グラウンドゴルフ協会 20,000
八島ふれあいまつり 1,350
よつば会 8,320
神照GG協会 10,000
原秀男 100,000
三菱ケミカル労働組合 20,000
喫茶ポケット 27,105
ワークマン長浜店 13,240
東浅井支部グラウンドゴルフ協会 26,300
㈲徳一 100,000
藤田節子 50,000
平井正公 100,000
匿名　2件 60,000
合　計 725,886

金銭口座（敬称略）
氏　　名 　物　品

橋本勝美 衣類

八島ふれあい収穫祭2022 毛布ほか

アスパラ倶楽部 コシヒカリ 30kg、滋賀羽二重 30kg
伊藤正夫 食品ラップ、軍手

滋賀県東部地区郵便局長会夫人会 長浜部会 タオル

ダイナム滋賀湖北店（店長 芹沢和巳） 食品、雑貨 181点
長浜セレモニー株式会社 大型スクリーン、ダンボールベッド×2
JA北びわこ　 女性部一同 米450kg、日用雑貨、食品ほか多数
JAレーク伊吹 女性部 米10kg×6
滋賀県共済協同組合 マスク20箱
白ゆり会 雑巾200枚

匿名　5件 車いす1台、米2袋、リハビリ用ボール
オムツ等、布団

物品口座Information 

共同募金広域助成事業

赤い羽根共同募金　令和4年度「滋賀の町を良くす
るしくみ」助成事業を受け、移動支援車両を購入し
ました。

日常生活支えあい促進事業でのお買い物ツアー車両
貸出等、地域福祉活動の推進に役立てます。ありが
とうございました。

ウクライナ人道危機救援金
ウクライナ人道危機救援金ご協力ありがとうございました。
令和４年11月１日～令和５年１月31日

令和４年８月３日からの 大雨災害義援金
令和４年８月３日からの大雨災害義援金ご協力ありがとうございました。
令和４年11月１日～令和５年１月31日

受付日 氏名 金額（円）

令和4年 11月16日 匿名（1件） 3,898

令和4年 12月8日 新庄寺町自治会 5,000

令和4年 12月27日 天理教湖旬生分教会 22,081

受付日 氏名 金額（円）

令和4年12月22日 高月地区社会福祉協議会 12,141

お寄せいただいた義援金・救援金は、日本赤十字社を通じて被災地等の支援に役立てられます。
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///…福祉課題の解決をデザインする
長浜市が設置するデザインセンター長浜カイコーと共催で「福

祉とデザイン」をテーマにした研究会を開催しました。

4回シリーズで開催した研究会では、福祉とデザインが交差す

る分野で先進的な活動をされている方々の講演と、参加者同士

で対話する時間を設けました。

///…なぜ「デザイン」なのか
「デザイン」という言葉に、どのような印象を持たれるでしょう

か？色々な物や図案をキレイに、カッコよくつくること、と思っ

ていませんか？実は、デザインには現状の課題を解決し「より

良いものにする」という意味があり、それに取り組もうとする

人は、誰もがデザイナーと言えます。

研究会では、このデザインの考え方から、長浜市の暮らしの中

にある「福祉課題」をどうすればより良いものにしていくこと

ができるか考えることを目指しています。

///…誰が考えるのか？
研究会には、福祉事業や活動の新しいアイデアを探している方、

地域課題解決に関心のあるデザイナーを中心にお声かけをし、

総勢32名が参加されました。

福祉事業所の経営者、個別支援相談員、一般企業の人事担当、

デザイナー、学生など様々な「分野」の方が参加し、福祉課題

について様々な課題解決のデザインについて学び、各分野の視

点から意見交換を行いました。

///…キーワードは「分野を超える」
福祉課題の解決に、最近特に注目されているキーワードがありま

す。それは「地域共生社会」と「持続可能性」です。この二つの

キーワードに共通していることは「分野を超えた連携」です。

渋沢栄一「論語と算盤」の中で福祉と経済の分野を超えた取り組

みについてふれているように、これからの福祉課題解決には様々

な分野を超えた連携、取り組みが鍵となることから、まずは分野

を越えて交流ができる場をつくることからはじめています。

///…研究会での学び
研究会では分野を超えて福祉課題解決に取り組まれている全国

各地の事例を学び、その後意見交換を行いました。

中でも「インクルーシブデザインと福祉　グラフィックデザイ

ナーが見る現場でのデザインの活かし方」というテーマでは、

2種類のインクルーシブデザインを学びました。一つ目は、「当

事者の視点を考案と製作段階に取り入れ共同でデザインを開発

する」という手法。二つ目は、「デザインを必要とする現場の

人々と共にその場に合った持続可能な解決策をつくりあげる」

という手法です。

参加者同士の意見交換では日頃の業務への連携の作り方などに

ついて、今後の可能性を感じる学びが生まれました。

※インクルーシブデザイン…誰もを包摂した課題解決のデザイン手法

福祉とデザイン研究会

長浜カイコー
長浜市が設置し民間が運営する新しいかたち

のデザインセンターです。デザイン手法を使っ

た地域課題へのアプローチなどをはじめ、ク

リエイター向けのセミナー開催などさまざま

な活動に取り組まれています。

▶︎ 福祉とデザイン研究会は今後も継続し、多分野の協働による福祉課

題解決のデザインに取り組みます。


