
●出席者
（前列右より）

　　　　　藤田　茂（萬象園 理事長 / 元 丸亀市社会福祉協議会 副会長）

　　　　　新井哲二（丸亀市社会福祉協議会 会長／丸亀市長）

　　　　　新土光夫（香川県社会福祉事業団 理事長 / 元 飯山町長 / 元 丸亀市・飯山町社会福祉協議会 会長）

　　　　　細谷達則（丸亀市社会福祉協議会 副会長 / 丸亀市連合自治会長）

（後列右より）

　　　　　宮下一彦（丸亀市社会福祉協議会 理事 / 香川短期大学 教授）

　　　　　川上康夫（丸亀市社会福祉協議会 副会長 / 丸亀市民生委員児童委員協議会連合会 会長）

　　　　　熊谷勝子（丸亀市行政相談員／元 綾歌町社会福祉協議会 事務局長）

●司　会　鍛治秀行（丸亀市社会福祉協議会 常務理事・事務局長）

●と　き　平成 22 年９月２日
●ところ　ひまわりセンター（丸亀市保健福祉センター）

「社協のあゆみ」発刊 記念座談会

社会福祉協議会の回顧と今後の展望社会福祉協議会の回顧と今後の展望
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成の大合併」と歩みを同じくし、平成 17

年 3 月 22 日に新設合併として発足、本

年で 5 年が経過しました。これもひとえ

に、それぞれの社協の運営と活動に心血

を注がれました役員をはじめ、関係団体

の皆さまがたの真摯なご努力の賜と感謝

しております。

　本市の民間福祉活動の歴史を紐解く

と、明治 36 年から徒弟教育に取り組ま

れた「鶏鳴学館」
※

の活動にはじまり、昭

和 26 年に旧丸亀市社会福祉協議会が設

立され、その後昭和 35 年に法人化とな

り、本格的な民間福祉活動が展開されま

した。

　また、昭和 56 年には飯山町社会福祉

協議会、昭和 59 年には綾歌町社会福祉

協議会が法人化され、それぞれ地域に密

着した特徴のある福祉活動を住民ととも

に進められました。

鍛治事務局長 ( 司会 )　ただ今から「社協

のあゆみ」発刊記念座談会を開催します。

始めに、新井会長よりご挨拶を申しあげ

ます。

明治 36 年から徒弟教育に取り
組む鶏鳴学館の活動から始動

新井会長　皆さんおはようございます。今

年の夏は９月に入りましたが夜の気温が

30 度近くあり、からだのほうも随分お

疲れのことではないかと思います。十分

気をつけてこの夏を乗り切っていただけ

たらと思います。

　今日はかねてからご案内のとおり、「社

協のあゆみ」発刊に向けて記念座談会を

開催させていただきました。非常に暑い

なかのご出席、誠にありがとうございま

す。

　丸亀市社会福祉協議会は地方自治体の

1 市 2 町、旧丸亀市、綾歌町、飯山町の「平

本会 会長／丸亀市長
新井哲二（あらい  てつじ）

　鶏鳴学館建物（旧福祉会館）　

※「鶏鳴学館」（けいめいがっかん）の説明はＰ 12 をご覧ください。



　本日は、民間福祉活動推進の中核とし

てご活躍された皆さまにそれぞれのお立

場で、堅苦しい話は抜きに当時の思い出

話をしていただき、後世に残る記念座談

会にしたいと思いますので、よろしくお

願い申しあげ開会の挨拶とします。

( 司会 )　本日の司会を務めさせていただき

ます事務局長の鍛治です。よろしくお願

いします。

　ただ今、会長よりお話しがありました

ように、旧丸亀市社会福祉協議会が昭和

35 年 1 月 7 日に法人化され本年で 50 年、

綾歌町社会福祉協議会が昭和 59 年 8 月

14 日に法人化され 26 年、飯山町社会福

祉協議会が昭和 56 年 3 月 11 日に法人化

され 29 年というそれぞれの歴史を経て、

平成 17 年 3 月 22 日に合併し、新しく丸

亀市社会福祉協議会が誕生しました。そ

して設立から 5 年が過ぎ節目の年を記念

して「あゆみ」発刊の準備を進めており

ます。

　本日は「あゆみ」発刊記念座談会にご

造詣の深い皆さまがたにお集まりいただ

き、これまでの懐かしい昔話をしていた

だき、また、今後の社協に対する期待と

展望についてご意見を賜りますようよろ

しくお願いします。

　始めに、設立に係わる苦労話や思い出

話について、旧 3 社協のなかでも最も歴

史の古い旧丸亀市社会福祉協議会の副会

長を歴任され、現在、社会福祉法人萬象

園の理事長として、今なお現役でご活躍

されておられます藤田さんから、旧丸亀

市社会福祉協議会設立前後のエピソード

や歴史についてお話しをいただきたいと

思います。
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　鶏鳴学館授業風景

司会：本会 常務理事・事務局長
鍛治秀行（かじ  ひでゆき）
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27 年 5 月 31 日に法人化され、旧丸亀市

社会福祉協議会は昭和 26 年 12 月に任意

団体として発足、昭和 35 年 1 月 7 日の

法人化から今年で 50 年が経過しました。

高松市社会福祉協議会は昭和 38 年 9 月

1 日に法人化されておりますので、高松

市より早く丸亀市が民間福祉活動を推進

したと考えております。

　私は戦争から帰って何をしようかと考

え、昭和 23 年に保護司
※ 2

となりました。

それがご縁となり、昭和 28 年 4 月に社

会福祉協議会の一番若い理事に就任しま

した。以来 45 年間運営に係わり、78 歳

で社会福祉協議会の役員を退任致しまし

た。現在は緊急救護施設『萬象園』を創

立、経営して 43 年目になりますが、今

でも社会福祉協議会のことは気になりま

すし、職員の方がたが笑顔で微笑み、そ

して楽しく仕事をして我われ民間福祉活

動の「本山」として活躍をして欲しいと

いつもいつも思っております。

　先程、旧丸亀市社会福祉協議会は昭和

26 年 12 月に誕生したと申し

ましたが、当時は民生委員と

保護司の 2 団体が中心となっ

て個人会費を納め、ほかの福

祉団体は団体会員となりまし

た。その後、「鶏鳴学館」か

ら財産を継承し、昭和 35 年

にようやく法人化され、当時

設立に係わるエピソード
県下で法人化が最も早かった丸亀市社協

藤田さん　ただ今、新井会長からご挨拶を

いただき大変恐縮しております。私がこ

の場に呼ばれましたのは最高齢であるこ

と、社協創成期から 60 年近くずっと社

会福祉に関するお仕事をさせていただ

き、私の社会福祉事業の原点が丸亀市社

会福祉協議会であります。最高齢といい

ましても私は今年3月でまだ卒寿
※
（90歳）

になったばかりです。

　さて、香川県社会福祉協議会が昭和

元 本会 副会長 / 社会福祉法人萬象園 理事長
藤田　茂（ふじた  しげる）

　社会福祉センター 　3 階建てに増築

※「卒寿」（そつじゅ、「卒」の略字「卆」を分解すれば「九十」になることから）90 歳のこと。
※ 2「保護司」（ほごし）は、日本の官職のひとつ。保護司法に基づき、法務大臣の委嘱
を受けて犯罪や非行に陥った人の更生を支援する非常勤の国家公務員である。



の総会は蓬莱閣という施設で開かれたと

記憶しています。

　また、昭

和 54 年 に

社会福祉セ

ンターが建

設され、昭

和 56 年 に

は 3 階 建 て

に増築され

たことが印

象に残っています。ほかに施設での思い

出は、平成 11 年にひまわりセンターが建

設されるとき、私は社協の副会長でした

が、総工費 20 数億円で建設することを知

り、丸亀市はすごいことをするなあと感

心しました。

　それにつけても、明治 36 年に創立さ

れた「鶏鳴学館」の社会的役割は非常に

大きいものだったと今つくづく思ってい

ます。

　聖徳太子が 1,500 年前、大阪の四天王

寺に三院（施薬院、悲田院、施療院、）
※

を設置したのが日本の福祉の源流だとい

われています。明治時代には福祉という

概念が無く、公に世話になることは家の

恥だという観念があり、日本独特の恥の

文化で、自分の家を塀で囲み障がい者な

どを隠すという厳しい時代に「鶏鳴学館」

が四天王寺と同じような理念をもち、丸

　ひまわりセンター落成式（平成 11 年 11 月 11 日）

亀市に設立されました。「鶏鳴学館」は

児童福祉の原点であり、寺小屋式で学校

へ行けない貧しい児童を預かり、優しく、

暖かく包み込み、徒弟教育を勧めたこと

はすごいことだと思っています。

　その「鶏鳴学館」から社協創成期の歴

史を紐解くと、やはり藤田協先生が私の

なかでは一番印象深く残っています。弁

護士で、民生委員の会長でもあり、実際

に社会福祉協議会を法人化するために大

変なご苦労をなされました。当時、社会

福祉法人の認可を受けるには提出書類が

膨大で、手続きも非常に煩雑であり、厚

生大臣の許認可事項ですのでそう簡単に

認可されるものではありませんでした。

　当時、ご苦労された私どもの大先輩と

して思い出されますかたは、城乾地区の

芥廣海先生、城北地区の高岡キク先生、

城坤地区の佐久間モト先生、川西地区の

来嶋千枝子先生です。そういう素晴らし

い方がたがおいでたことも我われはけっ

して忘れてはいけないと思います。

( 司会 )　藤田さんは現在萬象園の経営をな

さっておられますが、そのきっかけは社

会福祉協議会での出会いが原点になって

いるというお話しをいただきました。や

はり社会福祉協議会が今あるのは、藤田

さんをはじめとした大先輩がたのご苦労

の賜であります。引き続きご支援、ご指

導をよろしくお願いします。
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※「施薬院」（せやくいん）天平 2 年（730 年）、聖徳太子が仏教の慈悲の思想に基づき、その地に薬草を栽培し、怪我や病気で苦しむ人を救うために四天王寺内に作ったと言われる施設。悲田院とともに創設され、病人や孤児の保護・
治療を行い、薬草を無料で貧民に施していた。「悲田院」（ひでんいん）聖徳太子が隋にならい、大阪の四天王寺に四箇院の一つとして建てられたのが日本での最初とする伝承があり、敬老の日の由来の一つである。（四箇院と
は悲田院に敬田院・施薬院・療病院を合わせたものである。）「施療院」（せりょういん）今でいう病院や療養所。特に貧民などに対してする無料の治療。当時は疫病が流行っていたので伝染病対策は国家的にも急務であった。
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昭和 26 年に発展的解散し、香川県社会

福祉協議会のなかに統合されました。こ

のような歴史からも社会福祉協議会と民

生委員・児童委員は昔から深い繋がりが

ありました。

　丸亀市は県下でも福祉や教育に関して

先進地で、丸亀市社会福祉協議会も昭和

26 年からしっかりと基盤作りをされたこ

とが藤田先生のお話しでよくわかり肝銘

　次に、丸亀市民生委員児童委員協議会

連合会の会長としてご活躍され、本会の

副会長である川上さんにお話しをお願い

します。

社会福祉協議会の両輪の
一つが民生委員・児童委員

川上さん　それでは藤田先生が歴史のお話

しをされましたので、私ども民生委員・

児童委員の成り立ちを紹介します。大正

6 年に岡山県で「済世顧問制度」
※

として

産声をあげ、その後、大阪府で発祥した

「方面委員制度」
※ 2

に名称を変え、社会救

済事業として役割を担ってきました。香

川県では大正 12 年に丸亀市に「鶏鳴学

館」が県下初の方面委員を設置し、戦後

すぐの昭和 21 年に「民生委員・児童委

員制度」が創設され、昭和 22 年には「香

川県民生委員連盟」が設立されましたが、

本会 副会長 / 丸亀市民生委員児童委員協議会連合会 会長
川上康夫（かわかみ  やすお）

　方面委員制度（全国社会福祉協議会発行
　「民生委員制度 40 年史」より）

※「済世顧問制度」（さいせいこもんせいど）大正 6 年に岡山県で創設。現在の民生委員制度の先駆のようなものであるが、県内の市町村行政単位を基本とし篤志家のような人たちを厳選して知
事が委嘱し、少数の選抜された済世顧問が貧困者の相談相手となり、精神的感化と物質上の斡旋で援助しようとしたものであり、あくまでも防貧活動を推進しようとしたものであった。
※ 2「方面委員制度」（ほうめんいいんせいど）大正 7 年に大阪府で発祥。低所得者層の救済など地域の社会福祉事業を目的とする活動を行っていた名誉職委員であり、今日の民生委員の前身にあたる。



しました。私は幼少のころから藤田先生

のお名前は存じあげておりましたが、久

し振りにこの座談会で再会でき、本当に

光栄であり嬉しく思っております。

( 司会 )　香川県で丸亀市社会福祉協議会

が 1 番最初に設立されたことは我われに

とって誇りであり、本当に素晴らしいこ

とであります。

　それでは、飯山町長の要職のなか、飯

山町社会福祉協議会の会長として設立以

来ご活躍され、現在、社会福祉法人香川

県社会福祉事業団の理事長である新土さ

んに、飯山町社会福祉協議会設立前後の

お話しをお願いします。

施設移管・認可を受け
地域に根ざした活動へ

新土さん　昭和 56 年 3 月に飯山町社会福

祉協議会が社会福祉法人としてスタート

しましたが、そ

の 4、5 年 前 の

昭 和 51 年 に 社

会福祉協議会の

事務局が旧飯山

町役場から老人

福祉センターへ

移転し、任意団

体として事業を

始 め て い ま し

た。 内 容 は 篤

志家
※

寄付金、香典返し寄付金や共同募

金を財源として、火災や水害の被災者へ

見舞金を贈呈したり、民生委員の皆さん

と老人ホーム等を慰問、また年に 1 回は

住民との交流を目的に芸能大会を行うな

ど、色んな施設と係わりをもちました。

　最初に取り組んだのは家庭奉仕員派遣

事業で、ホームヘルパーは当時、家庭奉

仕員といっておりました。また重度心身

障がい者、寝たきりのかた、一人暮らし

の高齢者などへの支援事業も実施し、平

成 2 年にはミニシルバー人材センターを

立ちあげました。

　「平成の大合併」
※ 2

については、今から

思えば苦労話はあまり無いですが、皆さ

んのお話しを聴きながら長い歴史のなかで

今の社協があることを感じております。
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元 丸亀市・飯山町社会福祉協議会 会長 / 元 飯山町長 / 香川県社会福祉事業団 理事長
新土光夫（しんど  みつお）

　老人福祉センター

　家庭奉仕員（ホームヘルパー）

※「篤志家」（とくしか）社会事業や慈善活動を積極的に援助する人。慈善家。
※ 2「平成の大合併」1999 年（平成 11 年）から 2010 年（平成 22 年）までの 11 年間にわたって国主導で進められた。1999 年 3 月末に 3,232 あった市町村の数は半分近くの 1,727となり、丸
亀市は 2005 年（平成 17 年）3 月 22 日に旧丸亀市、綾歌町、飯山町が新設合併し、現在の丸亀市が誕生した。
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校前の社会福祉会館に初めて助産院を開

設し、たまたま三男を出産するときぜひ

使ってほしいという話があり、利用させ

ていただきました。今も三男が元気にし

ているのはそういう場所を使わせていた

だいたおかげだと思っております。

　また、私自身、公務員でしたので福祉

活動への積極的なお手伝いはできません

でしたが、今日おられます藤田さんか

らは色々とご指導を受け、少し道を外れ

かけている中学生たちを更生の方向へ

導く青年団体として BBS
※ 2

会が構成さ

れ、私を含めた約 20 人の会員で活動し

ました。今日おられます宮下さんもその

一員で、当時、そこでご活躍された方が

たの多くは現在も保護司会の幹部として

頑張っておられます。私自身、保護司を

しながら非行防止のために青少年健全育

成の会にも参加していたことが思い出に

残っております。

( 司会 )　飯山町社協が最初に取り組んだの

は居宅介護事業などであり、法人化前の

任意団体のときから民生委員と一緒に地

域福祉活動を始められたようですね。

　それでは話題を変えまして、皆さまが

たが印象に残っている事業について思い

出話を順番にいただきたいと思います。

　現在、丸亀市連合自治会長で本会の副

会長でもあり、本年 5 月に名誉ある藍綬

褒章
※

を受賞されました細谷さんからお

願いいたします。

印象に残っている事業
法人化とともに初めての助産院を開設・BBS 運動

細谷さん　私の社会福祉協議会での一番懐

かしい思い出といえば、昭和 35 年に社会

福祉協議会が法人化した年に三男が生ま

れました。社会福祉協議会は「鶏鳴学館」

から土地・建物の寄付を受け、城乾小学

　助産院

本会 副会長 / 丸亀市連合自治会長
細谷達則（ほそたに  たつのり）

※「藍綬褒章」（らんじゅほうしょう）「公衆の利益を興し成績著明なる者または公同の事務に勤勉し労効顕著なる者」に授与される。
※ 2「ＢＢＳ」Big Brothers and Sisters Movement の省略で、「兄」や「姉」のような存在として、少年たちと一緒に遊んだり、悩みの相
談にのったりなど、“同じ目の高さで”接しながら、保護司の指導のもとに健やかに成長することのお手伝いをしている青年ボランティアです。



本会 理事 / 香川短期大学 教授
宮下一彦（みやした  かずひこ）

( 司会 )　今、細谷さんから BBS 会で宮下さ

んのお名前が出ましたので、宮下さんにさ

らに紐解いていただきたいと思います。

宮下さん　藤田先生は当時 40 代くらいで、

すごく元気な保護司として更生保護にご

尽力され、保護司と BBS 会のメンバー

がコンビを組み、私は藤田先生の薫陶を

受け少年の更生保護活動に取り組み、そ

れが福祉活動としての最初の出発点だっ

たと思います。

( 司会 )　藤田さん、細谷さん、宮下さん

の出会いの原点をお聴きし、それが今も

脈々と繋がり、社会福祉協議会に引き継

がれていることは本当に素晴らしく、凄

いことであります。また、細谷さんの保

護司活動での思い出は「家族のあゆみ」

でもあることがよくわかりました。

友好親善都市 七尾市での中越
地震。丸亀市が地域を支える
ためにできることとは…

川上さん　私は城乾地区で育ち、「鶏鳴学

館」の隣の西幼稚園へ昭和 22 年に入園

し、それ以来ずっと社会福祉協議会のそ

ばで育ってきたことになります。

　民生委員・児童委員に就任したのが平

成 3 年で、平成 19 年に民児連の会長と

なり、今年で 19 年目に当たります。平

成 7 年の阪神淡路大震災により、日本中

の民生委員・児童委員のあいだで地域の

人たちの安心・安全を守るために何かし
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らいから既に先行して行っていました。

そこでまず、障がい者などの要援護者台

帳の整備をしなければいけないという意

見が出され、平成 19 年に「福祉マップ

の作成・計画委員会」を立ちあげました。

このメンバーのなかには民生委員の小谷

さん、亀井さん、新名さん、石川さん、

片原さん、社協職員も参画し、「福祉マッ

プの大きさはどれくらいが一番いいのだ

ろうか」、「校区別に分けたらどうか」な

ど意見が出され、地図は保管や管理する

うえで大きいと困るので、民児協単位の

エリアで作ることにしました。対象者の

区分は川西地区自主防災会に習い、黄色

印は 65 歳以上の 1 人暮らし世帯、青色

は 80 歳以上の高齢者世帯、赤色は障が

い者世帯、橙色は担当民生委員、加えて

身体状況をＡ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅのランク

に分け、Ａは「自力での歩行困難、ベッ

なければならないという気運が一段と強

くなったと思います。

　私どもがとくに具体的に取り組んだの

が、丸亀市と友好親善都市の七尾市が平

成 19 年に中越地震という大きな地震に

見舞われたときです。地震の後、私ども

民生委員は県外研修というかたちで七尾

市を訪れ、当地の民生委員の方がたから

色々とお話しをお聴きし、地域がまとま

り支え合いができている地区ほど被害が

少なかったという現実を知らされまし

た。翌年 6 月には、美馬市社会

福祉協議会を訪れ、「災害時要配

慮者対策に伴う自主防災組織立

ち上げ事業」について視察研修

を行い、そこで丸亀市でも将来、

東南海地震が起こるであろうと

いわれており、その対策として

社協との協働で「福祉マップ
※

作

り」の検討を始めました。

　旧丸亀市では、川西地区自主

防災会が防災活動を平成 14 年く

　災害時要援護者福祉マップづくり

※「福祉マップ」民生委員児童委員が日頃の見守り活動に加え、要援護者を再確認するとともに台帳を
整備し、災害時には地区コミュニティや行政機関等との情報を共有することによっていち早く安否確認、
避難誘導が行えるよう地図上に示した要援護者図のこと「災害時要援護者福祉マップ」。

四國新聞記事（平成 22 年９月 4 日）


