
3月26日に
「Share金沢 街開きフェスタ・記念式典」

を開催しました
　３月２６日、「Share金沢 街開きフェスタ」を開催
しました。
この街の住人や関係する様々なグループ、田上２丁
目町会や地域の皆さんの趣向を凝らしたテントが並
び、参加者は思い思いに飲食やゲーム、ネイチャー
ビンゴやウクレレ演奏を楽しんでいました。この街に
住む金沢大学の外国人留学生も母国を紹介しようと
ミャンマーカレーやブラジル料理パン・デ・ケイジュ
を用意、ブータン風松茸そばも登場、販売ブースは
それぞれに賑わっていました。窓ガラスや道路をキャ
ンバスにして、自由に絵を描く子どもたちの姿も見
られました。
　午後１時から「記念式典」が行なわれ、雄谷良成
佛子園理事長が街のお世話役の一人としてあいさつ
しました。次いで、ブータン王国からお招きしたド
ルジ・ウォンモ・ワンチュク皇太后陛下、谷本正憲
石川県知事、山野之義金沢市長、堂道秀明ＪＩＣＡ副理
事長、全国社会福祉法人経営者協議会の高岡國士会
長が祝辞を述べました。

を開催しました



Share金沢 街開き記念式典

社会福祉法人 佛子園 
理事長　雄谷 良成

　皆さん、こんにちは。

　本日はあいにくの天気となりましたが、足元の悪い中を皆さんにこうやってご参集をいただき

ました。本当に心より御礼申し上げます。

　何よりも、きょうはブータン王国よりドルジ・ウォンモ・ワンチュク皇太后陛下、タラヤナ財

団の皆さん、それから谷本石川県知事、山野金沢市長、堂道 JICA 副理事長、全国社会福祉法

人経営者協議会の高岡会長のほか、たくさんの方、友人に来ていただいております。台湾から

も鬍鬚張魯肉飯の張ご夫妻そして、オランダからアントニー・ミレナー博士にも来ていただい

ております。

　本当に、本当にたくさんの方に支えられて今の私たちがここにあります。きょう、こうやって

高い席からではありますが、失礼して見させていただくと、未来の福祉を担うであろう私たち

の友人が全国から駆けつけてくれています。そして、この周辺の方々にもたくさんのご協力を

いただいてこの街開きを行うことができました。

私たちの法人は創立 54 年目を迎えました。今から 9 年前のことですが、このお隣の白山市で

知的障害の方々のグループホームを建てようとしたときに、なかなかご理解いただけなかった

ことがあります。障害があるために住む場所が限定されてしまう、なぜこういうことになってし

まったのか。我々は半世紀以上も白山市に本部を構えながらやってきて、理解されないという

ことはどういうことなんだろうか。悩み、考えた末に、施設を変えるのではなくて地域を変える、

障害のある人たちを理解してほしいということではなくて、隣に住む一人の住人として理解して

いただく、そういう方向性に変えていかなくてはいけないのではないかということを深く、深く

感じました。その９年前から地域に対して私たちがどういったことができるのかということを考

えてまいりました。もがけばもがくほどわからなくなるようなことがいっぱいありました。ただ、

最近少し気がついてきたことがあります。医療にしても福祉にしても安全や安心を感じるため

には不可欠なものです。しかし、人間の生活というのは、どうも医療や福祉だけではない、い

ろんなことから成り立っている。そんなことに少しずつ気がついてまいりました。

　ただいま我が国では社会福祉法人のあり方というものが問われています。社会福祉法人のあ

り方はそれでいいのかということを底辺から考えろ、もう一度一から考えなさいという機会に

なっています。

挨　拶



　そんなときに、先ほども申しましたが、社会福祉、私たち法人をはじめ福祉に携わる者はもっ

と謙虚にならなくてはいけないのではないかということを深く感じるようになりました。我々の

できること関われることというのは、その人の一部でしかないんだということをしっかりとこの

体にたたき込んで、そして、もっともっと謙虚になりながら人々を支えていくというふうになら

なくてはいけないのではないかと感じています。

　私は、社会福祉法人佛子園の理事長と紹介されましたが、今、この場において挨拶をさせて

いただくということは実を言うと理事長という立場ではなくて、この Share 金沢という街開き

の一人の世話人としてご挨拶をさせていただくべきなんだろうというふうに思います。この街に

は、いろんな方が住み、いろんな人がかかわっています。そしてこの街がどういうふうになっ

ていくのかということは、私たちにはまだまだ想像することはできません。一人一人が自分の存

在を、自分が生きていることを尊重され、自らが年齢、あるいは疾病、障害の有る無し、そん

なことに関係なくこの地域において何か役割を担うことができる、そんな街ができるかどうか

はまだわかりません。しかし、皆さんのこういったご支援を賜りながら一つ一つできることを考

えていきたいというふうに思います。

　きょう、こうやって Share 金沢の街開きができる、この日から一歩ずつこの街は変わってい

くんだろうというふうに思います。そして、この街が５年、10年たって、この街の木々がもっともっ

と大きくなったころには、この街の求めているものが少しずつ明らかになるのかなというふう

なことを考えています。

　どうか皆さん、我々が迷子にならないように、どうか温かい目で見守っていただけたらなと

思います。

　重ねて申し上げますが、本日はたくさんの方にご来場をいただきました。そのことに心から

深く深く感謝を申し上げて開催のご挨拶にかえさせていただきます。

　本日は、どうもありがとうございました。



Share金沢 街開き記念式典

ブータン王国
ドルジ・ウォンモ・ワンチュク皇太后陛下

　皆様、こんにちは。皆さんにお会いできて嬉しいです。

私は日本の中でもきれいで歴史のある金沢に来られたことを嬉しく思います。素晴らしい経験

をさせていただくために私を招待してくださった佛子園に感謝しております。

　蓮昌寺や行善寺、三草二木西圓寺への訪問は精神的にも感情的にも感銘を受けました。雄谷

理事長を筆頭にとり行っていただいた法要にも感謝しております。私の初めての金沢訪問を特

別なものにしていただきました。

　ブータンと日本は違いもありますが、両国とも立憲君主国であり、特別な交友関係にあり、

互いにあらゆる面で尊敬しあっています。

　２０１１年１１月には国王陛下と王妃陛下が日本をご訪問された際、とても心温まる歓迎をし

ていただき、とても幸せな思い出を持ち帰りましたと両陛下からお言葉をいただいております。

日本は政府だけではなく人々の交流も通じてブータンの発展に欠かせないとても重要なパート

ナーです。

　シェア金沢の街開きは特別なものがあります。それは、この街が丁寧に計画され、個々を尊

重して開発され、インクルージョンの精神が最良に実践されているからです。障がいのある方々

をはじめ、サービスをする方々、ビジネスの方々、レクリエーション等が一緒に場を共有して、

街自体が養育されることはとても素晴らしいことです。

　シェア金沢はこれまでに類を見ない初めての試みですが、シェア金沢がインクルージョン精神

や支援全体の良きお手本となることは確かです。どの家族にも一人ひとり違う個性を持った人、

強みや弱みがあります。ここでは満足のいく人生を送ることは時に難しいことですが、家族とし

て一団となれば素晴らしいことを達成できます。これがシェア金沢だと思います。

　障がい者の方々は必要な支援が受けられますし、高齢者の方々は若い人たちの話し相手が出

来ます。また若い人たちは高齢者の方々から知恵や体験を学べます。一緒にシェア金沢の住民

の生活が向上します。ブータンではこれらのことを、ＧＮＨの実践と呼びます。

　シェア金沢の開発理念は今、現実のものとなりました。なぜ、このようなアイディアが以前か

らなされなかったのか不思議です。障がい者の方々や高齢者の方々、若者たちを別々の場所に

おくのではなく、みんなが一緒に同じ場に住むことで共同体としての利益が多々生まれます。

祝　辞



　佛子園はこれまで障がい者支援や就労支援等、様々な活動を先駆けてきました。これらの活

動は北陸のみならず全国にネットワークを広めています。

　２０１２年５月の覚書を通じて佛子園とタラヤナ財団がパートナーになれたことはとても喜ば

しいことです。現在私たちはＪＩＣＡの支援によるプロジェクトを行っています。

タラヤナ財団は主に地方開発全体を活動目的とした一般の社会法人です。現在タラヤナ財団は

102の地方の離れた村々で活動をしています。

　私たちは、わずかですが、地方に住む障がい者の方々への支援もしています。ですので、社

会的に弱い立場にある方々への支援のあり方や方法を佛子園から学びたいと思っています。ま

た、ブータンの人たちが支援について養育されることを期待しています。私たちはＡＢＳやダク

ツォ、ＤＰＡＢと共にインクルージョン精神の啓蒙や必要とされる支援をしていきます。

　私は雄谷理事長をはじめ、雄谷会長、このプロジェクトに関わっている皆様、佛子園に感謝

いたします。あなた達は、自分自身を誇りにするべきです。私は皆さんを誇りに思います。

本当に、おめでとうございます。

　今日のシェア金沢の街開きでインクルージョン支援のスタンダードが確立されたと確信してい

ます。皆さんの幸せとご健康、平穏、向上を祈っています。

　私は常に日本と日本の人々を尊敬し愛情をもって見てきました。ブータンと日本の友好関係

がより強くなりますよう祈っています。

　またブータンでお会いしましょう。



Share金沢 街開き記念式典

石川県知事
谷本 正憲　様

　「私がつくる街」Share 金沢が、きょう無事完成の日をお迎えになりました。と同時に、スター

トの日をお迎えになったことを、改めて心からお祝いを申し上げたいと思います。

　きょうは、はるばるブータン王国から皇太后陛下にもお越しをいただいたわけであります。

地元の知事として心から歓迎を申し上げたいと思います。

　日本では、物の豊かさから心の豊かさを求めようとか、量の多さを追い求める時代から質の

高さを追い求める時代に大きく変わりつつあるわけであります。その中で、ブータン王国はま

さに質の高さ、そして心の豊かさを求めておられる、我々日本が大いに参考にすべき、そんな

取り組みがあるやにお伺いいたしているわけであります。

　私自信は不幸にしてまだブータン王国を訪問したことはございませんが、一度この目でブー

タン王国の取り組みを確かめ、この石川県にも反映すべきものがあればどんどん反映をしてい

きたいなと、そんな思いでもございます。はるばる石川県にお越しをいただいたことに地元の

知事として心から歓迎を申し上げたいと思います。

　この街づくりについては、雄谷理事長が今から２年ほど前の今頃の時期であったかと思います

が、県庁の知事室へお越しになりまして、障害者、高齢者、そして若者がともに触れ合い交流

できるような、そんな街をつくることが自分の希望、理想なんだと。そんな街づくりをこの若松

病院の跡地でぜひ展開をしたいと。そんな思いを熱く語っておられたのをきのうのことのよう

に改めて思い起こすわけであります。

　佛子園といえば、雄谷助成会長の時代から半世紀にわたって障害福祉にさまざまな貢献をい

ただいておるわけであります。石川県の障害福祉を語るときにもう佛子園を抜きにしては語れ

ない、それほどの大きな存在でもありますし、またパイオニア的な存在でもあると思うわけで

あります。そういう佛子園さんが今回、こういう試みにチャレンジをされたということでもある

と思います。

　高齢者福祉といえば、高齢者の皆さん方ばかりが一つにまとまって、そこで生活をされる。

障害福祉でいえば、障害者の福祉施設に障害をお持ちになった皆さん方がそこに集まって生活

をされる。地域との触れ合い交流がどちらかというと余りなかった。それが従来の福祉施策で

はなかったのかと、このように思うわけでありますけれども、その壁を乗り越え、いわば横断

的な形で、まさに障害者の自立と社会参加というのはこういう街づくりの中でしかやっぱり実現

祝　辞



はできないんだと。そして、高齢者福祉も、やはりこの街の中で若者と触れ合い、交流をする

ことによって高齢者福祉というものも実現ができるのだと。そういうことを考えてみますと、高

齢者福祉や障害者福祉の究極の姿がひょっとしたらこの Share 金沢という取り組みであるのか

もしれません。

　そんな意味では、既に厚生労働省からも全国の大学の関係者、たくさんの皆さん方がご視察

に来ておられるということでありますから、それだけ全国的にも大きな関心を引いている取り

組みではないかと思うわけであります。

　確かに、日本社会は最近になりまして高齢者の孤独死とか孤立死とか高齢者の所在不明問題、

生きておられれば 150 歳とか生きておられれば 200 歳とか、こんな事件が相次いで発生した

のはつい数年前のことであります。それだけ都市化が進み、核家族化が進み、ひとり暮らしの

お年寄りがふえてきた。そして、地域全体の連帯感、地域全体で支えていく力が非常に希薄になっ

てきた。これがこういう事件をどんどん引き起こしている最大の要因だと指摘をされるわけであ

ります。

　そういう中で、Share 金沢は若い学生さん方がお年寄りに寄り添い、またお年寄りがこれま

で築いてきた経験から若者も多くを学ぶ。そして、障害のある皆さん方も地域に溶け込む形で

自分の能力を生かした形で活動しておられる。いわば、我々が望む理想的な街づくり、地域づ

くりがこの Share 金沢によって、まさに行われようとしているのではないか。そんな意味では、

ぜひ雄谷理事長には、これはまた口で言うほどたやすい話ではない大変な仕事であろうかと思

いますけれども、パイオニアとしてこの事業を続けていただいて、ぜひ成功に導いていただいて、

全国から本来の高齢者福祉、障害者福祉というのはこういう形でやっていくんだというひとつ

お手本を示していただければ、石川発の全国に発信できるそんな福祉事業を我々が持ったとい

うことに大きな誇りを持てるのではないか。こんな思いがいたしているわけであります。

　我々も若干ではありますけれども、この街づくりにお手伝いもさせていただいた経緯もござい

ますので、ぜひ、この街づくりが大いに成功し、全国のお手本になることを期待すると同時に、

これからもいろんな意味でご支援をさせていただければと、このように思う次第でございます。

　ぜひ、雄谷理事長のもう一踏ん張りの頑張りを心から期待を申し上げ、心からエールを送ら

せていただきまして、お祝いの言葉にさせていただきたい、このように思います。

　本当におめでとうございます。



Share金沢 街開き記念式典

金沢市長
山野 之義　様

　皆さん、こんにちは。

　まず、一言で言えば、度肝を抜かれました。

　やはり、２年前、雄谷理事長に市長室にお越しいただいて縷々思いを聞かせていただきました。

想像力がなかなか豊かではありませんので、イメージが正直言ってできませんでした。ただ、

新しい福祉のあり方というものを考えていらっしゃるんだろうなと、金沢市としてどんな形で一

緒にできるのかということをいろいろとお話もさせていただきましたし、教えてもいただきまし

た。何度かお話もお聞きしておりますし、こちらに足も運ばさせていただいたこともありますけ

れども、今日、グランドオープンという形で会場に寄らさせていただき、時間がありましたので

先に見学させていただきました。アートもあり、スポーツもあり、ミュージックもあり、まさに、

まさに施設というよりも街そのものだというふうに思っています。

　これまでも、小松の西圓寺であったり奥能登の日本海倶楽部などさまざまな事業を行ってい

らっしゃるのをよく理解もしていましたし、障害のある方の社会との関わり方にいろいろとご努

力されてきたことをよく存じていましたが、あ、これをしたかったんだなと。もしくは障害者施

策を一つ一つやっていく中で、その一つの壁を破るためには街をつくらなければいけないと思

われたのかなというふうに感じさせていただきました。

　間違いなく金沢が、石川県が、日本中に誇りうる街だというふうに思っています。これから

いろいろとブラッシュアップもしていくと思いますし、時代の流れの中で、もしかしたら修正す

る部分も出てくるのかもしれません。金沢市といたしましても一緒に足並みをそろえていきなが

ら障害のある方が社会に関わっていきやすいまちをつくっていきたい。そのために私も精一杯

努力をいたしますことをお誓い申し上げまして、お祝いの挨拶といたします。

　そして、きょうはブータンからたくさんの方がお越しいただいていることもお聞きをしており

ます。ようこそ金沢に、ようこそ石川県にお越しいただきました。改めて歓迎の言葉を申し上

げさせていただきましてご挨拶といたします。

　本日は本当にありがとうございました。

祝　辞



Share金沢 街開き記念式典

独立行政法人 国際協力機構
副理事長　堂道 秀明　様

　佛子園の皆様、雄谷理事長、本日は本当におめでとうございます。

　ただいまご紹介に預かりました堂道秀明と申します。国際協力機構、通称ＪＩＣＡと言っておりま

すけれども、その副理事長をやっております。私は、今日こうやって皆様とお会いできるのを

本当にうれしく思っております。

　一つは、私自身は金沢の生まれであります。今名前は変わったと思いますけれども、宗叔町（そ

うしゅくちょう）というところに生まれました。金沢は私の心の中のふるさとであります。極め

てやさしいふるさと、きれいなふるさとであるわけです。それが何年か振りに訪れたわけですが、

このように発展し、しかも新しい街が新しいコンセプトで生まれる、これは本当にすばらしいこ

とだと私はうれしく思っております。

　もう一つ、ご縁があります。それは、雄谷理事長は先ほどおっしゃられませんでしたが、ＪＩＣＡ

が支援している途上国に日本のボランティアを送り出す海外青年協力隊という事業があります。

世界各国の途上国にボランティアとして日本の若い人が派遣されているわけでが、そのＯＢの会

の理事を雄谷さんはされている、こういうご縁もあります。

　さらにもう一つ、私はご縁があります。それはブータンとのご縁であります。私は今のこのＪＩ

ＣＡに来る前、ブータンの大使もしておりました。そのときに、最初にお目にかかったのがきょ

う来ておられる皇太后陛下であります。何度か話が出ていましたけれども、ブータンは「幸せ

の国」と呼ばれております。それは Gross National Happiness、つまり国民総所得ではなくて

国民総福祉を追求している世界でも極めて稀な国であるわけです。皆様ご承知のとおり、国王

とお妃が震災まもなくの 2011 年 11 月に日本に訪問された。そのときに、多くの日本人がこ

のブータンの国民、ブータンという国を国王と皇后のお人となりを通じて理解されたことだろう

と思います。

　私も、初めてブータンに行ったときに非常に不思議な印象がありました。ブータンは小さな

国で、山国です。しかし、初めて行ったのになぜかわからないんですが、昔来たことがあるよ

うな国、そういう雰囲気があるわけです。

　私は金沢も同じようなふうに思っています。ふるさとでありますけれども、何か自然がやさし

い。どうしてなのか。この自然がやさしいと感じるのは、やはり、いろんな意味で人の心がや

さしいということにつながっている。こういうふうに思うわけであります。ぜひ、皆様も機会が
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あればブータンに足を延ばしていただければと思います。

　実は、北陸では、福井県も日本の中で最も幸せな国と報じられたことがあるわけでございま

して、福井県もこのブータンとのつながりを強めております。この北陸が、この金沢、石川県

も含めてそういう形で何かのご縁が広がっていくことを私は個人的にぜひそうなってほしいなと

思うわけであります。

　さて、佛子園でございます。先ほどからお話が出ておりますけれども、施設をつくるというこ

とではなく、サービスを提供するということでもなく、サービスを提供するよりもどうやって人

が生きようとする心を引き出すかということが大事なのだと。これを雄谷さんがずいぶん前に

語っておられたような気がします。

　私は、きょうここにお呼びいただいたことを非常にうれしく思っておりますが、実はこの佛子

園のスピリット、心、それから皆様方がどういうふうに福祉を推進しようとされているのか、何

か根本的なところが、ほかと違うところがあるんじゃないかというふうに思っているわけでござ

います。どういうふうに福祉が新しい形で街をつくっていくのか、街がどんどん大きくなるのか

ということを何らかの形で私も吸収できたら、私どもがやっております途上国のための支援に

何らかの形で役立つことができればと、こういうふうに願っております。

　本日はどうもありがとうございました。



Share金沢 街開き記念式典

全国社会福祉法人経営者協議会
会長　高岡 國士　様

　ただいまご紹介いただきました全国社会福祉法人経営者協議会の高岡でございます。社会福

祉法人経営者協議会というのは、施設を経営する社会福祉法人が集まる全国組織でありまして、

雄谷さんはその中の幹部としてご活躍いただいております。そういったご縁で、お招きをいた

だきました。

　このたびは施設のご竣工、おめでとうございます。これまでのご苦労は大変だったろうと思

います。

　実は、祝辞を用意してまいりましたが、きょう施設見学をさせていただいて、書いてきたよう

なことを固苦しく言うのは合わないなと、実際に見せていただいて感じたことをお話をさせてい

ただきたいと思いました。

　きのうから金沢に参りまして、今朝こちらに寄せていただいき、理事長からいろいろと運営

の方針だとか、あるいはどういうふうに考えて建設を進めたかということをお聞かせいただき

ました。今まで私が施設の竣工式に行くと、３階、４階建てといった立派な鉄筋の建物で、綺麗

ですばらしいなというような思いで見ておりましたが、Share 金沢は広い敷地の中でほとんど

が平屋の造りで、いろいろな人が居て、障害のある人ない人、高齢者、あるいは音楽に興味の

ある人などなど、それぞれが結びつけられるような仕組みもお聞きをしました。学生について

は家賃を安くしてあげて学業の費用の足しになるように。そのかわり、その分は障害者とのお

つき合いをしてあげてくれとか、もうそれこそ喜んでやられるんだと思いますけれども、そんな

ことが、いろんなところに企画されております。まさに、福祉は人だなというふうに思いました。

　私と雄谷さんのつながりをお話しします。今会長をしている雄谷助成さんが理事長の時代に

経営協に出てきていただいて、協議員として経営協の発展に本当にご尽力をいただき、私をも

支えていただきました。この席をかりてお礼を申し上げたいと思います。その後、息子さんの

雄谷良成さん、しっかりした人がおられるということで何度かお会いしているなかで、非常にしっ

かりした自分の考え方を持っておられる方だと感じました。それも大所高所からの見識を持っ

ておられる。それを強く私自身が理解し、すばらしい人だなと思いまして、経営協の協議員になっ

ていただきました。今は、社会福祉法人問題がいろいろある中で、これからの社会福祉法人の

あり方検討会という、我々社会福祉関係者にとっては非常に重要な審議会ですけれども、その

委員にもなっていただいております。今や日本の社会福祉をリードしていくそういう役割でも頑
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張っていただいております。そのことに対しても厚く御礼を申し上げたいと思います。

　社会福祉法人はご承知のようにいろいろと指摘を受けておりますが、我々はその指摘は真摯

に受けて改善すべきところは改善しないといけないわけですが、これまで社会福祉法人は本当

に生活に困っている、あるいは障害で困っている人たちに一生懸命手を差し伸べて仕事をして

きました。そのことによって、日本の福祉が充実してきたことは胸を張って主張していったらい

いと思っております。

　一方で、社会が変化しまして、地域の連帯機能がどんどんどんどん衰えていって、今や崩壊し

ているのではないかと言われる時代を迎えました。また一方、家庭機能もどんどん低下して、

今までの福祉は地域と家庭とが大きな機能を果たして福祉の問題を解決したわけですけれども、

その２つともがだめになってきました。一つは、今回やっておられるように地域の連帯が壊れ

てしまっているのでこれを再構築しなければいけないのは国の大きな命題であります。その中

で医療法人はそこそこ大きな法人が地域の町おこしのために頑張っているところもあるんです

けれども、社会福祉法人で、これだけの規模、発想でやっておられるのは雄谷さんの佛子園が

初めてのような気がいたします。

　先ほど谷本知事も、石川県初の事業の展開だということで、ぜひ成功をとおっしゃられました。

これから進められる中では大変ご苦労があると思います。こういう人たちが集まって 365 日生

活をして、そこに入ってくる生活費も要りますし、人の力も要る。ぜひ、成功させていただきたい。

　また、我々も雄谷さんの事業を応援させていただけるところがあれば応援し、一方でいろい

ろやられるとことを参考にさせていただきたい。今、社会福祉法人が求められる地域とのかか

わりについては、何がなんでも成功していただきたい。佛子園が大きく発展しますことは我々社

会福祉法人の誇りになると思います。

　私自身も会長、理事長の２人に長年にわたりご昵懇にさせていただいたことを誇りに思って

います。どうか、ますますのご発展をお祈りいたしまして、お祝いの言葉とさせていただきます。

　おめでとうございます。


