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Wむだぱなし

山の仙人：まあ、これが目次というものじゃけ。

里の住人：はあ？よくわからないのですけど．．．。

山の仙人：なにがわからんのじゃ。

里の住人：いったい、このペーヲは伺なのですか。無ttじゃないですか。

山の仙人：だから最初から「むだぱなし」と言っておる。

里の住人：そんなんだったら無駄なページは省いて、少しでも本を安くレてください。

山の仙人：なんじゃな、新しい章は曹養2ページから始まらんとデザイン的に良くないんじゃ。

里の住人：デザインなんて、どうでもいいじゃないですか？

山の仙人：そうはいかん。

里の住人：そうですかねえ。

山の仙人：そうじゃ。

里の住人：ところで、仙人、これを読んでいる人は大学に入ったばかりの若者たちです。これか

ら4年間、どうやって大学で学んだらいいか、アドバイスをどうぞ。

山の仙人：そんなものは、ありやせんよ。

里の住人：困りまし疋なあ。

山の仙人：なんで困るんじゃ。

里の住人：だって、アドバイスもないんじゃねえ。

山の仙人：わしには若いもんのことはわからんじゃきに。

里の住人：じゃあ、こういう質問はどうでがんす？仙人にち大学生時代はあったわけでレょ。

山の仙人：そりゃあ、あったわいな。

里の住人：もしも、もういちど大学生時代に戻つ疋としたら、どういうことを曲がけて勉強しま

すか。

山の仙人：そういうのをsimula也onquestionというのじゃ。

里の住人：はあ？

山の仙人：社会福祉調査で使う質問の一種じゃ。仮定を使って質問すると、直接にあれこれ聴く

より詳しいことを答えてくれるもんなのじゃ。

里の住人：じゃあ、筈えてください。

山の仙人：伺をじゃ。

里の住人：だからですね。もしも、もういちど大学生時代に戻ることができ疋ら、どういう観じ

で勉強レたいですかつて質問でがんすよ。

山の仙人：なんだか質問がさっさと遭うようじゃな。

里の住人：そうですか。

山の仙人：自分の質問を自分で把握しておくことは、調査の基礎じゃぞい。
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1.理論より実践を重視したA君

講義を始めるにあたって、ひとりの学生さんの話をしましょう。彼

は福祉に対して熱い，思いを持っている青年でしたが、残念ながら私の

目から見れば、彼が大学での4年間の授業から学んだことはわずかな

ものでした。福祉に対して熱心な真面目な学生だったのに、どうして

こんな結果になってしまったのでしょう。私は彼の物語を、これから

大学で社会福祉を学んでいきたいという新大学生を読者として想定し

て、ここに書いてみたいと思います。そこから大学で福祉を学ぶこと

とはどういうことなのかが、少しでも伝わるかもしれないと思うから

です。

その青年をA君と呼んでおきましょう。彼は先にも書いたように、

社会福祉に対してt情熱を持っていました。いわば燃えるような気持ち

で大学に入ってきたのです。ところが入学して数箇月もたたないうち

に授業には出てこなくなりました。私は彼の熱意を彼の入学当初から

知っていましたから授業の欠席を意外に思い、理由を尋ねました。彼

はアルバイトのことや部活のことを言い訳に使っていましたが、彼の

本音は以下のようなものだったと私は理解しています。

つまり「理論より実践が大事だ」という信念を彼は持っていたので
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す。大学での授業はつまらない。なぜなら、そこから福祉の実践が見

えてこないし、教員の言っていることは机上の空論のような気がする。

福祉は現場で学ぶものであって、教室で学べるものではない。彼は自

分のことを「行動派Jだと，思っており、理論からよりも実践を通して

感覚的に学ぶほうが自分は得意だと，思っていました。

私は授業のなかで学生どうしが語り合い、意見を交換する機会を何

度もつくっていました。しかし彼は、その時間になると退席してしま

ったり、あるいは一人で教室の隅に座っていたりしていました。「話す

のは苦手なんですj と言っていましたが、どうやら本音は「実践を伴

わない議論は嫌だJというものだったようです。学生たちとは話さな

くても、ボランティア先では障害者の人たちゃ他のボランティアの人

と夜遅くまで、お酒を飲みながら議論するんですと、彼は誇らしげに

私に語っていました。口にはしませんでしたが、彼から見れば他の学

生は「現場を知らない人たちJであり、その議論は「時間の無駄」と

しか，思えなかったようなのです。

さて、そういう自信たっぷりの彼は大学生活で残念ながら充分に学

べなかったと私は考えているのですが、それはどういう根拠に基づい

ているのでしょう。

テストの成績でしょうか？ いいえ。テストは語句の暗記ができた

かどうか点検するためのものであって、専門用語をたくさん覚えてい

る人が社会福祉について深い理解をしているとは限りません。私は以

前、専門用語を非常に多く覚え、ゼミの議論のなかでそれをどんどん

使つてはいるものの、問題の見方が表面的で浅薄な理解しかできてい

ないと，思われる学生に会ったことがあります。その人は、もちろんテ

ストの成績は良かったです。単語をよく覚えていましたから。しかし、

それはそれだけのことです。 A君は授業には出てこない学生で、授業

を軽視していましたから、テストの成績はさんざんでした。しかし、

それを根拠として彼の学びが貧しかったと言っているのではありませ

ん。

では、レポートの成績でしょうか？ そうでもないと私は思ってい

ます。レポートは、もともと文章力、論理的な思考能力の高い人が優

秀なものを書くことになりがちです。もちろん概念の理解が表面的な

ものでは不充分なレポートしか書けませんから、暗記もののテストよ

りは、まだましな評価の尺度かもしれません。しかし他学科の学生が

社会福祉学科の平均的な学生よりも優れたレポートを書くことはよく

ありますから、社会福祉の全体的な理解の程度がレポートの質に直接
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に反映されるものではないと思います。 A君の場合は、自分でも f行

動派Jと言っていたように机の前に座っていることが苦手で、レポー

トもひどく手を抜いたものが多かったように思います。しかし、私は

それを根拠としてA君の学びを判断したわけではありません。

実習ノートに現れる学習の成果

私が根拠としたのは、 A君の実習ノートでした。実習ノートは恐ろ

しく正確に、実習生たちの学習の程度を反映します。つまり、そこに

学生たちがどのように現場を理解しているかが、はっきりと示される

のです。

たとえばA君のノートは行政機関と民間福祉団体との会合に出席し

た様子を書いていましたが、「役所は頭が固い」「ワーカーの対応は冷

たいような感じがする」「上から『してあげるという福祉』ではなくて

『ともに生きていく福祉』が大事だJというような彼の意見が書かれ

ていました。私は、それを読んで言いました。「こういうことだったら、

高校生のボランティアでも書くでしょう。大学で学んだことを活かし

て書いてくださいJ。

しかし、何度、そう言っても、彼は同じような書き方しかできませ

んでした。なぜなら、彼が自分で、言っていたように「教室でではなく

て、現場体験から福祉を学ぶ」と考えていたのであり、実際、彼はそ

うしてきたのです。したがって教室で学んだはずのことは試験前に詰

め込んで、試験後にはきれいに忘れていました。

彼は現場で何を学んだのでしょうか。夜遅くまで障害者たちと議論

したのは何だ、ったのでしょう。私が想像するのは彼が実習ノートに書

いていたことは、そういう当事者たちの声そのものだったのではない

かということです。つまり「役所って頭が固いんだよねj と、障害者

たちが言う。それを彼は学んでいて、実習ノートにも書いたのでしょ

う。「してあげるという福祉j ではなくて、「ともに生きていく福祉J

という言葉も、他のボランティアたちとの話のなかで、彼が身につけて

きた表現なのだと思います。

患者は手術の仕方を教えてくれない

福祉サーピスを利用している障害者たちゃ地域で活動しているボラ

ンティアと本音で語り合い議論することが無駄だとは言いません。む

しろソーシヤノレワーカーを目指す学生たちにとっては、それは貴重な

機会に間違いありません。しかし、そこから専門性は学べないという
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ことは忘れてはいけません。

たとえていえば医学生が患者と語り合うことは、良い医師になるた

めに貴重な機会になることでしょう。しかし、患者本人が麻酔や手術

の仕方を医師に教えてくれるわけではありません。もちろん手術に伴

う不安や痛みを聞くことによって、手術の仕方の改善をすることはで

きるでしょう。しかし手術の仕方の基本的なところは愚者は知りませ

ん。盲腸の手術を経験した息者でも、医学生に盲腸の手術の仕方を教

えることはできないわけです。

私のゼミ生だったBさんは地域福祉の活動として独居の高齢者を訪

問しているボランティア・グル｝プにインタピューしました。 Bさん

は、そのボランティア・グループは地域福祉のために 10年以上、そ

のような活動しているということで「地域福祉のことについてよく知

っているにちがいない」と考えたのでした。そして「地域福祉とはど

ういうものでしょうかj と質問したのですが、ボランティアたちの答

えは「よくわからないj「知らないJというもので、せいぜい「住みよ

い街づくりをすることJという答えが戻ってきたぐらいでした。

インタビューを終えたBさんの結論は「地域福祉活動を 10年以上

続けている人でも地域福祉について理解がない。地域福祉がいかに日

本の地域社会に根付いていないかという証拠だjというものでしたが、

論理的には無茶苦茶なものだったと思います。これは日本人を無作為

に選んで、「日本の文化の特徴は何ですかjと質問すれば、文化人類学

の日本文化についての学説が、その日本人の口から出てくると考える

くらいに非論理的なことです。問題は、このBさんの考え方の非論理性

は少し考えればわかるものの、 A君の「福祉は教室ではなくて現場体

験から学ぶべきだJという考え方は基本的にはBさんの考え方と同じ

間違いをしているにもかかわらず、多くの人にとっては、その非論理

性はそれほど明確ではないというところにあります。

文化としての専門性

この問題を理解するためには「専門性は文化のひとつだJと考える

ことです。たとえば、お茶碗に白いご飯が盛つであるとしましょう。

それを日本の文化を全く知らない外国の人に渡して「日本人の多くは、

このご飯をおいしくいただいています。さて、どのようにいただいて

いるか、ご飯を観察して考えてくださいJと言ったとします。その人

は二本の箸でご飯を食べる光景を、ご飯の観察だけから導きだせたで

しょうか。私は、それは原理的には不可能だと思います。茶碗のご飯
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を食べる方法は考えれば無限にあることでしょう。そのなかから二本

の箸で食べる方法を特定することは論理的に不可能です。つまりご飯

をいくら観察しても答えは出てきません。日本の文化を身につけた人

に聞くか、あるいは日本の文化を身につけた人が実際に箸で食べてい

るところを観察することが答えを得る唯一の方法でしょう。文化を学

ぶには、その文化を身につけている人から聞いたり、そういう人を観

察したりするしかないわけです。

同様に身体の弱った独居の高齢者がいて、不安を感じている。この

人をソーシヤノレワーカーとして、どのように援助すべきかとは、この

人とどんなに対話しても、この人とどんなに生活をともにしても、た

だそれだけでは見えてきません。つまり、茶碗のご飯を食べる方法は

無限に考えられるように、高齢者を援助する方法も無限に考えられる

のです。医療的に援助する方法もあれば、宗教的な援助もあるでしょ

う。心理的な援助もあるでしょうし、あるいはどの専門的援助にも該

当しないような援助方法もあるでしょう。ソーシヤノレワーク的な援助

方法は高齢者を前にしているだけでは決して明らかにならないのです。

A君は障害者福祉について学びたいと思い、障害者たちと語り合う

夜をなんども過ごした。しかし専門性を文化の一種だとすれば、どん

なに障害者たちと語り合っても障害者福祉とは何かは見えてきません。

それは原理的に不可能なことです。ご飯をいくら観察しても二本の箸

で食べることが論理的に導き出せないのと同じことです。

文化の問題は言葉の問題として理解してもいいでしょう。公園で犬

を見かけたとき、犬をどれほど観察しても、モンゴノレ語で「犬Jはな

んというのかはわかりません。これはモンゴ、ル語を知っている人に聞

くしかない。文化はこのように人から伝えられるしかないわけです。

専門性は文化だということが納得できたでしょうか。現場が大事だ

といって、社会福祉サーピスの利用者と接するだけ、あるいはその人

たちと生活をともにするだけでは、ソーシヤfレワークは何もわからな

いのです。 A君が、あれほど熱心にボランティア活動を行い、「現場か

ら学ぶのだ」と真剣に思い続けていたのに、ソーシャルワークについ

て何も学べなかったという悲劇的な結末になったことは偶然や不運で

はなく、論理的な必然でもあったわけです。
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2. Messes, Problems and Puzzles 

以上のようなこととの関連で、次に取り上げたいのは、私の授業を

受けた学生の少なからぬ人たちが例年、不満に思っていることです。

それは「いろいろ問題があることがわかったが、結局、その答えが何

なのかがわからないJというものです。たとえば、ボランティアと自

称しながら金銭的な謝礼を受けている人がいます。これはボランティ

アの名称の濫用ではないか。そういう議論があります。

例年、私は、それに対して肯定論と否定論を並べて話します。する

と「それで、結論はどちらなのですか」という質問が出ます。私がそ

れを言わないと、「なぜ言ってくれないのですかJと不満に思う人もい

ます。議論から逃げているように見えるのでしょうか。私が「結論は

どちらでもいいことだ」と言うと、「そんなにいいかげんなことなのか。

社会福祉は答えもない学問なのか。答えがないようなことを学ぶ意味

があるのかJと、苛立ちをぶつけられることもあります。

はっきりした答えがないものは、学問として確立されておらず、学

ぶには値しないと思いこんでいる人が多いようです。これは「勉強す

ることは教科書を覚えて、問題に答えられるようになること」という

イメージを、高校での受験勉強の結果、身につけてしまったためかも

しれません。

問うことが学聞である

しかし、学問とは「いかに答えるかJではなく、「いかに問うかJと

いうところに重点があると思います。それをうまく整理しているのが、

Piddのmess（混乱） -problem （問題） -puzzle （パズル） という

考え方です1以下、これを説明してみましょう。これは私たちが一般

に「問題Jと呼んでいるものには3種類あるというのです。

まず、一番わかりやすいのがパズル。パズルは、答えが決まってい

る問題です。たとえば、子どもたちが遊ぶ「なぞなぞj は、パズルで

す。マークシ｝ト式の試験もパズルです。パズルは、その答えが正解

かどうかも明確なのが特徴です。社会福祉の勉強も社会福祉士の国家

試験の問題集を片手に行う人が増えてきたように思いますが、そうな

ると社会福祉の問題はパズルになります。

唱 Pidd,M. (1996). Tools for Thinking: 励 dellingin Management Science. Chiches伽：

John Wtley & Sons., pp. 66・70. 
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ところが答えが決まっていない問題もあります。それが、ここでい

うproblem（問題）です。たとえば環境問題は答えがなかなか出てこ

ない問題です。環境を守ることが必要だということは誰もがわかって

いる。しかし、どう守るかということには議論が多くあってまとまら

ないのですね。とはいえ、答えが決まらないという問題であっても、

環境問題について考えることは重要であり、環境問題は学問としても

非常に大事な分野だと思います。私が授業のなかで、「答えよりも問い

のほうが大事だ」というのは、社会福祉の問題も実はパズルなどでは

なく、ここでいう problemだとd思っているからです。

一方、問い方も決まっていないものがある。これが混乱Cmess）です。

たとえば工場の汚水が原因だ、ったとわかるまでの水俣市民の混乱があ

るでしょう。水俣病の症状のある人を前にして、いったいどう考えて

いいのかわからない。どう考えていいのかわからないから、何をして

いいのかもわからない。まさに混乱ですね。ところが、これが環境問

題だ、ったということがわかれば、では、どうそれを解決していけばい

いのかということについては議論が残っていても、考えていくべき方

向は見えてきます。つまり、 messをproblemに変えていくことで展

望が開けるわけです。

Messから Problemをつかむ専門性

この mess（混乱）というのは、実はいたるところにあるわけですね。

たとえば、 Cさんはアパートで一人暮らしですが、アパートの管理人

とトラブルが続いています。ゴミを決められた場所に出さないで、ア

ノfートの廊下に出してしまうのですね。管理人が何度注意しでも言う

ことを聞かない。注意したときには、ハイハイといい返事はするので

すが。夏などはドアは開けっ放しで、テレビの音をとても大きくして

います。隣室の人が、 Cさんのところにまで怒鳴り込んできたことも

あります。

社会福祉協議会 あなたが、その地区の社会福祉協議会2のソーシャルワーカーで、こ

のCさんをなんとかしてくれと住民から相談があったらどうしますか。

「そういうのは社会福祉の仕事じゃないJと、あなたは答えるでしょ

2社会福祉法で定められた団体で、地域福祉を行う社会福祉機関の代表的なものである。全
国社会福祉協議会から、都道府県社会福祉協議会、市町村社会福祉協議会、地区社会福祉
協議会までがある。活動の様子は地域によってかなり違う。職員は公務員ではないが、財
源は行政からの補助金が多く、民間団体であっても行政機関のような色彩が強いところも
ある。
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民生委員

うか。たしかに、これだけの事情では、このCさんをどうしたらいい

かという解決方法がわからないだけではなく、 Cさんをめぐる一連の

騒動がどういうことなのか理解するのも難しいですね。これが mess

（混乱）です。

ところが地域の民生委員3であるDさんから、あなたにCさんのこと

で相談があるといってきたとしましょう。 DさんはCさんが高齢であ

ることから、これは地域の高齢者問題ではないかと考えたわけです。

つまり、 Dさんは地域に混乱をもたらしているCさんの騒動を「高齢

者問題Jの一部として理解したわけです。ここでmessがproblemに

なったわけですね。

Cさんの問題を「高齢者問題」ととらえただけで、どういう展開に

なるでしょう。 DさんはCさんの健康状態を考えてみることができま

す。つまりゴミを廊下に出してしまうのは、ひょっとしてCさんに軽

い認知症の症状が出ているのかもしれないし、昼間に大きな音でテレ

ビをかけているのは耳が遠くなっている証拠かもしれません。またC

さんが高齢者として利用できるサービスを考えることができます。た

とえば週に何回か、ホームヘルパーを派遣して、ゴミの整理などを援

助できないだろうか。昼間はどこかのデイサービスを利用してみたら

どうだろうか。 Cさんと家族との関係で援助できることはないだろう

かと、次々に課題が浮かんできます。 Messであるときは何がなんだ

かわからないトラブルメーカーだったCさんが、一連のニーズをもっ

た高齢者として、そのニーズを満たすことができるサーピスのリスト

とともに浮かび上がってくるのです。

では、そのCさんがどのようなサーピスを利用していくと最も望ま

しい状態になるのでしょう。私は、それはやってみないとわからない

部分が多いと思います。つまり、 Cさんの事例は messから problem

になったわけですが、 puzzleにはならないのですね。現実の事例は、

っくりあげたパズルのように単純ではありません。しかし、パズ、ルの

ように確定した答えがなくても、 problemとするだけで大きな力を発

揮することができることがわかると思います。

大事なのは、この messから problemをつかみ出す専門性だと思い

s民生委員は民生委員法で定められたもので、「社会奉仕の精神をもって常に住民の立場に

立って相談に応じ、及び必要な援助を行い、もって社会福祉の増進に努めるものJ（第 1

条）である。民生委員は「都道府県知事の推薦によって、厚生労働大臣がこれを委嘱J（第

5条）し、「給与を支給しない」（第 10条）。行政協力型のボランティアの例としてあげら
れることが多い。
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ます。私が担当した実習生を指導してくれたソーシヤルワーカーが面

白いことを言っていました。「教科書の事例には、障害者の事例、虐待

の事例などと、タイトノレがついている。しかし現場の事例にはタイート

ルがない。現場のなかで、それがどういう問題なのかを理解すること

が最も難しく大事なことなのだJということです。ここでいえば、そ

れはまさにmessから problemをつかみ出すことなのですね。

実習ノートの書き方から、その学生の実力が正確にわかるという理

由は、ここにあるのです。つまり実習のなかで出会うのはmessです。

子どもの施設に行っても、 Eちゃんという子どもは「虐待された子ど

もの事例Jとして実習生の前に現れるのではなく、無限の側面と可能

性をもって生きている生身の子どもとして現れるのです。ですから、

そこから problemを見つけ出していかなければいけません。

ある精神科クリニックに行った学生の実習ノートを、いまでも私は

よく覚えています。その学生のノートは愚者さんたちとソフトボール

をしたことが書かれていましたが、そこには試合の結果のスコアと、

誰が打ったか、打たなかったかということしか書いてありません。私

が「こういうのは実習ノートじゃないよj というと、その人は「ずっ

とソフトボールだったんですから書くことがないですよJと答えまし

た。ソフトボーノレという集団のスポーツのなかでは、グ〉レープの動き

が見えます。グループワークの知識が本当に身についていたのなら、

その試合のなかでの患者たちの動きから、患者さんたちの対人関係能

力の程度や不安の処理方法が見えてきて書くことはいっぱいあったは

ずです。 Messから problemをつかみ出す実力がなかったら、何も見

えてこないのです。

Problemを学ぼう

ここまで丹念に読んでくださったら、なぜ「答えることJよりも「問

うこと」のほうが学問にとって大事かということが理解できたと思い

ます。つまり「答えることJが大事なのは、パズルにおいてのみで、すe

Problemにおいては「答えることJは重要ではありません。現実の場

面では無限の答えが存在するのです。Problemにおいて重要なのは「問

うこと」です。「問うこと」は、言い換えれば「切り口」ということで

しょう。

世界はどのような「切り口」でも分析できます。このことは、世界

だけをいくら見つめていても一つの「切り口」が浮かび上がることは

ないということです。茶碗一杯のご飯を見ていても、それを食べるた
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めの作法が思いつかないのと同じことです。どのような「切り口Jで

世界に迫るかという問題は、世界から学ぶのではなく、同様の「切り

口Jで世界を分析している人から学ぶのです。その意味で「切り口J

は文化です。そして、その「切り口j の一つが、これから私たちが学

んでいこうとする社会福祉学であるわけです。 ｜ 

UHズ： Mes

Mess-problem-puzzleという 8つの慨愈について説明しましだ。あなたも自分の言葉や倒

を使って、隣の人にこの8つの概愈を説明してみなさい。

3.授業のなかでのノートのとりかた

さて老婆心ながら、大学に入学したばかりのみなさんに大学の授業

のなかでのノートのとりかたについて書いておきます。ただ私自身、

大学の授業をうけるときにどのようにノートをとるかという問題を論

じた文章を読んだことがありません。上智大学での私の 20年ほどの

教育経験から思うことを伝えたいと思っているだけです。

私のアドバイスは3点です。単純な順に述べますと、まず記憶の定

着のためにノートをとるということです。あとで読み返すためという

より、その場でノ｝トに書くことによって、教員の声から聞き、自分

の手を動かし、そして自分が書いたものを目で見るという 3つの刺激

を同時に受けることによって、講義で得た新しい知識をその授業中に

脳のなかに叩き込んでしまう。そのためにノートをとるということで

す。しかし、これは高校時代にすでに学んでいることかもしれません。

第2点目は、少し複雑です。それは学んだことを自分なりに整理し

ながら書くということです。よく「教えることは最良の学習方法Jと

いいますよね。教員をやっていてそれは実感することです。人に教え

ようとするときに、深く学べるものです。その理由は、人に教える場

合に自分なりに学んだことを整理しなおさなければいけないというこ

とだと思います。つまり、教員が言ったこと、黒坂に書かれたことを

そのまま書き写すのではなく、自分なりに理解し消化しながら書きと

めるわけです。

このように書くと、たいへん難しいことを言っているように聞こえ

るかもしれませんが、多くの真面目な学生たちは実際にやっているよ

うに思います。授業中、私が話したことをサッサとメモをとる学生た
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ちの動きを見ていると、必ずしも全員が閉じときにメモをとっていま

せん。学生たちは自分の心に響いたこと、大事だと，思ったことのみを

選んで書きとめています。つまり、このことがすでに整理しながら書

いていることになっていると思います。その結果としては、閉じ日に

同じ授業に出ても個人によって違うノートが出来上がるはずです。な

ぜなら、人によって感性が違い、関心も違っているからです。

そして最後の 3点目ですが、これは高校時代には考えなかった人が

多いと思うのですが、講義を聴いているときに浮かび上がった自分自

身のアイデアや疑問を書きとめておくことです。たとえば、私が地域

福祉の講義のなかでコミュニティ・ケアについて話したとき、あなた

はふとコミュニティの定義が気になるかもしれません。そうすると、

「コミュニティの定義は？ Jとメモしておくのです。あとは、そのノ

ートをもって図書館に行き、関連図書で調べるといいでしょう。これ

を行うと、自分で勉強する楽しさを感じることができるでしょうし、

なによりもレポートをあとで書くことで役立つことでしょう。

自分のアイデアは大切にしてください。アイデアは頭にふと浮かん

では消えていくものですから、まずは書きとめておく習慣をつけるこ

とが肝要です。そして、そのアイデアは図書館等で知識や情報を集め

て自分の頭のなかで育てていくべきです。そうすると、先にも述べた

ようにレポートを書くときに役立つし、 3年、 4年になったとき、ゼ

ミ論や卒業論文を書くときに活用することができます。また自分自身

の社会福祉への関心や知識も広がりをもたせることができるでしょう。

授業中にノートをとるという行為は、決して受身的なものではなく、

積極的な創造活動です。そう考えると、欠席しがちなクラスメートに

対して試験前に簡単にコピーさせてしまうことに、ためらいを感じる

ようになるでしょう。ノートは単なる備忘録ではありません。その人

の大切な知的活動の記録なのですから、安易にコピーをお願いするこ

とはお互いに慎むべきだと私は思っています。

セ陶蜘崎
Mess, Problem, Puzzle，社会福祉協韓会，民生委員
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Wむだばなレ

里の住人：調査においての質問のしかだの基本はわかりましだ。では、あらためてお聞きします

けど、もしも仙人がもういちど若いころに戻つだら、どんな，5，うに勉強されますか。

山の仙人：そんなことはありえんじゃろ。

里の住人：そりゃそうですけどね。だから、ちレもって、話ですよ。

山の仙人：まっぴらごめんじゃ。

里の住人：強情だなあ。仙人だって、思うでしょ？ もういちど青春をやりなおせだらって。

山の仙人：思わん。

里の住人：ははあん、我が青春lこ悔いなしってやつですね。

山の仙人：そんなにかっこええもんでは、ありやせんがな。

里の住人：じゃあ、涙、涙の毎日だったわけですな。

山の仙人：そう、なんでも決めつけてはいかんよ。

里の住人：すみません。

山の仙人：まあ、若いときは辛いもんじゃよ。

里の住人：ほ、ほう。〈笑〉

山の仙人：世間は「若いときは楽レい」とか、「青春はすばらしい」とか、そういう間遭った観

愈をもっちよるよ。実は、そうではない。若いときが一番くるレい。若いときほど孤独なもの

はない。楽レいとか、すばらしいとか思うのは、若者の力強い動きや美レい外見から世聞がそ

う思いこんどるだけじゃ。あれは人生について最も罪深い嘘のひとつじゃ。

里の住人：そんなもんですかなあ。

山の仙人：いちばんいかんのは、その間違つだ観怠を当の若者にも教えこんでレまっちよること

だよ。「若いときが楽レい」とか、そう教えられた若者は自分の毎日がちょっとも楽レくない

ことに気づくわな。「こんなつまらない毎日が、人生でいちばんすばらしい日々なのか」と絶

望レて、「だったら、これから生きていても仕方が無い」と思うわな。若者カT荒れるのは、そ

ういうことが原因だと思うな、わしは。だから逆に「著いときは辛いのじゃ」という、より正

確な認識を著者に教えたらよろレい。「いまが一番、くるしいときで、いまを我慢すれば、も

っと楽レい中年の日々がある」と思えば、若者だって著い日をもっと落ち着いて過ごせると思

うのじゃ。

里の住人：でも、そういう嘘をどうして世間カT若者に教えてしまうんでしようね。

山の仙人：だから、それはいま言ったように、外見じゃよ。外見に世間はだまされるのじゃ。

里の住人：でも、世間の人々も、いちどは若い日を経験しだことがあるんですから。

山の仙人：人聞は辛いことは忘れるもんじゃ。だから、いい思い出だけが積りやすい。その結果、

若い日々は楽レかったという虚偽の観怠だけカ鳴るのじゃ。

里の住人：そんなもんですかねえ。
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1.分野論

地域福祉は社会福祉の分野のひとつです。地域福祉と並んで社会福

祉の分野とよばれるものには、他に児童福祉、障害者福祉、老人福祉

などがあります。社会福祉を、このように主にその対象別にわけるこ

とを社会福祉の分野論といいます。

制パズ：他の分野には仇る？

社会福祉の分野とレては、他にどんなものがありますか。そして、あなたはどんな分野に

関山をもっていますか。となりの人とはなレあってみましょう。

児童福祉、障害者福祉、老人福祉が、それぞれ児童、障害者、老人

を福祉の対象としているとすれば、地域福祉は何を対象とするのでし

ょうか。「地域Jを対象とするといっても、いまひとつ具体的なイメー

ジが出てこないかもしれません。実際には、地域の住民と、地域にあ

る社会福祉関連の組織や団体がその対象になります。

地域住民が福祉の対象になることは理解できても、社会福祉に関係

する組織や団体が福祉の対象になるとは考えにくいかもしれませんね。
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しかし、あとで詳しく書きますが、地域住民に福祉サービスを行うと

き、さまざまなサービス機関がネットワークをつくる必要がでてきま

す。そのネットワークをつくる仕事が地域福祉のなかに含まれるので

す。

児童福祉や障害者福祉、老人福祉が、しばしば「社会的弱者」を福

祉的援助の対象とするといわれるのに対して、地域福祉は地域に住む

一般の住民や福祉機関を対象とします。たとえば、ボランティアを援

助することは地域福祉にとって大事なことです。ですから「福祉のサ

ービスを利用するのは、社会的に立場の弱い人だJという考え方は、

すくなくとも地域福祉の場合にはあてはまらないわけです。

制服：一般住民をどう援助するか？

一般の住民を援助するとはどういうことでレょう。なにを援助するのでレょう。あなたが

考えを隣の人と話レ合いなさい。

2.援助技術方法論

Casework 

Group work 

Community 

WO欣

Community 

organization 

Social work 

research 

Social action 

Social welfare 

administration 

地域福祉、児童福祉、老人福祉というように、主にその援助の対象

となっているものによって社会福祉を分けることを社会福祉の分野論

というのに対して、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワ

ークという分類方法もあります。

ケースワークとは、ケース・パイ・ケースというときのケースで「個

別j という意味と、ワーク、つまり「仕事j という意味をあわせた専

門用語です。つまり個別に行う仕事という意味ですね。実際には個人

を援助することが中心になります（家族ケースワークという言葉もあ

りますが）。それに対して、グ‘ループワークはグループをあっかう仕事

ということです。また、コミュニティワーク（あるいはコミュニティ・

オーガニゼーション）という言葉もあります。これはコミュニティ（地

域）を対象とした仕事です。このケースワーク、グループワーク、コ

ミュニティワークの3つが社会福祉の代表的な方法ですo

この 3つの方法の他に、実践の効果測定や調査を行う socialwork 

research，社会福祉のあり方を変えようとする socialaction、社会福

祉施設の運営の仕方をかんがえる socialwelfare administrationとし、

う3つの方法を加えた 6つをソーシヤノレワークの方法として考える人

もいます。
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このようにソーシャルワーカ」がどのように動いて、どのように人

を援助するかということを論じることを、社会福祉の援助技術方法論

（以下、技術論）といい、上智大学のカリキュラムのなかでは福祉臨

床系の科目となっています。社会福祉の技術論をソーシヤノレワーク

(social work）と呼ぶこともあります。

UHズ：どの方法相自そうですか？

あなたは、ケースワーク、グループワーク、コミュニティワークのどの方法に興味があり

ますか。その理由は伺ですか。となりの人とはなしあってみましょう。

3.制度・政策論

Social work 

practにe

Social Welfare 

policy 

社会福祉の技術論に対して制度・政策論という言葉（以下、制度論

と書く）があります。上智大学のカリキュラムのなかでは政策運営管

理系の科目がそれに関連します。これは社会福祉の制度や政策を論じ

ることで、たとえば社会福祉の財源や社会福祉の制度を成立させてい

る法律を論じます。

社会福祉の研究は、技術論と制度論に分けて行われることが多いの

です（英語ではsocialwork practiceとsocialwelfare policyと表現で

きるでしょう 1）。実際、社会福祉を大学で教えている教員は技術論か

制度論かのどちらかに分かれるのがふつうです（私は技術論の研究者

です）。技術論を教えたり研究したりする人は心理学や精神医学、それ

に個人や集団を扱う社会学を学ぶことが多く、それに対して制度論の

教師や研究者は経済学や法学、政治学、そして大きな社会や制度のし

くみを扱う社会学を学ぶ人が多いといえます。車の比輸をつかえば、

車を修理したり分解したりするハードウエアの研究が制度論、それに

対して車の運転の佐方を考えるソフトウエアの研究が技術論であると

いえます。

しかし、現場で実践をする人は、クライエントの気持ちをどのよう

に理解するかといった技術論のみならず、自分がどのような法律のう

えで動き、どのように福祉の予算が流れていくのかという制度論も充

分に知っている必要があります。いくらクライエントの気持ちがわか

っても、そのクライエントが利用できる制度を知っていなければ、ど

んな援助もできないからです。また、クライエントが利用できる制度

1 Encyclopedia of Social J#Jrk(1995). Washin酢on,DC: NASW Press. 
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を知っていても、泣くばかりで気持ちが混乱している人を前にして、

その人が何にどのように困っているのかを聴きだすには、やはり技術

論を知っておく必要があります。逆にいえば、技術論だけ、あるいは

制度論だけを知っていても、現場では充分働けないわけですね2。その

両方を学んでおく必要があります。

だから現場では「社会福祉の何に興味があるの？ Jと聞かれれば、

「ケースワークです」とか「グループワークですJというように技術

論で答えるのではなく、また「社会福祉の法律に興味がありますJと

いうように制度論で答えるのでもなく、「地域福祉に興味がありますJ

「児童福祉に興味があります」というように分野論で答えることが多

いわけです。それに対して大学院に入って研究するという場合、教員

に同じ質問をされたときには、まず、技術論か制度論か（上智のカリ

キュラムの用語を使えば、臨床系か政策運営管理系か）を答えること

が求められることが多いでしょう。

制パズ：臨床系か政策運営管理系か

あなたは臨床系か、政策運曽管理系か、そのどちらに興味がありますか。ま疋、その理由

は何ですか。となりの人とはなレあってみましょう。

4.地域福祉論とコミュニティワーク

くりかえして言えば、社会福祉は研究の側面からわけると技術論と

制度論に分かれます。しかし技術論も制度論も知っていなければ、実

践はできません。そこで実践という面からは社会福祉は分野論で分け

られます。地域福祉はその分野論のひとつです。

一方、人を援助していくときに地域という要素を重視する技術論の

一つがコミュニティワークです。ですから地域福祉とコミュニティワ

ークは密接な関係があります。しばしば地域福祉論のなかに、コミュ

2だから社会福祉学科の大学教員は現場では、よいワーカーにはなれないことが多い。それ
は、あらゆる分野をまんべんなく学ぶことが現場のワーカーには要請されているのに対し
て、大学で教えるためには知識や技術の対象をしぼって学ぶしかなし、からです。ですから、
大学の教員が実際の現場では役にたたなかったとしても、その教員の講義の価値が低いと
いうことは言えないと思います。同様に現場ではすばらしいワーカーだった人が、大学の
教壇にたつと自分の経験だけを延々と話しつづける退屈な講義をすることもあります。そ
れは講義の住方を学んでこなかったからで、その人のワーカーとしての能力を否定するも
のではありません。
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ニティワークを含んで書いている教科書があります。地域福祉の技術

論が、すなわちコミュニティワークであると考えるのです。しかし、

たとえば児童福祉におけるケースワーク、グループワーク、コミュニ

ティワークもあってよいわけですから、その考え方は必ずしも正しい

というわけではありません（たとえば児童養護施設の子どもが地域の

子どもと交流をもっプログラムを実施するというのは児童福祉のなか

のコミュニティワークといえます）。

ただ私は地域福祉論とコミュニティワークの2つの講義をもってい

ますので、学問的定義とは別に、それぞれの講義の内容を以下のよう

に定めています。まず地域福祉ですが、これは社会福祉の一つの分野

としてとらえていきます。地域福祉「論Jといっても、残念ながら、

また、はっきりとした定説はありません大ただ私が大学院のときに指導

をうけた岡村重夫の「地域福祉論」は有力な説の一つだといえます。

岡村重夫は日本地域福祉学会の初代の会長になっていますが、これも、

彼の業績が日本の地域福祉論の基礎論になったと認められているから

でしょう。

岡村重夫は、一方では社会福祉原論を構築した人として有名です。

みなさんが社会福祉原論という名前の本を手にとれば、たいてい岡村

重夫の「岡村理論」という名前をみることでしょう。この岡村理論は

社会福祉原論を組み立てただけではなく、岡村重夫の地域福祉論にも

つながっていきます。同じ理論家がつくった理論ですから、つながっ

ていてこそ論理的だといえるでしょう。逆にいえば、岡村の地域福祉

論は岡村の社会福祉原論と密接につながっているのです。岡村の社会

福祉原論を理解しなければ、その地域福祉論も理解できないのです。

そこで私の講義では、まず岡村の社会福祉原論を簡単にとりあげて、

そこからどうして地域福祉論につながっていくのかということを述べ

たいと思います。

一方、コミュニティワークの講義では、それが発展しているアメリ

カのコミュニティワ｝クをとりあげます。したがって、この地域福祉

3 「定説Jがないとは研究者・実践者の聞で合意ができていないということです。これは自

然科学でいう「定説Jとは、すこし違います。「恐竜滅亡の理由についての定説は巨大い

ん石の落下だJというときは、それなりの物的証拠があります。それに対して社会福祉の
分野での「定説」は、人々の合意が大きな意味をもちます。ですから、ひとりの研究者が

「発見」するわけにはいきません。そのあたりが社会福祉の研究者が自分の独創性を発揮
したいと思うときに感じる難点になります。
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論では日本の地域福祉ということにこだわって講義をすすめていきた

いと，思っています。

u／＇＼ズ：地域社会は素晴引か

地域福祉の重要性が指摘されるにつれて「地域社会は大切だ」ということが新聞などで言

われるようになりまレた。レかレ地域社会は、そんなにいいものなのでレょうか？地鼠社

会のまとまりが良いために、かえって嫌な思いになることはないのでレょうか。となりの

人と話し合ってみなさい。

分野論，伺sewo欣， groupwo欣， communitywork, community o唱anization,social wo欣

research, social action, social welfare administration, social wo欣 p闇 ctice,social 

welfare polic払岡村理論



8。能合宿訟＠醤窓辺歯

1. 『福祉jの意味

学問的に社会福祉の意味を考えるまえに、まず文字を見てみましょ

う。社会福祉の「福祉」という漢字を見てみますと、どちらも「ネ」

という「しめすへんJがついています。しめすへんは「神Jや「祈」

という字からわかるように神など神秘的なものを表す意味をもってい

ます。「福jの字の「しめすへんJの代わりに「りっしんべん」をつけ

れば（悟）、胸がいっぱいになるという意味の字になります。「さんず

い」をつければ（酒）、お湯がいっぱいなった浴室の意味になります。

実際、「高Jという字は、なにかをいれる瓶の形なのだそうです。そこ

から、いっぱいになるという意味がでているのでしょう。つまり神的

なものがいっぱいになるのが「福」というわけです。

また福祉の「祉」という字は、日本語では「福祉Jをいうとき以外

は、ほとんど使わない字ですね。「祉Jの右にある「止Jという宇はと

どまるという意味です。したがって神的なものが、いっぱいになって、

しかもとどまってくれるというのが福祉の意味ということになります。
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しかし、これはおそらく明治以降のだれかが welfareの訳として、こ

のふたつの漢字をあてはめたにすぎません九

制服：「福祉」という言葉からの連想

「福祉」という言襲から連想することを述べてみなさい。まだ一般の市民が「福祉Jとい

う言襲に、どんなイメージをもっていると、あなだは思っているかを、となりの人とはな

しあいなさい。

Welfareの意味

つぎに福祉という日本語ではなく welfareという英語の単語に注目

してみましょう。 Welfareの意味を学生たちにきくと「しあわせJと

か「さいわいj という日本語がかえってきます。しかし、それなら、

なぜhappinessという言葉が使われなかったのかという疑問がでてき

ますよね。 Socialworkerが人々をしあわせにする仕事なら、もっと直

接的に socialhappiness creatorとかhappinessproviderといえばい

いのではないでしょうか。 みなさんも友だちから「ああ、毎日、ツマ

ンネーョー、あんた、社会福祉やってんだから、あたしを幸せにして

よ！ Jと言われたことがありませんか？

でも、もともと happinessという言葉はhappening（ハプニング）

と同じ語源をもっています。つまり偶然に起こる(happen）良いことを

言っているわけですね。たとえば「あたしを幸せにしてよ！」といっ

た、あなたの友だちは、キャンパスのまんなかでSMAPのような、カ

ッコイイ男の子とばったりと出会う happinessを期待しているのです。

そういう「しあわせ」を社会福祉は提供するのではありません。

Welfareという単語をよく見ると farewellという単語をちょうどひ

っくりかえしたものであることに気づきます。 Farewellというのは、

別れに際してお互いに言い合う言葉で「さようなら！ Jという意味で

す。この場合fareというのは「行く j という意味です。現在でも運賃

のことはfareといいますね。これも「行く Jという意味から来ていま

す（たぶん）。 Wellは誰でも知っている単語で、温の逆の意味です。

つまり無事で（well)行きなさい(fare）というのが farewellなのです。

唱誰がいつ、どうし、う文献をもとにして福祉という訳語を決めたのでしょう。これは卒論の
題としては面白いかもしれません。ところで北京にある紫禁城の皇帝の玉座がある聞には
「福祉」の文字が大きく書かれた扉風があります。私は驚いて写真にとりましたが、ここ
でお見せできないのが残念です。実際は四文字熟語で右から左に書いてあるので「祉福J
K読むのかもしれませんが。観光旅行に北京に行くことがあったら見てみてください。
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Welfareも英語のもともとの意味は、これと同じです。 Fareには「暮

らしていくJという意味もあります。つまり無事に暮らしていくこと

をwelfareといいます。決して「わーい！ しあわせ！」と、あなたが

初恋の人からスヌーピーのぬいぐるみをプレゼントしてもらったとき

のような興奮した状態をいうわけではありません。無事にいく、つつ

がなく暮らす、それが語源的な welfareの意味なのですえ

.余談：「仕合せ」の意味

「しあわせJと「さいわい」とは、まったく違う日本語ですロ「しあわせ」は「仕合わぜ」

の意味で、「仕」は「仕事」の「レ」。「する」とか「なす」とかいう人閣の積極的な意味が

きまれています。「あわせ」は、その結果、うまくいったかどうかをいうのであって、「レ

あわせ」と同じ構造は「組み合わせJ「食べあわぜ」という語にみられます。いすれも人間

の積極的な告為のあとの結果をみる（静観する〉という立場をとります。それに対して「さ

いわい」は「さきわい」の意味であり、「さき」は「咲く」というところから（一説には〉

きています。したがって桔力咲くように自然にまかせるという意味あいがあります。「わいJ

ほぞの緒果、なりゆきといった意味で、同類の言葉として「なりわい」「わざわい」があり

ます。「さきわい」が自然にまかせて良い結果を得るのに対して、「わざわい」は、なんら

かの「わざ」〈技〉が悪い結果をちだらすという意味ですロ「さいわいーわざわい」の人生

観は自然にまかせるという諦観的なものかもレれません。その申聞の「なりわい」は「な

る」にまかせるというものです〈したがって、それが日本人の生業というわけです〉え「な

る」は、人為的な「なす」と違って、半分、人為的、半分、自然にまかせるという意味で

す。現在でも、その論理は使われていて、たとえば「明日の 8時に会議をすることになり

ました」というのは自分たち力積極的にそう決め疋のではないが、そう自然になったのだ

というわけです。同じ論理は「日本は、敗戦後、平和国家になりまレた」ということで使

われました。その結果、日本は誰の責任においてでもなく、あたかも自然に敗戦し、自然

に平和国家になったようにいわれたのでず。

制パズ：幸せはひとによって違うはす？

あなだの友達があなたにこんなことを言った。「福祉って幸せっていう意昧らしいね。とい

2 このような消極的なwelfareに代わって積極的に個人の「自己実現や個人の権利を保障J

する概念として導入されたのがwell-beingとし寸言葉でした。『社会福祉基本用語集』
(1999）ミネルヴァ書房，p.130 

3辛島司朗（1982）『しあわせの力学：日本語からみた幸福論』八千代出版．
4 この「なる」の意味については言語学的な研究がある。たとえば池上嘉彦（1981）.『「する」
と「なる」の言語学：言語と文化のタイポロジーへの試論』大修館書店．
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うことは、社会福祉学科って人を幸せにすることを勉強する学科だっていうことなんだね。

でも、私はそんな勉強は意味がないと思うわ。だって『幸せ』なんて人の価値観によって

違うんだもの。たとえば、あなたがどんなに社会福祉学科で勉強しても、私を幸せにする

ことなんでできるはす力tないと思う．」この言襲に、あなただつだらどう反論しますか。

2.社会性の原理

Welfare （福祉）のイメージがつかめたところで、では、これをど

うやって実現していくのでしょうか。ここで忘れてはいけないのは

welfare （福祉）の前にsocial（社会）という言葉があることです。つ

まり福祉は福祉であっても、私たちが考えるのは社会的な福祉に限定

されているということです。ですから高野山や SJハウスにすんでい

るような高僧や神父が得ているような宗教的な福祉や、あるいはいつ

も心が安らかな人がもっている心理的な福祉を私たちは考える対象と

はしません。

ここのところ社会福祉は、しばしば略されて単に「福祉Jといわれ

ることが多くなりました。学部や学科の名前も人間福祉学科などに変

わってしまい「社会Jの文字が落ちてしまっている傾向がみられます。

「社会」という言葉が、なんだか古臭くて堅いイメージがあるからで

しょうか。受験生集めには「社会Jという文字をとってしまった方が

いいと最近の大学教員たちは考えているようですえ

しかし、私は「社会福祉Jの「社会」という言葉は略されるべきで

はない重要な言葉だと思います。つまり社会福祉は、たくさんある人

間の「福祉jのなかから「社会Jにかかわる「福祉j を対象とするの

です。これを社会福祉の援助における社会性の原理といいます。

では、その「社会にかかわる福祉Jとは、どういうことなのでしょ

うか。それを考えるために、ふたつの言葉を使います。ひとつはニー

ズ(needs）です。人聞が福祉を得るということは、ニーズ（つまり、人々

が必要なもの）を満たすことであり、社会福祉とは、それを社会的に

ーずいぶん以前ですが、「社会jの名前がつく学聞は社会主義など左翼系の学聞とみなされ
ていたことがありました。実際「社会福祉なんて、労働者革命が起きたら、すべての社会
問題が解決して必要なくなるだろう」「社会福祉の目的は、社会福祉をなくすことだJと
真剣に言っていた教員も以前はいたのでした。
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満たすことだと考えるのですhそして、そのニーズをみたす社会の仕

組みを社会制度（socialinsti加ti.on）といいます。つまり社会福祉とは簡

単にいえば、社会制度をつかって人間のニ｝ズを満たしていくことだ

instit叫.ion といえます。

社会的ニーズ

Social needs 

実はニーズとは何かということは簡単なようで難しいものです。人

聞が必要とするものとは何でしょうか？たとえば、アルコール依存症

の人が「酒をくれ！私は酒がないと生きていけない！ Jと、叫ぶとき、

その人にとってニーズとは酒を飲むことなのでしょうか？私たちが

考えるのは、先にもいいましたように社会的な福祉であり、したがっ

てニーズも社会的ニーズ（socialneeds）ということになります。社会的

ニーズとは社会制度を通じて満たしていくニーズです。社会制度は、

社会じたいを保存していく方向で各人のニーズを満たしていきます。

逆にいえば、社会制度は社会自身を破壊していくニーズは満たさない

ということです。ですからアルコール依存症の人が酒を飲めば、その

人自身が破壊され、その人の家族を崩壊させ社会に損失を与えます。

したがって、アルコーノレ依存症者が酒をほしがるというのは社会的な

ニーズではありません。同様に「死にたい、自殺したい」「私を傷つけ

た人に復讐したいj という欲求は、いくら切実で強いものであっても

社会的ニーズではないわけです。

制パズ：社会的で闘1ニーズ

人間の強い欲求（要求〉であってち、社会的ニーズではないものには、ほかにどんなもの

がありますか。となりの人と話レあってみまレょう。

UHズ：社会性の原理

社会的ニーズを満足して社会的な福祉〈幸せ〉を実現レていく倒、そレてそれわ噴Eしいた

めに社会福祉の援助が邸要になってくる倒を隣どうしで話し合いなさい。たとえば、医療

制度を使って病気を治すことにおいて、医療費を払うことが難レくて医療が受けられない

揚合は、医療挟間（生活保護法による〉が受ける~要が出てきます。

s社会福祉の教科書のなかにはニード（need)と書いている人もいますが、社会福祉では人聞
は同時に多様なニーズをもっていると考えているので、基本的にはニ｝ズ（needs）と複数
形で書くほうが良いと私は思います。
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ニーズと社会制度

社会的ニーズについて、さらに詳しく理解するために、ニーズには

どのような種類があるかを具体的に考えてみましょう。まず在宅で寝

たきりの老人がいるとします。背中がも辱請、いわゆる「とこずれ」だ

らけになって、穴があいて骨まで見えてしまっている状態です。この

「ととずれ」状態を治療する人は医師や保健婦でしょう。ソーシャル

ワーカーは、この人が保健・医療制度という社会制度を利用できてい

ないということに注目します。つまり、この人の場合、医療をきちん

と受けるという社会的ニーズがあるわけです。

また、その家族は寝たきりの老人がいるために、かなり経済的に苦

しい状況にあるかもしれません。介護用品を買わなければならなかっ

たり、介護サービスを受けるために支払ったり、他の家族が介護のた

めに働きにいけなかったり、あるいは介護疲れのために家族が腰痛な

どで通院しているかもしれません。こうなると、この家族には金銭的

な援助が必要であることがわかります。これは経済制度という社会制

度によって満たされるニーズた、とソーシャルワーカーは判断します。

いわゆる衣食住の問題は、この経済制度によって満たされます。

さらに、その家族は介護のために仕事をやめるのではなく、介護を

しながらも仕事をしたいという希望をもっているかもしれません。仕

事は単に給料をもらって経済的に自分を維持するだけの手段ではあり

ません。人は職業によって社会と結びつき、社会に参加し自分の夢を

実現していくのです。したがって働くことは人間の権利の一つです。

働きたいのに働けないという状態は職業制度という社会制度との関係

が充分ではないと、ソーシャルワーカーは考えます。精神障害者や知

的障害者の職さがしを、ソーシャルワーカーがするのは「仕事をした

いj というのが大切な社会的ニーズのひとつであるからです。

また、この老人が老人ホームに入所しないで在宅ですごしたいと、

がんばっているのは、やはり家族といっしょに暮らしたいからでした。

そういう家族に関するニーズは家族制度によって満たされるニーズで

あると考えます。家族制度は人聞のさまざまなニーズを満たす制度で

す。子どものときにケアを受けるニーズ、結婚をするニーズ（これは

異性への生理的欲求を満たすニーズで、もあります）、子どもを産み育て

るニーズ、情緒的・身体的にケアを受けるニーズなどが、家族という

制度によって満たされます。養子縁組をおこない、里親をみつけたり

するのは、ソーシャルワーカーの大切な仕事のひとつです。
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この老人は充分な医療をうけ、あたたかい家族に固まれたら、それ

でいいのでしょうか？生きがいはどうでしょう？社会福祉は文化や

娯楽を得ることも大事な社会的ニーズと考えています。ベッドのなか

でも本が読み、車イスで音楽会や美術展に出かけることができたら、

その人の文化的・娯楽的なニーズは、満たされるかもしれません。レク

リエーションが社会福祉で大事な位置をもっているのは文化・娯楽制

度も人間の社会的ニーズをみたす大事な制度であると考えるからです。

また、老人の近所の友達がときどき訪ねてくれると、大きな励まし

になるでしょう。近隣との関係をもっというのも社会的なニーズのひ

とつです。このニーズは社会的協同のニーズと考え、犯罪から自分の

身を守ること、自分の家族や地域を守ること、また自分自身が罪を犯

してしまったとき更正するというニーズも含むものとします。つまり、

社会的協同の制度の一部として司法制度があります。

最後に、この老人は自分が福祉サービスを受けることになって、社

会福祉や地域福祉について学びたいと思うかもしれません。この学び

たいというニーズは教育制度によって満たされるべき社会的ニーズで、

す。老人の場合は、実際には、すでに述べた文化・娯楽的なニーズと

重なるでしょう。しかし若い人の場合、この教育制度によって満たさ

れるべきニーズはたいへん大きなものになります。

以上、保健・医療制度、経済制度、職業制度、家族制度、文化・娯

楽制度、社会的協同・司法の制度、教育制度という 7つの制度と、そ

れが満たそうとする 7つの社会的ニーズを紹介しましたが、これが、

岡村理論として知られている社会制度・ニーズのモデ、ノレで、すた制度や

ニーズを、これ以上にたとえば8っとか9っとかに分けることもでき

るでしょうが、モデルとしては単純であればあるほど良いのです。私

たちも岡村の論理にしたがって社会制度は7つにわけられると考えて

おきましょう。この 7つをおぼえておくと、クライエントを実際に援

助するとき自分が見逃している制度やニーズに気づくことができます。

7岡村重夫（1983）『社会福祉原論』全国社会福祉協議会
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⑧ ⑧  
UHズ：家族の聞け

7つの制度のうち岡柑理論への批判とレて、よく指摘されるのが、家族を制度として扱って

いる点です。だとえば個人を 7つの制度が囲んでいる図よりも個人のまわりを家族が問自

円的に因んで、それを家族を際いだ 6つの制度力唱Rり囲んでいるという図式を考えた方が

いいという考えもあります。しかレ岡柑は、社会福祉は個人を中山に考えるべきだと考え

ていまレ定。児童虐待、家庭内暴力などの家族病理を考えると、個人申I~＼のこのモデルの

方が望まレいように私には思えます。みなさんは、どう思いますか。

ソーシャルワーカーと呼ばれる人たちは、この 7つの制度すべてに

かかわります。とくに医療制度にかかわるソーシャルワーカーは医療

ソーシャルワ｝カー仏11SW8）、また精神保健にかかわるワーカーは精

神医学ソーシャルワーカー（PSW’）といいます。教育制度にかかわるワ

ーカーはスクール・ソーシヤノレワーカーと呼ばれます旬。司法制度に

8 Medical social workerのこと。北米でMSWとし、うと、ふつうはMasterof Social Work 
つまり社会福祉学修士号保持者をいいます。ただ北米でも hospitalsocial workとならん
でmedical回 cialworkとし、う言葉はあります。 Barker,R. L.但d.).(1995). The Social 
l#Jrk Dictionary(2nd ed.). New York: NASWPress. 

9 Psychiatric social workerのこと。精神保健福祉士は、このソーシヤルワーカーに対する
国家資格の名称です。

”日本には、まだ少ないですが、北米にはかなりいます。日本では保健室勤務の保健婦が、
この役割を担っていると指摘する声もあります。私が実習指導をした上智の卒業生で、こ
の仕事をしている人がいました。勤務先は教育委員会でした。
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かかわるワーカーとしては家庭裁判所調査官”、保護観察官がいます。

経済制度にとくにかかわるのは生活保護制度のケースワーカーでしょ

う旬。このように各制度にとくに結びついたソーシャルワーカーがい

ますが、たとえば医療ソーシヤルワーカーでも医療の問題以外に、家

族の問題や経済的な問題にかかわります。ですから、実際には社会福

祉では上にあげた社会制度のすべてが問題になるのだと理解してくだ

さい。

UHズ：他のソーシャルワー力一

保健医療制度、教育制度、司法制度、経済制度に関係するソーシャルワー力ーの職種を紹

介しました。残りの 3つ、娯楽文化制度、家族制度、職業制度に関係するソーシャルワー

力ーはどんなところで働いていると思いますか。考えてみてください。

全体性の原理

さて、在宅の要介護老人のニーズと、それを満たす制度について紹

介し、社会福祉はそのすべてのニーズと制度にかかわる援助をするの

だと述べました。ここにおいて重要なのは、そのすべてのニーズと制

度を同時に視野にいれて援助するということです。これを社会福祉の

援助においての全体性の原理といいます。

たとえば、病気とたたかっている人がいるとします。医療の側の人

たちは、その人の病気の部分ばかりを見る傾向があります。それが悪

いことだとは言いません。人間の病気の部分に注目するのが医療専門

職の佐事なのです。しかし病院で働く医療ソーシヤルワーカーは医療

専門職ではなく福祉専門職です”。これはどういうことかというと、

刊調査官になりたいという上智の学生はけっこういますが、国家試験が難しく、そうとう
勉強しないと合格できないようです。社会福祉学科卒業の学生だけではなく、社会学や心
理学、教育学を専攻した学生も試験を受けることができます。

恒生活保護のケースワーカーの専門性には論議があります。お金の計算ばかりして「計数
ワーカーJだと自称している人々もいました。専門的な勉強をしてきた人を、この役職に
つけると保護率が高くなるという行政サイドの考え方があり（つまり、社会福祉学科を出
た人は生活保護の申請に対して、それを認めることが多し、）、それに対して専門性のない
人をこの役職につけると事務的に生活保護を切ってしまうので、結果として保護率が下が
り財政の苦しい行政としては望ましいという変な理屈が通っている地域もあります。残念
ながら生活保護の業務に社会福祉の専門的知識をもった人がケースワーカーとして従事
することは現在でも少数事例にすぎません。

13 これは論議になる点です。左いうのは、これまで医療ソーシャルワーカーの国家資格化
の動きがあったのですが、それは看護師や理学療法士のように医師を頂点とする医療専門
職の枠の中に組み入れてしまおうというものでした。そのため医療ソーシャルワーカーた
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病気に関連することだけではなく、それ以外のその人のニーズをも見

ょうとするのです。つまり人聞を全体的に見ようという姿勢がありま

す。それが全体性の原理です。

具体的には病気になった人は「病気がなおるだろうかj という心配

だけではなく、「どうやって手術代を払えばいいか」「自分の入院が続

けば子どもたちの世話は誰が見るのだろうJ「病気になったら学校をや

めなければいけないだろうかj「仕事は続けられるだろうかJといった

不安や心配をもっていますo それは、それぞれ経済制度、家族制度、

教育制度、職業制度に関するニーズで、あるといえます。そのニーズが

満たされるように病院において援助するのが医療ソーシヤルワーカー

です。だから医療ソーシヤノレワーカーは医療専門職ではなく、福祉専

門職であるといえるのです。

Unズ：障害児家庭の事倒

重度l白書障害児のいる家庭を考え、その家庭にはどのようなこーズが考えられるのか、全

体性の原理を思い出レながら考えてみなさい。そして、その結果をとなりの人と話し合っ

てみなさい。

持パズ：ネットワークが作られる理由

全体性の原理がもとになって地域社会に社会サービスのネットワークができるようになり

ます。その理由を考えなさい。

3.役割理論

全体性の原理にもとづ、いて人間のニーズを全体的に満たそうとする

ことは、実は容易なことではありません。なぜならニーズはたくさん

あって、それを満たす制度もたくさんあるのですが、たくさんある制

度はそれぞれ独立に動いているのに対して、たくさんのニーズをもっ

ているのはただ一人の人間だからです。

たとえば、学びたいというニーズには学校がある。病気を直したい

というニーズには病院がある。しかし学校と病院は、それぞれ独自の

運営方針に基づいて動いています。一方、学びたいし、しかも病気を

ちは反対したそうです。「私たちは医療専門職ではなく福祉専門職だJとし、うわけです。
その結果「医療福祉士Jという国家資格は現在のところありません。
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直したいという人は一人の人間です。すると、学ぶためには学校に行

かなければいけない、病気を直すためには病院に行かなくてはいけな

い、しかし身体は一つだから、学校に行って同時に病院に行くという

わけにはいかないという事態が生じます。

このことを理論的に整理して考えるために役割理論（roletheory) 

というものを考えます。そこでは社会と個人は役割（roleまたはsocial

role）という概念を介して結びつくと考えます。つまり個人はニーズ

をもっていて、それを社会を通じて満たそうとする。社会は個人のニ

ーズを満たそうとするが、そのとき個人に一定の約束をさせる。たと

えば病院という社会制度は病気を直したいという個人のニーズに対し

て「医療費を支払うことj 「病院に通うことj 「医師の指導を受けるこ

とJといった約束をさせる。その約束を果たすことが病院での「患者J

という役割を果たすことだと考えます。病院はすべての個人の医療ニ

ーズを満たすのではなく、「患者」という役割ができる個人の医療ニー

ズのみを満たすのです。逆にいえば「患者Jという役割ができない個

人の医療ニーズは満たしません。たとえば医療費を支払わない個人、

病院に通わない個人、医師の指導を守らない個人は「愚者Jになりえ

ないことがあります。貧困家庭や移動の難しい障害者、言語やコミュ

ニケーションに障害のある人たち’が充分な医療を受けられないことが

あるのは、そのためです。

このように制度が個人に要求してくる約束のようなものを役割期待

(role expectation）といいます。そして、その役割期待を受けて個人

が役割を実行することを役割実行（roleperformance）、そこで行われ

る行動を役割行動（rolebehavior）といいます。人聞は社会制度を利

用して自分のニーズを満たすわけですが、そのためには制度からの役

割期待に沿った形で役割行動を起こさなければいけません。そうして

初めて制度はニーズを満たしてくれるわけです。簡単にいえば、ソー

シャルワーカーの仕事は個人がその役割実行を行えるように援助する

ことだといえます。

‘持H・ズ：役割期待と鯛実行

個人と社会制度との関係において、ニーズ＝＞役割期待＝＞役割実行＝〉サービスという

摘にニーズが満たされていく様子をテキストでは医療制度との関係で男てみました。同じ

ことをほかの 6つの社会制度、つまり教育制度、経済制度、職業制度、家族制度、社会的

協同の制度（地場社会〉、文他娯楽の制度で考えてみなさい。
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役割セット

Role set 

ニーズ

‘← - 一

役割期待

ー 回・’．『.J 

個人｜ ｜制度
役割実行

ト』，・ー 一

ザービス
一 → 「

役割葛藤

難しいのは人間には複数の役割を同時にやっていかなければならな

いことです。たとえばAさんは職場では数人の部下をもっソーシヤノレ

ワーカー、家庭では病弱の母親の世話をしている一人娘、自分自身も

病院に通っていて（患者という役割）、大学院では学生、地域では町内

会のゴミ係、自分で買い物に行かなければいけないし（消費者という

役割）、週末に友達とボーリングをするのが唯一の楽しみ（ボーリング

という娯楽制度に対する利用者という役割）です。つまり職業、家族、

医療、教育、社会的協同、経済、娯楽文化という 7つの制度に対して

それぞれ役割をもっています。もっと細かく見ると、たとえば家庭の

なかだけでも、娘、母、妻という別々の役割をもっているかもしれま

せん。そして、それぞれの役割は互いに影響を与え合います（親を介

護する娘としての役割が母として子どもの養育にあたる役割を難しく

するなど）。このように社会で生きる個人は数多くの役割をバラバラで

はなくセットとしてもっています。これを役割セット（roleset）とい

います。

この rolesetのなかの各役割が調和している場合は問題ないのです

が、難しいのは、それが互いにぶつかり合ってうまくいかないときで

す。たとえばAさんはソーシヤルワーヵーとしてもっと働きたいので

すが、病弱な母を介護しなければいけないので仕事がうまくいきませ

ん。この場合、職業制度からのroleexpectation （しっかり働くこと）

と、家族制度からの roleexpectation （母を介護すること）が両立し
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にくくなっているわけです。これを役割葛藤（roleconflict）といいま

す。この葛藤の解決を援助するのがソーシヤノレワーカーの役割になり

ますへ

UHズ：役割轍

役割葛藤の事倒をひとつ考え、隣の人と話し合いなさい。

社会関係の不調和

－－－で＝＝ニコ
役割期待

この場合の役割葛藤を言い換えれば、個人と社会制度との関係（こ

れを社会関係といいます）が複数あって、それぞれが矛盾しあう状態

になっているということです。それこそが社会福祉の援助の対象だと

いうことです。このような状況を社会福祉の援助の対象と考えます。

これを社会関係の不調和といいます。

社会福祉の対象というと世間の人々は「高齢者j とか「障害者j と

答えることがあります。しかし、年をとっているからとか、障害をも

っているからというだけの理由で社会福祉の対象になるとは限りませ

ん。元気なお年寄り、働いて生き生きしている障害者の人たちは、お

そらくソーシヤノレワーカーの援助を必要とはしないでしょう。理論的

に言えば、社会福祉の対象（のひとつ）は、社会関係の不調和なので

す。そう考えると、いままで説明しにくかったことが説明できます。

たとえば在宅の寝たきりの高齢者のことを考えてみましょう。彼ら

を、なぜソーシャルワーカーが援助しなければいけないのでしょう。

寝たきり状態だけが問題なら医療スタッフに任せておけば、それでい

14 Payne, M. (1997). Modern Social Work Theory (2nd ed.). London: Mcmillan, pp. 
160・161.
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いではありませんか。極端にいえば、病院に入れば問題は解決するで

しょう。そうではないのは、その人のニーズが医療を受けるというこ

とだけではないからです。その人は家族とともにすごしたいというニ

ーズ、住み慣れた地域や家で生活したいというニーズ、生きがいをも

って生活したいというニーズなどをもっていることでしょう。それら

のニーズは医療を受けるというニーズを優先するために満たすことが

難しくなっているかもしれません。趣味を楽しむことも、温かい家族

に固まれてすごすことも、経済的にゆとりをもって生活することも難

しくなっているかもしれません。つまり、寝たきりになってしまった

ために、さまざまな社会関係の聞に不調和が生まれてしまっているの

です。

こども病院のソーシヤノレワーカーが医療の問題だけではなく、子ど

もの教育ゃあそびの問題、子どもと家族の関係にまで目をくばるのは、

それがまさに医療スタッフではできない社会福祉本来の仕事だからで

す。

社会福祉の対象として高齢者や障害者があげられることが多いのは、

高齢者や障害者が社会関係の不調和に陥りやすい傾向にあるからです。

高齢や障害のために社会関係を互いに調和させることが難しくなって

いるのです。逆にいえば、高齢で、あっても障害をもっていても、社会

関係を調和させていれば社会福祉の対象者にはなりません。また、み

なさんのような大学生が交通事故を起こして多額の賠償金を請求され、

その結果、大学生活を続けるのが難しくなることがあるかもしれませ

ん。それは教育制度と経済制度（または司法制度を含めた社会的協同

の制度）との社会関係の不調和が生じたと考えられます。もしも大学

にスクーノレ・ソーシヤノレワーカーがいたら、その学生は社会福祉の対

象者として理解されます。高齢者ではなくても、障害者ではなくても、

社会福祉の援助を受けることはできるのです。

Unズ：社会関係の不調和

社会闘係の不調和の事倒をひとつ考え、隣の人と話し合いなさい。そして、高齢者や障害

者などが、そのような不調和を体験レやすいことを確かめ、その理由を考えてみなさい。

Unズ：文化・娯楽のサービスと地域社会

老人福祉センターが、趣昧の教室を充実させ、また地域住民の交流の揚にちなるようにし

たい。その疋めには地域のどのような団体と連携すればよいでしょうか。
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4.評価、送致、そして調整的機能

事前評価

Assessment 

Expressed 

needs 

Demand 

Felt needs 

Want 

このような社会関係の不調和が社会福祉の対象なら、それを解消す

るにはどうすればいいでしょうか。その過程を簡単に述べるなら、ま

ずは、その人の社会関係がどのような状態にあるのかを明らかにしな

ければいけません。それを社会福祉の評価的機能といいます。とくに、

この場合は援助する前に調べるのですから事前評価ともいいます。現

在では英語をカタカナ読みして、アセスメント（assessment）というの

が一般的です。このアセスメントのなかでも、ニーズが何なのかを秋

からにすることをニーズ・アセスメントといいます。

ニーズが何かということを明らかにするのは専門性が求められます。

つまり、クライエント（社会福祉の援助の利用者は通常、クライエン

トと呼びます）は自分が何に困っているか、どういうサービスが必要

かということは、わからない場合が少なくないのです。例を出してみ

ましょう。

たとえば「なんとかしてくれ」と相談室にかけこんできた女性がい

て、「子どもがわがままで学校に行かないJと訴えています。「子ども

を学校に行かせるにはどうすればいいか、アドパイスがほしいJとい

います。このようにクライエントが訴えているニーズを expressed

needs （表現されたニーズ）といいます。 Demand（要求）ともいわれ

ます。ワーカーは、この要求がクライエントの＝ーズだと思って、い

ろいろとアドバイスしようとします。しかし、ワーカーがアドバイス

を言いかけても、クライエントはそれをさえぎって、自分が子どもの

ことでいかに悩んでいるかを訴え続けます。実は、このクライエント

は自分の話を誰かに聞いてもらいたいわけです。でも誰も自分の話を

聞いてくれない。その不満と孤独感を強くもっています。この場合、

クライントは誰かに自分の話を聞いてもらいたいというニーズをもっ

ているといえます。これをfeltneeds （感じているニーズ）、あるいは

W姐 t（欲求）といいます。

ところが、ワーカーは、このクライエントの話を聞いていると、ク

ライントの問題は子どもではなく父親ではないかと思い始めます。つ

まり夫が毎晩のように泥酔して帰ってくるらしいのです。そして帰宅

後は、妻と激しい口論になる。毎夜、そういうことが続いているなか

で、子どもは落ち着いて宿題もできず、深夜まで両親が口論をしてい

るので眠ることさえできない。だから朝、学校に行く時間になっても

起きられないし、宿題も勉強もしていないので授業に出たくない。ワ
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ーカーがクライエントに「父親の行動のほうが問題なのではないかj

と聞くと、クライエントは「私は夫との生活には何の希望ももってい

ない。いまの私の生き甲斐は子どもだ。子どもにしか関心がないj と

答えました。

そこでワーカーは、このクライエントに対してソーシヤノレワークが

満たすべきニーズは夫婦関係の修復ということではないか。あるいは

夫の飲酒行動が問題なら、アルコール依存症を疑ってみて一度、受診

させることが必要ではないかと思うわけです。このようにソーシヤノレ

Normative 

needs 

Relative 

ワーカーが判断するニーズをnormativeneeds （規定的ニーズ）とい

います。

地域福祉においてはrelativeneedsという概念もあります。これは

ある地域だけが他の地域と比べてサーピスが少ない場合、あるいはあ

る人々（たとえば精神障害者）が他の人々（たとえば身体障害者）と

比べて受けられるサービスが少ないという場合、サービスの公平性と

いう観点から、サービスを充実させるニーズがあると考えます。この

場合も、地域の住民は自分たちのrelativen偶 dsに気づいていない場

合があります。なぜなら他の地域の様子を知らないからです。

needs 

つまり、ソーシヤノレワーカーは困っている人を援助するのですが、

その援助を求めている人が言ったとおりのこと（要求）を実現すれば

いいというわけではないわけです。あるいは、その人が気持ちのうえ

で必要だと思っていること（欲求）を満たしてあげることが大事だと

いうことでも必ずしもないわけですね。ソーシャルワーカーは自分の

専門的な知識をもとに、その人にとって何がニーズであるかを判断す

ることが大切です。

制服：ニーズが異なる倒

Exp res鴎 dneeds, felt needs, normative needsが、それぞれ異なる事倒を考え、隣の人と

話し合いなさい。

クライエントの要求が必ずしも本当のニーズではないという理由は

他にも考えられます。たとえば、ある高齢者は「ホームヘルパーに来

てもらいたいJという要求を出したとします。しかし、その人が本当

に欲しかったのは家事を代わりにやってくれる人ではなくて、その人

の話し相手になってくれる人でした。でも「話し相手になってくれる

人がほしい」という気持ちは、自分がみじめになってくる感じがして

口に出せなかったのです。



社会福祉の基礎理論 41

このことから、ソーシャルワーカーにはクライエントの話をうまく

聞き出す技能が求められることがわかるでしょう。クライエントは自

分が責められるかもしれないと警戒して、最初は本当のことを言わな

いかもしれません。また情緒的に混乱して冷静に話ができない状態か

もしれません。ですから良いアセスメントのためにはカウンセリング

の知識や技術は必須になります。それは心理治療を行うためのカウン

セリングではなくて、クライエントが安心して自分の話ができるよう

に援助するためのカウンセリングです情。

制パズ：カウンセリング技術の必要性

クライ工ントの話を聞くときに、ソーシャルワー力ーに力ウンセリングの技術がなかっだ

ために失敗レた倒を想像レ、隣の人と話レ合ってみなさい。その蝿合、失敗レた理由を考

えてみなさい。

社会資源

Resource 

送致的機能

Referral 

調整的機能

ニーズが明らかになれば、それを社会制度を使って満たすことを考

えます。あるいはクライエントが社会資源(resource）を使えるように

援助します。社会資源とは「福祉ニーズを充足するために活用される

施設・機関、個人・集団、資金、法律、知識、技能等の総称町です。

そして、ニーズとサービスあるいは社会資源をつなぐ社会福祉の働き

を社会福祉の送致的機能といいます。送致とは英語の referralの訳で

す。現場のソーシヤノレワーカーたちは、クライエントにサービスをつ

なげるとか、クライエントに資源を紹介するといった言い方をするよ

うです。

このように送致を行うことで社会関係の不調和を解決することがで

きることがあります。たとえば働きたいけど育児もしたいという不調

和に悩む人には、保育サービスにつなぐ（具体的には保育所を利用で

きるように援助する）ことによって援助することができます。このよ

うな社会福祉の働きを社会福祉の調整的機能といいます。調整的機能

は送致だけではなく、個人を励ましたり、アドバイスをしたり、ある

いは人間関係の調整を援助したりすることで行うこともできます。

最後に、このような援助を行ったあと、それがどのような効果があ

ったかを明らかにして、効果があればその援助を継続し（あるいは援

助を終了し）、効果がなければ別の援助方法を試さすという判断をしな

旬上智大学には幸い、心理学科があり優れた教員スタッフがいます。優秀なソーシヤルワ
ーカーになるために、ぜひカウンセリングの授業をとって勉強してもらいたいと思います。

帽 『改訂：社会福祉用語辞典』（1994）中央法規．
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事後評価

Evaluation 

ければいけません。それが事後評価といわれるものです。現場では、

英語のままエバリュエーション（evaluation)ということが多いと思い

ます。社会福祉の評価的機能には事前評価と事後評価があるというこ

とに注意してください。

UHズ：送致的機能と地域社会

地場社会で働くソーシャルワー力ーが送強的機能を果たレていくためには、地域社会をよ

く理解レ、地場社会と信頼関係を得ておくl邸要があります。その理由について考えてみな

さい。

5.主体性の原理

社会関係の不調和は、異なる社会制度から矛盾する役割期待を投げ

かけられることでした。たとえば母として子どものそばにいるか、労

働者として会社にいくか、愚者として病院のベッドに横たわるか、学

生として黒板の前に座るか、身体は一つなのですから、どれかを選ば

なければいけません。役割実行を評価的機能、調整的機能、送致的機

能によって援助するのが、ソーシャルワーカーだと言いました。しか

し、ここで、どんなふうに役割を実行していくかを決めるのは、クラ

イエント本人です。どれを選ぶかはソーシャJレワーカーが決めるので

はなくて本人が決めるのです。ソーシヤIレワーヵーは本人が自分の意

思で決めることができるように援助します。それを社会福祉の援助に

おける主体性の原理といいます。

あなたが事故や病気のために、リハピリを受ける必要がでてきたと

しましょう。そのときリハピリを受けるためには長期にわたって専門

の病院に入院することを医師から勧められます。しかし大学での勉強

は続けたい。一方、入院してリハピリを続けるには、かなり費用もか

かりそうです。これは教育制度、医療制度、経済制度の社会関係の不

調和であると考えられます。この不調和を解決するには、いろんな方

法があるでしょう。学校はとりあえず休学にする、あるいは通信制の

大学での単位に切り替える、通院しながらリハピリを受けられるよう

に医療側と相談してみるなど、いろいろ考えられます。経験のあるソ

ーシャルワーヵーなら、さまざまな解決方法を提示できるでしょう。

しかし決めるのはクライエント本人です。本人が納得して、はっきり

と自分自身の責任において決めたのだという気持ちにさせていく。そ
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れが主体性の原理に基づいた援助です。

もし、あなたがここまでの文章を充分に理解していたのなら、一つ

の疑問をもつかもしれません。それはexpressedneedsとfeltneeds 

とをnormativeneedsと区別していたのに、主体性の原理を認めると

いうとは、クライエントが要求したものをそのままソーシヤルワーク

のニーズとして認めてしまうことにならないのだろうかということで

す。たとえば5年間、部屋に引きこもっている人がいて、親がソーシ

ヤノレワーカーに相談してきた。ソーシヤノレワーカーが引きこもりをし

ている人に会うと、その人は「あと 5年間、引きこもっていたいので、

邪魔をしないでほしいJと言ったとしましょう。これは「主体性の原

理Jに照らし合わせて本人の要求をそのまま認めるべきでしょうか。

いいえ。もちろん、そうではありません。主体性の原理から見れば、

この人は部屋の外に出ることを考えたときの恐怖感から、むしろ「主

体的にJ生きることが難しくなっているのだと考えるべきでしょう。

その人が恐怖感から自由になり、本当に自分がどうしたいのかが考え

られるように援助することが主体性の原理に基づく援助だと言えますO

Mrcz：ロールプレイ 主体性の援助

あなたは社会福祉の主体性の原理をよく理解レたソーシャルワー力ーであるとします。あ

る目、ひとりの患者さんと面接しまレた。その人は自分の治療を入院でするか通院でする

か、ちし入院するなら家族のこと、職場のことをどうするかなど、さまざまな決断を自分

でする店t要がありまレた。しかし、その人は、なかなか自分で決めたがりません。人にま

かせて自分の責任を考えたくないようです。近くにいる人で 2人か 3人で組みになり、 1

人がワー力一役、 1人がクライ工ント役、そして残りの人は観察者〈あとでコメントをレま

す〉になってすすめなさい。最初は以下のようなセリフを読みなさい。

w：で、どうされますか？

C：いやあ、よくわかんないので、そちらのほうで決めてください。

W：そうはいきませんよ。あなたご白書のことですから。

C：でも、わかんないんですよ。

w ：もうすこし説明が~要でしょうか？

C：いや、もうけっこうです。

W：でち、おわかりにならないんでしょ？

C：闘い疋って、わかんないですから。

上のクライエントの態度を、あなたならどう理解しますか。また、その人の態度を蛮える

にはどうレたらいいと思いますか。ロールプレイが終ったら意見交換をしなさい。
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Health model 

Medical model 

Strengths 

perspective 

さまざまな解決方法を機械的に提示して「さあ、どれでも選びなさ

いJというのでは、主体性の原理に基づいた援助になりません。まず

は、こういう状況にある人々は心理的に混乱していたり、どうしよう

もなく落ち込んでいたりするものです。そういうときには、ゆっくり

と話を聞きます。本人が心理的に落ち着き、自分自身の状況を理解で

きるように援助します。ソーシャルワーカーは相手が心理的な混乱か

ら抜けでて自分で自分の問題を解決しようという意欲を回復するよう

に援助するとき、カウンセリングの知識と技術を使います。ただカウ

ンセリングの知識や技術を使うといっても、一部の心理療法の専門家

のように心の病んだ部分を治療するためにそれを使うのではなく、ク

ライエントの健康な部分をより力強くしていくために、エンパワメン

トしていくために仔、カウンセリングの手法を用います。

ここには、人の病んだ部分ではなく健康的な部分に注目し、それを

伸ばそうというソーシヤノレワークの基本的発想、があると思います。そ

の考え方は healthmodelとよび、病理的な部分に注目するものを

medical modelと呼んで区別することがあります情。あるいはクライ

エントのもつ弱さに注目するのではなく、潜在的な力に注目し、それ

を引き出すことを考えるのがソーシヤノレワークだという strengths

perspective （「ストレングス視点」と訳されています）があると言わ

れています旬。

UHズ：健康な部分に注目する意味

人間の「健康な部分」「強い部分」｜こ注目レて援闘する方法は、「病的な部分」「弱い部分」

に注目して援闘する方浩と出ベてどんな良さがあると思いますか。

また自分自身で主体的に問題解決ができるためには状況についての

知識や問題解決のための技術が必要です。ワーカーは、その人が必要

とする社会制度やサービスについての知識を提供し、また、いくつか

の選択をしたときの結果を教えたりします。問題を整理し、ひとつひ

とつ順序よく解決していくように寄り添うように援助することもあり

ます。しかし決めたのは自分なのだとクライエント本人が実感できな

17 ソーシヤルワークにおいてクライエントのカをさらに強くすることを「エンパワメントj

と呼びます。
~~ Pa戸 e,M.(1997).Modern Social 防止Theory(2nded.). London: Macmillan. p.22. 
t=t Miley, K. K., 0’Melia, M., & DuBois, B. (1998). G切 eralistSocial WOrk PractJ回（2nd
ed.). Boston: Allyn and Bacon, pp. 79-83. 
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くてはいけません。そうではなくワーカーが決めたのだと思えば、本

人は自分の責任を感じることなく問題解決に取り組もうとしないかも

しれません。また自分で決めて自分で実行したのだということは大き

な達成感につながり自信にもなります。

クライヱントはワーカーの援助なしで生活できれば、それにこした

ことはありません。ですから、ワーカーはクライエントが自分自身で

自分の生活ができるように援助するべきです。これを enablingといい

ます。 Enableとは誰かが何かを able（できる）ようにしていくとい

うことで、社会福祉の援助の基本的なありかたとしてよく知られてい

ます。こういう役割をするワーヵーのことを enabler（イネーブラー）

といいます200

Enablingの考え方でいえば、ワーヵーはクライヱントから（援助さ

れたということで）過度に感謝されてはいけません。過度に感謝され

たら援助は失敗だ、ったと思うべきです。援助される人は援助されたと

いう思いをあまりにも強く持たされるべきではありません。自分で決

めて自分でやりとげたのだという思いをクライエントが持つように援

助すべきです。それが主体性の原理の意味です。

社会制度と個人を結びつけるのはソーシヤfレワーカーの基本的な援

助のありかたです。これを、サービスの内容を書いた一覧表があれば

誰にでもできる簡単な仕事だと誤解している人がいます。その誤解の

原因のひとつは主体性の原理を知らないことからくるのでしょう。社

会関係の不調和への援助はサービスの一覧表があれば機械的にできる

というような、そんな単純なものではありません。

制パズ：水戸黄門

私は個人的にはTVドラマの「水戸黄門」が好きです。水戸黄門は①人を援問レています、

レかち②その援助は社会的なちのです〈少なくとも医薬晶を使った援闘ではないし、宗教

的な援闘でもない〉。では、水戸黄門は広い意味でのソーシャルワー力ーだといえるでレょ

うか。上の議論を参考にしながら考えてみてください。

20 この言葉は依存症者の治療にかかわる人々の聞では全く違う意味で使われることがあり
ます。その場合、たとえば、アルコール依存者を助けてしまい、その結果、かえって依存
症者の回復を妨げてしまう人のことを enablerといいます。 Gilmore,T. B. (1987). 
Eq田・vocal命1irits:Alcoho]jsm and Drinking in Twentieth-Century Literature. Chapel 
Hill, NC: University of North Carolina Press, p. 185. 
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6.社会関係の欠損と保護的機能

控産施設

社会福祉の対象として老人や障害者があげられることが多いのは、

高齢であることや心身に障害をもつことによって、社会関係が不調和

になりやすいからだと指摘しました。つまり、しばしば誤解されてい

ることですが、高齢であることや心身障害をもつこと自体が社会福祉

の対象なのではありません。そうではなくて、そういう状態にあると

き社会関係に不調和が生じやすいだけなのです。それは高齢や心身障

害によって社会制度がもっている役割期待を実現しにくくなる、つま

り役割実行しにくくなるからです。

役割実行が難しくなると社会関係の不調和が生じがちですが、状態

がさらに悪化して役割実行が完全に不可能になると社会制度の利用が

まったくできなくなります。これは社会制度との関係がなくなってし

まうことです。これを社会関係の欠損といいます。これが社会関係の

不調和につづく第2の社会福祉の対象です。

たとえば在宅ケアが充実していなかった時代は、多くの在宅の病弱

なひとり暮らしの高齢者たちは生活できませんでした。たとえば体調

が悪ければ病院に行くこともできません。買い物にいくことも難しい。

家族との関係も切れてしまっている。そのようなときには特別養護老

人ホームが家族制度や医療制度などの補いをすることが期待されまし

た。このように社会関係がなくなってしまっている状態を社会制度に

よって補うことを社会福祉の保護的機能といいます。

また、現在の教育制度は、かなり変わってきましたが、まだまだ児

童に心身の障害が少ないことを役割期待として持っています。その結

果、重い障害をもった子どもたちは普通の学校に入学することが難し

い。その子どもたちには教育制度との関係が欠損しているのです。そ

こで養護学校という特殊な教育制度が一般の教育制度を補完する形で

設置されています。養護学校をそのように理解すれば、これも社会福

祉の教育制度における保護的機能のひとつだといえます。

あるいは授産施設が身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、精神保

健及び精神障害者福祉に関する法律で定められていますが、これは働

きたくてもなかなか職場がない障害者たちに働く機会を提供し、また

働くための訓練をする施設です。とすれば、これは職業制度との社会

関係の欠損を補う社会福祉の保護的機能であるといえます。その他、
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家族制度の補完として児童養護施設幻が、経済制度の補完として公的

扶助制度などが例としてあげられます。

制パズ：文化娯楽憾の保護は？

文｛じ・螺楽制度との社会関係の欠損を感じている人は、どんな人だと思いますか。また、

その欠損を補うためにどのような施設力軍偏されていますか。みなさんの、ごく身近にあ

る簡設だと思います。考えてみてください。

現実性の原理

社会福祉の保護的機能をつかって社会関係の欠損を補おうとすると

き、社会福祉の援助における他の原理に矛盾することがあります。た

とえば特別養護老人ホームに入ることになった病気がちな高齢者は、

充分な医療的介護を受けるために家族から離れて生きることになりま

す。これは医療制度との関係が家族制度との関係と不調和を起こし、

結局、家族制度との社会関係を切ってでも医療制度との関係を優先し

たと考えることができます。これは一方の社会関係を満たすために他

の社会関係を切ることであり、全体性の原理に反します。また高齢者

が認知症になり、正常な判断ができなくて、どうしても自宅から離れ

たくないと主張するかもしれません。しかし高齢者自身の心身の健康

のために、あるいは家族の過剰な負担を減らすために、高齢者本人の

意思に反して老人ホームに入所することが必要になるかもしれません。

そのときは社会福祉の援助は、あくまでも本人の主体性を尊重して行

うという主体性の原理に反した援助をしなくてはいけません。

これらの原理に反した援助を行わなければいけないのは、実際に、

そうしなければ高齢者とその家族の差し迫ったニーズを満たすことが

できないからでした。このように、これまでの原理にとらわれず現実

的にニーズを満たしていこうとすることを社会福祉の援助における現

実性の原理といいます。

UHズ：保護的機能の危際性

社会福祉の保護的機能を他の機能（調整的機能、評価的機能、送致的機能〉よりも過度に

充実させた揚合、どのような問題が生じると思いますか。つまり、欠損している社会関係

21社会福祉学科の人は間違わないと思いますが、一般の人は、よく児童養護施設を養護学
校と混同します。養護学校は心身に障害をもっ児童を対象とした学校ですが、児童養護施
設の児童には基本的には心身の障害はありません。親の養護（ケア）に欠ける子ども、た
とえば父子家庭で父親が入院してしまった場合に養護施設が家庭の代わりに子どもの養
護（ケア）を行います。児童養護施設の子どもは一般の近隣の学校に通っています。
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を、社会関係の調整や送致〈社会資源の供給〉で修復するのではなく、社会福祉の側で社

会関係を提供してレまう掲合〈家族の代替になる児童養護施設を利用できるようにするな

ど〉、どのような問題が生じるかという問題です。隣の人と話し合いなさい。

7.社会制度の欠陥と開発的機能

社会関係の欠損を補う働きを社会福祉はもっと述べました。上で述

べたように病院に通うことができないから老人ホームに入るというこ

とが社会福祉の保護的機能として行われます。しかし地元から遠く離

れた老人ホームに入ることによって、高齢者がもっていた近隣地域と

のつながりは断たれてしまいます。場合によっては家族との関係も疎

遠になってしまうでしょう。

しかし、そもそも医療が通院か入院という二者選択の役割期待をす

るのではなく、地域医療制度を充実させて自宅にいながらも医療を受

けることができるようにしてくれれば、このようなことにはならない

はずです。つまり社会関係の欠損は高齢者の心身の障害やその家族の

事情の結果ではありますが、同時に医療制度の役割期待がそもそも無

理な注文であることが原因であるとも考えられます。

つまり、社会制度がもっ役割期待そのものを変えることによって、

福祉の対象、すなわちこの場合、社会関係の欠損を無くすことができ

ます。逆にいえば、社会制度に欠陥があるからこそ社会関係の欠損が

生じるのです。したがって、この社会制度の欠陥こそが社会福祉の対

象であるといっていいのです。その社会制度の欠陥をなくして改善し

ていくことが社会福祉の働きになります。それを社会福祉の開発的機

能といいます。別の例を考えてみましょう。

先に述べた授産施設ですが、これは心身の障害のために一般の職場

では受け入れられない人々の働く場となっています。しかし、その一

般の職場がこの人々を受け入れたら、そこに通う必要はなくなります。

一般の職場に障害者に対するもっと深い理解があればいいのです。こ

の場合、一般の職場に障害者に対する理解がないということが社会制

度の欠陥です。ソーシヤルワーヵーは一般の企業の人たちに障害に対

する理解を広めるように努力しなければいけません。これも社会福祉

の開発的機能です。

心身に障害があるために近隣の普通学校に行けず、パスにのって、

生まれ育った地域社会から遠く離れた養護学校に通わなければならな

くなった障害児を考えてみましょう。この子の問題のひとつは地域社
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会との社会関係の欠損ですが、もしも地域の普通の学校に障害のある

子どもも尊重されて教育を受ける設備が整えられたのなら、そんな問

題も起こらなかったはずです。つまり、これも教育制度の欠陥が、そ

もそもの問題であったといえます。社会福祉の開発的機能は障害児と

健常児との統合教育を推し進めることになるでしょう。

実は開発的機能は社会制度だけを対象とするのではなく、個人をも

対象にしています。個人を教育したり、リハピリを受けさせたりする

のも開発的機龍として考えられています。個人に能力をつけさせてい

くことによって社会関係の欠損や社会関係の不調和を克服させようと

するのです。

UHズ：開発的機能の倒

開発的機能を発揮すべきところとレて、障害児の普通学校への受け入れを司能にするよう

な教育制度の開発、障害者が働ける職場を増やす職業制度の開発を倒としてあげまレ疋。

その他の倒を隣の人と話レ合いながら考えて見なさい。

8.まとめ

以上で、岡村理論の半分を説明したことになります。岡村理論の特

徴は、おぼえやすいことだと私は思います。現場で働くソーシヤノレワ

ーカーは本を片手に仕事をするわけにはいきません。ですから複雑で、

記憶しにくい理論は現場では役にたちません。岡村理論は社会福祉と

はどういうものかを簡潔に示しています。みなさんが現場に出て、ソ

ーシヤノレワーカーとして働くとき、自分のソーシヤルワーカーとして

の働きを振り返ったり点検したりするときに、この理論を使ってみて

ください。

簡単に復習してみますと、まず社会福祉は人間の社会的ニーズ、を社

会的に（社会制度などによって）満たしていこうとします。これが「社

会性の原理j。人間の社会的ニーズを満たすには7つの制度があったの

ですが、これらの社会制度を全体的に満たしていくのが「全体性の原

理J。しかも、その社会制度との関係を援助していくとき機械的に制度

にあてはめていくのではなくて、問題をもった本人の主体性を重視す

るというのが「主体性の原理」。また、さしせまった本人のニーズを判

断して現実的に援助しようとするのが「現実性の原理Jでした。

これらの原理にしたがって、何を対象として援助するのかといえば、
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まず、複数の社会制度を同時に利用することの難しさ（社会関係の不

調和）を克服する援助をします。さらに社会制度から求められた役割

期待を満たせないために社会関係が無くなってしまった状態（社会関

係の欠損）を援助します。一方で、制度の役割期待がかたくなすぎて

（社会制度の欠陥）、多くの人が、その社会制度との関係をつくるのに

困難を感じることがありますので、そのときはその社会制度そのもの

を変えることが社会福祉の対象になります。

では、どのようにして、それらの対象に向かっていくのでしょう。

まず、社会関係の不調和には社会関係を調整します。それが調整的機

能でした。社会関係が欠損しているときには個人は既存の社会制度に

よってニーズが満たされないのですから危険な状態にあります。社会

福祉は、その人を保護する必要があります。それが保護的機能です。

その人の病気が直ったり障害が軽くなったり、その人に知識さえ与え

れば、その保護も必要となくなるときがあります。その場合、治療や

リハビリを受けさせ、その個人の能力を開発していくことが必要にな

ります。それが開発的機能です。さらに社会制度に欠陥がある場合は、

社会制度そのものを変えていきます。それも開発的機能です。以上の

ようなことを行うためには、個人が社会制度とどのような関係にある

のかをはっきりと理解しなければいけません。それが評価的機能です3

評価には assessmentとevaluationがありました。また個人と制度を

結びつけることを社会福祉の送致的機能といいました。以上、送致、

評価、開発、保護、調整という 5つの機能を、岡村は社会福祉の機能

と呼んでいます。

社会性の原理，社会制度 Socialinstitution，社会的ニーズ， Socialneeds，保健・医療，経

着，職業，家族，文化・娯楽，社会的協同・司法，教育，全体性の原理，役割理論， Role

theory，役割期待， Roleexpectation，役割実行， Roleperformance，役割行動， Role

behavior.，役割葛藤， Roleconflict，役割セット， Roleset，社会関係の不調和，評価的機能

事前評価，Assessment,Expressed needs, Demand, Felt needs, Want, Normative needs, 

Relative needs，社会資源， Resource，送致的機能， Referral，調整的機能，事後評価，

Evaluation，主体性の原理， Healthmodel, Medical model, Strengths perspective, 

Enabling, Enabler，社会関係の欠損，保護的機能，授産施設，社会制度の欠陥，開発的

機能，現実性の原理
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前章で社会福祉を基本的にどう理解するかを述べてきました。次に、

そういう社会福祉が歴史的にどのようにつくられてきたのかを、やは

り岡村理論の枠組みで紹介しましょう。その歴史的な経過のなかで地

域福祉という概念が生まれてくるからです。

金余談：歴史跡質を語る

なんでも本質を見るには、その成り立ってきた経過、歴史をみるとよい。日本という園を

理解するには日本の歴史を知ることだ。そレて、より重要なことは国が自分の歴史をどの

ように語るかによって、国が自己をどのようにとらえているかが明らかになるということ

だ。人物についての理解宅、自己の歴史をどのように語るかに耳を傾けるとよいだろう。

1.救貧法の始まり

社会福祉の対象は社会関係の不調和と欠損、それに社会制度の欠陥

であると述べました。しかし社会福祉の長い歴史のなかで、そのよう

に社会福祉の対象が限定されたのは、最近のことです。社会福祉の対

象は、その歴史のはじめにおいては貧困でした。より正確に言えば、
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ヱリザベス救

貧法

衝にあふれる乞食の対策が社会福祉の始まりだったのです。

社会福祉制度を世界で最初に整えたのはイギリスでした。 1601年に

制定されたエリザベス救貧法（ElizabethanPoor Laws）は、世界最

初の社会福祉の法律だといわれています。しかし、それは貧困者を援

助するというより乞食を取り締まる法律でした。というのも、そのこ

ろイギリスの街は乞食であふれでいたのです。救貧法以前には乞食を

処罰し処刑する残虐な法律がいくつもつくられていました。たとえば

1547年法という法律は以下のようなことを定めていました。

浮浪者は胸にV字（vagabond［浮浪者］の略）の焼印をおされたうえで 2

年間奴隷として働かされ、逃亡した場合には前額もしくはほおに S字

（由.ve［奴制の略）の焼印をおされて永久に奴隷として扱われた。さら

に、再犯した者は死刑に処された。 t

イギリスの街の広場には絞首刑された乞食の死体が毎日のようにぶら

さがっていたそうです。しかし、それでも乞食は減りませんでした。

そのひとつの原因は 1533年のイギリス王へンリー8世が自らの結

婚問題のためにローマ法皇から破門され、王はそれに対抗してイギリ

ス全土の修道院を弾圧したからでした。修道院には多くの貧困者が保

護されていました。修道院をつぶされて無数の貧困者たちは乞食とな

るしかありませんでした。また新しく貧困になった人たちも修道院の

保護をあてにすることはできず、乞食になるしかなかったのです。ま

た、イギリスが島国だったことも乞食たちに新天地を見つけることを

許しませんでした。

一方で、 16世紀から羊毛産業から盛んになりました。領主たちは自

分の領地で農民に農業をさせていましたが、自分の領地を畑にするよ

り、ヒツジを飼って、その毛を売った方がずっと金になることに気が

つきました。そこで領主たちは農民を追い出し、そこにヒツジを飼っ

たのでした。それまで柵のなかった農地はヒツジの牧草地になるため

に、つぎつぎと柵で固まれました。それが囲いこみ運動でしたロ農民

は農地から追い出され、行くところもなく都市に集まり乞食になった

のでした。この動きは 18世紀後半にまでおよびました。

16世紀には都市に毛織物工業の工場がたくさんありました。貧しい

農民は争ってその工場で働こうとしました。そこは劣悪な労働条件で、

そこで長期に働くことは病気と死を意味していました。いくら労働条

唱右田紀久恵・高津武司・古川孝順編（1977）『社会福祉の歴史：政策と運動の展開』有斐閣，
p. 24. 
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件を悪くしても働き手はいくらでもいるのですから、工場主が労働者

たちの健康を考慮することはありません。病気と家族の死のあとには

貧困が待っていました。親を亡くした子どもたち、病気になって働け

なくなった人たちが乞食になりました。このような社会背景のなかで

乞食は都市をあふれさせ、いくら処罰しても乞食が減らなかったため

に救貧法が作られたのでした。

Wo巾ypoor 

Unwoはhy

poor 

エリザベス救貧法が出した考え方で、今日でも大きな影響を与える

ものとしては、 worthypoor （救済に値する貧民）と unworthypoor 

（救済に値しない貧民）に分けたというものがありますえ救済に値す

る貧民とは障害や年齢の問題（若すぎる、または老いている）、育児の

ために働けないと思われる人々で、一方、救済に値しない貧民とは、

怠惰のために貧困状態に陥ったのだとみなされた人々をいいます。こ

こには「生活が困窮している人は、もともと自分の怠惰や過失があっ

たためにそうなっているのだから、援助する必要は無い」という考え

方がありましたえまた救済をするしないを決める前に厳しい資産調査

資産調査

Means test 

(means test) 4、つまり保護を求めている人が実際にどれくらいの資

産をもっているかを調べることですが、それもこの法律のもとで行わ

れました。

救貧事業と劣等処遇の原則

ところが 1601年のエリザベス救貧法以降も貧民はますます増えて

いきました。エリザベス救貧法は貧困の人々を救うことはできなかっ

たのです。一方、貧民が増えるにつれて救貧法の実施にかかる費用も

増大していきました。

労役場

Workhouse 

そこで 17世紀後半には労役場（workhouse）という施設が設置さ

れます。労役場は 1722年の労役場テスト法によって定められること

によって急激に広がっていきます。この労役場は 18世紀後半には、

働ける貧民も働けない貧民も区別しないで収容する施設となります。

地域福祉の観点から見れば、この労役場の問題点は施設の外で保護す

Victim 

blaming 

2 Barker, R. L. (1995). The Social防止D1ぬ；onary(3rd ed.). Washington, DC: NASW 
Press, p. 396とp.411.

3 このような発想はvictimblaming （被害者非難）といわれ、社会福祉の発展を妨げる基
本的な考え方であるとされています。似たような発想は、学校の「し、じめJの問題におい

ても、「し、じめられるのは、いじめられる子どもに問題があるからだJという考え方とし
て出てきます。 Barker,op. cit., p. 402 

4 ミーンズテストとカタカナで書くことも多いです、ただ資産を調べるのではなく公的扶助

との関連で行われることを強調するためです。現在の生活保護法でも行われています。
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Outdoor relief 

Indoor relief 

マルサス

人口論

改正救貧法

る院外保護（outdoorreliefうよりも、施設のなかで保護する院内保護

(indoor relief)のほうが経済的に安くすむということを社会福祉の

歴史のうえで断定してしまったことです。地域福祉の考え方でいえば、

院外保護のほうが重要であることは言うまでもありません。

18世紀半ぽになると産業革命が起こります。 1765年にワットは蒸

気機関を発明し、 1781年にはワットは蒸気機関で工場の機械を動かす

ことに成功しています。一方、産業構造の激変によって貧民はますま

す増えていきます。そして 1789年7月 14日のフランス革命は、貧民

者の増大による社会不安をイギリスの支配者階級に感じさせました。

その結果、 1795年、スピーナムランド制度（SpeenhamlandSystem) 

が発足しました。これは最低生活基準を設定し、それより低い生活を

している人には働いている人にも手当を支給するというものでした。

この制度によって救済費は急搬に増大してしまいました。そして、

そのような事態に大きな影響を与えたのがマルサスの理論

(Malthusian theory）でした。マノレサスは、その『人口論』（1798年）

のなかで、人口はネズミ算的に幾何級数的に増える（つまり 2,4, 8, 16, 

32,64というふうに）が、資源は等差級的にしか増えない（つまり 2,

4, 6, 8, 10というふうに）。したがって人口は必要な資源よりも多くな

るのが自然であり、生活できない人びとが出てくるのも自然なことだ

と述べたのでした。この考え方は費用の増大に苦しんでいた救貧制度

を見直すきっかけになり、スピーナムランド制は廃止され、貧民にも

っと厳しい制度がつくられました。それが 1834年に成立した改正救

貧法でした。

救貧に必要な費用の増大は国民に疑問を感じさせました。「私たちの

税金で、どうして乞食を助けなければいけないんだ」と、多くの人が

思っていました。だから、たとえ乞食を助けても国の助けを得ないで

がんばっている国民たちの誰よりも『下の生活Jをさせておくことが

大事だったのです。国の助けを得ないで努力している人たちよりも、

良い生活を貧困者たちにさせてしまったら、みんな国の援助を受けた

がるだろう、それでは「怠け者jばかりの国になってしまい、国が破

産してしまうと、政府（と、それを支持する市民たち）は考えたので

した。つまり、助けても、必ず助けを受けていない人よりも下等な生

活をさせることという原則をつくりました。それが劣等処遇の原則

(Principle of Less Eligib出ty）でした。

劣等処遇の原則を実施するために、最もよく使われたのがそれ以前

からあった労役場（workhouse）でした。そこに援助の対象になる貧
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民を押し込めて働かせるのでした。それは怠惰への罰という意味もあ

りました。まさにそれは懲罰的処遇でした。その施設に入ることなく

して援助を受けることはできませんでした。これを院外保護の禁止と

いいます。つまり援助を求める人が住み慣れた地域に住みながら援助

を受けることができるという、現代の地域福祉では当たりまえの原則

が劣等処遇の原則によって否定されたので、した。

懲罰的処遇

生活水準

援助されない人々

工
J

このような劣等処遇の原則で行われる社会福祉事業を救貧事業とい

います。日本の場合、救貧事業は 1929（昭和 4）年につくられ、 1932（昭

和 7）年に施行された救護法からはじまるといわれています。イギリ

スに後れること約 100年ですね。もっとも、それ以前にも 1874（明

治 7）年に憧救規則というものが作られていました。しかし、それ

は法律と呼べるほどのものではありませんでした。

Mパズ：現代の劣等処遇

劣等処遇の原則は、前世紀のイギリスの社会福祉制度から生まれたちのですが、現代の日

本の社会ではどうでレょうか。たとえば2001年5月28日の読売新聞夕刊の記事によると、

大阪市でホームレスをレていた女性が 33000円の冷蔵庫を買い疋いと福祉事務所に支給申

請し疋のですが、「生活必需昆ではない」と判断されて却下されたそうです。生活保護を受

けている人が冷蔵庫を買うためには、生活費として受けているお金を節約して、それで買

うしかないわけです。また生活保護を受けるときには自動車や貴金属、不動産など資産価

値の高いものは換金処分するよう言われることがあります。これだけを見ると、いまの日

本の社会福祉には劣等処遇の原則が活きているような印象を私はちつのですが、みなさん

はこのことについてどう思いますかロあなたの意見を隣の人と交換レなさい。

救謹法

姐救規則
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2.保護事業と回復的処遇の原則

分類保護の原

則

劣等処遇の原則の援助では貧困者は、いつも下等な生活を強いられ

ていました。そこから、はいあがるのは自力で行うべきだと国は考え

ていました。貧困からはいあがれないのは貧困者が怠けているからだ

と決めつけていました。それはすでに述べたようにvictimblamingの

色彩が強いものでした。

劣等処遇が行われていた 19世紀は、プルジョワたちが活躍した時

代でもありました。プノレジョワジー（ブルジョワ階級）は産業革命の

波にのって、たちまち金持ちになった人びとでした。それまでの社会

は封建領主と農奴、つまり、たいへん豊かな人たちと、たいへん貧し

い人たちの両極単に分かれていたのでしたが、近代の産業革命を経る

と、その中間に位置する少し豊かな人たちが出てきたのでした。それ

がプルジョワジーです。そのブルジョワたちは、もとは貧しい人たち

でしたから、王様や貴族のように貧民には冷淡ではありませんでした。

あとで述べるように多くのブ、ルジョワたちが、ボランティアとして貧

困者を援助しようとしました。

そういうプルジョワたちが貧民たちと接しているうちに発見したこ

とは貧困には原因があるということでした。貧困者たちは自分が怠け

ていて貧困になったわけではなかったのです。誰だって豊かな生活が

したいのです。それができない理由があったので、す。

「1905・9年の救貧法および失業に関する王室委員会」というたいへ

ん長い名前の委員会は、そういう貧困者の援助活動をしていた人たち

によって構成されていました。彼らは貧困者の調査をして、貧困の原

因は怠惰ではなく、病気や障害、失業、それに両親のケアを受けない

で育った児童期にあるとしました。したがって病気や障害をもっ人に

は治療やリハビリの機会を与え、失業している人には仕事を与え、両

親のケアを受けないで放任されている児童には適切な保護を与えれば

貧困はなくなると考えたのでした。これは画期的な発想の転換でしたコ

いままでは貧民はまとめて労役場に送っていたのです。ところが処遇

が貧民の特性によって変えられ、貧民は分類されて援助を受けること

になりました。これは分類保護の原則といわれていますえ

「1905・9年の救貧法および失業に関する王室委員会Jは、将来の社

会福祉をどのようにすべきかということで意見をまとめようとしまし

S 岡村重夫（1983）『社会福祉原論』全国社会福祉協議会， p.36. 
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多数派報告書

たが、意見がふたつに分かれてしまいます。その多数派の意見は多数

派報告書(MajorityReport）として知られています。（実は少数派報告書

は後の福祉国家を構想するもので、非常に先進的な考え方を提示して

いました）。多数派報告書は、社会福祉は劣等処遇の原則ではなく、回

復的処遇の原則（Principleof Curative’l'reatment）によって行われ

るべきであると主張しました。つまり、援助はその人が自分のもつ困

難から回復できるように援助すべきだということです。病気になって

いる人には治療の機会を与え、失業で貧しくなっている人には仕事を

与え、孤児として放任されている児童には保護を与えて、それぞれの

困難から回復できるように援助すべきだとしたのです。このような原

則で行われる社会福祉事業は保護事業と呼ばれます。

生活水準

寸「
J

援助の対象者

イギリスでは、多数派報告書をうけて 20世紀はじめから保護事業

が行われるようになりました。日本においてはそれは日本国憲法が発

布された戦後からといわれています。ここにおいて救貧事業では 100

年だった後れが、保護事業では50年に縮まったわけです。

Mパズ：保護事業の問題点

保護事業の問題点を隣の人と話し合い、少なくとも2つ、・考えて男なさい。

3.福祉国家と予防の原則

回復的処遇の原則の欠点、は、実際に人が困難に陥ってしまってから

援助するということです。回復的処遇は事後の処遇なのです。ですか

ら貧困者を援助することはできても貧困者を無くすことはできません。
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少数派報告書

Beveridge 

report 

Welfare s加te

Warfare s匂te

普遍的処遇の

原則

「1905-9年の救貧法および失業に関する王室委員会」には多数派報

告書と少数派報告書があり、多数派報告書が保護事業の基礎を築いた

ことはすでに述べました。実は、少数派報告書は保護事業の上のよう

な欠陥をすでに見抜いていたのです。つまり保護事業は事後の援助で

あるのに対して少数派報告書は予防の原則（Principleof Prevention) 

を強調します。予防の原則とは、人々が援助を求める前に、そういう

事態にならないように援助しようとするものです。したがって、その

援助対象は、すべての国民になります。ここに至って福祉の対象は全

国民にまで広がりました。

生活水準

福祉国家

予防の原則

サービスを

受ける国民

予防の原則は、 1942年、ベヴァリッジ委員会報告書（Beveridge

report）おいて具体化され、世界大戦後のイギリスの国家構想によっ

て実現されました。予防の原則に基づき、社会福祉サービスを全国民

に提供する国家を福祉国家（we首位estate）といいます。もともとド

イツ・イタリアを戦争国家（w紅 farestate）と呼んでいたので、それに

対抗して作られた言葉でした。イギリスは世界大戦が終わる 3年前に、

すでに戦後の福祉国家の構想をまとめていたんですね。昭和 17年の

日本と比べると、ずいぶん先を見通す目があったと思います。

予防の原則は普遍的処遇の原則と呼ばれることもあります。つまり

全国民にサービスを提供するだけではなく、そのサービスが生活のす

べての面にわたって提供されるのでした。「ゆりかごから墓場まで」

(cradle-to・grave）という言葉はここから出てきました。具体的には

前章で述べた 7つの社会制度を考えてみてください。つまり、それま
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での社会福祉は貧困問題のみを扱うものでした。ところが普遍的処遇

では経済、職業、医療、教育、家族、文化、司法というあらゆる生活

の側面にかかわるサービスを提供します。

貨幣的ニーズ 日本の研究者たちは、よく貨幣的ニーズと非貨幣的ニ｝ズというい

非貨幣的ニーズ いかたをしますが、これまで貧困（「貨幣がない！ j）だけがもっぱら

問題であったのが、貨幣に置き換えられないニーズにも対応しようと

しはじめたのです。日本でこのような体制が整ったのは社会福祉六法

（生活保護法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、身体障害者福祉法、

老人福祉法、知的障害者福祉法）がそろった 1960年代後半からだと

いわれています。

一般的ザーピスと特掠的サービス

先ほど、私は社会サービスという言葉を使いました。つまり、これ

まで社会福祉サービスと考えられていたことも、福祉国家になってか

らは一般的な社会サ｝ピスとして見られるようになったのです。典型

的なのが貧民学校です。貧困児童には特別に学費を援助して社会福祉

の保護事業として学校をつくっていました。しかし教育制度が全国民

を対象にすることによって、貧困児童も普通の学校に行くことができ

るようになりました。とすると、それはもはや社会福祉サービスと呼

ぶより、教育という一般の社会サ｝ピスと呼んだ方がいいのです。

みなさんの近くに公民館がありますね。そこでは公民館の職員がい

て、市民の学習会や講座が公務員である公民館職員によって企画され

たりします。あれも、むかしは貧困者を相手に社会福祉サーピスとし

て行われていたと考えられます。ところが福祉国家になって貧困者だ

けではなく、一般市民も公民館の企画する学習会や講座に参加できる

ようになりました。

医療制度もそうです。むかしは貧困者だけが治療費の援助を国から

もらっていました。ところが、いまでは国民皆保険制度によってすべ

ての国民が国家の補助をうけて医療を受けています。これも以前は特

別な人が受けていた社会福祉サービスが、すべての国民を対象にした

一般の社会サービスに変わった例です。

このように福祉国家においては多くの社会サービスが国民全体を対

象にして与えられています。これが前に述べた 7つの社会制度なので

すね。ところが高齢であったり、障害をもったりすることによって、

これらの社会制度の役割期待を満たすことができず、そのために、そ

の社会制度を利用できない人びとがいます。つまり社会関係の欠損で
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悩む人びとがでてくるのです。そのとき社会福祉は保護的機能を発揮

します。そこで行われるのが一般の社会サーピス（generalservices）に

対して、特殊な社会サービス（specialservices）といわれますe。

学校制度を例にあげると、普通学校は generalservicesにはいりま

すし、養護学校は specialservicesになります。一般の人々の職業相

談所が generalservicesであれば、障害をもっ人のための職業相談所

は specialservicesになります。くり返しになりますが社会制度から

の役割期待に応えられない、または応えにくい人びとが special

servicesの対象になります。

しかし、前にも指摘しましたように、社会制度からの役割期待には

柔軟性が求められています。つまり一部の人びとが社会制度の役割期

待に応えることができなくて、それを利用できないという事態は社会

制度の欠陥でもあると考えるのでした。ですから、できるだけすべて

の人が利用できるように社会制度も改善されていかなければいけませ

ん。ここでいう社会制度はgeneralservicesと重なります。つまり、

いいかえれば福祉国家がgeneralservicesとspecialservicesを供給し

ているのであれば、 generalservicesをより拡大し、逆に special

servicesを縮小していく方向に進めていくべきだということです。

この一般的サービスの優先性は、ときどき老人や障害者、両親のケ

アを受けていない児童などを後回しにして、一般の市民へのサービス

を優先することだと誤解している人がいます。そうではありません。

一般的サーピスから締め出されている人を、できるだけ一般的サービ

スを充実させることによって中に含んで、いこうとします。たとえば職

業相談所で障害をもった人の相談も受けつけられるようにして（その

ためには一般の職場に障害への理解が深まることが大切ですが）、障害

者専用の職業相談所は要らないようにしていくのが福祉国家の方向だ

ということです。

この一般的サ」ピスの優先性を徹底させると障害をもった人は障害

者のためだけの特殊なサービスを利用することなく、一般の人々が誰

でも利用している一般的なサービスだけを利用することによって生活

するようになります。すると障害があるということが社会的に特別な

意味をもつことはなくなります。この場合のサーピスは交通や住宅、

ー似たような言葉に田lectiveprograms ・ universal programsとし、う対の概念があります

が、これは所得の多少によって利用者を分けるものです（B町民r,R. L. (1995). op. cit.）。
ここでいう specialservicesとgeneralservicesの利用者の違いは所得の差ではなくて、

役割実行を難しくしている特殊な状況（障害の有無など）です。
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職業など、あらゆる分野を含めます。そう考えると一般的サービスの

優先性がノーマライゼーション（normalization）を実現には不可欠で

あることがわかります。

UHズ：…lization

一般的サービスの優先住がノーマライゼーションに不可欠であることを、専門用語を使わ

ないで一般の人に説明するように隣の人に自分の言葉で説明しなさい。専門用語を使わな

いで福祉の問題を説明することはソーシャルワー力ーにとって重要な仕事です。

UHズ：福祉国家の限界

至れり思せりの感じの福祉国家ですが、それでも欠点があるようです。それはどのような

欠点だと思いますか。社会レベルでの問題点と、個人レベルでの問題をそれぞれ考えてみ

なさい。

よくある答えが「福祉国家は金がかかりすぎて、経済成長にはマイナスだ」というもの。

ところが、このあいだある政治家が「福祉は金になる」と言っていました。疋とえば「老

後の福祉サービスがないと老後が不安だから、高齢者たちはお金を使わない。いま日本で

いちばん金をもっているのは高齢者だ。その高齢者がお金を使わないと金が社会に周らな

い。金が周らなければモノが売れない。モノが売れなければ経済が惇滞する。だから福祉

サービスは経済的にプラスになる。また福祉で雇用を増やせることも経済にとってプラス

だ」という論理でレた。これは別に彼が言い出レた発想ではないけれども、わかりやすい

言い方でし疋。というわけで上の答えは少なくとも「お金」のことではないことにレまし

ょう。

制パズ：車イスマーク

私が大学生のころ、車イス利用者でち使えるトイレや電話ボックス、エレベータなどが、

あちこちの公共施設や道路沿いに作られはじめました。そのようなトイレや電話ボックス

には、当時、かならず「車イスマーク」が賠られていました。私の友人で牽イスを使って

いる人たちは、そのマークを剥がす運動をやっていまレた。彼らは車イス利用者でち使え

るトイレや電話ボックスが増えることを、もちろん歓迎していました。では、なぜ、その

マークをはずす必要を感じていたのでレょうか。その理由を考えてみてください。

専門的社会福祉の必要性

このような福祉国家は良いことばかりのような感じを受けるかもし

れませんが、果たしてそうでしょうか。完壁な福祉国家があれば、そ
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れで社会福祉の問題は解決するでしょうか。たとえば福祉国家のなか

で人間の社会的＝｝ズをみたす、すべての制度が充分に整っていると

します。つまり前章で説明したような 7つの制度が個人を囲んでいる

とします。それでニーズを満たすことができるかということですね。

ここで、ようやく話が一回りしたようです。つまり、この時点にお

いて、ようやく前章で述べた社会関係の調整、社会関係の欠損、社会

制度の欠陥という現代の社会福祉の対象が浮かび上がってきます。福

祉国家の段階を経て、やっと社会福祉の専門性が現れる基礎が築かれ

たのです。

専門的社会福祉

福祉国家：予防の原則

｜保護事業：回復的処遇の原則

救貧事業：劣等処遇の原則

ヱリザペス救貧法， 1601年， WO同hypoor, unwo巾ypoor，資産調査， meanstest, victim 

blaming，労役場， WO欣house,ou制oorrelief, indoor relief，マルサス，人口論，改正救貧

法， 1834年，劣等処遇の原則，懲罰的処遇，救貧事業，救護法，也救規則，分類保護の原

則，多数派報告書，回復的処遇の原則，保謹事業，少数源報告書，予防の原則，

Beveridge report, Welfa陪 S也te,Wa向 res也te，普通的処遇の原則，貨幣的ニーズ，非貨

幣的ニーズ， generalservices, special services, selective prog悶ms,universal prog悶ms,

normalization 



8。白t1L飽縫合留組

1.救貧法以前の福祉

法律による社

会福祉

Statutory 

social 

services 

前章で社会福祉の歴史的流れを見てきました。それは救貧事業には

じまり、保護事業、福祉国家の段階を経て、専門的社会福祉へと発展

してきたのでした。しかし、ここで疑問がおこります。エリザベス救

貧法が社会福祉の最初の法律なら、それ以前の福祉はどうなっていた

のでしょう。社会福祉がそもそも人間の社会的ニーズを満たすことで

あれば、人間の社会的ニーズは人聞が社会を形成したとき（それは人

類が出現した時期と重なるだろう）から、あったはずです。救貧法以

前は人間は、どうやって社会的ニーズを満たしていたのでしょう。

実は、前章で見たのは、社会福祉そのものの歴史的流れではなく、

法律にあらわれた社会福祉に限定したうえでの歴史的流れだったので、

す。しかし、いま述べたように人間の社会が発生して以来、人間の社

会的ニーズはあり、したがってその社会的ニーズを満たす仕組みもあ

ったはずです。

ここで、社会福祉は大きくふたつに分かれていることに気づきます。

つまり法律による社会福祉（sta加 torysocial services）と、そうでは

ない社会福祉です。法律によらない社会福祉は法律によって強制され
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ることなく、人々が自分からつくっている社会福祉ということで自発

自発的社会福祉 的社会福祉（voluntarysocial services）といいます仁この訳語が社

Volun也rysocial 会福祉士の国家試験には出てくるようですが、私が気にいっているの

services は、岡本栄ーが使っている保障する福祉と参加する福祉という訳語で

す2。前章で、述べたのは保障する福祉の歴史であったわけです。もうひ

とつ、参加する福祉が残っています。実は、こちらの方が地域福祉に

とっては重要であると私は考えています。その歴史について簡単に述

べておきましょう。

2.相互扶助と慈善・博愛事業

相互扶助

Mutual aid 

自発的社会福祉、あるいは参加する福祉として最初にあったのは、

相互扶助（mu加 al坦d）でした。つまり、たすけあいですねえ「たす

けあいが、どうして社会福祉なの？ Jと、不思議に思うかもしれませ

ん。しかし、人間の社会的ニーズを満たす社会の仕組みが社会福祉な

のですから、たすけあいもまた社会福祉なのです。

たすけあいは、もっとも古い形の社会福祉ですが、現代においても

重要なものです。とくに地域福祉にかかわるソーシャルワーカーは地

域住民のたすけあいの輸をつくるのが仕事だといっても過言ではあり

ません。

ただ、たすけあいの形は古代と現代とでは大きく違うでしょう。古

代においては、血縁や近隣の人びとと、たすけあうのが基本だったで、

しよう。しかし、現代においては通信・交通の発達により、遠く離れ

た人とも出会い、助けあうことができるようになりました。とくに 21

世紀になってからは情報技術の発達によって通信手段が飛躍的に発展

しています。たとえばインターネット上に、いま無数のたすけあいの

グループが作られています。同じ病気や悩みをもった人どうしが太平

1ただ、人間の社会的ニーズを満たす社会的仕組みのなかで、法律に明記されていないもの
は、すべて人々の自発的な意思によるものだというのは疑問だ。たとえば地域社会のしき
たりのようなものは、その地域で力のある者にとっては自発的なものなのかもしれないが、
カの弱い者にとっては法律よりもさらに厳しい強制的なものかもしれない。

2岡本栄一（1987）「ボランティア活動の分水領」小田兼三・松原一郎編『変革期の福祉とボ
ランティア』（pp.220・254）ミネルヴァ書房．

3 fたすけあい』という和語をつかわずに「相互扶助」という漢語を使うのが一般的です。
しかし、ここに日本の学問のあり方の問題点がよく現れていると思います。学問の用語が、
日常用語と離れてしまっているのです。だから日本においては社会科学が発展しにくいの
ではないかと内田は書いています。内田義彦（1971）『社会認識の歩み』岩波書店．
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Caritas 
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洋、大西洋を越えて活発に情報交換しています。また知らない人どう

しが、インターネット上で顔をあわせて話し合うグループも、つくら

れてきています。私はこのような新しいたすけあいの形を支援してい

くことこそ未来の地域福祉の姿であると考えています（残念ながら少

数意見ですが）。

自発的社会福祉として相互扶助の次に歴史上に登場するのが、慈善

事業です。「慈善Jというと、なぜか一般には「してやっている」「助

けてやっているj というような、上からの恵みのような援助としてマ

イナスの印象をもって語られることが多いようです。しかし慈善事業

は専門用語としては、宗教上の動機から行われる自発的社会福祉をい

いますてキリスト教では、神の愛（caritas）として、仏教では慈悲心

として貧しい人びとの救済が行われたのでした。現在でも church

social workという名称で欧米では広く行われています。

19世紀になると、プルジョワジーによって博愛事業が行われます。

博愛事業では、慈善事業とは違って宗教上の動機はありません。その

代わりに人道主義Chumanita且組ism）が、彼らを支えていました。博

愛事業はソーシヤ／レワ｝クの援助技術を生み出しました。ケースワー

クも、グ‘ループワークも、コミュニティワークも、すべて博愛事業か

ら生まれたものだといっても過言ではありません。なぜ救貧法のもと

で行われたstatutorysocial servicesではなく、また慈善事業からで

もなく、博愛事業のなかから援助技術が考えだされたのかという問題

は非常に興味深いものです。この問題について論じた本や論文を私は

知りませんが、私なりに考えれば、たぶん理由は次のようなものだっ

たのでしょう。

つまり statutorysocial servicesは基本的には「役人jによって行

われる福祉でした。貧困者と接する人々は仕事として役目として、い

わば自分自身と家族の生活のため、給与のために、そうしていたわけ

です。おそらく貧困者たちに愛情と尊敬をもって接するということは

少なかったで、しよう。もともと乞食対策から始まった政策で、したから

役人たちの貧困者に対する態度は、おおむね侮蔑的なものであったと

想像できます（劣等処遇の原則そのものが貧困者を侮蔑的に扱うもの

でした）。そのような環境のなかで役人たちが貧困者を援助する方法を

真剣に考えたとは思えません。

一方、慈善事業に従事する人々は貧困者に愛情をもって接していた

4 岡村重夫（1983）『社会福祉原論』全国社会福祉協議会， pp.15・19.
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でしょう。なぜなら、神の愛、仏の慈悲心を実践するために貧困者を

援助していたのですから。ただ、その貧困や生活の問題については宗

教的な解釈をしていたに違いありません。彼らが、なぜ貧困に陥るの

か、どうやったら、その困窮した生活から脱却することができるのか、

そういった疑問を社会科学的な発想から考えることはなかった。だか

ら援助技術を考えるという発想には至らなかったのだと思います。

Mパズ：現代の相互扶固と慈善事業

現代においても相互扶聞と慈善事業は自発的社会福祉のなかで大きな位置を占めるものだ

と思います。その現代的な意義を、過去のものと比べて考え、隣の人と話レ合いなさい。

The 

settlement 

house 

movement 

パーネット

トインビー・ホ

ール

セツルメント

博愛事業は、プノレジョワジーのなかでも大学の学生や教員などとい

った知識階級町こよって進められていました。その代表的な活動がセツ

ノレメント（settlement）でした。セツルメントは社会福祉の多くの援助

技術が生まれた母体であり、地域福祉の原点となる活動でもあります。

Settlementという英単語自身は「住みつく jというような意味であ

り、大学の学生・教員たちがロンドンのスラム地区にセツルメントハ

ウスと呼ばれる建物をっくり、そこに住みつき、地元の住民と交流し

たのでした。そのためセツルメントハウス運動（thesettlement house 

movement）と呼ぶこともあります。 1884年に英国の牧師ノ〈ーネット

夫妻によって始められたトインピー・ホールが世界最初のセツルメン

トとして有名です。

それまでの貧困者への援助は金持ちたちがスラム地区に立ち寄って、

感傷的な気持ちになって食べ物や衣類を恵んでやるという形だったの

です。ほんとうに貧困者たちが、どんな思いでその地区に住んでいる

のかを考えようとはしなかった。そういういいかげんな施しをやって

いると「職業的な乞食」が現れ、その金持ちたちの前だけでは「貧し

く哀れな姿」を見せるe。そして施し物を独占する。そういう人々が出

S現代の日本においては大学生や大学教員が知識階級であるとはいえない。大学は大衆化し、
学生も教員も大衆と変わりがないからである（西部遭（1996）『知識人の生態』PHP新書）。
しかし 19世紀のイギリスにおいて大学の学生と教員たちは、社会のなかでも特別な地位
と教養を身につけており、知識階級と呼ぶにふさわしい人々であった。

ー1990年代のはじめ、香港で社会福祉関係の国際会議に出たとき香港のソーシヤルワーカ
ーが会議の席で「乞食には物をあげないように。彼らは街までタクシーを使って来ていま
すから」と言っていました。
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ていました。そのため本当に貧しい人たち、身寄りのない子どもたち

などには援助が行き届かなかった。またせっかく物資を与えても、そ

れを博打に使ってしまったり、酒に変えてしまったりで、その人の生

活のたてなおしには使われなかったのです。

セツノレメントは過去の感傷的な博愛事業の反省のうえにたって行わ

れたものでした。第一に、ただ援助をパラまくだけでは本当に困って

いる人たちの手に入るかどうかがわからない。これは、いまの開発途

上国の援助についてもよくいわれますね。援助をパラまくだけでは、

その国の有力者の賛沢品に変わるばかりで、その社会で立場の弱い貧

しい人の手には届かないのと同じです。第二に、物資だけの援助だけ

では意味がないということです。物をあげても、それを酒に変えて飲

んでしまい、博打に使ってしまっては、どうしようもない。また暴力

や売春にあふれたスラムに育った子どもたちが、そこで健全な遊びを

体験するとは思えない。パーネットたちは、スラムのなかに「物の貧

しさJだけではなく「精神の貧しさj を感じたのでした。ですから、

スラムの人たちを援助するにはスラムの人たちの隣人となり、その生

活に直接ふれて、それで援助しようと考えたのでした。

セツノレメントの実践者たちはスラムの住人に対して自分たちは精神

的な指導者であると考えていました。つまり自分たちを一段上の人間

であると見ていました。その姿勢は、あたかも父親のように振る舞う

という意味でpaternalismと呼ばれ7、後に批判の対象となります。セ

ツルメントについては2年生対象のコミュニティワークの授業で詳し

く説明したいと，思っています。

UHズ：セツルメントから判

本当に貧困者たちを理解するには、同じところに住み、語り合う店t要があると考えだセツ

ルメントの実践者たちの発想からは、現代の私たちも学ぶところが多いと患います。その

考え方iこついてあなたが学んだことを隣の人と話レ合いなさいロ

3.現代のボランティア

岡村重夫が『社会福祉原論』において自発的社会福祉と呼んでいる

のは、これまであげた 3つの形態、すなわち相互扶助、慈善事業、博

7 Pat.em.alは父親のような、とし、う意味。パパ（papa)と閉じ語源でしょう。
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社会教育

愛事業でした大しかし現代の日本の自発的社会福祉は、このように簡

単な3類型に分けることはできないと思います。

現代の日本において自発的社会福祉に大きな役割をもち、また期待

されているのがボランティアです。ボランティアは、いまでは日本の

社会のあちこちで活躍しています。障害のある人の外出介助や障害の

ある子どもの遊び相手、児童養護施設での学習指導、ひとり暮らし老

人宅への友愛訪問など福祉の多くの分野で活躍しています。また海外

では多くの日本人ボランティアが難民キャンプなどで活動しています。

ただ、ボランティアは福祉の分野に限定されるものではありません。

河原のゴミ収集などの環境ボランティアもありますし、近隣のお祭り

の企画をする人もボランティアと自称することがあります。動物園が

動物について利用者に説明するボランティアを募集することもありま

す。ここでは福祉関連のボランティアに限定して考えていきます。

行政によるポランティア支援

現代のボランティアの問題を複雑にしているのが、行政のボランテ

イア活動への支援だと思います。ボランティアへの行政の関与は社会

福祉関係のものと、社会教育関係のものに分けることができます。そ

れぞれ 1971年の中央社会福祉審議会の答申「コミュニティ形成と社

会福祉j から、また同じく 1971年の社会教育審議会の答申「急激な

社会構造の変化に対処する社会教育のあり方について」から始まった

とされています’。社会福祉関係の行政機関からのボランティア活動へ

の支援は増え続ける社会福祉関係の費用を少しでも抑制しようという

ねらいから行われています。いわゆる「民間活力の導入」の社会福祉

版です。それに対して社会教育関係の場合は「生きがい対策」怖を主

眼としているようです。

行政のボランティア活動の支援には、どのような問題点があるので

しょうか。それは以下の2点にまとめられると思います。ひとつは行

政に協力的なボランティアのみが強調されることによって、結果とし

てボランティアについての考え方が歪められてしまうということです。

社会福祉の対象として「社会制度の欠陥」があることは、すでに述べ

富岡村重夫，前掲書， pp.5・24.

ー早瀬昇（1987）「『ボランティア政策』の課題と展望j小田兼三・松原一郎編『変革期の福
祉とボランティア』 (pp.133・155）ミネルヴァ書房．

10行政サイドはこのような言い方をしていましたが、市民の「生きがし、jを行政の「対策j

とするというのは私には違和感があります。
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ました。たとえば行政による在宅ケアのあり方を批判し、別のあり方

を提言しようとするボランティアを行政が支援するとは思えません。

どうしても行政に協力的なボランティアを対象にする傾向が出てくる

でしょう。

しかし、あなたはこう思うかもしれません、たとえ行政機関が行政

に協力的なボランティアのみを認めたとしても、行政に批判的なボラ

ンティアを抑えるということはないのだから（日本は表現の自由が認

められている民主主義の国であると考えてよいから）、ボランティアの

全体のあり方は変わることはないと。もし、あなたが、そう考えてい

たとしたら行政機関の宣伝力を軽くみています。まったくボランティ

アだけで市民運動をしている人たちのグループと行政機関とでは財力

の点でも人手の点でも大きな差があります。ボランティアは、こうい

うものだという入門書やパンフレットを行政機関はいくらでも作れま

す。一般住民はひとつの市民グループが言うことよりも、役所のパン

フレットに書いてあることをより信頼する傾向にあるでしょう。こう

して、ボランティアについてのイメージや考え方は行政機関の意図に

そって変えられてしまう恐れがあるのです。

行政によるボランティア活動への支援の、もうひとつの問題点は行

政によるボランティアの支援が行政による福祉サービスの充実と混同

されてしまい、本来であれば公的責任において供給されなければなら

ないサーピスをボランティアで補うという事態があらわれることです。

たとえば役所のパンフレットに「在宅福祉サービスを進めています」

という見出しの下に「ボランティア・コーナーを設置して、ボランテ

イアを支援しますJという項目を見たことがあります。つまり本来な

らば市町村のホームヘルパーがしなければならない業務を予算が足り

ないからということで、その予算をボランティア活動への支援にまわ

して、ボランティアにホームヘルパーの肩代わりをさせようとしてい

るのです。

しかし、私たちが忘れてはならないのは、ボランティアの援助を受

けている人がボランティアには利用者としての権利を主張できないと

いう点です。ホームヘルパーであれば「時間を延長してほしいJ「この

時間帯に来てほししリと主張することができるでしょう。それは国民

としての権利であると考えてもいいでしょう。ところが、ボランテイ

アには、そういう権利を主張することはできません。ボランティアは

仕事でやっているわけではなく、あくまで自由意志で活動しているに

すぎないからです。
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行政のボランティア支援策によってボ、ランティア活動が行政の都合

のよいものに変質してしまうと、ボランティア活動は以下のような特

徴が出てきます”。ひとつには、ボランティアはボランティア本人以

外の人から「社会資源Jと見なされること。安上がりに使える便利な

ものと理解されてしまいます。また、ボランティアが既存の枠組みの

なかに取り込まれてしまうことによって「美談Jに変わってしまいま

す。「ボランティアの美談化jとはおもしろい表現ですが、何人かの人

によって使われています唱えまたボランティア活動が対人サービスに

限定されてしまう傾向があります。社会の在り方を変えようとか、よ

りよい社会をつくっていこうとか、そういった市民運動的な要素が消

えてしまうのです。

行政機関の、ボランティアをもって福祉サービスの肩代わりをさせ

ようという計画は、結局はうまくいかなかったのではないかと私は考

えています。そこで行政、とくに厚生労働省が出している方策を「国

民の社会福祉に関する活動への参加を図るための措置に関する基本的

な指針J(1993年度告示、 2000年度改正）旬に見てみましょう。

社会的評価と有償性

この厚生労働省の指針のなかで、私が注目していることは2点です3

ひとつは「社会的評価jです。もっとボランティアを行っている人に

社会的評価を与えよ、というわけです。その指針は次のように書いて

います。

福祉活動への参加を更に促進するには、福祉活動が社会的に十分評価さ

れることが必要であり、今後は園、都道府県及び市町村のみならず、各

種民間団体、企業等においても積輝的に評価を行い、社会全体で評価の

システムをっくり上げていくことが必要である。．．．さらに、重旦堕笠ι
おけるボランティア活動実績の考慮、入学選抜等学校教育におけるボラ

ンティア活動に対する評価などの動向を踏まえつつ、社会福祉関係団体

等の理解と協力を得ながらボランティア活動の実績に関する情報提供等

の方策について検討を進める必要がある。（下線部、岡）

刊次の文献を参考にした。岡本栄一（1987）.「ボランティア活動の分水領J小田兼三・松原

一郎編『変革期の福祉とボランティア』 (pp.220・254）ミネルヴァ書房．
12上の注にある岡本栄一、早瀬昇など。

匂このような行政の告示はいろいろな文献に載っています。私は『改訂版社会福祉小六法
2001』（2001）ミネルヴァ書房を参照しました。
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つまり就職や入試のときにボランティア活動をしていたということが

有利になるようにしなさいと、行政は言っているわけです。これは公

立学校や行政機関から多くの財政的援助を受けている私立学校の入試

や、各行政機関、行政から財政的援助を受けている民間団体の就職試

験のありかたに影響を与えることでしょう。

しかし充分に予想されることは、本当は「やる気Jがないのに、入

試や就職のときに少しでも有利になるようにと、そのためだけにボラ

ンティアとして福祉施設を訪れる人が増えると、福祉施設の職員の負

担は大きくなりますし、施設利用者にとっても迷惑になるということ

です。

もうひとつはポ、ランティアの有償性です。同じ指針は以下のように

書いています。

ボランティア意識を基盤とした新しい取組として、福祉公社、消費生活

協同組合、農業協同組合及び住民参加の自主的福祉組織による福祉活動

が活発化し、また、市区町村社会福祉協議会においても住民参加型の自

主的な福祉活動が急速に進展しており、これらは会員制、互酬性及び有

償性に特色がある。

つまりボランティア活動として、金銭の授受のある活動も含めている

わけです。これは 1993年に中央社会福祉審議会”地域福祉専門分科会

から出された「ボランティア活動の中長期的な振興方策についてJと

いう意見具申のなかに「助け合いの精神に基づき、受け手と担い手と

の対等な関係を保ちながら謝意や経費を認め合うことは、ボランティ

アの本来的な性格からはずれるものではないJという考え方からきて

いるようです。

ボランティア活動に人々がもっと取り組んでもらいたいというのは

社会福祉関係者なら誰でも思うことでしょうが、その方法として「社

会的評価J（就職、入学への利便性）と「有償性J（金銭的利益）を使

うことは適切なのでしょうか。

Ml'¥ズ：社会的評価の是非

ボランティア活動の実績で、大学入試が有利になるということになれば、どういう点がメ

14 中央社会福祉審議会とは社会福祉事業法（当時）で定められ、厚生省（当時）に置かれ
ていた諮問機関です。現在の社会福祉法では、その地方版ともいえる、地方社会福祉審議
会のみが規定されています。
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リットとレて考えられますか。また、どういう点がデメリットになるでしょうか。となり

の人と意見を交換しなさい。

制パズ：福祉予算節約のためのボランティア導入

ある人がこんなことを言った。「政府は福祉の予算が増えて困っていると言うけど、ボラン

ティ？をもっと活用すべきだ。ボランティアはタダで働いてくれる。福祉の分野には、ど

んどんボランティ？を入れてもらいたい。そうすれば増大する福祉予算ち少しは抑えるこ

とができるだろう。」これに対レてどう毘諭したらいいか、隣同士で話し合ってください。

4.経済活動とのかかわり

Political sector 

Economic 

sector 

Social sector 

岡村理論では、すでに述べたように社会福祉は voluntarysocial 

services （自発的社会福祉）と statutorysocial services （法律による

社会福祉）に分けられていました。このどちらにも共通するのが、ど

ちらも経済的な利益を考えていないということです。つまり税金を投

入して行う「法律による社会福祉jはそれを行うことによって利益を

得ることは考えていないし、基本的に人々のボランタリーな精神に基

づいている「自発的社会福祉j も経済的利益を考えていません。

ところが、新しい社会福祉の担い手として経済的な利益を考える団

体が出てきました。これは「社会福祉の対象者は貧困者であるj とい

う前提からは出てくるはずのない現象で、「福祉は買うことができるj

という新しい発想から来ています。

別の言い方をすれば、社会は political・economic・socialという 3つ

の部分（セクター）に分けて考えることがあります”。 Politicalsector 

とは公共の部分で、政府や行政がかかわる部分です。 Economicsector 

とは企業やビジネスがかかわる部分、 socialsectorとは市民活動、ボ

ランティアがかかわる部分です。岡村理論でいう F法律による社会福

祉Jはpoliticalsectorの社会福祉、「自発的社会福祉Jはsocialsector 

の社会福祉ということになります。とすれば、第三の社会福祉として

economic sectorの社会福祉が考えられるわけで、それが企業によるサ

ーピスだと思います。

たとえば、介護保険の制度のなかで企業が訪問介護（ホームヘルプ

サーピス）を行い、有料老人ホームを経営しています。ベピーホテル

情世界的に有名な経営学の研究者HenryMintzbergの講演で聴きました。
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やベピーシッタ｝などのサービスも企業が行っています。このような

ケアサービスの供給を目的としたものでだけではなく、ソ｝シヤルワ

ーカーが企業としてクリニックを経営している例があります。そこで

ケースワ｝クやグル｝プワーク、家族ケースワ｝クなどをやっていま

す。福祉槻まや介護用品を販売する企業もそれに含まれるでしょう。

これらの企業が地域福祉のなかで、どのように位置づけられるのかと

いうことは現代の地域福祉の新しい問題だといえます。

Economic sectorは基本的には利潤を追求する企業活動によって担

われますから、利用者の成長や社会の改善を目指す社会福祉の使命と

どうしても衝突してしまう部分があります。そこで、 economicsector 

とsocialsectorのちょうど中間の組織が注目されています。それは社

会的企業とか、ソーシヤノレ・エンタ｝プライズ(socialenterprise）等と

呼ばれているものです。定義はいろいろあるようなので、ここでは紹

介しませんが、要するに、半分福祉団体で、半分企業のようなものを

想像すると良いでしょう。たとえば、障害者の雇用を行っているパン

屋、スワンベーカリーーーなどは良い例だと思います。

UHズ：ロポコップ

本来、公共機関で行うべきことを企業が寄ったときの問題点を考えるとき、私はすぐにロ

ポコップという映画を思い出します。ロポコップは才ム二社という企業がつくったサイポ

ーク刑事なのですが、その映薗の設定では警察自体も方ム二社という企業が経曽レていま

す。警察という公権力を行使できる機関を営利企業が経曽するというのは現実にはありえ

ない話でしょうが、では、福祉サービスもすべて曽利企業が行うことになったとレたら、

そこではどんな事態が起きるでしょうか。想慢してとなりの人と話し合いなさい。

法律による社会福祉， S回.tutorysocial services，自発的社会福祉， Volun也rysocial 

services，相互扶助， Mutualaid，慈善事業，神の愛， Cari也s，慈悲心，博愛事業，人道主

義，セツルメント， Thesettlement house movement，パーネット，トインピー・ホール，

Paternalism，社会教育，社会的評価，有償性， Politicalsector, Economic sector, Social 

sector 

情 ht旬：／／www.swanbakery.jp／に「スワンベーカリー」のホームページがあります。
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Wむだぱなし

里の住人：なんか、言葉ばっかり覚えさせるんですなあ。

山の仙人：学聞は言葉からできとるんじゃからのう。当然のことじゃ。

里の住人：言葉では表現できないものもあると思うんですが。

山の仙人：なんじゃと？

里の住人：つまり、なんとなく感じるとか。

山の仙人： lまう。感じてどうするんじゃ。

里の住人： lまら、なんとなく、わかりあえるっていうのが、あるじゃないですか。たとえば美レ

い紅葉を見てですね、ハァーと、疋め息をつくんです。それで、みんなわかりあえるんですよ。

山の仙人：つまらん幻想じゃ。

里の住人：仙人はないんですか。そういう体験は？

山の仙人：ない。

里の住人：私なんか、よくありますよ。友だちと山に登つだときなんかにね。

山の仙人：そりゃあ、よく知っている仲間うちだけで登ったときのことじやろう。学問というの

は、そういう仲間内でやるものではない。他人との交流のなかで練られていくものなのじゃ。

里の住人：他人とですか？

山の仙人：そうじゃ。ツーといえば力一、なんていう、すぐ通じ合える仲間とだけ話しているう

ちは学問などというものは成立レないのじゃ。

里の住人：どうしてですか？

山の仙人：どうしてって、そりゃあ、疑うところから学聞は始まるのじゃからな。仲間とだけ話

レていると、すべてが当たり前の世界になってしまって疑問カTなくなるんじゃ。

里の住人：よくわかりませんなあ。もっと具体的に話してくれませんか。

山の仙人：たとえば、わしなんか異郷の仙人と話していると、日本の仙人が当たり前のこととし

て疑問にさえ思わんかったものに気づかされるのじゃ。

里の住人：たとえば、どんなことですか。

山の仙人：あるとき、日本の仙人はなぜ男は老人の姿で、女は若い姿なんじゃと聞かれだ。それ

に不老長寿の仙人が老人の姿であるというのは矛盾しておるというわけじゃ。

里の住人：なるほど。で、どう筈えられたのですか。

山の仙人：わレにはわからんと答えておいた。つまり、わレらは何百年の問、そんなことに疑問

をもたなかっだのじゃ。そんなものじゃと思っとったからのう。つまり同じ仲間とばかりいる

と、いろんなことに疑問をもたなくなる。学聞は問うことが本質じゃから、間わなくなれば学

聞は消える。だから学問をレょうという人聞は、たえす異質の人間と出会う必要がある。

里の住人：異質の人との闘では、以I~＼伝山は望めないから言葉が大事になってくるというわけで

すね。



§。盤台鐙訟＠会(l1図録

1.公私関係のモデル

平行棒理論

繰り出し梯子

理論

第 3章で法律による社会福祉の流れを述べ、第4章で自発的社会福

祉を見てきました。第4章で、は行政レベノレでのボランティアの育成の

問題点を指摘しました。ここにおいて私的な活動（ボランティア）と

公的な活動（国や自治体の動き）の関係が出てきます。社会福祉にお

いて私的な活動と公的な活動の関係をどのように考えるかはたいへん

重要な問題であり、それは社会福祉の公私関係とよばれて多くの人々

が論じてきたものです。

産業革命を世界で最初に行った園、イギリスでは公私関係を考える

軸として平行棒理論（theparallel bars theory）や、その後に出され

た繰り出し梯子理論（theextension ladder也eory）が古くから知ら

れています。平行棒理論とは公的社会福祉（以下「公」）と私的社会福

祉（以下「私J）とは平行棒のように互いに違った役割をもっていると

いう主張です九「公Jは援助するに値しない貧民（unworthypoor）を対

T柴田善守（1988）「社会福祉における公私関係J『現代社会福祉事典（改訂版）』全国社会福

祉協議会，pp.45・46.
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象とし、それに対して「私」は援助するに値する貧民（worthypoor）を

対象とすると考えられていました。

一方、繰り出し梯子理論は「公Jが基礎にあって、その上に、さら

に発展的な創意工夫に満ちた事業を「私Jが行うという主張です。学

校をたとえに使えば、公立学校は必要最低限の基礎的な教育を行う。

それ以上に学校をどう発展させていけばよいかということは私立学校

の役目にする。私立学校は新しい教育方法をいろいろ実験的に自由に

試すだろう。そのなかで市民の支持する教育方法が明らかになるにち

がいない。それが明らかになれば、それを公立学校が取り入れて広く

実施する。それと閉じように「私Jは新しい試みや新しいニーズに先

駆的に積極的に取り組み、社会福祉の新しい分野を開拓していく。そ

れが成功したところで「公Jがそれを制度化する形で取り入れていく

ということです。この繰り出し梯子理論に現れているような、私的社

会福祉先行・開拓論は日本の社会福祉研究者の間で広く受け入れられ

ているものだと思いますえ

ところが、実際の日本では「公」が「私Jをリードする形をとって

いたのが現実です。とくに2000年に公布された社会福祉法成立以前、

社会福祉は多くの場合、行政の社会福祉機関が私的社会福祉事業に自

らの事業を肩代わりさせる（措置委託という）形になっていました。

したがって、まるで「私」は「公」の下請けのような感じ（「下請け理

論？J）になってしまっていました。

繰り出し梯子理論

2たとえば岡村重夫（1983）『社会福祉原論』全国社会福祉協議会， p.23. 
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この構造は、 1998年に中央社会福祉審議会社会福祉構造改革分科会

措置制度から

利用制度へ

が明らかにした「社会福祉基礎構造改革Jの考え方にそって、「措置制

度から利用制度へJという言葉で集約されるような変化を見せました

措置費

支援費

（児童養護施設や乳児院などは措置制度が残っています）。つまり介護

保険制度で典型的に現れているように、これまで行政が措置委託とい

う形で私的社会福祉をコントロールしてきたところを、その構造をな

くして、サービスの利用者が私的社会福祉機関と個別に契約する仕組

になったのです。

とはいえ、社会福祉において公的機関の役割は中核的なものであり、

公的機関の役割がない社会福祉など考えられません。たとえば障害者

福祉の分野（身体障害者福祉法、知的障害者福祉法と、障害児にかか

わる児童福祉法に関係する分野）は、 2003年度から、これまで措置費

という名称で施設に支払われていた費用が支援費という名称に変わっ

ています。措置費の場合は行政が本来は自分自身が行わなければいけ

ないサービスを施設に依頼するという形であったのに対して、支援費

の場合はサービスの利用者本人がまず施設を選んで、その利用を行政

が背後から支援するという形になっています竺また介護保険の場合も、

利用する本人の負担はわずかで、大部分は税金と他の人の保険料で支

払われるわけですから、これも公的な機関の介在なくしては考えられ

ません。

ただ、このような制度の転換はまだ始まったばかりであり、これが

日本の社会福祉の公私関係の性格を将来、どのように変えるのかは私

にはわかりません。私が思うのは、この公私関係は一連の制度改正に

よって変わるにしても、かなり時聞がかかるのではないかということ

です。ですので、従来、日本の社会福祉の公私関係で、問題になってい

た部分をここでは紹介したいと思います。

制パズ：民間福祉施設の良さ

Aさんは福祉職への就職を考えていまし疋が、親からは「公務員の福祉臓にしなさい」と言

われています。しかし、 Aさんはキリスト教の団体が運嘗している民間の福祉施設に就職し

たいと考えていました。その施設は教会からの資金や信者からの募金で運営され、行政か

ら独立していました。 Aさんは捜業で学んだ「繰り出レ梯子理論」を用いて親を説得するこ

とにしました。隣同士でAさんとその親になってロールプレイをしてみなさい。

s厚生省（2000）「社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律の概
要」『月刊福宇止』 83(11),48-59. 
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• ~m~ 
余談：公の意味

日本語の苗怒貯の語源は、大きな家を表す『突蒙』ま疋は『突翠（おぼやけ〉』であって、そ

れは特に皇居を意味していまレた。それが皇居の主であるミ力ドの意昧になり、政治をつ

かさどる朝廷を意味になっだのでした4.「これに対レて一般臣民l抗議と昭ばれSJていま

レた。「日本人においては公共性とは皇室に対する関係にほかならなかっ疋 SJというわけ

です。また江戸の町人の聞では「我欲」に対して「公欲」という語がありまし疋が、それ

は我欲が「家を飾り衣食にぜいたくする浪費を意味」するのに対レて、公欲は一家一門を

繁栄させるための欲でレたえこのように公という概愈が自分の一族を意味レたり皇室を意

味レたりレているなかで明治期に publicという概怠が紹介され、そこに「公的」という言

葉が対応させられだわけです。ところがpublicという概愈は第8章の「マチの論理」で述

べるように、欧米の社会的・歴史的な流れのなかで育まれてきたものであり、日本の「公」

の意味とは重なりません。葉国のpublichouses （酒揚〉やpublicrelations （広告〉という

言葉のなかのpublicは「公象」という言葉のなかの「公」とはかなり違います。社会福祉

の公私関係とは官民関係ではないかという指摘がありまレたが7、S也知加ry-volun阻ryとい

う関係であってpublic-privat.eではないということを思い出せば、官民関係のほうが正確な

表現かもレれません。

2.公私分離の原則と公私協働の原則

憲法第89条

公の支E

日本の社会福祉の公私関係で、まず問題になるのが公私分離の原則

と公私協働の原則です。それを法律の面から見てみましょう。

公私分離の原則は憲法第 89条に記載されています。その条文には

「公金その他の公の財産は、宗教上の組織若しくは団体の使用、便益

若しくは維持のため、又は公の支配に属さない慈善、教育若しくは博

愛の事業に対し、これを支出し、又はその利用に供してはならないJ

とあります。しかし、この条項を厳密に考えるなら、カソリックの私

立大学であるわが上智大学が国からの補助金を受けていることは憲法

違反になります。ただ、この条項には抜け穴があるのです。「公の支配

に属さない」事業に金を出してはいけないとしているだけだから「公

4 『古語辞典』（1975）旺文社， p.250. 
S 中村元（1989）『日本人の思惟方法』春秋社， p.252. 
ー今井淳（1966）『近世日本庶民社会の倫理思想』理想社， p.32. 
7阿部志郎のインタピユ｝記事「人々のつながりによる新しい『公』の想像J(2001）『月刊
福祉』 84(5),68・75.
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の支配Jに属すれば補助金を受けられることになるわけです。

公私分離の原則は、もともと憲法をつくった駐留米軍が社会福祉の

国家責任を明確にするために定めたものでした。「国民の福祉は国がし

っかりと保障せよ。民間に責任転嫁するな！ Jというのが元来の趣旨

だったのです。社会福祉法の第 61条には、この公私分離の原則を反

映した「事業経営の準則jが定められています。そこには以下の 3つ

のことが定められています。すなわち、

第61条 園、地方公共団体、社会福祉法人その他社会福祉事業を経営す

る者は、次に揚げるところに従い、それぞれの責任を明確にしなければ

ならない。

国及び地方公共団体は、法律に基づくその責任を他の社会福祉事

業を経営する者に転嫁し、文はこれらの者の財政的援助を求めないこ

と。

二 国及び地方公共団体は、他の社会福祉事業を経営する者に対し、

その自主性を重んじ、不当な関与を行わないこと。

三社会福祉事業を経営する者は、不当に国及び地方公共団体の財政

的、管理的援助を仰がないこと。

これを見ると、公私がきちんと分離されていることがわかるでしょう。

ただし、この規定には以下のような続きがあります。

2 前項第一号の規定は、国又は地方公共団体が、その経営する社会福祉

事業について、福祉サービスを必要とする者を施設に入所させることそ

の他の措置を他の社会福祉事業を経営する者に委託することを妨げるも

のではない。

つまり、ここでは公私分離の原則があっても国や地方公共団体が社会

福祉事業を民間の福祉機関に委託しても良いということを言っている

わけです。国や地方自治体は貴重な税金を使って民間の福祉機関に委

託するわけですから、そのお金の使われ方には当然、公的機関の監視

の目が入ります。社会福祉法第 58条には「助成及び監督」の条項が

あり、以下のようなことが書かれてあります。

．社会福祉法人に対する助成がなされたときは、厚生労働大臣又は地方

公共団体の長は、その助成の目的が有効に達せられることを確保するた

め、当該社会福祉法人に対して、次に揚げる権限を有する。
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事業又は会計の状況に関し報告を徴すること。

二助成の目的に照らして、社会福祉法人の予算が不適当であると認

める場合において、その予算について必要な変更をすべき旨を勧告す

ること。

三社会福祉法人の役員が法令、法令に基づいてする行政庁の処分又

は定款に違反した場合において、その役員を解職すべき旨を勧告する

こと。

このような公的機関からの厳しい監視っきで「公j と「私Jの分離

が克服され、両者の協力が成立します。これを公私協働の原則といい

ます。ただ協働といっても「公jが資金を出し、「私」がそれを請け負

い、「公」の監督のもとに事業を行うという私的社会福祉事業がもっ「行

政の下請け構造j は明らかです。逆にいえば「公の下請けJとなるこ

とで「公の支配Jを受け、これによって私的社会福祉事業への助成が

憲法違反になることを免れるのです。

私的社会福祉事業が「公の支配Jから逃れるためには、ただ一つの

方法しかありません。それは公的機関からの助成金をあてにせず自前

の資金を確保することです。営利機関でソーシヤノレワークを行うとこ

ろをアメリカではproprietarysocial agency8と呼んでいますが、その

場合は、対象者から直接、料金をとっているのですから「公の支配j

から逃れていますえ非営利団体では対象者から高額の料金をとること

はできませんから、幅広い形で一般市民から募金を集めることになり

ます。前章で行政のボランティア育成を厳しく批判していた岡本栄一、

早瀬昇の両氏が関係している大阪ボランティア協会は多くの専従職員

をかかえている非営利団体ですが、行政からの助成金は意図的に 2割

に抑えています。それ以上に行政からの助成金が増えると「公の支配J

に入ってしまうと考えているのです。

制服：「公の支配」のメ川、デメリット

「公の支配」が資金（公金〉を出すことによって民間の社会福祉に行われるとき、そのメ

リットとデメリットについて考えてみなさい。

8 Barker, R. L.但d.).(1991). The Social助 'I'kD1.油fonary匂nded.). Washington. DC: 
NASWPress. 

ー上智大学の卒業生で、大学を卒業したばかりの年に 30分で5000円の料金をとってケー
スワークをする proprietary自ocialagencyに勤めた人がいます。
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長余韻：公の支配の膨響

「別に公の支配に入っても、いいじゃないか。支配といっても、弾圧とか搾取とかあるわ

けじゃないだろうレ」と、あな疋は言うかもレれません。レかレ「公の支配」を受けて、「，5,

ぬけ」になってレまった「私」の事業を私はいくつも知っています。そのうちのいくつか

を紹介レましょう。

それは在宅の老人福祉に関係する団体でレた．いちおう民間の団体となっていまレだが、

完全な「公の支配」を受けていまレた．はっきりしているのは人事でレた。団体の要職は

退職した市の公務員が占めていまレた。典型的な「天下り」です〈「公の支配」に「天下り」

はっきものです〉。前職が水道局であろうが、税務局であろうが、そんなことは問題ではあ

りません。公務員で上のポジションを占めた経験力Tある人なら、市と強いコネクションが

あるということで評価（？〉されて、そういった要臓につくのです。老人福祉の知識はま

るでなくて、市を退職後、数年をそこで過ごレます．管理臓は福祉の知識がまるでない人

ばかり。若い職員に「いろいろ教えてくれたまえJと富う人は、まだ良地1＼的な方ですが、

そういう人でも数年たって、ようやく福祉のことがわかりかけると、もう、そこち退職。

そのあと、また副の公務員の退職者が、その要臓につきます。その繰り返しで 10年、 20

年と続きます。その結果、団体の事業は10年前、 20年前とあまり変わらない。元公務員の

退職者たちは福祉に無知なうえに、みんななるべく無難に業務を終えたいと思っています。

老年になって冒践をして馳をかきたくないのです。ですから、ただ前任者のやったことと

全く同じことをしようとします。こうレて、この者人福祉団体は新レい地域のニーズに対

応することもなく、完全に時代に取り残され一般市民から見措てられています．一般市民

から見捨てられているから、曹伺ち集まりません。それで、ますます行政の聞成金に頼る

ようになり「天下り」の人数も摺えていきます。実醸、この老人福祉団体は「市の公務員

だった老人の福祉のためにある」と他の福祉団体から皮肉を雷われていました。社会福祉

学科を出たばかりで意欲に燃えた若いソーシャルワー力ーは自分が提案することをすべて

「前倒カTない」の一言で却下され、いつまでたっても自分が、その団体の要職！こつくこと

はないことを知って〈なぜなら要臓のポストは、これから退職する予定の公務員たちによ

って、すっと摺来まで予約されている〉希望を失います。私の知人で社会福祉の大学院を

出て、そこで働き、一目、利用者の数を鍛えるだけだと嘆いている人がいまレ疋。彼らは

社会福祉学科の後輩たちに「こんなところには就職レないほうがいいよ」と回言するから、

ますます意欲のある若い人力T就臓レなくなります。最後には新入職員はコネで入る人ばか

りになって、福祉には興味がなく「天下り」によって支配されている団体の状態を「会社

みたいにつぶれないから、安I~＼じゃん」という考え方で満足レている人ばかりになってし

まう。周囲からは「公務員試験に合格レなかつだから、そこに宿ったんでしょ」と「二流

の役所」みたいな目で男られる。福祉機関であれ、企業であれ、組織の士気というちのは
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非常に大切なものです。士気力T落ちると、やる気のある人が少都民になってしまい、その

人たちが押しつぶされてレまう。企業であれば士気が落ちると会社は倒産します。しかし

福祉機関は、よほどのことがないかぎり倒産レません。とくに「天下りJによって支えら

れている機関はつぶれない（公務員たちが自分たちの退職後の生活のためにつぶれさせな

い〉。こういう団体が「公的支配」のなれの果てだといえます。

これとは、また別の団体ですが、私がその団体の菩在と名称を知って、ひとりの 4年生

に話レたところ、「ぜひ、そういうところで就職レたしりというので、私は彼女といっレょ

に別の用事ちあったので、その団体を訪問したことがあります。驚いだことに、そこは職

員全員が冨の公務員の退職者。新規職員の募集を聞いたところ、担当者は笑いながら「こ

こは全員が＊＊省＊＊局の退職者なんですよ。若い人が働くところではないんですよ」と

いう。なんなんだ、これは。だつだら、ふつうの民間福祉団体のような看板をあげないで

くれと言いたくなりまレた。

3.公的社会福祉事業の限界

State 

welfarism 

Universalist 

welfare s旬tes

Residual 

welfare states 

公私協働の原則が重要だといわれる原因には公的社会福祉事業の限

界があります。社会福祉事業は国や地方公共団体で行うべきだという

考え方は、 statewelfarism （福祉国家主義）”といいます。この state

welf:紅白mは 1870年代に欧米にあらわれ、 1930年代まで続き、その

後、第二次世界大戦を経て 1975年までが、その黄金期であるといわ

れて、その時期まで社会福祉関連の予算は増えていました。

その当時、日本を含めた先進資本主義諸国はstatewelfarismの実現

を理想としていましたロただしイギリス、フランス、ドイツ、北欧な

どの国では撤密に全ての国民を対象として福祉サービスを行っている

universalist welfare states （普遍的福祉国家）であり、日本とアメリ

カは困っている人を中心に福祉サービスを行うというやや不完全な福

祉国家、すなわち residualwelfare states （残余的福祉国家）とされ

区別されています”。

このように先進資本主義諸国に幅広く価値を認められた state

welfarismですが、 1970年代中頃からのこれらの国の経済成長鈍化の

ために statewelfarismは一般的には疑問視される傾向にあるといわ

れています。その理由は簡単にいえば以下の 2つに分けられます。ひ

”George, V., & Page, R. (1995). Introduction: Thinking about welfare in the modern 
era. In: V.George and R.Page但ds.).Modern Thinkers on ！＃：！泊＇re(pp.1-14).London: 
Prentice Hall. 

” 注 10の文献参照。
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とつは statewelfarismは福祉サーピスを基本的にはすべて税金で実

施するということですが、それは福祉ニーズの増大を考えれば、財源

的に不可能だということです。これは statewelfarismへの疑問が世

界的な高度経済成長期の終了とともに訪れたことからも理解できます。

もうひとつの理由は国や地方公共団体の社会福祉事業ではできないこ

とで、私的社会福祉事業ではできることが多くあるということです。

このことを考えてみるために、以下の問題を考えてみましょう。

u／＇＼ズ：私立大学の良さ

上智大学を含めて、一般に私立大学には国立大学に比べて、どのような良い点があると思

いますか。〈ちなみに戦前は私立大学のほうが国立大学よりち擾業料が安かったそうです。

残怠ながら、どこの本で読んだのかわすれてしまいまレたが〉。

4.私的社会福祉事業の役割

公的社会福祉事業が予算の関係でこれ以上、拡大できないとなれば、

私的社会福祉事業の充実をはかるしかありません。しかし、ただ単に

公的社会福祉事業の補いとして私的社会福祉事業を考えるべきではあ

りません。それでは公的社会福祉事業の「下請け」になってしまいま

す。私的社会福祉事業には私的社会福祉事業の良さがあります。国や

地方公共団体が助成金を出すことによって私的社会福祉事業の良さを

壊してしまっては何にもなりません（壊してしまっている実例は、こ

の章の「余談」で述べました）。そこで、ここでは私的社会福祉事業の

良さを考えてみましょう。

ただ私的社会福祉事業といっても、そこには多様なものが含まれて

います。まず non-profitagencies 12によるものと proprietarysocial 

agenciesよるものとに分けることができます。前者は自発的社会福祉

とほぼ同じ意味です。さらに前者は第4章で述べたように相互扶助、

慈善事業、博愛事業、行政からの支援を受けた現代のボランティアな

ど、さまざまな種類があります。その結果、私的社会福祉事業の役割

といっても多様なものがありますが、ここでは、あえてひとつのもの

とみなして考えてみましょう。

12 Non ・profitというと、行政によるサービスも含まれると思うかもしれませんが、用語と
してはvoluntarysocial servicesなものに限定されています。 Barker,R. L.但d).(1991). 
The Social 防御'kDictionary (2nd ed.). New York: NASW Press. 
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第1にいわれることは、私的社会福祉事業の潜在的な先駆性です旬。

潜在的な先駆性とは公的社会福祉事業とちがって、新しいニーズに新

しい形で対応しようとする先駆的な試みができる可能性があるという

ことです。公的社会福祉事業の場合、法律の裏づけがないと動けませ

ん。しかし社会福祉のニーズは、どんどん時代によって変わっていき

ますし、新しい援助方法も研究によって明らかになっています。法律

は一般市民の合意を必要としますから頻繁には改正できませんし、ま

た新しい援助方法もそれが有効であるとわかるまでは、そこに多額の

税金をつぎ込むわけにはいきません。したがって法律による社会福祉

事業は、どうしても実施が遅れがちですし保守的にならざるをえませ

ん。その点、私的社会福祉事業は自由でどんどん新しい事業を計画す

ることができます。

次に、私的社会福祉事業の柔軟性です。公的社会福祉事業は国や地

方公共団体という大きな組織の一部として動いています。したがって、

そこには官僚制の弊害が生じがちです”。たとえば意思決定のために、

多くの書類を用意したり時間をかけて根まわしが必要だったりします。

上智の社会福祉学科の学生たちは公的機関にも私的（民間）機関にも

実習に行っていますが、私的機関の実習の依頼が電話一本でスムーズ

に行われるときがあるのに対して、公的機関の場合は何箇月も前から

市長に直接、依頼書を書かなければならない場合があります。実習受

け入れだけを例にとってもそうですから、さまざまなことに対して動

きが遅くなりがちであることは否定できません。

私的社会福祉事業の従事者の士気の高さも重要です。私的社会福祉

事業は公的社会福祉事業と比べて小さな組織で行われているのが通常

です。事業を行っている組織の人全員の顔が見える規模が多いのです。

ですから「この事業は自分が支えているのだ」という気概が従事者に

出てきます。．それに比べて公的社会福祉事業では巨大な組織の一部で、

歯車の一つのように働いているという感じがあるようです。私的社会

福祉事業なら機関の規模が小さいから、何年か仕事をしていたら仕事

をまかされ、機関全体の方針を変えるような働きをすることも可能で、

しよう。公的機関の場合、大きな組織の一部として動いているので、

旬岡村重夫，前掲書， pp.21・24.

14黒揮明の『生きる』という映画を見たことがありますか。そこには役所の官僚制の弊害

が戯画的に描かれています。日本の映画の傑作の一つで私はビデオに録画したものを、と

きどき思い出しては見ています。公務員を目指す人には特に見てもらいたいです。人生を
考えさせる映画です。
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ひとりの従事者が機関全体に影響をもつようになることはかなり難し

いといえます。

私的社会福祉事業の自己目的化傾向の弱さにも注目してみましょう。

制度には、すべて自己目的化する傾向があります。たとえば学校とい

う制度は教育という目的があるにもかかわらず、そこで教職員を雇用

すれば教職員の生活の維持のために学校が存続しなければいけないと

いう状況が生まれます。つまり、学校が教育という目的を果たしてい

なくても教職員の生活が維持されるためには学校が必要なのです。あ

るいは軍隊は自国を他国からの侵略から守るという目的でつくられた

としても、その存在によって多くの軍人やその家族の生活が成り立つ

ようになれば、たとえ平和の世の中が続き軍隊が要らなくなっても、

軍隊は軍隊それ自身のために必要になってきます。こういった傾向を

制度の自己目的化といいます。私的社会福祉事業は相互扶助や慈善事

業、博愛事業、ボランティアに関するかぎり、それを生活の糧とする

従事者はいません。したがって、その事業が不要になれば簡単にそれ

を止めることができます。これによって無駄な活動をやめて新しい活

動を展開するという柔軟性も確保されるわけです。

また、私的社会福祉事業の援助動機の純粋さが指摘できます。ここ

においても職業としての援助者は除外して相互扶助や慈善事業、博愛

事業を考えてみましょう。彼らは基本的には援助したいから援助して

いるのであって、他に動機はありません。職業としての援助者は自分

や家族の生活のために援助するという部分がどうしでもあります。た

とえば、役所にある「＊＊相談Jというところに相談しにいったら面

倒くさそうに言われることがあります。その相談事業に配属された人

は、その仕事を希望して配属されたとは限らないわけで、いやいやな

がら、その仕事をしているのかもしれません。ボランティアによる相

談なら基本的にその活動を希望した人がやっているのですから、援助

する動機は、そういう意味で純粋なものだといえるでしょう。

最後に私的社会福祉事業の市民運動としての側面をあげることがで

きます。たとえば新しいニーズを公的社会福祉事業の従事者が感じて、

それに対応する福祉の法律が必要だと感じても、政治的には中立でな

ければならない行政機関が法律制定にむけての運動を率先して行うわ

けにはいきません。私的社会福祉事業なら、それは自由にできます。

つまり「社会制度の欠陥Jをなくすための市民運動を展開することが

可能なのです。ある地域で住民が、ある福祉ニーズが満たされていな

いことを重要視して、それに対応する福祉機関の設置運動を行政機関
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に向けて行ったところ、それが成功して公的な機関ができたという例

があります。しかし、できた機関は公的な機関ですので、すべての住

民に対して中立的でなければいけません。したがって一部の住民の意

見だけを取り入れるわけにはいけないということで、設置運動をした

住民の声は結局、機関の運営には反映されませんでした。つまり公的

社会福祉事業になったとたんに市民運動としての性格は失われざるを

得ないわけですね。

UHズ：ゅの電話

現代の純粋な私的社会福祉事業の憧れた倒として「いのちの電話相識」があげられますロ

24時間の電話相訟で仕事とレてはかなり厳しいものですが、目的が自殺防止だけに訓練ち

しっかりしています。レかレ、それでち相談員は完全に無償のボランティ？です。かれら

は、その相談活動を充実させるために行政機関に電話相談センターを設置するように運動

することもできたはすです。彼らは、それをしないで、なぜボランティア活動を基本とし

て相識事業を行っているのでしょう。これまでに述べた私的社会福祉事業の役割を参考に

レながら考えてみてください。

公的助成をうけた私的社会福祉事業：社会福祉協議会

日本の多くの私的社会福祉事業が、公私協働の原則にしたがい公的

助成を受け、公の支配を受けてきたことはすでに述べました。ここで

は地域福祉にとくに関連の深い私的社会福祉事業のうち、公的助成を

多く受けているものにしぼって紹介しましょう。

第ーに社会福祉協議会があります。社会福祉協議会は、ふつう社協

と略称されています。全国レベル、都道府県レベル、市区町村レベル

にそれぞれ設置されており、全社協、都道府県社協、市町村社協、地

区社協とよばれています情。地域住民と直接のかかわりがあるのは市

区町村社協に限られます情。全国社会福祉協議会や都道府県社会福祉

協議会仔はその上部団体というわけではなく、市区町村社協の連絡調

16 社協に相当する組織は世界各国にあり、その連絡機関として国際社会福祉協議会
anternational Council on Social Welfare: ICSW)があります。その日本国委員会の事務
局は霞ヶ関にあります（全社協内）。こうして上智大学はこの国際社協、全社協、都社協
の事務局すべてと電車で20・30分の距離にあります。

怖そのため社会福祉士受験資格にかかわる指定施設も市区町村社協に限られています。つ
まり都道府県社協で実習をしても社会福祉士受験資格にかかわる実習としては認められ
ないわけです。

作市川一宏（1998）「都道府県社協の役割と課題：新しい都道府県社協像をめざして」『月刊
福祉』 81(12),58・65.
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整を都道府県社協が、そして都道府県社協の連絡調整を全社協が行う

形になっています。社協は基本的には民間団体なのですが公的助成を

多く受けています（市町村社協の予算で約7割が行政からの補助金と

受託金町。「地域福祉活動＝社協の活動j と考える人もいます”。

市区町村社協の機能は全国社会福祉協議会によれば「住民（市民）

参加促進機能」と「サービス提供機能Jの2つに分けられます200 住

民（市民）参加促進機能とは、地域福祉活動に住民（市民）が参加で

きるように支援し、福祉の市民運動を促進していく働きです。ボラン

ティア活動の支援などはその例です。サーピス提供機能とは実際に福

祉サービスを提供することをいいます。社会福祉協議会という名称の

とおり、社会福祉関係者の協議会という機能もあり、社協の性格を「事

業体、協議体、運動体j とまとめられることもあります2¥
このうち「サービス提供機能Jは1994年に全社協が「事業型社協J

という在宅福祉サービスの提供を重視した社協のモデルを出してから

一層重視され、介護保険の「指定事業者J（つまりその事業者の提供す

るサーピスには保険がきく）になる市区町村社協は7割以上だと言わ

れています220 この「サービス提供機能Jは、社会福祉事業法では社

協の事業として明記されなかったのですが、社会福祉法ではその第一

の事業として（「社会福祉を目的とする事業の企画及び実施Jとして）

規定されています。そのため社協の「サービス提供機能Jはますます

強化されることでしょう。

しかしサービス提供は既存の社会福祉施設が行っていることであり、

なぜ社協がそれに加わって同じような機能に重点を置く必要があるの

かどうかは異論の残るところだと思います。たとえば社会福祉協議会

は社会福祉法第 107条で「その区域内における社会福祉を目的とする

事業を経営する者」の参加が条件になっており、福祉施設の協議体と

いう役割をもっているにもかかわらず、同時に自ら事業体として活動

旬膏藤貞夫（1997）「社会福祉協議会」日本地域福祉学会編『地域福祉事典』中央法規，p.115.
受託金とは行政から委託されて事業を行ったときに受ける財源である。

”たとえば永田幹夫（1988）『地域福祉論』全国社会福祉協議会．

20全国社会福祉協議会地域福祉部（1998）「新時代の社協活動：基礎構造改革と市区町村社

協の課題J『月刊福宇止』 81(12),18・25.

21宮城孝(2001）「地域福祉の新たな運営」平野隆之・宮城孝・山口稔編『コミュニティと
ソーシャルワーク』有斐閣，p.243.

n全国社会福祉協議会地域福祉部(2000）「市区町村社協と介護保険制度：介護保険制度下
での在宅福祉サーピスへの挑戦J『月刊福祉』 83(6),38・43.
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運動型社協

することは、既存の事業者との競合関係になり23、組織内で矛盾が起

きるかもしれません。「事業型社協Jに対して、福祉運動を起こしてい

く「運動型社協」という概念がありましたが”、そちらのほうが将来

的にも矛盾が少なくなるのではないかと私には思えます。

UHズ：あなたの舗な社協

あなたカt現在〈または過去に〉住んでいた地域での社会福祉協議会の活動〈あるいは社会

福祉協議会がかかわっていたかもレれない活動〉について話レ合いなさい。参考のために、

千代田区社会福祉協語会のホームページの一部をプリントレたちのを別に配ります。

UHズ：事業型社協

事業型社協を目指した社協職員たちは伺を求めていだのだと思いますか。想偉力を働かせ

て考えてみてください。

.余談：地場福祉の本音と建前

私は柏市民で『広報かしわ』という市の広報紙を読むことがありますが、そこには祖市行

政がいかに素晴らしく行われているかが書かれています。それは柏市が発行しているので

すから、自らの行政を批判するようなこと力嘗かれていないのは当然ことでしょう。それ

と同様に、社協の広報紙ち社協の事業がいかに素晴らレいかということレか書いていませ

ん．レだがって社協の広報紙から社協の事業の様子を判断することは慎重にレたほうが良

いでレょう。

地場福祉を勉強するためには多くの資料を読むことが邸要でレょうa レかレ、そのとき

には資料の発行者の方針を考慮しながら内容を判断するべきです．社協が発行している資

料には社協に都合の悪いことは害かれていませんし、行政が出している資料には行政に不

利なことは掲載レていません。民間施設も同じです。私はある民間福祉施設から「100年史」

を贈呈されまレた。明治時代から実践を続けてきだ素晴らしい歴史が詳細に記録されてあ

りました。私は感動レながら読みまレ疋が、その後まもなく、その施盤が利用者虐待で告

発されたことを知りまレた。どうやらデタラメな実践をやっていたようです。当事者団体

もまた同じです。私は数年来、患者団体を調査レています．患者団体のパンフレットには

素晴らレい文言が並んでいます。患者どうレが聞け合い、聞まレあい、覇気づけあってい

23鰭江紀雄（1998）「これからの社会福祉施設と社協の連携J『月刊福祉』 81(12),52・57.
24愛知ソ｝シャルワーク協会包000）『福祉NPO等による介護予防型協働開発事業：報告書
I （本編）~ p. 3. 
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ると書かれています。しかし伺年ちかかって患者団体のリーダーと親レくなり、内情を教

えてもらえるようにな吾と、そんな縄麗ごとではないことを教えられます。 Eいにいがみ

あっているリーダーや、会費をまったく払わないのに会員として聞けてもらおうとす奇利

己的な人や、倣慢な態度で誰からも嫌われてレまっている会長tJt話題となっているのです。

でも、そんなことは患者団体発信の資料には決レて書かれることはないのです。

地鼠福祉の多くのテキストには行政や社協が自ら出した地場福祉のきれいごとが並んで

いるような印象が私にはあります。その理由は、そのきれいごとが「理論」とレて認知さ

れ、社会福祉士の国家輯験にも出題されるからでしょう．

では、そういう建前の部分ではなく本音の部分で地域福祉を語ることはできないでレょ

うか．それはたいへん難レいことだと思います．第 1に本音の部分は親しい人にしか打ち

明けられす、活字になることもなく、したがって外部書には知らされない世界です。私は

自分がかつてかかわった社協の本音の部分は語ること力Tできるかもしれませんが、それが

他の社協にも当てはまるものなのかどうかはわかりませんa つまり本音の部分は多くの人

と共有できないために、それ力T普遍的なちのなのかどうかが〈たぶん誰にも〉わからない

のです。

第 2に、そういう本音の部分を擾業でやってもいいかどうか私は迷います．ひとつには

先に述べたように本音の部分は一般化することtJtできないもので、私が個人的に知りえた

ごく一部の倒が、あたかちすべての事倒に当てはまるかのように学生たち力哩解レてしま

うと、これは間違ったことを教えてしまうことになります．さらに学生たち巴は曹が邸要

であり、本音の部分は印象的でしょうから、それで失望してしまい地域福祉への関山力鳴

れてしまうのではないかと私は恐れるのです．どんな仕事、どんな世界にでも陸の部分が

あります。政治の瞳の部分ばかりをマスコミは書きますが、それは政治家を目指す僅れた

若者の希望を挫くことにはならないでしょうか。地域福祉の分野にも暗く絶望的な部分が

ありますが、それを聞いてしまうと、他の世界の障の部分（たとえば企業社会の瞳の部分〉

を知らない学生たちは、地域福祉から山を遠ざけてしまうかもレれません．

福祉公社

民生委員

児童委員

公的助成をうけた他の私的社会福祉事業

公的助成を受けた私的社会福祉事業としては、他に福祉公社があり

ます。福祉公社は有料の在宅福祉サーピス機関であって、公社という

だけに民間団体とはいえ、基本的には行政機関によって支えられてい

ます。福祉公社という名称は、かなり一般的になってはいますが、サ

｝ピス公社、ふれあい公社、サービス協会などの名称が使われること

もあります。

民間の個人が公的機関の支援をうけて地域福祉のために活動するこ

とがあります。その最大の人々が（この本の序章の注3で説明した）

民生委員・児童委員です。民生委員と児童委員は、ひとりの人が兼ね
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て行うので、ふつうはただ民生委員と呼ばれ、全国に 22万人もの人

がいます。家の表札のあたりに民生委員・児童委員の小さな金属製の

看板を見たことがないで、しょうか。社会福祉学科のクラスの学生たち

のなかに「母が民生委員をやっているj という人がときどきいます。

主任児童委員 1994年度からは児童の問題を専門に担当する主任児童委員という制

度も民生委員制度の枠内に作られました。この制度の歴史は古く 1917

済世顧問制度 （大正 6）年に岡山県で発足した済世顧問制度、翌年に大阪府につく

方面委員制度 られた方面委員制度が前身です。とくに方面委員制度は戦前の日本で

は全国に広がっていました。

これらの人々は厚生労働省の管轄になりますが、法務省の関連では

保護司 保護司が地域の犯罪予防のために働いています。保護司は民生委員と

同じく無給であり、保護処分になった少年を、保護観察官（これは国

家公務員）の指導のもとに見守るという仕事をしています。全国で 5

万人近くの人が活躍しています。

5.市場原理の導入

社会福祉基礎構造改革で社会福祉の公私関係が大きく変わりつつあ

ると書きましたが、そこでもっとも議論になっているのが社会福祉サ

ーピスの多元的供給方式という名のもとに市場原理が導入されたこと

です。つまり、テレビとかパソコンとかは自由な競争のある市場のな

かでどんどん質が良くなり量も増えていった。それと同じように福祉

サービスも利用者が個人の責任で「買うj ようにすれば、良いサービ

スは多くの人から利用されて発展するだろうし、逆に悪いサービスは

利用者から見捨てられてなくなるはずである。措置委託制度のもとに

行政が福祉サービスを規制していたが、それをなくして利用者が主体

的にサービスを選択して利用する形になれば、利用者の立場も強くな

り、したがって福祉サーピスも他の商業サービスと同じように互いに

競争し、良いものだけが伸びてくるはずだという考え方です。

この本を読んでいるのは若い人たちがほとんどですから、 JRが民営

化されるまえの国鉄時代を知らないでしょう。私は子どものころ、改

札口を通ったあと（もちろん、そのころは自動改札口などはなかった）、

「おい！」と怒鳴られたことがあります。切符が駅員によく見えなか

ったらしいのです。それで、見せたら「行けJというよういに顎で合図

されました。戦前の憲兵もこんな感じだったのかなと思えるほど横柄

な態度でしたが、国鉄の職員というのはだいたいそういうイメージで
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した。それが JRになると、駅員が朝から一人一人の客に「おはよう

ございますJ「ありがとうございました」と言っている。あんなにたく

さんの乗客に声をかけていたら、声が枯れてたいへんだろうと思う。

JRが民営化されるときには野党はずいぶん反対していましたが、乗客

の立場としては国鉄からJRになってずいぶん感じが良くなりました。

一方、福祉の施設でも、社会福祉法になって措置制度から利用制度

に変わった。これからは福祉サービスを提供する側も競争になる。す

ると、これからはどんどんサーピスが良くなるのではないか。福祉現

場に市場原理の導入を考える人はそう言うのですね。たしかに実習先

でも福祉施設の利用者を「利用者様」と呼ぶところが増えてきました。

ところが、昔から患者は病院を自由に選べるようになっているはず

ですが、それでも横柄な医師はいます。それはなぜかといえば、いっ

たん入院してしまったら、そう簡単に転院はできないからです。自分

の命がかかっているとすれば、いくら病院を選べるからといって、そ

れだけで患者の立場が強くなるわけではありません。パソコンをコジ

マ電気で買うか、サートームセンで買うか、そういう選択とはわけが

違うのです。福祉への市場原理の安易な導入に反対する一人の人は次

のように言っています。

福祉サービスの利用者は必ずしも、市場における商品交換が一般的に措

定しているような、商品選択に必要とされる判断能力と自己責任能力を

もっ消費者ではない。逆に、福祉サーピスの利用者の大多数は市場弱者

ともいうべき人びとである。市場における競争が有利な状況をもたらす

どころか、むしろ容易に市場原理の犠牲者になってしまいかねないよう

な存在である。倒産したり転売された有料老人ホームの例や高齢者相手

の悪徳商法の例に言及するまでもないであろう。 25

そうは言っても、企業が福祉分野にどんどん進出していることは事実

です。数年前まで、私たちの社会福祉学科の卒業生の就職先は、たい

てい「専門（福祉）」か「一般企業Jという 2つうちどちらかでした。

しかし最近は「社会福祉士の資格が取れる人Jという条件で新卒を採

用している企業が増えてきて、「企業に就職した人＝福祉関係に就職し

ない人Jという図式は崩れてきています。市場原理は福祉分野に確実

に入ってきているし、それを従来の社会福祉の公私関係の議論にどの

ように関連づけるかは難しい問題になっています。

25古川孝｝I慣（1998）「社会福祉21世紀への課題」古川孝順編『社会福祉： 21世紀のパラダ
イムI：理論と政策』誠信書房，p.10.
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UHズ：企業との連携

これまで行政から支援を受けた民聞社会福祉の倒をあげてきまレた。これ以上行政から支

揮を受けることが難しく、あるいは支援を受けても「公の支配」といった難しい問題が出

てくるのだとレたら、日目の方法を考えたほうがいいかもレれません。そこで民間社会福祉

の関係者のなかには、企業との連携を考えている人たちがいます。その司能性や実倒につ

いて知っていること、あるいは考えられることを隣の人と話し合いなさい。

社会福祉の公私関係，平行棒理論，繰り出し梯子理論，措置制度から利用制度へ，公私分

離の原則，公私協働の原則，憲法第 89条，公の支E，事業経営の準買IJ,s也tewet・抱rism,

unive陪alistwelfa憎蜘tes,residual welfare s凶 .es，社会福祉協識会，住民（市民）参加促

進機能，サービス提供機能，事業体型協議体，運動体，事業型社協，運動型社協，福祉公

社，民生委員・児童委員，主任児童委員，済世顧問制度，方面委員制度，保護司，市場原

理



6。勉窃包鑑＠~包~

1.地域福祉をめぐる考え方の違い

施設福祉

地域福祉という概念は第 1章で述べたように社会福祉の分野論のひ

とつで、障害者福祉や児童福祉が、それぞれ障害者と児童に焦点をあ

てているように、地域福祉もまた地域に焦点をあてていると考えられ

ます。ただ、同じ分野論といっても地域福祉という名称は障害者福祉

や児童福祉とは少し違います。つまり福祉という言葉の前につく部分

が障害者とか児童などのように人間を表すものではなくて、地域とい

う不明瞭な概念になっています。

地域を「社会福祉活動が行われる場j として考えることによって、

地域福祉に施設福祉唱を対比して考えることがあります。この場合、地

域というのは施設以外の場を意味することになり、結局、地域福祉が

在宅福祉と同じように扱われる結果を招いています。地域福祉を施設

福祉との対比で考えることは、地域福祉についてよく理解していない

人たちに見られる典型的な考え方です。実際の施設は地域とのつなが

「福祉サービスの利用者を施設に入所、保護し、必要な専門的サービスを提供する施策J
『社会福祉基本用語集』（1999）ミネルヴァ書房， p.76. 
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在宅福祉型地域

福祉

自治型地域福祉

りの深いものが多く、また、かりに近隣地域と隔絶したような閉鎖的

な福祉施設があるとしても、それは、もはや時代遅れのものにすぎま

せん。

一方、地域福祉を在宅福祉と同じように考える人もいます。その考

え方は「在宅福祉型地域福祉j と呼ばれています。地域福祉でいう地

域を「社会福祉活動が行われる場」として理解するなら、結局は、地

域福祉＝在宅福祉となり、在宅福祉型地域福祉の考え方につながりま

す。それに対して「自治型地域福祉Jという考え方があります20 そこ

では「地域Jという言葉を「場」としてとらえるのではなく、地域住

民や地域社会を意味するものとして理解します。地域住民が自分たち

の地域の福祉を（自治を通じて）高めていこうとする活動があり、そ

れを援助するのが自治型地域福祉であるといえます。

私自身は自治型地域福祉を支持する立場にいます。というのは、私

の考えでは、在宅福祉こそが地域福祉の中核であるという在宅福祉型

地域福祉の立場をとったとき、地域福祉（在宅福祉）は、高齢者、障

害者、児童、ひとり親家庭などさまざまな対象へのサービスのありか

たを検討する分野となるのでしょうが、そのそれぞれのサービスは、

高齢者福祉、障害者福祉、児童福祉、家族福祉等の分野で考えたほう

がいいのではないか。たとえば高齢者の在宅福祉サービスは在宅福祉

サービスのなかだけで考えるのではなく、特別養護老人ホームの長期

間のケア・サービス等、あらゆる形のケア・サービスと連動させて考

えるべきであり、その方法の研究は高齢者の心身の特徴やそれに応じ

たケアのありかたの研究と並行的に行われるべきだと思うからです。

以上は、私が在宅福祉型地域福祉の立場をとらない理由ですが、そ

れに対して自治型地域福祉をとる理由も簡単に書いておきます。まず、

自治型地域福祉では地域福祉のサービスの対象者は地域住民になりま

す。それによってサービス利用者のレベルでは高齢者福祉や障害者福

祉と概念上は重なることが避けられ、独自の論理を展開する余地が出

てくると思います。また地域住民が互いに助け合ったり、ボランティ

アとして誰かを助けたりすることを支援する分野は、地域福祉を除い

ては考えられません。ですから福祉教育やボランティアの援助は地域

福祉独自の領域であり、在宅福祉の概念では覆い切れないものだと思

います。

在宅福祉型地域福祉と自治型地域福祉の違いは地域福祉と題された

2在宅福祉型地域福祉と自治型地域福祉という 2分類については牧里毎治（1995).f地域福

祉の理念と概念J牧里毎治・野口定久・河合克義編『地域福祉』 (pp.1・17）有斐閣を参照。
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テキストの中身の違いにも現れます。たとえば在宅福祉型地域福祉論

の著作としては、視｜上俊則・黒田武一郎・満田誉（1995）『地域福祉の

向上』ぎょうせい、があります。在宅福祉型地域福祉論の立場をとる

場合、この本のように在宅福祉サービスの内容を並べて議論している

形をとることが多くなります。それに対して自治型地域福祉論の著作

としては右田紀久恵編（1992）『自治型地域福祉の展開』法律文化社が

ありますが、そこではサーピスの内容を紹介するというより地方自治

や市民・住民運動の流れにより多くの重点がおかれています。

制パズ：在宅福祖サービスと地場福祉

地鼠福祉を、在宅福祉サービスをいかに行なうかという点でのみ考えるとレたときに、ど

ういう視点や実践が版け落ちてレまうと思いますか。いままでの私の講義のなかで充分に

ヒントが与えられていると思いますので、考えてみてください。

機能的アプローチと構造的アプローチ

地域福祉論の分け方としては、上に述べた在宅福祉型地域福祉と自

治型地域福祉がよく知られていますが、他にも似たような分け方があ

ります。それは機能的アプローチと構造的アプローチという分け方で

す。ある社会福祉士国家試験の受験参考書は、この 2つのアプローチ

の違いを次のようにまとめています。

地域福祉における機能的アプローチは、地域福祉を地域住民の福祉ニー

ズを充足する社会サービス及び社会資源の供給システムとして捉え、地

域福祉の対象者を地域住民全般としないで、特定のニーズ基準に基づく

要援護者とする。／：地域福祉論における機能的アプローチは、非経済的ニ

ーズに対応するケア・サーピス、供給主体としては公私の協調関係を重

視し、応能負担の原則を導入することなどに特色がある。／地域福祉論に

おける構造的アプローチは、地域福祉を制度・政策論と規定し、政府・

自治体の社会問題対策の1っとして地域福祉を位置づけ、宣盟盟璽を核

とした生活問題を対象とする。そしてさらに運動論的アプローチから公

的施策の充実は隼塁運動によって展開されていくものとする。／地域福祉

論における構造的アプローチは、受益者負担については無料サービスの

立場をとり、在宅福祉サーピスの供給体制のなかで、住民運動の意義を

強く主張する。 3

s 『社会福祉士受験ワークブック’99（上）』（1998）中央法規，pp.192・193.
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この下線部の語句は実際に社会福祉士国家試験に出題されたことがあ

るということですが、ただ、この分け方はあまりに単純化しすぎてい

るという感じがしますので、若干、説明を加えてみます。

機能的アプローチと構造的アプローチという分け方は牧里毎治が考

え出した分け方で、すでにいろんなところで使われています。機能的

アプローチは社会サービス及び社会資源の供給システムを地域福祉と

とらえるのですから、これは、さきに私があげた在宅福祉型地域福祉

と重なります。いかにサービスを提供するかという機能に関心をもっ

たアプローチです。一方、構造的アプローチは地域のなかに構造があ

って、その構造のために社会的に弱い立場の人たちが充分、資源を得

ることができないということを問題としています。平たくいえば、地

域のなかに豊かな人たちと貧しい人たちがいる。その格差を生み出し

ている社会的な構造がある。その構造を突き崩そうとするのが構造的

アプローチなのです。

前ベ｝ジに書いたこの受験参考書の引用によれば、機能的アプロー

チ＝応能負担4、構造的アプローチ＝無料サービスとなっています。か

なり単純化された図式ですが、これは在宅福祉型地域福祉をいう人の

なかには「相手がボランティアであっても、お金を払える人は払うべ

きJという有償ボランティアを支持している人がいることを考えれば、

機能的アプローチ＝応能負担という結び付けも、それほど間違ってい

ないかもしれません。一方、構造的アプローチを論じている人たちの

書いたものを見ると、マルクス主義の唯物史観を連想させるような書

き方でs、それだったら貧困問題に関心をもち、したがって無料サーピ

スを主張しているだろうという類推も成り立ちます。しかし、現代に

おいてもなお地域福祉の問題は貧困問題だと決めつけるのもどうだろ

うかと思います。

私自身はどうかというと地域福祉は行政主導ではなく、住民の自主

的な運動で進めるべきだと，思っていますから、そういう意味では構造

的アプローチです。地域社会のなかで抑圧されてばかりいた人たちが

立ち上がり、自らの人権を社会的に訴えることを応援したいと思って

います。ところが構造的アプローチをとる人たちは地域福祉の制度や

4能力に応じて支払うことを応能性といい、使ったサービスに応じて支払うことを応益性と
いう。この2つの概念はいろんなところで使われている。

Eそれはどんな書き方かと言われでも簡単には答えられません。マルクス主義の唯物史観と
いえば、なんとなくイメージがつくほどの社会科学についての基礎的な教養はもってもら
いたいと思います。
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政策を論じる人が多く、制度や政策さえ変えれば、住民運動は促進す

ると考えているようにさえ見えます。したがって実際に住民たちをど

のように援助していけばよいかという細かい面に関心をもっ私には、

構造的アプロ｝チもやや物足りないところがあります。一方、このよ

うに住民をどのように援助していけばよいかを考えることは、ソーシ

ヤノレワークの果たす機能を考えることでもあります。というわけで、

私が関心をもっている方向は機能的アプローチと言うこともできるで

しょう。

つまり住民運動を援助し、地域の差別的「構造」を変えていくため

に、ソーシヤノレワークはどのような「機能」を果たすべきかを考えた

場合、それは構造的アプローチでもなければ機能的アプローチでもな

いわけです。したがって結論しては構造的アプローチと機能的アプロ

ーチという分け方は、現在の地域福祉の研究のありかたを理解するう

えではとても役にたちますが、地域福祉の領域のなかで非常に重要だ

と思われる部分（だが、あまり研究されていない部分）は、この分け

方ではうまく分けられません。

社会福祉士の資格ができたおかげで職業として社会福祉に従事しよ

うとする若者が増えたことは事実だと思うし、それは嬉しいことです。

しかしながら地域福祉というまだ発展途上の学問において、取捨選択

式の試験問題をつくることは（現実としてはやむをえないとしても）、

理論についての多くの誤解を学生たちに与えかねません。受験対策用

に授業をすることによって、その誤解はさらに大きくなるかもしれま

せん。とはいえ一時的に誤解をしても試験には合格したいというのが

受験生の本音かもしれない。難しい時代になったものです。

UHズ：地場住民の連帯は可能だろうか

「むかしの人が聞け合っていたのは、食べていくためには助け合うレかなかったからだ。

レかレ、現代は地場で助け合わなくてち生きていける。そういう現代人に対して、いまか

ら力を合わせて地慢の福祉の課題に取り組もうと陣びかけても、レょせん無猷な話だ」と

いう批判に対して、どう反論できると思いますか。

金余韻：霞ヶ関との距離

在宅福祉型地域福祉論は主に関東圏の大学で、自治型地域福祉は京都、大阪など主に関西

圏の大学で展開されているというのも面白い特徴です。むかし東京都内のある大学の教員
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数名に誘われて、地域福祉についての報告書を書くことがあり議論レまレたが、彼らの地

域福祉のイメージ〈在宅福祉型地域福祉論〉と、私の地域福祉のイメージ〈自治型地域福

祉論〉とがあまりに違うので、結局、話を途中でお断りしだ経験があります。

この 2つのうち、どちらが優勢かというと在宅福祉型地域福祉論だと思う。その理由の

ひとつはその考え方を行政が支持していると思われることです。実際に、そういう考え方

で文書〈おびただレい雑誌の論文を宮めて〉がどんどん作られ政策がつくられています。

ただ、そういう人の書いたものを読んでいると、優れた論文がある一方で、なかには法律

や制度の説明だけで終わっているものもあり、厳レく言えば、霞ヶ閣のエリート集団が作

り出レ疋政策に理屈をつけて跡惜けレているだけのような気がします。

実際、私ちわずかながら霞ヶ関周辺で仕事をしたことがあり、地鼠福祉のプログラムづ

くりにかかわったことがあります。レかし私が会議室に入るまえにすでに、どういうプロ

グラムにするかという筋書きは霞ヶ闘のエリートたち｜こよって決定されてしまっていて、

私に期待されているのは上智大学教員という肩書きをつかってそれを後押レするだけとい

う感じでレ定。似たような話は実際に霞ヶ聞に入つだ卒業生からも聞いたことがあります。

「学者先生には名前だけ借りるんです」と彼らは笑いながら言っていいます。彼らは内I~＼、

そういう「学者先生」をちょっと軽蔑レていたりレます。実際、彼らのほうがよく知識も

あり、勉強していたりするのです。そのときにできた報告書は福祉現場のリーダーの研修

に使われだようです。そレて、あるとき、ある人から「研｛彦会の資料を男ていて、こんな

ことを書いている奴は誰だと思って、著者をみたら岡君の名前があった。いつのまに考え

を蛮えたのか？」と問いただされたことがあります。聞くと、私がふだんから言っている

ことと、まっ疋く逆の立場を主張するために、その報告書が使われていたそうです。

レかし、そうなることを恐れて、まったく霞ヶ闘を敏連していていたら自分が考えてい

ることを政策に反映させるチャンスはまったく無くなるわけで、それも寂レいことでしょ

う。要するに距離のとりかたがだいへん難レいのです。

公平を期するために自治型地域福祉論者たちの批判をすれば、彼らも一枚岩ではなく、

さまざまな立場に分かれています。なかには古めかしいマルクス主義の用語を使って地鼠

福祉を論じている人もいます。霞ヶ関と距離があるということは逆にいえば、その考え方

が地場福祉の政策に生かされることは少ないわけで、そういう意味で無責任に現実ぱなれ

レた論文を書いていてち支障がないわけですね。すでに述べた都内の大学教員との共同研

究が頓挫したときも、私の「自治型地域福祉論」に対レて、「いまさら、そんな考え方は古

いでレょう」「現実的ではないですよ」と批判されてレまいまレた。

長々と書きましたが、これが一人の研究者からみた地域福祉研究者閣の考え方の相違で

す。受験参考書に美レくまとめあげるほど、まだまとまっていないレ、逆にいえば、それ

が活きた学問である証拠なのかもしれません。まだまだ若い研究者が活躍できる揚はいく

らでもあるので、上智の学生たちのなかにも大学院に入り地場福祉について研究する人が

もっと出てもらいだいと思います。
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2.地域福祉以前

地域福祉のとらえかたにはいくつかあることを述べましたが、それ

を細かく紹介することは、かえって 1年生である読者を混乱させてし

まうと思います。そこで、ここから先は自治型地域福祉の考えに重点

を置いて説明していきましょう。

はじめに地域福祉という概念がでてきた歴史的背景を考えてみまし

ょう。そもそも社会福祉の最初の歴史においては地域福祉という概念

はありませんでした。第3章をふりかえってみてください。改正救貧

法の劣等処遇の原則によれば、救貧法の対象となった者は「人並みJ

に暮らしてはいけないわけで、院外保護（out-doorreliefiすなわち、

施設から出た形の援助は許されていませんでした。地域から隔離され

汚れた部屋に住むという条件で、はじめて援助を受けられたのです。

これは故意に辛い目にあわせて援助を受ける気持ちを貧民に起こさせ

ないようにさせるためでした。これが懲罰的処遇でした。

このような救貧事業の段階から保護事業の段階に進んでも、地域福

祉の発想はなかなか生まれませんでした。問題があれば特別な施設に

はいって、そこで治療や訓練を受けたりして問題を解決すれば良いと

考えられていました。その典型的な例がコロニーーと呼ばれる心身障害

者のための総合福祉施設でした。私は学生時代、その一つを訪問した

ことがありますが、山をこえて森を抜けると突然広い平地が開け、そ

こに巨大な施設が並んでいました。人家らしいものは周囲には全くあ

りません。すべて施設関係の建物です。そこに病院から売店から職員

の宿舎から何から何までそろっていて、そこで生活が完結するように

なっていました。私の大学院時代の後輩が、そこに勤めたのですが、

施設から出て街に出るのに、ひどく時聞がかかると嘆いていました。

しかし、そこはコロニー設立当時の障害者の親たちにとって天国の

ように思えたのです。つまり親たちは自分の死後、子どもがどうなる

のかがとても心配でした。しかし、そのコロニーなら安心して子ども

たちは一生をおくることができるでしょう。それに人里はなれたとこ

ろで障害者福祉に理解のある優しい職員たちだけに固まれて、一般の

人たちの冷たい偏見の目から逃れて暮らすことができると親たちは考

ー 「心身障害者のための総合社会福祉施設で、長期入所（場合によっては終身保護）を可能
として、広大な敷地内に病院や訓練施設などの諸サービス機能をも有して総合的な生活共
同体をなしている施設群をいうJ秋山智久（1988）「コロニー』『現代社会福祉事典（改訂
版）』全国社会福祉協議会，p.187.
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えたのでした。ですから親たちはそのようなコロニーをつくってくれ

るよう請願運動を行いました。その当時、障害をもった我が子たちが、

ふつうの人たちと同じように住み慣れた地域で暮らしつづけることが

できるなんて思いもよらなかったのです。ノーマライゼーションとい

う考え方は、まだ知られていませんでした。このような巨大な施設に

疑問がもたれ始めたのは 1970年代以降だと言われています。

制服：山奥の理想郷

コロニーは、いわば山奥に障害者の理想郷を作ろうとする詰みだったと思います。その読

みは現代では無意味でレょうか。あな疋の意見を隣どうレで交換レてみなさい。

3.社会と隔絶された施設

現在の日本では、このようなコロニーづくりは積極的にすすめられ

てはいません。どうしてでしょうか。おそらく一番大きな理由は、そ

れはノーマライゼーションの考え方に反するということでしょう。障

害があったとしても障害がない人と同じような生活ができるし、でき

るはずだ。障害のある人に特別な生活を強いてはならないというのが

ノーマライゼーションの考え方です。たとえば、あなたの子どもが病

気にかかって、その後遺症で、障害が残ったとします。もしも、そこで

一般社会から隔絶された施設しかないなら、障害を負いながら生きて

いくためには家族や住み慣れた土地を離れて障害者ばかりが集められ

た特別な場所に移らなければなりません。これは辛いことです。望ま

しいのは障害を負うことになっても、そのことで人生があまりにも左

右されず住み慣れた土地に家族とともに住みつづけることでしょう。

障害を負ったために、もはやそうではない人に与えられているだけの

社会的機会が与えられないとすれば、それは人権の侵害です。ノーマ

ライゼーションは人権の思想、でもあります。

コロニーの意義があまり認められなくなった、もうひとつの理由は

社会から隔絶された施設に入れば、それまでの社会関係が切り取られ、

他の社会的要求が満たされなくなるということです。第2章で紹介し

た岡村理論によれば人間の基本的な社会的要求には7つあります。そ

れは経済的安定、職業的安定、家族的安定、保健・医療の保障、教育

の保障、社会参加ないし社会的協同の機会、文化・娯楽の機会です。

たとえば重い障害のために保健・医療のニーズの充足が地域のなかに
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いたのでは難しくなったとします。すると、そういうニーズをみたす

（保健・医療）サーピスが整っている施設に入ることを勧められる。

しかし施設に入ってしまうと家族とは離れてしまい、家族的安定とい

う別の社会的要求は満たされなくなります。また近所にこれまでもっ

ていた友人との交流も無くなり、社会参加ないし社会的協同の機会が

失われます。行きたかった学校にも行けなくなり教育の機会も失われ

ます。こうして地域から隔絶された施設にはいることによって保健・

医療に関する社会的要求は充足されるかもしれませんが、他の社会的

要求はむしろ満たされなくなるという事態がおこります。

保護事業の次の段階である福祉国家において重要になる予防の原則

という点から考えると、社会から隔絶された施設は役にたちません。

すなわちそのような施設は問題がすでに発生してしまってから対応し

ようとするものだからです。さらに福祉国家の水準を保つためにも社

会から隔絶された施設は減らしていくべきです。なぜなら、もし福祉

サービスを必要とする人をそのような施設に入れる政策をとった場合、

その施設利用者は一般市民と離れた場所に住むようになり両者の聞の

交流は少なくなります。交流が少なくなれば一般市民の利用者への偏

見と差別感情は強まり、納税者である一般市民は増税をもたらす社会

福祉サービスの利用者に敵意さえ持つようになるかもしれません。施

設の内容がわからず利用者の問題も理解できないとなると、福祉予算

を削減すべきだという声が市民からいずれ出てくるようになるでしょ

う。福祉の予算がふえればふえるほど、その予算を多く利用する人と

納税者との聞の交流は重要になります。

.余韻：糊 者 と の 交 流

ボランティ？を受け入れない施設は、まだ少なくありません。ボランティアがくると、そ

の苅廊のために、かえって職員の労力はふえるというのです。レかレボランティアは職員

の謂力軽減のために来るのではありません。施設利用者と一般市民の交流のために来てい

るのです。一般市民との交流のために施設職員の哲力が増えても、それは業務の一部と考

え受け入れるべきだと思います。それを寄わないと施設利用者と一般市民〈納税者）との

聞に壁力tできてレまい福祉予算の甑売に理解が得られなくなります。施設の予算が足りな

くて職員が少ないから、よ1.5¥んな労力をl邸要とするボラシティアの受け入れを断ってレま

う。だから一般市民の理解力鳴られない。悪循環なのですね。施設の職員は人を増えない

のは行政の理解がないからだと考えている揚合がありますが、行政機関の態度は一般市民

の態度を反映していることを忘れてはいけないと思います。
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4.福祉国家で充分か

隔離施設ではダメなら福祉国家で充分ではないかという話がありま

す。つまり福祉国家が充実して個人個人にしっかりとしたサービスを

すれば、地域などは必要ないという議論です。一見、簡単な議論に見

えますが、ここには深い意味が隠されています。

この意味を理解するためには、次章で述べるムラ的な地域組織によ

って個人の自由が奪われてきた日本の歴史を知っておく必要がありま

す。いまで、こそ隣近所のつきあいというと地域福祉の充実にかかせな

いものとして理解されていますが、戦時中は思想統制の道具として機

能したわけです。それは個人の幸福を否定する要因にもなっていまし

た。生きていくためには助け合うしかなかったからこそムラ的な地域

組織が必要でした。しかし、こんにち福祉国家が充実した形になれば

ムラから自由になれます。ムラの息苦しさから解放されるのです。

では、ほんとうに福祉国家だけで充分かというと、そうではないと

言うのが現代の地域福祉論の立場です。例をあげてみましょう。

繰り返しになりますが、以前の社会福祉は経済的貧困だけを扱って

いました。衣食住が不充分だったのは、お金がなかったからです。し

かし、いまの福祉はケアがひとつの重要なサービスになっています。

ケアは身体的なものだけではなく精神的ケアも含まれます。金銭は誰

がどのように手渡しても大きな違いはありませんが、ケアはもっと微

妙なもので、ケアを与える人自身がケアの本質にかかわってきます。

ケアについての専門的技術が必要な場合もありますが、必要がないと

きもあります。福祉国家を充実させれば、それで問題が解決するとい

うのは社会福祉の援助はすべて国家公務員かあるいはそれに準じる人

が提供すればいいということでしょう。たとえば、お年寄りがひとり

公園にすわって話し相手もなくて淋しそうにしている。それを見かけ

た住民が市役所に電話して「話し相手を派遣してください」と要請す

る。で、その話し相手を公務員や公的機関から給与が支払われている

ソーシャルワーカーがするとしたら、それこそ国の財政はパンクして

しまいます。しかし老人の話し相手、子供の遊び相手、家で孤立して

いる主婦の話し相手、みんな人々の福祉のためには大事で切実に求め

られているものです。福祉国家だけでは対応できない問題が、ここに

あります。

また障害のある子どもがいる家族が、その子を含めて家族全員で山

にハイキングに行きたいと，思ったとします。そのときの外出介助を役
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所に頼んだとしたら「予約は 1ヶ月まえにお頗いします」とか「土日

は休みですから、その日を避けてくださいJと言われるかもしれませ

ん。しかし父親や母親の勤務の関係で、そんなことは無理な場合があ

ります。また山頂で昼ごはんをいっしょに食べようとすると、役所か

ら派遣された介助の人が「昼の休憩時間ですからj と、家族に背をむ

けて寝てしまうとか、夕方になると「勤務は午後 5時までなので、こ

こで失礼します」と事務的に言われてしまうことになりかねません。

介助する人は自分の生活のために介助しているのですから、昼に休

憩するとか、残業を拒否するといった労働者としての権利は尊重され

るべきです。労働としての援助や人間関係には、そういう限界があり

ます。また福祉国家も役所仕事の一環として運営される部分があるの

ですから、役所仕事の官僚的性格（わずらわしい手続きや事務的対応

など）が人間的な温かみのあるサーピスの実施の妨げになることが考

えられます。

権利としてサービスを受け取ることができても、もっと自然な感じ

でつきあえる人間関係が人聞には必要でしょう。ひとり暮らしのお年

寄りも「このサービスを受けるのはあなたの権利なのですからJと言

われて仕事として話し相手になってもらっていても嬉しくはないでし

ょう。本当に、あなたの話に興味があって、あなたに親しみを感じる

からという理由で話を聞いてもらいたいのです。だからボランティア

の援助は貴重なのです。ボランティアの援助は利用者が権利としては

要求できないものです。しかし権利として要求できないことは決して

マイナスのことではなく、権利・義務関係で与えられた援助にはない、

温かさなどの情緒的側面を強くもつことが可能なのです。

住民参加の必要性

市町村の公務員や地域の福祉施設で働くソーシャルワーカーが、各

地域の福祉的な問題を充分に知っているとは限りません。それぞれの

地域の実a！？号やニーズに応じたサービスを実施するためには、どのよう

なサービスをどのように供給するかという議論に地域住民も参加して

もらうことが必要になります。

ただ地域住民の参加といっても、誰をどうやって選び、どのような

形で参加してもらうかという難しい問題があります。住民のなかから

抽選で選んだとしても、その選ばれた住民の適性が問題ですし、その

本人の意欲がなければ形式的参加になってしまいます。たとえ本人の

意欲があっても周囲の住民が、その人を自分たちの代表だとは認めな
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いかもしれません。まず地域住民の組織をっくり、その代表者が議論

に参加するという形が必要になることが多いでしょう。そういった住

民の組織化を役所がするとなると、次章で紹介する日本の過去の歴史

から考えて「国がそこまでするのか」「役所の権限乱用ではないか」と

いう批判がでることも予想されます。

それよりは、そういった地域の細かな問題は私的社会福祉事業にま

かせ、住民の自主的な活動に委ねた方がいし、かもしれません。たとえ

ば地域の一人暮らしの老人宅を訪問するボランティアグループを住民

たちがつくった場合、誰が一人暮らしで、どんな性格で、どんなニー

ズをもっているかということは役所の公務員が調べるよりも、住民た

ちが自主的に調べた方が、きめ細やかなことがわかるかもしれません。

役所は、そのボランティアグループの存在を地域住民に知らせるため

に市の広報紙に記事を掲載するといった援助で充分かもしれません。

福祉国家だけでは不充分であるというもうひとつの理由として、福

祉国家だけでは「福祉は国家が行うもの」という誤った認識が住民の

聞に生まれるということがあります。福祉の基礎は人と人とのたすけ

あいにあると思うのです。しかし人々の自発的なたすけあいは、その

自発性ゆえに不安定ですから、きちんと制度化される必要があります。

そこで国や地方公共団体などの公的機関が、それを代行するわけです。

国にすべてをまかせてしまって国民が社会福祉の問題を考えたくない

という姿勢をとれば、結局は国による社会福祉サービスの質も量も低

下するでしょう。国民の支持や理解のないサービスを国が実施するこ

とはできないからです。

市民運動のなかには国をあたかも福祉の敵のように攻撃して、福祉

の援助を勝ちとろうとする姿勢が見られることがあります。しかし国

は何も超人間的なものではなく社会の反映にすぎません。ですから国

が差別的であり人権に鈍感であるとしたら、それは社会が差別的で人

権に鈍感であるからにすぎません。ですから国さえ良いサービスを提

供してくれれば社会に理解がなくても良いというのは誤りです。ソー

シヤノレワーカーは、その意味で一般国民から偏見をもたれがちなサー

ピス利用者と他の市民との交流をはかり国民の意識を変えていくとい

う役割が求められるのです。

制パズ：福祉国家

福祉国家だけで売分だという意見を私はここで否定しまレたが、あなたは正直いって、ど

う思いますか。隣の人と話し合ってみましょう。
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5.地域社会の類型

福祉国家だけでは不充分で、、地域社会や地域住民がサービスの計画

や実施にかかわることが必要であるということを述べてきました。し

かし地域社会とひとことでいっても、さまざまなものがあります。次

章で紹介しますが、個人の自由を押し殺した封建的な、ムラ的な地域

組織もあったわけです。ですから、ここで地域社会とひとことで、言っ

てしまわないで、それをタイプ別にわけでみることを考えます。

岡村理論では、ここで社会学者である奥田道大の地域社会の類型を

参照しています。そこで、その類型を簡単に紹介しておきましょうた

それによると地域社会とは空間的・物理的なものを意味することもあ

りますが、人間のあり方を考える場合、もっと大事なのは価値と行動

様式であるというわけです。そして地域社会のあり様を住民の価値と

行動のあり方によって表現しようとします。

まず、行動は住民たちが自分たちで集団として主体的に行動できる

のか、それとも外から動かされるだけなのかという区別ができます。

たとえば、ひとつの地域で子どもたちの遊び場が大切だと考えても、

住民が、それを地域社会のなかで話し合い、遊び場をつくるという行

動を起こすことができるかどうかで区別できます。これを行動におけ

る主体化と客体化というように奥田は分けています。客体化とはわか

りにくい表現ですが、行動を自分たちで起こすことができず、したが

って他の人の行動の客体（対象）になっているだけというのですね。

そして、価値には地域の枠にかぎられたものか、それとも地域の枠

を超えたものなのかという区別が出てきます。地域の枠にかぎられた

ものは地元意識とよべるもので「わがムラ・マチさえよければいいの

だJという価値観ですね。たとえばパスの停留所の設置場所で、署名運

動があったりしますが、街角ごとにパスがとまっていけばパスは遅く

なって実用的ではありません。したがって、どこかの街角を選んでと

まるわけですが、それを我が町内に置いてくれと互いに競争して署名

運動をしたりします。これなどは住民運動といっても、我がマチさえ

よければいいのだという利己的なもので、それを特殊的な価値観と呼

んでおきます。それに対して障害者を差別せず、その人権を尊重する

7奥田道大（1983）『都市コミュニティの理論J東京大学出版会， pp.24・32.このモデルは社

会福祉士の試験に出題されています。そのときの用語にしたがって、このテキストも書く
ことにします。
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『コミュニティj

モデル

といった価値観は、その地域だけにとどまりませんから、これは普遍

的な価値観であるといえます。このように価値が向かう方向として普

遍化と特殊化を考え、それでまた地域社会を区別することにします。

このように行動との関係で主体化と客体化、意識との関係で普遍化

と特殊化というふたつの区分を交文させて 4つのタイプをっくります。

つまり主体化・普遍化、主体化・特殊化、客体化・普遍化、客体化・

特殊化というように4つのタイプの地域社会を考えるのです。すると

以下のような図ができあがります80

普遍的

価値意識

主体的行動体系

客体的行動体系

行動において主体的で、あり、意識において普遍的であるというのは、

もっとも理想的な地域社会であり、これを「コミュニティJSモデルと

奥田は紹介しています。

それに対して行動においては主体的であるが、意識においては特殊

的というのは集団では何かをやろうという気持ちはあるのだが、それ

がただ自分たちが良ければいいのだという価値観に基づいているとい

うもので、これは昔のムラ社会に典型的に現れています。これを「地

ー奥田道大（1983）『都市コミュニティの理論』鯨大学出版会＇ p.28. 
’理想的な概念を日本語になじみにくい外来語を使うのは、日本人、とくに社会科学の研究
者の悪い癖だと思います。谷崎潤一郎は「自分の国の国語を以って発表するのに不向きな
ような学聞は、結局借り物の学問であって、ほんとうに自分の国のものとは云えなし、」と
いっているが、私もそう思う。谷崎潤一郎（1934）『文章読本』中央公論社pp. 75. 



「地域共同体J

モデル

「個我』モデル

「伝統的アノミ

-Jモデル

名望有力者型

リーダー

役職有力者型

リーダー

組織活動家製

リーダー

圧力団体

有限責任型リ

ーダー
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域共同体jモデルと言います。

また行動においては客体的であるが、意識においては普遍的だとい

うのは人権や福祉国家についての理解など地域のエゴイズムを越えた

価値観はもっているものの、それを実現するために地域で行動するこ

とはできないタイプです。これは行政機関に権利要求を個別に行う地

域社会です。奥田はこれを「個我Jモデ、ルといっています。

さいごに行動において客体的、意識においても特殊的という最悪の

組み合わせの地域社会がありますが、これはみんなで話し合い行動で

きることもなく、また価値観も我身さえよければいいという人々の集

まりです。互いに孤立しあったバラバラの社会です。奥田はこれを「伝

統的アノミーJモデルと呼びます。伝統的と呼ぶ理由は、新しい価値

観をもつことができない古い体質が残っているということなのでしょ

う。アノミーとは、社会学の用語で共通の価値観や社会道徳が衰退し

た様子をいいます。

奥田は、さらにそれぞれの地域社会におけるリーダーの実態をモデ

ル的に描いています。まず「地域共同体jモデル、要するに、古いム

ラ社会のようなところでは昔からその地域で力をもっている人がリー

ダーになります。それを名望有力者型リーダーと呼んで、います。

「伝統的アノミー」のような、もう地域社会がバラバラになってい

るような社会では行政から委嘱された役職についている人たち（たと

えば福祉関係であれば、民生委員が行政から委嘱された役職です）が

リーダーになります。これを役職有力者型リーダーと呼びます。地域

社会がバラバラになったところでは行政関係者が介入して、地域の誰

かに仕事を任せることによってリーダーが登場するというわけです。

これは私の短い福祉現場経験でも納得できます。ただし本当にリーダ

ーとして働けるかどうかは別だと思いますが。

「個我jモデル、つまり住民ひとりひとりは権利意識や普遍的な価

値観をもっているけれども、集団としてまとまれない地域社会では組

織活動家型リーダーが出てくると奥田はいいます。つまり、もともと

地域社会のつながりがないから何かを行政に要求する圧力団体（行政

に圧力をかけて、なにかをさせようとする団体をこのように呼びます）

ができて、そのリーダーが地域社会のリーダーであるかのように見え

てくるというわけです。

最後の「コミュニテイJモデルですが、有限責任型リーダーが出て

くるといいます。これは何から何まで引き受ける地域のボスのような
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人がいるのではなくて、地域社会のなかで出てきた課題ごとにリーダ

ーシップをとる人が地域社会に現れると考えます。

UJ'¥ズ：みなさんの地域

みなさんが住んでいる地域は、この4つのタイプのどれに一番ちかいでレょうか。隣の人

と話し合ってみてください。

UJ'¥ズ：リーダー像の理解

それぞれの地域社会のモデルに典型的なリーダー像が提示されましたが、充分に理解でき

まレたでレょうか。となり同士で、自分力T充分に理解できたかどうか確かめてください。

U,t：~：~限責任型リーダーの課題
有限責任型リーダーは地域社会に出てきた課題ごとに現れるというのですが、たとえば、

どのような課題についてそのようなリーダーが現れるのでしょうか。隣の人と話し合い、

その倒をいくつか出してみてください。

奥田のモデルはわかりやすいものですが、ただ地域福祉が喚起させ

ようとする住民の主体的行動が、古いムラ社会のそれと同じように扱

われていることに私は不満を持ちます。次章で述べるように、ムラ社

会は基本的に序列社会であり、行動において主体的といっても序列の

うえで上位にある者のみが発揮する主体性であり、それがコミュニテ

ィにおける主体性と同じものであるとは言えないはずです。またムラ

社会の価値観は伝統的なものであり、その意味ではムラの長老たちも

勝手に変えることはできません。すなわち、その価値の伝統性は主体

性と矛盾するかもしれないのです。

また「個我Jモデ‘ルとよばれる地域社会においては、孤立した人聞

がはたして普遍的な価値観をもちうるかどうか疑わしいと思います。

他の人びとと連帯することもできない社会で、どうやって普遍的な価

値観を表現するのでしょう。孤立した個人が、それぞれ部屋のなかに

閉じこもって互いの人権を認め合っているという図式は、たがいに迷

惑をかけあわないようにしようという最低限の価値観をもっているだ

けで普遍的な価値観というよりは自己防衛的で消極的な態度にすぎな

いのではないかと思います。
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6.地域福祉の概念

コミュニティケア

地域組織化

予防的社会福祉

地域社会の類型を考えることによって、ひとくちに地域社会といっ

ても、いろいろな種類があることがわかったと思います。また地域福

祉にとって望ましいのは地域住民の人々が普遍的な価値観に基づいた

自主的な行動をとれるということでした。そういう地域づくりをやっ

ていくのがコミュニティワーカーであるといえます。

ところで、福祉には最も因っている人たちを優先して援助するとい

う考え方があります。ですから、地域福祉のサービスは全ての地域住

民を対象とするといっても、実際には誰かを他の人々よりも優先して

援助するわけです。つまり社会福祉の対象は、社会関係の不調和、社

会関係の欠損、社会制度の欠陥の 3つであるとすると、そういう問題

が特に顧著にあらわれていると思われる人々を重点的に優先的に援助

していくことが必要なのです。これを仮にここでは優先性の原理と呼

んでおきましょう。この優先性の原理のもとに、地域住民のうちで特

に困っている人たちを援助するとき、ソーシャルワーカーだ、けではな

く、関連するサーピス機関や、その人々の周囲の地域社会をも参加す

る形で援助が行われるのなら、それがコミュニティケア”になるわけ

です。

一方、現代の福祉は予防の原理によって全ての人を援助する、つま

り普遍的に援助するという考え方があります。それを仮に普遍性の原

理と呼ぶとすると、その普遍性の原理にしたがって地域づくりを行う

ことも可能です。

岡村の地域福祉論では地域福祉の構成要素をコミュニティケアと地

域組織化、それに予防的社会福祉という 3つにわけています”。この 3

つが互いにどのような関係にあるのかについては、岡村自身は明確に

述べていないようですが、私の考えでは地域づくり也が中核にあり、

それが優先性の原理に照らしあわせたときにコミュニティケアが出て

きて、普遍性の原理に照らしあわせたときに予防的社会福祉が出てく

10 コミュニティケアと混同されやすいのが在宅ケア。在宅ケアが、ケアの行われる場所を
重視している概念として施設ケアに対比されるのに対して、コミュニティケアは、ケアを
行う主体（コミュニティで行われるケアというより、コミュニティが行うケア）を強調し
ている。ただし在宅ケアと同一視する考え方をする人もいる。

”岡村重夫（1974）『地域福祉論』光生館．
12岡村が「地域組織化j と呼んでいるものを、私は場合によって「地域づくりJという平
易な言葉で書き直したいと思う。「組織化j というと地域全体がひとつに整理されるよう
な誤った印象を与えがちだと思うのである。
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一般的地域組織

化活動

福祉組織化活動

福祉コミュニティ

一般的コミュニテ

イ

るのだと考えると整理しやすいと思います。つまり地域組織化とコミ

ュニティケア、予防的社会福祉の要素のうち、あとの2つは、それ自

体に目的とじての価値があるのに対して最初の地域組織化にはそれ自

体に価値はありません。次章で述べるように戦争の準備のために地域

を組織化することだってあるからです。ですから地域組織化は目的に

いたる過程あるいは手段であって、その目的がコミュニティケアであ

り、予防的社会福祉であると考えるとよいでしょう。

地域づくり

ここまでの論議をふまえて、ここでいう地域づくりとは、コミュニ

ティケアないし予防的社会福祉を目的にして地域を組織化することと

定義しておきましょう。岡村理論では地域組織化は一般的地域組織化

活動と福祉組織化活動とに分けられています。地域組織化を先に述べ

た優先性の原理で行うとき、それが福祉組織化となり、その結果成立

したコミュニティを福祉コミュニティと呼びます。普遍性の原理で地

域組織化を行うとき、それを一般的地域組織化と呼び、その結果成立

したコミュニティを一般的コミュニティと呼びます。

普遍土／／

（糊社会）鴎

優先「＼＼

（一般的コミュニティ）

予防的社会福祉

（福祉コミュニティ）

コミュニティケア

地域づくりの対象、すなわち地域組織化の対象は、実際には2つに分

けると考えやすいでしょう。ひとつは社会福祉や地域保健の専門機関

のネットワークをつくっていくこと、もうひとつは住民の組織化とい

うことです。この2つは別々に行われるわけではありません。専門機

関のネットワークに住民や当事者、ボランティアの団体を含めていく

のは地域福祉のひとつの流れになっています。それが住民の主体性を

保障していくものだと考えられています。また逆に住民の組織化だけ

をおこなっても、それを支援する体制を専門機関がとらないかぎり、
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予防的社会福祉およびコミュニティケアの目的を果たすことはできな

いでしょう。

制服：一般的コミュニティとしての町内会

日本の地域社会には、ほとんど（9割以上〉町内会〈町会、自治会ともいう〉があります。

町内会は、ここでいう一般的コミュニティの代表的なものです。あなたゃあなたの家族ち

町内会のおかげで助かっていること、〈広い意味で〉福祉が向上していることが、きっとあ

るのではないでしょうか。それを考え、話レ合ってみなさい。

制パズ：優先性と普遍性の援朗

いま児童虐待が大きな社会問題とレてとりあげられています。みなさんがコミュニティワ

ー力ーになったとき、 この間題に闘レて普遍性の原理と橿先住の原理という2つの考え方

から地域社会に働きかけることになったとレましようロさて、伺をレますか。隣の人と話

し合いなさい。

第 1次予防

第2次予防

第3次予防

発生予防

早期発見

予防的社会福祉

ここで予防的社会福祉について説明しておきます。予防的社会福祉

は歴史的には福祉国家の概念とともにでてきたものであることは、す

でに述べました。岡村重夫は、との予防的社会福祉を公衆衛生の予防

概念を参照しながら考えています。すなわち予防を 3つの段階にわけ

で、それぞれ第 1次予防、第2次予防、第3次予防とよびます旬。

第 1次予防は、問題の発生予防です。たとえば地域社会で福祉活動

を目的とするボランティアグループを支援し、地域での福祉的な問題

が起こったときに対応できる力量を高めておくというのも、その方法

の 1つでしょう。また地域の施設が在宅介護や育児を支援するサービ

スを行うことも、高齢者介護の負担による家族崩壊や児童虐待の予防

につながると考えられます。

第2次予防は、問題の早期発見です。岡村によれば、それは「①社

会福祉その他の社会的サービスの援助を必要とするケースの発見、②

早期の診断すなわちケースのニードを判定し、こんご提供すべきサー

ビスの方針を決定し、③その方針に従って担当機関にケースを送致し

て、早期にサーピスを受けさせることJ”です。早期発見をしようと

13岡村，前掲書， pp.47・57.
14同書， p.55. 
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社会的リハビリ

テーション

ふれあいいき

いきサロン

するとき、その対象となる人は病院や入所施設にはいません。人々は

地域に暮らしています。ですから、そういった人々を見つけ、また、

そういった人々が自分自身で問題に早く気づくように働きかけなくて

はいけません。そうなると、それは相談所のなかにいて相談に住民が

来るのを待っていても仕方がありません。ワーヵーは地域に出かけな

ければいけません。たとえば、子どもを虐待してしまっている親が「私

は虐待を止めることができないJと悩みを相談しにくるということは、

児童虐待についての一般市民の知識が少ない地域では期待できません。

すると、こちらから早期発見に努めるしかありません。そのとき民生

委員・児童委員や保健所、児童相談所、学校、地域のボランティア団

体など、さまざまな機関がネットワークをつくって地域の児童虐待問

題に取り組むことができます。

第 3次予防とは、機能回復をめざすリハビリテーションです。リハ

ビリテーションというと、さまざまな器具が並んだ部屋で歩行訓練な

どのトレーリングを行うことを連想するかもしれませんが、社会福祉

で重視されるのは社会的リハビリテーションです。つまり、社会関係

を自分でつくれるようになるためのリハビリテーションです。たとえ

ば、精神障害のために長期の入院生活をしてきた人が、地域社会で生

活するために人と人との関係のとりかたなどを学ぶ必要があるときが

あります。また、認知症のために、自宅に閉じこもってしまっている

人たちがいます。その人たちが再び人と交流する機会をもつことがで

きるように「ふれあいいきいきサロンJと呼ばれる場が、地域にボラ

ンティアによって設けられることがありますへとれも社会的リハビ

リテーションを目的にしているといえます。

UHズ：大学生の不登校

いま大学生にも「不登校」の問題があるという指摘があります。さぼっているから大学に

こないのではなく、大学（のクラス〉での人間関係の難しさに傷ついたり、擾業について

いける自信が無くなったりレて、登校する気持ちはあるのに、どうしても校門をくぐれな

くなっているのです。こういう問題に対して第 1次予防、第2次予防、第3次予防の策を

考え、隣の人とそれがどれくらい実行可能なのかを話し合ってみなさい。

福祉コミュニティ

普遍性の原理を実現する予防的社会福祉に続いて、次に優先性の原

旬日本地域福祉学会編（2006）『新版地域福祉事典』中央法規， p,341. 
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理を実現する地域組織化の目標である福祉コミュニティについて説明

しましょう。

福祉コミュニティは岡村が提唱したことによって広く知られるよう

になった概念です。その構成員は3つのグソレープに分かれます。その

第 1は「現実的または可能的なサービス受給者ないしは対象者である。

生活保護受給者、低所得階層、心身障害者、老人、児童、母子家庭、

保護観察中の個人や家族、精神障害者、アルコーノレ中毒者、難病患者

等々、福祉や医療サービスの対象者j です。そして第2は「以上のよ

うな生活困難の当事者と同じ立場に立つ同調者や利害を代弁する代弁

者J、最後に「このような生活困難者に対して、各種のサービスを提供

する機関・団体・施設Jがあります情。ここで岡村が当事者作を福祉コ

ミュニティの中核に位置づけていることに注目してください。これは、

サービスを提供する側の視点から当事者を受動的な存在としか見てい

ない論調が、現在もまだ強いことから考えると、いまでも先進的な考

え方だと思います。

ただ、私がここで問題にしたいのは、たしかに岡村の定義では福祉

コミュニティの第 1の構成員として当事者があげられていますが、実

際の日本の地域では公的機関や施設の方が当事者よりも上位にあると

考えていいのではないかということです。たとえば、精神障害者より

も精神保健を担当する地域の施設長や病院長の方が、ずっと発言力が

あるのではないか。福祉サービスを受けることは憲法で保障された権

利だとは言っても、福祉サービスの場合、当事者はまだまだ消費者と

しての権利は充分に認められていない状態であると思います。このよ

うな状況では当事者と施設・機関代表者を福祉コミュニティという 1

つの団体にまとめても当事者が序列的に下位におかれることは避けら

れないと思います。

ですから、私の考えをいえば、福祉コミュニティにはコミュニティ

ケアを実現したり、サービスの向上のためにソーシヤノレ・アクション旬

を起こしたりという重要な役割がありますが、それだけでは充分では

ないのではないかということです。福祉コミュニティの他に当事者だ

16岡村，前掲書， p.70. 

17引用文にあるように、岡村は「サ｝ピス受給者」「対象者Jという言葉を使っているが、

最近の地域福祉論では「当事者」という言葉を使うのが一般的です。「受給者J「対象者J
というと受け身のニュアンスがあるからです。

憎社会を変えていく運動のこと。法制度の改善に署名運動をするようなことが典型的な例
としてあげられる。
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当事者組織 けから構成される別の団体、すなわち当事者組織”が必要なのではな

いか。なぜならそのような団体を通じて、当事者が福祉コミュニティ

のなかで発言力をもつようになると思うからです。それは当事者が団

結することによる社会的な勢力増強を意味するだけではなく、当事者

が当事者だけの組織のなかで議論し、自分たちの考えを練り上げる機

会になると考えられます。そして、そのような当事者の組織化への援

助が、これからの地域福祉にとって重要だろうというのが私の考えで

す。それについては最終章で論じたいと思います。

Ml'¥ズ：大学内の「福祉コミュニティ」

上智大学のなかで勉強を続けていくこと力T難しい学生たちがいるとレて、その人たちを中

被として「福祉コミュニティ」のようなものはできないでしょうか。勉強を続けていくこ

と力哩Eレい学生たちの倒を考え、その「福祉コミコニティ」がどのような人たちから構成

されるのかを考えてみなさい。（実際は「福祉コミュニティ」は地域のなかでつくっていく

ものであり、大学内でつくるものではありませんが、演習として考えてみてください。〉

7.住民主体性の要求

アリンスキー

これまで述べてきた地域づくりを進めていくとき、考慮しておくべ

きことの 1っとして住民主体性の要求があります。岡村によれば、そ

れは「地域社会問題を発見し、解決策を計画し、決定するものが、住

民自身でなくてはならないという要求」”です。岡村は、その書のな

かで 1930年代にアメリカ・シカゴ‘の貧民街で、地域組織化活動を行っ

ていたアリンスキーを引用しています。それによれば貧民街で活動を

するアリンスキーの気がついたことは、住民としての最も基本的な要

求は、何か物がほしいということではなくて、自分たちの生活のなか

で感じている無力感・疎外感の克服なのだということでした。

ただ、これはなかなか難しい要求です。何が難しいかというと、そ

れが本当に基本的な要求なのかどうか認めるのは難しいということで

す。食べ物がほしい、充分な衣類がほしい、広い家に住みたいという

衣食住に関連する要求は、すぐに基本的な要求だとわかるのですが、

無力感・疎外感の克服というと、すこし高級な要求（？）であるとい

う印象があります。テレピがあって広い家があって、そこそこに食べ

19当事者団体、セルフヘルプグループとも呼ばれる。
20岡村、前掲書， p.76. 
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られて生活ができれば、住民はたとえ自分のことが自分で決められな

くても平気なのではないか。たとえば選挙の投票率が著しく低くなっ

ているのは、そういう要求が少ないためではないか。それとも逆に無

力感・疎外感の結果として投票率が低いだけなのでしょうか。夜中に

なるとオートパイで走りまわる暴走族たちも、自分たちで自分たちの

環境を変えられない、自分たちが社会から疎外されているという苛立

ちから、あのように走っているのかもしれません。

UHズ

選挙の投票車がi~くなつている理由は、住民の無力感の現れなのでしょうか。それとも、

もともと住民の主体的要求が値いためなのでしょうか。あなたはどう思いますか。

要するに住民主体性の要求は基本的なものかもしれませんが、住民

がはっきりとそれを自覚しているわけではないことは確かです。住民

が連帯して地域の問題を話しあおうと呼びかけても、それに反応しな

いというのは、よく見られることです。さらに住民がそれを自覚して

いないというだけではなく、それを自覚しても自ら抑圧してしまうと

いうことがあります。互いに無関心である地域社会には自己表現を抑

えるメカニズムが働いていると岡村は指摘しています・2＼たとえば近

所づきあいが大切だとわかっていても挨拶をすることすら難しいこと

があります。ある新聞の投書にこんな文章がありました。

私は、このマンションに住んでもう何年にもなるが、いまだにこのマン

ションの他の住人と顔を合わせて話したことがほとんどない。廊下で会

うことすらない。それがなぜなのか不思議だったのだが、あるとき廊下

で人の足音がしたとき、その足音が消えるまで玄関で耳をすませて待っ

ている自分に気がついた。『ひょっとして他の住人たちも閉じことをして

いるのかもしれない。だから廊下で隣の人などと会うことがないのだろ

う』と気がついた。

UHズ：足音の秘密

あなたは「足音が消えるまで玄関で耳をすませて待った」経験がありますか。あれば、そ

れはなぜだったのか、話レ合ってください。そういう経験がなければ、なぜ、そういうこ

とをする人がいるのか、理由を考えてみてください。

21 同書， p.81. 
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たとえば「公園デビューj という言葉があります。マンションなど

に住んでいる若夫婦は、子どもがなく共働きのときは近所づきあいも

全くなく過ごしています。しかし、子どもが生まれると、母親たちは

仕事を休んだり、やめたりして、昼間は母ひとり子ひとりの孤立した

時間をマンションのなかで過ごすことになります。近くの公園に小さ

な子どもをつれて散歩に出ょうとするのですが、その公園にはすでに

小さな子どもをつれた奥さんたちのグ‘ループがいます。そこで初めて

近所づきあいを始めなければいけません。それが「公園デビューJで

す。その「公園デ、ビューj に失敗すると公園に誰もいないことをたし

かめてから、こそこそと公園に出るようになります。時には夕暮れに

なってから外に出ることもあるようです。マンションに孤立した母親

たちは育児のストレスに加えて孤独感・疎外感におそわれ、ついには

児童虐待にいたるほどの精神的不安定においこまれることもあるよう

です。

u／＇＼ズ：公園デビュー！こ失敗する理由

「公園デビュー」が失敗する理由としては、どんなことがあげられると思いますか。また

コミュニティワー力ーとして、どのような援闘が可能であると思いますか。

施設福祉，在宅福祉型地域福祉，自治型地域福祉，機能的アプローチ，構造的アプローチ，

コロニー，主体的行動体系，客体的行動体系，普遍的価値意識，特殊的価値意識，「コミュ

ニティ』モデル，『地域共同体」モデル，「個蓑』モデル， r伝統的アノミー』モデル，名望有力

者型リーダー，役職有力者型リーダー，組織活動家型リーダー，圧力団体，有限責任型リー

ダー，コミュニティケア，地域組織化，予防的社会福祉，一般的地域組織化活動，福祉組織

化活動，福祉コミュニティ，一般的コミュニティ，第 1次予防，発生予防，第 2次予防，阜期

発見，第 3次予防，社会的リハビリテーション，，S寸もあいいきいきサロン，ソーシャル・アクシ

ヨン，当事者組織，当事者団体，セルフヘルプグループ、住民主体性の要求，アリンスキー
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1.地域の歴史性

前章で地域福祉の枠組みを見てきました。私が、この枠組みで不満

だったのは、そこに歴史が欠けていることでした。地域をタイプ別に

分けてはいても、それがどのように形成されてきたかという歴史は論

じられていない。しかし、その歴史を考えなければ、それが将来どの

ような方向に変わっていくのか、あるいはどのように変えることが可

能なのかという推論が不可能ではないでしょうか。たとえば主体的行

動体系をもっているということで、ムラ社会は地域福祉が目指すコミ

ュニティと共通部分があるということだ、ったのですが、果たして本当

にそうなのか。そこにムラ社会の理想化があるのではないか。

本屋や図書館に行って地域福祉論というテキストを手にすればわか

ることですが、それらは地域の歴史については、ほとんど書いてはい

ません。書かれているのは、せいぜい地域における社会福祉サービス

の歴史にすぎません。それ以前に地域とは、そもそも歴史的にどうい

うものなのかということへの論述がありません。

しかしケースワークやグループワークの対人援助の場合、対象理解、

つまり人間の成長過程や心理などの知識は不可欠のことです。障害者
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福祉においても障害の理解は非常に大切です。にもかかわらず、地域

福祉において地域はそもそもどのように形成されたのかということに

ついて深い考察がありません。地域組織化という言葉を多くの地域福

祉論のテキストは無造作に用いていますが、そもそも地域を組織化す

るとはどういうことなのか、はっきりしていないと思います。

そこで、わたしは以下につづく 2つの章で、地域の歴史について多

くの歴史学者や民俗学者、社会学者たちが述べていることを紹介した

いと思います。地域といっても多様な形態があるので、おおざっぱに

ムラとマチに分けてみました。そして、それぞれにおいて地域社会や

集団はどのような考えのもとで、どのように成立していたのかを紹介

します。それで、このタイトノレをムラの論理としたのです。

歴史への無関心

なお断っておきますが、この章と次の章は社会福祉士の国家試験に

はほとんど関係がないものです。だいたい現代の日本の地域福祉論そ

のものが地域社会の歴史には関心をもっていないようです。

地域福祉論の他のテキストを読んでいると「近代化が進むにつれて

地域社会が崩壊し、地縁、血縁の人間関係が弱まり、地域福祉のニー

ズが深まったj と書いているものが多い。しかし地域の歴史を専門的

に研究している人は地縁関係など日本では大きな意味はなかったと言

います。また血縁関係が弱くなったという根拠として、よく「日本に

おいても産業化がすすむにつれて、核家族化もすすみ」という表現は

決まり文句のように出てきますが、他の民族にみられるような大家族

制は、もともと日本にはなかったわけです口、欧米と比べても血縁を

日本は重視する社会ではなかったとされていますえ

日本の文化が血縁で結びついた親族関係が弱い社会だというと意外

に思うかもしれません。しかし、たとえばフィリピン人と結婚しよう

f中根千枝（1977）『家族を中心とした人間関係』講談社＇ pp.35・37.しばしば大家族制の社
会は、ただ単に家族のなかに人が多い大家族の多い社会と混同されている。その指摘につ

2いては中根千枝（1987）『社会人類学：アジア諸社会の考察』東京大学出版会，p.99.をみよ。
中根（1977，前掲書，p.47）は日本の f血のつながりということをあまりつよく考えない文
化Jを強調する。川本彰は「日本人であるわれわれは、日本における血縁の尊重を日本的
特色であると考えている。しかし．．．それは西欧も同じである。いや、さらにそれらの国
の方がつょいということもできる。西欧では相続養子などという血縁のあいまいさの上に
立脚する制度はない。西欧の国は純粋の血縁に固執するのであって、その方がよほど血縁
尊重は厳格である(p.57）」「英国にも養子制度はある。．．．しかし、この養子法の目的は．．．
養子自身のための社会福祉的なものであった（p.127）」。 JI!本彰（1978）『家族の文化構造』
講談社より引用。
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とした日本人が「ひとりのフィリピン人と結婚するなら、その人の親

族すべてと結婚するつもりでいろJというアドバイスを受けたという

話をききます。それほど親族関係が強いのです。でも、そのような東

南アジアの人たちの親族関係の強さを、その親族の経済的貧しさと結

び付けて考えてしまうかもしれません。「貧しいから助け合うのだJと

思うかもしれません。もし、そう思うのなら、すでに豊かなシンガポ

ールや香港の人たちの親族関係の強さを考えてみましょう。彼らは貧

しさからすでに脱しているのに強い親族関係を保っています。それに

比べて終戦直後の貧しかった日本人たちの親族関係の弱さは、みなさ

んの身近にいるお年寄りに聞けば、たぶんいくらでも事例は出てくる

と思います。

では、それなのに、なぜ少なからぬ地域福祉論のテキストは決まり

文句のように「日本の社会のなかには血縁・地縁による共同体的関係

が存在していたが、産業化・工業化の過程のなかで、それは崩壊し」

などと書き続けるのだろう。私が思うのには、その理由は、欧米の社

会福祉（社会学）関係の本をそのまま使っているからということでは

ないでしょうか。実際、上に、私が若干字句を変えて引用した著書で

は、その引用句の前後にテンニース、マッキーパー、ウェーパー、パ

ーソンズという欧米の代表的な社会学者の説を並べ、その後に、いき

なり日本の地域社会の現実を論じている。しかしマッキーパーやテン

ニースは彼ら自身の欧米の地域社会を見て理論を考えたのであって、

日本の都市や村落を見たわけではない。明らかに、その著書は日本の

地域社会と欧米のどこかの地域社会とは同じ性格だと仮定してしまっ

ているのです。私たちは、まず日本の地域社会の成り立ちを知ってお

くべきだと思います。

2.部落としてのムラ

日本の地域は、ほとんどがムラでした。いまの大都会でも長い間、

同じところに住んでいる人たちは、やっぱりムラと同じような考え方

で地域をつくっているかもしれませんロたとえばNHKの「小さな旅」

という番組で富士講（富士山を礼拝する土着の信仰のひとつ）が紹介

されたことがありました。近所の人が山伏のような白衣を着て、誰か

の個人宅に集まり、線香を富士の形に集めて燃やして祈るのです。本

当の土着の風習で観光客が見ているわけではありません。驚いたのは、

その番組のラストシーンで、その家の周囲がカメラに映し出されると
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ムラ

行政村

寄り合い

上智大学の 7号館が映っていたことでした。番組の最初から見なかっ

たので、それが東京の四谷地域の風習だとは，思わなかったのでした。

東京の真中でも、このようにムラの風習は残っているわけです。そこ

で、ムラとは、もともとどういうものだったのか、むかしの農村・漁

村のムラを例にとって見てみましょう。

「ムラJというと「村」と同じだと考えている人がいますが、そう

ではありません。「村Jは、ふつうは行政村を意味します。つまり「市

町村Jというときの「村Jが行政の単位としての「村」です。ところ

が「ムラJとカタカナで書くと、これはもっと小さいもので部落と呼

ばれることもあります。住所でいうと「字（あざ）」で表記されるもの

に近しJ。ただ、字といわれる区域とムラが一致するとは限りません。

時代劇は史実をあらわすものではありませんが、「ムラの若い衆4を

みんな集めるだ5Jと農民が言っても若い衆が何百人も集まるわけでは

ありません。これは、エキストラがそれだけいないというわけで、はな

く、ムラというものは、もともとそんなに大きなものではなかったの

です。

ムラには「寄り合いJがありました。いまでも「寄り合しリという

言葉は使われています。「寄り合いj には、ムラのイエの代表（家長）

が全員集まります。その当時は公民館なんてありませんでしたから、

ムラのなかの大きめの家に集まるわけです。とすれば、せいぜい十数

人しか集まれません。逆にいえば、ムラはだいたい十数軒のイエから

成立していたわけです音。しかし、ムラの人数は統計があるわけではな

3 「字」には「集まったものj という意味があります。「文字Jの「文Jはアヤとも読み、
文様のことであり象形文字（「日Jや「月Jなど）や指事文字（「上」や「下Jなど）の絵
文字を意味しました。「字」は、それを集めたもの、つまり「明J（「日」と「月jをあわせた）
を意味したわけです。鐘ケ江信光（1964）『中国語のすすめ』講談社.pp. 45・47.

4ひとりでも「若い衆」とし、います。そこには個人とし、う概念がありません。「兵隊Jもそ
の例です。ひとりでも「隊」です。日本の軍隊には個人という概念がなかった。女中とい
う言葉についた「中Jもグループを表します。連中の「中」と同じ。いまでも、ひとりの
「ともだちj、ひとりの「子ども』というでしょう。友人も児童も個人とは見ていないの

でしょうか。和辻哲郎（1934）『人間の学としての倫理学』岩波全書，pp.10・23参照。
5時代劇において農民が話すのは、東北に近い言葉でしょうか。関西弁を話すのは、たいて
い商人です。放送の東京中心主義を私は感じます。

ーきだみのる（1967）『にっぽん部落』岩波新書， pp.10・11.この著者は社会学者で、いまの
東京都八王子市あたりの「ムラJに住んで、ムラのことを社会学者の目で書き続けた。そ
の当時の社会学は輸入科学で、学者たちはアメリカの農村のことは文献で知っていても、
日本のムラのことは知らなかったようでした。それで彼がそれを書いて一躍有名になった。
彼は、まるで外国の体験記を書くように日本のムラの生活を書いた。そのスタイルが多く
の日本人の関心をひき、かれは類書を多く出しています。
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く、また調査することも難しかったと思われるので、それ以上のこと

はわかりません。 1992年度に受講していた学生のひとりは「私のムラ

にはイエは 3軒しかなかったJと言っていました。その程度の小さな

ものまでもムラと呼んでよかったのです。また、ムラは（個人ではな

く）イエが単位になっていました。この世帯単位という考え方は現在

のムラや町内会・自治会にも引きつがれています。

制パズ：あなたの知っているムラ

あなた、あるいはあなたのご両親の実家のムラには何軒の家がありますか。あるいは、あ

なたの住んでいる地域が「字」〈あざ〉と醇ばれるところなら、そこには伺軒ぐらいの蒙が

ありますか。また、あなたの家、あるいはあなたのご両親の実家がある地域には「寄り合

いJがありますか。あるときは偲軒ぐらい人が集まりますか。隣の人と話レ合いなさい。

開業者団体としてのムラ

ムラは地縁社会、つまり近隣にあるということでつながっている社

会であると思われがちですが、かならずしもそうではありませんでし

た。一見、地縁社会であるように見えるのは、たまたまムラのなかに

あるイエが近くにあっただけです。ムラは近隣社会ではなく同業者団

体でした。その証拠にムラを構成するイエが地理的には離れているこ

とも少なくありませんでした。ムラは農村ならそこに属するイエの家

業がすべて農業であり、漁村ならすべて漁業でした。宮本常ーという

民俗学者は次のように言っています。

村の場合．．．地域というものは江戸時代の終わりまでは大した意味を持

っていなかったと思う。明治になって地租がとられるようになると、村

というものは税金を取り立てるための地域集団になってくる。しかしそ

れ以前は、村は町と同じく一種の同業者集団であった。．．．最近の現象を

簡単に農村の崩壊というのはむしろおかしい。農村は決して崩壊してい

ない。雑業者（第2次・第3次産業就業者）がふえただけのことです。 7

ムラが同業者団体としての性格をもっていたひとつの理由は、日本の

稲作はイヱの団結を必要としていたからです。水は高いところから低

いところに流れますが、盆地で稲作をすることが多かった日本では、

その水路は複雑なものでした。水を田に入れたり、ある時期、田の水

を引き上げたりと日本の稲作はずいぶん手間をかけたものでした。も

7梅樟忠夫・多田道太郎編（1972）.『日本文化の表情』講談社，pp.46・47.
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相互扶助

相互牽制

ともとは東南アジアなどの熱い地域の植物だ、った稲を、寒く、しかも

雨期の短い日本で育てるためには、それほど手聞をかけなければ充分

な収穫が得られなかったのです。その水を調節する水路は、それぞれ

のイエの田を通っており、ひとりだけが勝手なことをすることはでき

ませんでした。また田植えのときは一軒一軒のイエがそれぞ、れ独立し

て行うことは不可能でした。田の水の調整から、ムラで「明日はおま

えのところに水を出すj と決めると、田植えができる梅雨どきは短い

ものですから自分の都合など言うことは許されませんでした。一軒の

イエが田を荒らしたものにしていると、そこから害虫が繁殖し、他の

イエの稲にも悪影響を与えました。このような日本の農業の性格から

「部落は農民の生活になくてはならない相互扶助の組織であると同時

に、厳しい相互牽制の組織でもあったJSわけです。つまり、ムラは助

け合いのための集まりであったけれども、同時に互いに勝手なことを

しないように厳しく抑制するための集まりでもありました。

漁業にも同じようなことが言えました。たとえば地引き網などは一

軒のイエではできないもので、ムラのイエがみんな協力しなければ収

穫は得られません。要するに昔はムラのなかのイエが協力しなければ

生産活動ができませんでした。

ただ、こういう状態、つまりムラのイエが団結して協同しなければ

生産ができなかった状態は後に紹介するユイ（一種の労働交換制度）

が成立するころには終わりつつありました。なぜなら、イエが、それ

ぞれ独立していて、手が足りなくなったときに労力を交換するという

ユイ制度があるということは、逆にイエがそれぞれ独立して生産活動

ができるようになったという証拠でもあったからです。

UHズ：相E牽制

ムラには、 Eいに勝手なことをレないように監視しあう組織としての一面がありました。

このような相E牽制組織として、あなたが他に思いつくものを隣の人と話し合いなさい。

3.経営団体としてのイエ

次に、ムラの構成単位で、あったイエのことを書きます。イヱは英語

でいう familずとは異なります。日本のイエ制度は明治以後から少し

S玉城哲（1974）「部落と水」玉城哲・旗手勲（1974）.『風土：大地と人間の歴史』平凡社， p.300
9 「英語のファミリィ familyの語源はラテン語のファミリアfamiliaである。このファミ
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ずつ崩れていたのですが、新憲法のもとで完全に法的根拠を失ってし

まいました。したがって、みなさんのなかにはイエ制度とはほとんど

無縁で、育った人も少なくないでしょう。たまに「風呂にはいるのは長

男からだJと言われたり、娘一人の場合、「私は（イエの存続のために）

ムコをとらないといけないから結婚しにくい」と悩んでいたりするか

もしれません（私の世代には、まだそういう人がいました）。しかし、

昔のイエは、もっと厳格なものでした。

イエは経営団体としての性格をもっていました。すなわち「家は家

の財産としての家産をもっており、この家産にもとづいて家業を経営

している一個の経営体j”でした。イエを、まさに「賃金の要らない

労働組織」だと言ったのは柳田国男でした。柳田によれば、オヤとい

う言葉は、もともとは生みの親という意味はなく、イエの長、指導者

という意味しかありませんでした。ですから自分たちの指導者をオヤ

カタというときのオヤの方が、子どもが生まれてオヤになったという

ときのオヤよりも古い言葉なのです”。ですから、かつての日本の企

業がしばしば「家族的経営」を強調して成功していたのは、日本のイ

エが、もともと労働組織であり、だからこそ会社をイエ（家族ではな

い）のように見ることが可能だったのでしょう。イエの経営がはっき

りと意識化されたのは江戸時代中期の商家の「家訓j においてだと指

摘されています唱え

イエとイエを結ぶ互助組織

生産互助組織

生活互助組織

このイエとイエを結ぶ組織として互助組織があります”。互助組織

は個々のイエの問題に対処するためにつくられたイエどうしの関係で

す。互助組織は農作業のような生産作業を行う「生産互助組織」と、

葬儀や婚礼、また災害や病人が出たときに行われる「生活互助組織j

の2種類がありました”。

リアは畑、家屋、金、奴隷、ひとことでいえば財産のことである。．．．ファミリィは財産
の維持管理を継続的、計画的に行うものであるJと、川本彰（前掲書，pp.32・33）は述べ、
英語でいう familyも経営団体としての性格をもっていたとしづ。

10 j鳥越時之（1985）「家と村の社会学j世界思想社，p.11. 
刊岩本由輝（1978）「柳田国男の共同体論J御茶の水書房，p.14.
12尾高邦雄（1984）『日本的経営』中公新書， pp.56・57

13 この他に同族というものがあります。同族は親族とは違う。同族は本家と分家から成る
イエの連合体ですが、奉公人の家が分家になったりします。同族はイエとイエを結んでい
ることはたしかですが、対等な関係ではないので地域福祉を考えるときには重要ではない
と考え、ここでは述べないことにします。

“福田アジオ（1976）『村落生活の伝統」朝倉書店pp. 235. 
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テツダイ

協働労働

労働交換

「生産互助組織Jは、さらにモヤイ、ユイ、テツダイという形態が

ありました旬。モヤイとは「協同労働」で「その成果を平等に配分す

る労働慣行J憾でした。たとえば地引き網などは、みんなが力を合わ

せなければ引けません。そして、とれた魚は、みんなで平等に分ける

のです。これを「モヤイ漁」と言っていました唱えそれに対して、ユ

イは個別のイエどうしの「労働交換Jの制度で旬、「提供された個人の

労働を、その人の気ままや単なる好意だけとは認めないで、何か権利

を受け得る労務であるということを対等の立場で相互に認める制度J

でした。最後のテツダイは「田植えや稲刈りの際に特定の家から働き

に来てもらうJが、その代わりに、その家の「生活のめんどうをみて

やったり、盆・正月や節供にいくらか物品を送るといった程度の反対

給付がJあるものでした”。ユイが対等なイエ同士の関係であるのに

対して、テツダイは地主小作関係のような上下関係にあるイエどうし

て行われていました。

葬式組

ムラ八分

もう一方の「生活互助組織j は婚礼や葬儀のために行われる「吉凶

行事の互助Jと、イエに病人が出たり、水害の被害にあったときに行

われたりする「病気・災害の互助」がありました。吉凶行事の互助と

して、とくに「葬儀の互助組織はどこでも一番ととのった仕組みを示

しJていました20。それは葬式組と呼ばれていました。ムラ八分とい

うときの残りの二分は葬式と火事（婚礼といわれるときもある）でし

た。どんなにムラで排除されていても葬式のときにはムラの互助組織

に入ることができたのでした。病気や災害のときの互助組織は病人へ

の「見舞いとして田植えの最後に、そうしたイエの田植えをみんなで

済ませてやる」ためにつくられていました。ムラの互助組織について

は、現代の地域福祉との関係も研究されています210

怖もちろん日本全国で呼び名は違う。竹内利美（1969）「社会生活」『日本民俗学資料事典』
第一法規，pp.209-212.にしたがった。

情同番， p.209. 

17幕末のころ、はじめて西洋から company（会社）という概念が入ってきたとき「モヤイ
唱商売」と訳されたことがあった。斎藤毅（1977）『明治のことば』講談社， pp.258・259.
ー竹内（前掲書＇ p.210）は、この労働交換の形の他に「仲間がまとまった協同作業団をつ
くり、仲間の家仕事を順次まわって済ませていく形jをもユイと考えていた。それに対し
て、鈴木栄太郎はその本質を労働交換ととらえていました。鈴木栄太郎（1940/1968）「日

1本農村社会学原理J『鈴木栄太郎著作集第2巻』未来社，p.409. 
ー竹内，前掲書，p.211. 
初同書，p.212. 

21例えば松岡昌則（1991）『現代農村の生活互助：生活協同と地域社会関係』御茶の水書房．
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制パズ：葬式組

近隣の人々を中山にして葬式を行うという習慣は、まだ日本の多くのところで残っていま

す。そういう経験を見たり聞いたりレたことを隣の人と話し合いなさい。

4.個人単位の集団

年齢階梯制

ムラは基本的にイエが集まったことでできていましたが、一方で、

ムラのなかでは個人どうしのつながりもありました。その代表的なも

のが年齢集団と講です。ただし、そこではイエと独立した個人として

つながりをもっていたわけで、は必ずしもなく、そのイヱの代表として

（家長として、あるいは長男として、主婦として）結びついていたと

いう側面がありました。

年齢集団

年齢集団には2種類あります。ひとつは同じ年齢の者が任意に集ま

ってつくるもので「累積型j と呼ばれています220 それは地域社会と

の関係も強くないので、ここでは詳しく取り上げません。

もうひとつの年齢集団は地域社会に関係が深いもので、それは性別

と年齢、それにそれぞれのイエのなかでの地位によって枠が決められ

た集団でした。具体的には、男性は子供組23一若者組一中老組24一家長

組ー隠居組、女性は子供組一娘組ー嫁組一主婦組ー老婆組というよう

に分かれていました250それぞ、れの集団は密接に結びついていました。

このようにムラ社会が年齢と性別によって分けられた集団によって構

成されるとき、年齢階梯制（age-gradingsystem）という概念が使われ

ます。この制度は、高橋によれば：

n 竹内，前掲書， p.201. 

23子供組は男女別にできていたが、おおよそ7歳から 13歳（女）、 15歳（男）までの子供
で構成され、主にムラの祭礼のときに役割があった（竹内，前掲書， p.202）。しかし赤松
は、そういう「竹内利美．．．は『子供車旦』をほんとうに調べた経験があるのかJといい、

24子供組の存在を疑っている（赤松啓介（1986）『非常民の民俗文化』明石書店， p.119）。
中高年の男’性の年齢集団については例は多くなかった（竹内，前掲書，p.205または福武

2直（1971/1976）「日本の農村」『福武直著作集第7巻』東京大学出版会， p.93）。
ー年齢階梯制は男女別に組織ができているという図式になっているが、実際の女性の集団
は年齢というよりむしろ家庭内の地位に関係していて明確な年齢階梯制の集団をつくっ
てはいない。これは世界的な現象だという（江守玉夫（1976）『日本村落社会の構造』弘文
堂， p.150）。
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東アフリカ、東北および中央インドの一部、インドネシアやメラネシア

の一部、ミクロネシア、さらに南ブラジルの一部などに分布する部族的

規模の集団組織であって、簡単に言うなら、思春期の青年男子を部族的

な成人式によって若者階梯にくみ入れて軍事的機能を担わせ、結婚後は

中年階梯に入って政治的機能を担当し、老年に達すると長老階梯として

部族的祭儀を司る制度である。 26

しかも興味深いことに、この制度について同じ著者は次のように言っ

ています。

この制度が若干の未聞社会にしかみられぬのは、これが実際には血縁や

地縁のつよい紐帯にはばまれて貫徹されないからである。事実、年齢階

梯制が顕著なところでは、一般に氏族組織やいろいろな地縁組織が弱い。

また、年長序列というタテの上下関係とともに、同じ階梯（または年齢

組）内でのヨコの関係が、いわば同輩（age・ma飴s）として強固な結合を示

すことは、指摘するまでもなかろう。 27

つまり年齢階梯組織がある社会は血縁や地縁が弱いということですべ

逆にいえば日本の年齢階梯制の存在こそは、日本の地域社会での地

縁・血縁関係の弱さの証拠にもなっているわけです。ですから、たと

えば血縁関係を重視する朝鮮民族には日本の若者組（日本の年齢階梯

制のなかでも最もしっかりつくられていた組織）に相当するものはほ

とんど存在しないと言われています”。「産業化によって地縁・血縁の

関係が弱くなったJと、多くの地域福祉の本が書いていますが、それ

は必ずしも民俗学や人類学の成果とは合わないことが、これでもわか

ると思います。

もうひとつ、この年齢階梯制によって言えることは、夫婦はムラ社

会のなかではベアとなって行動しないということです。夫はムラ社会

の男性の集団で、妻は女性の集団で社会的な活動をすることになりま

す。これは現代の日本でも夫婦単位で近隣の人たちとつきあうことが

少ないということにつながっているのかもしれません。

一高橋統一（1977）.「年齢集団j伊藤俊太郎他編『日本人の社会』研究社，p.43. 
U 問書，pp.43・44.

舗年齢階梯制が親族組織とは両立しがたいことは、鳥越暗之も指摘しており「ひとつの社
会でこの両者をともに強固にすることはむずかしいJと言っています。鳥越陪之（1985).
『家と村の社会学』世界思想社，p.151 

”高橋，前掲書，p.56またはイー・オリヨン（1982）.『「縮み」志向の日本人』学生社，p.19. 
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UHズ：現代の年齢階梯制

現代の日本の地場社会にち年齢階梯制が残っていると考えられるでしょうか。ちし、そう

だとしたら、どういう年齢集団が残っていると思いますか。となりの人と話レ合いなさい。

若者組と性風俗

年齢階梯制の集団のなかで、とくに重要なのは若い男性だけでつく

られる若者組でした。あるいは年齢階梯制というものは存在せず、実

質的には若者組しかなかったという説もあるくらいです300

若者組は西日本と東日本では形は違っていました。若者組に入るの

は、むかしの成人年齢、つまり 15歳から 18歳からというのは共通し

ていました。違っているのは西日本では若者たちが全員、若者組に入

り、結婚するまであるいは 25歳くらいまで入っているタイプのもの

が多かったのに対して、東日本では長男だけが 30代、 40代まで、入っ

ている（ただし家長は含まれない）というタイプのものが多かったと

いわれています針。

若者組の特徴としてよくいわれるのが寝宿（若者宿）の存在です矢

寝宿には2つのタイプがあり、娘たちが集まる娘宿との対応があって

男女交際を目的としたものと漁業技術の修練など生産活動と結びつい

たものがありました。注目されるのは「娘宿と結びついた男女の集団

的な交際の場．．．配偶者選択に連なる場所としてj寝宿があったこと

です330 しかし労働の休息の場として若い男女の宿泊場所が 2箇所あ

り、そこの間で男女交際が行われ配偶者選択につながったというので

は、いかにも現代的な解釈だと思います。むかしの日本には性を抑圧

する倫理観はありませんでした”。夜になれば、いまと違って暗く灯

りもほとんど無かった。テレビもビデオゲ｝ムもなかった。その暗い

部屋で若い男女が集まることができた。そこで何が起こっていたのか、

30福武，前掲書， p.92；江守，前掲書，p.150.

31福田アジオ（1983）「村落の構成」福田アジオ・宮田登編『日本民俗学概論』吉川弘文館，pp.
3 106・107；竹内，前掲書， pp.202旬203.
2すべての若者組が寝宿をもっていたわけではない。「東北や北陸地方では古くからも存在

した形跡はなく、また農村場面にもあまり事例は多くない。概していえぽ、西日本や東海
の漁村地帯に濃厚に残り、未婚青年で結成していた若者組の存在と対応するものjでした。
竹内，前掲書，p.203. 

雪村武精一（1971）「地域社会J『日本を知る事典』社会思想社J・96.
調タウンゼント・ハリス（1954）『日本滞在記（中）』岩渡文庫には、江戸末期に来日したア

メリカ人ハリスが、日本の男女混裕の習慣に驚いている様子が書かれている。
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それを都会から来た「民俗学者Jに、ムラの人々が率直に話すとは思

えない。ある民俗学者はムラびとの男女の関係について調査をしよう

と思い、むかしのことを語ってくれる人を紹介してくれるようにムラ

びとに頼んだが「知ってても聞けるもんじゃないし、話すもんじゃな

いJと断られたという”。

ただ戦前に若者組の存在理由としてムラの未婚の女性の「性的共有j

を考えた高名な学者がいた。それが中山太郎である。彼は「若者制度

もその退化期である江戸時代の末葉にあっては、殆ど此の問題が若者

連の中心となってゐて、極言すれば此の特権があるために、辛うじて

残晴を保ってゐたのでは無いかと思はれるほどなのであるJと書いて

いるお。彼があげた事例をみてみよう。青森県のあるムラでは、

明治初年までは村の娘と、出戻りの婦人とは、若者の共有物であった。

村の娘遣は甲乙の差別なく十五歳になると、メラシ（処女の方言）宿と

て定められた家に泊りに往き、そして村の若者．．．遣の要求に絶対に従は

なければならなかった。もし此の要求を故なく拒絶すれば、彼女には此

の上もない迫害と制裁とが加えられる。．．．娘の父兄は村の提を説き、そ

の不心得？を諭す為に種々なる方法を講ずるが、それでも娘が服従せぬ

ときは、断然居村を放逐しなければならぬのであった。 37

また閉じく青森県のムラでは明治 42年に「改則j したムラの制度に

以下のような一文があった。

十五歳以上未婚の女を以て、めらし組合を組織し、之れは若者連中に付

属し、凡ての行動は若者連中”の指揮を受くものとす．．．尚連中の若者に

非ざれば、肌を接する能はざる事。．．．家族は一切娘そのものには、何の

構えもせず、一切若者連中に預け、若者の自由に任せる事。．．．夜間は戸

締、鍵等を掛けたる節は、罰金を徴せらるるのみならず、時には除名せ

らるる事あり。 39

さらにこれも青森県のムラであるが、大正時代まで「若者頭なるもの

が、村の娘に対して初夜権を有していたJところもあった400 青森県

舗森栗茂一（1995）『夜遣いと近代売春』明石書店，p.161. 
舗中山太郎（1930）『増補日本若者史（1983）』パルトス社，p.151. 
37同番，p.152.
38若者組のこと。

”問書，p.153.鍵をかけてはならないというのは、若者たちが娘を目当てに家のなかには
いること（夜遣い）ができるようにするためである。

“同書，p.155.
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ばかりの事例が続いたが、同様の事例は、秋田、茨城、栃木、新潟、

石川、京都、広島など各地にあったという。むかしは避妊具もないわ

けだし生まれてくる子どもはどうしたのだろうと思うかもしれません

が、中山はムラの娘は「私生児を二三人生むのは常で、あったが、これ

は大概圧殺したJょうだと言っています410

女性がたいへん抑圧された時代だと思うかもしれません。しかし明

治期になって、この寝宿制度を根絶しようと政府がはたらきかけたと

き、ムラの娘たちは「そんなことをしたら私たちは嫁に行かれんぢゃ

ないかj と反対したといいます420 実際、不特定多数の異性と性関係

をもつことを不潔であるとか退廃であるとか考えるのは、現代の価値

観にすぎないと思います。だいたい平安時代の日本には貴族の女性に

も性的自由が与えられていました。複数の男性と同時に性的な関係を

もつことは普通のことでした。ムラ社会においても似たような状況だ

ったと思われます。

ムラの性風俗のことが、なぜ地域福祉論と関係があるのかと、みな

さんは疑問に思うことでしょう。実際、こんなことを論じている地域

福祉論のテキストはほとんどないと思います。しかし私は考えてみる

価値はあると，思っています。それはムラ社会の一体性が何を基盤とし

ていたかがこれでわかるからです。近代家族というものは一夫一妻制

を基礎にしていますが、それは要するに性的相互独占関係だというこ

とでしょう。そして、そのような性的相互独占関係が家族どうしの相

互排他性のもとになり、やがては家族の境界を越えたコミュニティの

一体感を阻害するものになるのではないかということです。

ムラ社会の若者たちによる女性の性的共有は、逆にいえば若者たち

は特定の女性を独占できなかったということです。「男と女とに、好き、

嫌いがあるのは当然だが、それを認めたのでは若衆仲間、娘仲間の鉄

の結束は不可能Jだった430 また自由に女性のところに夜這いに行く

ことができるなら、人気がある人とない人の差が出てくるのは当然で

すが、それも、ひどいようなら、また若者たちの一体感が損なわれま

す。そこで「娘や女が干されないように若衆を配分するのに苦労する」

“のが、若者組のリーダーの役割だったそうです。

“同書， p.156. 
42柳田国男・川島武宣（1949）「婚姻と家の問題J『展望』 37,46. 
43赤松，前掲書， p.180.

“同書， p.179.
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UHズ：性的独占関係と地域社会

注43にあるように赤松啓介は性的独占関係が地域社会〈正確にはムラ社会〉の一体感の阻

害要因になることを指摘している。ここから現代の私たちは伺を学ぶことができるでレょ

うか。隣の人と話し合いなさい。

講

年齢集団は若者組を中心としたものでしたが、ムラには、その他に

年齢に関係なく、また女性も多く参加した講という集団がありました。

講は、もともと仏教の経典をよむ講経の集会の意味だったのが、しだ

いに同じ信仰をもって集う人々の集まりを意味するようになり、最後

には信仰とは関係なくても同じ関心をもっ人々の自由な集まりも講と

呼ぶようになりました。講には困ったときに金銭を融通しあう経済的

な講、将棋や茶をいっしょに楽しむ娯楽的な講、そして信仰を同じく

する仲間が集まる講があった。信仰の講としては地域内外の神社・寺

院を信仰するものと民間信仰に基づくものがあった。地域社会との関

連で多く論じられるのは、この民間信仰に基づく講です。

民間信仰 民間信仰とは何かということですが“、例をあげれば、みなさんが

少し古い土地に住んでいるなら毎日のように目にしていると思います

が、道路のわきに小さなお地蔵さんがいて、その上にめま建てられて

いたりしますでしょう。あれが民間信仰です。それは＊＊教という名

前のついた宗教ではありません。教祖がいるわけではないし、それを

信じる人が布教をすることもありません。地域の人たちが信じれば、

それでいいのです。その調の近くに置かれた石に「＊＊講Jという文

字が彫られているときもあります。民間信仰の対象は、山の神、田の

習合

うしん

神、水の神など民間信仰が自分で作り出した神であり、あるいは庚申講

など道教に関係するものもありました。ただ多くは念仏信仰と関係が

あり、苦うぎといって神教、道教、仏教などが交じり合う現象が一般的

でした。その結果、信仰対象はいろいろあっても、信仰の行事として

行うことは似たりょったりでした。地域づくりに関心をもっ私たちに

とって興味深いのは、おそらく次の 3点でしょう。

ひとつは講が当番制・輪番制で運営されており、特定の宗教的な指

導者もなく、参加者に平等性が成り立っていたことです46。

一以下、桜井徳太郎（1971）『民間信仰と現代社会：人聞と呪術』評論社.pp. 23・24を参照。
輔竹内，前掲書， p.208. 
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また講は「いずれの目的のものでも飲食を共にする慣行を伴ってい

る。信仰のためのものも、まったく金融の制度となっているものでも

飲食を主にする行事を有しているJことです470 地域づくりをやって

いる人たちが会議のあと「飲むつきあいJの大切さを強調することが

ありますが、それを連想させます。

さらに講は最初は信仰の集まりでも、時代がたつにつれて娯楽的な

目的で聞かれることが多くなったことですべつまり人々は楽しむた

めに集まり、それを講と呼んだのでした。

UHズ：地域の講

あなたがいま住んでい吾ところ、あるいは両親が育ったところで、講をみたく参加レ疋〉

経験があれば、それを話し合いなさい。なければ、あなたの地域にある小さな調で、神主

ち誰もいないのに、おそなえちのがよくあったりして信仰を集めているところがあれば、

それを話し合いなさい。庚申講と害かれた石碑などは、小さな神社の片隅lこあったりしま

す。ぜひ探してみてください。

5.ムラの集団の限界

ムラ社会にはイエとイエとのつながりだけではなく、年齢集団や講

集団という個人の集団も多くありました。現代の地域づくりにおいて

も住民の集団をつくることは地域づくりの基本だと思われます。では、

これまで紹介したようなムラのなかの集団は地域づくりに関心をもっ

私たちの参考になるでしょうか。それを考えるために、ムラの集団の

（現代の地域福祉の視点からみた）限界を確認しておきましょう。

まず、これまで述べたムラの集団は、すべてムラの世界で完結した

集団であり、ムラの境界を越えて集団どうしが連帯するようなことは

ありませんでした。これは現在のボランティアグ、ループが地域社会を

活動拠点としていても他の地域のグ、ループと交流する機会をもってい

ることとは対照的です。

さらに、このムラの集団の多くは「ある集団に加入する資格や条件

をもった該当者は、その人の意志のいかんにかかわらず、すべてが加

入して構成員となることが原則であった。また、逆に、一度加入する

と、基礎的条件や資格が変化しないかぎり脱退は許されないのが普通

47鈴木，前掲書， p.347. 

48福武3 前掲書， p.96. 
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加入脱退の任

意性

で、あったJ490 つまり集団への加入脱退の任意性が否定されていたの

ですベこの点は現代の地域住民組織を考えるうえでも重要なことに

なってきます。

氏神

制パズ：加入脱退の任意性の否定

ムラ社会の集団では、なぜ加入脱退の任意性が否定されていたのだろうか。これまでの説

明で、その理由がわかるはすです。考えてみましょうロ

明治政府との関係

このようにムラは強い一体感と閉鎖性をもってきました。一方で、、

時代が明治になると、政府は富国強兵のための必須条件として国家の

中央集権化を押しすすめる必要がありました。そのときに大きな障壁

となったのが、このムラの閉鎖性、独立性でした。国家の命令がムラ

の境界を通り越して人々の心に直接届くようにしなければなりません。

人々はムラびとから国民へと変わるように求められたのです。

国家神道

そこで政府が行ったのはムラの精神的な支柱で、あった氏神を消すこ

とであり、そのために天皇家の守護神である伊勢神宮を頂点とした序

列をつくり、日本全国の神社をその下に組み入れるという国家神道政

策を実施しました。またムラの境界線をまったく無視して行政地区を

つくるという政策（明治5年の大区小区制）を打ち出したのでした。

国家はムラを解体させようとしたのです。

しかし、ムラは、その動きに強く抵抗しました。そこで明治政府は

巧妙な手段を考えだしました。すなわち明治 11年の地方三新法によっ

て「ムラを行政単位と認めはしないが、暗黙の了解のもと行政市町村

の下部単位とする。ムラの支配者を戸長、区長、村会議員、あるいは

なかでも有力な一人を町村長にあてる。権力はこうしてムラの支配層

を権力末端機構にくみこみ、彼らが支配するムラをインフォーマルだ

が実質的な支配単位として、それの操作を可能にした」引のでした。

ここに住民たちのムラが同時に行政の末端であるという二重構造が現

れたのです520

空長谷川昭彦（1986）『農村の家族と地域社会：その論理と課題』御茶の水書房＇ p.89. 
開もちろん有志だけで集まる講もあった。宮本常ーはそのような加入の自由な講の存在を

一強調している。宮本常一（1966）『日本民衆史4：村のなりたち』未来社， p.203. 
：~ Jll本彰（1982）『日本人と集団主義：土地と血』玉川大学出版部， p.84. 

2 「公行政と村落自治の二重構造Jと呼ぶ人もいる。新睦人（1972）.『現代コミュニティ論：
日本文化の社会学的基礎分析』ナカニシヤ出版， p.174. 
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名菅職 さらに、この中央政府の地方支配は名誉職53によって行われました。

町村長も自分たちの本業の片手間に行政事務を行うことが求められま

した。政府は中央から派遣した官吏たちが地方支配に失敗したことか

ら「地域支配のバトンは地域生活者のうちの篤志家や有志家に任せよ

う一それらの人は自分の利害のために地域行政に当るのではないから

人民は心を許して協力するであろう」“と考えたのでした。ただ地方

自治を本気で認めようとしているわけではなく、あくまで地方を国家

の下部組織として位置づけることが政府の意図でした。

制パズ：氏神と氏子

ムラの守り神であった氏神は、長手によって祭られていまレた。みなさんの地揖にも氏子

会はあるはずです。「ムラの鎮守の神様の今日はめでたいお祭り日」という唄がありましだ

が、ムラの鎮守の森にある小さな神社が氏神です。氏神や氏子について、あなたがもって

いる経験を隣の人と話しなさい。

UHズ：地方の創出

「地方の創出」という言襲があります。いまの日本では東京以外の土地を「地方」と岬ぶ

ことがあります。レかし、ちともと「申央」に対する「地方」という感覚は明治以前には

なかったことでレた。「地方」は誰がどういう目的で作り出したのでしょうか。あなだの考

えを隣の人と話レ合いなさい。

関名誉職といっても選任された場合は「原則としてそれを辞退する自由Jはなかった。や
むをえない理由を示さないで、それを辞退した場合は市町村議会の議決により 3年以上6
年以下の住民権停止の処分が用意されていた。越智昇（1974)「日本近代化と地域支配j神
島二郎編『近代化の精神構造』評論社， p.100. 

54同書， p.99. 
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6.ムラの論理と現代の地域福祉論

ムラに関する民俗学や農村社会学の知識や理論を紹介してきました

が、最後に、このようなことが現代の地域福祉を考えるときに重要で

あるという私の考えを書いておきます。

ムラを、どうしてここまで重視するのか。それは、ひとことでいえ

ば、ムラが現代においてもなお日本の地域社会の原型になっていると

考えるからです。東京や大阪という大都会でもムラの論理はいまも生

きていると考えるのです。これは安易に「市民Jという概念を使わず、

日本の都市生活者たちを観察しつづけた人々によって、かなり以前か

ら現在まで主張されつづけています。それは西欧の I市民Jという概

念が歴史的・文化的な概念であり、西欧とは違う歴史をたどった日本

においては西欧流の「市民j の概念は異質だということにつきます。

ある人は、次のように言っています。

都市が国になったり、文化の溶炉となったりする歴史をもってきた西欧

ならいざしらず、日本では都市はこれまで農村から出てきたものが消費

する町場、といった意味しかもってこなかった。農村は定住、都市は漂

泊といったイメージをかかえこんでいる。ところが、西欧にあっては都

市は定住のイメージを蓄積しており、むしろ都市の外にすむもの、つま

り放牧者、ジプシー、商人のほうが漂泊のイメージなのである。これに

対して、日本では農村がそこに何十年も、何百年も定住して『米』をつ

くりつづけるものの場であり、都市＝町場はそこから一時出稼ぎ、勉学、

技術修得、浪費、遊びに行く場である。そうだとすれば、日本がこの百

数十年の近代化によって、工業化・都市化したとはいっても、その工業・

都市は一時的な出稼ぎ・仮住まいの場という観念がまだ支配的なのだ。 56

これは戦前からある古い考え方ですが、現在も有効であると私は考え

ています。つまり都市が仮住まいの場であると考えられているのなら、

そこから都市独自の人づきあいの作法や考え方が出てくるとは考えに

くい。それはムラの生活のなかで数百年つちかわれてきた地域社会で

の人としての振る舞いかたが、いまや多数派となった日本の都市人口

の聞でも使われていると私は思うのです。都市の人々は都市独自の地

域社会の在り方を、いまだに産み出しえないままに、むかし使われて

いたムラの習慣をまだ引きずっているのです。

55松本健一（1988）『現代日本の精神史J第三文明社， p.230. 
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とすれば、守田志郎のいうように現代の都市にあつまる日本人は、

ムラからの「はみだしものJ、つまり「余計ものとして部落から出た（よ

り本質的には出された）ものJなのかもしれない“。それが不正確と

思われるなら、「はみだしもの」の子どもか孫であるといえば良いだろ

うか。

では、ムラの生活のなかで培われてきた考え方をムラの論理と呼ぶ

なら、その地域社会に関する論理とは、どのようなものなのか。その

論理こそは私たちが現代の地域福祉論を構築するうえで重要になるは

ずです。

最初にムラは同業者団体だったと述べました。ムラは生産のための

団体でした。生きていくためには団結するしかなかった。逆にいえば

仕方がないから団結しているにすぎない。いつどんな仕事をするかと

いうことも、ムラ全体で決めなければならず、決まったらそれに従わ

なければならない。団結はしていても、とても窮屈な社会でした。

ムラとして団結するときの単位はイエでした。イエとイエとが団結

してムラをつくっていました。堅い団結のなかにありながらも、日本

のイエは欧米や他のアジアの民族と比べて伝統的に孤立性が強いもの

でした570 つまり生きていくために仕事としては団結していく。しか

し、イエの中は隣人に見せないし助け合うことも少なかった。もちろ

ん生活互助組織など生活の助け合いの組織はありましたが、それは葬

式や婚礼の助け合いなど義理のつきあいとしての性格が強いものだ、っ

たといえます。

同業者として団結しているムラのなかで、なぜイエとイエは心を閉

ざしていたのでしょうか。それは開業者といっても現代の会社とは違

って事業を拡大することは難しかったからでしょう。ムラでは固まれ

た土地のなかでずっと同じ人と協力して仕事をするしかなかった。も

し、自分の土地が広がることがあるとすれば、それは他のムラびとの

土地を得るしかなかったわけです。守田志郎はムラのなかで自分の事

業を拡大しようと考えている惣ーという農民の心理を次のように書い

ています。

田がほしいと思ったら、その心のうちを部落の人達に気取られではなら

ない。田がほしかったら、その回が自分からやってくるのを辛抱づよく

56守田志郎（1978）『日本の村』朝日新聞社， p.163. 
57 中根千枝（1977）『家族を中心とした人間関係』講談社， pp.145・166.
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待つことだ。その心うちを、部落の人たちに読みとられれば、それまで

である。その計画は阻止される0 58 

惣ーさんにとって、部落は仇のようでもあり、まだ同じていどに頼るべ

き、なくてはならないものなのである。そして、じつは惣ーさんだけで

はなく、部落の人みんなにとって部落とはそういったものなのである。 59

そうやって隣人に心を隠しながら、ムラの人々は生きていく。その生

き方は、できるだけムラのなかに自分を出さないものである。

部落というものは、おもてに波を立たせてはいけないところである。人々

の利益損得や腹のなか、わかっていても口には出さないし、それを口に

出さなければならないような場面は、なるたけつくらないようにする。．

渡をおもてに立たないようになっているのは．．．人々 が、今日も明日も、

そして将来ずっとその部落のなかで同じ顔ぶれで生産と生活を続けてい

くようになっているからなのだと思う 0 ・・・よそから物をとってくること

もせず、領土を拡大するのでもなく、みずからきめた囲いのなかで作り

暮らすという．．．存在のしかたを続けていくため．．．波を立たせな

い．．．。 60

このような閉塞的な環境のなかで豊かなイエが貧しくなったり、逆に

貧しいイエが豊かになったりする。そのときに土地の所有権が貧しい

イエから豊かなイエに移る。こういうところから「隣の不幸は鴨の味」

という状況が産まれるのです。つまりムラ全体の資源が拡大すること

なく固定された環境では、隣のイエの没落は、わがイエの繁栄につな

がるかもしれないと考えるわけです。

私は日本のムラやイエの本質を生産活動にあるとする日本の人類学

者や民俗学者たちの考え方は、とても重要であると思います。なぜな

ら、そう考えると、いまの日本人の生活は以前とそれほど変わってい

ないことに気づくからです。会社中心の日本人はムラ中心の日本人の

変形にすぎません。生産活動のための団体がムラから会社に入れ替わ

っただけです。会社が終わったあとに、いっしょに酒を飲み、カラオ

ケを楽しみ、わいわい騒ぐ。そこには、ある種の一体感がある。けれ

ども、それぞれのイエに招きあうことは少ないし、イエのことを話す

こともない。夫婦単位、家族単位で会社の同僚と交際することも少な

58守田，前掲書， p.43. 
59守田，前掲書， p.134.
60守田，前掲書， pp.72・73
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い。親類や隣近所で助け合うこともない。親類や隣近所で助け合いが

ないのは工業化や近代化、都市化が進んだからではなく、もともと日

本には、そんなものは大きなものではなかったのでしょう。隣近所で

助け合っているように見えたのは開業者が隣近所に住んでいたから、

そう見えたにすぎなかった。親類にしても同じでしょう。ですから親

族が経営団体の性格をなくせば、つまり親族が別々の職業につくよう

になれば自然に親族のつながりも消えてしまう。

さて、ムラの論理が現代の都市生活にも生きているという前提で書

いてきましたが、それを疑う人もいるでしょう。日本の都市生活者に

は都市生活者の地域社会の論理があるのではないか。それを確かめる

ために、つぎに都市について、これまで調べられていることを紹介し

ましょう。ムラの論理に対してマチの論理が展開されるはずです。

A島余談：恐（，＇
子供組はムラの祭りを主に担当レていたという話がある。ムラの祭りの行事が、そのまま

ちとの意味ち忘れられて、子どもの遊びに残ったということが＼そういえば「通りゃんせ」

などの童謡には、もともと伺かの意昧があったのではないかと考えたくなる。通りゃんせ

の唄には怖いもの力Tある。「通りゃんせ、通りゃんせ、ここはどこの細道じゃ、天神様の細

道じゃ、ちょっと通レてくだしゃんせ、御用のないもの通しゃせぬ、このこのななつのお

祝いに、お札を納めに参ります。行きはよいよい、帰りは怖い、怖いながらち通りゃんせ、

通りゃんせ」。どうして、行きはよいよいで、帰りは怖いのか！お礼を納めるのは嘘なのか。

これは子どちの人畢売買の唄なのではないか？この子は帰りには売られてレまって、家に

は帰れないのではないか？ 「かごめ、かごめ」の唄はもっと怖い。かごめは「囲めJと

いう言う意味だそうだ。「かごめかごめ、寵の中の烏は、いついつ出やる、夜あけの晩に、

鶴と亀とつーべった、うレろの正面だあれ」というのである。鶴と亀がすべったのか？と

てち不吉な兆候だ。うしろの正面とは伺なのだ。正面は前に決まっている。後ろに立たれ

て正面とは、私自身のことではないか。「うしろの正面とは、おまえ白昼のことだ！」と暗

示しているのか。怖い。「寵の中の鳥」とは売られた遊女のことだという説を、どこかの本

で読んだことがある。「こんど売られるのはおまえだりという唄か？ ますます怖い。

ムラ，行政村，寄り合い，同業者団体，相互扶助，相互牽制，経営団体，イエ，オヤ，互助

61竹内，前掲書，p.202. 



138 わかりやすい地域福祉

団体，生産互助組織，生活互助組織，モヤイ，ユイ，テツダイ，協同労働，労働交換，葬式

組，ムラ八分，年齢階梯制，若者組z寝宿，著者宿，講，民間信何，習合，加入脱退の任

意性，氏神，国家神道，名普職



8。モヲ手＠歯沼

1.ヨーロッパの都市

マチを考えるうえで難しいのが都市とは何かということです。日本

では村が大きくなれば町になり、町が大きくなれば市になります。 日

本では目安としては人口 1万以上で町になり、 4・5万で市になるとい

うことですが、フランスでは人口 2千人以上で都市になるそうです1
都市にとっては人口の多少はあまり重要ではなかったのです。このこ

とについて考えるために、まずヨーロッパの中世自治都市の様子を見

てみましょう。なぜならヨーロッパの中世自治都市こそは、近代の市

民意識の原点、であり、そこに現代につながる福祉制度の土壌があるか

らです。

こじんまりした自治都市

ヨーロッパの中世都市は小さいものでした。「13世紀のパリはせい

ぜい半径 1キロ内外j2でしたし、ドイツでは最大の中世都市で、あった

1増田四郎（1968）『都市』筑摩書房， pp.11・12.
2木村尚三郎（1974）『西欧文明の原像』講談社， p.332. 
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中世自治都市

ケルンも南北が 3km，東西が 1.5kmほどのものでしたえ 8世紀の平

城京が現在の奈良市の 4倍ほどあったことを思えば、あまりに小さい

ものです。

こういう小さな地域に市民は、びっしりと肩をよせあうように暮ら

していました。いまのパリの人口密度は lkm2あたり約 3万人という

ことですが「驚くべきことにこの人口密度は、中世いらいほとんど変

化していない2Jのです。東京もゴミゴミしていますが、その 23区内

の人口密度の 2倍もあったのです。中世のパリには3・4階、あるいは

6・7階の家屋がつくられていました。エレベータもなかったわけです

から豊かな者は下に、貧しい者は上に住んでいました40下水道の設備

もなく、糞尿も含め、すべてを道に流したため、道はとんでもない悪

臭に満ちていました大また都市の広場にある噴水は鑑賞のためだけに

あったわけではなく、もともとは飲み水を汲む場所だ、ったので、す。祭

のときなどは、この泉にブドウ酒をそそぎこんで、みんなで飲んで歌

ったり踊ったりしたようです60

人口も少なくヨーロッパ中世の都市は、ふつう 4,5千人しかありま

せんでした。大きな都市で人口は約 2万人。人口が 10万を越える都

市は中世を通じて 2っか3つくらいしかありませんでしたた城壁に囲

まれた狭い空間なかで早朝、鐘の音とともに起き教会にいき、そして

消灯の鐘とともに火を消しましたs。

書約団体としての都市

狭い空間のなかで何千という人がひしめきあって生活し、しかも時

計に合わせて一斉に閉じ行動をとる。それが中世自治都市の姿でした。

その中世自1繍 l市を成立させたのは以下のような社会的状況でした。

当時、神聖ローマ帝国の皇帝は商人たちの都市に自治を与えていま

した。ところが皇帝がローマ教皇と衝突し、皇帝の力が弱くなると、

都市の周囲の封建諸侯が都市を支配しようとします。それに対して都

市は強く抵抗したのでした。やがて市民の聞には「封建諸候というも

S魚住昌良（1993）「ヨーロッパ中世都市の形成：ケルンの古代と中世」比較都市史研究会編
『比較都市史の旅：時間・空間・生活』原書房， p.5. 

4高橋清徳（1993）「中世パリの都市環境」比較都市史研究会編『比較都市史の旅：時間・空
間・生活』原書房， p.54. 

ー問書，pp.55・56.

？堀米庸三（1975）『中世の森の中で』河出書房新社， p.56. 
F 増田，前掲書， p.169.
s掘米，前掲書， p.71. 
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のは農村を支配しさえすればいいのだ、都市の住民というものは自分

たちで自分を守ることができるjという考え方がでてきますえそして、

市民はすこしずつ都市の権利を得ていきます。それは「都市の城壁を

外敵から守る権利、それから軍隊を持つ権利、都市の城壁を築造する

権利．．．都市の市政を運営するための役人を選ぶ権利、あるいは下級

裁判権を行使する権利、やがては貨幣を鋳造する権利、市場税を取立る

権利、度量衡を監督する権利、その他いろいろなものを皇帝から付与

されるJことになりました矢口世紀末から 13世紀にかけてのこと

です。

これだけの権利を実際に行使していくためには都市市民のいっそう

の団結が求められます。そこで 15歳以上の男子はみんな平等な立場

で誓約をさせたのです。「単に形式的ではなしに、ほんとうに響約をJ

したのでした。都市は「封建諸候への反抗、封建的要素の否定という

ことを通じて新しく平等の立場で作られた害約団体的な結合Jとして

成立します。「これは東洋には絶対に見られない考え方Jでした”。

このような背景のもとに公共(public）という概念がでてきます。封建

諸候のものでもない、皇帝のものでも、教皇のもので、もない、みんな

のもの、市民団体のものということですね。そういう公共のものとし

て教会をたて、市庁舎をたて、道路や水道を整備する。古いヨーロツ

パの都市にいくと整然としているでしょう。東京などはみんなバラバ

ラで、いかにも烏合の衆が住んでいるところという感じだけれども、

古いヨーロッパの都市で、は建物の高さも一定だし、全体が調和してい

るという外観ですね。それは公共という概念が都市に流れているから

であると思われます。ある歴史学者は、この点を日本の都市との大き

な違いであると見ています。つまり：

ヨーロッパの都市は総じて、一戸一戸独立して勝手に住むことのできな

い「共同生活の場」であるという大前提の上に成り立っている．．．その点、

都市での生活はめいめい勝手な生活をする見知らぬ人の寄りあつまりだ

とみる明治以降のわが国での考え方と、まさに正反対なのである。 η

やがて公共という概念をもとにして民主的な行政制度がつくられてい

きます。市参事会や、選挙制度、一定の任期を定めた制度、それから

’増田，前掲書， p.108.
”同番， pp.108・109.
”問書，p.109.
12増田四郎（1980）『地域の思想』筑摩書房，p.180
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財政についても「封建社会においては国王や封建諸候の私の財源のた

めの財政で、あったものが、都市においては市民には誰にでも見せびら

かす公表をたてまえとした財政、つまり歳入と歳出とを租税制度によ

ってちゃんとガラス張りの予算を立てて、その予算を公表しながら都

市を運営するという考え方」がでてきます旬。

私たちの関心事である社会福祉制度も、この自治都市において公共

性の概念が成立した以降に出てきます。つまり 13世紀から 16世紀の

始めにかけて、フランドノレ地方やライン下流の地域の都市には市民の

社会福祉制度が整備されはじめます。私たちは救貧法の最初のモデル

は 1601年のエリザベス救貧法と学習しますが、あれは国家が介入し

たという意味で最初なのですが、公共政策としては「決してイギリス

の発明ではないので、すでにフランドルとかライン下流地区の都市に

小規模ながら存在したJのですべ

さて、ヨーロッパの都市の原型がこのような中世自治都市であると

するなら、日本の都市の原型で、あるマチはどのようなものだったので、

しょう。次にその歴史について振り返ってみたいと思います。

2.城壁のない日本のマチ

これまで述べてきたような歴史的背景から、欧州の中世自治都市は

封建諸侯からの武力に抵抗するために堅牢な城壁で固まれていました。

これは都市が外部（農村）との明確な境界をもっていたということで

す。ヨーロッパの都市では、いまでも都市と農村の境目がわかること

があります。ヨーロッパの電車にのると fまったく同ーの単調な農村

風景が、いつまでもつづく J1＼そうするうちに「ポカッと一団の石

造建築のまちが現われる。それは日本の車窓風景に馴れ親しんだもの

にとっては、劇的な出現J14のように思えます。私もドイツで電車に

乗っていたとき、なんだか人のいない単調な風景ばかりが続いていて、

駅に近付くととつぜん建物がいっぱい見えるようになったという記憶

があります。またイギリスで長距離パスに乗ると、都市と都市の聞は

青々とした牧草地が続き、まるで島から島へ移動する聞には青い海原

しか見えないのと同じような印象を持ちました。

13増田（1968），前掲書， p.111. 
14上回篤（1968）『日本都市論』三一書房， p.16. 
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ヨーロッパの都市が農村と連続していないのは、都市が外界からの

防備を前提としてつくられていたということです。都市が防備の装置

をもっていたのはヨーロッパの都市だけで、はありません。柳田国男は

中国の都市と日本の都市を比べて、中国の都市では「到る処で目につ

くような、高い障壁を以て郊外と遮断し、門を開いて出入りをさせて

居る商業地区」があるのに対して「そんなものは昔からこの日本には

無かった」といっています情。

ではなぜ日本の都市にはヨーロッパや中国の都市がもっているよう

な城壁がなかっただろうか。よく説明に使われるのが日本にはヨーロ

ッパや中国にみられたような民族問の戦争や内戦が少なかったという

ことでした。柳田は次のように言っています。

海を以て衛られたる一つの民族の島でなかったなら、とても日本の村々

のやうに、小さく分散して安心することは出来なかったのである。．．．敵

と云ったところで言葉は通じ、感情もよく似た隣人であった為に、負け

ても死なねばならぬ者はほんの僅かであった。 16

海に固まれ、異民族の通過や侵略もなかった平和な土地が、城壁のな

い都市を可能にしたことは別の歴史家にも指摘されています。

わが国のような無城壁都市は、日本がこれまでし、かに平和うちに生きて

きたか、四囲を海にかこまれ、しかも『極東』に位置したために異民族

の往来・通過地点とならず、そして江戸時代いらい原則として内戦もみ

られないという、まことに特殊な環境のもとにあったことをよく示して

し、る。 17

日本の都市の自己防衛の例としては堺の聖濠が有名ですが、これは戦

国時代でした旬。また時代はずっと前になりますが、弥生時代後期は

貌志倭人伝でいう「倭国の大乱」の時代でした。そのころに作られた

吉野ケ里遺跡は四方を深く広い聖壕に固まれていました”。このよう

15柳田国男（1929）『都市と農村』朝日新聞社pp. 2. 
16問書， p.4. 

17木村，前掲書， p.322. 

18大阪の堺は戦国時代の一時期、大きな藍譲（堀）で固まれ市街の入り口には厳重な門戸
がありました。ただ都市防衛にあたったものの中核は牢人（浪人）であり、ドイツの自由
都市のように市民のなかから選ばれた市民軍ではありませんでした。豊田武（1957）『堺・
商人の進出と都市の自由』至文堂，pp.58-62. 

ゆ佐古和枝（1991）『吉野ケ里：繁栄した弥生都市』草思社。
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に日本に内戦が起こっていたころの都市には藍濠があることを考える

と、この説にも説得力が出てきます。

中心のないマチ

ヨーロッパの都市と日本の都市とを比べて気づくもうひとつの特徴

は、ヨーロッパの都市には中心があることです。たとえばドイツの都

市といえば、まんなかに教会と広場があり、都市に「中心Jがある。

フランクフルトの中心などは良い例で教会、市政府の建物と美しい広

場があり、いずれも非常に古い歴史性を感じさせます。

ところが私の生まれた姫路市などは「中心」といえば広い道路であ

って、そこは青信号の聞に急いで渡らなければならない。以前、私が

すんでいた取手市などは中心といえば駅かもしれないが、しかし、そ

こは取手市の人々が数時間かけて東京へと働きにいくときの「通用門」

みたいなものです。日本の多くの都市には「中心Jがないのです。都

市のなかで、いちばん賑やかなところ、人が多いところが「中心」な

のではなく、そこに都市に住む人々の自治の象徴（市議会）と精神の

よりどころ（教会）、経済的生活の中心（市場）、交通の中心が重複し

ているところが都市の中心なのです。ヨーロッパの古い都市には、た

いてい、こういう意味での中心があります。

このことは先に述べたヨーロッパの中世自治都市の特徴を日本の都

市が備えていなかったことから容易に予想できることです。すなわち

中世自治都市は数千人の都市市民としての義務をまっとうするという

誓いをした人々の集団（誓約集団）であり、そのような固い団結心を

表現する場所として当然、「中心」を必要としていました。日本のマチ

は、歴史的にそのような団結心を必要としませんでしたから、「中心」

も必要なかったのです。

では、このような日本のマチがどのように成立したのか、その歴史

を簡単に振り返ってみることにしましょう。

u，日市の概観

ヨーロッパや中国大陸の都市と日本の都市の外観を思いだレ（映画やテレビで見た画像で

よい〉、その違いについて隣の人と話レ合いなさい。
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3.マチの歴史

日本で最初の都市は710年に奈良につくられた平城京であるといわ

れています200 それは当時の世界屈指の国際都市、唐の長安をモデル

にしたもので、現在の奈良市の 4倍の広さをもっていました。都（み

やこ）とは宮（みや）のある処（こ）という意味です。また宮（みや）

は御屋（みや）ですから都は御屋処とも書けるわけです。日本の都市

は、まず王族が住む場所として作られたわけです。

794年には遷都をして平安京をつくります。「当時の都の住民は主と

して貴族・官吏・僧侶等で、その他はこれ等に隷属して生活する使用

人で一般都民は独立した生活を営んでいなかった。下働きには農民が

交替で上京してその役についていたjへあとの土地は、まったくム

ラばかりであって都市はなかったのです。わずかに九州の太宰府が、

朝鮮半島との接点として「町の形態Jをなしていましたれ。

都以外のところに都市ができたのは幕府がおかれた鎌倉が最初でし

た22。そのころは、まだ武士と農民が完全に分業されていたわけでは

なかったので鎌倉や京都を除いて都市はありませんでした。本当に全

国各地に都市（城下町）ができるのは武士と農民が完全に分業になる

信長の時代以後で、武士が「軍事的な集団生活を営むj ようになって

からです23。江戸時代になると参観交替のために街道が発達し宿場町

ができます。また古代からの定期の市場が都市の形になったもの（例

えば伊勢の四日市など）がありました。

どのような人々が、このマチに集まったのでしょうか。まず武士が

主君の命令によってマチに集まります。それに付き従って雑役をする

農夫たちも住むようになります。ムラからわざわざ連れてくると費用

もかかるので、やがて雑役専門の人夫たちが都市に住むようになりま

す24。また職人たちは都市のない時代には仕事をもとめて放浪しなけ

ればならなかったから「諸国に城下の町が立っと聞くや、急いで彼等

が集まって来ようとし」ました250商人たちも同様でした。もともと、

アキナヒのアキは秋の収穫を取り扱ったという意味だといわれますが、

一桝田一二（1950）『村落と都市』金星堂， p.178.
副問書， p.181. 

2 同書， pp.181・182.
23同書， p.184.
24柳田，前掲書， pp.125・127.
25 向上， p.124. 
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才覚のある農民がマチを根拠にアキナヒをしようと集まってきたので

しょう。

柳田国男によれば鶴、「町に祭りとか大きな催しとかのある度にJ農

民たちは都市にやってきました。都市の「賑ひの半分過ぎは、いつも

村の人が来て作」っていました。そして、彼らは「斯んな人込場を端

的に世間と名づけ、自ら進んで其の知識を獲ょうとしたj（傍点は岡に

よる）が、「用が済めばさっさと還て行くだけの、家をめいめいが持っ

て居たj。つまり農民たちは自由にマチに出入りしていたけれども、そ

こで住むことは考えなかった。農民たちにとっては、マチは落ち着い

て住み、地域社会を形成するところではなかったのです。

ムラの人々がマチを「世間Jと呼ぶとは、どういう意味だ、ったので、

しょう。「世間jを人間関係の面から分析した米山によれば世間は「ア

カの他人の集まりJにすぎません270 つまり農民にとってはマチは他

人の集まりに思えたわけです。こういう他人ばかりのマチに、ムラび

とたちはなぜ集まったのでしょう。神島は「なによりもそこで求めら

れたのは自由である」といっています矢その自由とは、

自然村における拘束の裏返しとしての『自由』（無拘束！）である。．．．そ

れはあの『旅の恥はかきずて』という諺に示されたような、拘束のもと

に蓄積された抑圧と屈辱とを説い去る『自由』であり．．．あらわな自己主

張と実力闘争に終始する『自由』である。”

この自由は前章でムラ社会が相互牽制的な組織になっていたことを思

えば理解しやすいでしょう。窮屈なムラの人間関係から逃れられると

ころがマチだったわけで、す。

かくて都市は「要するにふんだくればいい、体（てい）のいい掠奪

場」”となる。このマチの自由が無拘束の自由であったということは

重要だと思います。なぜなら、すでに紹介したヨーロッパの自治都市

の自由とは封建諸侯からの抑圧からの自由、すなわち巨大な権力から

の自由だったわけで、す。それを守るためには団結し、市民軍への参加

は自己犠牲、自己統制が必要だったことでしょう。日本のマチでもヨ

ーロッパの自治都市においても自由は重要な魅力でしたが、その本質

は大きく違っていたのです。

26向上， pp.117・118.

X1米山によれば、世間は非血縁の非限定的な社会関係である。米山俊直（1976）『日本人の
仲間意識』講談社， pp.37-41. 

お神島二郎（1961）『近代日本の精神構造』岩波書店， p.34. 
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江戸の町内

マチの様子を具体的に理解するために、江戸時代のマチについて紹

介しておきましょう。最近は見かけなくなりましたが、以前は、よく

古紙交換のミニ・トラックが「ご町内のみなさん、まいどおさわがせ

いたしております」とスピーカで流しながら街中を走っていました。

ここでいう「町内」とは何でしょうか。

「町内」の意味は各地域によって違うので29、ここでは江戸の町内

を見てみましょう”。当時、世界最大級の都市であった江戸には

1600・1700のぜがありました。江戸のすべてが町におおわれていたわ

けではなく、人口の半分（50万人）がすむ面積は 15%ほどの町人地にあ
なぬし いえ血し

りました。町人地の行政は町奉行を頂点とし、以下、町年寄、名主、家主

という人々によって行われていました。町年寄は3つのイエが世襲制

で勤めていました。名主は町を支配するものであり、平均して 6,7つ

の町を治めていました。名主は兼業を禁じられていたため支配町内か

ら役料を徴収していました。町政のうえで名主の下にいるのが家主で

すが、名主の直接の配下ではなく、町内の家屋敷の管理を地主からま

かされた管理人のような人たちでした（家主という名称にもかかわら

ず、家の所有者ではない）。家主は地主の家来のようなものでしたが、

地主が勝手に任命することができず、町内の他の家主の合意が必要で

した。

家主は町ごとに組になっており、名主はその組をまとめる役でもあ

りました。さらに名主は他の名主と組になっていましたから、その結

果、家主の組は他の組との連合している形になっていました。家主は、

このような状況のなかで寄り合いをもち、家賃や地代の値上げなどを

行いました。この家主が家賃や土地代を地主に代わって取りたてるー
ちがり たなかり

方、地主から土地を借りている地借、土地も家屋も借りている店借・
たなこ

店子に対する責任を幕府に対してもっていました。家主は一町あたり、

多い所では 10人以上いました。

家主は五人組をつくらされ、交代で町内の仕事をしていました。そ
がち色うじ ー

の当番になった者を月汀事と呼びました。月行事は自身番という町の

事務室のようなところに詰めていました。自身番には菩義という補助

29京都は日本で最古の都市だけあって町内社会がよく発達していました。林屋辰三郎
(1964）『町衆：京都における「市民J形成史』中公新書に詳しく書かれています。

30以下、三田村鳶魚（1943）「江戸者と東京者J毎日新聞社文化部編『都の歴史と文化』北
光書房， pp.185・208および加藤貴（1993）「日本近世の巨大都市江戸」比較都市史研究会
編『比較都市史の旅：時間・空間・生活(pp.281・309）』原書房を参照した。
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者がいました。書役は自身番目記をつけて町内の出来事を記録してい

ました。町政や町の祭りや雑事などは家主が行うのであって、店借・

店子とよばれた借家人が行うのではありませんでした。わずかに交代

で夜間の防火と警備にあたるくらいでした針。

家主は幕府から貧民のために物資の提供があったときなど、名主と

いっしょに町奉行まで行き、必要な分だけもらってきて、それを配り

ました。いってみれば封建社会下で、福祉事務所のワーカーのようなこ

ともやったわけです。それというのも家主は町内の家庭のこと、人柄、

働きぶりなどを、ふだんからよく知っていたからでした。

町は道をはさんだ形でできており、ヨーロッパの都市の広場のよう

な役割を果たしていました。町と町は物理的に隔てられていて「木戸

が設けられ、夜間には木戸が閉じられたJ32。この木戸の開聞をする役

を番太郎といい、町の小使のようなことをやっていました。木戸はや

がてなくなってしまったので、それ以後、番太郎は町内の「火の見や

ぐら」の近くに住んでいました。番太郎は、その手当だけでは生活で

きないので焼き芋屋とか駄菓子屋をやっていました。焼き芋屋は火を

使うということで町内全体の承認が必要で、そういう仕事もできると

いうことは番太郎の特権でした。そのため番太郎の役は高い値で売買

されることもありました。

このように木戸に固まれて町の人々が生活できた理由は、その町々

で、人々は似たりょったりの暮らしをしていたからだといわれていま

す。いまのように多様な職業の人々が多様な暮らしをしながら隣近所

に住んでいるというわけで、はありませんでした。

こんな町内に入っていくのは、たいへんでした。まず家主が同じ商

売の人が町内にいるかどうか調べ、また住みたいという人の家族の様

子や人柄も人から聞いて調べました。これはどうも良くないと思えば、

家を貸しませんでした。土地もまた、町の地主が全員承知しないと売

ったり買ったりすることはできませんでした。マチ入りの挨拶がなけ

れば住めないのはムラがムラ入りという一種の儀式なくしてはムラに

住めないのと同じでしたね。

制中村人朗（1990）「文化型としての町内会」倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』ミ

ネルヴァ書房， p.91. 
32 回中重好（1990）「町内会の歴史と分析視角J倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』
ミネルヴァ書房， p.29. 

33このような町の「マチ入り」的排他主義は、こんにちでも「建築協定Jとしづ形で生き

ていると主張する人がいます。建築協定とは「一定水準以下の住宅建設や宅地造成を許さ
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町は消防、上・下水道、ゴミ処理、治安の維持や祭りの開催などさ

まざまな役割をもっていましたが、江戸の人々の自発的なものという

よりは町奉行所の支配化にあって、名主・家主・店子という序列構造

のもとで成立していたのです。したがって明治維新になって、そうい

う制度が廃止されると町はなくなってしまうはずでした。

明治・大正の東京の町内

明治維新後、封建制度の一端であった町という制度は無くなるはず

だったのですが、実際には明治維新後も 20年ほど続きました。明治

の始めに町内がやった大きな仕事としては小学校づくりがあります。

明治5年に学制が制定されますが、そのとき誰でも学校に行って勉強

できるような制度をつくりたいと政府は考えたわけです。ところが政

府には小学校をつくるだけの金がない。そこで町内の代表者に学校づ

くりをまかせたわけです。すると全国に数万という小学校が一気にで

きあがった。学校の敷地さがしや、校舎の設置、教員人選から学校の

財政、貧困世帯の就学補助までを町内が連合してやってしまった。

明治の初期には、地域は都会であってもこれだけの力があったわけ

ですね。ある社会学者は「日本の民主主義の発展ということでいえば、

この明治前期の活力をもった町内が、自治体の組織に公式に変わって

いくということが一番よかったのではないかJと言っています”。と

ころが残念ながらそうはならなかったのですね。「政府が中央にでき、

県庁ができ、市役所ができ、村役場ができる134という、いわば上か

ら下へ組織化されていくという順番でした。

そうするうちに明治も中ごろになると、学校をつくるだ、けのエネル

ギーをもっていた町内も人口の流動化で団結力が失われてきます。明

治 21年に市制町村制ができると行政側は町内の伝統がくずれてしま

うのを恐れ、また町内のリーダ一層の人々も同様の意識をもって、町

内に有志団体がたくさんつくられるようになります。町内に有志団体

がつくられる動きは大正のはじめまで続きます。

大正の半ばごろになると全世帯が加入する町内会がつくられます。

この背景には2つのことが指摘されています。まず政府による思想統

制の手段としてつくられたということ。大正デモクラシーがすすみ、

ないことを住民相互の問で約束するものJです。高級住宅街に四畳半ひと聞のアパートを
建設しようとすると町内が反対するわけですね。中村前掲書， p.99. 

34倉沢進（1990）「町内会と日本の地域社会」倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』ミネ
ノレヴァ書房， p.23. 



150 わかりやすい地域福祉

社会主義思想が住民の聞に広がるという時代のなかで、政府は「最低

限、市民が『反体制的な』意見を抱き、体制をゆり動かすような行動

に走らないように体制の側につなぎとめておくことが必要」”と考え

はじめます。そして「都市社会の危機を前に、上からの『草の根』的

な民衆の組織化を通して、危機に対処しようとしj”たのでした。さ

らに大正 12年の関東大震災後、住民自身も治安維持のため全世帯の

組織化の必要性を感じるようになりました玖

この大正期にできた町内会が、それ以前に江戸時代から明治にかけ

あった町内の組織と連続したものなのかということは研究者の聞で意

見が分かれています。すなわち明治の初期に小学校までつくりあげた

住民主導の町内が人口の流動化によって弱体化したため、それを行政

機関が補強したのが町内会であるとする立場と、まったく行政主導で

町内とは別につくったのが町内会だという立場に分かれるのです矢

ただ、いずれにしても思想統制のための道具としての町内会は昭和の

戦時期において明確になっていきます。

昭和以後の町肉

大正末期から日本はしだいに軍事国家化していきます。その流れの

なかで町内会は政府の強い支配を受けるようになり、最後には昭和 15

年の内務省令「部落会町内会整備要項」によって町内会は国家と産結

した形になります。さらに昭和 18年には地方制度改正によって町内

会は法的に定められた公的制度として位置づけられます。ここで町内

会の民間性は完全に失われました。そして戦時下では全国のすべての

地域に町内会・部落会が設置され、住民すべてが強制的に加入させら

れました。戦後も住民すべてが町内会に加入すると国民が考えている

のは、このときのなごりだといえるでしょう。

このとき町内会よりももっと小さな単位として隣組が考えられまし

た矢だいたい5軒から 20軒の世帯をまとめて組をつくらせ、毎月 1

縄問中，前掲書，p.37. 

38中村，前掲書 p.74.また同書の 75ページには東京市内の町内会設立年と数が示されて
いるが、それによると大正 12年から昭和2年までの5年聞に極大値を示している。ただ
町内や町内会の歴史ば地域によって大きく違っているので一般化することは禁物であるo

w秋元律郎（1990）「中間集団としての町内会」倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』
ミネルヴァ書房，p.138.

舗明治の町内には隣組とよばれる『向こう三軒両隣り』という小さな単位はありませんで
した。越智昇（1990）「ボランタリー・アクションと町内会の文化変容J倉沢進・秋元律郎
編 『町内会と地域集団』ミネルヴァ書房，p.242. 
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隣組常会

配給制度

回、会合を聞かせたのでした。この会合のことを隣組常会といいます。

この隣組と密接にからみあっていたのが配給制度で、した。すなわち「縫

糸、足袋、塵紙類の日用品の配給から靴、傘、鍋の修繕まですべて隣

組単位となり、国債の消化、簡易保険の集金、貯蓄納税、さては郵便、

新聞の配達まで隣組の敢闘は著しく、その他防空、戦時農園、隣組工

場、軍事援護、組員の疎開の手伝等J”も隣組単位で行われました。

さらに魚も衣服も東京では昭和四年より隣組から配給されることに

なりました。このように日常生活に不可欠なものを、近隣組織を通じ

て配給することによって人々の生活を近隣組織に結びつけ、近隣どう

しによる相互監視を強めたのです。

町内会はこのように全体主義体制の維持装置になったということで

戦後 GHQ(generalhead-quarters：連合国最高司令官総司令部）によ

って町内会は禁止されました。ただ果たして町内会の本質は全体主義

的な組織だったのかどうか、現在でも議論があるようです。たとえば

中村は「当時の社会全体が協力に大きく傾いたことから社会の一部で

ある町内会もその傾きに従ったまでJであり「戦時中のことに関して

町内会がスケープ・ゴートにされるのは、知識層と低学歴層との聞の

文化的葛藤に起因するJと言っています400 つまり、あの当時はみん

な全体主義的になっていたから町内会だけを責めるのは不公平だ。町

内会が目の敵にされるのは、当時、町内会の活動でインテリ層が低学

歴の町内会の役員たちに踏みつけられたからではないかと言っている

のです。この中村の説に対して秋元は「一般庶民と知識層というこ分

的な価値観の対立図式によって説明しきってしまうというのは木目が

荒すぎるJと批判しています“。

ともあれ、占領軍に禁止されても町内会は実際には無くなりません

でした。その理由としては次のようなことが指摘されています420 ま

ず GHQが禁止しても政府や自治体の担当者たちはサボタージュして

従わなかったこと43。それから地方行政が敗戦後の混乱のために能力

が低下し、町内会を排除して業務をやっていける状態ではなかったこ

と。また敗戦後の混乱によって近隣の相互扶助が求められていたため

39 『昭和 20年度毎日年鑑』 (1944), p. 219. 
40 中村，前掲書， pp.81・83.
41秋元，前掲書， p.145. 
42 田中，前掲書， pp.50・51.

43 GHQの民主化への司令に対して日本の政府がいかに抵抗したかということは、マーク・
ゲイン（1963）『ニッポン日記』筑摩書房がルポ的に書き上げています。
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町内会が必要だったこと。町内会のリ｝ダーたちを GHQは追放しよ

うとしたが結局ムダだったこと44。また大政翼賛体制に利用されたと

はいえ町内会は大正末期から存在しており、ある程度、住民になじん

でいたことなどが指摘できるでしょう。

こうしてできあがった町内会は現在全国津々浦々につくられていま

す。かなり古い統計ですが 1980年に全国の市区町村を対象とした調

査では 96.9%の市町村は、ほとんどの地域に町内会があると答えてい

ました。また、その住民の加入方式は97.5%の市区町村が全世帯加入

が原則と答えていますへそれから 30年ちかくたって町内会はそのカ

を失ってきているとは思いますが、明治の初期からあった町内は、現

在でも日本人の地域生活に一定の役割を果たしていると思います。

UHズ：公権力による組織化

公的権力が地場住民の組踊fじをすることは、いけないことなのでレょうか。あなたの意見

を隣の人と交換レなさい。

制服：文化の跡、戦時中の遺物か

町内会は日本の地場社会の文他のひとつなのか、それとも戦時申の残骸に過ぎないのか。

都市社会学者の論争は続いているようだ。あなたの意見を隣の人と交換しなさい。

4.現在の町内会の特徴

さて現在、日本中の地域社会に町内会があることはわかりましたが、

その特徴としてはどのようなものがあるのでしょうか。ここでいくつ

かあげておきます。

まず町内会は隣組規模の小さなグループに分かれています。明治の

ころの町には、このような小グループはありませんでした将。かりに

これを班とよんでおきましょう。その「任務は、町内会費等の集金、

回覧版等の情報伝達、行政広報の配布、班（組）世帯の異動の届け出

と入会者の手続き、町内会の総会に次ぐ議決機関としての班（組）長

“吉田、岸などの首相に代表されるように戦前のリーダーたちは戦後もリーダーでありつ
づけた。国政がそうなのであるから町内が変わるはずがなかった。

“秋元前掲書 pp.149・151.
48越智昇（1990）「ポランタリー・アソシエーションと町内会の文化変容j倉沢進・秋元律
郎編『町内会と地域集団』ミネルヴァ書房，p.242.
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会議出席、町内会行事への参加と動員、葬儀の世話などで」す 460 班

は10から 15の世帯で構成されています。

私の住んでいた小金井市では班は 25世帯ありました。やはり昔、

すんでいた取手市の団地では各階段ごとに戸口会がありました。私の

属した戸口会は 5階の階段に各階2戸ずつ世帯があり、計 1-0世帯で

構成されています。戸口会の代表者は階段当番といいます。階段当番

は毎月 300円の自治会費を半年分まとめて集め、石油の共同購入の券

を配り、共同募金や、子どもたちのための夏祭のカンパ集めをするな

ど金銭徴収が主な仕事でした。また団地の一斉清掃日には清掃道具を

自治会事務室に行って取ってくるのでした。階段当番は毎年、変わり

ましたが、引越してきたばかりの人は団地のことを知ってもらうとい

う意味で引越しの翌年には当番を依頼されました。

この班の代表者は一般には「順番制jで選ぼれると言われています

が47、私の実家の兵庫県では班のことを隣保とよび、順番ではなく選

挙で選んでいました（とはいえ、実際には順番みたいなものでしたが）。

そして、その隣保の世話役は隣保長と呼ばれ、多くの雑用があり、選

ばれた年には長期の旅行にもでかけられないくらい忙しいのでした。

葬式でも出ればたいへんな忙しさで、そのうえ、その隣保は 24世帯

あったので葬式もよくあるのでした。

全戸加入だが全戸参加ではない

日本に住むかぎりどこに住んでも町内会が仲間に入れてくれると考

えるなら、これほど住みやすい国はないですね。全世帯加入が保障さ

れているわけですから。ところが町内会は「全戸加入組織ではあっても、

全戸参加組織ではないj48といわれます。町内会には全部の世帯が会員

ですよ、でも、参加はできませんよ、という組織だというのです。こ

れはどういうことでしょう。

例えば、私は小金井市に住んでいましたが、そこにはやはり町内会

がありました。会費はいくらか忘れましたが、私も払いました。総会

や町内会の親睦旅行の案内が回覧版でまわってきましたが、参加予定

者の欄はいつも空白でした（つまり、その回覧版がまわる 25世帯は

すべて欠席）。総会は町内の神社の社務所で行われていました。そこへ、

もし 2Kの賃貸住宅に住んでいるような私が行くと冷たい視線をあび

47問書， p.243. 

縄問中，前掲書， p.57. 
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るということは充分に予想されました（持ち家の人間ならば町内でま

だ、一人前に扱ってもらえると期待できるでしょう）。地域福祉を勉強す

る者として勇気を出して行ってみょうかと思いましたが、気の弱い私

は出席しませんでした。

横浜で調査した越智は都市地区の町内会では「新住民が圧倒的に多

くなったなかで、旧地付農家が役職を占有しているJ49と言っていま

すが、おそらく小金井市でも同じでしょう。当時の私の近隣には「こ

こは神社・寺ではありません、個人宅ですので無断で入らないでくだ

さい」という札を門にかけてあったほど大きな家がいくつもあり、そ

れらはみな小金井がまだ武蔵野原野であったころの農家であったと思

うのです。彼らはその土地を東京に新しく入ってきた勤め人たちに売

り、かくも豪勢な家を宅地化した旧農地に建てたのでしょう。その横

で2Kで9万円のアパートに住み「こんど家賃の値上げがあったらも

う住めないJと嘆いていた私などは彼等の眼から見れば、軒先で雨宿

りをしている連中というぐらいの軽い人間で、あったでしょう。

「井戸端会議Jなどといいますが、それは近隣が共通の井戸を使っ

ていたからでしょう。井戸に死んだネズミでも入ればたいへんですし、

お互いに清潔にしておかなければならなかったから、ヨソ者は気安く

使えなかったのかもしれません。そういう近隣が共同で管理する施設

（この場合、井戸）があれば近隣関係もできるのでしょうが、いまの

ように‘スーパーマーケットで、黙って金を出せばなんでも買えるような

時代では、とくに近隣とつながりをもっ機会も必要性もありません。

とすれば町内会が全戸加入の組織だといっても、だれも参加しようと

はしないでしょう。

ところが会費だけは毎月のように取られます。一方で、一部の人た

ちはパスを借り切って遠出をして酒を飲んでいる。会費がそれに使わ

れているのではないかという疑念も出てくる矢苦々しく思えないこ

ともないが「町内の方ならどなたでも参加できますよJと言われると

返す言葉がない。高い家賃を払ってフウフウ言っている世帯からも同

じだけの会費を取っていて、町内会で飲んだり食ったりしているのは

豪邸に住んでいる地主たちという仕組みになってしまっているわけで

す。私は、このような町内会に日本の集団文化の一面がよく出ている

ように思います。そこで、その特徴について次にまとめてみます。

49越智，前掲書， p.244. 

関親睦活動については費用のかなりの部分が別口の寄付金になっているとしづ指摘もある 3

同書， p.251. 
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Unヌ：町内会の名称

みなさんや、みなさんの親が住んでいる抽燭では町内会は伺と昭ばれていますか。町内会、

自治会、部落会と、さまざまな名称があるはすです。また「班」は伺と陣ばれていますか。

「班」の世話役は伺と昭ばれていますか。その世話役の仕事は伺でレょうか。隣の人と話

レ合ってみましょう。（わからないようでしたら、あなたは自分の地場に対レてあまり関山

をもたなかっ疋のかもレれませんね。〉

Unズ：町内会の町

あなたが子どものころ育った地域には、 95%以上の確率で町内会・自治会があったはすで

す。町内会・自治会をめぐる思い出を騰の人と話し合いなさい。

1r余談：町内会のなb糊

実はいま私が住んでいるところ（公団住宅〉には町内会がない〈役所の名簿にはある。こ

こらへんが、役所の文書が地揖の実態を表レていないというー倒である〉．ところが、ある

とき公団と住民との窓口になっている人が「町内会をつくるかどうか話し合いだい」とい

う醇びかけを、私の住んでいるブロック〈約80世帯〉にした。私は「町内会のことについ

て知る絶野のチャンス」と思って参加した。

醇びかけた人（Aさんとレておこう〉力嘗うには、公団の担当者に「こんど話し合いをも

ちたいと昭びかけてみた」と話したところ、「5人も集まらないでレょう」といわれたとい

う。ところが集会所に行ってみると部屋に入りきれないほどに人がいる。たぶん入居者の

4割は参加していたのではないかと思われるほどだった。

Aさん力宮うには、これまですっと公団との窓口をやっていたBさんが引っ越レてレま

ったので事務を引き継いだが、 Bさんから多額の金銭ち預かったという。町内会で使うよう

にと公団からお金をもらっていたそうだ。ところ力咽内会がないために、すっと貯金され

ている。これをどうレたらいいかわからないということであった。

まだ町内会のよ部組織である、町内会連合会からは「おたくのところだけ町内会力Tないe

お祭りをやっても、そこだけ住民のテジトが出ないので、阪いに困っている」と言われ、「ぜ

ひ町内会をつくるように」と強い働きかけがあるということだ。実際、子どちのお祭りで、

自分のところだけテジトちなければ、ジュースやお菓子も出ないというのでは、そこに住

んでいる子どちにとっては寂レい気力Tするにちがいない。

Aさんの話を聞いて集まつだ人は「現状で困ったことがない」と、始めのうちは言ってい

たが、空気がなごやかになってくると、ゴミの話になった。「ネコがゴミ袋を破って汚〈レ

て困る。多額のお金があるのなら、それで固いなど作れないか」という憲男が出た。みん
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なが賛成した。 Aさんが言うのは「そういう，5，うにお金を使っていきたいが、自分ひとりで

は決められないから、会をつくってくれないか」という。

結局、集まった人は町内会をするとなると役職を選ぶのがたいへんだレ、役職を選べる

ほどEいにつきあいがない。選ばれてレまったらたいへんだという気持ちがあるようだつ

だ。そこで「そういう話をするために全員が集まる機会を定期的にもちまレょう」と誌か

が提案して、そうすることになった。

また Aさんのところには、町内会連合会からだくさんの回覧版のための紙が届くが、町

内会という組織がないために回覧版を回せない。それでいいか、という問題提起があった。

「回覧版なんてどうでちいい」という雰囲気だったが、誰かが「震災のときにどこに避難

するかといった情報とか、そういうものが全く回ってこないのは不安だ」と発言し、「それ

もそうだ」と一気に空気力漫わった。それで回覧版は回すことになった。

あれから数ヶ月がたつが、ゴミ置き揚にはネコ対策の疋めの網カTできた。「やっぱり近所

で話し合うことは必要だ」と多くの人が実感したのではないか。ゴミの問題などは自分の

家だけではどうにもならない。また回覧版のなかに、醤察のピラがあり、この近所で若者

三人組に襲われた中年男性の体験談があった。どこそこのガソリンスタンドの正面のあた

りのところで、午後 11暗ごろとかなんとか、すいぶん具体的に書いてある。これもまた有

難い情報だ。回覧板がなかったころには周辺の犯罪状況などは伺ち知らなかったのである。

近所づきあいなんて面倒くさいと思っている人でち、ゴミの問題はどうレても話レ合わ

なければいけないときもあるレ、治安の問題も深刻だ。これからの町内会の必要性は、ど

うもそういうところから出てくるのかもレれないと考えた。

5.日本の地域集団の特徴

マチの代表的な組織として町内会を紹介してきました。しかし、マ

チには他にも多くの組織や集団があります。そういう集団の特徴は何

でしょうか。前の章で述べたように、日本のマチの人たちの価値観や

行動様式がムラ社会のものを引き継いでいるのだとしたら、現代のマ

チの集団にも、古くからあるムラ社会の集団の特徴が現れているかも

しれません。私がここで特に取り上げたいと思う特徴は、網羅性、序

列性と排斥性、そして末端行政との関連性です。

網羅的集団

日本の集団文化については、多くの人たちが説を発表していますが、

ここでは私が興味深いと，思った間庭の説を紹介しておきます針。間庭

別間庭充幸（1990）『日：本的集団の社会学：包摂と排斥の構造』河出書房新社．
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52 p. 72. 
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は日本人の集団は包摂的であるという。すべての該当者を含んでしま

う網羅的性格をもっということです。

ムラ社会の集団がそうでした。若者組にはムラのすべての若者が加

わることが当然とされます。町内会も閉じことです。とにかく、その

地区に住んでいる世帯は、すべて町内会の会員だとしてしまう。

福祉関連の地域組織も、この網羅性が出ているときがあります。た

とえば私の手元には全国精神障害者家族会連合会が出版した『家族会

運営のてびき：新しい家族会活動への提言』（1992）という本がありま

す。そこには地域で精神障害者の家族の会をつくるときの会則の例が

掲載されています。その会員の規定は以下のとおりです。

（会員）

第5条本会の会員は、次のとおりとする。

1. 清水保健所管内の精神障害者の家族（正会員）

2. 本会の趣旨に賛同するもの（特別または賛助会員） 52 

これをみると、当該地区の精神障害者の家族は全て会員であることに

なります。このように一定の地区に住む全ての該当者を含む当事者組

織は精神障害者だけではなく、高齢者団体、身体障害者団体、母子家

庭の団体など、多くの例があり、それは地区内網羅的組織と呼ばれる

こともあります矢

このような網羅的組織においては、加入するのが当然で、加入しな

いほうが問題という発想になります。たとえば全国老人クラブ連合会

の『老人クラブ：よりよい運営のための一問一答』（1982）には、そう

いう考え方の一端があらわれています。老人クラブへの「加入促進運

動をする際のポイントについて教えてください」という問いに対して、

回答者は次のように答えています。

老人クラブ加入は、自発的加入が原則です。．．．といっても、老人クラブ

の趣旨目的、内容等について無理解な人たちも多くいます。このような

老人たちは、むしろ気の毒な人たちであり、仲間づくりによって生きが

いを持たせたいという基本的な福祉の気持で、クラブ加入を促進するこ

とは老人福祉向上の面から重要なことです。 54

関岡知史（1997）「当事者組織・セノレフヘルプグ、ループ」『地域福祉事典』中央法規， pp.
126・127.

54 pp. 73・74.
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高齢者は老人クラブ以外の集団に参加し、仲間づくりをし、生き甲斐

をもっているかもしれないのに、そのような状況は想定していないの

ですね。これが集団の網羅性です。実際に全ての該当者を加入させて

いるかどうかが問題なのではなく、加入すべきだと一方的に考え、そ

れを前提として活動が展開されているところに特徴があると思います。

制服：網羅的集団

実際には該当者全員が参加レていなくても、参加しているという前提で活動されている集

団の倒として町内会や老人クラブの倒を出レまレた。他の倒を考え、隣の人と話し合って

ください。

序列と排斥

網羅主義は該当する人すべてを含めるのですから、全員の参加が得

られるような気がしますが、実際はそうではありません。町内会が全

員加入であっても全員参加ではないのと同じです。なぜ全員参加では

ないかというと参加が許されている程度に差があるのです。その差は

序列（ヒエラルキー）構造から出てきます。

だいたい日本人の序列の意識は非常に顕著であるといわれています。

アメリカでもアフリカ系アメリカ人が「下Jに見られていると反論す

る人がいますが、それは序列という概念の誤解です。序列は階級と違

って容易に上下しうるのです。序列の典型は相撲の番付です。横綱を

頂点に大闘がいて、その下に関脇がいて、その下に小結がいる。ここ

までが三役。その下に前頭がいて、ここまでが幕内。その下に十両が

いて、ここまでを関取といって給金がもらえるところです。その下が

幕下、その下が三段目、まだ下があって序二段、そして最低が序の口

です。その下に衛星放送でも映されない前相撲という、なんだか気の

毒になるような番付で相撲をとっている少年たちがいる。衛星放送で

たまに私も見ているが、三段目となっても観客は誰も見ていない。失

礼な客になると民をむけて弁当を食っている。こういう番付がすきな

日本を南博は「番付社会j とよんでいるが、そのルーツはやはり相撲

や歌舞伎の番付であったらしい55。

日本人の序列意識の強さを見るには、みなさんが大学を卒業して就

職すると、よくわかります。飲み屋に行って新任の君たちが奥の背も

弱南博（1983）『日本的自我』岩波新書，pp.90・94.旅先のみやげ屋にはいると方言の番付の
のれんがあったりする（大阪の方言横綱は「おおきにj だったりする）。
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たれのできる席にさっさと座ると、「こらJと言って頭をコツかれる。

新人は飲み屋に行っても、どこが上座でどこが下座を見分けなければ

ならない。とくに最下座（たいてい入口に一番近い席）を得ることが

肝心で一年上の旧「新人Jが取ってしまうことがあるからだ。そうす

ると先輩を下座に座らせてしまうことになり、これは座ー聞から「非

常識な奴Jというレッテルを貼られてしまうことになりかねない。

こういう序列意識に満ちた集団では会議に全員出席しても序列の下

の者は上の者から発言を促されないかぎり発言は、ふつう許されない

（許される、許されないという前に、下の者は自分から発言をしない

と心に決めている）。だから上にある者どうし数名で論議するのを、下

の者はじっと聞いているだけになる矢

日本の集団のなかで序列によって最底辺におかれた人々は、形式的

には集団のなかに含まれていながらも排斥されているわけです。つま

り日本の集団は、すべての人を包みこみながらも序列という仕組みを

つかって一部の人を排斥しているのです。

町内会という集団もこのような構造をもっていました。つまりある

地域では、その土地に古くから住み、土地を所有している旧農家の人々

が町内会の序列の頂点にあります。彼らは農地を埋めた広い土地に農

地を売った金で建てた大きな家をもっています。その次に高度経祷成

長期に地方からやってきて、わずかな土地を買って、ちいさな家を建

てた人々がいます。そして、その下に土地の高騰によって賃貸の狭い

アパートにしか住めなくなった人々がいます。さらに、その下に独身

で住んでいる人たちがいます。最近は、さらに一般のアパートも貸し

てもらえない外国人労働者たちが、そのまた下にいると思われます。

日本の地域社会にあるこのような序列性をどのように壊せばいいか。

地域福祉の大きな問題だと思います。

制パズ：序列と排斥

該当者を全員参加させて、その聞に序列を作っていくことで統制をとっていく集団の倒を

壱え、隣の人と話し合いなさい。これが難レければ「序列と排斥の文佑」についてあなだ

の意見を隣の人と交換レなさい。

“閉じ大学院の卒業生たちが学会の日の夜に宴会をしたりするが、そんなときは「大先輩j

が議論しているのを「後輩Jたちはビールをつぎながら神妙に拝聴している感じになる。
英米の教授と学生たちがファースト・ネームで呼び合い、遠慮なく物を言っている（よう
に見える）のとは雰囲気がだいぶ違う。
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序列構造と末端行政

日本の地域集団の序列構造において顕著な特徴は、地域集団の上層

が末端行政と結びつくことがあるということでしょう。日本の地方自

治制度は 1888（明治21）年に制定された「市制町村制」、そしてその

2年後の「府県制郡制」から始まるとされています。明治憲法の発布

は 1889（明治 22）年ですから、それより前に「議会の審議を経ない

で制定されたということであり、ここに民意に左右されない官治的支

配の体系として地方制度を創設しようとした明治政府の意図がよみと

れるJ57といえます。以下、秋元律郎の論文から引用してみると：

市町村制の理由に、『力（っと）メテ多ク地方ノ名望アル者ヲ挙ケテ此任

ニ当ラシメ、其地位ヲ高クシ、待遇ヲ暑クシ』とあるのは、そうした地

方名望家層の指導性に期待することにより、官治的支配体制の基盤を安

定させようとした明治政府の狙いをあらわしたものということができる。

つまりここでは、地方名望家を優遇することによって、下からの民衆の

政治的要求や抵抗を阻止し、見せかけの自治をフィノレターとして、民衆の

政治的な要求を非政治的なものに櫨過してしまうところに目的があった

といえる。そして、その場合、これを支える基盤として、古い村落共同

体的秩序を温存し、その指導層を媒介者として利用するという方法をと

ったわけである。騎

この点は、このテキストでも明治政府によるムラの支配のときに名誉

職支配の問題点として指摘したとおりである。さらに町内会について

は次のように指摘する人もいる。

住民の自治組織としての側面をもちながら、その果たす役割としては、

権力構造の末端組織、行政の地域における末端機構という側面が強いと

いえる。したがって、地域住民の利益を統合し、地域の住民自治を発展

させるよりも、国や資本の地域に対する支配や管理の末端のにない手と

して保守勢力や行政と結びつき、地域住民と対立する関係を作り出すこ

とが多かった。鈎

57秋元律郎（1977）「地方自治体J山根常男他『テキストブック社会学（5）地域社会』有斐閣，
p. 115. 

鶴間書，p.116.

関柳下勇（1976）「地域社会再編成の過程と住民の対応J古沢友吉・真田是編『現代市民社
会全書（ 2）政治』， p.98. 
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この見解は私から見ればやや極端ですが、かといって、これまで、述べ

たように序列と排斥という特徴をもっ町内会が、社会福祉サービスの

集中的な対象となるような住民を、その序列の最下層に置くことによ

って排斥してきたのではないかと想像する人がいても無理はないと思

います。

地域福祉の観点、からは、地域社会のなかで最も抑圧されている人々

あるいは最下層の序列に置かれていた人々が、自由に参加できるよう

な町内会あるいはそれに代わる住民組織をつくらなければならないで

しょう。地域のなかで抑圧されている人々がいるという認識が地域福

祉の根底にあり、その認識がある以上、地域社会の変革がソーシヤノレ

ワーカーの目標になります。

私がマチの住民組織としての町内会に注目したのは、行政と住民と

の接点にはさまざまな住民団体がありますが、実態としては町内会が

多くの場合、受け皿になっていると考えられるからです。たとえば社

会福祉協議会が住民の代表を考えるとき、まず町内会の会長などを想

定していることは、まちがいないと思います。私は、いくつかの社協

をみてきましたが、いずれもそうでした。

そして行政に関連する地域団体の名前は違っても、役員として集ま

ってくる人の顔ぶれはいつも閉じ（町内の顔役）ということが実際の

地域活動ではよくみられます。名簿上は多様な団体が行政と関係をも

ちながら地域活動を進めていることにはなっているものの、その中味

は同じ人ばかり。その土地の顔役どうしが持ち回りで役をこなしてい

る。それに関係にない大多数の人は、それにまったく関係をもつこと

がない。そういう現状が多くの地域で観察されていますベ

中世自治都市，誓約団体，世間，町内，町，隣組常会，臨給制度，全戸加入，全戸参加，

地区内網羅的組織，序列と排斥，末端行政

60倉沢進（1990）「総説J倉沢進・秋元律郎編『町内会と地域集団』ミネルヴァ書房，p.19.第

6章で述べた「伝統的アノミーJモデ〉レの地域社会では行政から業務を委嘱された役員が

リーダーになるとしづ説を紹介しましたが、それと関連しています。
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fむだぱなレ

里の住人：ムラの話は面白かったです。でも、ああいう話って聞いたことがなかったです。

山の仙人：マチの話が終わったところで、そういう切り出しは無いじやろう。．．．まあ、なんじ

ゃな、ムラのホントの話っていうのは、 Aラの外の蓄には話さんっちゅうことじゃよ。

里の住人：といいますと？

山の仙人：なんか、印刷しだ文章になっとらんと資料としては使えんと考えとる輩がいっぱいい

とるじやろう。あれはいかん。市役所や社協の事務局にいって統計の資料とか公の文書とかを

どっさりともらってきて、それで地域福祉の研究カTできると思っとると大きな間遣いじゃよ。

地域社会のホントのことは、その地域の外の者には話さんもんじゃ。統計とか公文書に出とる

ものは、いわば地域の「よそいき」の姿じゃ。ホントの姿じゃないわい。

里の住人：でも、そうすると、どうやって地域のことを知るんですか。

山の仙人：それはのう、地域の人びととホントに話し合って仲良くなって、いっレょに酒も飲ん

だりしてのお、そしたらようやく信用してもらえて本音を話してもらえるんじゃ。

皇の住人：すいぶんと時聞がかかりますよね。

山の仙人：あたりまえじゃ。そう簡単に研究なんかさせてもらえんもんじゃ。

里の住人：なんか、たいへんそうだなあ。アンケートでも配つだほうが簡単でいいですよね。

山の仙人：おまいさん、いままで伺を闘いとったんじゃ。たとえば明治期のムラにじゃ、「賞殿

のムラでは寝宿はどんなぐあいか」とか、アンケートで送ってみい。誰がホントのことを書く

か。人犠に言うべきことじゃないと、ムラのもんは思っとるからの。

里の住人：ぞれは明治のころのことでしょ。いまは遣うでしょ。

山の仙人：遣うもんかい。仲間うちのホントのことは、外の人聞には言わん。おまいさんだって、

そうじゃろ。たとえば、おまいさんの夢中になっとるヨーヨークラブじゃがの、ヨーヨークラ

ブとは名ばかりで、実際は合コンクラブlこなっとるっちゅう話じゃないかい。そういうときに

じゃ、クラブ活動の内容について調査用紙が大学からまわってきたときに「実は合コンクラブ

になっちよります」なんて、おまいさん、書くかえ？ 書かんだろう？

里の住人：まあねえ、そうかもしれません。

山の仙人：書くはずなかろう。だからのお、役所の文書なんかを使って地域福祉の論文を書いて

ち、まあ、キレイごとを並べ疋嘘八百のものを信用して書くみたいなもんなんじゃ。

里の住人：でも、たいていの論文がそうですよ。そこまで、みんな否定しちゃうんですか。

山の仙人：無駄だとは言わんがね。ただ回刷されだものなら何でも信用してしまう人聞が多すぎ

るからの。それを戒めたまでじゃ。疋とえば、役所が福祉サービスの？ンケートをやって「『役

に立った』という意見が9割でしだ」っていう報告書を出したとしても、そのまま信用レち

ゃいかん。アンケートの数字なんて質問紙のっくりかたひとつで、いくらでち蛮わってくるも

んじゃからの。わしのいいたいのは、それだけじゃ。
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この章では、これからの地域福祉はどの方向に進んでいくだろうか、

あるいはどの方向に進むべきだろうかという私の考えを述べることに

します。その構成は、まず地域福祉を考える際に排除すべき幻想につ

いて述べ、その代わりに認識すべき社会的な事実あるいは現象を並べ

てみます。そして行政側が出してきている新しい社会福祉のありかた

について、地域福祉の視点から考察してみます。さらに、これからの

地域福祉について考えるときに私が重要だと，思っている 3つの領域、

つまり福祉教育、ボランティアへの支援、そして当事者組織について

それぞれ簡単に述べます。最後に、地域福祉の理論を深化させるため

のフィールドワークによる調査の必要性について述べます。

1.地域福祉をめぐる幻想

第 7・8章において、日本のムラとマチについて紹介してきました。

そこには意外なことが多くあったのではないでしょうか。すでに述べ

ましたが、私は日本の地域福祉論は日本の地域社会そのものに関する

理論をあまり参考にしていないのではないかと，思っています。そのた

めに日本の文化や地域社会についていくつかの幻想をもっているよう
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に感じています。その幻想を砕き、新しい地域福祉論を組み立ててい

く必要があるかもしれません。そこで、私の目には、あやまった幻想

にしか思えないものを以下に並べてみます。

かつて強い家族関係・血縁関係があったという幻想

日本には大家族制社会は古くから無かったし、血縁関係は世界の民

族と比較して希薄な文化しかなかったのです。したがって、たとえば

在宅での介護を家族や親族関係を中核として行っていこうとする方法

には大きな限界があると思います。私たちは「家族機能の強化Jや「親

族関係の活用Jなどという血縁関係への幻想に基づいた地域福祉論を

放棄したほうがいし、と思います。

高齢者や障害者の介護は基本的に家族や親族によって行うべきであ

り、国や自治体は、それを補佐する役割に限定されるという考え方は、

1970年代より国や自治体の地域福祉政策の基本になっていました七

それを変えたのが 2000年度に始まった介護保険でしたが、それでも

その直前、 1999年 10月には「介護保険は子が親の介護をするという

日本の『美風』を損なうJとして、与党から問題提起がされ、保険料

の徴収が半年間、見送られたことがありました20 このような血縁ある

いは家族関係に対する根拠のない強い期待は、今後の地域福祉論の展

開においては排除すべきでしょう。

かつて強い近隣関係・地縁関係があったという幻想

日本社会が従来、隣近所で、助け合っていたというのは幻想でしょう。

たまたま農業、漁業という同業者が近隣に住むことが多く、また共同

生産を必要としたために助け合っていたという錯覚が残っているにす

ぎません。「産業化・都市化する以前には近隣関係があって、それを崩

れたのを修復するのが現代の地域福祉の目的」と考えている人は少な

からずいますが、しかし、もともと無かったものを「崩れたJと思い

こみ、それを復元しようとする作業は成功するはずがないでしょう。

ムラ社会の相互扶助は隣の人が怠けていたら自分にも被害が及ぶか

ら行うという相互牽制的なものでもありました。またムラ社会の一体

性も、現代では復活の可能性がほとんどない性的風俗によって支えら

t定藤丈弘（1986）「地域福祉の系譜j右田紀久恵・高田真治編『地域福祉講座第 1巻』中央
法規出版， pp.245・247.

2岡本祐三位000）「介護保険制度と福祉改革：介護・福祉の社会化・分権化にもたらすものj

『月刊福祉」 83(6),20・25.
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れていた一面があります。そして、ムラ社会の窮屈さから抜け出すた

めに人々が集まってきたマチには町内会がありましたが、それは思想

統制の道具としても使われてきた経緯がありました。全員が加入でき

るというタテマエはとっていましたが、実際は序列構造によって一部

の人しか参加できないような形になっていたように思われます。以上

の理由から、過去の近隣、地縁関係のイメージにとらわれて近隣社会

にネットワークを「復活」させようとする試みは難しいと思われます。

職場の人間関係を重視する考え方が現代的だという幻想

日本人が企業中心の考え方で仕事仲間が日常の人間関係の大きな比

重になっているということを、地域福祉の文脈で批判する人がいまし

た。つまり日本人が従来は地域生活を重視していたのに経済生活を重

視するあまり会社での生活を重視するようになったというのです。し

かし、これはムラが同業者の集まりであり、イエが日本の文化におい

ては経営団体であったことを思いだせば、このような考えは誤りであ

ることがわかります。日本人は、その文化において労働組織、生産組

織を重視し、そこでの生活を日常の基盤としていたのです。とすれば

会社でのつきあいを第一に考えることは非常に伝統的な考え方です。

ただ、最近は非正規雇用が急増していて、職場の人間関係の重視を日

本文化の特徴とすることは難しくなっています。

行政が地域住民の活動の支援に成功しているという幻想

日本の行政が地域住民の活動を支援するというとき、行政が先導す

る形になることが多いようです。それは地域社会の序列構造の上部が

行政の末端組織と重複するという明治初期以来（あるいは江戸時代の

ムラ役人、町役人以来）の伝統をいまも引きずっていると考えられる

からです。したがって形だけはあるのですが、動いていない地域の組

織が多いのです。たとえば行政のボランティア育成政策で、ボランテ

ィアの数が急増したという統計が出されることがありますが、そのボ

ランティアが名目だけのもので、実際には何もやっていない場合があり

ます。

私が直接かかわった事例ですが、ある大都市のひとつの区で一気に

ボランティアの数が増えたことがあります。しかし実際にボランティ

アとして動いている人の数が増えたわけではありません。区の社会福

祉協議会が区内の町内会長を集めて、ボランティア育成の重要性を唱

え、ボランティア・ピユーローへの登録をお願いしました。町内会長
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は町内会の婦人会長に、その件を要請して婦人会長は婦人会の集まり

のときに募集をかけます。これは町内のつきあいを利用した動員のよ

うなもので、婦人会3の役員と彼女たちに誘われた人たち数十名がボラ

ンティアとして登録したのです。「よくわからないけど、みんなが登録

するのならJというわけで、おつきあいとしてやっているにすぎませ

ん。ですから、ボランティアとして登録された人が増えても実際には

何も変わらない。しかし数字だけは増えているから、それで行政機関

と社協は「ボランティアは急増している！ Jと、大々的に宣伝してい

ました。

別の例ですが、以前、都内の特別区で、区内で活動しているボラン

ティアのリーダーを対象に私は講演を依頼されてやったことがありま

す。終わったあとに質問を受け付けたのですが、誰も質問がありませ

んでした。そこで「どんな活動をされているのですか？ Jと、きいた

ところ「特に、やっていませんj という返事でした。私は、とても驚

き理解できませんでした。ボランティア活動をやっていないのに、な

ぜ、ボランティアというのでしょう？これは絵を描かない人が画家を

自称するようなものではありませんか。それで「どうして、何もやっ

ていないのですか？」と私がきくと、「相談コーナーを設けているが、

誰も相談にこないからjという答えがありました。「ボランティアとは

自発的に活動する人という意味で、どんどん自分からやっていくもの

なのですよj と言うと、リーダーたちは、きょとんとしている。わけ

がわからなくなって「どうしてボランティアをされようと思ったので

すか？」と聞くと「区からの要請がありまして」と答える。区社協の

職員が、あとで、私に「まだ、みんな、ボランティアがどういうこと

かわかっていないのですよ」といいました。この区は東京都内で最も

ボランティア活動が活発である区として有名なところで、地域福祉の

研究者がよくボランティア活動が活発に行われている事例として論文

や書籍等で取り上げているところでした。その区においてこんな状況

なのですから、他の区ではどんな様子か想像もつきませんへ

日本の地域社会の序列構造は末端の行政機関に組み込まれた形にな

っていることは、なんども指摘したとおりです。その結果、行政の意

図に対して協力的な（少なくとも表面的には）地域社会ができていま

す。そして行政が地域社会にボランティアを育成しようとするとき、

この地域社会と末端行政の二重構造を利用するため、上記の例のよう

s婦人会とは町内会の女性版で、町内の主婦たちの地区内網羅的組織だと考えてよい。
4 これは 15年ほど前の話なので、もう状況は違っているかもしれません。
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な「ボランティア活動をしていないボランティア」が多く出てくるこ

とになります。

UHズ：幻想を維持させるもの

ここで私は地域福祉に関連する 4つの幻想を取り上げましだ。これらの幻想が維持されて

きた理由は伺なのでレょうか。あなたが想像することを隣の人と話し合いなさい。

2.地域福祉をめぐる新しい状況

以前から維持されている幻想について書きましたが、一方、私たち

の現代社会はたいへんな速さで変化していることも確かです。そこで

今後の地域福祉を考えるうえで忘れてはならないいくつかの要素を提

示してみます。

人口の高齢化と障害の重度化

人口の高齢化が、地域福祉の充実を迫っている大きな要素だという

ことは誰もが認めているところです。多くのことがすでに語られてい

るので、これ以上つけくわえることはないでしょう。

また医療技術の発達により、心身障害の重度化が進んでいることも

忘れてはならないでしょう。これまでは重度の障害のために亡くなっ

ていた人たちが高度の医療技術のために生き残ることができるように

なったのでした。しかし、その人たちが一生、病院のなかで過ごすだ

けでいいのか、あるいは在宅でも地域社会とのつながりもなく生活し

ていくことはQOL(Quality of Life：生活の質） 5の点から見て問題が

あります。

通信・交通の発達による地理的障壁の縮小

むかしは人々の集団はムラ境を越えることは少なかったのです。

人々の人間関係はムラのなかで完結しているといえました。しかし通

信手段、交通機関が発達した現代では近隣であることが、かならずし

も人と人とを結ぶ契機になっていないと思います。

特にインターネットからブロードバンドの時代になり、ネットへの

常時接続が当たり前の世の中になりつつあります。近い将来、北海道

S社会福祉の必須用語のひとつです。意味やニュアンスを知らない人は自分で調べてくださ
い。他の授業でも出てくる単語だと思います。
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の一人暮らしのお年よりの話し相手のボランティアを、オーストラリ

ア在住の日本語学習者がやってくれるかもしれません。通信技術の発

達は地理的障壁を崩し、コミュニティという概念が近隣社会を意味し

ていた背景はますます希薄となるでしょう。しかし、一方で近隣であ

ることの温かさが改めて聞い直される時代になると思います。

一方、福祉情報サーピスを地域福祉（および地域医療・保健）の一

部として考えようという動きは以前からあります。福祉情報サービス

は最新の情報・通信機器を利用して地域住民に社会福祉のサービスを

知らせ有効に利用されることをめざしています。

孤独と孤立の出現

生きるためには、むかしは人々が団結し、顔をつきあわせたコミュ

ニケーションがどうしても必要でした。田植えや地引き網はムラ全体

の協力がないとできませんでした。ところが、いまでは人はひとりで

も働き生きていけるようになりました。苦労をして、まわりの人と関

係をっくり助け合う必要がなくなりました。買い物も顔を合わせず、

ネットで注文し、買ったものはマンションの宅配便ボックスに置かれ

るようになれば、まったく人と会うことなく生きていけるようになる

でしょう。

その反面、人は孤立し孤独な生活をおくるようになりました。ひと

つの部屋に何年も、ときには十何年も引きこもる人も増えてきました。

このような社会では人との出会いを求めている人も、いやおうなく孤

独な生活を強いられるようになるでしょう。なぜなら、みんなが孤立

し孤独になれば、人との出会いを求めてもその機会が乏しくなるから

です。たとえば精神病院を退院したばかりの人は生活保護を受けるこ

とによって生活費には不自由しなくても、毎日だれとも話をしない

日々が続きます。その孤独のために病気が再発したり、生きる希望を

失い自殺してしまったりするわけです。

人と会わずに何でもできることが便利だということで、今後の私た

ちの生活はますます人と会わない方向に進むでしょう。孤独な人はい

っそう増えてくると思われます。

UJ'¥ズ：地域で共に生きる？

すっと施設で暮らしている障害者のAさんが「地域で生活したい、地鼠で多くの人と共に

生きる生き方をし疋い」と言いまレた。それを聞いたBさんはこう言いました。「君は地域

に幻想をもっているんじゃないか。障害のない人だちは地域で共に生きていて、障害のあ
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る人たちだけがそこから排臆されていると思い込んでいるようだね。でも現実はそうじゃ

ないよ。僕は、なるほど施設には住んでいない。アパートで一人暮らしだ。隣の人がどん

な人かも知らないレ、興味もない。近所には誰一人知り合いはいない。つまり、僕は地域

にいるかもレれないが、たった一人で生きている。地鼠で共に生きているという感覚はま

るでないねロ僕のような人闘が実はたくさんいると思う。僕の躍は、朝早くから電車に乗

って連くの私立の小学校に通っている。だから小さいころから近所に誰ち友達はいない。

姪は『地鼠で共に生きる』なんて考えたこともないし、体験したこともないと思う。君は

施設にいて地域に誰一人知り合いがいないことを寝しく思っているのかもレれないけれど、

いまは、それが誰にとってもそれが当たり前なのだよ。」この対話を聞いてあなたが思った

ことを隣の人と話レ合いなさい。

犯罪の増加

互いに顔を会わせない孤独な社会では、誰かが犯罪にあっていても

誰も助けてくれません。ある日、パリの地下鉄で女性が複数の男性か

ら暴行されていて、周りに人が多くいたにもかかわらず誰も女性を助

けなかったという事件が新聞に載っていました。相手は複数の男性で

すから、自分一人が助けにいくと、こんどは自分が暴力をふるわれる

ことは明らかです。自分が助けに行ったら周りの誰かも加勢してくれ

るという信頼がないと助けに行けないと思います。しかし、互いに孤

独な社会ではそれは期待できません。パリに限らず、東京でも充分に

ありえるし、実際にすでに起きていると考えてもいいのではないでし

ょうか。

最近の日本では、ちょっとした都会なら、もう隣にどんな顔をした

人が住んでいるのかわからない状態だと思います。すると白昼どうど

うと家に忍び込んでも、隣人はそれが犯罪者か、それとも家の住人な

のかがわかりませんロ近隣関係のない地域では犯罪は今後、増加する

一方となるでしょう。

岡村理論では社会的協同の制度と司法の制度とが同一に考えられて

います。地域福祉論の他のテキスでは、防犯が地域福祉のテーマにな

ることはあまりないようですが、犯罪からの安全は人間のニーズのも

っとも基本的なところです。地域福祉の目指すところとして防犯を含

む安全が含まれる時代がくるかもしれません。
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福祉サービス

利用援助事業

運営適正化委

員会

子どもがつくる近隣関係と少子化

現代の日本で近隣関係をつくることができる数少ない機会は、子ど

もを通じて与えられてきましたへ育児サークルや保育所、学校を通じ

て地域に知り合いをつくっていく場合が多い。逆にいえば、子どもが

いない夫婦や独身者は地域では孤立する傾向があります。子どもに障

害があって近隣地域の学校にいくことができず、パスに乗って遠くの

養護学校に通わなければならなかったりすると、子どもだけではなく、

その親も近隣にだれも話せる人がいないという事態になります。

近年は、ご存知のように子どもの数が少なくなっています。子ども

会は低迷し、子どもを中心とした地域の祭りも開催が難しくなってき

ました。子どもを介してつながりをつくっていた日本の地域社会は、

子どもの数が少なくなっていっそう、そのまとまりの力を失ってきた

ようです。

人権意識と権利擁護

どちらかというとマイナスの結果につながる要因ばかりを並べまし

たが、人々の人権意識が高まってきたということはプラスの結果につ

ながる要因だと思います。心身に障害があっても人間らしい生活を生

きる権利は誰にでもあるのだという考え方は、いっそう広がっていく

でしょう。

また、これまで社会福祉のサービスは権利として利用できるのだと

いう意識が利用者にも一般市民にも低かったと思います。社会福祉法

のもとでは福祉サービス利用援助事業が規定されています。そこでは

都道府県社会福祉協議会に運営適正化委員会が設置され、「利用者等か

らの苦情を適切に解決Jすることが求められています。今後は、社会

福祉のサービスを利用する人たちの権利意識は強くなってくることで

しょう。

また児童虐待や夫から妻への暴力（ドメスティック・バイオレンス）

の問題も、親子や夫婦という伝統的な関係性に隠れ、最近になるまで

社会福祉の対象として強い関心をもたれることはありませんでした。

人権意識の高まりにより、これまで家庭内のこととして隠されてきた

事柄も今後は社会福祉の重要な問題として論じられてくると思います。

ー中根千枝（1977）『家族を中心とした人間関係』講談社， p.166.



これからの地場福祉 171

福祉ニーズの多様化と民族問題

貧困が社会福祉の問題であった時代は終わり、人々の生き方が多様

化するにつれて社会福祉のニーズは多様化しています。また人間どう

しの関係が希薄になるにつれて従来あまりみられなかった現象も増え

てきているようです。たとえば引きこもりは現代の社会福祉が取り組

まなければいけない重要な問題になりつつありますが、このようなこ

とは貧困克服が第一の福祉的課題であった時代には考えられなかった

ことだと思います。

また、少子高齢化社会によって日本の労働者人口が減り、外国人労

働者はしだいに多くなってくるでしょう。今後は日本に滞在する外国

人の福祉問題に関心が向けられるようになると思います。

Unズ：みんな捌立町社会

ある地域社会において、そこの住民は住民どうしほとんど人間関係をちたない揚合、つま

りそれぞれがその地撮社会のなかでは完全に孤立している揚合、その社会にはどのような

問題が生じると思いますか。ただレ、その住民は、その地域社会の外には人間関係がある

状態であると仮定レます。隣の人と話レ合ってみてください。

3.福祉教育の推進

今後の地域福祉において重要になる領域の一つは、地域住民を対象

とした福祉教育でしょう。福祉教育の分野は概略的にいえば一般市民

を対象とした社会啓発的なもの、小中学生を対象とした学校教育の一

環として行われるもの、そして大学、専門学校等で行われる福祉専門

教育があります。ここでは一般市民を対象としたものと、児童・生徒

たちを対象とした学校教育の一環として行われるものを取り上げてみ

ます。

施設一地域コンフリクトの解消のために

一般市民への福祉教育が必要である一つの理由は、いくら行政を含

めた社会福祉関係者が良いサーピスを行おうとしても、地域住民がそ

れに反対することがあるからです。特に福祉施設を地域社会のなかに

つくろうとしたとき、地元の住民が団結してその設置を反対すること

があります。これは施設一地域コンフリクトと呼ばれています。
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施設一地域コンフリクトが生じる原因にはいろいろあります。たと

えば精神障害者に対する根拠の無い恐怖心があります。そんな施設が

地元にできたら、安心して街を歩けなくなると住民は言うのです。こ

の場合は精神障害に対する正しい知識をソーシャルワーカーが広めて

いく必要があります。

私が地域でソーシヤノレワーカーとして働いていたときに聞いた事例

は、やはり精神障害者施設への反対運動でしたが、その原因は精神障

害者に対する偏見というより、そういう施設がその土地にできると地

価が下がると（信じていると）いう理由でした。また、ある地域では

特別養護老人ホームの建設に住民が反対していましたが、その理由は

「葬儀場が自分たちの近くに建つのが嫌だJというのと同じ性格のも

のだったということです。こういう種類の福祉への無理解には広報活

動を含めて粘り強く取り組んでいくしかないと思います。

UHズ：住民の意識を変える方法

あなたが、ここで述べたような地域で働くソーシャルワー力ーなら、どのように地域住民

の意識を変えますか。あなたの考えを隣の人に話しなさい。

児童の社会奉仕体験活動として

学校教育のなかでの福祉教育が社会的な注目をあびたことがありま

す。そのきっかけは2000年 12月、教育改革国民会議という総理大臣

の私的諮問機関が発表した「教育を変える 17の提案Jでした。そこ

には以下のような提言がありました。

＠奉仕活動を全員が行うようにする

今までの教育は要求することに主力を置いたものであった。しかしこれ

からは、与えられ、与えることの双方が、個人と社会の中で温かい潮流

をつくることが望まれる。個人の自立と発見は、自然に自分の周囲にい

る他者への献身や奉仕を可能にし、さらにはまだ会ったことのないもっ

と大勢の人の幸福を願う公的な視野にまで広がる方向4性を持つ。思いや

りの心を育てるためにも奉仕学習を進めることが必要である。

提言

1.小・中学校では2週間、高校では 1か月間、共同生活などによる奉仕

活動を行う。その具体的な内容や実施方法については、子どもの成長段

階などに応じて各学校の工夫によるものとする。
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2.奉仕活動の指導には、社会各分野の経験者、青少年活動指導者などの

参加を求める。親や教師をはじめとする大人も様々な機会に奉仕活動の

参加に努める。

3.将来的には、満18歳後の青年が一定期間、環境の保全や農作業、高齢

者介護など様々な分野において奉仕活動を行うことを検討する。学校、

大学、企業、地域団体などが協力してその実現のために、速やかに社会

的な仕組みをつくる。

この提言については「奉仕活動の義務化Jということで社会福祉関係

者を始め多くの人たちから強い反対意見が出されました。しかし、

2001年の6月には学校教育法の一部が以下のように改正されました。

第十八条の二 小学校においては．．．教育指導を行うに当たり、児童の

体験的な学習活動、特にボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然

体験活動その他の体験活動の充実に努めるものとする。この場合におい

て、社会教育関係団体その他の関係団体及び関係機関との連携に十分配

慮しなければならない。

ボランティア活動が基本的に「社会奉仕Jという古い枠組で理解する

ことを法的に定めてしまったことは残念でした。ボランティア活動は

住みよい地域社会を実現するために社会を変えていこうとする積極的

な行動も含まれるのでした。それが「下位の者から上位の者に働きか

ける」という意味をもっ「奉るJ「仕えるJの2文字を使った「奉仕J

という概念に倭小化されてしまったようです。

Mパズ：奉仕組になったとき

ポラジティア活動が「社会事仕活動」と言い換えられて、子どちたちに教えられたとき、

その子どもは将来、ボランティア活動についてどのような考え方をちつでレょうか。想像

レて、隣の人と話し合いなさいe

4.ボランティアへの支援

これからの地域福祉の充実のために重要なこととして私があげたい

第 2点目は、ボランティア活動への支援です。ボランティア活動への

支援は、現在ボランティアセンターで主に行われています。ボランテ

ィアセンターは多くの場合、社協によって運営されていますが、公的
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な助成をあまりうけていない民間団体によって開設されていることも

あります。

ボランティアセンターによる支援の例としては、まずボランティア

あるいはボランティア活動に関心のある人を対象に講習会を聞くこと

があります。そのような講習会は「ボランティア・スクールj と呼ば

れることが多いようです。ボランティアとはどういうことか、ボラン

ティア活動にはどんなものがあるのか、ボランティアが心得ておかな

くてはいけないことなどを、実際に活動している人や社会福祉関係者

を講師に招いて行います。また、車イスの押し方や視覚障害者の手び

きの仕方などを実習の形で行うこともあります。その地域で活動して

いるグループを実例として紹介することがあります。ボランティア活

動に関心があっても何をどうしたらいいのかわからないという人は多

いので、このボランティア・スクーノレの開催は、ボランティアセンタ

ーの重要な仕事になっています。

ボランティアをしたいという人に対して個別に相談を受けることも

あります。その場合は、その人の話をよく聞いて、その人の関心に合

わせた活動を紹介するようにします。ボランティア・グループに紹介

すると、そこで他のボランティアたちと出会うこともできて活動とし

て長続きすることが多いようです。

ボランティアの援助を受けたいという電話が、ボランティアセンタ

ーにかかることもあります。施設や障害者団体などから要請があると

きは、ボランティアのことを相手がよく理解しているかどうか確かめ

ておく必要があります。相手がソ｝シャルワーカーでも、ボランティ

アのことをまるで「タダで使える便利屋さんJと考えていることもあ

り、ボランティアについて間違った考え方をしている場合は正しい理

解の仕方を伝えます。また、そちらに送るボランティアにも事前にボ

ランティアのあり方について適切な知識を提供しておきます。

ボランティアの援助を受けたいという要請が個人や家族からきたと

きは、ボランティア・グループやボランティア個人と結びつけること

になります。このような結びつけは、ボランティア・コーデ、イネータ

ボランティア・コ ーと呼ばれる人の役目です。手順としては、まず、ボランティアを要

一ディネーター 請してきた家庭を訪問して、その家庭のニーズの状況をしらべます。

家庭訪問して、じっくり話を聞いてみますと依頼してきた人がボラン

ティアの趣旨を理解していない場合があります。

私自身、ボランティア・コーディネーターとして働いていましたの

で、多くの困った事例を覚えています。たとえば家事援助を依頼して
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きたお年寄りが「息子は男だから家事をさせられない。だから女性の

ボランティアを頼みたい」と考えていました。また、ボランティアと

いっても実際には役所から給料をもらっていると思い、「ボランティア

は無料だから、使うだけ使わなければ損だJと考えて、ボランティア

が来るまで洗濯物を溜めて洗わないようにしている人もいました。こ

ういう人には考え方を改めてもらうように、ボランティアについての

説明を、時間をかけてしなければいけません。

また、ボランティアの側も自分が信じている宗教を相手に押し付け

たり、「有償ボランティアJで賃金が出ると思いこんでいたり、相手の

家庭のプライパシーに無神経だったり、高圧的に説教したりする人が

いますので充分にオリエンテーションをしなければいけません。グル

ープだと相互にチェックできるのですが、個別に家庭に入るときはそ

れができないので暴走してしまうこともあるのですね。結びつけたあ

とも定期的に点検することが大事で、そうしないとボランティアを受

けている側が毎回「小遣いJを渡していて、ボランティアの方も断り

にくかったり、また訪問するたびに引きとめられたり、毎日のように

相手から電話がかかってきたりして、ボランティアの側の生活リズム

が乱されてしまっていることもあります。

UHズ：紹介しにこくし1ポランテイア

ボランティアをしたいという人でも実際には活動を紹介できないケースは少なくありませ

ん。どういう人には活動を紹介レにくいと思いますか。想像して隣の人と話し合いなさい。

5.セルフヘルプグループへの支援

セノレフヘルプグ、ループとは、セノレフヘルプ（self-help）つまり自分で

自分を助けようとする人たちのグ〉レープです。同じような生活の状況

にある人たちが集まっているので外見は当事者組織と似ています。た

だ、日本の当事者組織は前章にも述べたように地区内網羅的組織にな

ることがあるので、私は区別するためにセルフヘノレプグループと呼ん

でいます。私は、このセルフヘルプグループをどう支援するとよいか

という問題を、かれこれ 20年以上考えているのですが、私がイギリ

スの、ある社会福祉機関を訪問したときに聞いた援助事例を紹介しま

しょう。



176 わかりやすい地場福祉

その機関に一人の女性から電話がありました。彼女は「父親から性

的虐待（近親による強姦）を子どものころ受けて、そのことが心の傷

となって苦しい。同じような思いをもっている女性と語り合いたいJ

と言いました。ワーヵーはその女性のファーストネームと電話番号を

聞きます。そして、その女性の希望を地域の新聞に載せ、彼女と体験

をわかちあいたいと思う人は、そのワーヵーにまで連絡するように書

きました。ワーヵーは電話を受けると、その人が同じ体験をもった人

であるかどうかを聞きます。興味本位の電話や、男性からの電話、専

門職からの問い合わせの電話には、これはセルフヘルプグループの集

まりだからということを説明して参加は断るようにします。閉じ体験

をもった女性には「こんどの＊曜日の午後＊時から＊＊教会の一室で

集会が聞かれますJという情報を提供します。最初の電話の女性には

どれくらいの人が集まりそうなのかを知らせます。

このようにワーヵーが中間に入ることによって、彼女たちは、お互

いのプライパシ」を守りながら（互いに住所も名前も知らない）会う

ことができます。それでやっていけそうだと思えば、そのグ‘ループを

続けるようになるでしょう。そのグループの場合、それ以降、その福

祉機関の支援なしで自分たちで集まりはじめました。また福祉機関の

仲介で福祉基金を利用することができ、その資金で電話を新しくつけ

ることができました。リーダーになった女性は自宅に 2本の電話をも

つことになりました。ひとつは自分が以前から使っている電話で、も

う一本の電話はグ、ループ専用の電話です。グループ専用の電話を使う

場合は、彼女は自分の名前も名乗りません。性的虐待への社会の偏見

は強いですし、彼女も自分のプライパシーを守りたいからです。こう

して彼女は自分のプライパシーを守りながら、自分の心の思いをわか

ちあえるグ〉レープをつくり、電話も設置して不特定多数の人たちから

の相談も受けることができるようになりました。その結果、性的虐待

へのケアや情報は、セルフヘルプグループを通して地域に広がってい
きました。 7

私がこの話を聞いたのは 1988年のころです。そのころには日本に

は、そんなグループはほとんどありませんでしたから感動して聞いて

いたものです。いまでは日本でも性的虐待の被害者のグループは活発

に活動しています。逆に児童虐待をしてしまう親のグループもあり、

7 この話を聞いた 1988年ごろはインターネットもほとんど使われていませんでした。現在
では、インターネットを使って匿名で集まることも可能かもしれません。しかし、メール
だけでは相手が男性か女性かもわからず、電話以上のりスクはあるように思いま十。
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涙を流し、すすり泣きながら、子どもを虐待してしまう自分の体験を

グループのメンバーが、多くの人たちの前で話すのを私は聞いたこと

があります。彼女の体験談は多くの虐待してしまう親たちの共感をえ

て親たちの回復（虐待をやめること）につながることでしょう。

障害や病気をテーマとしたグループは、みなさんは想像しやすいか

もしれませんが、セルフヘルプグループは、それだけではありません。

日本にも、いろんな種類のグループがあります。双子や三つ児以上の

子どもたちをもっ親のグループ、ギャンプル依存症者のグループ、セ

ックス依存症者sのグループ、薬物依存症者のグ、ループ、幼少期に問題

のある家庭に育った経験をもっ人’のグループ、摂食障害者旬のグルー

プ、犯罪者に家族を殺された人のグ、ループ、子どもを亡くした母親の

グ、ループ、同性愛者”のグループなどがあります。

福祉サービス利用者団体の組織化

市町村の社会福祉協議会が在宅福祉サ｝ピスの利用者団体的な当事

者団体をつくることがあります。とくに人口の高齢化にしたがって、

老人介護者家族の会が活発につくられているようです。セルフヘルプ

グループがメンバーに地理的な限定を置かないのに対して、利用者団

体の構成員は該当する在宅福祉サービスが行われる地区に住んでいる

人にかぎられています。その結果「＊＊市老人介護者家族の会Jとい

うように団体の名称に市町村名がはいることが一般的です。

こうした当事者団体は、どのようにつくられるのでしょうか。ひと

つのパターンは社協がニーズ調査をするときに「当事者の集まりがあ

れば、参加したいと思いますかJという項目をつくっておいて、それ

日セックス依存症者というと、とてつもなくエッチな人を思い浮かべるかもしれませんが、

私が個人的に知っている人はそんなことはありませんでした。セックス依存症と通常いわ
れていますが異性依存症といった方がいい場合もあるでしょう。たとえば向性の友人がで
きにくく異4性の友人ばかりになってしまい、その異性の友人を自分のもとに引き止めてお
くために性的関係をもってしまう人がいます。

ーアダルト・チルドレンといわれます。いろいろ定義があると思いますが、ここでは、この

ように簡単に書いてみました。アダルト・チルドレンについては、 1997年ごろ、ちょっ
としたブームになり週刊誌などで読んだ人もいるかもしれません。

10 Ea出 gdisorderともし、し、ます。その症状は「過食幅吐を繰り返す」と表現されることも

あります。以前は女性特有の病気と恩われていましたが、男性でも同じ症状をもっ人が増
えてきました。

刊同性愛者への援助は北米・西欧のソーシヤルワークでは非常に大きな分野になっていま

す。日本では「児童、障害者、高齢者」というところに、あちらでは「向性愛者」を必ず
付け加えます。
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に肯定的な答えをした人に設立総会の案内状を送る。設立総会までに

良いリーダーになれそうな人に目をつけておいて、集まった人たちの

了解を得るという形で発足させてしまう。あるいは、その介護講習会

や在宅福祉の講演会を開いて、そのあと参加者どうしの交流会をもち、

その場で社協のワーカーが継続的に交流会をもってはどうかと提案す

ることがあります旬。

大阪府下での老人介護者家族の会の調査によると旬、会の活動とし

てもっとも広く行われている事業は介護用品の共同購入や貸し出し事

業でした。介護商品の利用による評価も行っています。また介護の実

態の調査を会が実施することがあります。さらにサービスの利用者の

代表として在宅サービスの計画づくりの委員会に参加することがあり

ます。

ただ、こういった調査活動やサービスの計画づくりに参加するため

には、団体の活動そのものが社協のソーシヤルワーカーなどの専門職

との深い協力関係のもとで行われることが必要になってきます。なぜ

なら一般住民が専問機関の支援なしで調査活動をするといっても、調

査をするための財源や調査方法の専門家を見つけることは容易ではな

いからです。また在宅福祉サービスの計画づくりに参加しようとして

も専問機関との強いつながりがなければ、実際には専問機関から団体

の代表性（その団体がサービスの利用者を代表しているということ）

が認められることは少ないからです。そのため、このような福祉サー

ピスの利用者団体は社協などの地域福祉機関の呼びかけによって作ら

れることが多くなっています。

問題は社協の呼びかけに応じてつくられた団体が、いつまでも社協

に依存してしまうことがあることです。会員名簿の作成や機関紙の発

行を最初に社協がやったために、その後もずっと社協の職員がやらな

ければならなくなったということは、よく見られます。結局、それが

社協職員の負担になってきます。

福祉サービスの利用者団体という性格づけはされなかったものの

老人クラブは市町村社協や地方自治体が多く支援した当事者団体です。

老人クラブは自主的な当事者団体といわれながら、実際には社協や役

所に依存してしまっていることが多くあります。私が直接、社協の職

12社協の当事者組織化については平野隆之・岡知史・町野宏・赤阪由紀夫（1987）『父子家

庭：くらしの実態と当事者組織への道』ミネルヴァ書房に詳しく書かれています。
13平野隆之他（1994）『老人介護者（家族）の会：介護者の輪を広げよう：活動支援マニュ

アル』老人介護者（家族）の会マニュアル作成・普及委員会．
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員から聞いた話では、老人クラブの会長を会議のたびに社協の職員が

車で送迎したり、老人クラブのゲートボール大会の点数をつける役を

社協の職員がしなければならなかったりで、負担ばかりで地域の福祉

向上には役にたっていないということでした。各地の社協が当事者団

体への支援を理念としてはうたいながらも、実際の業務のなかでは消

極的である実情には、このような背景があるのだと思います。

在宅福祉サービスの利用者団体が福祉機関の支援によってできた場

合、上に述べたような依存の問題の他、形だけで実質的に何も活動し

ていない団体や福祉機関に迎合的な「御用団体Jができてしまう危険

性もあります。また、そのような団体は市町村ごとに一つしか支援さ

れないために、一部の住民たちが自主的に別の団体をつくった場合、

既存の団体との調整が難しくなることがあります。この問題について

は、すでに前章の網羅的集団の項で述べておきました。

6.フィールドワークの必要性

市町村地域福

祉計画

都道府県地域

福祉支援計画

最後に、これから地域福祉を理論的に深化させていくためには、フ

ィールドワークによる調査が必要だということを強調しておきます。

さて、このテキストでは詳しく書きませんでしたが、社会福祉法で

は市町村には市町村地域福祉計画（第 107条）を、都道府県には都道

府県地域福祉支援計画（第 108条）を策定するよう定めています。そ

して市町村地域福祉計画の内容としては

1.地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項

2.地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項

3.地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項

の3つがあげられています。このうち分野としての地域福祉にとって

もっとも重要で難しいのは3の「地域福祉に関する活動への住民の参

加の促進に関する事項jだと思われます。その「住民の参加の促進j

が難しいのは、どうやったら住民の参加が促進できるか、まだよくわ

かっていなし、からだと思います。住民の参加を促進することが大事だ

ということはわかるけれども、どのように促進すればいいのか、それ

に答えられるだけの調査・研究がまだ充分になされていないのです。
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現場に入って調査すること

フィールドワークとは簡単にいえば、図書室や実験室から外に出て

研究のためのデータを取り寄せることです”。たしかに資料室にいけ

ば、人口統計等を得られますし、地域の社会資源一覧も手に入れるこ

とができるでしょう。何%の人がどんなことで困っているかというデ

ータは、現地に入らなくても、アンケート用紙を郵送で、送って回収す

れば手に入ります。問題は、それでどこまで大事なことに迫ることが

できるかですね。

たとえば、 A市B地区という地域福祉の研究者なら多くの人が知っ

ている有名な地域がありました。どうして有名かというと、地域住民

が一丸となって地域の社会福祉の問題に取り組んでいたのです。多く

のテキストは地域福祉が住民自身の手で実現している実例としてB地

区をあげていました。また多くの社会福祉協議会のワーカーたちがB

地区を訪れ、そこから学ぼうとしていました。ところが、ある学会の

シンポジウムでCさんという研究者がB地区の裏話を披露していまし

た。 B地区にはDさんというカリスマ的なリーダーがいたのですが、

実はDさんはB地区のかなりの部分を所有している地主だったという

のです。 Cさんによれば住民はDさんが地主だったから言うことを聞

いていたらしいのです。その証拠にDさんが病気で倒れると、たちま

ちB地区の福祉活動は停滞してしまうのです。この話を聞いたとき、

私は驚きました。一日だけの訪問者、アンケートだけを送りつけてく

る研究者に、 B地区の住民がわざわざ自分たちはDさん所有の土地に

住んでいると言うでしょうか。言わないと思います。

ムラ社会の章の「むだぱなし」で書きましたが、地域の人びとは外

部者には本音は話さないものだと思います。ですから、地域に入札

その住民たちと心を通わせてこそ（つまりフィールドワークを通して）、

見えてくる地域福祉の課題も多いはずです。

地域福祉の本を読んでいて、もうひとつ面白さを感じないとしたら、

法律の解説や解釈、制度の紹介と意義が並べて書かれてあるばかりで、

現実を表す調査としては単調な集計表が続くからです。地域福祉の研

究としては、法律や制度、それに理念を学ぶことは大事ですが、フィ

ールドワークとして地域に入札活字や数字では決して表現されない

住民の複雑な思いに耳を傾ける必要があるのではないでしょうか。

”Holloway, I. (1997). Basic Conei伊 tsfor Qualitative Research. Oxford: Blackwell, p. 
72. 
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婦人会， QOL，福祉サービス利用撮助事業，運営適正化委員会，福祉教育，施設一地域コ

ンフリクト，社会奉仕体験活動，ボランティア・コーディネーター，セルフヘルプグループ，市

町村地場福祉計画，都道府県地域福祉支援計画，fieldwork



182 わかりやすい地域福祉

里の住人：古い話になりますけんど、 74ページの「むだぱなし」で、言葉が太事なことはわか

りゃんレた。

山の仙人： lまう、そうかいな。

里の住人：でも、納得できないがんすね。そういう太事な言葉なのに地域福祉論の教科書によっ

て言葉カ濯うことがあるんですよね。たとえば居宅サービスと在宅ケアサービスとはどこが遣

うんですか。

山の仙人：まあ、これは辞書では区別されているようじゃな。 t

里の住人：でも、同じような言葉ばかりで、よくわかりませんなあ。いっ疋い誰がどうやって、

こういう用語の定義を決めているんでがんすか。

山の仙人：難レい質閉じゃのう。だいたい学問用語というのは、すぐれた理論にともなって新レ

く作られる。疋とえばOlshanskyが1962年に出レだchronicsorrowつまり「慢性的悲哀」

という概愈がある。これは障害児をもった親の悲しみは時がたてば癒されていくという当時の

通説に苅レて、「いや、その悲しみはすっと橿性的に続く」ということをいっ疋ものじゃ。そ

れで障害児の親の，~，理的ストレスカT研究されるとき、この概愈が Olshansky の論文とともに

引用される、伺十年たってもな。その説に賛成する者も反刻する者宅同じ用語を使うわけじゃ。

そうするとchronicsorrowが学問用語になる。

里の住人：すいぶん時聞がかかるもんなんですなあ。

山の仙人：そうじゃ。 Chronicsorrowが学問用語になっ疋ら、もう chronicg付efとは言って

はいけない。

里の住人：どうレてですか。似たような言葉じゃないですか。

山の仙人： Chronicg巾 fという用語を使って論じてレまうと、いままでchronicsorrowとい

う言葉で積み上げてきた研究が途切れてレまう。すると学問の連続性がなくなるのじゃ。

里の住人：連続性なんて大事なんですか。

山の仙人：太事じゃぞえ。過去の議論を踏まえていない論文は、研究論文と昭1S＼に値しないのじ

ゃ。できるだけ過去の研究者が使った同じ言葉を使うことで、先達力積み上げてきたことの、

その土に積み上げるような議論をレなくてはいかん。

里の住人：でも、それって、創造性が無いと思うんですけど。

山の仙人：ひとりひとりが野き勝手に自分で言葉を定義して、それで議論しても、なんの前進も

ないではないか。在宅福祉についていくら論議しても、 Eいに在宅福祉について違つ疋定義を

もっていたとしたら、すべて無駄じゃろ。だから先達に敬意を払い、以前に使われたように、

言葉の一つ一つを使わなければいけない。そうやって用語力T確立レていくのじゃぞえ。

『社会福祉用語辞典』（2000）ミネルヴァ書房．
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私の地域福祉論の講義では地域福祉の実際の場面を、演劇風に台本

化したものを紹介します。これを実際に演じてみることによって、学

生たちには地域福祉の現実を考えてもらうことにしています。これは

一般にロールプレイと呼ばれている形式です。

ロールプレイの進めかた

席の近い人どうし適当に 4・6人に分かれて、ジャンケン等でひとり

ひとりの配役を決めてセリフを声に出して読みながら状況を想像する

ようにしてください。本当に演劇風に感情をこめてやれば現場の雰囲

気が伝わってきます。台本の部分が終われば、そのまま、その役にな

りきって続けて話し合ってください。それが本当のロールプレイです

（ロールプレイには原則として台本はありません。台本なしで、いき

なりやるのは難しいという学生たちの要望が過去にあって、私はこの

台本を書いたのです）。ロールプレイが一通りおわったら自由に感想を

話し合ってください。

ローノレプレイのコツは①照れないこと。②想像力を働かせて役にな

りきって話すこと。③楽しみながらリラックスして遊び心を大切にし
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社会性、自発性、

無償性、先駆性

て行うこと。④自分はこの役がぴったりだと思ったら積極的にその役

をやりたいとグループに申し出ること。⑤台本のなかで明らかになっ

ていない状況は適当にロールプレイのなかで自分で設定することです

（これが一番難しいかもしれません）。

なぜロールプレイなのか

例年、ロールプレイを省略して、台本を読み終えたら、すぐに議論

に入ってしまうグループがあります。しかし、その場合、ロールプレ

イ以前からもっていた自分の意見を出すだけに終り、議論が深まず、

表面的な理解でとどまってしまうことが多いようです。自分の心情と

は異なる立場の人の役をやってみることによって、相手の立場や気持

ちを想像する機会が与えられます。それによって、いままで気がつか

なかったことに気づくようになります。

知らない人同士グループになったので話し合えないという学生たち

がいますが、ソーシヤノレワーカーとくに幅広い人と交流しなければい

けない地域福祉に携わるワーカーは、知らない人たちとも充分に話し

合えなければ仕事になりません。知らない人たちと話しあうこともソ

ーシヤルワーヵーになるための訓練の一つだと，思って活発に議論でき

るように練習してください。特に「相手を説得する」ということは、

地域福祉に携わるワーカーにとって非常に大切なスキノレのひとつです

ので、それを練習する機会にしてください。

6つのテーマ

ローfレプレイでは6つのテーマを扱います。最初の 3つがボランテ

イアに関すること、後半の 3つが当事者運動に関することです。それ

ぞれ 2つのストーリーがあり、全体で 12つのロールプレイになって

います。

最初のテーマは福祉施設に対するボランティアの役割です。障害児

施設にボランティアを受けいれるかどうかで、ボランティアセンター

の職員と障害児施設の職員との聞でやりとりがあります。

次のテーマは有償ボランティアです。ボランティアの 3原則は社会

性、自発性、無償性だといわれています七社会性は連帯性あるいは公

t岡本栄一（1997）「ボランティア活動の理念と性格』『地域福祉事典』（pp.322・325）ミネル
ヴァ書房．ただしこれに先駆性または開拓性を加えて4原則という説もありますが、私は
その説を支持していません。なぜならヨーロッパ社会では教会の伝統的な奉仕活動もボラ

ンティア活動に含む場合があるからです（たとえば Kickbush,I., & Hat.ch, S. (1983). 
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共性とも言われますが、ボランティアは個人の内面だけで行うもので

はなく、他の人といっしょに行うものだということです。自発性は自

主性あるいは主体性とも言われますが、人から言われて行うのではな

いということ。そして最後の無償性は金銭を目的にしないことですが、

この最後の性格があいまいで、賃金になるほどの高い金銭を受けなけ

ればボランティアだという考えもあります。そのあいまいなところに

出てきたのが有償ボランティアという概念です。それを考えてもらい

ます。

3つめのテーマとしてボランティアの援助の性格です。 Formalcare 

（制度的ケア）と informalC位 e（非制度的ケア）という区別があり、

現代社会福祉辞典（1982）では informalcareとしてボランテイアの援

助を含めていますが、私は難しいところだと思います。それを問題に

したストーリーが描かれています。

後半は当事者をめぐる 3つのテーマを考え、最初に当事者の組織化

について考えます。組織化をどのように援助すればいいか、既存の類

似組織との関連性、社会資源の配分の問題などを検討します。

次のテーマは当事者組織の運営で、す。当事者組織の運営につきもの

の役員の成り手不足に関する問題や、非営利団体としての運営方針の

対立について考えてもらいます。

そして最後に当事者による相談活動に焦点をあてます。ピア・カウ

ンセリングとして注目されている活動にも現実にはさまざまな問題が

あることを考えてみましょう。

Puzzleではなく Problem

議論のあと、私が明確なひとつの「正解」を提示することはありま

せん。現実の問題に、唯一の正解などあるわけがないと思っているか

らです。それでは物足りないと，思ったら、この本の序章を読み直して

ください。このロールプレイを通じてみなさんに考えてもらいたいの

はpuzzleではなく problemです。正解を出すことが大事なのではな

く、問えるようになることが大切なのです。学生どうしの議論を通じ

て、なにか形のある「正解Jをつかもうとするのではなくて問題意識

を深めることを目指してもらいたいと思います。

In位oduction:A Re-orientation of Health Care? In S. Hatch & I. Kiekbusch但ds.).
Self-Help and Health in Europe. Copenhagen: WHO Regional O伍cefor Europe, p. 5. 
を参照せよ）。
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1.施設とボランティア①

福祉施設は周辺の地域社会とつながりをもつべきです。地域社会か

ら孤立した施設は健全な姿ではないからです。そして、地域社会との

つながりをつくる方法の一つが地元のボランティアの導入です。しか

しながらボランティアを施設にいれることには否定的な職員が多い場

合があります。

E役
配役は学生が 4人の場合、 5人の場合、 6人の場合があるが、それ

ぞれ以下のように役割を分担する。すなわち4人(A,B,C,D）で行うとき

はそれぞれ上智仏）、渋谷＠）、上野（C）、大塚ω）を担当し、上智を担

当する者仏）が品川の台調も言う。渋谷を担当する者(B）がナレーター

を行う。浜松の役はなし。 5人(A,B,C,D,E）で行うときはそれぞれ上智

仏）、渋谷（B）、上野（C）、大塚（D）、品川（E）を担当し、渋谷を担当する

者(B）がナレーターを行う。浜松の役はなし。 6人(A,B,C,D,E,F）で行

うときはそれぞれ上智仏）、渋谷（B）、上野（C）、大塚ω）、品川（E）、浜

松（F）を担当し、浜松を担当する者（F）がナレーターを行う。以上のよ

うなことを以下の表によって示す。

掛

B

B

B

珂

A

A

A

数

人

人

人

ノ
4

5

6

上野大塚品川

C D A 

C D E 

C D E 

浜松 ナレーター

なし B 

なし B 

F F 

ボランティアセンターの職員：上智さん

福祉活動専門員

福祉活動指導員

企画指導員

上智大学社会福祉学科出身。ボランティア・コーディネーターであ

る。最近、福祉活動専門員唱になった。障害児施設にボランティアにい

きたいという大学生（渋谷さんと上野君）を上智大学の近くの障害児

施設四谷学園に紹介したいと思い、四谷学園に大学生2人をつれて職

t市町村社会福祉協議会に設置される職員で、社会福祉協議会の職員のなかでも専門性の高
い仕事が任せられている。都道府県社協には同様に福祉活動指導員、全国社会福祉協議会
には企画指導員という職員がいる。
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員の大塚さんと会うことにする。

ボランティアを希望する女子学生：渋谷さん

子どもが好きだということでボランティアにやってきた学生。社会

福祉学科2年生。将来は児童関係のソーシャルワーカーになりたいと

思っている。

ボランティアを希望する男子学生：上野君

人間や社会について考えるためにボランティアをしたいと，思ってき

た学生。いろいろ考えすぎて授業にあんまり出ないので、単位があぶ

なくなっている上智大学経済学部3年生。

田谷学園の職員：大塚さん

学園の障害児たちを自分の子どものように思い、愛情をもっているc

その一方で、ボランティア活動には疑いをもっている。

障害児の母親：品川さん

ボランティアを受けいれたいと d思っている母親。学園にもボランテ

ィアがほしいと，思っている。しかし施設の職員には気をつかっている。

田谷学園の職員：浜松さん

大塚さんと同じく、学園の障害児たちを自分の子どものように思い、

愛情をもっているが、学生時代に自分もボランティア活動をしていた

ので、ボランティアの必要性は感じている。台本にセリフはない。

台本

障害児施設のプレイルーム2にて。上智、渋谷、上野の3人が大塚を待

っている。大塚（と浜松）がはいってくる。

大塚：あ、どうも、お待たせしました。いま、ちょっと、ひとり、子

どもが熱を出してしまいましてね。

上智：お忙しいところ、すみません。（頭を下げる。上智が頭を下げる

とき、渋谷と上野もいっしょに頭を、ぎこちなく下げている）

大塚：ま、どうぞ、お座りください。こんなところで申し訳ないんで

2障害児たちが遊んだり、積み木等で訓練をしたりする部屋の名称。
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すが、いま、あいにく応接室が来客で使えないもので。

上智：いえいえ、こちらでけっこうで、す。

大塚：それから、こちらは、品川さんとおっしゃいまして．．

品川：品川でございます。どうぞ、よろしくお願いします。

大塚：保護者の方なんで、すが、ボランティアの件に関心をもたれてい

るということで、ごいっしょ願いました。

上智：上智と申します。こちらこそ、よろしくお願いしたします。

大塚：じゃあ、はじめましょうか。

上智：はい。あのう、先日、お電話でも、お話ししたのですが、私ど

ものボランティアセンターに四谷学園でぜひボランティアをしたい

という学生さんがお二人、見えまして。それで、こちらにお連れし

たわけです。こちらが、渋谷さん、上智大の社会福祉学科2年の学

生さんです。

渋谷：よろしくお願いします。（明るく）

上智：それから、こちらが、やはり上智大の経済学部3年の上野君。

上野：（黙って、ペコンと頭をさげる）。

品川i：お若いのに、ボランティアとは感心ですわね。（笑顔）

大塚：まあ、お茶も出ていますので、どうぞ。（と、上智、上野、渋谷

にすすめる）

(2、3秒、沈黙。お茶を飲む音）

大塚：まあ、せっかく来ていただいたのに、こんなことを申し上げて

は失礼かもしれませんが、率直に申し上げましてね、うちでは、ほ

とんどボランティアを受けいれてないんですよ。

上智：それは、また、どういうことで．．．ですか。

大塚：ボランティアの受けいれっていうのは、なかなか施設にとって

は難しいんですよね。本来、職員の手助けをしてくださるものなん

でしょうが、来てくださると、かえってこちらの負担になることが

多いんです。私たち職員は子どもたちのケアで、手がいっぱいなんで、

すよ。そこに、ボランティアがきたら、かえって仕事が増えてしま

うんです。

品川：でも、私たち母親もボランティアとして、この施設で活動して

いるんですよ。ごいっしょにやればどうかしら。ねえ。だ、ったら職

員の方にも迷惑にならないでしょうし．．．

渋谷：はあ。で、どういう活動をされているんですか。（小さな声で〕

品JI[：雑巾（ぞうきん）をたたむお手伝いをしているんです。

渋谷：はあ～。（がっかりしたような声で）
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上智：渋谷さんは子どもたちと直接、遊んだりして、接することを希

望されているんです。

大塚：そういうのは職員の仕事ですよ。

上智：でも、職員の方々の、お忙しいときなどは、ボランティアは、

子どもたちの話をゆっくりと聞くことができると思います。

大塚：しかしですねえ、ボランティアさんは、来たりこなかったりが

多いでしょ。とくに学生さんのボランティアは、試験だとか、バイ

トだとかで休まれることが多いんで、すよ。受けいれる方としては、

一方的な都合で来たり来なかったりというのでは困るんですよね。

渋谷：私は、そんな、いいかげんな気持ちじゃありません。

上野：（小声で上智に）やっぱ、試験前でも来なくちゃダメですか。

上智：（小声で上野に）ま、それは後で話すから．．．

大塚：子どもたちと仲よくなりたいって言う学生さんは多いんですけ

ど、でも、子どもたちは学生さんが暇なときにだけボランティアを

やっているってことを知らないわけですよ。だから『今日は、お姉

ちゃんたち、こないね』って、よく言うんですよ。そういうときは

ね、こちらとしては裏切られたような気持ちになるわけなんですよc

上野：ああ、そうか。（つぶやくように）

大塚：ここの子どもは障害のために手術を受けなくてはいけなくて、

それで親と離ればなれに暮らしているわけです。だから親御さんか

ら見捨てられたような気持ちになっている子も多いんですよ。こう

やって品川さんのところみたいにね、毎週のように来て下さるかた

は別ですけど、まあ、そういうご家庭ばかりではないですから。そ

こへボランティアが、ドドッてやってきて、それで理由も言わずに

突然、また来なくなってしまうでしょ。子どもたちにとってはね、

ショックなんですよ。

上智：まあ、そういうことも、あるかもしれませんね。

大塚：でしょ？ボランティアは無理をせず暇を見つけてするもんだ、

なんて書いている新聞がありましたけど、それは公園の掃除とか、

リサイクル運動とか、そういうもんじゃないですか？人間相手の、

とくに子ども相手のボランティアは暇をみつけてやられるんでは、

こちらが迷惑なんですよ。

上智：でも、この二人は、そんないいかげんなボランティアじゃない

ですから、ご安心ください。

上野：（言いにくそうに）あのう、ちょっと。

品川：なんですか？
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上野：ぼく、ちょっと単位があぶないもんですから．．．たぶん試験前

には休むと思うんです。だから．．．

品川：大塚先生、そんなに、若い学生さんに完壁なことを望んでも無

理ですよ。こうして来ていただいたことだけでも、若いのに、ご立

派だと思いますわ。私たち親はね、まず、私たちの子どもの障害を

理解していただきたいんです。すこしでも子どもの障害を理解して

いてくださる方が増えることが、社会の偏見とか差別とかをなくし

ていくことにつながると思うんですよ。

渋谷：私も、社会福祉学科の学生で3年になると実習があるもんです

から、ちょっとでも見て、勉強しておきたいんです。

大塚：「見て、勉強するJって、あなた、見せ物じゃないんですよ！

渋谷：あ、すみません、そういう意味で言ったんじゃないで、すけど。

大塚：気持ちはわかりますけど、あなたの勉強のために、施設がある

わけじゃないんですよ！ （厳しく叱るように）

品川：（なだめるように）いいのよ、勉強の材料でも、あなたが将来、

こういう職業についてくれたときにね、きっと役にたつんだから。

大塚：それで、上野さんは、何を専攻しているの？

上野：経済です。

大塚：じゃあ、あなた、ここにきても勉強にはならないでしょう？

上野：ええ、そうですね。（下を向いて）

上智：ちょっと、待ってください。ボランティアというのは、そうい

うことのためだけにあるわけじゃないと思うんですよ。

上野：（上智の言葉をさえぎって）やっぱ、上智さん、オレ、ここでは

ボランティアやらない方がいいと思います。きっと皆さんのご迷惑

になるだけだと思いますし。

(6人の場合は以下を続ける。）

浜松：（沈黙をやぶって、突然、口を開く）まあ、大塚さん、せっかく

みなさん、ボランティアに来たいっておっしゃっているだし．

問題

このままでは、ふたりの学生はこの施設でボランティア活動をする

ことはないだろう。上智さんは、どうすればいいだろうか。ボランテ

イアセンターとしてできることを少なくとも二つ、考えてみなさい。
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2.施設とボランティア②

前回の続き。大塚さんの説得に失敗した上智さんは、こんどはかつ

て施設利用者だった神田さんと、ボランティア活動について実績もあ

り、しっかりした意見をもった目黒さんを大塚さんに会わせることに

した。大塚さんのほうは施設利用者の声をボランティアに聞いてもら

うために高校生の品川さんに参加してもらうことにした。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

人数 上智 神田 目黒 大塚 品川 浜松 ナレーダー

4人 A B c D B なし A 

5人 A B c D E なし A 

6人 A B c D E F F 

ボランティアセンターの職員：上智さん

上智大学社会福祉学科出身。ボランティア・コーディネーター。前

回は四谷学園にボランティアにいきたいという大学生2人をいきなり

連れてきて失敗した。だが、くじけてはいない元気な女性。

四谷学園の職員：大塚さん

施設の外からくるいいかげんなボランティアから子どもたちを守る

のが職員の使命だと d思っている。先日も、社会福祉系の大学受験のた

めにボランティアの経験をしておきたいと言ってきた高校生に「子ど

もたちは、あなたの受験の道具じゃないんだよJと怒って追い返した。

ボランティア・グループのリーダー：目黒さん

ボランティアの施設への参加は閉鎖的な施設を変革し、施設を社会

に聞かれたものにしていく第一歩だと考えている。上智大学社会福祉

学科4年生。
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施設生活の経験がある人：神田さん

子どものころ施設で生活した経験をもっている。身体に障害がある。

現在は施設から出て、地域で自立生活を送っている。

施設を利用している高校生：品川さん

前回、登場した品川さんの長女。進行性の病気で、小学高学年のこ

ろからずっと四谷学園で暮らしている。大塚さんを慕っている。

四谷学園の職員：浜松さん

学生時代に自分もボランティア活動をしていたので、ボランティア

の必要性は感じている。

台本

障害児施設のプレイルームにて。上智、目黒、神田の 3人が大塚を

待っているところに、大塚と（浜松）、品川が入ってくる。

上智：大塚先生、（浜松先生、）お忙しいなか、どうもありがとうござ

います。こちらは上智大学ボランティア・サークノレの目黒さん、そ

れから神田さんです。

大塚：．こんにちは。四谷学園の大塚です。こちらは（と、品川の方を

差して）品川といいます。うちの学園の高校生です。

上智：あ、このあいだ、お会いした品川さんの．．．

大塚：あの方は、この子のお母さんです。

上智：ああ、そうなんですか。こんにちは。

品川：こんにちは。

上智：じゃあ、さっそくなんですが、目黒さん、あなたの方からお話

ししてくれる？大塚先生と私とは電話で、だいたいのことは、もう

話し合っているから。

目黒：はい。実は、私は上智大学のボランティア・グループの代表と

いうことで、こちらに来させていただきました。私たちのグループ

は、これまで主にオトナの障害者の方々の外出介助をやってきたの

ですが、今年 1年生がたくさん入ってきまして、オトナだけではな

く、障害をもった子どもたちと遊ぶボランティアもしたいという希

望がでてきたんです。それで大学の近くに四谷学園があるというこ

とで、こちらのボランティアセンターの上智さんに相談したところ、
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センターの方から問い合わせをしていただけるということで．．．

大塚：うーん、困ったなあ。うちの園ではね、これまでボランティア

をほとんど受けいれたことがないんですよ。ただ今回のお話を上智

さんの方からお聞きしたときには、職員の方にも、ボランティア受

け入れについて賛否両論ありましてね。それで、まあ、園のなかで

あれこれ考えていても仕方がないから、そのボランティアさんと会

ってみろということで、私（と浜松）が選ばれて、お話しさせてい

ただいているわけです。で、もし、いらっしゃるとしたら、どれく

らいの頻度で活動されるんでしょうか？

目黒：毎週、日曜日を考えているんです。同じ人が毎週いけなくても

2週間に 1度、いれかわりに行ってもいいと思っています。

大塚：でも、来たりこなかったり、というのは、ちょっとね．．．

目黒：けっしていいかげんな気持ちでボランティアを始めようとして

いるんじゃないんです。一度はじめたら責任をもって続けるつもり

です。

大塚：私個人としては、基本的には、ボランティア活動は賛成なんで

すよ。でも、ウチの施設では、ちょっとね．．．

上智：どうしてでしょうか？

大塚：ウチの施設は、いわば子どもたちの生活の場ですから。家なん

ですよ。家に、何人も他人を呼ぶわけにはいかないんですよ。ねえ、

品川さん、あなたもそう思うでしょう。

品川｜：うーん、私は、もう小学校のときから、ずっと学園だから、そ

んな感じかなあ。ボランティアのお兄さん、お姉さんが来てくれる

というのは嬉しいけど、うーん、このあいだ恵子ちゃんのお兄さん

が遊びにきたでしょ。なんか嫌だったな。

大塚：（上智に）恵子というのは、学園の児童のひとりで、そのお兄さ

んが大学生で、ボランティアのような形でときどき園にくるんです

よ。（品川に）で、何が嫌だったの。

品川：だって、恵子ちゃんのお兄さん、いきなりあたしの部屋に入っ

てくるんだもん。なんか、イヤ。

大塚：（品川に）恵子ちゃんと、同じ部屋だったからね。お兄さんは、

恵子ちゃんを探していたんじゃないかな。（上智と目黒に）ウチの子

どもたちは障害のために年齢より幼く見えることがあるんですよ。

恵子ちゃんのお兄さんも、そういう点で気づかなかったんでしょう。

目黒さんね、あなたは障害児施設を訪問されたことがありますか？

目黒：いえ、まだ。
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施設の社会化

大塚：ウチでは、子どもたちの部屋には鍵がないんですよ。それに事

故を予防するためにガラス張りで廊下から見えるようになっている

んです。だから、なかなかプライパシーを守れないんですね。小さ

い子どもの場合は問題なくても品川さんのように高校生ぐらいにな

ると部屋を緩かれるというのは、まして大学生ぐらいの男性に覗か

れるのは、がまんできないでしょう。

上智：じゃあ、部屋の外で遊べばどうでしょうか。それだったら問題

ないんじゃないですか？

大塚：子どもたちはね、内臓にも障害があることが多いんで、すよ。だ

から、たとえば汗が出なかったり、尿が出なかったりするんです。

そういう場合は、きまった時間にチェックがいるわけですよ。むか

し園の利用者の親族で、子どもたちとよく遊んでくれた人がいたん

ですが、ずいぶん長く外へ子どもたちを連れ出してしまってね、子

どもたちの健康状態を、かなり心配したことがありましたよ。

目黒：だったら、この子は、こういう病気があって、と事前に教えて

もらえれば、気をつけることができると思います。

大塚：それは、個人情報保護の問題もあって難しいですね。

上智：そこらへんは大塚先生を講師にお迎えして、こちらのボランテ

ィアセンターで、ボランティアたちを教育していただければ．．．

大塚：いやあ、それは、ごかんべんください（苦笑して）。もう、毎日

の仕事で手がいっぱいなんですよ。私たちは子どもたちのために施

設をやっているんであって、ボランティアのためにやっているわけ

ではないんですからね。

神田：すみません、いいですか。いま施設の社会化が問題になってい

ますね。施設は地域社会に開かれたものになることが求められると

思うんです。

大塚：うちの施設でも、園庭の一部を地域の老人クラブに貸していま

すよ。

神田：いや、そういう社会化ではなくて施設処遇の社会化唱ですよ。施

設の子どもたちは施設職員の先生方だけではなくて、地域のいろん

な人と出会うことが必要だと思うんです。

大塚：しかし、あの子たちは障害があったりするわけだから．．．

官福祉施設での処遇（福祉の援助を提供することをしばしば処遇という。 Treatmentの訳

語）を社会化するとは処遇を施設内だけで完結することなく、地域社会とつながりをつく
りながら処遇すること。ただし福祉施設の一部が一般住民にも使えるようにすることを、

施設の社会化と理解する大塚さんの考え方は一部にあり、間違いとは言えない。
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神田：障害があるからこそ、いろんな人と接する機会が必要なんです

よ。私もそうでした。私も施設生活が長くて、障害者と施設職員の

なかだけで生きてきて、ふつうの考え方が身につかなかったような

気がしているんです。施設の子どもも、オトナになれば、外に出て

いくわけですよね？ 外に出たとき、施設の職員以外に人間的つな

がりがないというのは、本当に恐ろしいことですよ。まったくの孤

立状態なんですから。

大塚：私たちはプロですからね。こういう障害児施設の場合は、専門

知識のない人が介入すると、かえって危険なんですよ。そういうこ

とを知っている私たちは、子どもたちを守る役目もあると思います。

一般住民が施設に協力する方法は他にもありますよ。たとえば共同

募金の活動とか、そういうことをやればいいんですよ。

目黒：でも、私たちは、直接、子どもたちと遊びたいんです。

大塚：そりゃあ、あなたたちのニーズで、子どもたちのニーズじゃな

いでしょ？私たちの仕事は子どもたちのニーズを満たすことであ

って、あなたたちのニーズを、満たすことではないんですよ。

神田：しかし、この人たちのボランティアをしたいという気持ちは大

事にしてほしいです。そこから障害者への理解が地域社会に広がっ

ていくと思うんですよ。

大塚：でも、私たちには親御さんに対する責任がありますからね。知

識のない人が接して、それでなにか事故があったときには責任がも

てませんから。

上智：そういうときのためにボランティア保険2があります。うちのセ

ンターのボランティアたちは、みんな保険にはいっています。

大塚：お金の問題じゃないですよ。お金を払えばいいっていうもので

はないでしょ。

神田：施設の利用者は、生活のすべてを職員ににぎられてしまってい

るから、本音でモノが言えない状態だと思いますね。私もそうでし

た。そういう場合、ボランティアが施設にはいることによって利用

者の声が職員に伝わったり、施設の外に出たりするんじゃないで、し

ょうか。利用者の人権の面からもボランティアを導入して、閉鎖的

な施設に外の風を入れるべきだと思います。

大塚：ここの利用者は、まだ子どもなんですからね、しつけの問題も

あるんです。たとえば障害のある子どもは障害があることで、親が

2ボランティア活動中の事故を考えてつくられた保険制度。安い保険料で多額の保険金が保
障されている。保険料も社協が負担する場合がある。
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過保護になったりするんですよ。自分で箸をもって食べることも、

できるのにしない子もいます。そういう子を訓練して自分で食べる

ようにしても、ボランティアが来て、手伝ってしまうと、この子は

また自分で食べなくなるんですよ。私たちは、長い目で子どもを家

ているのに、ボランティアが、それを邪魔してしまうんですね。

(6人の場合は以下を続ける。）

浜松：（沈黙をやぶって、突然、口を開く）まあ、そういうこともあり

ますけどね。でも、大塚先生、私の意見を言わせていただければ．．．

問題

あなたが上智さんであれば、四谷学園で活動をしたいというボラン

ティアに、どのようなことを話しますか。オリエンテーションとして、

ボランティア活動希望者に対して何を強調するかという質問です。
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3.有償ボランティア①

住民参加型在宅

福祉サービス

「お金はもらっても気持ちはボランティア」という人を「有償ボラ

ンティア」といいます。ある辞典には以下のような定義があります。

ボランティア活動に対する労働対価ではなく、人為的に設定された低額

の報酬を得るボランティア。主に、住民参加型在宅福祉サービスを担う

人々 を指す。 t

以下は実際に私がボランティア・コーディネーターをやっていたとき

に体験したものです。現在は介護保険等、在宅福祉サービスに関する

制度が大きく違っていますので、現在の制度にあわせて書き換えてい

ます。ただし制度はたびたび変わっていますし、地方自治体によって

も違います。ですので、細かいところにはこだわらず、自由に議論し

ていただければと思います。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

人数 上智 住吉 篠崎 菊川 森下 瑞江 ナレーター

4人 A B c D c なし B 

5人 A B c D E なし B 

6人 A B c D E F F 

ボランティアセンターの職員：上智さん

上智大学社会福祉学科を卒業して 3年目。篠崎さんを住吉さんに紹

介した。

ひとり暮らし老人：住吉さん

高齢のため体力、気力ともに落ちている。介護保険の要介護認定で

T 『社会福祉用語辞典~ (2000）ミネルヴァ書房， p.333.住民参加型在宅福祉サービスとは同

じ辞典によれば「住民の行う有償の在宅福祉サーピスに対して 1980年代に全国社会福祉
協議会が命名した用語J(p. 16のである。
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福祉NPO

は「自立Jと認定されたので、介護保険サービスは使えない。一人暮

らしだが、ボランティア週 1回、「有償ボランティア」週 1回、ヘル

パーに週2回、主に家事援助に来てもらって生活を維持している。

住吉さんの娘：瑞江（みずえ）さん

家具店でパートタイマーとして働いている。月に何度か、住吉さん

の様子を見にきている。

ボランティアセンタ一所属のボランティア：篠崎さん

住吉さん宅にボランティアとして訪問している。依頼された内容は

話し相手と簡単な家事だが、住吉さんからは「お手伝いさんj扱いさ

れていると感じ、活動に難しさを感じている。

住民参加型在宅福祉ザーピス「ゆずり葉j協力員：菊川さん

住民参加型在宅福祉サーピスの機関である「ゆずり葉」の協力員と

して時給 700円をもらっている。住吉さんに家事援助をしているが、

自分は「ボランティア」のつもりで活動している。住吉さんはこのサ

ーピスを利用するために 1時間 800円を支払っている20

福祉NP03『やすらぎ」のホームヘルパー：森下さん

福祉NPO「やすらぎjは、介護保険で「自立Jと判定された人を対

象にホームヘノレパーを派遣している。週4時間まで利用可能で、利用

者負担が 1時間 200円である4。森下さんは家事援助のために住吉さ

んを訪問している。

台本

ボランティアセンターの相談室で、上智と篠崎が向かい合っている。

篠崎：（うつむきかげんで）住吉さんは、とてもいい方なんですけど、

私、困っちゃって。

2金銭の額については全国社会福祉協議会（2006）「平成 16年度住民参加型在宅福祉サービ

ス団体活動実態調査報告書」を参考にした。なおこの報告書は

h句：／／www3.shakyo.or.jp/cdvc/jusan／よりダウンロードできる。
s福祉にかかわる NPOのことを一般に福祉NPOという。

4 「ルポ：『自立』判定者への支援と介護予防事業の展開：国の動向と地方の取り組みから」
(2000）『月刊福祉』 83(13),38・45を参考にした。
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上智：どうされたんですか。

篠崎：このあいだなんかね、住吉さん、お寂しいんでしょうね、 2時

間ぐらい、ぶっつづ、けで、お話しされたんですよ。「あんただけだよ、

こんなに話を聞いてくれて優しいのはJって言われまして。

上智：そうなんですか。

篠崎：ええ、それは、それでいいんですけど。でも、それから私が帰

ろうとすると、「おや、まだ仕事が終わってないよjって言うんです。

それから洗濯や、たまった皿あらいとか、ちょっとした買い物なん

かも頼まれましてね。話をきいてから、また 1時間ぐらい、いろい

ろとやらなくてはいけないんです。そんな長い時間、私も家を留守

にできませんし、子どもたちも午後には学校から帰ってきますし。

主人からも、もういいかげんにしろよ、と叱られてしまいまして。

上智：ああ、そうですか。篠崎さんをご紹介するときに、はっきりと

「お話し相手だけに来ていただきますJと言わなかったんですよね、

たしか。

篠塚：ええ。娘の瑞江（みずえ）さんから「近所のかたにときどき様

子を見てもらえたらJというご、依頼があって、住吉さんにお会いし

たとき、「ただ、おしゃべりに来るだけなら、お迎えするのが負担だJ

と住吉さんがおっしゃるものですから、私もつい「いいえ、いろい

ろ、ちょっとしたお掃除とか家事とか、させていただきますよJと

言ってしまったんですが、それが間違いだったんでしょうかね。

上智：瑞江さんのお話としては、週にちょっとだけでも様子を見てほ

しいということだったんですけどね。でも、いまは、瑞江さんもと

ても感謝されていますよ。

篠塚：ええ。わかっています。だからこそ、余計に悩んでしまうんで

す。ただ、私のことをホームヘルパーだと勘違いされているみたい

なんですね。

上智：ああ、そうですか。私は篠崎さんはボランティアだと何度も説

明したんで、すけどね。

篠崎：でも、ぜんぜん、わかってらっしゃらないみたいなんです。

上智：ううん、そうですか。（ちょっと考えて）じゃあ、こうしましょ

う。こんどケースカンファレンスーがありますから、そのあと、みん

なで住吉さんのところに立ち寄って、ボランティアとへfレバーの違

いをわかってもらいましょう。

S 「事例研究（ケーススタディ）のための会議のこと」『社会福祉用語辞典』前掲書， p.74.今
回は「ゆずり葉」とボランティアセンターが合同で事例研究を行なったという想定である。
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篠崎：よろしくお願いします。

住吉さんの自宅。

上智：住吉さん、こんにちは。お元気ですか？今日は、ちょっと大勢

で押しかけてきました。（笑いながら）

住吉：（驚いた声で）あらあら、上智さん、お久し振り。あれあれ、み

なさん、おそろいで、ノ、ノ＼ノ＼まあまあ。（思いがけない来客に嬉し

そうに笑う）ちらかっていますが、お座りください。ちょうどいま、

娘の瑞江がきていましてね。

瑞江：（黙って、丁寧に頭を下げる。）

（一同、頭を下げる。）

上智：で、住吉さん、どうですか、毎日．．．

住吉：ええ、ええ、みなさん、とてもよくしてくださいます。助かっ

ていますよ。（満足そうに）

上智：今日はね、実は、住吉さんにお話がありましてね。こちらに、

篠崎さん、菊川さん、森下さんに来ていただいているんですが、こ

の方々のお仕事を区別していただきたいと思って、やってきたんで

すよ。

住吉：はあ？（お茶を入れていた手が止まって、表情が急に曇る）

上智：こちらの篠崎さんね、この篠崎さんはボランティアさんなんで

す。それから森下さんはホームヘルパーさんなんです。篠崎さんに

は無料でやっていただいているんですよ。

住吉：はあ？（よくわからない様子）でも私は民生委員さんに、お金

を渡していますよ。

上智：あれは、菊川さんと森下さんに渡しているんですよ。

住吉：（すこし考えてから）あたしゃ、もう年だから難しいことを言わ

れでもわからないよ。

上智：いえ、難しいことじゃないんです。篠崎さんは、ボランティア

で（住吉さんにはボランティアという言葉がわからない様子である

のに気がついて、少し考えてから）、つまり無料奉仕で、住吉さんの

お話し相手としてここにいらしていると言っているんです。

篠崎：（住吉に向かって）いえ、私、別に、お洗濯やお掃除が嫌だと言

っているわけじゃないんですよ。

住吉：ちゃんと家事もやっていただかないと私は困りますよ（顔をし

かめて）。
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上智：住吉さん、篠崎さんは無料奉仕で、善意でやってくださってい

るんですから。（と、なだめるように）

住吉：（フウーッとタメ息をついて）なんだか、よくわからないね。あ

たしに、どうしろっていうんですか。（悲しそうに）

上智：篠崎さんは、ボランティアなので時聞が長くならないようにし

ていただきたいということですよ。

住吉：（篠崎に向かつて）だって、あんたも楽しそうに話していたじゃ

ない！ （と、恨めしそうに篠崎をにらむ）

篠崎：私だって、住吉さんとお話しするのは楽しいんですよ、ただ、

私にも家族がありますし、子どもたちの帰ってくる時間があります

から。

住吉：あんたの前に横山さんが来ていたね。あの人も、子どもさんが

小さいと言っていたけど、よくやってくれましたよ。

森下：横山さんですか？あのかたは「やすらぎJのへノレバーなんです

よ。ヘルパーにはどんどん用を言ってくださってけっこうなんです

よ。でも無料奉仕の方には、ちょっと手かげんしなくちゃダメよ、

ね、住吉さん。（なだめるように笑顔をみせて）

住吉：「手かげんJってどういうことなのかねえ（独り言のように）。

なんだか、よくわからないねえ。（半分、泣きそうになる）
とが

菊JI［：そんなこと急に言われでも、困りますよね、住吉さん（森下を答

めるように横目で見ながら）

上智：（菊川について言うのを忘れていたことに気づき、あわてて）あ

あ、住吉さん、それから、菊川さんは「有償ボランティア1で、こ

の方は、お金は受けとっているけど、お気持ちはボランティアです

から、そのへんのところを注意してくださいね。

住吉：よくわからないよ。私にどうしろっていうのかねえ。（メソメソ

泣きはじめる）

問題

森下さんの「無料奉仕の方には、ちょっと手かげんしなくちゃダメ

よj、上智さんの「菊川さんは『有償ボランティア』で、この方は、お

金は受けとっているけど、お気持ちはボランティアですから、そのへ

んのところを注意してくださいね」という言葉について、あなたはど

う思いましたか。自由に話し合ってください。
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4.有償ボランティア②

前回の続き。上智さんは住民参加型在宅福祉サーピス「ゆずり葉」

が「有償ボランティア」という言葉を使っていることが、住吉さんの

混乱の一因になっているのではないかと考えました。それで「ゆずり

葉Jに対して「有償ボランティア」という言葉を使わないようにでき

ないかと交渉してみることにしました。

毘役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

ナレーター

A 

A 

F 

堀

し

し

’

船

な

な

E

森下

A 

E 

E 

大島

D 

D 

D 

菊川

c 
c 
c 

側

B

B

B

中一

A

A

A

数

人

人

人

J

4

5

6

 

ボランティアセンターの職員：上智さん

上智大学社会福祉学科を卒業したばかりのソーシヤルワーカー。「有

償ボランティアj という言い方には反対している。

ボランティアセンタ一所属のボランティア：篠崎さん

住吉さん宅にボランティアとして訪問している。上智さんと同じく

「有償ボランティアJには反対している。

ボランティアセンタ一所属のボランティア：船堀さん

篠崎さんの良き味方。お金をもらうボランティアなんてとんでもな

いと，思っている。

住民参加型在宅福祉サービス「ゆずり葉」協力員：菊川さん

であるところに「ゆずり葉j は「有償」でしかも「ボランティア」

特徴があると考えている。
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住民参加型在宅福祉サービス「ゆずり葉」の理事：大島さん

無償で「ゆずり葉」の理事をしている町内会長。理事といっても年

に数回、会議に出るだけの仕事だが、福祉に関心をもち発言も積極的

な人である。

福祉NPO「やすらぎJのホームヘルパー：森下さん

森下さんは自分をボランティアだとはd思っていない。ボランティア

は「有償」でも「無償」でもどちらでもいいと，思っている。

台本

ボランティアセンター主催の定例会議にて。

上智：実はですね、ちかごろ在宅訪問のボランティア・グソレープの問

から、有償ボランティアをなんとかしてくれという要望が出ていま

して．．．

大島：どういうことですか？

上智：たとえば、在宅訪問をしていても、対象者が、わざわざそのた

めに 1週間、洗濯をためていたり掃除をしていなかったりで、「ボラ

ンティアは利用しなくては損だj というような、そういう態度がお

年寄りのなかに出てきている傾向があるんですよ。

篠崎：このあいだもですね、私が、ある方のお宅で頼まれて、お掃除

や洗濯をしていたら、お孫さんが遊びにきてたんですよ。それで、、

どこに行くの？って声をかけたら「パチンコ」っていうんですよ。

で、「お孫さんがいらしたら、お掃除は、やってもらったらどうです

かJと言うと、「孫は男の子ですよ。男の子に、こんなことをさせら

れますか？」って、かえって叱られてしまって。（笑）

上智：それで、そういう態度がどこからきたのかというと、どうやら、

ボランティアは、実は、ちゃんと役所からお金をもらっているんだ

という話が、お年寄りの聞に流れているらしいんですよ。それは「ゆ

ずり葉Jの方で協力員さんの仕事はボランティアだと言ってらっし

ゃいますよね。それが広まっているんですよ。協力員さんは、お金

を受けとっていらっしゃるから、こちらのボランティアも、ちゃん

と金をもらっているんだということになってしまっているんです。

菊川！：もらっているといっても、わずか 1時間 700円ですよ。いまど
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き、そんなお金で働く人はいると思いますか。私たちははっきりと、

これはボランティアだと，思っているんですよ。

篠崎：でも私たちの立場では、ボランティアは無償が原則なんです。

大島：まあ、ボランティアは絶対無償でなければいけないなんて決め

つける必要はないんじゃないですかね。いまは行政も、ボランティ

アは有償でもいいと言っているそうじゃないですか。

菊川：そうですよ、むしろこれからボランティア活動が広がっていく

ためには、ボランティアは有償の方が良いという考え方が強くなっ

ていると思いますよ。お年寄りの方も、お金を払った方が、ボラン

ティアにもっと気軽に頼めるとおっしゃっていますよ。

大島：そうそう。受ける方も金銭をちゃんと払うということで、受付

る方と与える方の間柄が、もっと対等な立場になるんですよ。

篠崎：私たちだって対等な感じで接していますわ。（不愉快そうに）

大島：いやいや、篠崎さんがやっておられることは、ご立派だと思い

ます。ただ篠崎さんのように無償で働いてくださるような方は、め

ったにいらっしゃらないというのが現実でしょう。だから、そこに、

ちょっと、こちらも少しばかりのお金を払わせてもらうということ

で、ボランティア活動をする人が増えてくると思うんですよ。

菊川：そう言われると、私なんか、ちょっと待ってよと言いたくなっ

ちゃうんだけど（笑）。だって、私、少しばかりのお金がほしくて、

こういう活動をやっているわけじゃないんですから。

大島：あ、これは失礼しました。（笑）

菊川：お金をもらうのは、けじめをつけるためなんです。無償で、ボ

ランティアをすると頼むかたのほうにも甘えが出ますでしょ。いつ

までも、ボランティアに依存する感じになってしまうんですよ。

森下：私はヘノレバーの立場なんですけど、ヘルパーは、まだまだ足り

ない状態なんですね。ですから有償でもなんでもいいから、とにか

く動いてくれる人がほしい！っていう気持ちですね。もう理屈はい

し、から、現場は、たいへんなんだって、それを言いたいんで、す。

大島：そうそう。それにボランティア活動が無償というのが原則であ

ってもですね、有償の活動を、まず始めることで福祉の現場にはい

ってもらうことが大切だと思いますよ。それが無償のボランティア

活動にもつながっていくことになると思うんですよ。

篠時：私はボランティア活動は市民運動だと思っているんです。市民

運動は自分たちの社会を良くしていくためにするのだから、お金を

もらう方がおかしいですよ。
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大島：ボランティア活動イコール無償の奉仕という考え方は、もう古

いんじゃないですか？もっと庶民的に考えなくちゃ。人聞は聖人君

主じゃないんだから（笑）。

篠崎：聖人君主だから、無償でボランティア活動をするというわけで

はないですよ。ボランティア活動自体のなかに、お金ではない報い

があるというのが、ボランティアの考え方の基本じゃないですか？

大島さん、失礼ですが、ご自分はボランティア活動をされたことが

ないんじゃないですか？

大島：私だって町内では町内会長をやってますよ。それだって、ボラ

ンティアでしょ。来週は町内会長として区役所でやる防災の会議に

出るんですけどね、そういうときに、ちょっと交通費と弁当代を出

してもらうと、気持ちとして出やすくなるわけですよ。

菊川：お金をもらうっていっても、わずかな額なんですから！

篠崎：もらうほうは、わずかでもですね、わずかな年金で暮らしてい

るお年よりには大きなお金だったりするんですよ。

菊JI[：有給とか有料とか言わずに、有償というのは、それだけ、わず

かなお金だということなんですよ。

大島：ボランティアというのは、お金をもらうかもらわないか、そん

なことじゃなくてね、ボランティア精神ですよ！ そう、ボランテ

ィア精神！ですよね、菊川さん。

菊川：そうですよ、それにね、私が外で、他のお宅におじゃまして、

家事をしているといいますとね、うちの主人が怒るんですよ。そん

な、わざわざ自分の女房を、人のウチの洗濯や掃除までやらせなく

ちゃいけない生活にはなっていない、世間体が悪い！ってね。だか

ら私は、これはボランティアだって説明するんですよ。「ゆずり葉j

の案内にも、これはボランティア活動ですって、ちゃんと書いてあ

りますよね。あのー行があるから私たち主婦は家族の理解を得て、

協力員として動けるんですよ。

森下：（不愉快そうに菊川をにらみつけて）私も主婦だけど、ちゃんと

家族の理解を得ていますよ。

菊川：（慌てて）いえ、あの、そういう意味じゃなくて．．．

上智：困りましたね。あのー行を取ってもらおうと思って、この議題

を出したのに。

菊川：それはダメですよ。冗談じゃない！

篠崎：いいえ、元談じゃないって言いたいのは、こっちですよ。「ゆず

り葉Jの活動から、ボランティアは有償なんだという考え方が地域
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に広がっているんです。そのために私たち無償で、やっている者まで

もが、実はお金をもらってやっているんだと見られてしまうんです。

菊川：いし、じゃありませんか、そう思いたい人には思わせておけば！

篠崎：そうは、いきませんよ。なんだか、お金を払った分、元を取っ

てやる、みたいな感じで、用事をいいつける人がいるんですよ。

大島：私のところでは、無償のボランティアは雨が降つては休む、風

邪をひいたといっては休むで、ぜんぜん使いものにならないと利用

者から不評だと聞いていますよ。その点、わずかでもお金をもらう

方は、多少の不都合があっても、きちんと時間どおりに行きますか

らね。お金はね、たいした額じゃないだ。そういうわずかなお金の

ためにやっているんじゃないですよ。でも、お金をもらうと張りが

でてくるんですね。これは気持ちの問題なんですよ。

菊川：ボランティアが有償であって何が悪いんですか？ボランティア

の本質は温かい心でしょ。有償であっても温かい心を運べますよ。

上智：「温かい心Jだけなら、私たちのような職業として福祉の分野で

働いている人間にも運べますよ。そうじゃなくて、ボランティアは

福祉社会をつくっていく主人公なんですよ。それが有償だと、使わ

れる人になってしまう。ボランティアは本当は自分たちの社会のた

めにするものなんです。自分のために動くのに、お金をもらうのは

おかしいじゃないですか。

大島：まあ、理屈ではそうだけどねえ．．．．（苦笑して）

菊川：わずかでもお金を受け取ると、謙虚になれますよ。一方的に助

けているのではなくて、お互いさまなんだということで。

上智：でも、ボランティアは自発的な市民運動なんですから。お金を

もらって、それで動くというのは市民運動じゃないんで、す。

大島：わずかのお金を受け渡しすることで助け合おうという組織を私

たちは作っているんだから、これだって市民運動でしょう？

(6人の場合は以下を続ける。）

舟堀：（沈黙をやぶって、突然、口を開く）まあ、そうかもしれません

けど、私の意見を言わせていただければ、ですね．．．

問題

みなさんは「有償ボランティア」に賛成ですか、それとも反対です

か。賛成の根拠、反対の根拠をそれぞれ考えてみてください。
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5.ボランティアの性格①

Informal careというとボランティアによるケアも含まれることが

通例です。たとえば、ある辞典によると informalcareとは「個人を

とりまく家族・親族、友人、近隣、ボランティア等による非公式的な

ケアの総称J1です。しかし、それは本当でしょうか。ボランティアの

援助は友達の援助とどう違うのでしょうか。そして、その違いが問題

になったとき、ソーシヤノレワーカーはどのようにすべきでしょうか。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

出

A

A

A

数

人

人

人

』
ノ

4

5

6

時

c
c
c

樹

B

B

B

都

D

D

D

ヨ
D

E

E

時
一

A

A

F

ナレーター

A 

A 

F 

ボランティアセンターの職員：上智さん

上智大学社会福祉学科を卒業したばかりのソーシャルワーカー。ボ

ランティアは、相手の友人になって行うものだと学生時代の体験から

信じていたために、今回の相談には戸惑いぎみである。

視覚障害者：志村さん

正直で、自分の気持ちをストレートに言うタイプ。ただいま求職中。

30をすぎてもなんとなく子どもっぽいところがある男性。

視覚障害者：高島さん

志村さんより何歳か年下なのに、志村さんよりはるかにしっかりし

ている。障害者の権利拡大のために努力している真面目な感じの人。

議論が好きで理屈っぽいのが欠点。

『社会福祉用語辞典J前掲書， p.17. 



208 わかりやすい地域福祉

手引きボランティア：三田さん

港区に住む上品な奥さん。声が美しく、ものの言い方が優しいので、

視覚障害者の間では人気が高い。

手引きボランティア：蓮沼さん

手引きボランティア・グ‘ループのリーダー。この道、 20年。恐いも

の知らずで、なんでもズパズパ率直にモノをいう中年の女性。

手引きボランティア：水橋さん

高等学校の校長を長くやったあと、定年退職後、手引きのボランテ

ィアに登録した。初老の男性。家にいると毎朝のように妻から「外出

してくださいJと言われている。

台本

ボランティアセンター会議室にて。

上智：今回、みなさんに来ていただいたのは、手引きのボランティア・

グループのほうからですね、利用者からのボランティア指名の要求

は困るということで相談があったということなんです。

志村：（イライラした調子で）ボクの要求のどこが問題なんですか？ボ

ランティアは障害者の友達になるということでしょ。だったら、な

ぜ、ボクが友達になりたいボランティアさんに直接、電話をして手

引きをお願いしたら、ダメなんですか。

蓮沼：（上智に説明するように）つまりですね、志村さんは、手引きの

ボランティアを求める電話をされてきたんですが、どうしても特定

の方でなければ嫌だと、おっしゃって、きかないんですよ。でも、

私たちは利用者からのボランティアの指名は受けてないんです。

志村：そんなの、おかしいですよね。（上智に同意を求めるように）

上智：じゃあ、いつも、どんなふうにボランティアを送っているんで

すか。（蓮沼に対して）

蓮沼：電話当番が交代で事務所につめていて、手引きを求める電話を

受けたら、登録ボランティアが空いている時間を登録していますか

ら、それを見ながら動ける人を探して、そして、ボランティアに問

い合わせて確認してから、また返事をするという具合なんです。で

も、志村さんは電話をかけてくるときは、私が「いつ、手引きが必
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要ですかJと聞いても、「三田さんはいつ空いているんですか」と逆

に聞いてくるんです。

志村：ぼくは希望を言っているだけですよ。

蓮沼：こちらでは、特定の人を紹介することはしていないんです。

志村：どうしてなんですかあ？いつもいつも違う人が相手だと、初め

っから、ぼくのことを説明しなければいけないし、疲れるんですよ。

誰だって会ったことのない人といっしょに長い時間歩くのは緊張し

ますでしょ？だったら、いつもの顔なじみの人に頼みたいというの

は、当然の気持ちじゃないですかあ。

水橋：（つぶやくように）そんな、わがままを言つてはいかんよ、君。

三田：どうも、私のために、すみません。（蓮、沼に向かつて）

蓮沼：別に、あなたが謝らなくてもいいのよ。でもね、志村さん、他

にもボランティアはいるんですよ。

志村：このあいだ、たまたま電話当番の人が親切な人で、ぼくの要望

を聞いてくださって三田さんを送ってくれたんです。そのとき三田

さんに会って、それで三田さんの自宅の電話番号を聞こうとしたん

だけど、それはダメだって言われて．．．

三田：それがグ〉レープの規則なんですよ。

高島：どうして、そんな規則があるんですか？

蓮沼：私たちは外出介助のボランティアですから、まず外出したいと

いうニーズがあって、それに答えようということなんです。外出し

たいというときには、いつ、どこに行きたいかということが、まず

あるわけでしょ。でも、志村さんの場合、まず三田さんが都合のい

い日を聞いてくるじゃない。それは絶対おかしいわよ。

志村：ぼくは、このあいだ仕事をやめて、いまは働いていなし、から、

いつでもヒマなんで、すよ。いつ外出してもかまわないんです。

水橋：わしだって、いつでもヒマにしているんだよ、ははは。（笑）

志村：でも買い物をするのだって、やっぱり気のあう人と行きたいん

ですよ。だから三田さんの空いている日をきいて、それに合わせよ

うとしているんです。

蓮沼：（苦笑しながら）あなたね、私たちはデートの相手を紹介してい

るんじゃないのよ。なんか勘違いしてない？

志村：だって同じ外出するんなら、人柄が、ちゃんとわかっている人

がいいじゃないですかあ。

水橋：（小声で）だからね、そういうのは、わがままなんじゃよ。

蓮沼：何度も言うようですけど、私たちのグ‘ループの方針としては、
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ボランティアの指名は受けつけないんです。

上智：蓮沼さん、そちらのグループが、そういう方針をもっている理

由を聞かせてもらえますか。

蓮沼：以前は、別にそういうことにこだわってなかったんですよ。で

もねえ、いざやってみると、やっぱり人気が特定の人に集中してし

まうんですよ。たとえば、三田さんね、明るくて素敵な奥さまでし

ょ。だから、不純な動機で近付いてくる男性もいるわけですよ。

志村：（動揺して）ボ、ボクは、そうじゃないですよ。

蓮沼：（苦笑しながら）志村さんが、そうだとは言つてないですよ。で

も、そういう不純な動機ではないにしても、女性の利用者も、三田

さんに来てほしいと言うわけですよ。で、一方で、ボランティアと

して登録していても、ぜんぜん、お呼びがかからない人もいまして

ね（ちらりと水橋さんを見る）。で、やっぱり、ボランティアとして

登録したかぎりは活動したいですよね、誰だって。ところが、特定

の人にニーズが集中してしまって、他の人に声がかからなければ、

グループ全体が白けてしまうんですよ。それでボランティアの指名

は、こちらからお断りしようということになったんです。

高島：それは、ボランティア側の問題ですよね。たぶん、嫌われるボ

ランティアは、それなりの理由があるんですよ。障害者に、もっと

自立しろとかなんとか説教を始める人だ、っていますからね。別れる

ときに「じゃあ、がんばって！ Jと言われたりして、障害があるか

らといって、どうして、いつもガンバレ、ガンバレと言われなくっ

ちゃいけないのかと、まったく不愉快になるんですよ。

水橋：ふん、ふん。（うなづく）

蓮沼：明らかな差別発言があったりしたら別ですけど、そうでないな

ら、ボランティアは、それぞれ、その人なりの持ち味があるわけで

すから、それを認めていくのが本当だと思いますよ。

志村：だけどさあ、嫌な感じの人と、いっしょに買い物に行きたいと

は思わないよ。外出介助といっても、それによって障害者と健常者

の交流をはかつていこうとするんでしょ。だったら、もっと、ごく

ふつうの友達として、お互いにつきあうことができないんですかあ。

なんか、このままでは、いつまでたっても、ボランティアする者と

される者っていう壁を感じるんですよ。

蓮沼：ボランティアというのは、すこし不自然なところがあって当然

だと思うんですよ。だ、って知らない人どうしをいきなり出会わせる

んですから。でも、そういう不自然なところも、時間をかければ自
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然となくなるところはなくなっていくと思うんですけどね．．．。

志村：そうかなあ。このまえなんかは、三田さんに年賀状を書きたい

から住所を教えてくださいと行ったら、こちらの事務所の住所を教

えられたんです。ボランティアって、ぼくたちを普通の友達とは思

っていないんだなあと，思って、すっごくショックだった。

三田：そういうことじゃないんですよ。（なだめるように）
おせいぽ

蓮沼：利用者の方に住所を教えると御歳暮とかなんとかで、モノを贈

ってくる人が多くて困るんですよ。それに何ケース紹介したかを実

績として出すことが、市からの補助金をもらっている以上、必要な

ことなんですね。個人と個人で事務所を通さないで契約されると、

事務所が活動を把握できなくなるんです。

高島：ボランティア・グループなんだから、実績なんてどうでもいい

じゃないですか。なんか変だなあ。

水橋：（高島のほうを見て、ボソッと）実績は大事じゃよ、君。

蓮沼：それに事故があった場合の保障を考えれば、やはり事務所を通

してもらわないとね。個人が勝手にやっている場合は、ボランティ

ア保険がきかないんですよ。

高島：なにか不自然ですよね。手引きだって予約は 1週間前にしない

といけないんでしょ。でも、ちょっと出かける予定を、いつもいつ

も1週間前に決めておくことはできないし、病気をしても、すぐに

は病院にいけないことになるし。だいたい手引きのボランティア・

グ〉レープなんて本当は無い社会がいいんですよ。誰にでも手引きを

頼める社会が、私たちにとっては住みよい社会なんだから。だから

蓮沼さんが、マネージャーみたいに中聞に立つというやり方は、ボ

ランティアの理想としては、おかしいと思うんですよ。

蓮沼：利用者と個人的なおつきあいをしている人もいますけど、週に

なんども電話で手引きを直接、頼まれて、断り切れなくて悩むこと

が多いんです。それだったら、いっそのこと、かかわらない方が楽

だと言って、ボランティアの登録を止めてしまった人もいるんです

ね。私たちはできるだけそういうケースを無くしたいんですよ。

高島：だから蓮沼さんのような中聞に立つ人をおいてるんですか？

蓮沼：そうなんです。私が間に立つことで、利用者とボランティアの

聞にワンクッション置くことになるんですよ！

高島：だとしたら、御役所がやっているサービスとどこが違うんです

か？予約は必要で、面倒だし、おつきあいも事務局を通して、とい

うんだったら、役所のサーピスといっしょじゃないですか。ボラン
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ティアには、ボランティアの良さがあるんでしょ？その良さは、ど

ういうところにあると思っているんですか？

水橋：いや、それはじゃね、こういうことじゃよ、君（と言って、ボ

ランティアの良さを述べる．．．）

問題

高島さんの最後の問いかけ（「ボランティアの良さは何か」）に、こ

の場合、どう答えたらいいのでしょうか。
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6.ボランティアの性格②

ボランティアの性格として開拓性や先駆性が期待されることがあり

ます。制度的な、あるいは公的なサービスでは満たされなかったニー

ズを、新しいサービスを開拓することによって満たしていこうという

わけです。ここでは従来ほとんど考慮されることがなかったセクシャ

ル・マイノリティの障害者の介護ニーズをとりあげます。この問題を

ボランティアで解決していくためにはどうすればいいでしょうか。み

んなで考えてみてください。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

人数 上智 中野 落合 高田 馬場 飯田 ナレーター

4人 A B c D D なし A 

5人 A B c D E なし A 

6人 A B c D E F F 

ボランティアセンターの職員：上智さん

上智大学社会福祉学科を卒業して 2年目のソーシャルワーカー。今

回の相談は彼女がほとんど考えてこなかった問題だったので、かなり

戸惑っている。

身体障害者：中野さん

自分がゲイ（同性愛者）だということを、ボランティアに打ち明け

てしまったために、男性のボランティアから敬遠されてしまって困っ

ている九どこまでも真面白な青年。

身体障害者：落合さん
ーーーーー・ーーーー時ーーーーーーー－－－－－－ーーー・ーーーーーーー・・・ーーー・・・ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー－－－ーーーーーーー．，・・ーーーーーーーーー’一ーー・・ R ・

中野さんとは同じ身体障害者のスポーツクラブに属している仲間ど

T森田真一（1999）「もう一つの向性介護J『月刊ボランティア』 345,20・21に書かれていた
実例をヒントにして、このストーリーを考えました。



214 わかりやすい地域福祉

うし。女性。中野さんから男性ボランティアから去られてしまって困

っているという相談を受けて、はじめて中野さんがゲイであることを

知った。はじめは戸惑ったが、いまは閉じ身体障害者の問題として連

帯して考えていきたいと，思っている。

ボランティアサークル「ウィズJのリーダー：高田さん

中野さんの介助をしていたボランティアが所属していたサークル

「ウィズJのリーダー。男性。上智大学社会福祉学科3年生。

ボランティアサークル「ウィズ」のリーダー：馬場さん

閉じく「ウィズ」のリーダー。女性。上智大学社会福祉学科 3年生。

ゲイの問題についてはほとんど考えたことがない様子。

ボランティアセンタ一所属の実習生：飯田さん

上智大学社会福祉学科4年生。実習生としてボランティアセンター

に来ている。 6人のロールプレイのときのみ登場する。

台本

ボランティアセンター会議室にて。

上智：今回、落合さんのほうから、中野さんのところにボランティア

が来てくれなくなったので、なんとかしてほしいという相談があっ

たんですね。そのあたりの事情を、もう一度、お話ししてもらえま

すか。

落合：（ちらつと、中野のほうをみて、中野がうつむいているのを確認

してから）じゃあ、私のほうからお話させていただきますと、私と

中野さんとは同じスポーツクラブにいるんですが、最近、彼、元気

がなかったりするものですから、私、理由をたずねたんで、すね。そ

うしたら、なんか、ボランティアが誰も来てくれなくなったってい

うんですよ。ね、そうだよね。

中野：はい。まあ、来てくれる人もいるけど、すぐ帰ってしまう感じ

で、ぼくのほうも、いろいろ頼みにくくなって。

落合：じゃあ、あなた、なんか嫌われることでもしたんでしょ？って

聞いたら、自分が、ゲイ2っていうんですか、同d性愛っていうんです

2 同性愛者を表現する言葉としては「ホモ」とし、う言い方もあるが、これは同性愛者たちに
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か、まあ、そういう人だっていうことをボランティアのかたに打ち

明けてしまったそうなんですよ。でしょ？

中野：ええ。一人だけに信頼して打ち明けたんですけど、しばらくし

たら「ウィズj のメンバーみんなに、その話が広がってしまったみ

たいで、それで誰もぼくのところに来てくれなくなったんです。

高田：いま、みんな忙しいみたいなんですよ。利用者は、どんどん増

えているんですが、ボランティア登録者は増えてなくって、それで

中野さんのところにも行く人が少なくなったんだと思いますよ。

中野：でも、ぼくのことを打ち明けたときぐらいから、パッタリと、

来てくれなくなったんですよ。

馬場：私も気になって、以前、中野さんのところに行っていたボラン

ティアのかたに電話してみたのね。そしたら、なんか、新しいバイ

トをすることになったとか、大学の授業が忙しくなったとか、そう

いう感じでしたよ。

落合：（フウッとため息をついて）やっぱり、これは差別だと思うんで

す。私も中野さんがね、そういう感じの人だということを知ったと

きはショックだったんですけど、でも、これは障害者が差別されて

いたように同性愛者も差別されていたんだと気がついたんですね。

ショックだったということ自体、私も差別していたんじゃないかと。

中野：（落合のほうを見て）そんなことないよ。落合ちゃんは、わかっ

てくれているよ～。

落合：うーん、だから、やっぱり「ウィズjのメンバーには同性愛者

への偏見をやめてほしいって思うんですよ。

高田：（イライラした調子で）だから、偏見じゃなくって、みんな事情

があって行けなくなっているんだって言っているじゃないですか。

落合：（憤慨した調子で）そんなの言い訳ですよ！

高田：まあ、仮に言い訳であったとしてもですね、私も男性の一人と

して、気持ちはわからなくもないですよ。

落合：（ますます憤慨した調子で）差別はやめてくださいよ！

高田：いや、差別ではなくてですね、やっぱり介助のなかで肌と肌が

ふれあうことだってありますよね。とくに「ウィズ」のメンバーは

中野さんの入浴介助もしていたわけですから、その場合なんか自分

が介助としてやっていることを、中野さんが別の意味でとらえてい

るのかもしれないと思うと、これはすごい嫌悪感が出てくると思う

は差別的で不快な言葉になっていて、基本的には使われない。



216 わかりやすい地域福往

んですよ。

中野：（驚いた様子で）いや、ぼくはそういうことはないんですけど。

落合：ほら、中野さんも、こう言っているわけですから！

高田：じゃあ、落合さん、あなたは女性の障害者として男性のボラン

ティアに入浴介助をしてもらいたいと思いますか？思わないでし
からだ

よ？それは、やっぱり入浴介助のときに介助者が自分の身体を性的

な関心で見るんじゃないかとか、そういう心配があるんじゃないで

すか？男性ボランティアが「いや、ぜったいにそういう関心で見な

い」と言っても、やっぱり嫌でしょ？同性愛の男性の介護をするの

に男性が抵抗を感じてしまうのは、自分も性的な関心をもたれてし

まうんじゃなし、かつてd思って、それで嫌なんだと思いますよ。

上智：じゃあ、女性がボランティアに行くしかないのかなあ。

馬場：うーん、介護の種類によっては難しいですよ。中野さん、どこ

から、どう見たって男の人なんですから（苦笑して）。

上智：でも、中野さん、同性愛者っていうのは女性には関心がないん

ですよね？

中野：パイセクシュアルの男性は女性にも関心がありますけど史

上智：え？何？

中野：パイセクシュアルですね。つまり、男性でも女性でも愛せる人

がいるんです。だから向性が好きな人でも異性も好きという場合が

あるんです。

上智：でも、中野さんは、そのパイ．．．なんとかじゃないですよね？

中野：ええ、たぶん。

上智：たぶんって、どういうこと？

中野：きれいな女性には見とれることがあります。でも、それは憧れ

だけなのかもしれません。（赤面して）

馬場：なんか、ややこしいわねえ。（苦笑）女の人が好きなの？嫌い

なの？

落合：（憤慨して）ちょっと待ってください。それは彼のプライパシー

の問題で、いまの問題とは関係ないことじゃないですか！

中野：まあ、高校時代から大学時代まで、女性と恋愛をしようと思つ

て必死にがんばったときもあったんですけど．．．

馬場：（ため息をついて、慰めるように）私、思うんだけど．．．中野さ

S 日比野真（1997）「パイセクシュアルについてのQ&AJ『あなた、オカマ、嫌い？資料集」
ゲイ・フロント関西， p.23. 
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んは、ただ、素敵な女性と出会えなかっただけじゃないのかな。い

つか、きっと素敵な女性との出会いがあると思うよ。そのときは、

きっと女性を好きになるわよ。（微笑して、うなづきながら）

中野：それって同性愛の人が、よく言われる決まり文句なんですよ。

落合：そういう言いかたって、言われたほうにとっては、すごく嫌な

言葉だと思いますよ。私だって「訓練すれば、いつか障害者じゃな

くなるよJって励まされると、私の障害を認めてくれていないよう

な感じがして、とっても傷つくんです。

上智：でも、最近は、性同一性障害は、性転換の手術で治療できます

よね。ちがいましたっけ？

中野：性同一性の場合は、たとえば身体は男であっても、心は男では

ないというか、あるいは女だという人のことですよね。でも同性愛

者は、自分は男であって男の人が好きという感じなんですよ、まあ、

いちがいには言えないかもしれないんけど。

高田：そうすると性同一性障害者で身体障害者の男性がいたら、男性

のボランティアに介護されることはすごく苦痛なんだろうね。

中野：そうかもしれませんね。心は女性なんですから。

上智：そうかあ。じゃあ、手術をどんどんやっていって、そういう不

幸な障害をなくしていかないといけないわけね。

中野：「不幸な障害Jといわれると、ちょっと嫌なんですけど。そうい

う手術をしたいっていう人はトランス・セクシュアル（TS）という

んですけど、手術を望まない人もいて、そういう人はトランス・ジ

ェンダー（TG）というんです40

高田：なんだか難しいなあ。やっぱり介護を受けるときに、障害者の

人から自分が男性だと，思っているのか、女性だと思っているのか、

どちらか、はっきりと伝えてもらう必要があるかもしれませんね。

中野：でも先天的に精巣と卵巣を同時にもっている人もいるんです。

それから精巣しかもっていないのに、外性器が完全に女性的で、年

ごろになると胸の形が変わるという人もいます。つまり身体の中は

男で、外は女というか。その逆で、中が女で、外が男という人もい

ます。こういう人をインターセックス（IS）というんですけどへ

上智：私は社会福祉学科出身なんですけど、介護は向性介護が基本だ

ということで、異性介護は人権侵害だって学んできたような記憶が

4 「セクシュアリティーに関する用語集J『あなた、オカマ、嫌い？資料集』ゲイ・フロン
ト関西， p.28. 

5 f半陰陽J『医学大辞典第 17版』（1990）南山堂， pp.1585・1586.
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セクシャル・マ

イノリテイ

あるんですけど、そう簡単には言えないっていうことなのね。

中野：ぼくは、 ISとかTSとかTGとかには、あんまり詳しくないん

ですけど同性愛者は人口の 5%いるっていう話なんですよe。身体障

害者手帳をもっている肢体不自由の人は 230万人ぐらいですよねえ

で、仮にそのうち 100万人が介護を求めているとしたら、その 5%

で5万人ぐらいが、ぼくと同じような悩みをもっていると思うんで

すよ。 188、TS、TG’とかの人も計算にいれたら、こういう障害者で

セクシヤノレ・マイノリティだという人の数はもっと多くなると思い

ます。

上智：そういう人をセクシヤル・マイノリティ”というわけね。

落合：セクシヤル・マイノリティの介護の問題は、公的な制度の上で

考慮されるのは、たぶんまだまだ先だと思うんですよ。ですから、

まずはボランティアによる介護のレベルで考えてもらえたらと思う

んです。

高田：実は、ぼくは社会福祉学科の学生なんですけど、たしかにボラ

ンティアの援助の特性として先駆性とか開拓性とかがあると授業で

学びました。ボランティアとして何ができるか考えてみないといけ

ないかな。

(6人の場合、以下を読む）

馬場：飯田先輩は、こちらで実習をされていて、ボランティアについ

てよく勉強されたと思うんですけど、どう思われますか。

問題

この場合、ボランティアグループ「ウィズJは中野さんのようなセ

クシャル・マイノリティの介護の問題についてどのように取り組めば

いいでしょうか。グループで意見をまとめてみてください。

ー動くゲイとレズピアンの会（アカー）編『ゲイ・リポート』飛鳥新社， p.62. 
7 『国民の福祉の動向』（1999）厚生統計協会，p.171.
8 日本半陰陽者協会ホームページ ht旬：／/home3.highway.ne.jp/pesfis/
9 TSとTGを支える人々の会ホームページ

” http://www.geocities.com/HotSpringsN世a/7797/home.htm
『ぽこあぽこ』 9，ゲイ・フロント関西， p.82. 



ロールプレイ 219

金余談： 唯 」 の 問 題 と ポ ラ汚イアコ引い

このロールプレイは、第 4版のテキストで初登場のものです。第 3版までは視覚障害者か

らポルノ小説を朗読してほレいというこーズをよせられて因ってしまったポラyティアサ

ークルのロールプレイをやっていました。そういう朗読の依頼を認めるかどうかは、私が

ボランティア・コーディネーターをやっていたころに実際に事倒とレて聞いていたからで

す。

また、同じく、私がボランティア・コーディネーターをやっていたころに話題になった

のが、男性障害者がソ一フランドに行くときの外出介助をボランティアに依頼できるかと

いう問題がありました。ボランティアのなかに「そんなこと、なんでもないよ。ぼくが手

伝うよJという人がいたのですが、果たして、そんな依頼に応じることがボランティア・

コーディネートの住事なのかとうか、私は考えてしまいまレた。私が、そういう疑問を出

すと、「自分の備理観を障害者に押レ｛すげないでほしい」とか、「実際に多くの健常者の男

性が客になっているから、そういう産業が成り立っている。障害者だという理由で客にな

れないというのなら、それはノーマライゼーションの理愈に反する」とか、いろんなこと

を言われて困った記憶があります。

以上の 2つのケースは議論とレては面白いかもしれませんが、ポルノ小説を読まなくて

も、あるいはソ一フランドに行かなくても生活はできます。しかレ介護の問題は介護がな

いと生きていくこと力Tできないという意昧で切実ですレ、介護にともなう性的な問題の処

理の難レさという点で深刻な一面もあると思います。

セルフヘルプグループの研究をレていくなかで、私は、ゲイやTS，インターセックスの

人びとのグループに出会し1、そのリーダーの話を直接聞きまレた。どれだけ悩んできたか、

幸い思いをしてきたかという体験を聞くとともに、彼らが「性」という人間の根源的なと

ころから、人と人との関係のありかたや社会のありかたについて真剣に考えている様子に

私は感動しました。

この本の読者のなかには、自分自身がセクシャル・マイノリティ刊だと気づいている人も

いらっレやることでしょう。あなたが、ちしそうなら、セクシャル・マイノリティのセル

フヘルプグループに参加することによって、いろんなことを学ぶこと力Tできるかちしれま

せんよ。

”性的少数者（sexualminority）とし、う言い方にも反対している人がいます。性のありかた
は個人によって千差万別であり多数派も少数派もないのだと考えるわけです。
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7.当事者の組織化①

認知症高齢者の介護者家族の会は全国都道府県に作られていますが、

市町村レベルではまだ出来ていないところが多いようです。地域によ

っては、社会福祉協議会が支援して市町村レベルの家族の会をつくっ

ていこうという動きがあります。今回のロールプレイはその家族の会

の結成がテーマです。

E役
配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

団

A

A

A

数

人

人

人

』
ノ

a且
T
E
u
n
o

中井川越柳沢久米小平

B C D D なし

B C D E なし

B C D E F 

ナレータ一

c 
c 
F 

四谷町社会福祉協議会の職員：上智さん

上智大学社会福祉学科卒業のソーシヤルワーカー。新人なので戸惑

うばかりの日々が続いている。

四谷町社会福祉協議会事務局長：中井さん

上智大学社会福祉学科の卒業生だということだが、年齢不詳。同じ

学科出身の後輩が部下になったことを嬉しく思っている。

田谷町保健所ソーシャルワーカー：川越さん

上智大学社会福祉学科の卒業生。 PSWの資格をもっている。保健所

では不定期に認知症の介護教室を開いている。

四谷町で介護をしている嫁：柳沢さん、久呆さん

認知症の男あるいは姑を介護している。嫁の気持ちは嫁にしかわか

らないと考えている仲良し。
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四谷町で妻の介護をしている男性：小平さん

四谷保健所の介護者教室に参加している一人。妻はデイサーピスを

利用している。介護家族の会をつくって、行政に福祉サービスの拡充

を求める必要があると感じているものの、自分も体力の限界を感じて

いて、自分が積極的に会をつくろうという意欲は少ない。

台本

社会福祉協議会事務室にて

ナレーター：四谷町社会福祉協議会は認知症の高齢者を在宅で介護し

ている家族を支援するために「認知症高齢者介護者家族の会」をっ

くりたいと考えた。そして敬老の日にあわせて認知症ケアについて

の講演会を開いた。講演のあと「介護者の家族会をつくろうと思う

方はぜひ残ってくださいjと、上智さんは何度もアナウンスしたが、

誰も残らなかった。ところが数ヶ月たって社協に電話がかかってき

た。講演会に参加した人たちで会をっくりたいという申し出があっ

たのだ。上智さんは喜んで、その人たちに会うことにした。場所は、

社協の会議室。

上智：どうも、お電話ありがとうございました。

柳沢：突然、電話したりして申し訳ありません。

上智：いえいえ、とんでもない。私、ここのソーシヤノレワーカーで上

智と申します。よろしくお願いします。

柳沢：私が、さきほどお電話させていただいた柳沢です。そして、こ

ちらが．．．

久米：久米です。

上智：ああ、講演会のとき、いらした方ですよね。

柳沢：ええ、私たち、あの講演会のときに知り合ったんです。それか

ら意気投合しちゃって。いまでは、よく電話をかけあったりしてい

るんですよ。あと仲間が三、四人います。

上智：そうだったんですか（笑）。あの講演会は、私が企画した初めて

の事業だったものですから、そのあと会づくりにつながらなかった

ということで、ちょっとがっかりしていたんですけども。

柳沢：いいえ、いいことを企画してくださいました。ねえ。（と、久米

の顔をみる）
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上智：ありがとうございますれ恐縮です。（笑）

久米：それでね、ぜひ、私たちで会をっくりたいと思いましてね。そ

れで社協のほうでも、お手伝いいただけますでしょうか。

上智：ええ、ええ（大喜びで）。もちろん、ぜひ、お手伝いさせていた

だきたいです！

柳沢：あら、良かった！ （久米のほうを見ながら）

上智：ちょうど社協の広報紙をつくっていたところなんですよ。みな

さんの記事をトップにもってきてもいいですよね。四谷町認知症高

齢者家族の会スタート！って。

柳沢：ええ、いいわね、でも．．

久米：「認知症Jって、会の名前に入るのは嫌よねって、私たちは話し

合っているんですよ。

上智：ああ、そうなんですか。じゃあ、会の名前は？

柳沢：「グループもみじjで、どうかなって．．．。

上智：ああ、いい名前ですね。じゃあ、その横にでも小さく、四谷町

認知症高齢者家族の会って、つけたら、どうでしょう？

久米：どうしてもっけなくちゃ、いけないんですか。（眉をしかめて）

上智：いえいえ、みなさんがお嫌だったら、いいんですよ。みなさん

の会なんですから。ただ県の家族の会の四谷町支部になると思うん

ですね。だから、そういう名前にしたら、わかりやすいかなって、

思っただけなんですけど。

柳沢：四谷町支部って？

上智：ですから、いま、県が知事をはじめとして、認知症高齢者家族

の会を支援していてですね、で、県社協もそれにあわせて、全県の

市町村に家族の会をつくろうという気運が高まっているんですよ。

柳沢：四谷町にも支部があるんですか？

上智：いえ、これからっくりたいと思っているんです。

柳沢：どなたが、されるんですか、その支部は？

上智：みなさんですよ！ （笑って、手を広げて）

柳沢：（後ろへ身体をひいて）いや、それは、ちょっと．．．

久米：いきなり支部というのは困りますわ。（不愉快そうに）

上智：いえ、支部といっても、別に、どこかに本部があって上下関係

があるわけではないですから。形だけなんですよ。

久米：だったら、いらないじゃありませんか。（ムッとした顔で）

上智：ええ、そうですね。（困った顔をして、額の汗をぬぐう）

柳沢：私たちの「グル｝プもみじJっていうのはね、上智さん、嫁の
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会なんですのよ。ね。私たち、みんな嫁の立場なのよ。一般の家族

とは違うの。

上智：でも、家族もお嫁さんも、同じじゃないですか？

久米：（片手を左右に振って）ぜんぜん、違いますよ！

柳沢：違うんです。まったく違うんです。

上智：はあ？

柳沢：たとえばね、上智さん、あなた、まだ若いからわからないかも

しれないけど、ご主人が呆けた方がね、「主人は、あんなに元気だっ

たのに」って、涙を流したりするじゃない。私たちはね、それを見

ると、しらけちゃうのよ。だ、って私たちはね、だいたい元気なころ

なんて、そんなに知らないし、みんな、心のなかでは他人でしょ。

いくら主人の親だとはいっても、しょせん他人です。だから閉じ介

護をしてても、気持ちはぜんぜん違うんです。

久米：むしろ不愉快よね、言っちゃ悪いけど（苦笑）。正直いってね、
しゅうとめ

呆けた方の奥さんは、私たちには姑じゃないですか。だから「自
み

分の亭主でしょ、だったら黙って看なさいよJって、言いたくなる

のよ。「あなたのお嫁さんはもっと辛い思いをしてるんじゃないのJ

って、皮肉をいいたくなるの。

上智：そうなんですか。（間）じゃあ、支部のなかに「嫁部会」とか、

つくればどうでしょう。

柳沢：でも、それは、そちらさまのご都合ですわね。私たちは嫁の立

場どうしだから、遠慮なく話せるんですのよ。月に 1度、家の外に

出るだけでも、たいへんなのに、それで、なにか他のことで時間を

使われてしまうのはちょっと．．。

久米：それに、そういう介護家族の会だとしたら「お姑さんもいっし

ょにどうぞ！」なんてことになりかねないじゃないですか。そうだ

としたら、それこそ、なんのために苦労して外に出るんだか、わか

らないじゃないですか！

上智：はあ、そうですか。わかりました。とにかく、みなさんのご希

望は社協でも検討させていただきます。

久米：私たち、介護を親戚に頼んで、どうにか、ここまで来たんです

よ。きちんと対応をお願いしますね！

上智：はい、わかりました。（汗をふきながら）

ナレーター：上智さんは中井さんに報告をした。そのときの会話。
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上智：と、いうわけなんですが。

中井：困ったものよねえ。お嫁さん以外にも、実の子どもさんとか、

配偶者とか、いろんな人が介護しているというのにね。まあ、とに

かく、このあいだの県内の市町村社協の会議では、県内の各市町村

に認知症高齢者家族の会をつくっていこうということは決まったの

よ。だから四谷町支部でいいと思うのね。お嫁さんばかりで集まり

たかったら支部のなかに、また嫁部会でもつくったらどうかな。

上智：だから、それは姑さんと同じ会に入っても仕方がないと、言わ

れて。

中井：そんな、自分たちだけ良ければいいなんて気持ちをもってもら

いたくないわよねえ。

上智：でも、みなさん、おっしゃることはよくわかるんですよ。お嫁

さんの立場だけで集まって話せるから、ストレス発散になるといっ

ているのは、たしかだと思うんです。

中井：とはいってもねえ、町長も乗り気なのよ。認知症高齢者の家族

の会ができたら、そこに特別予算がつきそうなの。県内、どこでも

つくっているということで、町長も四谷町にだけ、会がないなんて、

福祉重視の四谷町として恥ずかしいと言っててね。

上智：でも、町長のために、会をつくるわけではないんですから。

中井：そりゃ、そうだけどね（笑）。まあ、それが現実というものなの

よ。でも、町長がやる気になっているときに、パーンと会をつくっ

てしまって、予算をつけてから、あとで、こちらで、いい形に変え

ていくという方法もあると思うのね。

上智：そうですね。うーん。（間）じゃあ、「グループもみじ」の件は

どうしましょう？

中井：困ったわね。とにかく、こんど保健所の川越さんをまじえて話

し合ってみましょう。

ナレーター：保健所のソーシャルワーカ一、 Jll越さんも入って、社協

と「嫁の仲良し二人組Jとが、今後の家族の会の結成の方向を話し

合うことにした。

川越：素晴らしいことじゃないですか、こうやって、ご家族のかたが

自分から積極的に家族の会を作りたいと申し出て下さるなんてね。

柳沢：そういっていただくと恐縮です。私たちは嫁の立場として、や

っぱり、どうして私が老いた義理の父や母を介護しなければいけな
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いのか、認知症ということの戸惑いもありますけれども、そのあた

り、人に言えない悩みがいっぱいあるんです。

久米：そうなんです。この地域には、まだ「年寄りは嫁が看て当然だJ

っていう古い考え方があって、親戚の間でも介護の苦労なんか話せ

ないんで、すよ。閉じ嫁の立場の人だと、それがわかってもらえるで

しょ。私たちは、そういう経験をしたので、同じように地域で嫁の

立場で苦しんでいる人たちと手をとりあって支え合いたいんですよ。

中井：ちょうど、川越さんのところでも認知症の介護者教室を開いて

いましてね、その教室に集まった人たちとも合同で会を作られたら

どうかなって、川越さんとも話していたところなんですよ。

川越：ええ。十数人のかたが集まっていらっしゃるのですけど、みな

さんがたと違って、みんな高齢で f家族の会を立ち上げるなんて、

とんでもない。介護だけで手いっぱいだ」って、おっしゃっている

んですよ。

中井：だから、こちらの介護教室の生徒さんと、みなさんとで合同で

ね、家族の会を作られたらどうかなっていうのが私たちの提案なん

ですね。

柳沢：（上智のほうを見て、ため息をついて）ちょっと、話が違うんじ

ゃないですか、上智さん！

久米：ちゃんと、みなさんに私たちの気持ちを伝えてくれたの！？

上智：あの、それは、ですね．

(6人の場合、以下を読む）

川越：今日、実は、その介護教室の生徒さんの一人である小平さんに

来ていただいているのですね。ちょっと小平さん、なにかおっしゃ

っていただけますか。

問題

あなたが上智さんの立場なら、認知症高齢者家族の会を今後、どの

ように組織化していきますか。グ‘ループで話し合ってみてください。
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8.当事者の組織化②

自主的な住民の活動にどのように公共の社会資源を配分するかとい

うことは公平性の観点から見て、とても重要な問題です。しかし実際

には公平に配分することは難しいことが多く、社会資源を管理する機

関は住民に組織をつくってもらい、そのなかで話し合い、社会資源を

配分させるという方法をとることがあります。たとえば大学が学生の

サークルに補助金を出すとしたら、公平に配分するために学生のサー

クルの協議会をつくってもらい、その協議会で補助金を分けてもらう

わけです。この原理は地域福祉のいろいろな領域で使われていますc

今回のロールプレイでは、その原理の問題点を考えてもらいます。

E役
配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

人数上智桜田飯田辰巳

4人 A B C D 

5人 A B C D 

6人 A B C D 

回

し

し

永

な

な

E

賭

A

E

E

ナレータ一

c 
c 
F 

社会福祉協議会の職員：上智さん

上智大学社会福祉学科卒業のソーシャルワーヵー。ボランティアセ

ンター勤務のあと、今年度から閉じ社会福祉協議会の地域福祉部に転

属したばかり。

ひとり暮らし老人の会（さくら会）：桜田さん

さくら会をつくった人。男性。十年以上前に妻を亡くし、現在、一

人暮らし。

ひとり暮らし老人の会（さくら会）：飯田さん

桜田さんとはシルバー人材センターで知り合った。桜田さんを尊敬

している。現在、一人暮らし。
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老人クラブ会長：辰巳さん

四谷市の繁華街でピルを所有し、郊外で息子夫婦と住んで、いる。孫

が 5人。地域の町内会長を 10年以上つとめてから、地元の人に推さ

れて老人クラブの会長になった。

老人福祉会館職員：月島さん

上智さんと同じく社会福祉協議会に勤め、社会福祉協議会が運営し

ている老人福祉会館の職員になった。

老人福祉会館館長：永田さん

人と人とが対立しているのを見るのが、がまんできない人で、いつ

もなんとか、まるくおさめようとする人。あと数年で定年退職。

台本

社会福祉協議会会議室にて。

上智：本日は、どうもありがとうございました。今日、お集まりいた

だいたのは、老人福祉会館の部屋の利用について話しあいをしたい

ということなんですが、では、経過を、月島さんの方からお話して

いただけますか。

月島：はい。実は、先日、桜田さんの方から老人福祉会館を使いたい

ということで、お話があったんですけど、老人福祉会館は老人クラ

ブの自主管理ということで、どう使うかはお任せしている形にして

おります。ですから桜田さんのほうには、老人クラブの方に入って

いただいてから利用していただきたいと申し上げたんですが1、それ

は困ると桜田さんがおっしゃいまして。

桜田：老人福祉会館っちゅうのは、公共の建物でしょうが。それを老

人クラブが独占するっちゅうのは、変な話じゃないで、すか。

辰巳：老人クラブは公共の団体ですよ。ちゃんと法律にも書いてある

f私がボランティア・コーディネーターだったころ、障害者と健常者のボランティア・グル

ープの結成を手伝いました。そのグループが障害者福祉会館で部屋を借りようとしたら、

会館から「まず障害者団体連絡協議会に加盟してください。その連絡協議会で部屋の使用
の調整をしていますからj と言われました。そのグループは連絡協議会に加盟することを

ためらいました。なぜなら、どんな会なのかまったく知らなかったからです。そんな私の
体験から、このストーリーを考えました。
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んじゃからね。

上智：（桜田さんのほうを見て）老人福祉法の第 13条には、地方公共

団体は老人クラブを援助するようにと書いてあるんですよ。その仕

事を市から受託して、うちの社協がやっているんです。

辰巳：だから桜田さん、あんたも、わしらといっしょにやればいい。

桜田：いやいや、辰巳さん。それは、ちょっと違いますよ。

飯田：うん。ちがう、ちがう。

辰巳：（フヮーッとため息をついたあと）どう違うんだね。

桜田：あんたがたは、ここの町会2のOBじゃろが。辰巳さんも、元町

内会長だし。わしらは、みんな町会には縁がない一入者じゃ。

辰巳：おんなじ年寄りじゃないかい。仲良くやろうじゃないか。（笑）

桜田：いやいや。あんたがたは、地元の人で、土地も自分のものじゃ

ろ？わしらは、たいていアパ｝ト暮らしじゃ。まあ、わしらの仲間

で、老人クラプに行ったことがある者もおるんじゃが、孫の自慢や、

ゲートボールの話やで、ぜんぜん話が合わんというとる。

辰巳：そうかい？じゃあ、あんたがたは何を話しとるんじゃ？

桜田：一人暮らしの年寄りが、アパートで暮らすっちゅうことが、ど

んなことなのか、まあ、あんたがたにはわからんでしょう。火を出

さんでくれとか、早ょう、老人ホームへ入れとか、近所から言われ

て、みんな肩身の狭い思いで暮らしとるよ。

辰巳ごそういうことは大事なことじゃ。ぜひ、わしらの会でも、話し

合いたいと，思っておったんじゃ。ぜひ、わしらの会に来て、そうい

うことを話してくれよ。

桜田：そんなミジメなことを、どうして人様の前でしゃべるかね？

飯田：そうじゃ、そうじゃ。

辰巳：おんなじ年寄りじゃ。明日は我が身じゃ。

桜田：やっぱり、おんなじ境遇の者の聞でないと、しゃべる気にはな

れんもんじゃ。

飯田：うん、なれん、なれん。

上智：それで桜田さんは一人暮らしのお年寄りだけで集まりたいと、

おっしゃるんですね。

桜田：そうじゃよ。あんた、若いのに、ょうわかるのお。

辰巳：そいじゃが、桜田さん、あんた、年寄仲間で、なんと言われと

るか、知っちよるかい？

2町内会のこと。第8章を参照のこと。
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桜田：は、は、は。「女ったらしj とか言われとるんじゃろう。

上智：え？

桜田：（上智に向かつて）いやいや。年寄りっちゅうのは、パーサンが

多いんじゃよ。そのパーサンが、何人も、わしの自宅に集まるじゃ

ろ。それで、そういう近所のウワサがたつわけじゃよ。このあいだ、

たまにくる息子までが「おやじ、女を家に連れ込むのはやめてくれJ

と言いょった。（笑） 3 

月島：それで会館の使用を申し込まれたんですね。

桜田：まあ、わしは何を言われても平気じやけど、「女ったらしのとこ

ろに通っとるJと言われて、泣いとるパーサンもおるからの。それ

に、最近は人数も増えて、わしの家には入りきらん。それで老人福

祉会館なら、みんな集まれるじゃろうと思っとったんじゃが、それ

がダメだとは、どういうことだね？

辰巳：ダメだとは言っとらん。いっしょにやろうと言うとるんじゃ。

桜田：せっかくじゃが、今さっき言うたような理由で、わしらは、あ

んたらとは別に、やっていきたいんじゃ。

飯田：そうじゃ、そうじゃ。

辰巳：わがままじゃのう。

桜田：迷惑はかけんよ。

辰巳：そういうわけにはいかん。もう月曜から金曜まで部屋は使われ

とるんじゃ。

月島：火曜日の午後は江戸川さんの日本舞踊の時間ですよね。あそこ

は、ほとんど人が集まっていなし、から、そこを使ってもらったら。

上智：その江戸川さんというのは？

月島：日本舞踊のお師匠さんだった人でしてね。老人クラブの文化部

の部長をされていて、ずっと会員を対象に日本舞踊をボランティア

で教えていらっしゃるんですよ。

辰巳：江戸川のパーサンは、あの時間に、もう 20年ちかく、あの部

屋を使っとるんじゃ。あれが本人の生きがいになっちよる。集まる

人が少ないというて、やめてもらうわけにはいかんだろ。

上智：何人ぐらい集まっておられるんですか？

月島：まあ、 2人か3人。少ないときは 1人ということもあります。

桜田：あんな広い部屋に 2、3人？わしらは 30人ちかくおるよ。代

わってもらえんかなあ。

3 この話は、実際に「ひとり暮らし老人の会Jの会長さんから聞きました。
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辰巳：わしの口からは、言えんなあ。

桜田：言うてくださいよ。

辰巳：そんなことを言うてみい。怒って、頭に、ガーンと血がのぼっ

て、パーサン、死ぬかもしれんぞ、は、は、は。（笑）

飯田：もう、年じゃし、ええじゃろが。（笑）

辰巳：そんなら、あんたが、わしらの会に入って言えばよろしい。

飯田：ううん、困ったのお。（頭をかかえて）

辰巳：あんたらが、わしらの会に入ったら話は別じゃが、他の会にい

て、それで部屋を譲れとは言えんよ。あの会館は老人クラブのもん

じゃからね。他の団体から部屋を取られたということになったら、

わしは会長として会員に顔むけできん。

桜田：やっぱり、入らんといかんかのお。

辰巳：そうすることだよ。わしらは部会として独居部をつくろうと思

っておった。あんたは、その独居部の部会長になればよろしい。

桜田：こりゃ、こりゃ、独居部とは、また嫌な言い方じゃ（笑）。わし

らは「さくら会j でいい。

辰巳：わしらのクラブは、文化部とか健康促進部とか、そういう感じ

でわかれとるんじゃ。「さくら会Jでは、つりあいがとれん。そうじ

ゃなあ、福祉部でもいいかもしれん。

桜田：うーん、福祉部というのも、もうひとつじゃのう。わしらは、

一λ一人、さくらのように、きれいに散っていきたいと，思っとるん

じゃ。そういう願いのこもった名前じゃからの。

上智：あ、そういう名前の由来なんで、すか。私は桜田さんの名前から

とったんだと，思っていました。

飯田：ちがう、ちがう。

桜田：わしらは、できるだけ平等にしようということで、会長とか副

会長とかは、おいとらんのじゃ。会費も、とくに取ってはおらん。

ときどき寄付じゃなんじゃと、金が入る。いまのところ、それで充

分なんじゃ。

辰巳：うちの下部組織になったら、そうはいかんよ。会費は月 300円

だけじゃが、払ってもらうよ。それと役員を選んでもらうよ。月 1

回の全体の役員会議があるから、それに下部組織の代表として出席

してもらうよ。

桜田：そういう面倒くさいことは、大嫌いなんじゃ。

飯田：ほんに、イヤじゃのう。

辰巳：それでは組織はやっていけんよ。
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桜田：わしらのところは、組織じゃないんだよ。

辰巳：ちゃんとした組織じゃないと、世間では通用しないよ。

桜田：通用するもしないも、わしらは、ただ同じ境遇の者どうしで集

まって話し合いたいだけなんじゃ。その場所を借りたいだけなんじ

ゃ。それだけなのに、なんで、そこまで、ややこしいことをしなけ

ればいかんのかのお。

飯田：うん、うん。

月島：私たちとしては、地域のお年寄りが、自主的に地域の資源を使

っていただくためには、お年寄り自身の管理によって、その資源が

活用されることが理想だと考えたんです。それで地域のお年寄りの

大部分が加入されている老人クラブと連携しながら、会館の運営を

やっているんです。

桜田：もっと、弱い者の味方になってほしいもんじゃ。

飯田：まったくじゃ。

辰巳：おい、おい、変なことを言わんでくれ。わしらが、いつ、あん

たらの敵になった？わしらは、いつでも協力すると言うとるのに、

あんたが勝手に拒否しているだけじゃないかえ？

上智：桜田さん、集まる場所なら、公民館とか、他にあるでしょ？

桜田：公民館も、いっぱいじゃよ。それに公民館の職員から、どうし

て老人福祉会館を利用せんのかと言われとる。それに老人福祉会館

は、保健師さんもいて健康相談もできるし、駅にも近いし、年寄り

にとってはやっぱり便利なんじゃよ。

辰巳：あんたが意地をはってないで、わしらの会に入れば、部屋を貸

してやるよ。

桜田：なんか、変な言い方じゃのう。それじゃあ、公共の建物の私物

化じゃないかえ？

辰巳：老人クラブそのものが、年寄りみんなの団体なんじゃよ。その

団体が会館を管理しとるんじゃ。理想的な形とは思わんかい？

(6人の場合、以下を読む）

月島：永田館長、どう思われますか。

問題

みなさんが上智さんの立場であれば、桜田さんと辰巳さんに対して、

どのような提案をしますか。グループで話しあってください。
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9.当事者組織の運営①

当事者が団体をっくり、さまざまな地域福祉の活動をすることが増

えています。ソーシヤルワーカーは、必要に応じて、その活動を支援

していくことが求められるでしょうし地域で活動する当事者組織を支

援することは社会福祉協議会の役割として以前から言われてきたこと

です。実際には、そうした当事者組織に補助金を出したり、広報紙の

編集、印刷を手伝ったり、事務局のスベ｝スを提供したりすることに

よって援助がなされています。

しかしながら、これからのソーシャルワーカーは、そうした財政的・

物理的な支援だけではなく、むしろ組織づくりに関する専門家として

組織の運営についての専門的アドバイスを行なう役割も求められてく

るように思われます。今回のロールプレイは、そういう未来型のコミ

ュニティワーカーの役割を考えてみるのが目的です。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。
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四谷町社会福祉協議会の職員：上智さん

上智大学社会福祉学科出身の社会福祉士。当事者が組織をつくり、

その組織が地域福祉の中心になるべきと考えている熱いハートの新人

ソーシヤノレワーカー

「たんぽぽの会」の会長：青山さん

小学6年生の息子が車椅子を使っている。息子が友達とハイキング

に行くことができなくて悔しい思いをしたことから、赤坂さんといっ

しょに「たんぽぽの会jをつくった。「たんぽぽの会」は、障害児をも
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つ父母で構成される会で、外出する機会の少ない肢体不自由児の子ど

もをつれてみんなで遠出をすることを主な活動としている。

「たんぽぽの会Jの事務局長：赤坂さん

青山さんと養護学校で知り合った。やはり小学6年生の娘が車椅子

を使っている。青山さんの同志。

「たんぽぽの会Jの会員：田原さん

最近、「たんぽぽの会Jに入会。「たんぽぽの会」のありかたに疑問

をもっている。小学3年生の子どもは肢体不自由という障害があるが、

知的な障害もある。子どもは普通学級に通っている。

「たんぽぽの会」の会員：池山さん

「たんぽぽの会」の会員だが、行事に参加するだけの参加にとどま

っている。子どもは車椅子を使用している小学 1年生。知的な障害も

ある。

田谷町社会福祉協議会の職員：；本橋さん

上智大学社会福祉学科出身で、社会福祉士。上智さんの頼りになる

先輩である。

台本

ナレーター：社会福祉協議会の会議室にて。「たんぽぽの会Jの総会が

開かれていて、会長の青山さん、事務局長の赤坂さんが議事の進行

をしている。出席者は田原さん、池山さん他、その他大勢。上智さ

んもオブザーパーとして参加している。

青山：以上、赤坂さんから今年の年間予定の案を出していただきまし

たが、みなさんのほうからご意見があれば．．．。

田原：（すぐ手をあげて）あ、いいですかあ。毎年、「たんぽぽの会J

では一泊のキャンプがありますよねえ。今年は、それが無くて、日

帰りというのは、どういうことなのでしょうかあー。

赤坂：あ、それはですね、例年いっしょにやっている役員が、今年は

参加できないことになってしまいまして、それで一泊のキャンプの

準備をするだけの人手がないと考えたわけですよ。

田原：はあ、それで日帰りのほうが楽だろうと考えたわけですねえ。
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赤坂：まあ、そうです。

田原：会員のなかから、もっとボランティアを募るとかしたら、どう

なんですかあー。

赤坂：それが、なかなかねえ。

青山：広報で、いつも呼びかけてはいるんですが、なかなか反応がな

くてですね．．．

田原：電話で、一軒、一軒、聞いてみたらどうなんですかあー。「ちょ

っと人手が足りないんだけど、手伝ってもらえませんか」ってね。

池山：あのう、私のところは、まだ子どもが小さいので、どこまでお

手伝いできるかわかりませんけど、言っていただければ、雑用とか

させてもらいますけど．．．

田原：私も、いままで連絡しなくて申し訳なかったですけどお一、ま

あ、キャンプも企画できないほどなんじゃ、どーしようもないじゃ

ないですかあ。言ってもらえたら、手伝いますよぉ一。

青山：ああ、ありがとうございます。（困った顔をして）

赤坂：あのう、他のかたのご意見は、どうでしょうか。

（ボソボソと「お手伝いしたいんですけどねえ、ちょっと忙しくてj

という声が聞こえる。）

田原：（ボソボソ言っている会員のほうに向かつて）みなさんねえ一、

自分たちを、お客さんと思っていませんかあー？青山さんや赤坂さ
まか

んに、何もかもお任せしちゃって、自分たちだけが忙しいんじゃな

いんですよぉー！ （叱りつけるように）

（シ｝ンとして、白けた空気が流れる。）

青山：（その場をとりつくろうように）まあ、これもボランティア活動

ですからね。無理に、強いられてするものでもありませんから。

赤坂：今年は、様子を見るということで、日帰りの旅行にする。そし

て来年は、またボランティアが増えたら、一泊にするということで

どうでしょうか。

（パチパチと、まばらな拍手）

青山：じゃあ、そういうことで、よろしいでしょうか。では、次の話

題に移りますが．．．

ナレーター：会議のあと、田原さんが憤慨した様子で、上智さんに話

しかけた。周囲には誰もいない。

田原：もう、ひどいものですよね。会長も赤坂さんも、やる気あるの
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かなあ（苦笑しながら）。

上智：一泊のキャンプは中止ですってね。

田原：あれを、一番の楽しみにしているっていう会員は、たくさんい

るんですよ。役員は会員の声を、きちんと聞いているのかなあ。

上智：でも、手伝ってくれる人が少ないっていうことですから、仕方

が無いですよね。

田原：私からみれば、手伝ってくれる人がいないというより、自分た

ちのやる気が無くなってしまっているんですよ。さっさと役員を辞

めたらいいのにねえ！

上智：役員の改選っていうのは、あるんでしたっけ。

田原：そういうのは、ないですよ。誰も役員なんてなりたいと思って

ませんから、選挙もないし、だから改選もない。自分たちで辞めた

いと言わなければ、ずっと役員をやり続けるんですよ。

上智：青山さんは「たんぽぽの会j を結成した会長さんだから、もう

会長は6年ぐらいされていますよね。

田原：役員に若手を入れないとダメですね。上智さん、ちょっと青山

会長とか、赤坂さんに意見してくれませんか。このままじゃ、「たん

ぽぽの会jは活動が停滞してしまいますよって。

上智：そんなこと、私は言えませんよ。（苦笑して）

田原：機会があったらね、言ってください、お願いしますよ。

ナレーター：それから数日後、青山さん、赤坂さんが社会福祉協議会

の上智さんから、活動補助金を受け取るために応接室にやってきた。

上智：なかなかボランティアが集まらないということで、ご苦労され

ているみたいですね。

赤坂：そうなんですよ。（苦笑して）

上智：田原さんなんかは、どうなんですか。やってくれそうな感じで

すけど。

青山：ああ、あの人ね。あの人はやる気たっぷりですよね。

赤坂：ハハハ（笑）。でも、「あの人が役員になったら、私は役員をや

める」という人も多いんですよ。私も、正直言って、あの人が役員

になったら、事務局長は考えさせてもらいますよ。

青山：やる気はあるのですけど、万事、あの言い方でしょ。だからね、

あの人が一人、役員に入ると、逆に、たぶん何人かの人は役員をや

めますよ。とすると、トータルすると、田原さんには入ってもらわ
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ないほうがいいんですよ。

赤坂：難しいところですよね。若い人たちにも、役員に加わってもら

いたいんだけどねえ。

上智：池山さんなんかは、どうですか。

青山：いいけど、子どもが小さいでしょう？

上智：小学 1年生でしたつけ。

青山：だから無理だと思うんだ。まだ、子どもに手がかかるから。

上智：そうですよね。

青山：私たちのところは、子どもは、もう 6年生だからさ、なんとか

なるわけ。でも、 1年生じゃあねえ。手間がかかりすぎるからね。

上智：でも、雑用があれば、させてもらうって、おっしゃっていまし

たよね。

赤坂：雑用を頼むというのは、逆にたいへんよ。単純な雑用なんて、

そんなにないし、あったとしても、わざわざそれを電話で説明して、

郵便で送るなんていう手間をするよりは、自分で、ゃっちゃったほう

が早いし、間違いも無いんですよ。メインの仕事は、どこで宿泊す

るか考えたり、一泊したときに何をしたらいいか企画を考えたり．．．

要するに時間がかかって、しかも責任が重い仕事でしょ。そういう

のは、誰もやってくれない。手足になって、言われたことだけをす

るという下働きのボランティアは簡単にみつかるのだけどね。

青山：あ、私、午後から仕事があってね、じゃあ、ここで失礼します。

（赤坂さんに向かって）総会のまとめに関しては、またお電話しま

す。では．．． （と言って、その場から立ち去る）

赤坂：じゃあ、失礼します（と、青山に会釈する。青山が立ち去るの

を見届けてから）。会長も善人だよねえ（笑いながら）。

上智：え？どういうことですか？

赤坂：人のこと、悪く言わないで、しょ。「子どもが小さいから、手伝え

ないのは無理もない」ってね。でも、そんなのウソだよ。

上智：ウソって？？（びっくりして）

赤坂：私も会長も、この会をつくったのは、子どもが小学1年生のと

きだったわけですよ。ちょうど池山さんのところの子どもさんと同

じ歳だったね。会をつくるときは、たいへんだったけど、それでも、

やる気さえあれば、できるもんなのよ。

上智：はあ．．．

赤坂：要するに、みんな利己主義なのよね。ハイキングをするとなる

と喜んで参加するくせに、企画して準備する立場には誰もなりたく
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らく おい

ないのよね。ずるいよね。「楽して、美味しいところだけをいただこ
こんたん

うj っていう魂胆でしょ。みんな同じように障害のある子どもをか

かえているんだから、自然と仲間意識が出てきて、「じゃあ、次は私

が役員をやりますJって、声がどんどん出てくるはずだと思うんだ

けど、さっぱり、それが出てこないのよねえ。

ナレーター：また数日後、上智さんは四谷町の福祉まつりに、親子づ

れで参加している池山さんに偶然会った。そのときの会話。

池山：私、「たんぽぽの会」をやめようと思っているんですよ。

上智：え？どうしてですか？（びっくりして）

池山：だって、一泊のキャンプもないようだったら、入っていても意

味がないと思って。日帰りだ、ったら、家族でできますものね。それ

に、やっぱり欠席すると悪いかなと，思って、忙しいのに総会に出た

ら、「何もしていない、お客さんでいいのか！ Jなんて叱られてしま

ったし、恐いですよね、あの会．．． （笑いながら）

上智：池山さん自身、役員になって、一泊のキャンプを企画されたら

いいのに．．．

池山：私のところは子どもが小さいし、とても、役員なんかできる状

態じゃないですよ。

ナレーター：「たんぽぽの会」について、ざっくばらんに話し合えない

かということで、上智さんは「地域の障害児たちのレクリエーショ

ン活動についてご意見をお聞きしたい」という名目で青山さん、赤

坂さん、田原さん、池山さんに声をかけて集まってもらった。展開

が不安なので、本橋さんにも出席してもらった。一通り意見を聞い

たあと、「たんぽぽの会Jについて話し合いたいと思った上智さんは、

以下のように口火を切った。

上智：ありがとうございました。実は、みなさんもおわかりでしょう

けど、今回、みなさん「たんぽぽの会Jのかたがたなのですね。で、

社協は「たんぽぽの会Jを支援させていただいているのですが、ま

あ、どういうふうな支援が求められているのか、そういうことにつ

いてのご意見もおうかがいしたいのですが。

(6人の場合、以下を読む）
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本橋：田原さんからでも、どうでしょうか。ご意見をお聞きしていい

でしょうか。（以下、 6人の場合、本橋さんが司会をする）

問題

このままでは「たんぽぽの会」は不活発な会になってしまうかもし

れません。あなたが上智さんなら、この会にどのようなアドバイスを

しますか。グループで話し合ってみましょう。
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10. 当事者組織の運営②

当事者組織を非営利団体としてどういう方向に進めていくか、その

方針で意見が分かれることがあります。以下の台本は、 2005年にアメ

リカで私が行なった病気の子どもの親の会を対象としたインタピュー

調査の結果をふまえて作ったものです。日本も、非営利団体への専門

職としての就職がアメリカ並に増えてくると同様の問題が出てくると

思いましたので、ここにあげておきました。

E役
配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。
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田谷町社会福祉協議会の職員：上智さん

上智大学社会福祉学科出身の社会福祉士。当事者が組織をっくり、

その組織が地域福祉の中心になるべきと考えている熱いハートのソー

シャルワーカー。

「たんぽぽの会Jの名誉顧問：青山さん

「たんぽぽの会Jをつくった中心人物。障害のある息子は高校3年

生。高校卒業後の進路を気にしている。

「たんぽぽの会Jの会長：赤坂さん

青山さんを補佐して「たんぽぽの会」をつくった人。やはり高校卒

業をむかえた高校3年生の娘がいる。

「たんぽぽの会」の事務局長：田原さん

子どもは障害の原因にもなった病気で数年前に亡くなった。それ以
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降、その喪失感を癒すベく「たんぽぽの会」の事務局長に立候補した。

田原さんの、私財を投げ打つての全力投球のおかげで「たんぽぽの会J

はNPO法人をとり吾妻さんという専属職員を得ることができた。

『たんぽぽの会jの職員：吾妻さん

大学では経営学を学んできた。本人は非営利団体の経営が専門と考

えている。念願の福祉 NPOに就職できたが、周囲の人は自分を理解

してくれていないと感じている。

「たんぽぽの会Jの会員：池山さん

「たんぽぽの会」結成当時からの会員だが、行事に参加するだけの

参加にとどまっていた。やはり障害児親の会「グループ・ひまわり j

の会員でもある。

台本

ナレーター：前回のロールプレイから 6年後。 NPO法人「たんぽぽ

の会」事務室にて。「たんぽぽの会」の事務局会議が聞かれていて、

上智さん、池山さんがオブザーパーとして参加している。

田原：今日、わざわざ社協の上智さんにも事務局会議に出てもらった

のは、ちょっと四谷町関連の話があってですね．．．吾妻君、説明し

てくれる？

吾妻：はい。実は、四谷町の障害児の親の会で「グループ・ひまわり j

という会がありまして、そこから、私たちのところに問い合わせが

あったんですね。それは、この「療育ハンドブック」を会員分だけ、

ゆずってほしいということだ、ったんです。

赤坂：まあ、そういうのは、閉じ親どうしでしょ。私は、そういう電

話をうけて「じゃあ、何冊、お入用ですか、送りますよ。費用なん

かは要りません」と答えたわけですよ。ところが、田原さんも吾妻

さんも、ちょっと意見が違うみたいで．．．。

吾妻：僕はまだ、この会で働かせてもらって聞がないですし、差し出

がましいことも言えないんですが、大学で経営学を学んできた立場

から言えば、非営利団体でもお金はとても大事だと思うんです。

田原：そうですよ、赤坂会長。会長は、みんなに優しすぎ、ますねえ（皮

肉っぽく）。

青山：赤坂さんは、やっぱりみんな閉じ親どうし、助け合おうという



ロールプレイ 241

気持ちなんですよ。

赤坂：もう、そういう考え方は古いんでしょうかね。（苦笑して）

田原：この「療育ノ、ンドブックJをつくるのには、かなり金がかかっ

ているんですよ。ご存知のように、この吾妻君が何日もかけて情報

を集めて整理してくれてはじめて、これだけの本をつくることがで

きたわけですよ。親だけの力では、とてもじゃないが、できないで

すよ。

赤坂：いやあ、それはもちろん認めてますよ。

田原：で、この私たちの会の職員の吾妻君がつくったということは、

吾妻君の賃金を私たちの会で支払っているということですから、そ

れだけ、お金がかかっているということですよ。

吾妻：そうですよ。だから、きちんと料金は請求すべきですよ。こう

いう本を売ることが、これからの「たんぽぽの会Jの重要な資金源

になってくると思いますよ。

青山：まあ、そうは言ってもね、その君の賃金だって、地域や企業か

らの寄付金が一部、入っているわけだからね。いわば、市民の善意

からいただいたお金でつくったものなんだから、それをまた売って、

こっちが稼ごうなんて．．．私は抵抗あるなあ。

赤坂：だいたい私たちは非営利団体なんだからね、儲けを考えてはい

けないと思うんだけどなあ。

吾妻：非営利団体というのは、そもそも利益を団体の構成員個人の間

で分配しないということなんですよ。株式会社だと利益は株主に分

配しますよね。それに対して、非営利団体は利益があがっても、そ

れを団体の事業の発展に使えぽ、それは非営利の定義に反しないん

ですよ。

赤坂：理屈はそうでもね、私たちはお金儲けのために、こういう活動

をやっているわけじゃないっていうことですよ。（不愉快そうに）

上智：まあ、今回は本代を支払ってもらったら、いいんじゃないです

か。わずかな金額なんでしょ。

田原：いやあ、上智さん、それが問題でね。この本代はたしかにわず

かなものなんだけど、これが「グループ・ひまわりJとの関係を象

徴しているんだなあ。

吾妻：そうなんですね。私が職員になってから「グループ・ひまわりJ

のメンバーらしい人たちから、いろいろ個別の相談も受けています。

在宅での生活の相談とか、こんど勉強会を開くんだけど、いい講師

を紹介してくれとかね。
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田原：だからね、私は言うんですよ、そういう相談をするんなら、ま

ずは「たんぽぽの会」に入って、会費を払ってくれって。

吾妻：そこで私が田原さんや赤坂さんに提案させてもらったのは「グ

／レープ・ひまわり」を、そっくりそのまま「たんぽぽの会Jの支部

にできないかっていうことなんですよ。

青山：え？（驚いて）だ、って、「グ‘ループ・ひまわり jは、うちの会よ

りもずっと歴史があって、この分野では先輩なんだよ。

田原：団体は古ければいいっていうもんじゃないですよ。

青山：でも、やっぱり、それはねえ．．． （考え込む）

吾妻：日本の銀行も合併して強くなりましたでしょ。あれと同じです

よ。これからの福祉も競争の時代ですからね。強い組織が補助金を

多くとって生き残る時代なんです。ですから、吸収して大きい団体

をつくって社会的に力をもつことが大事だと思います。

赤坂：銀行と、私たちの親の会とは全然ちがう話じゃないの？（笑い

ながら）

吾妻：同じですよ。経営戦略を練るという点では閉じです。「たんぽぽ

の会Jは肢体不自由児中心で、「グ、ループ・ひまわり」は知的障害児

が中心という違いはありますが、合併することで、地域の障害児問

題をカバーする大きな団体になれます。

青山：まあ、そこまで言うのなら、私も言わせてもらうけど、最近、

私のところに会員からの苦情の電話が入るんだよ。事務局の対応が

いかにも事務的で冷たいってね。
ぷぜん

田原：それは心外ですね。（悔然として）

青山：たとえば「赤坂さんが事務局にいたときは良かった。電話で相

談すれば 1時間も 2時間も話を聴いてくれた。あれで救われた」と

いう声もあるんですよ。

吾妻：でも 2時間も一人の人の電話相談で電話がふさがっていたら仕

事になりませんよ。

赤坂：まあ、それはそうだわね。わかりますよ。（笑）

青山： 2時間というのは極端な話でしょうけど、それにしても、テキ

パキしすぎて冷たい印象があるらしいよ。

吾妻：それは私が「障害をもっ子どもの親jではないということじゃ

ないですか。

青山：それもあるかもしれないね。

吾妻：それは僕には、どうしようもないことですよ。ただ、私から言

えば、親どうし傷をなめあって慰めあっていたって、何も解決しな
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いということですよ。

田原：そうそう。

赤坂：いまは「ピア・サポータ一行ということで、同じ親の立場で電

話の相談を受けている人が事務局にいるんだから、その分はカバー

できているんじゃないの？

青山：それがね、赤坂さん、「ピア・サポーターjをしている人から聞

いたんだけど、やっぱり「ダラダラ長く電話をしていないでほしいJ

と吾妻君あたりから言われるらしいのね。

吾妻：ええ、言いましたよ。だって、 2時間電話をしても実績として

は1件ですよ。 2時間あれば、一回6分の電話相談を 20件受けるこ

とができるんですから。

田原：つまり、吾妻君は統計を出したときの相談件数を問題にしてい

るわけですよ。

青山：わからないなあ、どうして相談件数がそんなに大事なの？

吾妻：相談件数は大事ですよ。その数字が大きければ、福祉基金から

助成金を獲得できる確率が高くなるんですよ。
あ書

青山：（呆れたように）ああ、またお金の話なのね．．．。

吾妻：（カチンときたように）ええ、お金の話です！福祉にはお金が

必要です。どんな事業にだってお金がかかるんですから！ この「療

育ハンドブックJもお金があったからこそ作れたんです。

田原：この吾妻君は、助成金申請書を書くのがとても上手で、ね。吾妻

君が来てくれてから、あちこちからの財団から、ボンボンとお金が

下りてきたよ。たいしたもんだ。

吾妻：ああいう申請書を書くにも実績が大事なんです。それも言葉だ

けの実績ではなくて、きちんと数字で示せる実績がね。だから相談

件数もできるだけ多くなるようにするべきなんです。

青山：でも「ピア・サポーターjは、みんなボランティアで来てくだ

さっているんだよ。お金で雇っているわけではないんだよ。

田原：それでも電話線を維持するのにはお金がかかりますしね。この

事務所を維持するにも、かなりかかっているんですからね。

吾妻：たとえば、うちの会報ですが、会費を何年も滞納している人に

も送っていますよね。あれも整理したいと思っています。あれで郵

送費がかなり節約できます。

青山：子どもさんのことで頭がいっぱいで、郵便局に払い込みにいく

1 Peer Supporter。同じ立場で支える人のこと。ピア・カウンセラーと同じような意味で使
われる。
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余裕がないという親御さんもいるんだよ．．

吾妻：でも、それじゃあ、きちんと会費を払っているかたに対して申

し訳ないですよ。これからは会費を払うメリットを強調して、会費

をこれだけ払ったら、これだけ得なんだということが目に見えるよ

うにしておきたいですね。

田原：会費だけじゃなくて、これからは、会員には募金活動にもね、

積極的に参加してもらわなければいけないね。

吾妻：そうですね。私たちの援助を待っている人はまだまだたくさん

地域にいるんです。その人たちに手を差し伸べるには、お金がもっ

ともっと必要なんです。

田原：ま、そういうことですね、要するに、これからの福祉団体は資

金が大切だし、資金を集めるためには、ウチは他の福祉団体よりも

力があるんだということを地域社会にアピールしなければいけない

と思うわけですよ。そのためには、ぜひとも「グループ・ひまわり j

との合併をすすめたいので、それを社協のほうから提案してもらい

たいわけですね。やっぱり、私たちのほうから直接、話を出すわけ

にはいかないですからね。

上智：ええっと、それは．．

(6人の場合、以下を読む）

上智：あの、実は、そういう「グループ・ひまわりJに関係したこと

だと事前に聞いていたものですから、池山さんにも来ていただきま

した。池山さんは「グ、ループ・ひまわりJの会員でもあるのですね

（知らなかった、とばかりに、他の人から驚きの声）。池山さん、ど

う思われますか。

問題

吾妻さんの考え方は、いまの日本ではとても新しいものだと思いま

す。この考え方について、みなさんが良いと，思った点、悪いと思った

点、（良いのか悪いのかわからないが）興味深く，思った点をそれぞれグ

ループで話しあってください。
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11. 当事者の相談活動①

ピア圃カウンセ

リング

当事者が相談話動の担い手になることが、多くの福祉現場で行われ

始めています。当事者が専門職とは違った立場で相談活動を行うこと

をピア・カウンセリング唱といいます。しかし、これも事業の進め方を

間違えると、いろんな問題が出てきます。 1990年代半ばごろ聞いた実

話をもとに、このストーリーをつくってみました。

E役
配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

数

人

人

人

』
ノ

4

5

6

糊

B

B

B

珂

A

A

A

鳩

D

D

D

糠

c
c
c

市谷飯田

D B 

E E 

E F 

ナレーター

B 

B 

F 

精神保健福祉

相醸員

四谷保健所の精神保健福祉相談員2：上智さん

上智大学社会福祉学科出身の精神保健福祉士。この保健所にはPSW

が一人しかいないので、四谷地区の精神保健福祉はすべて自分の肩に

かかっていると思い、全力で頑張っている責任感の強い女性。

四谷保健所所長：神田さん

公衆衛生学が専門の医師。上智さんに期待しているが、表面的には

彼女には厳しいことばかり言う人。

四谷保健所を利用している精神障害者：秋葉さん

30代後半の独身男性。保健所のデイケアにしばらく通っていたが、

！安積遊歩・野上温子編（1999）『ピア・カウンセリングという名の戦略』育英合
Z 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第48条で規定されたソーシャルワーヵーで、
精神保健福祉センターや保健所で働く。精神保健福祉士の資格か、それに準じる資格が必
要であることが同じ第48条で定められている。
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最近、デイケアを卒業し、いまは精神障害者授産施設sで働いている。

四谷町社会福祉協議会の福祉活動専門員：水橋さん

上智大学社会福祉学科出身で上智さんの先輩でもある。同じ地域に

上智出身のPSWが赴任してくれたことを喜んでいる。

いちがや

四谷保健所の保健婦：市谷さん

上智さんと同期で四谷町に就職した。上智さんの良き飲み友達。社

会福祉のこともよくわかっている。

四谷町に住んでいる精神障害者：飯田さん

秋葉さんとはほとんど面識がない。地域で長く、精神障害者のグル

ープ活動（すみれの会）をしている。行政機関と関係をもってこなか

ったので、上智さんもこの会については知らなかった。

台本

ナレーター：上智さんは、大学で、障害者が障害者自身の福祉のため

に活動することの意義を学び、機会があれば、ぜひ、それを実践に

使いたいと思っていました。彼女が目をつけたのは秋葉さんでした。

そして、デイケアの卒業生の集まりに秋葉さんがいるのをみつけて

自分の考えを話すことにしました。保健所デイケアルームにて。

上智：秋葉さん！

秋葉：あ、上智さん。お元気ですか？

上智：ええ、元気よ。秋葉さんは？

秋葉：まあまあですね。仕事きついけど。

上智：ところでさあ、ピア・カウンセリングって知っている？

秋葉：聞いたことは、あるけど、障害者が障害者の相談を受けるって

いうのでしょ？

上智：そうそう。あれ、やってみない？ どう？

秋葉：え？ぼくがですか？へええ、できるかなあ。（笑）

上智：できる、できる。秋葉さんなら、できるわよ。

S精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第50条の2で規定された精神障害者社会復帰

施設のひとつ。



ロールプレイ 247

秋葉：実は、まえから、やってみたかったんですよ。（笑）

上智：なあんた、（笑）。じゃあ、やってみようよ。

秋葉：でも、どうやってやるんですか。

上智：私、資料を持っているの。それ、見せるから。いっしょに勉強

しない？

秋葉：ええ、じゃあ、よろしくお願いします。

上智：じゃあ、決まった！秋葉さんは四谷保健所のピア・カウンセラ

一第 1号よ！

秋葉：へええ、そうなんですかあ。ははは。（とても嬉しそうに笑う）

ナレーター：上智さんは、さっそく秋葉さんと秋葉さんの仲間数人を

集めて、ピア・カウンセリングの勉強会を開きました。ひと通りテ

キストをみんなで読み終わると、秋葉さんは勉強したことを活かし

て、ぜひ、カウンセリングをしたいといい始めました。上智さんは、

そんな秋葉さんを応援することを約束して、それを保健所長の神田

さんに伝えました。保健所長室にて。

上智：どうでしょう。この保健所で、ピア・カウンセリングの場所を

設けたらいいと思うんですが。

神田：でも、あなた、それは行政の仕事じゃないでしょう？

上智：そうでしょうか。

神田：行政には、ふさわしくないと思うよ。社協の仕事だね。

上智：はあ。

神田：だって、そうでしょ？患者が相談を受けるんでしょ。それを住

民が保健所の相談と区別できなかったら、たいへんだよ。そんなこ

とは、ここではできないね。社協に聞いてみなさい。

上智：はい。（小さな声で、下を向いて）

ナレーター：上智さんの夢は、はやくも挫折しかけました。ところが

上智さんの先輩で四谷区社会福祉協議会に勤めている水橋さんがい

ることを思い出しました。その人に電話をかけ、会ってもらうこと

にしました。社協事務所応接室にて。

水橋：どうぞ、どうぞ。

上智：すみません、お忙しいところ。

水橋：いえいえ。でも、いいことじゃないですか。障害者自身が障害
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者福祉に参加するなんて、地域福祉の理想ですよね。いえね、実は、

うちで管理させていただいている福祉会館で、精神障害者のピア・

カウンセリングのコーナーを設けたらどうかという話が、もう、す

でに出ているんですよ。

上智：え？そうなんですか。

水橋：ええ。いいタイミングでしょ（笑）。で、いったい誰が、その、

当事者としてピア・カウンセリングをできるのかというと、われわ

れとしては、まったく心あたりがなかったんですよね。家族会があ

ることは知っていますが、患者本人の会が、この地域にあるのかど

うか、こちらとしては把握していなかったので困っていたところだ

ったんですよ。

上智：はあ。

水橋：だから、こちらとしても、とてもいいお話だと，思っているんで

す。会館の事務局会議は来週ですから、私の方から、こういうお話

が保健所の方からあったということで出しておきますよ。まあ、だ

いじようぶだと思います。

上智：ぜひ、よろしくお願いします。

ナレーター：それから 1年がたった。保健所近くの安い飲み屋にて、

上智さんと保健婦の市谷さんが飲んでいた。

上智：もう、あたし、どーしよう。泣きたいわ。（と、ジョッキを飲み

干す）

市谷：また、例の、秋葉さんのこと？

上智：所長ったら、もう、カンカンなの！あなたが言い出したことな

んだから、あなたが責任とりなさい！って。でも、私にどうしろっ

ていうのよ、もう！ （食べおわった枝豆を灰皿に叩きつける）

市谷：所長さん、なんでいっているの？

上智：秋葉さん、熱心なんだけど、熱心なあまり、いろんな人と衝突

しちゃって、障害者たちのなかでも孤立しちゃっているのよ。

市谷：デイケアのメンバーも秋葉さんのところに相談に行くひとは、

ほとんど、いないみたいね。

上智：なんかね、このあいだ、初めて精神病院に入院する体験をした人

が、それで悩んで相談にきたら、「なに言っているんだ！オレは、

もう 5回も入院したことがあるんだぞ！ Jって、どなったみたいな

の。相談した相手は、すっかり落ち込んでしまって。
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市谷：秋葉さんも、きっと励ますつもりで、言ったんでしょうけど、そ

れは、ちょっと、マズイわよねロ

上智：水橋さんには「保健所で訓練を受けたと聞いたから、相談員に

なってもらったのにJって、苦情を言われて、それが噂になって、

うちの所長の耳にまで届いたのよ。ああ、もう私の信用はだいなし

だわ。

市谷：噂って、大きくなったりするものね。

上智：この地域にも実は、精神障害者のグループがあるみたいなの。

市谷：へえ。知らなかったわ。

上智：私も知らなかったんだけど、秋葉さんのことがきっかけで、そ

の苦情がその団体から福祉会館に出されたらしいの。「秋葉さんが、

やっていることはピア・カウンセリングじゃない。だから自分たち

に秋葉さんの代わりに相談活動をさせてほしいJって、申し入れが

あったのね。福祉会館としては保健所とのつながりもあるから、秋

葉さんを、やめさせることはできないと考えてみるみたいだけど、

いまのままでいいとも思っていないみたいなの。

市谷：それも、もっともかもね。秋葉さんに、それとなく伝えてみた

ら？

上智：いまの秋葉さん、福祉会館に相談室をもって、そこが自分のオ

フィスになっているって感覚なの。「ピア・カウンセラー」なんてい

う名刺ももって、あちこち配っているものね。もう、それが、いま

の本人の最大の生きがいなのよ。だから辞めさせるなんて簡単なこ

とじゃないのよ。それに「障害者のことは障害者にまかせてくださ

しリって、最近は、私の言うことも聞いてくれないの。所長からは

怒鳴られるし、水橋さんからは苦情を言われるし、地域の障害者団

体からは秋葉さんの黒幕みたいに思われているのよ。私、どうすれ

ばいいんだろう？

ナレーター：保健所長の神田さんは、秋葉さんのことが問題になって

いるということを知って、上智さんに関係者を集めて話し合うこと

を提案しました。（以下、 4人の場合は、上智、秋葉、水橋、飯田、

5人の場合は、それに神田さん、 6人の場合はそれに市谷さんを加

えて、会議をやってみてください。）

上智：えー、今回は、みなさま、お忙しいなかをありがとうございま

した。今日は四谷町の精神障害者のピア・カウンセリング活動につ
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いて話し合いたいということで、関係者のみなさまに集まっていた

だきました。私、四谷保健所でソーシャルワーカーをしております、

上智と申します。じゃあ、こんな感じで、初めてのかたもいらっし

ゃると思うので、簡単に自己紹介していただけますか。

秋葉：秋葉です。四谷保健所で訓練をうけた「ピア・カウンセラー第

一号」ということで、よろしくお願いします。

飯田：飯田と申します。いま、さっき「ピア・カウンセラー第一号j

とおっしゃったようですけど、私たちの「すみれの会jでは、もう

10年も前から、ピア・カウンセリング活動を四谷町で、させていた

だいています。で、地域の仲間からは、大きな支持をいただいてい

ます。ですが、四谷町に一つしかない福祉会館で、秋葉さんが、ほ

とんど唯一人のピア・カウンセラーとして働かれているということ

で、これは、どうなのかな、と思って、先日、福祉会館のほうに問

い合わせをさせていただいたわけです。

秋葉：私は、精神保健福祉士のかたによる正式な訓練を受けたピア・

カウンセラーの第一号だ、ということを申し上げただけです。ただ

障害者どうしで相談しあっただけでは、ピア・カウンセリングには、

ならないと思いますのでね、一言、申し上げておきます。

（気まずい空気が流れる）

水橋：まあ、いまさっき、飯田さんからもお話がありましたように、

具体的には、私どもの福祉会館での相談活動のありかたをどうしょ

うかということなんですね。

秋葉：やっぱり、「資格」のないかたに相談活動をまかせるわけにはい

かないと思いますよ。

飯田：私も精神障害者なので、そのピア・カウンセラーの「資格Jは

あると思いますけど。

秋葉：そうじゃなくて（苦笑しながら）、やっぱり上智さんのような専

門家による訓練を受けたかどうか、それが問題だと思いますよ。

（以下、続ける）

問題

上智さんのやり方の、どこが間違っていたのでしょうか。あなたが

上智さんだったら、どのようにしたか、グソレープで話し合ってみてく

ださい。
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12. 当事者の相談活動②

当事者組織が組織活動の一環として相談活動を展開していることが

あります。しかし、その相談活動には多くの難しさがあります。以下

の台本は私が 2000年に行なった難病児親の会の役員へのインタピュ

ー調査を基にして作りました。

配役

配役は以下のとおり。表の見方がわからない人は 186ページを参照

してください。

数

人

人

人

A
／

d品
z
k
u
n
o

上智松戸湯島

A B C 

A B C 

A B C 

手
し
し
’

取

な

な

E

繍

A

E

E

鴫

D

D

D

ナレータ－

A 

E 

F 

四谷病院ソーシャルワーカー：上智さん

上智大学社会福祉学科出身のソ｝シヤルワーカー。病院のソーシャ

ルワーヵーは病院の相談室で相談を受けるだけではなく、地域で患者

家族の生活を支えるために積極的に地域にかかわっていくべきだと考

えている。

メトロ病患者会会長：松戸さん

子どもがメトロ病唱になったことをきっかけにメトロ病患者会を結

成した。ガンガン大声でどなるタイプなので、行政交渉には向いてい

るが、相談活動は自分には向いていないと考えている。

メトロ病患者会の電話相談担当：湯島さん

松戸さんといっしょにメトロ病患者会をつくった人。子どもがメト

ロ病だが、いまのところ病状が安定しているので、電話相談という役

割を受け入れた。

1 「メトロ病」は架空の病気である。手元にたまたま地下鉄の地図があったので、メトロと
名づけただけで深い意味はない。
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メトロ病患者会のメール相談担当：町屋さん

最近、メトロ病患者会に入ってきたお父さん。会社勤めなので、相

談をメールで、受けることにしている。

田谷病院の医師：綾瀬さん

メトロ病の治療研究を熱心にしているお医者さん。患者からの信頼

も厚い医師だが、患者会の相談活動には懐疑的である。

田谷病院の看護師：取手さん

メトロ病患者の地域ケアに関心をもっ看護師。患者からの相談も多

く受けてきた。

台本

ナレーター：上智さんは自分が勤務する四谷病院にメトロ病の患者が

何人も通院していることに気づき、メトロ病の患者会の結成を援助

することを思いついた。会は順調に発展していったが、相談活動に

おいて、いくつかの間題点が出てきた。上智さんは、その問題点を

話し合うために医師の綾瀬さんも招いて、話し合うことにした。

上智：じゃあ、全員そろったところで初めましょうか。今日は、お忙

しいなか、綾瀬先生にも来ていただきました。

綾瀬：（黙って、会釈）

松戸：すみませんね、先生。お忙しいのに。

綾瀬：いえいえ。（苦笑しながら）
ぞ

松戸：患者会の活動は、こちらの病院のお力添えもあって、会員もだ

んだん増えている状態なんで、すけど、困っているのは相談活動のほ

うなんですよ。

湯島：ええ。

松戸：ちょっと、あなたからおっしゃいなさいな！ （笑）（湯島に）

湯島：はい。私、自宅で電話相談を受けさせてもらっているんですけ

ど、もう電話が夜中だったりして疲れてしまうんですね。昨日の夜

も2時間ちかく、お話をお聴きしたんですけど、私のほうが倒れて

しまいそうで。

上智：それはたいへんですね。

湯島：ええ。
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松戸：でも、親御さんは、せっぱつまった思いで電話をされてきてい

ると思うのですね。

湯島：そうなんですね。電話口で、いきなり泣かれたりしますし。だ

から、なかなか電話も切れないのですね。

上智：時間を限定して受ける、というわけにはいかないんですか。

松戸：日中は、子どもさんの介護があるでしょ。お母さんが落ち着け

るのは、どうしても夜中になっちゃうんですよ。

湯島：会を結成したころ、相談の電話番号をいろんなところに載せて

もらったんですね。そこに受付時間を日中の何時から何時までと書

いたこともあるんですけど。

松戸：そんな時間を書いてみてもね、追い詰められているかたは見て

ないですよ。とにかく電話をかけてみようとして、かけてくるんだ

と思います。

上智：留守電とか、使えないんですか。

湯島：留守電はたいへんですよ。一度、やってみたんですが、『ウチが

たいへんなんです、すぐに電話下さい、電話番号はナンパン、ナン

パンです！』って、叫んでいる声が入っていたりしてJ

松戸：『いったい、なにごとなんだ』って、思いますよね。（苦笑）

上智：それじゃあ、たいへんですよね。（沈黙）．．．電話の担当を順番

で変わるとか、できないんですか。

湯島：会の電話番号を、そんなにしょっちゅう変えることはできませ

んよね。

上智：ああ、そうですね。（沈黙）．．．あ、そうだ、携帯電話にされた

らいかがですか。だったら、交代で電話を受けられるでしょ。

松戸：携帯電話って料金が高いですよね。電話をかけてくださる方に

あんまり負担をかけたくないし。子どもの療育のことで、かなり金

銭的に苦労されているかたも少なくないですから。

上智：（沈黙）そうだ、メーノレで相談を受けたりできないんですか。

町屋：それ、実は、私が担当しているんですけど。日中は家にいませ

んので、夜中にメールを読んだり、書いたりしています。

上智：（ホッとしたように）それは、いいですね。

町屋：でも、メールもたいへんですよ。いきなり、すっごい長いメー

Jレが来たりしますし。その返事だけでも 1時間とか2時間とか、か

かっちゃう。

上智：じゃあ．．．掲示板とか、メ｝リングリストで、負担を分散する

というわけにはいかないんですか。
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町屋：それも、やってみたんですけどね。掲示板とか、メーリングリ

ストだと、あんまりよくわかっていない人が質問に答えたりしてし

まって、それが会の意見みたいにとられてしまって。

松戸：たとえば綾瀬先生の前では、ちょっと言いにくいんですけど、

なんとか病院の何とか医師は、すごく良くないとか、書き込んでい

る人がいて困りました。

町屋：それから、なんとかの薬はよく効くとか、手術はいついっすれ

ばいいとか、お医者さんでもないのに、自分の経験だけから、いろ

いろ書いてしまう人がいるんですね。

湯島：：書いている人は、みんな善意で、やっているんでしょうけど。

綾瀬：（ゴホンと咳払いをして）えー。そういうのは、やっぱり問題で

すよね、医者の立場から言わせていただくと。

松戸：ええ、ええ。間違った医療情報を発信してしまうのは、本当に

命にかかわることですから、絶対に避けるべきことで。

町屋：だからですね、私ひとりが、やっているんですよ。

上智：何人かで担当することは無理なんですか。

町屋：そうなんですよね。私が、負担が重くて「たいへんだあ！ Jと

いうと、かえって、みんな逃げてしまうんですね。（笑）

松戸：それに、メールを書く人って、返事がすぐに戻ってくるものだ

と，思っているでしょ。

町屋：そうそう（笑）。

松戸：でも、さあ、こっちだ、って忙しいんだから。

町屋：逆に、『よし、書くぞ！』って、はりきってたくさん書いたら、

それっきり相手から返事が来なくって、『なんか、まずいこと、書い

てしまったかな』と悩むこともあります。

上智：じゃあ、どうすればいいんでしょうねえ。

松戸：それを相談にきたんですけど。

上智：うーん。（考え込む）

綾瀬：相談については、上智さんにお任せしたらどうなんです？ここ

の相談室の電話番号を教えたらいいんですよ、それで解決でしょ。

松戸：でも、やっぱり患者会として相談は受けたいんですよね。

湯島：ええ。上智さんのように専門家のかたには、専門家の良さがあ

ると思うんですけど、悩んでいる親には親にしかわからない気持ち

もありますしね。

上智：そうですよね。

綾瀬：だったら、どうのこうの言わずに、（相談活動を）やっていれば
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ぷぜん

いいじゃないですか。（自分の提案が拒絶されたので、悔然とした表

情）（ー問、気まずい沈黙）

町屋：他の患者会はどうされているんでしょうね。（上智に）

上智：大きな患者会は事務所をもっていますね。そこで、ソ｝シヤ／レ

ワーカ｝を雇って相談を受けていますよ。

湯島：：私たちの会は、会員がそんなに多くないので、事務所を借りる

だけの予算はないし、まして誰かを雇うなんてお金はないですね。

上智：じゃあ、どうすればいいんでしょうねえ。

松戸：だから、それを相談にきたんですよ。

上智：うーん。（考え込む）あ、そうだ。社協の福祉会館で、ピア・カ

ウンセリングを当事者のかたがしていたりするのですよ。あれは、

どうですか。

湯島：福祉会館って、ここの病院の向かいにある、あの建物ですか。

上智：そうそう。そこで、電話をうけつけるわけですよ。

湯島：ここまで通うのがたいへんですよね。私、ここまで 1時間半も

かかってしまいました。

上智：だったら、当番を決めて、順番に電話を受けたらいかがでしょ

うか。

松戸：：私たちの病気は、希な病気なのでね、会員も地理的に散らばっ

ているのですよ。ですから、順番に電話を受けられるほどの会員が

いないんですよ。

上智：そうかあ。じゃあ、それもダメということですね。

松戸：ええ。

湯島：ところで、上智さんは、どこで相談の仕方などを勉強されたん

ですか。

上智：私ですか？私は大学が社会福祉学科でしたから授業でも勉強し

ましたし、こちらの病院に勤めてからも、いろいろ相談の仕方の研

修を受けたりしているんですよ。

湯島：私も、そういう研修会に出ることができるでしょうか。

上智：うーん、どうでしょうね。あれは病院のケースワーカ｝向けの

研修ですから。

湯島：私は「いのちの電話Jの相談員をされているかたの話を聴いた

ことがあるんですね。相談のときには徹底的に聴く姿勢が大切なん

ですってね。私も、そうしようとしているんですよ。でも、家族そ

ろって夕食を楽しくとっているときに、いきなり電話が鳴って「こ

の子を連れて、死んでしまいたい！ Jというような話を聴かされる
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わけで、もう、なかなか耳を傾ける姿勢になれないというか．．．。

長い電話だと、電話の横で、家族も「いいかげんにしてほしい！ J 

という顔を見せるし。

上智：（しばらく沈黙してから）どうしたらいいんでしょうね。

(6人の場合、以下を読む）

上智：今日は、ベテラン看護師の取手さんにも来ていただいているん

ですね。取手さん、ちょっとご意見を聞かせてもらいますか。

問題

あなたが上智さんの立場なら、次にどういう援助を考えますか。グ

ノレープで話し合ってみてください。

ボランティアの3原則（4原則），社会性，自発性，無償性，先駆性， Fonnal伺 re,Informal 

care，福祉活動専門員，福祉活動指導員，企画指導員，施設の社会化，有償ボランティア，

住民参加型在宅福祉サービス，福祉NPO，ケースカンファレンス，ピア・カウンセリング，精神

保健福祉相醸員
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あとがきとして、私の授業としての地域福祉論の歩みを簡単に紹介させてく

ださい。私が地域福祉論を担当したのは助手から講師になったときからです。

それまで2人の教員が担当していたものを一人で担当することになりました。

最初の年（1991年度）は岡村重夫『地域福祉論』光生館をテキストとして取り

上げました。履修人数は 10名もいませんでした。岡村先生は私が大学院生だっ

たころから、まるで個人教授をするように論文指導をしてくださった先生で、し

た。そのテキストを、まるで儒教学者が論語を読むような調子で講義しました。

それは一行一行を注意深く読み、私から学生たちに質問する講義でした。そこ

にあったのは私が学部時代に受けたゼミの形でした。私は学部時代には数学科

に所属していました。数学の専門書は一行一行の数式の聞に多くの論理が省略

されています。そのころの私にとって、その論理を読みこなすことが、すなわ

ち数学書を読むことでした。また、そのテキストに付随した問題集も作り、そ

れを学生たちに考えさせたのでした。

そのような精読を通じて岡村先生の地域福祉論が日本の地域の歴史性につい

て述べていないことに私は不満をもちました。 1992年度の講義は、その不満か

ら出発しました。私の地域福祉論の大半は民俗学や農村社会学の文献をひきな

がら日本のムラ社会を説明することでした。テキストは使わず、毎回プリント

を配布しました。履修学生は 15名前後だったと思います。いまは無くなった6

号館の社会福祉実習室で授業を行い、ゼミのような雰囲気でした。講義が終わ
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ったあとは、学生たちが打ち上げの飲み会を企画してくれました。あのような

なごやかな空気のなかで地域福祉の授業ができたのは最初で、おそらく最後で

しょう。

1993年度の講義は、そのプリントをまとめて製本しました。それが「わかり

やすい地域福祉Jの初版本です。履修学生はますます多くなり、 20人前後だっ

たと思います。こんどはテキストがあるので授業の準備がしやすくなった反面、

テキストを読むだけになりがちでした。学生の人数が多くなったことで学生た

ちの意見がでにくくなりました。それでも前年同様に実習室で授業を行い、毎

回の授業の最後には、順番に、ひとりひとりに発言してもらうだけのゆとりが

ありました。

1994年度の講義は、そのテキストを続けて使って行う予定でした。ところが

テキストのプロツピーを誤って消去してしまいました。そのころは、まだパソ

コンも i286の時代で（windowsはほとんど使われていなかった）、データのパ

ックアップも、めんどうだったので、きちんとしていなかったのです。たいへ

んなショックでした。

その年度は、時間割の関係で、私の授業は9・10限になっていました。それま

では 1・2限だったのです。それまでは小さな部屋だったのが、だだっぴろい大き

なところになりました。対象学年は 3年から 2年に変えました。理由は、その

前の年、学生たちから「3年に専門が片寄りすぎる」「もっと早いうちから、こ

ういうことを勉強したかったJとしづ不満を聞いたからです。実際の受講生に

は4年から 2年まで、いろんな学年がまざっていました。人数は 30人ほどだっ

たでしょうか。社会福祉士の国家試験対策のために、この講義を受けたいとい

う人も増えて「毎回、小テストをやってほしし、Jという要望がでていました。

出席者全員にアンケートをとると、やはり半分ちかくの人が、そういう希望を

述べていました。実際、なんどか小テストをやりましたが、採点がたいへんな

ので途中でやめてしまいました。それまで少人数で討論しながらの授業だった

ので、この人数でも、なんとか討論できるようにしたいと思い、課題を出し論

議するように求めました。しかし具体的にイメージがわかないということなの

で、演劇風に、こちらでシナリオをつくってみること（ロールプレイ）を思い

つきました。このころから他学科の学生たちが履修するようになりました。

次の 1995年度の学生たち（当時2年生）は、たいへん熱心で、ほとんど全員

かと恩われるほど地域福祉論をとってくれました。おかげで最初の授業は教室

に入りきることができず、立ち見や床に座っている人も出ました。それでは授

業ができないので、初回は授業のオリエンテーションをして 10分ほどで終わり

ました。全学共通科目になっていた関係で他学科の学生もはいって 70名ちかく

になっていました。いよいよテキストをつくりなおさなければと思い、 2年目に
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ゃったようにプリントを配りながら授業をやっていたのですが、途中で疲れて

ダウンしてしまいました。

1996年度は福祉学科の学生たちはやや減ったものの、他学科の学生たちが増

えて80名ちかくになりました。こうなると教室を見つけるのがたいへんで2度

も教室の変更をしました。その当時、プレゼンテーションソフト<PowerPoint) 

に私が経っていて、テキストを作るかわりに、プレゼンテーションソフトをつ

かって授業をしていました。簡単にいえばスライドを使った授業のようなもの

ですが、プレゼンソフトとスライドとの違いは、前者が動く画像を見せたり、

音楽を入れたりすることができるということです（実際、そのときの授業はテ

ーマ音楽から始まりました）。欠点は準備に非常に手間がかかるということ。フ

ァイルをつくるのに徹夜することも何度かありました。で、実施した効果は、

電気紙芝居をみるようなもので、当初は「すぼらしい！ Jという学生たちの反

応もあったのですが、だんだん飽きてきて、眠っている人（プロジェクターを

見てもらうためにどうしても教室を暗くしなければなりませんでした）や遅刻

の人も多くなってきました。この年度は学生数がかなり増えてしまったことと、

他学科の学生が増えたためか、ロールプレイの場面になっても黙って下を向い

ているという消極的な学生が目立ちました。議論ができない状態だったので出

席だけの評価方法でした。そのため授業の始まりには非常に人が少なく、途中

で人がぞろぞろはいってきて講義が終わるころには満席になるという感じでし

た。

1997年度は、テキストを復活させました。テキストがあれば、テストができ

ます。それでその年度からテストをすることにしました。また、レポートも課

すことにしました。また 1年生対象の専門科目が少ないという声をきいて、 1997

年度から講義の対象学年を 1年にしました。その年度は 1996年度の「評判J（き

っと出席だけによる評価という噂がひろがっていたのでしょう）をきいて、と

ても多くの他学科の人が受講していました。「単位をくださいJというメールが

何通も他学科の学生から来て鷲きました（当時の社会福祉学科の学生はそうい

うことをしなかったのです）。レポートを学生たちに書かせて互いに評価しあう

という方法は、とても効果があったように思いました。この方法は 1998年度か

ら他の講義でも使おうと思いました。

1998年度は、テスト＋レポートという厳しい採点方法についての情報が行き

わたったのか、他学科の受講生は 1,2名を数えるほどでした。 1998年度の学生

たちは講義が 1年の前期だったためか、当初は「だいじようぶ？Jとこちらが

心記になるほど熱心でした。「徹夜でレポートを書いた』「レポートのことを思

うと胃が痛＼，'Jなどと真剣に言ってくる人もいました。しかし 6月ぐらいにな

れば大学生活にも慣れたようで異様なほどの熱心さはウソのように消えました。
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1999年度はテキストを刊誌にしました。 Verl，刊誌と版下をB5サイズで作

っていたのですが、 B5サイズのファイルや紙を用意するのがたいへんになって

きたので版下はA4にしました。それに従って、テキストのサイズも大きくなり

ました。Ver3の製作で考慮したのは社会福祉士の国家試験の出題傾向でした（参

考にした書物は社会・介護福祉士ワークブック編集委員会編『社会福祉士受験

ワークブック 99』中央法規出版です）。正直いって大学の教科書が受験参考書に

なってしまうのには非常に抵抗があります。社会福祉学は暗記の科目ではない

のに、そうであるかのような印象を学生たちに与えてしまうかもしれなし、から

です。実際、制度の変遷のスピードは速いものです。いまの制度を丸暗記しで

も10年すれば制度は変わってしまって記憶したものは無駄になります。大事な

のは暗記することではなくて、原理を理解することだと思います（ただ、医師

が数多い薬品名や治療法を覚えるように、ソーシヤルワーカーも多くのことを

暗記しないと仕事にはならないと思いますが）。とはいっても現実に受験しなけ

ればいけない社会福祉学科の学生たちのためにも、あまりに国家試験の出題傾

向を無視してしまうのは問題だと思いました。そこで無理のない程度に出題傾

向を考慮することにしました。

1999年度の多くの学生たちは、ロールプレイに意欲を見せてくれませんでし

た。ロールプレイの時間になると半数以上の学生が退席するとしづ事態が続き

ました。 1987年度から上智で働いて、あれだけの人が途中退席するという光景

を見るのは初めてで大きなショックを感じました。学生たちとの心理的距離を

とても大きく感じました。指名して意見を求めても答えが戻ってこないことが

多く、学生に意見を求めることが難しいように思えました。ロールプレイを 99

年度の学生たちがなぜあれほど嫌がったのか、私なりに考えたのですが、たぶ

ん、クラスの学生どうしの人間関係ができていないのが原因ではないかと思い

ました。むかしの学生なら親しくない相手でも適当に話をしたと思うのですが、

いまの若者たちは親しくない人とは無理に話をしないという文化をもっている

のかもしれません。それでロールプレイの組み合わせは 1999年度までは番号札

を配って、ランダムな集団をつくるようにしていたのですが、そういう方式を

やめて自分たちで適当に集団をつくってもらうという形式にしました。そうす

ると予想されたとおり、どこのグル｝プにも入ることができずに、 2人だけで話

しているようなベアや、一人でボーッとしている人がでてきましたが、強制的

にグループに入らせても話し合うのは無理だろうと思い、そのまま黙認するこ

とにしました。また無作為に学生を指名して意見を聞くという方法も 2000年度

からやめました。指名しでも答えが戻ってこなければ、授業が中断してしまう

からです。そこで指名しでも答えてくれそうな人だけを選んで指名することに
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しました。 1999年度の学生たちのフィードパックから、ウェッブ上に画像で公

開するようになりました。

2000年度の学生たちで印象に残ったのは他学科の学生に優秀なレポートがい

くつもあったことです。1997・99年度の他学科の学生たちは不合格か合格ライン

ぎりぎりのところの人たちが、ほとんどでした。授業態度も悪く、他学科の学

生に対する私の印象は正直いって良くなかったです。しかし 2000年度の他学科

の学生たちは私の印象を変えてくれました。

2001年度ではver.4のテキストを使いました。 Ver.3のテキストでは「ムラの

論理」「マチの論理Jのあとに続いて「市民の論理Jを書き、ヨーロッパ市民の

論理について自然権の概念を中心に論述していましたが、日本の地域福祉とは

関連が薄し、かなと思い、残念でしたがver.4では削除しました。 Ver.3より文字

を大きくし、キーワードが左の空欄に出るように工夫しました。また 2001年度

に私の講義の方法は大きく変わります。その頃、読んだ本に大きく影響されて、

講義に「原稿Jを用意するようになります。これによって講義のなかで私が言

い間違えたり、言葉が出なかったりする事態を極力ふせぐことができるように

なりました。

2002年度からはフィードパックを PDFで保存するようになりました。これ

で、これまでは画像で保存していたので読みにくいものでしたが、 PDFだと印

刷もきれいにできます。前年度の学生たちのフィードパックを読みながら、次

年度の授業の準備をするということが可能になりました。

2003年度では、優秀なレポート、小論文が出ました。学生たちは相当、力を

入れて書いてくれたようです。優秀なレポート、論文のサンプルとして、この

年度に提出されたレポート、小論文を私はよく見せています。 2004年度は研究

休暇のため休講でした。

2005年度は社会福祉学科が文学部から総合人間科学部に変わって、最初の 1

年生でした。カリキュラムの大幅な変更で、専門の学科が 1年生でも大きく場

え、 1年生が全員、地域福祉論をとってくれた時代は去りました。履修学生数は

前年度 54名に対して 50名と大幅に減ることはありませんでしたが、全体とし

て緊張感がなく、出席率は 93%から 78%とへと減っていました。私も仕事が増

えてきたために、それまでレポート 2回、小論文1固だったものを、レポート 1

回、小論文 1回に減らしました。

2006年度は総合人間科学部になって 2年目で、履修学生は前年度の 50名に

対して 33名と、ますます減ってしまいました。しかし、一方で欠席者が非常に

少なく、最初のほうに途中で履修中止をした人がいることを考慮しても、最終

的な出席率が 99.1%という異常に高い数値になりました。「出席を取らないJと
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明言した授業で出席率が 99%以上というのはたいへんなことだと思います。た

だ、満足度はそれほど高くはありませんでした。

2007年度からテキストはver.5になりました。 Ver.5では、大きな制度改革を

反映した内容にしようと思ったのですが、残念ながら充分にできませんでした。

不勉強をお詫びいたします。しかし、ロールプレイは 9話から 12話に増やし、

充実させることができました。学生の 4人から 6人のグループが、うまく参加

できるように、台詞の量を調整したり、二役の人が矛盾した役にならないよう

に工夫したりと細かい配慮をしています。

最後に、もういちどお詫びしておきますと、この本には標準的な地域福祉論

のテキストが扱っていないことも多く含んでいますが、逆に標準的な地域福祉

論のテキストがみんなカバーしているところでも、まったく書いていないとこ

ろがあります。それは私の限界です。施r.6をつくるときには、少しでもその限

界を小さくすることができればと考えています。
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