人生

年時 代︑日本人の生活が豊か になったことを表す

言葉の一 つです︒これまでにない 社会へ変化してゆく中
で︑新た な問題も発生してい ます︒超高齢化社会にどう
向き 合ってゆ くか︑ 誰もが直 面する 課題です ︒
福祉 の基本 ﹁人に役 立つこ と﹂

welfare

広辞 苑には﹁福祉﹂と は﹁幸福︒公的扶助やサービス
に よる生 活の安 定・充 足﹂ とあり ます︒ 英語で は
と訳されます︒ well
︵良い︶と fare
︵暮らす︶からなる﹁良
い 暮らし が成り立 つ事﹂ という意 味で使 われる 言葉です ︒
歴 史を振り返 ると︑公的な福祉制度が整備され ていな
い時代には︑自ら身体的・社会的弱者と関わり ︑﹁人に役立つこと﹂を実践した人々がい
ました ︒彼らパ イオニ アたちの 献身が ︑現在の 充実し た福祉 社会を築 き上げ てきたと 言え
ます︒ 奈良時代 ︑聖徳 太子は 貧窮者︑ 病人︑ 孤児など を救済 するため に︑四 天王寺 に悲田
院を作 りまし た︒行基 は農民 と共にか んがい 事業を 行うだけ でなく ︑行き倒 れた旅 人を救
う布施 屋を創 設した と言われ ていま す︒
近代 では︑シ ャープ の創業者 早川徳 次氏が ︑福祉政 策が充 分に整備 されて いない時 に︑
障が い者が 働く職場 や施設 をつくり 社会参 加への道 を拓き ました︒ その行 動は︑ ソニーの
井深 大氏︑ ホンダの 本田宗 一郎氏︑ オムロ ンの立 石一真氏 ︑田島 製作所の 田島宏 一氏など
企業 創業者 たちに よる障が い者雇 用に繋が ってゆ きました ︒
地 域福祉 を担う社 会福祉 協議会
人 は社会の中 で生きる存在です︒第一線から
リタイアした 後の第二の人生を全うす るうえで

都道 府県の社会福祉協議会 は︑地域福

は︑地域福 祉と関わりを持ってゆく ことになり
ます︒
全国
す︒明治

年に設立され た﹁中央慈善協会﹂に

初代会 長は日本の 資本主義の祖・渋沢栄一氏で
す︒
全国 ︑都道府県︑ 市区町村と地域区分ごとに
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祉の充実 のため︑様々な活 動をおこなっていま

47

始まる ︑１００年の 歴史を持つ民間団体です︒

41

設置 されて おり︑そ れぞれ の組織 が対象地 域に応 じた役割 を担い ます︒都 道府県 ・指定 都
②福 祉活動 への住民 参加の 促進 ︑

③社会 福祉事 業等の組 織化・ 連絡調整 および 経営に 関する支 援

市社会福祉協議会は︑①福祉活動・事業等の企画︑実施
ボ ランティ ア活動 の振興
⑤判 断能力に ハンデ ィキャッ プのあ る人の福
⑦福祉 資金等の 貸付事 業

と︑主 に事業 者の支援 と人材 育成︑啓 蒙活動 を担

⑥福祉サ ービス 苦情解決 事業

④ 社会福 祉の人材 確保︑ 養成・研 修事業
祉 サービ ス援助 に関する 事業
⑧地域福 祉活動 財源の確 保およ び助成
当して います︒

歳 以上︶ の全人口 に対す る割合は １９７ ５年に７ ％を越 え︑１ ９９０
歳 未満人口 より多 くなり ました︒ 戦後間 もない１ ９５０ 代に制定

月１日時 点で︑ 大阪府の 高齢化 率は

福祉の 第一線の 仕事で す︒
２００ ８年

・２％︒ まさに ︑５人に １人が 高齢

21

での介 護︑さら には︑ 福祉用具 の貸与 ・購入や 住宅改 修の相 談︑ケア プラン の作成な ど︑

イケア︑ショートステイ︑グループホーム︵認知症の方のための施設 ︶︑有料老人ホーム

訪 問リハ ビリ︑ 居宅療養 管理指 導などの 要介護 者宅での 訪問介 護の他 ︑デイサ ービス ︑デ

護師らと連携して ︑介護サービスや家事援助サービスを提供します︒訪問介護︑訪問入浴︑

が ︑ホー ムヘルパ ーの圧 倒的な不 足とい う課題は 残りま した︒ホ ームヘ ルパー は医師や 看

さ れました ︒高齢 者介護に 関する 社会制 度の整備 が進め られ︑施 設の充 実は図ら れまし た

され た老人 福祉法 だけでは 対応し きれない 問題も 生まれ︑ ２００ ０年に 介護保険 法が制 定

年代 には高 齢者人口 が

日本 の高齢者 ︵

再認 識される ホスピ タリティ の大切 さ

い人と 事業者 との橋渡 しや︑ 雇用のた めの条 件整備な どをお こなっ ています ︒

各都道 府県の社 会福祉 協議会に は福祉 人材セ ンターが あり︑ 福祉に関 わる職 場で働き た

｜

福祉 人材セン ターの 宮﨑浩所 長に伺 いまし た︒
同セ ンター では︑若 年層の 就業を増 加のた めの施策 として ︑福祉就 職フェ アを開 催して
いま す︒福 祉の仕事 の種類 や仕事内 容を学 生や一 般求職者 に対す る説明会 で︑年 に４回︑
イン テック ス大阪 等を使う 大規模 なイベン トです ︒７月の フェア には︑ ２３５の 事業所 が
日 間以内で あれば ︑複数 の事業所 で業務 体験がで き

参 加し︑２ ４２３ 名の入場 者があ りまし た︒他に も︑現 場での仕 事を体 験できる 職場体 験
事 業も実 施してい ます︒ 合計日数 が

正 確な情報 の伝達 を心がけ ている とのこと でした ︒

本 年度 の介 護報酬 の改 定︑ 今後 の介 護ニ ーズ の増 加など ︑

ゆ く事が でき る社 会を 作る 大切 な仕 事で ある 事とと もに ︑

ています ︒﹂と︑宮﨑所長︒また︑誰もが安心して暮らして

を感 じる 事が でき る︑ やり がい のある 仕事 であ る事 を伝え

の上 映を 通じ て︑ 福祉 が︑ 人と人 との ふれ あい の中 で喜び

ある石井亮一の妻・筆子の生涯を描いた映画﹃筆子その愛﹄

職場 に勤 めて いる方 の体 験談 や︑ 障が い者 福祉 の先 駆者で

高校 で の福 祉に 関 する 講演 会も 開催 して いま す ︒
﹁福 祉の

しくは福 祉人材 センター にお問 い合わせ 下さい ︶

るので︑多くの求職者が利用しています ︒︵制度を利用するには登録が必要ですので︑詳
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者です ︒福祉 に携わ る人手の 不足が 慢性化し ている 現状につ いて︑ 大阪府 社会福祉 協議会

10

いわ ゆるサ ービス業 だけで なく︑ 多くの産 業でホ スピタリ ティの 重要性が 謳われ るよう
になりました︒ヒトが本当に求めるのは︑効率や機能ではなく ︑﹁相手を大切に思う気持
ち ﹂である ことが ︑改め て認識さ れて来 たのでは ないで しょうか ︒本記 事が︑ 人生の先 輩

福祉人 材セン ター

と 関わり ︑自身も 成長出 来る福祉 の仕事 に関心 を持って 頂く一 助となる ことを 願ってい ま
す︒
大阪府 社会福祉 協議会
大阪市 中央区中 寺１の １の
電話０ ６・６ ７６２・ ９０２ ０

htttp://www.osakafusyakyo.or.jp
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