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はじめに 

 

「ふれあいの居場所づくり」をみんなで考える協働プラットフォーム 

事業実施にあたって ～『これまで』と『ねらい』～ 

 

昨年度（平成 22 年度）に実施したテーマ型協働プラットフォーム（ふれあいの居場

所）では、ふれあいの居場所を実施している団体・個人や、これから実施しようとして

いる団体・個人及び行政の関係課が初めて交流することができました。 

その結果、ふれあいの居場所は市民同士の支え合い活動として、行政主導で、または

市民により自然発生的に、そして市民と行政との協働により、市内に増えつつあること

がわかりました。 

しかし、みなさんが「ふれあいの居場所」と聞いてイメージするものがさまざまであ

るように、その取組についてはいろいろな成り立ちや形態、運営方法があるために、明

確に定義することも、全市的に把握することも容易ではないことがわかりました。 

そのような状況であっても、ふれあいの居場所はこれからさらに必要とされる、とい

う共通認識のもと、そのような場を作ったり増やしたりしていくにはどのような課題が

あるのか、またその課題解決の糸口はどこにあるのか、などをみんながそれぞれの立場

で考えることができました。 

そこで今年度は、みんなで見つけた課題を大きく３つに分け、その課題解決に近付け

ることをねらいとした内容を企画し、事業を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なぜ、行政（市民との協働を担当する部署）が？ 

 

 

課題① 市民活動としての「ふれあいの居場所づくり」が広がることは、地域のコミュ

ニティ形成が進むひとつの方法となる。しかし、その取組の認知度は低い。 

↓ 

市民に向けても行政に向けても、それぞれの取組の実態を知ってもらう機会と

して、第 1 回にパネルディスカッションを実施 

課題② 市民ニーズから自然発生的にできた場合では、自立運営しているケースも多い。

しかし、行政支援を必要としているケースもある。 

↓ 

平成23年度から、行政及び社会福祉協議会で財政支援制度が新設された。そ

の他、行政の支援策を知ってもらう機会として、第2回に説明会を実施 

課題③ 特に行政が主導して実施しているこれまでの居場所は、対象者別（高齢者、親

子、障がい者など）になっていて、担当課が縦割りされている。 

↓ 

取組を全体的に把握・支援できる体制づくりと組織化、ネットワークを活かし

た新たな事業展開が必要。検討するため、第 3 回にグループワークを実施 
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【昨年度のプラットフォーム終了後にあった、関連の動き】 

 広報長岡京6月15日号に「ふれあいの居場所」について特集記事を掲載し、プラッ

トフォームの成果報告とともに周知しました。 

 平成23年度から、財政支援として「市民活動応援補助金」（市民協働・男女共同参

画政策監）及び「ふれあい・いきいきサロン活動支援事業」（社会福祉法人長岡京

市社会福祉協議会）が創設されました。 

 

【「プラットフォーム」って？】 

駅のプラットフォームと同様、「人が集まり交差する場、空間」。 

特に「テーマ型協働」とする場合は、NPO や自治会などの民間活動者や行政などさ

まざまな主体が共通のテーマに応じて集まります。それぞれのネットワークや知恵

を活かし、協力して地域課題の解決を解決したり新たな施策を作ったりするなど、

具体的な実践に取り組むための形態・手法と位置付けています。 

 

【「ふれあいの居場所」って？】 

その実施形態も対象者も多様で呼び方もいろいろ（いきいきサロン、地域の茶の間、

コミュニティカフェなど）であるが、共通して求められていることは「社会構造の

変化の中で、多くの人々が失った人と人とのつながりの再生、ひいては安心社会の

再構築の場」であると言われています。 

その特徴は、誰にでも始められて誰でも参加できる「居場所」であること、対象者

にしばりはないこと、地味な取り組みではあるが継続することで期待できる効果が

大きいこと等が挙げられます。 

その効果は、人と人・人と社会のつながり、福祉や人権意識の向上、地域に暮らす

安心感、共助意識の向上、異世代・異文化交流、情報の共有化などさまざまです。 

 

【「ふれあいの居場所づくり」をみんなで考える協働プラットフォームって？】 

 なぜ、行政（市民との協働を担当する部署）が始めたの？ 

市民参画協働担当のいる部署は、部局や分野を超え、つまり対象者の枠を超えて、組

織横断的に市民の参画と協働によるまちづくりを進める部署だからです。 

また、地域のコミュニティづくりも課題として取り組んでいます。「ふれあいの居場

所」の広がりはコミュニティづくりの方法のひとつであると考えているからです。 

 

 なぜ、プラットフォームという形態・手法で進めるの？ 

人と人の心がふれあう機会を作ろうとするとき、まずは人がいないと成り立ちません。

これには、行政が関わるよりも、市民同士の支え合う力が大きく役立つと思います。 

また「ふれあいの居場所」が広がっていくためには、場所の確保や財政面など、困っ

ている部分を支援する行政の力が役立つ場面もあるでしょう。 

これらの力を合わせるとき、行政主導でもなく、市民主導でもなく、市民も団体も行

政も対等の立場で、知恵と力を出し合って解決しようとするやり方だからです。 
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1.「ふれあいの居場所」ってこんなところ！ 

 

平成 23 年 11 月 30 日、市内のふれあいの居場所運営団体（者）によるパネルディス

カッションを開催し、それぞれの取組の様子を聞きました。 

 パネリスト 

 NPO 法人いんふぁんと room さくらんぼ（乳幼児対象） 

西村日登美さん 

 すくすく教室（放課後子ども教室）コーディネーター（小学生対象） 

西村日出男さん《長岡第十小》 

 サロン華（高齢者対象） 

鵜川富久江さん 

 NPO 法人乙訓障害者事業協会（障がい者対象） 

山田猛さん 

 「男の居場所」の会（男性対象） 

岸本裕次さん 

 コーディネーター：NPO 法人ほっとスペースゆう 工藤充子さん 

 

【コーディネーター工藤充子さんによる基調講演】 

 平成 23 年 11 月 1 日現在で、長岡京市の高齢化率は 21.5％（約 1 万 7 千人）。

一方で就学前率は 6.5％（約 5 千人）。少子高齢化が進んでいる。 

 1 世帯平均は 2.3 人。世帯の中で年代の違う者同士のふれあいは困難。 

 多世代の交流や出会いの場、その人らしさを実現できる場づくりが必要と考える。 

 集った人々が一緒に食べることも大切に。 

 

【事例発表】 

 団体名：NPO 法人ほっとスペースゆう 

主な対象者：親子・高齢者 

活動内容：◆高齢者介護サービス 週 4 回、介護保険利用者、12 人 

◆子育て支援 週 1 回、親子、10 組 

場所：いずみの家（天神 2 丁目） 

活動者：介護スタッフ（有償）、ボランティア 

運営の工夫：認知症の方に安心して過ごしてもらうよう、スタッフが寄りそう。四

季を感じる行事。スタッフが主体的に運営に携わる。 

効果：家庭内での孤立で自信をなくしていても生きがいが生まれる。食事の提供、

外出機会、健康チェック、介護者の負担減。 

その他：スタッフの居場所にもなっている。 
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 団体名：NPO 法人いんふぁんと room さくらんぼ 

主な対象者：親子 

活動内容：◆つどいの広場 週 6 日 10～15 時、妊婦・乳幼児の子と親・パパ 

◆各種教室、ライブラリー 就学前の子と親 

場所：竹の台事務所、中央公民館 

活動者：スタッフ（有償） 

運営の工夫：スタッフは無資格だが、当事者意識（同じママ目線）で傾聴している。

ニーズをつかみ、運営に活かす。無理なく続ける。全国的なネットワークを活

かしている。 

効果：主にはママだが、パパも悩みや愚痴のはけ口になっている。利用者が引っ越

しされても引き継ぎができた。 

その他：行政からの委託。NPO 法人の意向を受けた委託内容で、京都府内でも先

進的な取組ができている。 

 

 団体名：すくすく教室（放課後子ども教室） 

主な対象者：小学生 

活動内容：放課後や週末等の子どもの活動拠点（居場所）。学びや遊びの場、地域

住民との交流 

場所：各小学校（10 箇所） 

活動者：学習指導員、安全サポーター、その他協力者 

運営の工夫：多様なメニューを用意する。子どものニーズを察知して指導者を探し

ている。 

効果：地域の住民の生涯学習の成果を活かす場ともなっている。教育と福祉の融合・ 

学校と地域の融合・学びと遊びの融合 

 

 団体名：サロン華 

主な対象者：高齢者 

活動内容：◆健康体操、趣味活動、生活に役立つセミナーなどのサロン 

毎週木曜日、月 1 回火曜日、月 1 回水曜日 

◆配食活動 月 2 回 15 食 

場所：自宅（河陽が丘 1 丁目） 

活動者：有志数人 

運営の工夫：飽きない企画。何をしたいかみんなで相談して決める。参加者は横一

列。プログラムを強要しない。やる気になるまで待つ。 

効果：大きな声で笑い、歌い、食べ、飲む、慰め合うことで生活の質の向上。身近

な問題を学習する機会。 

その他：63 歳～85 歳の参加者が自力で来る。毎回 12～16 人。 
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 団体名：NPO 法人乙訓障害者事業協会 

主な対象者：障がい者 

活動内容：◆障がい者の就労支援・雇用創出 

◆ふれあいの居場所づくりの場所提供（有料） 

◇アトリエあや 月・木・土曜日 午前１０時～午後３時３０分 

場所：◆カフェエポカ､神足ふれあい町屋 ◇自宅（長岡 1 丁目） 

活動者：◆スタッフと職員（有償） ◇障がい者 2 名、有志 1 名 

運営の工夫：◇アートとサロンが融合した落ち着く雰囲気づくり。悪口、うわさ話

をしない。障がい者、健常者双方の支え合い。 

効果：◇バリアフリーの気持ちが生まれる。 

 

 団体名：「男の居場所」の会 

主な対象者：定年退職後の男性（７５歳まで） 

活動内容：◆男の井戸端会議と称する「定例会」 毎週木曜日 

◆１３の分科会活動 

場所：市民活動サポートセンターほか 

活動者：会員５０名 

運営の工夫：肩書を言わない。緩やかな統率。会費は月千円、分科会活動はその都

度別途実費。 

効果：教え、教えてもらう関係づくり。地域になじむ訓練。おつれ合いが感謝して

いる。 

 

【参加者からの質疑や意見】 

 子育てする親も大変な時代だが、介護者も大変。ふれあいの居場所は、普段支える

側にある人が、誰かに支えられる瞬間を感じられる場所であってほしい。 

 何でも話せる、ここにいてもいいと思える場所が大切。 

 子育てや介護などを「地域で支える」とよく言われるが、そのシステムがないので

は。ふれあいの居場所は、そのシステムのひとつとなる大きな要素を持っている。 

 高齢者の数から考えると、ふれあいの居場所は今の数では足りないのでは。市民に

よる設置・運営だけでなく、公的な場所があってもよいのでは。 

 

【このほかに把握している「ふれあいの居場所」と思われる取組】 

 市民活動団体の取組→資料 1 参照 

 行政の取組→資料 2 参照 

 （福）長岡京市社会福祉協議会の取組→資料 3 参照 

ふれあいのまちづくり事業、ひとり暮らし高齢者のつどいの場（独居の会）一覧を

含む 
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2．居場所づくりへの支援 

 

平成 23 年 12 月 21 日、居場所づくりに必要な支援で、行政及び（福）長岡京市社会

福祉協議会が行えるものについての説明会を開催しました。 

 説明者 

 市民協働・男女共同参画政策監 市民参画協働担当 中村知行 

 社会福祉課 地域福祉・労政担当 三浦沙耶香 

 （福）長岡京市社会福祉協議会 廣村元 

 コーディネーター：NPO 法人ほっとスペースゆう工藤充子さん 

 

【「ふれあいの居場所」に活用できる支援内容】 

 財政支援を中心とした支援制度一覧→資料 4 参照 

 長岡京市市民活動応援補助金について→資料 5 参照 

 長岡京市民間社会福祉活動振興助成金について 

→資料 6 参照 

 ふれあい・いきいきサロン活動支援事業について 

→資料 7 参照 

 市民活動のために長岡京市が提供できる資源 

ヒト・モノ・カネ編に分けて、まとめています。 

→市ホームページ下記アドレス参照 

http://www.city.nagaokakyo.kyoto.jp/contents/01220000.html 

 

 

【コーディネーター工藤充子さんによるまとめ】 

 公的な支援のうち、長岡京市と社会福祉協議会から受けられる内容は、おおむねわ

かってもらえたのでは。不十分かもしれないが、ないよりはよいと思ってこれらを

活用するのもひとつの方法です。 

 公的支援で得られる資金以外の資金をどう工面するかも課題です。 

 場所の確保についても課題として残るのではないでしょうか。 
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3．私の夢見る居場所とは 

 

平成 23 年 12 月 21 日、説明会に続いて参加者同士で話し合いをしました。それぞれ

のグループに「ふれあいの居場所をこれから始めたい人」「すでに実施している人」「行

政職員等」が混ざるようにして、3 グループに分かれました。 

 

話し合った内容はこの２つです。 

 私の夢見る居場所とは（すでに実施している人は、その目的に沿ったものになって

いますか） 

 夢見る居場所を実現するために必要なものは 

 

みなさんが「ふれあいの居場所」に持つ理想的なイメージを、それぞれの言葉と思いで

語りました。話し合いは「その場所で自分はどのように人と関わりたいか」ということ

が中心の話題となって、活発になされました。 

すべての意見を、項目を立てて分類しています。 

 

 

【私の夢見る居場所とは】 

 居場所の数は？ 

身近な場所に。地域へ拡大して市内の各所に。

多くの人のすべてのニーズに応えることは

不可能なので、いろいろな居場所がたくさん

あることが必要。 

 

 居場所の居心地や雰囲気は？ 

憩える。行ってよかったと思える、楽しい。そこにいてもいいのだという安心感を

もてる。自己肯定できる。安楽できる温度、光、防音性がある。自由に出入りがで

きる。ほっとする、ほっこりする。心地よいと感じる。元気になれる。常に笑顔が

ある。静かにいられる。生き生きできる。ずっと存在し続ける、なくならない安心

感。 

 

 居場所でどのように人と関わりたい？ 

認知症でも温かく接してもらえる。災害時や困ったときにお互い助け合える関係が

つくれる。自治会や子供会など各種団体と連携できる。趣味や話題を共有できる。

しんどいことや嬉しいことなどを話して聞いて、共感できる。自分のことを話せる。

共に相談し合える。自由気ままな自然体でいられる。仲間と思える人がいる、リー

ダーとか支援とかいう枠を超えたつながりができる。自分を受け入れてもらえてい

る・他人を受け入れたいと思える。自然な表情（喜怒哀楽を自由に）でいられる。

必要な時に集える。ふらっと立ち寄れる。いつでも、気軽に集える。自分に役割が

あり必要とされる。自分が認められ、喜ばれる。自分の力が発揮できる。自分を必
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要としてくれる。大勢でいたいときは集まれ、一人でいたいときは一人になれる。

教えてもらったり、支えられたり、次のステップにつながる交流。人に会い話をし

て一握りの喜びを感じ、明日への活力を得る。生きていく上でプラスになり、考え

教えられる。新しいこと、懐かしいこと、楽しいことにチャレンジできる。自分の

やりたいことを見つけられる、それを活かし続けることができる。自分を見つけら

れる。受ける人・与える人の別なく対等な立場で。人と人とのつながり。健康不安

をなくせる。幸せに感謝できる。地域で支え合える。大人数過ぎない。コミュニテ

ィ、地域力が再生できる。家庭関係がまとまる。 

 

 集う人はどんな人？どんな人のために居場所をつくる？ 

いろんな人に出会える。年寄りから赤ちゃんまであらゆる世代。子育て中のお母さ

ん。障がい者。仲間がたくさん集まる、集まれる。近所の人。性別、年齢に関係な

く集まれる。たくさんの人が集える。一緒にひとつのことをやり遂げる仲間。同年

代が集える。同じ趣味の人が集える。認知症の人。 

 

 どんなことができる？どんなプログラムにする？ 

介護や生活の悩みなど、なんでも相談ができる。脳トレ、筋トレ、介護や病気の予

防と勉強。音楽（ジャズ）を聞いて癒される。月 2 回位学びができる。飲み物等が

提供される。自分がやりがいを感じるテーマを継続的に活動できる。おいしいご飯

が食べられる。お酒も飲める。趣味に取り組める。情報交換ができる。楽しみの多

い行事。クラブ活動のようなもの。 
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【夢見る居場所を実現するために必要なものは】 

 場所（どこで） 

公的な施設（学校、福祉施設、自治会館）で。空き家を活用して。人数に合った適

当な広さ。みんなが知っているところ。気軽にトイレに行ける。自分の家を開放し

て。一人になれる空間もある。居間、キッチンがある。いつでも使える場所。朝 9

時から夜 9 時まで集える。固定的に使用できるところ。通いやすいところにある。

使用しやすい部屋・建物。 

 

 運営する人（だれが） 

サポーターを市で募集して配置する。すぐれた指導者、リーダー。ボランティアで

当番制にする。何でも話せる人。乳児から高齢者までの集いを支える人。福祉によ

く理解のある人。目的や意識、理想を共有できる仲間。人のお世話ができる人。人

を支えられる人。一人ひとりに寄りそえる人。資格より、人生の深さや想いのある

人。言葉だけじゃなく優しい人。一人では全部できないので、分担して担う。福祉

制度につなげられるサポーター。コーディネートしてくれる人。ボランティア育成

をする。温かく見守り話を聞いてやさしく言葉かけのできる人。何でも受容できる

人。人（主催者）づくり行政が行う。共感でき、互いに支え合えるチーム。集団を

つくるときに起動力となる人。いつでもそこにいられる人。ミッションに基づいて

管理やコーディネートができる人。人材育成が必要。 

 

 運営の方法（どのように） 

きまりは最低限に。運営者が楽しむ。口コミで広げていく。喫茶店のようなもの。

利用者の方にもリーダー的な役割がある。自治会の福祉部会で取り組む。既存サロ

ンを広報する。何かできる、何かしたいというボランティアを公募。ノウハウ提供

の行政支援を。地域を支援する力が必要。居場所同士がつながって力をつけること

ができるネットワーク化。町ごと豊かになれる支援とつながり。 

 

 備品等（あるとよいもの） 

本、テレビ、ビデオ、運動器具。会議室や事務室用の机やパイプイスでないもの。

衣類。園芸ができる土地。音楽が聴ける。 

 

 運営資金 

公的助成。家賃借上げ補助。少々のお金があればよい。各種助成金情報を広報する。

会場の無償提供。国からの補助金。 

 

 その他意見 

必要なものは年齢、目的によって違う。コミュニティーバスのきめ細かい運行。公

民館が貸し会館になってしまっている。公的な場所、みんなが通る場所に何でも相

談できるコーナーを市が作る。 
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4．2つのタイプの居場所 

 

平成 24 年 1 月 18 日、前回の話し合いを深めるために「夢見る居場所を実現するに

は？」と題し、参加者同士でさらに話し合いをしました。 

これまでの話し合いから、居場所のあり方は規模によって大きく 2 タイプに分けられ

ると考え、それぞれのタイプで最も関心のあるグループへ分かれました。 

 コーディネーター：NPO 法人ほっとスペースゆう工藤充子さん 

 

グループを分けた「居場所のあり方」はこの 2 タイプです。 

 身近な場所に必要な居場所 

 

 広い地域に必要な居場所 

範囲 小中学校または市全域 

対象者 問題、悩み、障がい、年齢などが似通った境遇の人たち 

内容 共通の境遇に添い、援助を含めた楽しいプログラムを参加者、支援者で考える 

運営 支援可能な市民団体、協力者、行政 

支援 

①立ち上げ～活動までに必要な費用（人・物に関しても） 

 ただし、寄附や社会福祉協議会からの援助も受ける 

②広報 

【担当】市 市民協働・男女共同参画政策監、個別の課題に応じた関係課 

メリットと 

考えられること 

家から出にくい人が集まり、生き生きとする時間を持つことができる。 

すでに先進的にやっている例もあるので参考にできる。 

デメリットと 

考えられること 
支える人や行政支援も規模が大きくなる。 

範囲 歩いていける（広くても自治会単位） 

対象者 
特定な人ではなく誰でも 

（ただし、建物の広さで人数は限定される） 

内容 参加者、支援者で楽しいプログラムを考える 

運営 やりたいグループや個人の有志、必要ならば自治会の応援 

支援 

①立ち上げのための費用、継続するための運営費用 

②必要に応じて、建物探しや提供、利用する人や支援する人の人材探し 

③広報 

【担当】社会福祉協議会 

    市 総務課、市民協働・男女共同参画政策監 

メリットと 

考えられること 

地域の関係性や助け合いの気持ちなどが生まれ、来た人の居心地良く過ごせる

場所となる。 

デメリットと 

考えられること 

たくさんの数が必要であり、運営に市民の力が必要となる。参加料や物の提供

など、自らも運営に関わることや、日々くつろいで楽しい場所になるよう工夫

が大切である。 
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仮想の「ふれあいの居場所」を各グループで話し合うにあたり、市民と行政が協働で居

場所づくりをすることについて、より具体的なイメージをみんなで共有しました。 

まとめられた仮想の「ふれあいの居場所」の姿は、それぞれ次のとおりです。 

 

 身近な場所に必要な居場所 

どんな場所？ 

家庭的な雰囲気 

集まりやすい 

自宅開放、自治会館、医院の跡、公共施設 

どんな人？ 

（世話人・ 

キーパーソン） 

おせっかい、世話焼きな人 

長岡京のまちのことをよく知っている人 

信頼がある人 

サロンの必要性を感じている人 

楽しめる人 

どんな 

スケジュール？ 

はっきり決めない 

自然な流れ 

自分たちで工夫して考える 

食べることを取り入れる 

安全性を気にする 

どんな地域で？ 
特に気にしない 

身近な地域でスタートしても、口コミ等で広域になることもある 

どんな運営？ 

実費は自己負担 

使い道を決めてサロンにいるみんなに寄付を募ってためる 

市や社協の助成金も活用 

具体的な 

間取りは？ 

ワンルーム 

炊事場がある 

トイレも使いやすいものを 

温度的にも暖かい設備 

空調は必要 
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 広い地域に必要な居場所 

どんな人を対象に

する？ 

属性を限定してもよい、複数（多世代交流）でもよい 

さみしさを感じている独居高齢者など 

電車や車で遠出がしにくい、または外出機会の少ない高齢者など 

認知症の人。ただし、軽度であって自立して動ける人 

障がい（知的、身体、精神）のある人。ただし、軽度であって自立

して動ける人 

定年後の男性、一人でいることが多い男性など 

周り（家族）となじみにくい子ども、同居高齢者など 

同じ趣味を持つ人 

男女を問わない 

悩みを持っていてストレスを発散したい子育て中の親など 

どんな地域で 

する？ 
２市１町、小学校区、市全域 

どんなことを 

する？ 

高齢者・・・マッサージや体操、世間話 

高齢者と親子が一緒に集えば、高齢者は子守をする側にもなれる。

親はその間買い物や体操もできる 

気ままなおしゃべり 

健康的で少しリッチな食事ができる 

カフェのようにお茶を楽しむ 

時々はお楽しみのイベント 

講師のお話を聞く 

何をするか参加者が決める 

運営のコツは？ 

継続性のために、経営の視点を持つ 

何となくでは人は集まらない。人が集う目的・コンセプトを明確に

する 

どんな 

スケジュール？ 

毎日オープンが望ましい 

時間を気にせずいられる、いつでも来て帰ることができる 

社会人も参加できる時間 

多世代対象なら「朝から夕方まで」「夜」の２部構成 

どんな空間？ 
和室で寝転べる、イスに座れる 

それぞれの居心地の良さに配慮する 

期待される効果 

ご縁が結ばれる 

ボランティアが育成される 

学び合う経験ができる 

行政に 

してほしい応援 

場所の確保 

建物の維持管理費の補助 

関連の情報提供 

運営者同士の交流 
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5．市民と行政とでめざす「ふれあいの居場所」の姿 

 

 

【評価】 

 それぞれのタイプの居場所について、市民と行政の役割が見えつつ、具体的

なイメージが一層深まった。 

 居場所づくりについては、市民ができること、市民がした方がよいこと、市

民にしかできないことがある。行政にも、行政だからできること、行政がす

べきことがある。 

 すでに取り組んでいる人は先輩となり、運営のコツなどを伝えることができ

た。新たに取り組み始めた人との出会いも生まれ、広がりが生まれた。これ

から始めたい人にも、一歩を踏み出す機会となったのでは。行政職員にも、

居場所の必要性を再認識し、今後の展望や支援のあり方を考えてもらえたの

では。 

 カフェという形態の居場所づくりは、補助金等に頼らない自立した運営が見

通せるという点でも評価できる。 

 居場所運営には、中心となる人と場所が要と改めて感じる。人材を発掘し育

てていくための講座開催や安定した活動のための場所探しは、行政も支援す

る必要を感じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・誰もが利用できること。つまり、子供も高齢者も障がい者も、さらには勤労

者もあらゆる年代の方が利用できること 

・そういった人たちが、いつでも立ち寄れて、いつでも帰ることができる場所

であること 

・その場所では、自由に時間を過ごすことができること。読書してもいいし、

おしゃべりしてもいいし、ゲームをしてもいい 

・その場所では、受身でもいいですが、自分の経験や能力を生かすことができ

る場にしてほしい。そのことで、自分の存在を確認できる場としてほしい 
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このような場所を理想形とするならば、公共の空間であり交流拠点と言える。

一方、人と人、人と社会とのつながりを産むコミュニティづくりでもある。そ

れならば、行政が必要性を認識しなければならない。 

 

 

【板垣市民参画協働担当より平成 24 年度に向けての取り組みを説明】 

今後、さらなる事業展開のために、このプラットフォームの場をどのように活

用していくかについて提案した。 

B タイプ（広い地域に必要な居場所） 

→市民協働・男女共同参画政策監を核に連絡協議会の組織化 

A タイプ（身近な場所に必要な居場所） 

→社会福祉協議会を核に連絡協議会の組織化 

それぞれが組織化すれば、定期的かつ継続的に居場所運営の情報交換や悩み相

談、ノウハウ勉強会が行える。また、各組織の実行力に左右されるが、担い手

の育成スキルアップ研修、ふれあいの居場所のマップや広報誌作りが事業例と

して考えられる。 

さらに、B タイプの居場所づくりは、行政が主体となり市民との協働でモデル

事業を展開することも視野に入れる必要がある。 

今回の成果と今後の提案をまとめて、報告書を作成し、参加者には後日郵送す

る。なお、予算が伴う事業については予算確定後、方向性を示して広く案内す

る。 

 

その後、さらなる事業展開のために、このプラットフォームの場をどのよう

に活用していくかについて意見交換し、進め方についての資料を作成する。

一つでも二つでもふれあいの居場所が増えていくための組織化を検討する。 

組織化した後の事業例： 

居場所づくりのノウハウ勉強会（環境整備、運営の安定・継続） 

担い手の育成スキルアップ講座 

ふれあいの居場所のマップや広報誌作り 

協働の事例集作り 

 

 

5．参加者の感想 

 

【第 2 回までの参加者の感想（抜粋）】 

居場所を必要とする人、必要だと考えている人が多いくいることが心強い。必ずまと

まる接点があると思います。 

居場所は必要だが、居場所づくりは他者に任せたいという思いの方が多いように感じ

ます。しかし、他者が動いてもその方の思うような解決にならないことが多いのでは。

居場所は与えられるものではなく、見つけるものだと思うのですが、違うのでしょう
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か。 

地域でどの世代の人にも居場所があるべきだし、私たち一人一人が作るべきだと考え

ます。 

行政の職員の方も、民間で活動されている方も、居場所について描くイメージが同じ

であることにホッとしました。まだ知らない活動が地域にはあり、頑張っておられる

方がたくさんおられるのだと思いました。 

多様な居場所を想像することができるが、それをいかに形にしていくかの難しさ、実

際の取り組みを知れてよかったです。 

 

 

これまでの意見交換や情報共有、または今後への期待を受け、次年度以降へつながる

事業展開として次の案を方向性に持って進めて行くことを提案し、今回のプラットフォ

ーム事業の成果とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「ふれあいの居場所づくりを成功させるために」 

（ふれあいの居場所プラットフォーム事業展開案） 

 

 ①担い手のネットワーク化（居場所の課題やあり方をともに考える場） 

 ②活動拠点に対する支援の検討（財政的支援、環境整備のノウハウ提供、貸し手と

のマッチング、公共施設の活用など） 

 ③ふれあいの居場所の情報集約と発信（マップづくり、広報掲載など） 

 ④ふれあいの居場所フォーラムの開催 

 ⑤スタッフの養成、スキルアップ講座の開催 

 ⑥運営が安定・継続するためのしくみづくりの検討 


