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荷…‘
里の住人：なんですか？このページは？

山の仙人：見てわからんかえ。

里の住人：わかりまへんなあ。

山の仙人： 「むだぱなし」じゃ。

里の住人： 「むだぱなし」って何ですねん？

山の仙人：わからんやっちゃなあ°無駄な話を「むだぱなし」というのじゃ。

里の住人：無駄な話って、でも、無駄ですよね。

山の仙人：当たり前じゃ。

里の住人：だったら、なんのために無駄な話があるんでしょうか。

山の仙人：わからんかのう、休めるじゃろうが。

里の住人：はあ. 、 ~仙人が？

山の仙人：わしが休むんじゃないわい。この本の読者が休むんじや。

里の住人：休むといいますと？

山の仙人：にぶい奴じゃあのう。休めるじゃろうが、読者が、ここで。

里の住人：わかりませんなあ。

山の仙人：何がわからんのじゃ！

里の住人：休むなんて、この本を閉じれば、それで休めるじゃないですかぁ。

山の仙人：なかなか、この本は閉じられんじゃろう？

里の住人：どうしてですか？簡単ですよ。ほら（と、本を閉じる）

山の仙人： （無言）

里の住人：ね？

山の仙人：でも、それができない人もおるじゃろう？

里の住人：誰でもできますよ。

山の仙人：そうか？

里の住人：そうですよ。よけいなおせっかいでしたね、仙人。

注：この話はある意味、実話なのである。30代のはじめ頃、初めて英文で論文を書いて発表し

ようとしたときに若いアメリか人の英語教師に添削してもらいました。そのとき「ここの部分は

省いてもいいのでは？」と､あるセクションを指して言われました｡そのとき私が答えたのは｢論

文には『遊び』が必要。そこで読者は休むことができるのだ」と答えました（実際そういう主

張をする先生が私の周りにいたのです)。すると彼は「読者は休みたいときは、自分で休みます

よ」と言いました。私は自分より年下の彼のその発言にムッとしたものですが、いまでは彼の意

見に全く賛成しています。



ぽど砂店

1．カウンセリングで癒されるのか

このテキストの第7版を書いていた2004年ごろ「砂の器」 という

テレビドラマをたまたま見てしまいました。それは最終回の前編でし

たが、主人公の少年一家が村人たちにひどい差別を受けているところ

でした。学校で生徒も先生もいっしょになって、その少年をいじめて

いました。彼は裸にされ、狭く汚い倉庫のようなところに閉じ込めら

れていました。少年がその暗い空間にうずくまり、汚れた腕で黙って

涙をぬぐっているシーンになると、私は耐えられなくなって黙って部

屋にひっこんでしまいました。怒りのようなもので口もきけませんで
1プニ
嘗ノー○

この少年の問題は社会の問題であり、まさにソーシャルワークの問

題です。いまスクールカウンセラーがあちらこちらの学校に配置され

ていますが、カウンセラーのような心理を扱う専門職には対応できな

い問題です。 この少年にカウンセリングをして何になるでしょう。 こ

の少年の痛切な悲しみを心理的な面接などで解決できるでしょうか｡

たとえ狭いカウンセリングルームで、 この少年の痛みを一時的に軽減

したとしても、その部屋から一歩外に出れば、陰惨なイジメが待って

います。そのような状況ではカウンセリングは無力です。変えなけれ
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ばいけないのは、少年の「心理」などでは決してなく、ひどい仕打ち

をしているのは学校の生徒であり、先生であり、地域社会すべての住

人なのです。

この数十年間、カウンセリングが日本中でブームになっています。

大学の心理学科はどこでも大人気です。カウンセリングを学びたいと

いう若者が「カウンセリングで悩んでいる人を助けたい」 という気持

ちを語っていました。私はその気持ちは尊いと思うし、カウンセリン

グは人を援助する素晴らしい手段だとも思います。また、カウンセリ

ングで解決されている問題も多くあると思います。

ただ、カウンセリングにも限界があります。たとえば、上にあげた

少年の問題はｶｳﾝｾﾘﾝｸでは解決できません。それどころか､ も

しもこの問題を少年との面接だけで解決しようとするｶｳﾝｾﾗｰが

いたとしたら、その人はむしろ少年の敵だと思います。なぜなら少年

をいじめている学校の生徒や教師や地域社会の住民の姿勢に対しては

何もせず、ただ少年の心の傷を「癒そう」 としているのですから。た

とえて言えば、殴っている人がいて、殴られている人がいる。その殴

られている人を助けることは、何よりも殴っている人を止めることで

あり、それができなければ、殴っている人から殴られている人を離す

ことです。つまり、 これは社会的な問題であり、心の問題（心理の問

題）などでは決してない。それを「心の問題だ」 という人は、殴られ

ている人のそばに座り、手を前に組みながら、 「いまの痛みについて語

ってもらえますか」 と質問しているようなものです。

カウンセリングやカウンセラーを批判するつもりはありません。た

だ、私が日頃かんじていることは若い人だけではなく、いまの日本社

会では、カウンセリングの範囲をあまりに広くとらえているのではな

いかということです。いじめの問題にしても社会的な問題（つまり周

囲の人間との関係の問題） として捉えることも可能なのに、心理的な

側面だけに注目してしまい、結局、心理カウンセリングで充分対応で

きると思われているのではないでしょうか'。

’社会で起きている現象を、社会の構造を見ることなく、個人の心理学的な特性のみで理解
することを（批判的なニュアンスを込めて） 「心理主義」 (psychologism)といいます。
Abercrombie,N.,HiU,S.,&'Iilrner,B､S(2000).ThePengmnDictionaIyofSociology
(4thed.).London:PengumBooks.,p､282.上の例でいえば、いじめを引き起こす社会的
な背景（差別の構造など）を考えず、いじめを受けやすい子にはそういう （人の攻撃性を

引き出すような）心理的特性があり、逆にいじめをする子には攻撃的な心理的特性がある

と考えるわけです。社会の構造を考えず、なんでも個人の特性として考えてしまう危険性
に注意すべきです。
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あるとき、障害児の親のカウンセリングを研究しているという学生

に会ったことがあります。彼は、その研究を通して「障害児の親には

心理的な援助だけでは不充分で、地域社会との関係を含めた社会的な

援助が大事だ｣ということを発見したと言っていました｡ ｢そんなこと
は、 ソーシャルワーカーは100年前から知っているよ」 と、私は言い

たくなりました。多くの障害児の親たちは、 自分の心理の問題を第一

に解決したいと思っているわけではないでしょう。何よりも自分の子

どもと家族の生活の問題を解決したいのです。生活の問題は心理（だ

けの）の問題ではなく、経済的な問題であり、教育の問題であり、教

育の問題であり、つまり、まさに社会福祉の全体性（の原理）にかか

わる問題なのです。

鮒ﾊｽ:ｶｳﾝｾﾘﾝｸﾍの過剰な期待
社会には心理的なカウンセリングでは解決できないはずの問題がたくさんあります。にも

かかわらず、個人が悩んでいると、すぐに心理的なカウンセリングとむすびつけるような

傾向があると思うのですが、あなたはどう思いますか。

2．ソーシャルワーカーなら援助できるのか

「砂の器」の少年の問題は、心理カウンセラーには扱えないと書き

ました。では、 ソーシヤウワークなら、 この少年を援助できるでしょ

うか。できると思います、ただし、そのソーシャルワーカーがコミュ

ニティワークのスキルを身につけていた場合に限ります。個別援助が

得意のケースワーカーには無理です。 クライエントを集めて、そこで

話し合いをさせるだけのグループワーカーにも無理です。

実際ソーシャルワーカーと自称しながらも心理カウンセラーと似た

ような仕事をしている人は少なくありません。 これはアメリカでも同

じことのようで、ある大学教授はソーシャルワークの大学院への入学

申請書に「卒業後はセラビーをしたい」 と書く受験生が年々増えてい

ることを嘆いていました。彼らによれば、受験生たちのソーシャルワ

ーカーのイメージはオフィスで決まった時間にクライエントと会い、

カウンセリングのような個別の援助を行なうものらしいのです。 これ

ではソーシャルワークの「ソーシャル」の部分が欠落してしまうと彼

らは指摘しています2。

2Hardcastle,D.A.,Wenocur,S.,&Powers,P.R(1997).CommumtvPractice:Theories
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私も彼らと同様の危倶をもっています。社会福祉学科の学生たちに

は心理学科を併願していた人も多いようです。また医療ソーシャルワ

ーカーや精神科ソーシャルワーカーを目指している学生たちのなかに

は、 このワーカーの仕事は「医療カウンセラー」のような、つまり医

療と医療制度の知識が多少ある心理カウンセラーのようなものだと考

えている人がいます。 「医療福祉室」 という札のついた部屋にいて、も

っぱら個別に面接を受けているだけのように誤解しているのです。地

域にでかけて患者たちの代弁をしたり、地域社会に機関のネットワー

クをつくったりすることなどは考えていないようです。

また、私の講義のなかで授業についての学生の満足度が最も高かっ

たのはグループワークでした。 これもソーシャルワークのなかでも心

理的な援助に関心をもつ学生が多いことの表れだと思います。 もちろ

ん、そのことが悪いとは言いませんが、それだけだとソーシャルワー

クの独自性が消えてしまい、結果として中途半端な理解で心理学や精

神医学の単語をしやくる3 「偽サイコセラヒ°スト」になってしまうでし

ょう4。

ただ、社会の理論は臨床心理の理論に比べて理解しにくいことは事

実だと思います。悩んでいる人の心理は自分が悩んだときのことを思

い出せば、なんとか想像できますが、人の社会的状況は（社会的状況

は個人差があると思われるので）想像しにくい。特にコミュニティの

理論は近所づきあいが全くない地域に住み、小さいころから電車通学

をしていて近所のこともほとんど知らないという学生には（そういう

人は毎年かなりいますが)、理解しにくい部分も相当あると思います。

3．社会性への絶望なのか

ソーシャルワークを学ぶ多くの学生が心理的な治療に興味をもち、

より社会的な部分に関心が薄いのではないかと述べましたが、 これは

andSkillsfbrSocialWorkers.NewYbrk:OxfbrdUniversityPress.,p.vi1.
3中途半端な理解で心理学用語を使う人はどこでもいるようで､このようなことを｢心理お
しやくり」 (psychobabble)といいます。 Barker, R. L. (1999). The SocialWork
Dictionaly(4thed.).Washington,DC:NASW,p.386.
4ひとつの専門職が働いている間に、他の専門職のマネをしてしまうことをprOfessional
drift (専門漂流） といいます。精神科ソーシャルワーカーが精神科医のように病気につい

て「診断」 しようとしたりすることが、その例です。 自分の専門性に誇りをもち、独自性

を維持することが大切です。 Sheafbr,B.W,&Horejsi,C.R. (2003). 'Ibchmquesand

GuidehnesfbrSocialWorkPractice(6thed.).Boston:AllynandBacon.,p,4．
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ソーシャルワークのなかでコミュニテイワークの占める位置が低下し

つつあるという指摘があることとも関係しているでしょう5。そして、

コミュニティワークの位置が下がることは、それだけソーシャルワー

クのなかで「ソーシャル」の部分、すなわち岡村理論でいう社会性の

原理6に置かれた重点が減っているということを意味し、このことはや

がてソーシャルワークの独自性が薄れ、 ソーシャルワーカーの他の専

門職と比べての地位の低下につながってしまうと思います。

そうならないためには社会性の原理にもっと関心をもつべきなので

すが、そうできないのは上述したような人間の社会性のわかりにくさ

とともに、私は人間の社会性への絶望感が背景にあるのではないかと

思うのです。言い換えれば、いまの日本の社会において、周囲の人と

助け合って何かを作り出すという文化あるいは何かを作り出せるとい

う希望が消えかかっているのではないかと私は思っています。

たとえば、 ここ上智大学には学生の自治会がない。ある新聞記事に

よると7、かつて「学生会」 というものが上智大学にもあり 「学生の意

見を集約し、それを大学側に伝えることを目的としていた｣。 しかし

1976年に｢学生会長を定例会の参加不足から選出できなくなり事実上

消滅｣。私が上智大学に就職したころは、学科クラスの代表者が集まる

「代議員会」 というものも学生の自治組織としてあったのですが、 こ

れも「91年に消滅」した。大学側の圧力で無くなったわけではありま

せん。 「学生会や代議員会が消滅した原因は自治意識の低下」だったと

言われています。

この結果、学生の意見を大学側に伝えるチャンネルは、 もう無くな

っています。2005年度から上智大学に新学部ができ、そこに社会福祉

学科も入ることになり、そのための新カリキュラムの作成に学科の教

員はたいへん多忙だったのですが、そのことを授業で話したとき、学

生からのフィードバックには「新学部や新カリキュラム作成にあたっ

て学生側の意見が全く反映されていないではないか」 という指摘があ

りました。しかし、どうやって学生側の意見を聴けばいいのでしょう。

5残念ながら複数のテキストが､アメリカのソーシャルワークのなかでのコミュニティワー
クの位置づけが低下していることを指摘している。Hardcastle,D．A.,Wenocur,S.,&

Powers, P. R・ (1997).前掲書, p. 8. またはSaleebey, D. (2002). Commumty
Development,NeighborhoodEmpowerment,andlndividualResilience.D.Sallebey
(ed.).TheStrengthsPerspectiveinSocialWorkPractice(3rded.).BostOn:Anyn&
Bacon-,p､228.

6岡村重夫(1983） 『社会福祉原論」全国社会福祉協議会,pp.95-97.
7須田守(2003.02） 「時の目 ：6代表の本義考えよ」 「上智新聞』404号．
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学生を代表する正式な団体がないのですから、学生は自分たちの意見

を集約し大学に伝える手段がないのです。

棚ﾊｽ:自治会がないこと
上智大学には学生の自治会がありません。そのことのデメリットについて話し合いなさい。

また自治会が無くなってしまった理由について、あなたが想像することを考えてみなさい。

鮒ﾊｽ:ｱﾝｹｰﾄ調査
「意見を聴く」というとき、 「アンケート調査をすればいい」と簡単に考える人がいます。

たとえば「大学のカリキュラムについて学生の意見を反映するのは簡単なことではないか。

アンケート用紙を配布して、記入してもらって、それを回収し、集計すれば、学生の意見

が出てくる。それを反映すればいいのだ」という意見です。実際には、このようなアンケ

ートの結果は「学生の総意」とは言いがたいものです。その理由について隣の人と話し合

いながら考えてみなさい。理由はいくつも考えられるはずです。

学生会がなぜ上智にないかといえば、私は、それは「無関心」 とい

うより、先に述べた人間の社会性への絶望感があるからではないかと

思います。つまり 「みんなで話し合っても良い結果がでるはずがない」

「人は価値観が違うのだから、意見がまとまるはずがない」 「学生の意

思を伝えるというが、そんなことをやっても時間の無駄だ。大学が学

生の意見など聞くはずがない」 「学生生活を充実させるのは、個人の責

任であって、集団で何かをするなどとは本筋ではない」 という考えが

あるからではないでしょうか。

それと全く同じような理由で人々はコミュニティに対して望みを捨

てつつあるように見えます。 「同じ地域に住んでいるとは言っても、み

んな価値観も生活感覚も違う。いっしょに話し合っても、まとまるは

ずがない」 「みんなで何かをするといっても、結局は一部の人がやって

いるだけだ」 「それぞれが幸せに生きていけるかどうかは、個人の努力

や運が関係しているのであって、おおぜいで何かをするなどは個人の

負担になるばかりだ」 と人々は考えはじめているようです。

特に、最近「小さな女の子が殺された。犯人は同じマンションに住

んでいる男だった」 という事件が起きるようになると、近所の人は親

しい人どころか潜在的に危険な人になる。｢近所の人にあったら挨拶を

しなさい」 と親から教えられたのは昔の時代であって、近所の人にで

も声をかけられたら警戒しなければいけない。新聞の投書欄にあった

が、初老の男性がマンションのエレベータのなかで近所の女の子に声
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をかけたら、子どもは無言で怯えたように緊張していたという。変質

者かなにかのように思われたようだと投書した男性は嘆いていた。

では、 もうコミュニティを諦めていいのでしょうか。多くの人と話

し合い、問題解決を図るということは無理だと決めつけてしまってい

いのでしょうか。答えは否です。なぜなら、それでは冒頭に紹介した

「砂の器」の少年は助けられないからです。

それとも、 この少年の例は例外だと思いますか。たとえば、青少年

の暴力を受け、時には殺されてしまうホームレスの人たちの問題はど

うでしょうか。ホームレスの人たちに「カウンセリング」をすること

によって問題を解決しようという人は､ほとんどいないでしょう。ケ

ースワークやグループワークでも、 この問題の解決は、ほとんど不可

能です。ホームレスの人たちの人権を守るには、 どうしてもコミュニ

ティワークが必要です。

また、福祉施設を設置すると近隣地域住民から反対運動が起きる問

題（施設＝地域コンフリクト8，あるいは単に施設コンフリクトといい

ます）はどうでしょうか｡もちろんｶｳﾝｾﾘﾝｸでは解決できませ

ん。ケースワーク、グループワークも無力です。 この場合も、 コミュ

ニティワークが必要でしょう。

棚ﾊｽ:ｺﾐｭﾆﾃｨﾜｰｸでなければならない事例
ホームレスヘの襄鑿、施設＝地域コンフリクトの問題は、どちらもケースワーク、グルー

プワークでは解決できない問題で、コミュニテイワーク（幅広く関係者を巻き込んで問題

解決にあたること）が必要になります。他に、ケースワーク、グループワーク等、個人や

少人数の人を援助するだけの手法では解決できないが、コミュニテイワークであれば解決

ができそうな問題をあげてみなさい。

巳苧 余談:学校の｢無力」？

「学校II」という養護学校の教師と生徒を描いた日本の映画があるのですが（山田洋次監

8 「現代社会福祉辞典」（2003)有斐閣,p. 168.他に「迷惑施設」 という言葉もあります。主
として火葬場、ゴミ処理場をいうのですが、精神病院や福祉施設も「迷惑施設」になるこ

ともあると上記の辞書には書いてあります(同書,p､446)。また「ニンビイ症候群」 という

言葉もあり、 これはnotinmybackyard (うちの裏には、ではなく）の頭文字NIMBY

でつくったものである(同書,p.363)｡NIMBYとは「迷惑施設」や工場が必要なのはわか
るが、自分の家の近くにはつくらないでほしいというスローガンでもある。似たような言

葉に「地域エゴイズム」 もある(同書p.314)。



14やさしいコミュニティワーク

督、 1996年)、そのラストシーンは、とても印象深いものでした。卒業式に教師たちが生徒

たちに「君たちは、これから差別と偏見に満ちた社会に出ていかなければいけない」と泣

き出すのでした。若い教師は「いつまでもここ（この学校）に居たらいい！ 」と、やっぱ

り泣き出す。教師は生徒たちを助けられる。しかし、それは生徒たちが学校の中にいる間

だけなのです。卒業したら、そこからはソーシャルワーカーの領域です。

4．コミュニティワークとは何か

いままでコミュニティワークとは何か、定義しないままに述べてき

ましたが、ここで簡単にその性格を述べておきましょう。 「コミュニテ

イワークとは集団行動(collectiveaction)によって人々が自分たちの．

ミュニテイを改善することを援助するプロセスである9」と、イギリス

の標準的なテキストには書いてあります。シンプルでわかりやすい定

義だと思います。ポイントはワーカー自身がコミュニティを改善する

というのではなく、 コミュニティを改善するように人々を動かしてい

くということです。

そして、ケースワークやグループワークの大部分の実践と異なるこ

とは以下の3点にまとめることができると思います。ひとつは援助の

対象者が不特定多数であるということ。つまり、ケースワークなら1

人か、あるいはその人の家族が援助の対象になるでしょう。グループ

ワークなら小さなグループで4－5人､大きなグループで14－5人が対象

になります。 しかし、 コミュニティワークではコミュニティの人たち

を援助しようとする人（そして援助できる可能性がある人）誰でもが

援助の対象になるので、人数を特定できません。また間接的であれ、

コミュニティ全体を援助するのだとしたら、その人数はたいへんな大

きさになります。

第2の特徴は、上の不特定多数の人を援助するということに関係し

ますが、 ワーカーの仕事部屋で行なうものではないということです。

9TWelvetrees,A.(2002).CommunityWork.Basingstoke,Hampshire:Palgrave.,p.1.
（この本は杉本敏夫監訳で「久美」 という出版社から翻訳が2006年に出ている｡） しか

しコミュニティとはそもそも何なのかは上記の書では定義されていない。このコミュニテ

ィの定義の問題については最終章で述べる。なお、ここでイギリスの定義を使うことに疑

問をもつ人がいるかもしれない。なぜならイギリスにおいては「コミュニティワークはソ

ーシャルワークの枠内に収まらないものだという理解が依然有力である」という指摘があ

るからだ（平岡公一(1997） 「イギリス」 『地域福祉事典』中央法規,p.427)。 しかし
TWelvetreesの上記の著書は全英ソーシャルワーカー協会の「ソーシャルワーク実践」シ

リーズの一冊として出されており、上のコミュニティワークの定義はソーシャルワークと

してのコミュニティワークの定義だと考えてよいだろう。
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つまり、ケースワークなら相談室あるいは面接室で行なわれ、グルー

プワークなら機関内の適当な部屋で行なわれることが多いでしょう。

もちろんケースワークのプロセスのなかで在宅訪問もあるでしょうし、

キャンプ活動のように屋外で行なうグループワークもあります。 しか

し、そうは言っても基本的に自分からコミュニティに出かけていくコ

ミュニテイワークとは性格が違います。つまり、 コミュニティワーカ

ーは自分の部屋のなかでクライエントを待っていてはダメで、 自分か

ら外に出て、人に会っていかなくてはいけないという、 より強い積極

性が要求されるということです。

そして、 3点目として、 コミュニテイワークは多くの場合target

sySternとclientsystemが重ならないということです｡Targetsystem,

clientsystemという概念は他の授業でも出てくると思いますが、ソー

シャルワークで使う基本的な概念なので､ぜひ覚えておいてください。

つまりソーシャルワークのプロセスのなかで出てくる人たち（個人、

グループ、組織を含めて）は以下のように4つに分類されます10。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~…~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~i
! Changeagentsystem:

｜ 変化を起こす人。つまりワーカーと、その機関

I Chentsystem:

I クライエント。援助を依頼してきた人（グループとその環境、組織を含む) I

I Targetsystem:

｜ 変化を起こす対象となる人（グループや組織を含む）

I Actionsystem:

｜ 変化を起こすときに協力してもらう人（グループや組織を含む）
' 一----------=--- ----=--=---==_==一一一一一一一一 一一一一=_=一一=一=

ケースワークやグループワークの場合はclientsystemとtarget

systemが重なる場合が多いのです''。たとえば要介護状態になった親

のことで悩んでいる息子がいるとすると、その息子がclientsystem、

相談を受けたケースワーカーがchangeagentsystemになります。

Targetsystemはその息子の介護意欲を高め、その親自身の状態を良

くすることが必要なら、その息子と親がtargetsystemになります。

Actionsystemはその家庭に派遣されるヘルパーやその親子が使うシ

ョートステイのサービス機関だったりします。

'0Sheafor,B.W,&Horejsi,C.R. (2003)前掲書,p. 125.システムという言い方は奇妙な
印象を受けるかもしれませんが、これはソーシャルワークの考え方の基礎にあるシステム

論に影響されているのでしょう。

'’虐待のケースワークなどはclientsystemとtargetsystemが異なることが多いでしょう。
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ところが、 コミュニテイワークの場合はclientsystemとtarget

systenlが重ならないことが多い。この章の冒頭であげた「砂の器」の

少年の例を使えば､clientssystemはこの少年やその家族であっても、

targetsystemは少年をいじめている学校の生徒や地域住民です。

Clientsystemとtargetsystemが異なるということは､援助を求める

人とワーカーが変化を起こさせる人が異なるということであり、それ

はすなわち、変化を起こさせるときに、かなりの抵抗が出てくるとい

うことです。それは容易に想像できるでしょう。援助を依頼してきた

人がワーカーの助言を聴いて自分の行動を改めるということよりも、

援助を依頼してもいない人にワーカーが働きかけて、その行動を改め

させるということのほうが、どれだけ難しいか考えるまでもないと思

います。

鮒ﾊｽ:Clientsystemとtargetsystem
ケースワーク、グループワークと違って、コミュニティワークではclientsystemとtarget

systemが異なることが多いことを、実例を想像しながら確認しなさい。また、ケースワー

ク、グループワークでもclientsystemとtargetsystemが異なることがあるが、それはど

のような場合か、隣の人と話しながら考えてみなさい。

以上、 コミュニティワークの特徴として援助の対象が不特定多数で

あること、 「部屋｣のなかから出て実践しなければいけないこと、client

systemとtargetsystemが異なるために実践にあたって大きな抵抗に

あう可能性があることの3点をあげておきました。最後に私自身のコ

ミュニティワークの印象を書いておきます。

5.怒りと夢のソーシャルワーク

私にとって、 コミュニティワークは何かといえば、まずは「怒りの

ソーシャルワーク」だと言いたい。冒頭で述べた「砂の器」の少年を

助けるにはケースワーク、グループワークではダメで、 コミュニティ

ワークしかないとことを述べた。 「こんなことがあっていいのか！ 」と

怒るエネルギーが、 コミュニティワークに結びつくのだと思います。

余談になるかもしれませんが、社会福祉学科の受験生の併願学科の

一つに法学科があります。法学科にも行きたかったというある社会福

祉学科の学生は、社会の不正に対する憤りをもつ正義感の強い人でし

た。人を差別する社会、一部の人間を排除し、残酷な仕打ちをしてい
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る社会、不平等な社会、そういうものをなんとかしたいという動機で

社会福祉学科を受験する人がいます。 コミュニティワークが好きにな

る学生は、まず、 こういうタイプだと私は思っています。

怒りという感情は、人の和を重んじる日本社会では抑圧されがちで

すが、不正に対する怒りはもっと評価されていいと思います。実際、

社会正義の実現こそ、ソーシャルワークの基本的な目的だからです(下

記の余談を参照)。

そして、 さらに私にとってコミュニテイワークとは「夢のソーシャ

ルワーク」だと言いたい。 コミュニティワークが実現しようとしてい

るのは多くの人が夢のように思い、逆に言えば実現不可能な理想であ

ると考えていることであるような気がします。多くの、たまたま近所

に住むようになった人たちが、価値観も生き方も違うのに助け合うこ

となどできるのだろうか。他人のことなど、 どうでもよいという人が

増えていると言われている世の中で互いに幸せを願い、その願いのた

めに行動するような人々を援助するなんて、まったく夢物語なのでは

ないか。 コミュニティワークは、そのような批判を受けながら実践さ

れ考えられてきたソーシャルワークだと思います。

しかし、それは本当に夢物語なのでしょうか。科学技術は多くの夢

物語を現実にしてきました。人間が月に行き、時速300キロの列車が

日本列島を縦断し、いまでは誰でも少しお金を出せばテレビ電話が買

える時代になりました。 ソーシャルワークなどの社会科学的な技術も

将来的には夢物語を実現してくれるのではないでしょうか。社会福祉

学科の学生なら誰でも知っているメリー・ リッチモンドが生まれたの

は1861年。 日本は、まだ江戸時代で新撰組も活動を始めていなかっ

た。それからまだ150年もたっていないのに、当時の日本人には夢物

語にすぎなかった社会が、つまり誰もが平等で身分制度がなく職業選

択の自由があり、政治が選挙で選ばれた人によって行なわれる社会が

実現したではありませんか。

近隣に住む人々が、互いの福祉に関心をもち、協力しあえる社会。

それは現在のところ夢にすぎないかもしれませんが、その夢を実現さ

せようと継続した努力をしている学問と実践はある。それがコミュニ

ティワークだと思うのです。

量余談ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの定≦
国際ソーシャルワーカー連盟が2000年に採択したソーシャルワークの定義があります。こ
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の定義は国際社会事業学校連盟でも採択されています。私は、この定義を読んだとき、と

ても感動しました。というのは、私はあるとき、社会福祉関連の学会に出ても、なかなか

興味がもてず（単なる統計的な分析結果の研究発表であったり、福祉制度の説明のような

シンポジウムであったりであったりしたので)、自分が一生取り組んでいく分野としてソー

シャルワークを選んだのは間違いだったのではないかと悩んだ時期があったのでした。と

ころが、この定義を見たとき、自分の選択は間違いではなかったと思い、とても嬉しく感

じたのです。その定義は以下のようなものでした。

Defimtionofsocialwork:Thesocialworkprofbssionpromotessocialchange,problem

solvinginhumanrelationshipsandtheempowermentandhberationofpeopleto

enhancewell-being.Utmsingtheoriesofhumanbehaviourandsocialsystems, social

workintervenesatthepointswherepeopleinteractwiththeirenvironments・Principles

ofhumanrightsandsocialjusticearefimdamentaltosocialwork.

ソーシャルワーク専門職は、人間の福利（ウエルビーイング）の増進を目指して、社会の

改革を進め、人間関係における問題解決を図り、人びとのエンパワーメン卜と解放を促進

していく。ソーシャルワークは、人間の行動と社会システムに閨する理論を利用して､人

びとがその環境と相互に影響し合う接点に介入する。人権と社会正義の原理は、ソーシャ

ルワークの拠り所とする某騨である。 （日本ソーシャルワーカー協会訳）

なによりも最初にthesocialworkprofeSsionpromotessocialchangeと、社会変革を目

標達成のための手段としてあげているところが気にいったのです。みなさんは、この定義

を読んでどう思いましたか。

鮴ﾊｽ:ｿｰｼｬﾙﾜｰｸの定義
上のソーシャルワークの定義を読み、あなたがこれまでもっていたソーシャルワークのイ

メージと比べての感想を隣の人と話し合いなさい。

総演習ｺﾐｭﾆﾃｨとしての上智大学
コミュニティワークが先に述べたように「集団行動によって人々が自分たちのコミュニテ

ィを改善することを援助するプロセス」であるとすれば、私たちが加わっている「コミュ

ニティ」である大学を改善することを演習として考えてみましょう'2．コミュニティは以下

のような機能（のいくつか）を持っています'3。

'2もちろん大学をコミュニティワークの対象と考え-ることは通常ありませんが、みなさん
がイメージしやすいコミュニティとして大学を考えてみることにしました。

'3Sheafbr&Horejsi(2003)前掲書,pp.239-240.
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物資とサービスの供給・配分一大学では、教育というサービスの供給はもちろん、食

堂での食事サービス、保健センターでの保健サービス、サークル活動への援助による

レクリエーションサービスが供給されます。ゴミの回収、シャワーやトイレ、更衣室

の設備もこのカテゴリーに入るでしょう。

雇用の場一大学は教職員にとっては雇用の場所です。学生がアルバイトで働くことも

あります。

安全の確保一コミュニティは犯罪や災害から守ってくれます。図書館で荷物が置きっ

ぱなしにされていることが多いのは、学内の安全が信じられている証拠でしょうか。

社会化'4の機会の提供一コミュニティのなかで人は他の人と交流し、そのコミュニテ

ィに対して愛言心をもつ。大学も、そこで学生、教職員などの人々が交流し、上智大

生としての連帯感が生まれます。

相互扶助一コミュニティでは助け合いが行なわれます。大学でも学生どうし助け合っ

ているでしょう。

社会的制御一コミュニティでは人々を制限するルールや社会規範があります。ゴミを

あちこちに捨てない、喫煙場所をわきまえるなど。大学にも同様のルールがあるでし

ょう。

政治的参加の機会提供一コミュニティでは全体の意思決定に参加する機会が与えら

れます。上智大学では、経営者には理事会があり、教員は教授会、教職員には教職員

労働組合があり、それぞれ大学の意思決定に参加することができます。学生には自治

会がないので、その機会はほとんどないのではないでしょうか。

●

r ■

L 』

●

●

●

●

●

コミュニティとしての上智大学を改善するとすれば、どの点をどのように改善すればい

いと思いますか｡4－6人に分かれて、できるだけ多くの案を考え、与えられた紙に書き出し

てみてください（例「学内でのアルバイトはできるだけ学内の学生を使うようにする。そ

れによって移動の時間が節約でき、それだけ学生が勉学に集中できる」など)。あとで、他

のグループと結果をわかちあいたいと思います。

r…“
Psychologism, Psychobabble, Professional dri廿，施設＝地域コンフリクト，迷惑施設ニ

ンビイ症候群NYMBYiChangeagentsystem,Clientsystem, Targetsystem,Action

system,Socialization

'4 「社会化」 (so(Yialization)とは「社会の価値観や規範を自分のなかに取り入れ、社会的な
役割（労働者、友人、市民など）を果たしていくことを学ぶことによって、社会の一員に

なるという過程」 (Marshal1,G.Ed. 1998,Oxforddictionalyofsociology,Oxfbrd:Oxfbrd
umverSityPress,p.624)です。
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荷…“
里の住人：あ、ひょっとして落ち込んでいるんですか？

山の仙人：なに？

里の住人：いや、わたしが変なことを言ったから？

山の仙人：なんじや？

里の住人：休むときは本を閉じればいいって、それだけの話だって。

山の仙人：ふうむ。

里の住人：だからさあ、仙人、このページは実は、仙人にとっての休むページなんすよ。

山の仙人：ふう－むむ（考え込む)。

里の住人：自分のニーズを人のニーズだと思いこんで、やっちゃうことってありますよね。

山の仙人：わしが、そうだと言うのかね。

里の住人：気にすることはないですよ。よく、学生が実習で子どもたちと遊びたい、なんて言い

ますけどね。それは自分が遊びたいからなんですよ。子どものニーズとは関係ないんですな。

山の仙人：わしの自己満足っていうことかの。

里の住人：ははは。でも、自己陶酔がなければ、講義なんてやってられないでしよ。

山の仙人：そんなふうに見えるかのお。

里の住人：だって、そのお姿で、そのお顔で、たくさんの人の目の前で1時間半も立っている

んですよ。ふつうの神経じゃ、無理ですな。

山の仙人：そんなにひどいかのお。

里の住人：だって、仙人。自分の講義している姿をビデオに撮って見たいと思いますか？思わ

んでしょう？

山の仙人：まあなあ。

里の住人：自分の真実を見たいと思わんわけですよ。

山の仙人：いやいや、辛いところじゃ。

里の住人：でも、その真実を、仙人の目の前にいる多くの人は見ているわけですよ。

山の仙人：耐え難きことじゃなあ。

里の住人：それでも耐えられているのは、それを仙人が見ないようにしているからですよ。実際

に人の目に映る自分の姿と自分が想像する自分の姿には天と地の落差があるんですな。でも、

その落差が人を真実から救ってくれているわけですよ。

山の仙人：そおかのう？真実を知るほうが人にとっては良くないと言うのかい？

里の住人：良くないとはいいませんけど、真実に耐えられる人は少ないということです。

山の仙人：真実とは何かのお. ． ． 。

里の住人：結婚式の写真とかハガキで送られるとね、わたしも、この問題を考えてしまいます。

山の仙人：はあん？どういう意味じゃ？



房麓〃鹿篇ど轌騎

コミュニティワークの実践モデル(practicemodels)について書く前

に、そのモデルの基礎にある考え方（パースペクティブ） と理論につ

いて書いておきます。また、その理解のための前提として、科学（ソ

ーシャルワークも社会科学の一つです）の性格を考えてみましょう。

というのは、 コミュニティワークはケースワークやグループワークと

違って目に見えにくいという問題'があり、抽象的なレベルで、まずは

しっかりと理解しておく必要があると考えたからです。

1．科学と方法論

科学とは｢一定の対象を独自の目的･方法で体系的に研究する学問2」

であり、 ソーシャルワークも社会科学の一つであると考えてよいと思

います。 とすれば、他の多くの科学とどのように違うのでしょうか。

ひとつの科学を他の科学と異なるものにしているのは、その「独自

の方法・ 目的」です。たとえば経済学とは経済学的に対象となる現象

を解明することであり、物理学とは物理学的に現象を解明することで

' 'IWelvetrees,A. (2002).CommunityWork(3rded.).Basingstoke,Hampshire:Palgrave.,
pp. 10-11.

2 「新明解国語辞典第5版(CD-ROM)｣ (1997)三省堂
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す。 ソーシャルワークとはソーシャルワーク的に現象に迫る試みであ

ると言えます。

例をあげましょう。 ここにホームレスの人々がいる。その現象を心

理学的にとらえれば、ホームレスになった人の動機の解明、あるいは

ホームレス状態になったことの心理的影響を調べることになるでしょ

う。都市社会学的にとらえれば、特定の場所にどうしてホームレスの

人々が集まるようになったのか、全体の都市の構造から明らかにする

かもしれません。労働経済学的にいえば労働市場から拒絶された人々

として把握されるかもしれません。つまり現象は一つでも、それをと

らえる方法はいくらでもある。その方法が諸科学であり、その一つが

ソーシャルワークであるというわけです。

とすれば、 ソーシャルワークを学ぶことはソーシャルワーク独自の

考え方やものの見方を学ぶことです。社会福祉サービスの名前や統計

的な数字を覚えたりすることではありません。社会現象はたえず変化

していきます。社会福祉の制度も法律が変われば、名称も内容も変わ

ります。その法律改正ごとに変わってしまうものが科学の本質である

はずはありません｡ （もちろんサービスの名前を覚えておくことは重要

で、名前がわからなければ実践などできません。ただ、それは実務的

な知識であって科学的な知識というわけではないということです｡）

この個別の科学特有の考え方やもの見方を授業のなかで伝えるには、

狭い分野でも深いことを学ぶことのほうが良いかもしれません。たと

えば考古学を学ぶときに世界各地の遺跡の概要をまんべんなく説明す

るより、一つの遺跡から出てきた一つの土器のかけらに焦点をあて、

そのかけらから何がわかるか、それをどのようにして明らかにするの

か、どうしてそれが明らかになるのか、その結果をどのように疑えば

いいか、そういったことを詳しく講義で行われたら、考古学的に考え

るとはどういうことかが明らかになるでしょう。

繰り返していえば、科学を学ぶことは現象をどのように見るかとい

う方法を学ぶことでもあります。逆にいえば、その科学を修めないと

現象も見えてこない。たとえば天文学を学ばなければ望遠鏡をのぞい

ても星が光っているのが見えるだけで、そこにどういう現象も見えて

こない。 自然科学であれば、 このことは自明であるように思えるので

すが、社会科学であるとこれがわかりづらい。内田義彦はこのあたり

のことを次のように書いています。

まず明確な問題があって学問がそこからはじまるというわけではありま

せん。現実的な問題は、学問的な解決を必要とすべき問題として、学問
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以前に、あらかじめ明確に意識されているというかたちでは存在しては

いないのです。 ． ． ．何か問題があるらしいが、何を問題とすべきか、問題

とすべき対象は見えない。 日常語の世界にうずまり日常語だけに頼って

いては､学問的に解明することができないだけではなく、解決すべき問

題そのものも明確には捉えられない。で、学術用語を組み合わせた概念

装置をつくり、それを駆使することで問題を発見し解決する。 3

ソーシャルワークを学ぶ学生たちは、 この部分を誤解していることが

多いように思います。つまり現場に出て、そこで現場を見れば、そこ

で問題が自然に見えてくると思っている人が多いのです。たとえば実

習に行った学生がよくいう不満は「私の行っている実習先には専門性

がない」 ということです。それは現場を見るだけで問題が見えると思

いこんでいることからくる誤解が多いものです。 「専門性が見える」と

いうことは、それだけである程度専門性が身についているということ

なのです。

現場で働く若いソーシャルワーカーのなかにも科学について同じよ

うな誤解をしている人がいます。そういう人は「福祉は現場ですよ。

大学では何も学べない」と、学生に言い、 「私なんかは学校では何も勉

強しなかった｣と豪語したりします｡そういう人の話を聞いていると、

内田義彦の言葉を借りれば「何か問題があるらしいが、何を問題とす

べきか、問題とすべき対象は見えない」 という状態にあることがわか

ります。その人の話に出てくるのは「わがままな人」 「落ち込んでいる

家族」 「融通のきかない行政」 といった「日常語」で描かれた世界であ

り、個人の経験と勘だけで動いているように見えます。 「大学で学んだ

ことは役にたたなかった」 と言ったりしていますが、役にたたなかっ

たのではなく、役にたつように使えなかったのであり、学んだことを

使うだけの力がなかったのです。たとえていえば天文学を学ぶのに、

望遠鏡があるということを知っているが、望遠鏡の使いかたがわから

ない。だから 「望遠鏡なんて役にたたない」 と言っている人のような

ものです。

鮒WW1バズ： 「概念装置」

「学術用語を組み合わせた概念装置をつくり、それを駆使することで問題を発見し解決す

る」ことが大事だということを内田義彦が書いていることを紹介しました。彼が言おうと

3内田義彦(1985)『読書と社会科学」岩波新書p. 147. この内田義彦の本は社会科学につい
て非常に易しく、 しかも重要な本質について解説した本ですので一読を勧めます。
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していることが理解できましたか。理解できたと思ったら、 「学術用語を組み合わせた概念

装置で問題を発見した」体験を隣どうしで話し合ってください。

垂余談＝ﾉｰﾄ
このようなソーシャルワーク的なものの見方がどれだけ学生たちの身についているかがわ

かるのは、私にとっては実習ノートのコメントをつけるときです。自分の目の前で子ども

が遊んでいる。その現象をいかに観察し、いかに自分がかかわっていくかをノートに書い

てもらったときに、そこにどれだけソーシャルワークの視点が入っているか、そしてそれ

がどれだけ妥当なものかということによって、その人のソーシャルワークの理解の程度が

よくわかります。当然のことかもしれませんが、学生たちの間には理解が進んでいる人と

遅れている人の差がかなりあります。あるとき私は－人の学生の実習ノートに「表面的な

ことしか見えていない」と厳しく書きました。その人は「私がどんな実習をしたのか、横

で見ていたわけでもないのに、なぜそんなことがわかるのですか」と、ずいぶん反発して

いました。そこで、その人に同じような実習先に行った別の人の実習ノートを読ませたの

です。すると、非常に驚き、私が書いていたコメントの意味が初めてわかったと言ってい

ました。

2．コミュニティワーク実践の視点

実践の視点(practiceperspective)と実践理論(practicetheory)とは

区別されます。Perspectiveはtheoryよりも大きく、 ものの見方の方

向性や価値観をいいます。実践理論(practicetheory)は現象を説明す

るための考え方です。その実践理論に基づいて実践モデル(practice

model)が実践されることになります4．以下、コミュニティワークの考

え方を理解するために、 コミュニテイワーク実践の視点について紹介

しましょう5．

エンバワメントの視点~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hardina(2002)によれば、 コミュニティワークは2つの視点（パー

スペクティブ）によって特徴づけられています。ひとつはエンパワメ

4この概念の区別についてはSheafbr,B.W,&Horejsi,C、R・ (2003). 'Ibchmquesand
GuidehnesfbrSocialWorkers(6thed.).Boston:AllynandBacon.,pp.50-51.
5以下Hardina,D.(2002).AnalyticalSkillsfb]FCommumtyOrganizationPractice.New
YOrk:ColumbiaUmversityPress.,pp.44･64に従って述べる。
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ントという視点(empowermentperspective)です。エンパワメントは、

現在ではソーシャルワークの必須単語になっていますが、その意味は

「個人、家族、グループ、 コミュニティを援助して、その個人的な、

対人関係的な、社会経済的な、政治的な力を増やせるように、また、

その環境を改善するためにより大きな影響を与えられるようにするこ

と6」です。

たとえば、社会的に差別されている人たちは社会のありかたを決め

るプロセスに参加できていない。だから、ますます社会全体がその人

たちには不利になっていくという悪循環があります。その悪循環を無

くしていくために、社会のありかたを決めるプロセスに参加できるよ

うに援助していくということは、エンパワメントの一例です。具体的

には、精神障害者が在宅福祉サービスをどう進めていくかというプロ

セスに関与していない場合は、 どうしても精神障害者に不利に計画が

進められてしまうという懸念があります。そんなときは精神障害者を

エンパワメン卜して、彼らがそのような在宅福祉サービス計画を決め

るプロセスに参加できるようにしていくわけです。

特に差別されていることがなくても、地域のなかで孤立しているこ

とによって無力感を味わっている住民がいます。たとえば小さな子ど

もをかかえた母親がいるけれども、みんなバラバラで孤立しているた

めに何もできない状態になっている。 この母親たちの間に人間関係を

つくり、たとえば「地域で子育てをする母の会」 といった自主的な団

体を結成することで、母親どうしが連帯し、地域の環境を改善する動

きをつくることができます。地域の環境を改善するというと、たいへ

んなことのように聞こえますが、年に数回もちつき大会や子ども映画

会などイベントを開くことだけでも環境の改善になります（レクリエ

ーションの機会の増加という意味で)。また当事者団体として、子育て

支援の行政サービスに対して意見を述べることもできるでしょう。

ストレングス視点

もうひとつは「ストレングス視点7｣ (strengthsperspective)です。
これは「クライエントが問題に直面し、逆境を乗り越えるためにもっ

ている資源､能力、サポートシステム、意欲を強調する8｣考え方です。

6Barker,R.L. (1999).TheSocialWorkDictionary(4thed.).Washington,DC:NASW.,p
153．

7 「ストレングス視点」 という訳語は『現代社会福祉辞典』 （2003)有斐閣に従った。
8Barker(1999)前掲書,p.468.
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ソーシャルワークが従来、社会的「弱者」を援助しようとしていた姿

勢を批判して、出てきた考え方です。

たとえば、 この視点ではクライエントは自分自身の問題を最もよく

知っている専門家(expert)と考えます。障害者の問題は障害者が、高

齢者の問題は高齢者がいちばんよく知っているというわけです。 とす

れば障害者への福祉サービスを考える委員会を設置する場合、障害者

福祉に長年かかわっているソーシャルワーカーや障害者福祉論を教え

ている大学教員を専門家として招くだけではなく、障害者本人も専門

家として(あるいは最も権威ある専門家として)招くことになります。

また、 クライエント自身がクライエントの問題を最もよく知っている

のなら、 クライエントをもっとも良く援助できるのもクライエントだ

ということになります。 とすれば、 クライエントとワーカーの一対一

の個別的な援助よりも、 クライエント同士が出会い、助け合うグルー

プを作るように援助していくことが、 より重要になってきます。

ストレングス視点と共によく出される概念としてレジリエンス

(resilience:辞書には「回復力」 とある)があります。 これは「社会で

周辺に押しやられ、あるいは抑圧されてきた人々は苦難によく耐えら

れる力がある9」 という考え方です。 「難難汝を玉にす」 という諺があ

りますね。 「苦労した人は強い」というわけです。Survivor'spride(サ

バイバーの誇り） という言葉を使う人もいます。つまり逆境を体験し

てきた人は、逆境を乗り越えてきたというプライドをもっている。そ

れだけ強いというのですね。 しかし、そのプライドがあまりに厳しい

環境のために活きてきていないことがある。 ソーシャルワーカーは、

そのプライドを発揮できるように援助すれば良いのであって、その後

は、 クライエントは持っていた力を出して回復していくと考えるわけ

です。

レジリエンスとの関係でdamagemodelとchallengemodelという

対比がなされることがあります'0°たとえば親から虐待を受けた、だ

から心に傷をもっているというのがdamagemodelo親から虐待を受

けたが、それに耐えてきた、それだけの強さを身につけてきたとプラ

スに考えるのがchallengemodelです。地域の関係でも、貧しい地域

だ、だから住民はみんな疲れていて地域にも活気がないと考えるのが

damagemodel。貧しい地域だからこそ助け合いの気風が残っている。

9Hardina(2002)前掲書p.47.
10Wolm,S.J.,&Wolm,S. (1993).Theresilientself:Howsurvivorsoftroubledfamilies
riseaboveadversityNewYOrk:ⅥⅡardBooks.
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何か地域で問題が起きても団結し、 自分たちで解決していこうという

意欲があると考えるのがchallengemodelです。私は大学院生のころ

「釜が崎」 という日雇い労働者の街にボランティアとして数年通いま

したが､そこで活動しているソーシャルワーカーや宗教関係者たちは、

その街を弱者の集まりだとは考えていませんでした。人々のつながり

の強さを感じていたようで、 これはchallengemodelでした。

鮒ﾊｽ:ﾁｬﾚﾝｼﾓﾃﾙの長所
社会福祉の援助方法のタイプはdamagemodelとchallengemodelに分けることができる

とすれば、ストレングス視点ではchallengemodelを使うのですが、そのchallengemodel

を使った場合の長所を考え、隣の人と話し合いなさい。

談余

畠
一 Practiceperspective

コミュニテイワークの実践視点として、エンパワメント視点とストレングス視点を紹介し

ましたが、ソーシャルワークには他にどのような視点があるか、気になったことでしょう。

本によって多少違いますが､たとえばgeneralistperspective,generalsystemsperspective,

ecosystemsperspective,ethmc-sensitiveperspective, fbmimstperspective'',humamst

andexistentialperspective,radicalandMarxistperspective,anti-discriminatoryand

anti-OPPreSSiVeperSpeCtive'2などがあります。日本ではfemimstperspectiveが最も知ら

れているでしょうか'3。

3．コミュニティワークの実践理論

コミュニティワークの実践理論とは、実践を導くための考え方の枠

組みで、それによって地域の働きや動き方、組織の動かし方、住民が

かかえる問題等の理解をしていきます。その理論は以下の4つのタイ

プに分けることができます'4。

'’以上Sheafbr&Horejsi(2003)前掲書pp､86-96に記述がある。
'2以上Payne,M(1997).ModernSocialWorkTheory(2nded.).Basingstoke:Macminan
に記述がある。

'3たとえば次のような本が出されています。杉本貴代栄(編)(1997)『社会福祉のなかのジェ
ンダー：福祉の現場のフェミニスト実践を求めて』 ミネルヴァ書房．

'4Hardina(2002)前掲書とHardcastle,Wenocur&Powers(1997)前掲書を参考にした。
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システム理論

ソーシャルワークではシステムという概念をよく使います。序章で

紹介したchangeagentsystem,clientsystem,targetsystem,action

systemという4つのシステムでソーシャルワークのプロセスを考え

ていくのもシステム理論から出ています。

システムとは「ものごとの複数の要素が相互に関連して一つの全体

を成している事態'5」をいいます。たとえば人体は、ひとつのシステ

ムです。人体は腕や足や頭、胴体から成り立っているでしょうが、そ

れを単に合わせただけでは人体になりません。

つまりシステムには「全体は部分の集合以上のものである」 という

性格があり、 これをnon-summativity (非累積性） といいます。手や

足や首、胴体等の部分を集めたら人体ができるわけではないし、手や

足や首、胴体等の働きを総計したものが人体の働きであるわけではな

い。部分を集めて結びつけたら、部分であったときには無かったもの

が全体に現れてくるというわけですね。互いに連絡のないものを集め

ても、 このような性格は現れません。たとえば、 うどんと、そばと、

ラーメンをテーブルの上に並べてみても、 うどんと、そばと、 ラーメ

ンを合わせたもの以上のものは何も無いわけです。

システムのreciprocity (相互性） も大切です。 これはシステムの内

部の一部が変われば、その一部に他の部分が密接に結びついているの

で、他の部分も変わってくるというものです。たとえば、人体でいえ

ば、 胃が悪くなれば、他の人体の部分も悪くなりがちでしょう。また

人間というシステムを、身体、心理、社会という3つの要素で構成さ

れていると考え、体調が悪くなったら、心理的に落ち込み、仕事がで

きなくなって職場の関係が悪くなる。逆に仕事ができないから、落ち

込み、体調も悪くなるというように、身体的(bio)、心理的(psycho)、

社会的(social)が相互にからみあって人間をつくっていると考える理

論biopsychosocial theoryは、 このシステムの相互性に注目している

ものです'6。家族システムでいえば、お父さんがリストラされて落ち

込んでしまえば、そのお父さんの気分が家族全体に伝わり、家族全体

の雰囲気も変わってしまいます。地域の一部をコミュニティワーカー

がかかわることで変えていけば、やがて地域全体にも変化が広がると

考えているのは､地域社会の相互性に期待しているからだといえます。

15村田裕志(1993）
16Derezotes,D・S
CA:Sage,p. 157

｢システム」 『新社会学辞典』有斐閣,p.553.

(2000).Advancedgeneralistsocialworkpractice.ThousandOaks,
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この相互性の結果、multifnality (多結果性） という概念が出てき

ます'7． これは同じ状態から違った結果が出てくるというものです。

たとえば、お父さんがリストラされたという状態から始まっても、そ

のお父さんは他の家族と濃い相互性があります。 したがって、お父さ

んがリストラされて家族全体が落ち込んでしまうという結果になる家

族もあれば、逆に、そのことが、家族が支えあうきっかけになり、貧

しいけれども温かい家庭が生まれるという結果になることもあるとい

うことです。

鮒ﾊｽ:相亘性とmultifinality
システムの相互性とmultifnality(多結果性）の例を考えてみなさい。

逆にequifnality(等結果性）という性格もシステムにはあります18。
つまり、違った原因でも同じ結果になることがあるということです。

たとえば、上の例でいえば、家族がみんな落ち込んでいるという状態

は、お父さんのリストラだけではなく、お母さんが病気をしても同じ

ように生じるかもしれません｡システムがある状態に陥っているとき、

それに至る過程には可能性として、いくつもあるということです。

鯵演習:ｼｽﾃﾑ論Ⅲ
3-4人のグループになり、システム論の非累積性、相互性、multifinality(多結果性)、

eqmfinahty(等結果性）の概念をつかって、既存の概念を否定したり、新しい視点を得ら

れたりする例をグループでいろいろ出してみてください。

（例1）「ある辛い出来事があったとき、それを『トラウマになった』と言って、その後、

人が怖くなったり、臆病になったりすることを当然の結果だとする考え方があるけれども、

人間をシステムとして考えれば、ひとつのことがいろんな結果になりうる（多結果性)。辛

い体験をしても、そのことが人を大きく成長させることだってありうる｡」

（例2）「特別薑護老人ホームで、多くの利用者が落ち言かない感じになった。これはたい

へんだと精神科医を呼んで、落ち言く薬を与えたが、それでも効果がなかった。そこにベ

テランの介護福祉士が来て排泄の記録をチェックしてみると、明らかに舅が少なかった。

そこで介護福祉士は、利用者が毎朝、排泄できるように介護することを提案した。すると

利用者はすぐに落ち言いた・人体のシステムに問題があったのに、それを心理・精神のシ

17Barker(1999),前掲書p.311
18同書p. 157.
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ステムの不調だと考えたのが間違っていた。これは人間のシステムの等結果性から説明で

きる｡」

さて、手には指がありますが、指もまた手の一部としてあります。

手から切り離して指の働きを考えることもできない。すると手それ自

体もシステムとして見ることが可能だということがわかります。シス

テムのなかにある小さなシステムをsubsystem(下位システム） とい

い、システムを含むより大きなシステムをsuprasystem(上位システ

ム） といいます。たとえば人体から見れば、手はsubsyStemであり、

手から見れば人体はsuprasystemです。

では、人体が人体として独立して生きていけるかというと、そうで

はないですね。食べたり呼吸をしたりしなくては生きていけない。そ

うすると地球という大きなシステムのなかのsubsystemとして人体

があることになる。地球は太陽のまわりを公転して、その熱を受けて

初めて、生命あふれる惑星となっている。だから地球だけを単独に地

球のありかたを考えられない。 とすれば、地球は太陽系(thesolar

system)というシステムのsubsystemだということになる。

このように考えれば、銀河系のシステムから太陽系のシステムが考

えられ、そこから地球のシステム、大気圏のシステム、生命圏のシス

テム、人体のシステム、手のシステム、指のシステム、細胞のシステ

ム、原子のシステムと、全体と部分という関係で全宇宙がつながって

いるという不思議な世界観が現れます。

以上、物理的な視点からシステムを考えてみましたが、同様に社会

的な事象にもシステムの概念を適用することができます。たとえば日

本は世界の国々との交流がなければ存立しない。すると、 日本は世界

システムの一部だということになります。都道府県は国の一部として

あり、市町村は都道府県の一部としてあり、地域社会は市町村の一部

としてあり、それぞれ全体と部分という密接な関係があります。地域

社会というシステムは、また、そこにある町内会をはじめ、 さまざま

な住民団体、商店会、教育機関、医療機関、福祉機関、交通機関、警

察組織や消防組織など多くの組織から構成されており、それぞれの組

織もまたシステムとして動いています｡たとえば小学校は教員､職員、

生徒、保護者といったものから構成されているシステムであり、教員

組織は校長や教頭、学年主任等から成るシステムです。校長という要

素だけを考えると、 これもまたシステムで雇用形態からは市の公務員

であり、教員に対しては管理者であり、生徒に対しては教育者であり、

そのどれが欠けても校長という役割が果たせない。管理者としての校
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長の役割を考えると、 これも各教員の教育指導力を上げる役割、教員

の「燃え尽き」を予防する役割など、 さまざまな役割があり、その役

割は互いに深く関連している。すると、 これもまたシステムというこ
とになります。

こうして考えると、あらゆるものをシステムと考えることができる。

地域社会も、地域社会で活動する住民組織もシステムとして見ること

で実践のためのいろいろなアイデアが出てくるというわけです。

鮒ﾊｽ:Opensystem, input,homeostasis
Subsystem(下位システム）とSuprasystem(上位システム）の例を考えてみなさい。そ

して、あるシステムで問題が生じたとき、 suprasystem(上位システム）に注目することで

問題がより良く解決する例、逆にsubsystem(下位システム）に注目することでより良い

解決につながるという例を考えてみなさい。

（例）施設でどうしても人手が足りないと思って困っていた。職員は、これは福祉制度の

不備で、法律が変わらないかぎりどうしようもないと考えていた。しかし、新しい副施設

長が言任したとき、職員の配置と役割分担について新しい提案をしたので、その通りやっ

てみると、人手不足が解消した。この場合、福祉制度のシステムの問題だと思っていたが、

下位システムである職員配置のシステムに注目することによって問題が解決したのである。

次にシステム論において重要な概念をいくつか紹介しておきましょ

う。まずは境界(boundary)です。システムには境界があります。境界

内では多く相互作用があり、境界を超えての相互作用は少ない。たと

えば人体をシステムとして見ることができるのは、人体内部の相互作

用（たとえば心臓と脳、血液と皮層の相互作用など）は、人体内部と

外部の相互交流（空気と皮層の相互作用など） よりも多いと考えられ

るからです。また家族をシステムとしてみる場合、家族内の相互交流

は家族の構成員が家族外の人ともつ相互交流よりも多いことが前提に

なります。境界が強く、全く外部との関係がないシステムを閉鎖系

(closedsystem)といいます。内部の電池だけで動いている人工衛星は

閉鎖系でしょう。ある種のカルト集団は外部社会との接触を完全に拒

んでいるという意味で、 この閉鎖系に近いものかもしれません。逆に

境界を超えて相互交流があるものを開放系(opensystem)といいます。

家族をシステムとしてとらえた場合、通常は家族の周囲の人たちとの

関係も多くあるのですから、家族は開放系であるといえます。

システムにエネルギーや情報等を入れることをインプット （入力、

input) といいます。その結果、システムから出てくるものをアウトプ
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ツト(出力、 output)といいます。たとえば子どもがケーキを食べる。
そして「おいしい！ 」 と喜ぶ。 とすれば、子どものシステムにおいて

ケーキがインプット、喜びがアウトプットです。ケーキばかり食べて

いる子どもに対して「ケーキばかり食べていると、顔がケーキになる

ぞ！ 」 と脅かすのですが、実際にはいくらケーキを食べても人間はケ

ーキにならない。それは人体がシステムであるからでシステムは自身

を保つ働きをもつのです｡その状態を定常状態(steadystate)といい'9、

その状態を保つ能力をホメオスタシス（恒常性hOmeostasis) といい

ます20．

システムが自分自身を保つことができるのは（ホメオスタシスが可

能であるのは)、フィードバックが働くからです。フィードバックとは

「システムの出力に関する情報を入力の信号に戻すこと21」であり、

たとえば家族というシステムで、家族みんなで山登りをするという体

験をインプットする。すると疲労感がアウトプットとして出てくる。

じゃあ、 もっと疲労感の少ないレクリエーションを考えようというフ

ィードバックが行なわれ、 こんどは、たとえばショッピングというイ

ンプットがなされるということになります。 これを実践に応用すると

すれば、危機にある家族や地域がホメオスタシスを維持できるように

援助するには、彼らのシステムとしてのアウトプットについてのフィ

ードバックが行なわれるようにすればよいということになります。

棚WWバズ:Opensystem, input,output,homeostasis
オープンシステムを－つ考え、そこにインプット、アウトプットがあっても、変化しない

こと（恒常性を保つこと）を確認しなさい。そういう例をたくさん出してみなさい。また、

システムではない場合は、インプット、アウトプットがあった場合、変わってしまうとい

う例を出しなさい。

Mﾊｽ:Home｡…”
システムの恒常性（ホメオスタシス）が、人間の福祉にプラスに働く場合とマイナスに働

く場合の例を考えてみなさい。 （例：不良グループで、－人の子が悪いことをやめたいと思

っても、そうさせないものがグループのなかにある。地域活動が昔から活発な地域社会で

は、新しく人が入ってきても、その活動が継続されることが多い｡）

９

０

１

１

２

２

徳安彰(1993） 「均衡」 『新社会学辞典』有斐閣,p.317.

森博(1993） 「ホメオスタシス」 『新社会学辞典」有斐閣,p. 1356.

海野道郎(1993） 「フィードバック」 『新社会学辞典』有斐閣,p. 1246
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システム論については理論というにはあまりに抽象的すぎるという

ことで、 これを理論としてではなく視点(perspective)として扱われる

こともあります（27ページの余談を参照)。システムは、ひとつのメ

タファー（イメージ、楡え）のようなもので、 「法律のシステム」 と言

っても、実際に自然科学で観察されるような完壁なシステムではあり

ません。ですから、 どうしても暖昧なことが多くなります。 この暖昧

さに、みなさんはなんとなく納得できないという気持ちが残るかもし

れませんが、 メタファーという視点からものごとを考えていくことを

学べば、興味深いものと感じることができるでしょう。

システム論の、 もう少し詳しい記述についてはecological social

wOrkの章で書くことにします。

猶渥習:ｼｽﾃﾑ論の特性を蕊解する
3-4人のグループにわかれます。ひとりが、ハンカチ（ティッシュの袋でもよい）をまるめ

て、それをボールにします。まず、じゃんけんで負けた人が、ボールをもって、ひとつの

システムの例をあげます（例： 「家族」「地域社会」「太陽系」「人体」 「福祉施設」「大学」

など)。そして、ボールをグループの他のメンバー1人に「では、このシステムの特性また

は重要な概念について具体的に話してください」と言いながら投げます。投げられてボー

ルを受けた人は、以下の特性のうちの一つを選んで、それを具体的に述べてみます。 （例：

「人体のシステムとしての境界は、皮盧だよね｡｣）それを述べ終わったら、またボールを

別の人に投げます。ボールを受けた人は、同様に特性または重要な概念の一つを選んで、

それを具体的に述べます。 （例： 「人体のインプットは食べ物に水、新鮮な空気かな｡｣）こ

れを続けて（何回か順番がまわってくると思います)、適当な例が見つからなかったら、そ

こで終わりにする。 （すべての特性の具体的な説明ができるとは限らないと思います。個々

のシステムについての私たちの知識が限られているので。例えば、私の太暘系についての

知識は限られています｡）これを繰り返し続けていくことで、システム理論の考え方を自分

のものにしていくことができるでしょう。以下に特性のリストをあえます。

● 非累積性

●相互性

●Multifnality(多結果性)、Equifinahty(等結果性）

● Subsystem、Suprasystem

●境界

● Input,Output

● CIosedsystem,Opensystem

● Homeostasis(恒常性）
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パワー理論

コミュニティワークにおいてパワー22(pOWer)は重要な概念になっ

ています。 クライエントは心身に異常があるから、心理的に問題があ

るから、生活に困難をかかえているというわけではない。 クライエン

トは社会的に不利な立場に置かれている。要するに、パワーがない。

無力なのだ。だから本来なら平等に配分されるはずの社会的資源が充

分に配分されない。 したがって、 クライエントの問題を探し出し、そ

れを無くすことによって援助するのではなく、 クライエントのパワー

を増大させ､もっとより多くの資源を獲得できるように援助すべきだ。

この理論は要するに、そういうことを主張しているのです。 この理論

にはいくつかの種類があります。それをひとつひとつ紹介していきま

しょう。

theorv)23パワー依存理論(Dower-dependencv

これは組織Aのもつ資源に依存せざるをえない組織Bは、組織A

に逆らえないという理論です。これは直感で理解できるでしょう。親

に経済的に依存している子どもは親に逆らえないようなものです。社

会福祉の機関はサービスを行なっても､そのサービスは無料であるか、

あるいはごくわずかの利用料金であるのが通常です。企業が製品を売

って、その売り上げで自分たちを経済的に独立させることができるの

とは根本的に違うわけです。したがって､福祉機関は行政機関であれ、

福祉基金団体であれ、外部機関の資源に依存せざるをえない。その資

源をもつ団体が､結果として福祉機関にパワーをもつことになります。

たとえば社会福祉協議会は、その財源の大半を行政からの補助金や

委託金（行政から委託された在宅福祉サービスなどの福祉サービスを

実施することによって行政から受ける資金）になっています24。つま

り行政の資源に頼っているから行政は社協に対してパワーをもつ。同

様に、社協が住民団体に活動資金を提供していて、住民団体がそれに

頼らざるを得ないとすると、社協は住民団体にパワーをもつというこ

とになる。その結果、行政に対して頭の上がらない社協があり、社協

22 『新社会学辞典」 (1993)有斐閣ではpowerを「権力」 と訳している。 ここでも 「権力」
と訳すべきなのかもしれないが、それだと 「エンパワメント」は「権力把握の援助」 とな

り、政治的な権謀術数を連想してしまい、元の意味とはかなりずれてきます。そこでやや

不自然かもしれませんが、パワーとカタカナ表記にしました。

23Hardina(2002)前掲書pp.51-53.
24新井宏(1997） 「社協事業と財源」 『地域福祉事典』中央法規,pp, 150-151.
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に対して頭の上がらない住民団体があるという構造ができてきます。

たとえ、行政の福祉サービスに対して住民が不満をもったとしても、

その住民に賛同して社協が行政に異を唱えることは難しい。また、住

民団体も､行政の顔色を見ている､その社協の顔色をみている状態で、

行政に対して何もできないということになってしまいます。

このような状態に対してどうすればいいかというと、一方が他方に

対して圧倒的に強いというバランスを無くしていかなければいけない。

そのための戦略をパワーバランス戦略(power-balancingstrategy)と

いいます25． これには5つの戦略（競合、再評価、相互性、連合、威

圧）があります。以下、説明しましょう。

競合戦略(competition)とは、そこからの資源に頼る組織を増やして

いくということです。つまり、組織Aが組織Bの資源にしか頼れない

となると､組織Bは組織Aに対して大きな力をもつようになりますが、

組織C、組織Dからの資源にも頼れるような状態になると、組織Bの

組織Aに対する力は小さくなります。社協の例を使えば、行政からの

資金だけではなく、共同募金や住民からの寄付金に頼るようになれば、

行政からの圧力が減ることになります。

再評価戦略(revaluation)とは、組織Aが自分たちの価値観を見直し

（再評価し)、組織Bに頼らざるをえなくなるようなありかたを変え

てしまうことです。たとえば、組織Aは相談事業が大事だと考え、そ

の事業を拡大してきたが、そのために相談事業のための資金を出して

くれる組織Bに頼らざるをえない｡その組織Bの力を小さくするため

には相談事業を重視する方向を変えて、広報事業を重視することにす

る。すると広報事業に資金を提供してくれる別の組織cへの依存が大

きくなり、結果として組織Bの力は小さくなる。

相互性戦略(reciprocity)とは組織Aが組織Bの資源に頼らざるをえ

ないとき、組織Bが求めるような資源を組織Aがもつようにすること

です。たとえば組織Aは組織Bから資金を受けている場合、組織B

が求めている人材を組織Aが提供することにする。すると、どちらか

が他方に対して一方的に力をもつという事態は避けることができます。

連合戦略(coalition)とは組織Aが組織Bの資源に頼らざるをえない

とき､同様に組織Bの資源に頼っている組織C､組織Dと連合します。

そうすると組織Bに対して力を行使することができるかもしれません。

たとえば社協の援助を受けている住民団体があって、社協のありかた

25以下の5つの戦略についてはHardcastle,Wenocur&Powers(1997).前掲書pp.48-50
を参照した。
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に不満なのですが、社協から活動資金を受けているので社協に対して

強く言えない立場である。 しかし、同様の住民団体と連合すると、た

とえば社協のありかたに影響力を与えうる会議のなかで（それは社協

の内部の会議かもしれないし、社協が参加している外部の会議かもし

れない)多数派となり、社協に力をもつことができるかもしれません。

最後の威圧戦略(coercion)とは、弱い立場の組織のメンバーが、署名

運動をしたり、デモを計画したり、マスコミを利用して相手に圧力を

加えるという戦略です。 しかし組織間の関係悪化につながる危険性は

あると思います。

棚ﾊｽ:ﾊﾜｰﾊﾗﾝｽ戦略
あなたの身近な組織で上述の5つのパワーバランス戦略を使うとしたら、どうなるでしょ

うか。たとえば大学の資源に頼らざるを得ないために大学のパワーの前では無力である学

生のサークルが、大学のパワーに対抗するには具体的にどんなことができるでしょうか。

葛藤理論(connicttheorV)

これはマルクス主義でいう階級闘争に関連する理論です｡社会は｢持

つ者」 と 「持たざる者」に分断されており、 「持つ者」は自分が持って

いるものを維持するために巧みに「持たざる者」を抑圧している。 「持

つ者」は政治や教育、マスコミも支配しているので、 「持たざる者」は

社会の不公平さに気づくことはない。新マルクス主義においては、経

済的格差だけではなく、障害者や女性、少数民族者などへの抑圧も問

題にする。親の資産を受け継ぎ、働かなくても巨額の富が銀行から支

払われ、広々とした家に住んでいる人がいる一方で、毎日8時間、単

純な手作業をして月1万円にもならない工賃を受け取り、 6畳一間の

相部屋で生活をしている身体障害者がいる。 これでは、あまりに不公

平ではないか。

そういう不公平な社会を変えていくのが葛藤である。 「持たざる者」

「抑圧されている者」が団結し、その不公平さを訴え、社会を変えて

いくことが望まれ、その過程で葛藤が生じるが、 これは生産的な葛藤

なのである。

この葛藤理論においてソーシャルワーカーの立場は微妙なものです。

なぜなら、 ソーシャルワーカーはこうした抑圧された人々の味方だと

いう立場を取りながらも、多くは行政機関か行政機関の補助金を受け

た民間福祉機関に雇用されています。一方、行政機関は現在の（不公

平な）社会の維持のために機能している組織ですから、その組織に雇
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用されているソーシャルワーカーには必然的に、抑圧されている人々

が不満をもち社会との葛藤を起こすことを予防する働きが期待されて

いるわけです。つまり、 ソーシャルワーカーは（雇用者から）社会の

安定に寄与することを期待されており、その意味で社会に葛藤をもた

らして社会を変えようとする被抑圧者の「真の友人」にはなりえない

ことになります。後に述べるように、 この矛盾を解決するためには、

ソーシャルワーカーは機関から離れたところで団結し、社会的な運動

を自ら起こしていく必要が出てきます。

資源動員理論(resourcemobilizationtheory)

これは社会運動理論(socialmovementtheory)と同じで、社会運動

を起こすための組織づくりをいかに行なうかを考える理論です。

たとえば、ある地域で精神障害者への偏見がとても強い。 これをな

んとかしたいという思いから、精神障害者や家族、精神科ソーシャル

ワーカーなどを中心とした組織がつくられたとします。すると、そこ

でさまざまな問題が出てきます。まず、 どうやってメンバーを集めて

いくか。 メンバーが少人数では行政や地域社会にパワーを行使するこ

とはできません。 しかし人数だけ集まったとしても、その人たちにど

うやって、 どんな仕事や役割を分担してもらうのか、全体の組織の構

造はどのようなものが望ましいか難しい問題です。

地域の自主的な住民団体ということで行政から補助金が出るかもし

れませんが、それを受け取ったときに行政を批判するような動きがで

きるのか。行政から補助金を受けているということが公表されると、

その組織が行政に対して協力的だという印象をもって新しく会員が入

ってきます。そのような会員は組織が行政に対して協力的であるとい

うことを当然、期待しますので、組織としては結果として行政に批判

的な動きはしにくくなります。趣旨に賛成するといって多くの医師が

賛助会員になり、その会費や寄付金が組織の貴重な財源になったとき、

組織は現在の医療体制を批判できるのか。それを考えると活動資金は

必要ですが、潤沢な資金があればどんな活動でもできるかというと、

そうでもない。資金を受け取ったために、かえって活動が制限される

ということもあるわけです。

社会的学習理論(social learningtheory)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

社会的学習理論とは人は他人を見て、あるいは模倣して、 どういう
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行動が社会的に受け入れられるかを学んでいくという理論です26． コ

ミュニティワークでは、人々が自分たちの（地域の）問題解決のため

に立ち上がることを援助するのですが、それがなかなかうまくいかな

かいことは容易に想像できます｡地元に福祉施設をつくりたいのだが、

その地元で反対がある。それに対して施設利用者になる予定の人たち

が集まって、地元住民に働きかけることが望ましいだろうし、 ワーカ

ーも、そのような動きが出るように援助することでしょうが、実際に

は利用者になる予定の人たちは「どうせ何をやっても無駄だ」 と諦め

てしまっている場合があります。その事態を理解し、対策を考えると

きに役にたつ理論です。

まず、 自己効力感(selfefficacy)という概念があります。 これは「あ

る課題を自分の力で効果的に処理できるという信念」あるいは「ある

課題がどれくらいうまく解けるかという自信」のことです27． この自

己効力感が強い人なら、 ワーカーが働きかけると、 「よし、 自分なら、

それくらいできる」 と考え、すぐに動いてくれますが、 自己効力感が

弱い人なら自信がないので消極的です。

しかし、 コミュニティワークでは住民の個人プレーは期待していま

せん。住民が団結し、議論しあい、組織として動いてくれることを期

待します。この場合、 「私ひとりならなんとかできるんだかが、この近

所の連中といっしょだったら、まとまる話もまとまらない。 うまくい

くはずがない」 と考える人もいるかもしれません。 このような人は自

己効力感は高いものの、集団効力感(collectiveefficacy)は低いと考え

ていることになります。

言い方を変えれば､この人は自分の能力は高いと考えているものの、

環境があまりに悪いために、がんばっても良い結果は出せないだろう

と考えている。 これを効力期待(efficacyexpectation)は高いが、結果

期待(outcomeexpectation)は低いと言います。結果期待が低いという

ことは、 自分の能力がどうであれ、 どうにもならないと感じているこ

とであり、 これは「学習された無力感」 (learnedhelplessness)といい

ます。長い間、差別され続けた人は、がんばっても抑圧されてきたと

いう辛い体験を繰り返しており、その結果「無力感を学習してしまっ

た」 と考えるのです。

26Corsini,RJ. (1999).TheDictionaryofPsychology.Philadelphia:Brunner/Mazel.,p.
915．

27桜井茂男(1995） 「効力感（効力性)」 『発達心理学辞典』 ミネルヴア書房, p. 210
Self-efficacyの和訳には「自己効力」 「自己効力感」 「効力感」などがある。
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この学習された無力感にも2つのタイプがあり、ひとつは「他の人

はできるのに、なぜ私だけできないのだろう」 と自分個人に限定して

出てくる無力感であり、 これを個人的無力感(personalhelplessness)

という。それに対して「誰がやっても無駄だ。誰にもできはしない」

と、 自分の周囲の人も無力だと感じることがあり、 これを普遍的無力

感(universalhelplessness)といいます。逆に「私もできるし、他の人

もできるはずだ」 という信念はuniversalhelpfillnessといいます。一

方、 「私にはできるが、他の人たちには無理」 と考えるのはpersonal

helpfUlnessといいます｡この感覚をもった人は他の人を信頼していな

いので、投票によって社会のありかたを決めるという民主主義的なプ

ロセスには我慢ができず、過激な行動にでることがあると言われてい

ます。 28

コミュニティワークの実践のなかで、なかなか社会的に行動を起こ

そうとしない人々、あるいは他の人と歩調を合わせることなく独走し

てしまう人などを理解し、援助のありかたを探るとき、以上のような

概念は分析に役立つと思います。

鮒ﾊｽ:Universalhelplessnessandpersonalhelpfulness
あなたの身近な組織（集団）と、その組織の中での自分自身を考え、隣の人と話し合いな

がらselfefficaCy、 collectiveefficacy、 umversalhelplessness(helpfUlness), personal

helpfUlness(helplessness)等を具体的に考えてみなさい。

構成主義(constructivism)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

人を理解するには、その人の世界、価値観を理解しなければいけま

せん｡コミュニティワークの場合､地域住民や社会的に抑圧された人々

の集団を援助するわけですが、その人々を援助するには、その地域や

集団が共有している「主観的な世界」を理解しなければいけないとい

うわけです。構成主義は、それをさらに進めて、その地域や集団が共

有している「主観的な世界」は、その人々が社会的に「構成」 したも

のであり、彼らにとっては「真実」なのだと考えます。逆に言えば、

彼らの考え方を「主観的」だとし、 自分たちの考え方を「客観的」だ

とするのは、 ソーシャルワーカーや社会科学者の集団の「主観」にす

ぎない。つまり主観客観の区別などというものは本来、存在せず、

28社会的学習理論についての以上の概念はHardcastle,Wenocur&Powers(1997)前掲書，

pp,43-44を参照した。
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どの社会集団（地域住民の集団や専門職の集団を含めて）が構成して

いる世界も同じくらいに「真実」なのだと考えるわけです。

私自身がコミュニティワークを研究するとき利用する理論は、 この

構成主義です。 コミュニティワークが準拠する理論としては比較的新

しいもので、 これに言及したコミュニティワークのテキストは少ない

かもしれません。

構成主義が役立つ例としては次のようなものがあります。私のゼミ

の学生が住民の地域福祉活動を調べようとして、ボランティアにイン

タビューをしたことがあります。ボランティアたちは口をそろえて、

「この地域には地域福祉などないよ」 と答えたそうです。その学生の

ゼミ論の結論は「この地域には地域福祉は無かった」 というものでし

たが、 どうも変ですよね。ボランティアが答えた「地域福祉」の意味

と、社会福祉学でいう 「地域福祉」の意味が違うことに気づいていな

いのです。そのボランティアたちは自分たちで議論しあうことによっ

て、彼ら自身が「地域福祉」の意味を「構成」 している。それが学術

的な意味での「地域福祉」 と異なっていてもいいのです。地域住民が

「地域福祉」 という言葉の意味をどう作り上げているかということを

探ることによって彼らの地域福祉観が見えてきます。

また別の例をあげると、私は患者団体の調査をしたことがあります

が29、患者会の「会長」 というと、多くの会員のトップに立ってリー

ダーシップを発揮しているように思われがちだと思います。 しかし、

私が患者団体の会員たちにインタビューすると、会長は「貧乏くじに

当たった人」だという認識がありました。つまり誰かがならなければ

ならないが、誰もなりたいと思わない役割というように理解されてい

る。またリーダーシップに対しては必ずフォロワーシップがある （つ

まり指導する人がいれば、指導される人がいる）のが通例なのに、私

が調べた患者会にはリーダーはいても、フォロワー（従う人）がいな

い。フオロワーがいないリーダーというものは下部のない上部のよう

なもので原理的にありえません。つまり、患者団体の運営のされかた

を理解しようとするとき、 こちら側（外側）のリーダーシップの考え

方をもってくると理解できない。患者会のメンバーの目を通して現実

を理解するしかない｡つまり､ メンバーが構成した現実をみるという

発想（構成主義的発想）から出発しないと、地域の人々と協同で進め

ていくコミュニティワークなど不可能でしょう。

~

290ka,T. (2003).Self-HelpGroupsfbrParentsofChildrenwithlntractableDiseases:A
QuahtativeStudyofTheirOrgamzationalProblems.Parkland,FL:Dissertation.com.
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鮒ﾊｽ:構成主義の欠点
構成主義を実践理論で使う場合、いくつかの欠点があると言われています。それはどのよ

うなものだと思いますか。隣の人と話し合って考えてみてください。

な…”
Practiceperspective, Practice theory, Practicemodel, Empowerment perspective,

Strengthsperspective,Resilience,Survivor'spride,Damagemodel ,Challengemodel,

システム理論，非累積性，相互性, Equifinality,Multifinality, Subsystem, Suprasystem,

CIosedsystem,Opensystem, Input,Output,定常状態，恒常性Homeostasis,パワー

理論Power-dependencytheory,Power-balancingstrategy,Competition,Revaluation,

Reciprocity, Coalltion, Coercion,葛藤理論，資源動員理論社会的学習理論Social

learningtheory, 自己効力感効力期待,結果期待,Outcomeexpectation,学習された無

力感Learnedhelplessness,Personalhelplessness,Universalhelplessness,Universal

helpfulness,Personalhelpfulness,構成主義



42やさしいコミュニティワーク

荷…ゞ
里の住人：またまた1ページ、余ってしまいましたね、さっきの議論の続きでもやりますか。

山の仙人：無理にやらんでも、ええがな・

里の住人：真実とは何か、ということですけどね、仙人。

山の仙人：はいな・

里の住人：何でしょう、真実とは？

山の仙人：難しいのお。

里の住人：仙人の意見をお間きしたいのですが。

山の仙人：よう、わからんのお。

里の住人：わからんことないでしょう。仙人は大学で講義されているんでしょう？

山の仙人：そうじゃが. ． ． 。

里の住人：講義されている内容は真実ですよね。

山の仙人：ううむ。よう、わからん。

里の住人：おやおや、じゃあ、ウソを教えていらっしゃる？

山の仙人：そうは、言っとらんよ。

里の住人：じゃあ、何を教えていらっしゃるんですか？

山の仙人：まあ、聴きなされ。おまえさん、こういう話をどう思う？わしの住んでおる山のふ

もとになあ、ほんに旨いラーメン屋があった。値段も手ごろでのう、仙人っちゅうのは、だい

たい麺類にうるさいもんじゃが、あそこのラーメン屋には文句はでんかつた。

里の住人：はあ、ぜひ、私も－度、そこに行ってみたいです。

山の仙人：おまえさん、この話を真実だと思うかえ？

里の住人：仙人はウソを言っていないんでしよ？

山の仙人：ウソは、ひとつも言うとらん。

里の住人：じゃあ、真実ですね。

山の仙人：いや、真実ではない。

里の住人：わかりませんなあ。

山の仙人：実はな、このラーメン屋は先月、店じまいしたんじゃ。

里の住人：ああ、それを先に言ってもらわないと。

山の仙人：これで真実が何かという問題が、そんなに簡単ではないことがわかったじゃろう。

里の住人：はあ？わかりませんなあ。

山の仙人：わしは一つもウソは言わんかつた。しかし、わしの言ったことを信じて、その山のふ

もとまで来た者は、きっと怒るじゃろう。 「なんで、店じまいしたことを教えてくれなかった

のか！ 」とねえ。つまりじゃ、言っていることは正しくとも、大事なことを言わなければ、そ

れは真実と言うには足りないのじゃ。この意味がわかるかのお。
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コミュニティワークの実践理論の一つとしてシステム理論を前章で

紹介しました。 ソーシャルワークが使うシステム理論には一般システ

ム理論とエコシステム理論があり、エコシステム理論の一つとしてエ

コロジカル・ソーシャルワークがあります。 このエコロジカル・ソー

シャルワークはソーシャルワークの本質をじつに巧みに表現しており、

例年、学生たちがしばしば私のコミュニティワークの講義のなかで、

最も印象的だったものどしてあげるものです。みなさんも、 この理論

の内容をしっかりと理解すれば、 ソーシャルワークのイメージが一新

され、 より明確になるに違いないと私は思っています。

1．エコロジーの発想

エコロジー(ecology)という言葉は、みなさんも聞いたことがあるで

しょう。 しかし、改めて、それはいったいどういうものかと聞かれて

も、わからないかもしれません。 日本語では生態学といいます。

生態学は生物学とどう違うのでしょうか。例えば、カルガモの生態

学はカルガモの生物学とどのように違うのでしょうか。カルガモとカ

ルガモの住んでいる環境の関係を考えるのが､カルガモの生態学です。

それに対して生物学ではカルガモ自身に注目するのです。
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ここで考えたいのはカルガモではなくて人間の生態学です。個人と

社会との関係を援助していくのが社会福祉だという話は、いままでの

講義で聞いてきたことでしょう。 とすれば、生物とその環境を研究す

る生態学の方法を、そっくりそのまま応用して人間の社会的な生態学

として地域での社会福祉（つまり地域福祉）を考えてみよう)というの

です。 とても大胆な発想ですよね。

鮒ﾊｽ:自然科学の理論を社会科学に応用する
自然科学で出てきた発想や考え方を社会科学で応用するという考え方は古くからあります。

たとえば社会的「機能」というときの「機能」は社会全体を有機体（生物）とみる社会有

機体論から来ているし、社会ダーヴィニズム（優れた個人や国家、民族だけが生き残ると

いう考え方で、資本主義や帝国主義を正当化する思想となった）は、ダーヴィンの進化論

を社会に応用したものです。精神分析などの力学的心理学は、文字どおり力学（物理学）

の影響を受けています'・他にも自然科学の発想を使って、社会現象や心理的な現象が説明

された例を考えなさい。また、そのような自然科学の法則を応用することの可能性と危険

性についても論じてみなさい。

エコロジカル・ソーシャルワークを最初に提案したのはジヤーメイ

ン(Germain) という人で1973年にケースワークへの応用として出し

たのでした2．彼女は、その後Gittermanとともに20年以上、 1995

年に79歳で亡くなるまで、 この考え方を確立するために努力してき

ました。

エコロジカル・ソーシャルワークは、 こうしてコミュニティワーク

の理論というよりはソーシャルワーク全般の理論として導入されまし

た。その背景には1960年代の市民運動を経て、 1970年代に起きたソ

ーシャルワークのgenericsocialworkへの志向（ケースワーク、グル

ープワーク、 コミュニティワークと別々に行なうのではなく、それを

統合して行なうこと）がありました。また、ケースワークなど直接的

処遇にかかわるソーシャルワークが社会変革と結びつくことが必要と

されながらも、その理論的モデルが作られていなかったということが

’ しかし一方であらゆる自然科学のモデルになったニュートンカ学は､一神教としてのキリ
スト教の影響があると言われています。あらゆる科学や思想は根底ではつながっているの

ですね。 『哲学事典』（1971)平凡社、 『哲学・思想事典」 （1998)岩波書店を参照。

2Germain,C.B.,&Gitterman,A. (1995).EcologicalPerspective・ InEncyclopediaof
SocialWork(19thed.).WashingtonDC:NationalAssociationofSocialWorkers,p.
816．



エコロジカル・ソーシャルワーク45

ありました3．エコロジカル・ソーシャルワークは、ケースワークで扱
う個人から、 コミュニティワークで扱う広い地域社会まで、すべてを

覆うソーシャルワークの理論として提ﾛ昌されたのです。 この理論の最

大の特徴は以下に述べるように、人と環境を一体のものとして理解し

ていることです。

2．人と環境の一体性

生態学のユニークな点は生物と環境を考えるときに、 この2つを不

可分のもの(aunitarySystem)4としてとらえていることです。つまり

生物のまわりに環境があるのだけれども、生物そのものが環境をつく

っているというところがある。良い例は「食物連鎖」でしょう。キリ

ンが草原にいて樹の葉をたべている。樹はキリンにとって良い環境を

提供している。 しかしキリンの糞や死骸が地中でバクテリアによって

分解されて、それが樹の肥料になる。つまり樹にとってもキリンは良

い環境を与えてくれるものとなっている。樹に小さな虫がいて、その

虫を食べる大きな虫がいて、その大きな虫を食べる小烏がいて、その

小烏の卵をねらうヘビがいて、そのヘビをたべる大きな獣がいて、そ

の獣の糞と死骸は樹の栄養になる。生物は環境の影響を受けているの

だけれども生物自身が環境をつくっているという面もあるわけです。

社会福祉は人と社会環境の関係を援助していく。 とすれば、人と環

境との関係を援助するということで生態学の理論を応用できるはずで

す。社会福祉の援助に生態学的アプローチをとるというのは、人間と

社会環境が実は一体にして不可分なのだという発想をすることです。

エコロジカル・ソーシャルワークでは、 この人と環境との関係を

person:environmentrelationshipと書きます。Germainは、 ここで

ハイフン(-)を使わないでコロン(:)を使うところに、人と環境がただ関

係しているだけではなく、一体であることが表現されていると言って

います5。つまり人間は社会環境によってつくられ、しかも社会環境は

人間がつくるという相互関係がある。そして、社会福祉の問題とは、

この人と社会環境の一体的な関係がうまくいっていないことから生じ

るのだと考えるわけです。
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鮒ﾊｽ:人は誰かの環境である
人の社会的環境は実は人間自身であると言えます。人間（たち)Aは人間（たら)Bの環

境であり、またその逆に人間（たち)Bは人間たち(A)の環境であるという例を考えて

みなさい。

この一体にして不可分という意味をもう少し考えてみます。たとえ

ば「夫婦は一体」などと言いますが、夫がなかなか家に帰らないで外

で酒ばかりのんでいるとしますね。そうすると妻は「また酔っぱらっ

て帰ってきて！ 」 と怒ります。 ここには原因としての夫の行動（外で

飲む）があり、結果としての妻の行動（怒る）があります。一方、夫

としては、 自宅に帰っても、妻は夫への不満や文句を言うばかりで、

夫の話に耳を傾けることはありません。だから、夫としては外で酒を

飲んで楽しい気分になってからしか帰る気にならない。つまり、夫の

行動は、妻の行動が原因になっているわけです。このように考えれば、

「夫婦は一体」 と言ってもいいのだけれども、夫婦のどちらかが常に

相手の行動の「原因」になっている。 こういう双方向的な相互関係を

interactionといいます。また、こういう発想の仕方を線形思考(linear

thinking)といいます。

それに対して、夫が外で酒を飲んでくるのは妻が帰るといつも怒っ

ているからであり、妻がいつも怒っているのは夫が外で酒を飲んでく

るからという悪循環の関係があるという見方があります。妻は夫の環

境であり、同時に夫は妻の環境になっている。そのために妻の行動の

背景には夫の行動があり、夫の行動の背景にはまた妻の行動がある。

このように考えると、 ぐるぐると因果関係が循環して、 どちらが原因

で、 どちらが結果なのか判断できません。そういう相互関係を

transactionといいます。また、こういう発想で状況を理解することを

エコロジカルな思考(ecologicalthinking)といいます。

社会福祉は従来から人と社会環境の両者の関係を考えてきました。

しかし、それはどちらかがどちらかの原因になり結果になっていると

いう interaction的な視点でみていたのです。つまり少年が非行を繰
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り返すのは家庭環境が悪いのだ（環境＝＞個人)、あるいは、あの家庭

が崩壊しかけているのは少年の家庭内での暴力のためだ（個人＝＞環

境） という論理を展開していた。 こういう因果関係のとらえかたを

linearcausality (線形的因果律） といいます。

①宝⑤
Transaction |nteraction

一方、エコロジカルに社会福祉を考えるとは、人と社会環境の関係

を円環的な因果律(circularcauSality)として理解することです。たと

えば上の例を使えば、少年が非行や暴力を繰り返すのは、その家庭環

境が問題だからであるが、その家庭環境を悪化させているのは、その

少年自身である。そして、その少年は自分自身が悪化させている家庭

環境によって、ますます非行に向かうという考え方になります。 こん

なふうに2つの要素がtransactionの関係にあって一体になっている

と理解するのです。

環境の問題でも円環的因果律を考えることができます。たとえば

broken-windowtheoly(｢破れ窓理論｣） というものがあります6． こ
れは窓が壊れているような、外見からして荒れている地域は、犯罪の

増加を招く傾向がある。そして犯罪が増えれば地域が荒れますから、

当然、窓が壊れたような建物が多くなります。美しい山の麓にゴミが

少しでもたまると、それを見た人は「ゴミが捨ててあるのなら、 ここ

に捨ててもいいだろう」 と思い、ゴミを捨てる。つまり 「ゴミがゴミ

を呼ぶ」結果になります。それと似ていますね。

量余談ｸﾗｽの雰霞、
この円環的因果律の概念で思い浮かぶのは、私自身の授業への取り組みと学生たちの態度

です。教員としてはどのクラス、どの授業も一生懸命、準備をして、力を入れなければな

6Barker,R､L. (2003).TheSocialWorkDictionary(5thed.).Washington,DC:NASW.,p
52．ジュリアーノ前ニューヨーク市長がこの理論を用いてニューヨーク市の治安を再生

したのはよく知られている。読売新聞(2004年4月22日12版p. 17)
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らないと思っているのですが、クラスの雰囲気、学生たちの態度によって、私の態度も大

きく影響されます。たとえば講義をしていても学生たちが寝ていたり、私語が多かったり、

あるいはガムをくちゃくちゃ食べながら聞いていたりすると、どうしてもこちらの授業へ

の意欲が削がれます。学生たちのほうを見るのも不愉快になるので、窓から外を見ながら

講義をしたこともありました。教員がそういう態度で授業をすると、講義は、ますます面

白くなくなりますから、寝ている人が増え、私語も多くなります。すると、私もますます

学生たちから顔をそむけて授業をすることになります。これはまさにtransactionですね。

むかし上智大学に私がきたばかりのころは、私の授業の仕方も下手だったのでしょう、学

生たちの私語はすさまじいものでした。それで私も嫌になってしまい、投げやりな態度で

授業をやっていた時期が正直いってありました。あるとき、あまりの私語の多さ、眠って

いる人の数の多さにがまんできなくなって、すべての講義の授業を朝イチにしました。す

ると出席者は激減しましたが、マジメな人しか授業に出てこないので、授業は極めて静か

で、しかも熱心に聴いてくれる学生たちばかりになりました。すると「こんなに朝早くか

ら来てくれているのに、つまらない授業をしては申し訳ない」と私も思うようになり、一

生懸命準備をするようになりました。これもtransactionですね。

｢講義崩壊」をめぐる学生と講師のtransaction

4
つまらない講義

『

L

、

I I教師の意欲低下 学生の意欲低下

騒がしいクラス

鰍ﾊｽ:Transactionと円環的因果律
あなたの身近な人と人とのtransactionの例を考え、その場合、円環的因果律はどうなって

いるのか、隣の席の人と話し合いなさい。いろいろ例がうかんだら地域の事例を考えてみ

なさい。

3．適応

人と環境のtransactionがうまくいっているとき､適応(adaptation)

しているといいます。 しかし「うまくいっている」 というのは厳密に
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いうと、 どういうことなのでしょうか。たとえば、みなさんのなかに

はガチガチの管理教育を中学・高校時代に体験した人がいるかもしれ

ません7．同じ服、同じ靴下の色、同じ髪型を強要されて、それに従わ

ないと 「不良」 というレッテルを貼られてしまう。試験には同じ答案

を書き、同じように考えるように教育されます。そういう場では「個

性」をもっていると教師ににらまれて、かえって危険です。 こういう

学校のなかで「うまくいく」 ということは、個性を失い、教師の指示

どおりに動き考える生徒になって、ちょうど品質管理をおこなってい

る工場がすべて同質の製品をつくりだすように「同質」の生徒として

卒業することでしょう。みなさんが、そんな学校のスクール・ソーシ

ャルワーカーだったら生徒と学校との「適応」をどのように理解しま

すか。生徒が管理教育のなかで「うまくやっていく」 ように援助しま

すか。その管理教育のなかで個々の生徒が抑圧され自分でものを考え

なくなりロボットのような人間になると知っていても、それを援助し

ますか。難しい問題ですね。

鮴ﾊｽ:ｽｸｰﾙ.ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ
教師に対して絶対的な服従を要求する高等学校があったとします。それに対して疑問をも

つA君という学生は学校生活をうまくおくることができません。A君は教員にも、まわり

の学生にも、そんな自分の気持ちを話すことができずに孤立しています。そんな学校に、

あなたがスクール・ソーシャルワーカーとして配置され、A君の悩みを聞いたとき、A君が

学校に適応するために、どのように援助しますか。隣の人と話し合いなさい。

学校だけではなく社会全体がそんなふうに抑圧的な社会であればど

うでしょう。たとえば国家主席の誕生日のために数万人の人を動員し

て、スタジアムで「おめでとうございます」などという人文字を出す

マス・ゲームを延々とやっている光景をテレビで見ましたが、あのよ

うな独裁的・全体主義的社会で、 ソーシャルワークをするとすればど

ういうことになるのでしょう。なにも外国のことを考えなくても昭和

の一時期、全体主義的な国家だった日本のことを考えてみてもいいで

しょう。天皇のために死ねと教える社会に対して「嫌だ」 という人が

いて、そのために「不適応」を起していたら、 ソーシャルワーカーは

社会への「適応」のために、その人に「国」のために死ぬように説得

するのでしょうか。

7みなさんの先輩のひとりは「ぼくは高校時代、髪型の登録を強制されました。いちど髪型
を登録すると1年間は髪型を変えられないのです」 と言っていました。
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鮴ﾊｽ:全体主義の葱かのｿｰｼｬﾙﾜｰｸ ~
全体主義の国家では、全体主義の国家のために個人は死ななければいけません。それに対

して「嫌だ」という人は当時の社会に適応できなかったといえます。では人間と社会の適

応を援助するソーシャルワーカーが、そのような社会にいた場合、 「国家のために死ぬなん

て嫌だ」という人をどのように援助すると思いますか。

こう考えてみると 「適応」を援助するといっても、その「適応」 自

体をどう考えるのかをはっきりさせておかなければならないことに気

づきます。

エコロジカル・ソーシャルワークでは「適応」 (adaptation)と 「順

応」 (adjustment)と区別しています。Adjustmentは受身的で、そこ

に自分を合わせていこうとすることですが、適応は積極的な行動をと

もなうものと考えるわけです。そして「適応」は人間の「成長」をう

ながすようなものに限られます。いくら社会と 「合う」 ことになって

も、それで人間が抑圧されロボットのようになってしまうのなら、そ

れは「適応」ではなく 「順応」にすぎないというのです8。

もうひとつ大事な点は、エコロジカル・ソーシャルワークでは生物

（人間） とその環境を一体のものとして考えるために、人間が成長す

るということは環境が改善されることだと考えます。つまり、人間が

成長すると環境が改善されるのであり、環境が改善されると人間が成

長するというように、人間の成長と環境の改善を不可分の対として捉

えるのです。エコロジカル・ソーシャルワークにおいての「適応」は、

このように人間の成長を促進し同時に環境の改善がなされるというも

のに限られています。

穆演雪:円環的因栗建そして住民(個人)の鱗長と環境の改善
3-4人のグループにわかれます。ひとりが、ティッシュの袋（なければ、紙をまるめたもの

でもけつこうです）をボールにします。まず、じゃんけんで負けた人が、ボールをもって、

ひとつの地域社会の問題の例をあげます(例：「ひとり暮らし老人の孤独死が続いている｣)。

そして、ボールをグループの他のメンバー1人に「この問題を円環的因果律で考えてみてく

ださい」という。ボールを受けた人は円環的因果律で考えたことを言う（例： 「近隣社会の

8Germain(1991)前掲書p.17．ただしBarker(2003)前掲書ではadjustment (順応）を
環境になじもうとする人間の活動であるとし、その結果が適応(adaptation)になったり不
適応(maladjustment)になったりするのだとしている。
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人間関係が希薄で、だから体調が悪くても誰にも助けを求められない。人とのつながりを

必要とすることを誰も訴えないから、ますます近隣の人間関係も薄くなっていく｣)。そし

て、さらに「この問題の解決のために住民の成長と環境の改善を考えてください」と言っ

て、またボールを投げる。受け取った人は住民の成長＝環境の改善につながるような実践

例を考えて話す（例： 「住民が一人言らしの高齢者と交流する機会をつくって、一人言らし

の高齢者が自分の不安を語ることが出来る場を設けたらどうだろうか｣)。終わったら、ま

た次の問題を考えましょう。これを続けることによってエコロジカルな思考が身につくで

しょう。地域の問題を考えるのが難しかったら、家庭（個人と家庭環境)、学校（学生と教

育環境としての学校）を考えてもいいです。

4．ストレス

人と環境のtransactionのなかで、それがうまくいかないとストレ

スがうまれます。エコロジカル・ソーシャルワークでは、 このストレ

スという概念を大切にします。ただストレスといっても、いろいろあ

りますね。たとえば、何となく緊張している状態をストレスといい、

「ストレス解消」のためにスポーツをしたり、 リラックス体操をした

りします。そういうストレスは生理的なもので社会的なことを扱うソ

ーシャルワークの中心的な問題ではありません。そこで生活の変化や

生活問題で、 「人・環境関係」 (person:environmentrelationship)の適

応状態を妨げるものをライフ・ストレッサー(lifbstressor)と呼び、 リ

ラックス体操などで解消してしまうものと区別することにします。

「適度なストレスは人間にとって必要なものだ｣という人もいます。

たとえば、 ソーシャルワーカーになって施設長から大きな仕事と責任

を任されたとします。それは人によっては胃をこわすほどのストレス

になることでしょう。 しかし、人によっては、それは大きなチャレン

ジ(challenge)になり、 したがって仕事の励みになるでしょう。このよ

うにストレスを引き起こす生活問題でも、それを克服できる資源が自

分にはあると思うとき、それはチャレンジになり、逆に、そうではな

く自分に危険しかもたらなさないと思うとき、ストレッサーになりま

す9。そして、ある状況に置かれたときに、それをストレッサーとする

9Germain,C.B.,&Gitterman,A. (1996)．TheLifModelofSocialWorkPractice:
AdvancesinTheory&Practice(2nded).NewYbrk:ColumbiaUmversityPress.,p.12.
Chanengedpeopleという言葉を、障害者(peoplewithdisabilities)の代わりに使う人がい

ますが、これもchallengeのプラスのイメージに注目しているのでしょう （前章で述べた
chanengemodelを思い出してください）。ただし学術用語としては対象者が特に

chanengedという言い方を望む場合を除いてpersonwithdisabilitiesといういいかたが
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か、チャレンジと捉えるか、あるいは単に無視するかなどの判断を行

う個人のプロセスを1次評価(primaryappraisal)といいます9．チャ
レンジととらえる人はソーシャルワークの援助を求めることは少ない

ので、私たちはライフ・ストレッサーに注目していいと思います。

このストレスには興味深い性格があります。ひとつは「つまりスト

レスがストレスを生む」 ということです。たとえば、ある人は仕事が

うまくいかなければ、おもしろくないから家族にあたる。理由もなく

怒りをぶつけられた家族は、やはり不愉快になって、そこで家族の不

和が生じる。家族の不和が生じたら、その人は仕事に集中できなくな

り、ますます仕事に失敗が多くなる。すると、それがまた家族への怒

りにつながっていくという悪循環です。 ここでも人と環境の

transactionが、 このようなストレスの増大を招いているのです。

この考え方を使うと多問題家族の状態が理解しやすくなります。多

問題家族とは、ひとつの家族のなかにいくつもの社会福祉的な問題を

かかえたケースをいいます。たとえば父はアルコール依存症者で失業

中、長女は非行、長男が家庭内暴力、次男が学校でのいじめが原因で

不登校、次女がひきこもりという家で、 さらに母が鯵傾向ということ

でケースワーカーのところに相談にきたら、 これは間違いなく多問題

家族です。システムの相互性あるいは円環的因果律から、家族どうし

が互いの原因と結果になって、 この家族を問題を多くかかえこむとい

う定常状態(steadystate)に押しやっていると考えられます100

ストレスのもう一つの性格は、ストレスを受けたシステムのなかで

最も弱いところに問題として出てくるということです。わかりやすい

例でいえば、身体（システム）のストレスは、その個人の身体のなか

で一番敏感なところに出てきます。ストレスがあったときに胃の弱い

人は胄炎になるし、 目の弱い人は目が腫れたりします。それと同じよ

うに家族のストレスは、その家族のなかで最も弱い人あるいは感受性

の高い人に出てきます。またストレスが社会全体に与えられていると

き、その社会のなかで最も弱い（貧しい）人たちの間に問題として現

れます。ですから、スラムは、そのスラムの住人だけの問題ではなく

本当はもっと広い地域全体の問題が、そのスラムに集中的に現れてい

勧められています。PublicationManualoftheAmericanPsychologicalAssociation(4th
ed.). (1994).Washington,DC:AmericanPsychologicalAssociation.,p.53.
10システムの相互性、定常状態については前章で説明しました。
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るだけなのですね''。

鮴ﾊｽ:ｽﾄﾚｽがｽﾄﾚｽを生む
エコロジカル・ソーシャルワークの視点からいうと、ストレスには2つの興味深い特徴が

ありました。ひとつは「ストレスはストレスを生む」ということ。 「ストレスは一番弱いと

ころに出る」ということでした。それぞれ、あなたの身近な例を考え、隣の人と話し合い

なさい。できたら地域社会の事例も考えてみなさい。

量余談雲嬢のｽﾄﾚｴ
－人の女の子が食事をしなくなった。一般には、その治療のためには家族全体がかかわる

ことが必要になります。その子ひとりの問題なのに、なぜ家族全員がかかわらなければい

けないのでしょう？その子を支えるためでしょうか？実はそうではなくて家族全体のス

トレスが、もっとも過敏なその女の子の食事行動に出たということもあるのです。家族シ

ステムの、もっとも弱い部分にストレスがかかったわけです。この話を授業でしたとき、

フィードバックに「救われた思いがした。私は家族のなかでいちばん傷つきやすかったと

いうことにすぎなかったということに気がついた」というコメントがありました。

5．コーピング

1次評価(primaryappraisal)によって、個人はストレスを判別しま

す。では、そのストレスにどう対処すればいいか、どのような方法で

どういう資源を使って対応するか、それを考えるプロセスが2次評価

(secondaryappraisal)です。ストレスに対処しようとして個人が行う

努力(efbrts)をコーピング(coping)といい、そのコーピングのためにと

る行動をコーピング行動(copingbehavior)といいます。

コーピングは、それがどこに向かうかを基準にして2つに分けられ

ます。ひとつは問題に立ち向かおうとするproblem-fbcusedcopingで

あり、 もう一つは自分の気持ちを一時的にも安らかにしようとして自

'’東京には山谷、横浜には寿、大阪には釜ヶ崎という日雇い労働者の街があります。私は

大学院生のころ釜ヶ崎に通っていましたが、あるとき、そこで働いている牧師が「釜ヶ崎

は日本の心の貧しさが現れている場所だ」 と言っていました。釜ヶ崎だけが貧しいのでは

ありません。もっと広い社会全体のストレスが、労働条件が不安定な立場にいる人たちに

集中して現れているのです｡それが日雇い労働者の街の貧しい姿をつくりだしているので

しょう。
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分の気持ちに多くの注意を置くemotional-fbcusedcopingです'2。た

とえば明日レポートを出さなくてはいけないのに、なかなかそれに取

り掛かれない。それがストレスになっている。そのときレポートに集

中しようと努力するのがproblem･fbcusedcopingです。そうではなく

好きな音楽を聴いてレポートのことはしばらく忘れようとするのが

emotional-fbcusedcopingです。後者は心理学でいう防衛(defbnse)に

似ていますが、防衛が無意識的であるのに対して、 コーピングは多く

の場合、意識的（あるいは前意識的）な行動になります'3．

コーピングの例を考えてみましょう。たとえば、みなさんがアパー

トで一人暮らしをしているとしますね。隣の人が夜中にロックを聞い

ていて、そのビートが朝イチの授業にでなければならないあなたの枕

を響かせている。 これはすごいストレスになりますね。あなたならど

うしますか｡ウルサイゾ！ ということを知らせるために壁をたたく（私

は一人暮らしのとき、 うるさい隣人への対策として、壁にぶつけるた

めのボールを買っていました)､ヘッドホーンをつけて別の音楽を聞く、

ふとんを頭からかぶる、耳栓を明日買おうと決意する、明日の朝いち

ばんに隣に行って文句を行ってやろうと計画を練る､大家に密告する、

ベランダにむけて｢静かにしてください｣と書いた紙飛行機を飛ばす、

相手の郵便ボックスに抗議の手紙を入れると、いろいろな行動をとる

ことができますが、 これはすべてストレスに対するコーピングです。

大学でなかなか友人がみつからない、ボーイフレンド、ガールフレ

ンドがみつからない。 こういうのもストレスになりますね。それに対

して、みなさんならどういうコーヒ．ングをとりますか。新しい人との

出会いがあるバイトをさがしますか、それとも大学の外のサークルや

グループに入りますか、あるいはレンタル・ビデオ店に行って架空の

ラブ・ストーリーにひたりますか、あるいはお酒を飲んで寝ますか。

これらも、すべてコーピングです。

こうしてみるとコーピングそのものにも個人によって傾向（パター

ン）があるようですね。なんでもストレスがあると酒やギャンブルで

それから逃れようとする人､ただひたすら耐える人､問題解決にむけ

て積極的に取り組もうとする人など、 さまざまです。 このコーピング

の傾向をコーピング・パターン(copingpattern)といいます。エコロジ

'2Monat,A.,&Lazarus,R.S. (1991). Introduction:StressandCoping:SomeCurrent
IssuesandControversies. InA・Monat&R､S.Lazarus(Eds.),StressandCoping:An
Anthology(3rded.).NewYbrk:ColumbiaUmversityPress.,p.6.
'3Germain(1991)前掲書,p､22.
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カル・ソーシャルワークの視点から言うと適応に向かうコーピング・

パターンが望ましいのです。つまりその人の成長につながり、 しかも

環境の改善につながるようなコーピング・パターンが現われるように

援助していきます。

鮒ﾊｽ:ｺｰﾋﾝｸ.ﾊﾀｰﾝ
以下の3つの（おそらく）ストレスを発生させる近隣社会との関係について、あなた自身、

どのようなコーピングをとるかを考えなさい。それによって近隣社会との関係についての

自分のコーピングにパターン（コーピング･パターン）がないかどうか考えなさい。その

結果を隣の人とわかちあいなさい。

近所で放火事件が続いたので、近所の人で順番に夜回りをすることになった。あなた

の家では、あなた以外、みな忙しくて、夜回りなどできないという。 「あんたは大学生

なんだし、まだ時間があるでしよ」と親に言われた。しかし私は近所に誰も知った人

がいないし、放火事件の犯人を目撃してしまったらどうしようかと思うと怖い。

1

2． あなたはアパートに独り暮らしで住んでいる。隣室の人が生ゴミを共用廊下に出して

いる。それが臭くてたまらない。しかし、あなたは隣室の人を見たことがない。

あなたは新しいアパートに引っ越したばかりだったが、仕事から帰ると、戸□に寝間

言姿の見知らぬおばあちゃんが呆然として座っている。そして「ドアが開かなくなっ

たので、泊めてもらいたい」とあなたに言った。聞けば、隣に住んでいる人だという。

3

6．内的資源と外的資源

望ましいコーピング行動をとることが大切だとわかっていっても、

それができない場合があります。たとえば家族関係がうまくいかなく

て、ストレスが生じている。そのストレスに対して望ましいコーピン

グができる能力、それをコーピング能力(copingcapability)といい、そ

のスキルをコーピング・スキルといいます。 この場合、望ましいコー

ピング行動が家族でじっくりと話し合うことだとしましょう。 しかし

「話し合う」 ことは簡単なようで難しいものです。

日本語を知っていたら話し合えるというものではありません。夫の
うら

顔を見ただけでいままでの怨みつらみで胸がいっぱいになってしまっ

て何も言えなくなる。あるいは妻に自分の感情や考えを話そうとして

も言葉が出てこなくて、つい酒を飲んでしまい、ベロベロになったと
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ころで初めて妻にあれこれと言えるが、 もうそうなると本人だけが満

足していて聞いている相手には何を言っているのかわからない。 こん

な場合、欠けているのはコミュニケーションのスキルでしょう。

また、ある家族は子どもの病気のことで家族関係がギスギスしてし

まっている。病気や医療制度についての知識があれば、 このストレス

に対して、 もっと良いコーピングができるかもしれません。また、あ

る人は卒業後の進路のことで不安でしかたがありません。その場合、

社会福祉学科を出た人がどのようなところで就職しているのかという

情報を得ることができれば、その不安は軽減されるかもしれません。

つまり個人のスキルや知識は、適応に向かうコーピングを可能にす

る基礎になっています。いいかえれば、ストレスに対処するためのス

キルや知識があれば、その人のコーピング能力は高くなります。 この

ようにコーピング能力を高めるスキルや知識を内的資源(internal

resource)、あるいは個人がもつ資源という意味でpersonalresource

といいます。

内的資源の例をさらにあげてみます｡相手に自分の考えや感情を話

そうと思っても、いざその感情について語ろうとすると自分自身の感

情に圧倒されてしまって、ただ「もう嫌！ 」 と叫んでしまう。 これで

は相手との相互理解も進まず、ますますストレスが強くなってしまう

でしょう。 自分自身の否定的感情、たとえば怒りや憎しみ、恨み、悲

しさ、情けなさというものを自分できちんと表現できること。そうい

うスキルはコーピング能力を高める内的資源です。

また複雑に多方面に影響を与えている問題を、ひとつひとつ分析的

に見ていき、まず何を解決していけばいいのかを順々に片付けていく

スキルがあります。たとえば子どもが病気をして、そのために借金を

して、母親が子どもの看病のために仕事を続けられなくて、 と問題が

つぎつぎに拡大していくと、 もう何がなんだかわからなくなってしま

い、泣きながらあちこちの友人や親戚に助けを求めるクライエントが

います。問題の複雑さに圧倒されてしまって困っているには違いない

のですが、いったい何がどうなっているのか自分でも理解できなくな

っていますのです。分析的に物事を考えられるスキルが不足している

といえます。

意欲や自信も内的資源のひとつです。困難に面して「ああ、オレは

もうだめだ」 とすぐに諦めてしまうと、 リハビリテーションも、 うま

くいきません。ある人は意欲をもって回復しようと努力しますが、人

によってはすっかり諦めてしまってどんどん障害が重くなってしまう
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ことがあります。社会福祉の援助を受ける人はlearnedhelplessness

という状態に陥っていることが多いのです。Learnedhelplessnessと

は「学習された無力感」 というべきもので、何度も失敗を繰り返すう

ちに、その経験から 「どうせ何をやっても無駄なことなんだ」 と 「学

習」 してしまうのですね14。

自尊の感情(SelfeSteem)15も重要な内的資源です。 自尊の感情は自

惚れや虚栄心を言うのではありません。 自分は生きる価値のある人間

なのだと信じることです｡自殺したり自暴自棄になったりする人は｢私

なんて、どうなったっていい」と、自分の価値を認められないのです。

ですから、 自尊の感情は人間が生きていく上で必要不可欠なものだと

言えます。

自尊の感情を考慮しない援助は、かえって相手の負担になるかもし

れません。たとえば障害のある人を援助するときに、資源を提供した

り支持的な人間関係を提供したりするだけでは、その人は「私はみん

なのお荷物になっている」 と思い込み、かえって落ちこんでしまうか

もしれません。 「いいえ、どんな人でも値打ちがあるのよ」などと抽象

的なことを説教しても逆効果でしょう。その人が具体的に個人として

評価されないと、本人は自分で自分を尊敬できないのです。

鮴ﾊｽ:ﾎﾗﾝﾃｨｱ.ｾﾗﾋｰ
ボランティア・セラピーという言葉を聞いたことがあります。つまりクライエントにボラ

ンティア体験をさせて、それで自分が社会に役立つのだという実感をもたせる。そうする

ことによって、クライエントの自尊の感情を育てていくという「治療法」なのです。クラ

イエントの自尊の感情が育つのを援助する方法としては、他にどういうものが考えられま

すか。

以上のようなことが内的資源とすると、それに対してコーピング能

力を高める外的資源(externalresource)を考えることもできます。外

的資源は環境にあるため環境的資源(environmentalresource)という

こともあります。たとえば寝たきり老人の介護は大きなストレスにな

りますが、それに対するコーピング能力を高める外的資源には在宅福

祉サービスや経済力、家族の自由時間や自宅の充分な空間、介護に疲

'4 「学習された無力感」については前章の社会的学習理論の項に説明しています。
'5用語辞典を調べると 「自己価値」 「自己価値」 （心理学辞典, 1981,平凡社)、 「自尊心」 「自
尊感情」 （発達心理学辞典, 1995, ミネルヴァ書房） とあり訳語は一定していない。ここで
は「自尊の感情」 と訳しておく。
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れたときの精神的・身体的サポート、情報サービスなどがあります。

友達や親族なども､その人を外から支えてくれる重要な外的資源です。

この内的資源、外的資源は互いに影響しあうのだということに注意

してください。たとえばAさんには友達がいない(外的資源の不足)。

そのため孤独感が強く自信もない(内的資源の不足)。自信がないから、

人と出会う機会をつくることもできない。だから、ますます友達がで

きない（外的資源の不足） という悪循環ですね。別の例を考えれば、

Bさんは父親がギャンブルで給料を全て使ってしまうような家で育っ

た。そのため学費に不自由する生活が続いた（外的資源の不足)。高等

学校にも行くことができなくて、また行っても勉強ができる心理状態

ではなかった。その結果、履歴書に正しい日本語が書けないくらいに

学力が低い（内的資源の不足)。学力が低いから、なかなか就職が決ま

らず、経済的に不安定な状態が続いている（外的資源の不足)。ここに

もtransactionの関係があるわけです。

鮴ﾊｽ:内的資源.外的資源
以下の2つの（おそらく）ストレスを発生させる近隣社会との関係について、あなたが良

いコーピング行動をとるために必要な内的資源、外的資源を考えなさい。

1． あなたはアパートに独り蟇らしで住んでいる。隣室の人が生ゴミを共用廊下に出して

いる。それが臭くてたまらない。しかし、あなたは隣室の人を見たことがない。

あなたは新しいアパートに引っ越したばかりだったが、仕事から帰ると、戸□に寝間

言姿の見知らぬおばあちゃんが呆然として座っている。そして「ドアが開かなくなっ

たので、泊めてもらいたい」とあなたに言った。聞けば、隣に住んでいる人だという。

2

露演習:内的資源.外的資源
1． 3－4人のグループにわかれます。

2． ひとりが、ハンカチ（テイツシュの袋でもよい）をまるめて、それをボールにし

ます。

3． じゃんけんで負けた人が、ボールをもって、ひとつストレスが起きる状況を適当

に考え、それを簡単に述べます。 （例： 1年のときに語学の単位を全部落としてし

まった)。そして、ボールをグループの他のメンバーに「望ましいコーピング行動

は？」と言いながら投げます。

4． 投げられてボールを受けた人は、その状況に対する望ましいコーピング行動を述

べます。 （例：毎日、学校にきて授業にでて勉強する)。 「望ましい」という基準は
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エコロジカル・ソーシャルワークでいう「適応」に向かうことです（語学担当の

先生のところに行って、 「プレゼント」をして成績を変更してもらう、なんていう

のは、学生の成長にも教育環境の改善にもなりませんのでダメです)。コーピング

行動を述べた人は「このコーピング行動のための内的資源は？」と言って、また

ボールを投げます。

5． ボールを受けた人は、そのコーピング行動を起こすときに必要な内的資源につい

て述べます。 （例：朝早く起きようとする意欲、講義にでて学ぶスキル)。内的資

源について答えた人は次に「このコーピング行動のための外的資源は？」と言っ

て、またボールを投げます。

6． ボールを受けた人は、このコーピング行動を起こすときに必要な外的資源につい

て述べます。 （例：過度のアルバイトをしなくてもすむ経済的生活基盤)。そして

「じゃあ、この人をエコロジカル・ソーシャルワークの観点から援助する方法

は？」と言って、またボールを投げます。

7． 受け取った人は内的・外的資源を提供する援助について答えます。 （例：朝早く起

きようとする意欲と講義にでて学ぶスキルを身につけるように援助して、アルバ

イトばかりしないですむような経済的生活基盤をつくることができるように援助

する)。答えたあと「では、次のストレスの状況をどうぞ」と言って、また他のメ

ンバーにボールを投げる。

これを続けていけば、コーピング行動、内的資源、外的資源という考え方が、頭に染

み込んでいくでしょう！ （ヒント：簡単に内的資源＝スキルと決めつけないで、ある

場合には意欲でしょうし、ある場合には自信でしょう。自尊の感情かもしれません。

その状況に最も必要だとあなたが思う資源を言ってください。同様に、外的資源＝経

済的支援と決めつけないで、友人のサポート、情報提供など、さまざまなものを考慮

し、何が適切なのかを考えてみてください｡）

7．ハビタット

人と環境のtransactionを考えるとき、いままでは個人と環境をイ

メージして書いてきました。そのほうがわかりやすいと思ったからで

す。 しかし人は一人で生きているのではありません。かならず誰かと

共に生きているのです。ですから、 ここからは人を人の集団として考

えてみましょう。

集団としての人とその環境の関係を生態学的に考えるときに参考に

なるのは動物の集団と環境の関係です。 とくに、それぞれの動物には

それぞれに適した環境があります。つまりウサギにはウサギに適した

環境があります。それを生態学では生息地といいます。生物にはそれ
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ぞれ固有の生息地があります。ペンギンにはペンギンの、ライオンに

はライオンの固有の生息地があります。ライオンをペンギンの生息地

に連れていったなら、いくらライオンが百獣の王でも寒さですぐに死

んでしまいます。生物はそれぞれ自分に適した生息地をもっているの

です。

そこで人間の生息地を考えてみましょう。人間の生息地をエコロジ

カル・ソーシャルワークではハビタット(habitat)といいます。エコロ

ジカル・ソーシャルワークは人間に適した生息地（ハビタット）を社

会的につくるのが、 コミュニティワークだと言うのです。なんて素晴

らしい発想でしょう 1 人間のハビタットを考えるときには動物の生

息地にはない社会的文化的要素がでてきます。それを次に空間的要素

と時間的要素にわけて考えてみましょう。

ハビタットの空間的要素

ひばりが空たかく飛ぶのは烏にはその「家族」の空間的領域があっ

て、それを他の烏に知らせるためだそうです。イヌが電信柱で片足を

あげて自分の臭いを残すのも、 ここが自分の領域だと他のイヌに知ら

せるためだそうですね。そういう活動を境界維持活動(boundary-

maintenanceactivity)といいますが、 じつは人間もそういう活動をす

るのです。

まずパーソナル・スペース(personalspace)とよばれる空間があり、

それを守るために人間は行動します。例えば満員電車のなかでも必死

になって新聞を目の前に立てて読もうとする人がいますが、 これは新

聞を立てることによって自分のパーソナル・スペースを確保している

のです。勤務中、女性の部下のパーソナル・スペースに無理やりはい

ろうとすると、それはセクハラになります。カラオケでデュエットを

歌おうと肩を近づけても避けられてしまうのは（もちろん、あなたの

恋人なら話は別ですが)、相手のパーソナル・スペースに入ろうとする

からです。相合傘で歩いている2人がほほえましい（？）のはパーソ

ナル・スペースを共有しているからです。喫茶店で向い合ったとき、

隣り合う、向い合う、斜めに向い合うという順に親しさが低くなるの

は、パーソナル・スペースの共有の度合が、 この順に少なくなるから

です。パーソナル・スペースは前に大きく、後ろに小さくなっていま

す。満員電車のなかでは、みんなが互いにうまく背中どうしが向い合

って立つようになるのは、できるだけ共有するパーソナル・スペース

を小さくするためです。 口論をしている男性同士を見ていると、互い
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に極端に顔を近づけあっていることがあります。あれは互いのパーソ

ナル・スペースのなかに入って威嚇するためなのでしょう。嫌になっ

て、下を向いてしまえば負けなのですね16．

棚ﾊｽ:ﾊｰｿﾅﾙ.スペース
パーソナル・スペースの概念を使って、あなたの身近な社会現象を説明してみなさい（上

の満員列車の例のように)。また、この概念を使って、福祉施設の状態を点検できるかどう

か考えてみなさい。

パーソナル・スペースは、その人の移動によって同時に移動してい

きますが、その人がいまどこにいるのかに無関係に、その人に使われ

るための場所があります。それがテリトリー(territory)です。家はそ

の家に住む家族のテリトリーですが、 さらに家族のひとりひとりに割

り当てられたテリトリーもあります。たとえば若夫婦の部屋と姑の部

屋が分かれていなければ、深刻な家族問題がおきます。思春期の子ど

もたちには、 こっそりと好きな子の写真を見ることができるようなテ

リトリー（子ども部屋）が必要でしょう。単身赴任の夫が週末に自宅

に帰ってきても落ち着かないのは、 もう自分のテリトリーが家のなか

から消えているのに気づくからです。長い間都会で一人暮らしをし

ていて、たまに郷里の実家にもどってきたら居場所がないと気づくの

は、 自分がいつもすわる席に妹がすわっていたり、 自分が使っていた

机を父親が使っていたりして、 もう自分のテリトリーがなくなってい

るからです（高校時代の学園祭に、憧れの人とツーショットで撮った

青春の思い出の写真を隠していた引出しに、お父さんの碁の本が入っ

ていたりするわけです)。実習生が施設にいったとき実習生用の部屋や

机があると実習がやりやすいのは、やはりそこに自分のテリトリーを

みつけるからです。

鮒ﾊｽ:ﾃﾘﾄﾘｰ
自宅や大学、大学の部室、アルバイト先の休憩室などで感じたあなたのテリトリーについ

16アメリカの人類学者であるE･ホールによると、パーソナル・スペースには密接距離

(0-45cm)、個体距離(45-120cm)、社会距離(120-360cm)、公衆距離(360cm以上)があり
ます。密接距離は恋人や親子など親しい人どうしの距離で、抱き合ったり手を握りあった

りする距離。個体距離は仲間どうしの距離で、互いに手を伸ばせば届くほどの距離。社会
距離はビジネスを話し合うときの距離で､形式的な､心情的には表面的なつきあいの距離。
公衆距離とは講演会などで講師が聴衆にとる距離で、コミュニケーションが一方的だった
りします。 もちろん、その距離は文化によって差があるでしょう。
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ての思いや体験を語り合いなさい。また、テリトリーの概念をクライエントが利用してい

る自宅や福祉施設、あるいは地域社会にあてはめ、ソーシャルワークのなかでどのように

テリトリーの概念が使えるか考えてみなさい。

壷一余談：早朝祈祷会
私は20代後半から30代前半、キリスト教を熱心に学んでいました。そして当時、ある教

会の早朝祈祷会に参加しようと思いました。いちばん最初にきて部屋の奥のすみに座って

いたのですが、他の席はがらがらに空いているのにいつも、ぴったりと私の横に座ってく

るオジイサンがいました。な、なんなんだ、この人は？と驚きましたが、きっと私と話が

したいのだろうと思い、声をかけると、ぶすっとしていて、なんとも愛想がわるい。変な

オジイサンだなぁと思っていましたが、次の週も、また次の週も、他の席はがらんがらん

なのに、やっぱりぴったりと私の横にすわってくる。居心地が悪いので、いちど席をかえ

ると、こんどは私が以前にすわっていたいちばん奥の隅に、そのオジイサンは座り、人が

かわったようにニコニコしている。つまり私が早くからきて座っていたのは、もう十数年

来、オジイサンが座ってきた定席だったらしいのです。私に定席（つまりオジイサンのテ

リトリー）を奪われていたから、オジイサンは不愉快だったわけ。ははあん、なるほどと

納得していたら、こんどは、やっぱり同じように妙に愛想のわるいオバアサンが、またぴ

ったりと私の横にすわってくる。ここは彼女のテリトリーなのだとわかって席を見渡して

みると、もう数十年続いている祈祷会会場はオトシヨリのテリトリーがぴったりと空間を

おおっていて空いている席は（早くくると全て空席なのだが）一つも無いことがわかりま

した。 「若い人がきてくださるといいですねえ、ぜひ、続けてきてください」と、みんな□

ぐちに言ってはくれるのだけれども、残念ながら、いくら早くきても－つの席もない！ そ

れで、そこに参加するのをやめたという思い出があります。

このようなパーソナル・スペースやテリトリーを守るために、人は

（動物も）境界維持活動をしています。その活動は人間の場合、言語

的活動と非言語的活動に分けられるでしょう。

言語的行動は、たとえば「あっちへ行ってください」 とか「ここに

入らないで下さい」 と言うことです。ただ、そんなにストレートに表

現する場合ばかりではありません。他の人の見ている前で気心の知れ

た人と話すときに「例のあれね、ほんと、ナニしちやって、たいへん

だったよ」 と言うと他の人にはわからないから、 ここでは、その人と

自分だけが共有する場をつくり、他の人を排除しようとする行動であ

ると解釈できます。

非言語的なレベルでの境界維持活動としては、垣根やドア・チェー
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ンの取り付けがあります。ニューヨーク市立大学の教授の仕事部屋を

たずねたことがありますが(1990年代前半)、それはニューヨーク市内

の高層ピルのなかにあり、エレベータの前には大きな銃（マシンガン）

で武装した警官がいました｡部屋のドアは上下2つの鍵がついており、

ドアの内側には、 ドアには「しっかり鍵をかけること ！ あなたと私た

ちの命の安全のために！ 」 と赤い文字で大きな注意書きが書いてあり

ました。 これなどは極端に強い境界維持活動だと思います。

逆に、同じ都会でも古くから同じ人がずっと住んでいて安定してい

るところでは境界維持活動が小さくなります。私の叔父の家は姫路市

内にありますが、庭から自由に人が出入りできるようになっていて、

食事をしていると、とつぜん隣人が戸口から顔を出して「こんにちは」

と呼び掛けるそうです。私が大学時代をすごした富山市では、当時、

富山出身の大学生たちは外出時も鍵をかけませんでした。道路を隔て

た向かい側にいる友人に声をかけると、 「じやあ、オレの部屋の中で待

っててよ。鍵はかかってないからさ」 と大きな声で答えられたときに

は、そういう文化のなかで育ってこなかった私には衝撃でした。 「富山

には泥棒なんていない」 と信じているようで、 これなどは境界維持活

動が弱い例ですね。

このような境界維持活動が強すぎると人間は孤独感・疎外感を互い

に感じるようになるでしょうし、逆に境界維持活動が弱すぎると、プ

ライバシーの侵害を感じたり身の危険を感じたりするでしょう。重要

なポイントは境界維持活動が強すぎる地域（都会は一般的にそうだと

いえます）において、そこで孤独感を感じるからなんとか他者と近づ

きたいと思っても、 自分ひとりが境界維持活動を弱めても、 どうにも

ならないということです。 ドアののぞき穴から廊下を通る隣人を見る

というだけの「交流」 しかないマンションで昔の長屋風にドアを開け

っぱなしにしていたら、新聞の勧誘につかまるか泥棒に入られるかで

しょう。ですから地域全体が変わっていかなければどうにもならない。

そこにコミュニティワークの介入する余地があるわけです。

ハピタットの空間的な問題としては、他に都会の過密の問題、農村

の過疎化、そして都心の過疎化（千代田区の小学校に生徒がいなくな

るなど）があります。

鮴WJWバズ：地域の境界維持活動
あなた自身が育った地域は境界維持活動が強いほうでしたか、あるいは弱いほうでしたか。

境界維持活動が弱い地域、強い地域の例をそれぞれ考え、あなたが体験した例があれば、
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それを隣の人と話し合いなさい。また境界維持活動が強い地域に境界維持活動が弱い人が

住んだとしたら、どんな問題が、その人に起こると思いますか。また、逆に境界維持活動

が弱い地域に境界維持活動が強い人が住んだとしたら、どんな問題が、その人に起こると

思いますか。考えられることを話し合ってください。

ハビタットの時間的要素

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
街によって早起きの街と深夜の街があるでしょう。夜明け前から働

いている人が多い農村では雑貨屋も朝早くから開店していますが、新

宿の歌舞伎町などは昼近くまで閉店している店が多いはずです。街に

は、それぞれ独自のタイム・テーブルがあるのですね。私の両親が住

んでいた兵庫県の地域では午後5時半くらいになると 「田中子ども放

送。田中子ども会の皆さんは、 もう5時半になりましたので、おうち

に帰って、勉強やお手伝いなどをしましょう」 という子どもの声が、
やぐら

火の見櫓に設置されたスピーカーから流れていました'7．

街のタイム・テーブルと自分のタイム・テーブルが合わないと、そ

の人にとっては暮らしにくい地域になります。友達とつい話していて

遅くなってしまって家に帰ると9時ちかくになっている。 さて遅くな

った夕食をとろうと思っても周囲の食堂がみんな閉店になっている。

これが大学の近くの学生街だと夜中まで開店している店があります。

店だけではありません。役所関係もたいてい9時から5時までしか

開いていません。父子家庭の相談日として、やはり9時から5時まで

相談所を開いたところがあるのですが誰も利用できないのですね。そ

の時間、お父さんは働いているのですから。結局タイム・テーブルが

合わないためにサービスを利用できない。これは保健所が行う健康診

断も同じ。労働時間が長く、時間の融通がきかない貧困層は、 どうし

てもサービスから遠くなってしまいます。

貧困層だけではなく茨城県や群馬県から東京まで通勤・通学してい

る人たちにも時間に余裕がありません。私の住んでいた茨城県取手市

から四谷駅までは約1時間半かかるのですが、取手市の多くの住民が

都心まで通勤しているとしたら、 この地域は「時間が不足している」

と言えます。中野区の住民は仕事が終わったあと地域のボランティア

'7 「田中」というのは私の両親が住んでいた地域の名前です。 「子どもたち」ではなく、 「子
ども会のみなさん」 と呼びかけているのが面白い。この放送は子ども会のメンバー（つま

り地域の子ども）が毎日交代で担当している。放送のたびに、子どもが作った交通安全標

語などが朗読されることもある。朝は朝で、老人会や町内会の放送があり、町内の掃除の

日程などを知らせていた。このような放送サービスは、その地域がかつて農村で、みんな

が朝早くから起きて仕事をしていたころの名残（なごり）だと思います。
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活動に参加できるでしょうが、取手市の住民は都心から仕事を終えて

帰ってくると7時か8時で、満員電車に疲れきって、 もう地域活動に

参加するエネルギーはありません。その結果、地域の活動も不活発に

なります。家族の団らんにしても父親が帰ってくるまで夕食を待つこ

とはできないでしょう。そこで家族の語らいも少なくなり、家庭が崩

壊する確率も高くなるかもしれません。都心から2時間近くはなれた

通勤圏にある地域は時間的ハビッタットの視点からみると、あまり望

ましいものではありません。交通の便がいいかどうかということはハ

ビタットの質を大きく左右するのです。

棚ﾊｽ:時間的ﾊﾋﾀｯﾄ
あなたが知っている「朝が早い地域」 「夜が遅い地域」について話し合いなさい。また、あ

なたが住んでいる（住んでいた）地域をハビタッ卜して考え、その時間的要素（タイムテ

ーブル、時間の不足など）について考え、話し合いなさい。

畠一余談：上智は個人主義？
上智大学の学生は（教員も？）個人主義的な人が多く、卒業後も集まることは少ないとい

うのが、他大学の人たちの（たぶん上智大生自身も持っている）印象だと思います。その

理由ですが、意外とハビタットから説明できるかもしれません。つまり、上智大学は他大

学に比べて極めて交通の便の良いところにある。そして、その周囲に学生が住めるような

場所は一切ない（学生街がない)。ここから言えることは、学生は遠くから通うことが多い

のではないかということです。遠くから通うということは、学生は大学のなかで過ごす時

間が短く、学友とともに過ごす時間もどうしても短くなるということです。週末にいっし

ょにでかけると言っても、新宿に出るまでに2時間かかるのだったら、地元で遊んでいた

ほうがマシということになる。 したがって学生どうし（教員と学生）の関係も淡白なもの

になるのではないでしょうか。私自身は大学生のころ、大学は自宅のアパートから歩いて

数分のところでした。週末も長期休暇も、すべて大学周辺で生活していましたから、クラ

スメートと会う時間はいくらでもありました。夕食どきになると、カップルが並んでスー

パーで買い物をしていて、誰と誰がつきあっているか、ときには2人で何を食べているか

までわかる環境でした。大学は夜間は開けっ放しで、多くの学生たちが連日サークルボッ

クスで夜を明かしていました。眠られずに夜中の2時ごろ、サークルボックスに立ち寄っ

たら、他の人がいて、そのまま夜明けまで話したことがありました。
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ハビタットの悪化

~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~ ~
ハビタットの質を悪化させるものは、すでに述べたように、住むと

ころと働くところ（学ぶところ）が離れていること、タイム・テーブ

ルが一致しないことなど、いくつもあります。その他、人口の流入・

流出の激しさもハビタットの悪化につながります。新しい人がどんど

ん地域に入ってきて互いになじめないままでいたり、逆に流出によっ

て今までできていた人間どうしの交流が消えてしまったりするのです。

地域のつながりが人間にとってどれほど大切かは大都市圏に住んでい

るとあまり考えないかもしれませんが、雲仙の噴火や阪神・淡路の大

震災によって避難した人たちが、新しい土地にみんなでいっしょに住

みたいという強い願いをもっていることを見ると、 よくわかります。

また公園や公民館などの公共の場がなく、住民同士が交流する機会

がないと、人口の移動はハビタットを悪化させるばかりです。 ソーシ

ャルワーカーは公民館などの公共施設をつかって、住民がたがいに交

流できるように援助するべきでしょう。特に新しく地域に入ってきた

人への援助は大切になると思います。

態濃雪:ﾊﾋﾀｯﾄやﾆｯﾁの例＝える
3-5人1組になります。そして、グループで今日学んだ「ハビタット」や「テリトリー」等

の考え方を使って、身近な社会現象を説明してみなさい。思いつく場合は、それに関連す

る社会福祉的な仕組みを考えてみなさい。以下はその例です。

高校生の夜のたまり場：近くの公園には、夜になると男女の高校生が集まり、深

夜までおしゃべりをしている場所がある。夜間だけ、そこが高校生のテリトリー

となっている（なので、近寄りがたい)。ハビタットとして考えると、ベンチがあ

り、屋根があるので雨が降っても大丈夫。水飲み場もある。夜は誰もいないので、

他のグループとテリトリーの取り合いにならない。狭いところに集まり、互いに

接近して座っている（パーソナル・スペースが狭い）ので一体感をもてる。－万、

この高校生たちは、それぞれの親や家族とテリトリーの共有ができない状態にな

っている（家に居場所がない)。夜間まで外にいるので、通常の学校（早朝から登

校する）のタイム・テーブルには合わない。したがって学校もサボりがちになる。

ヤクザがここに目をつけたら、 ドラッグを売る、風俗のバイトに誘うなど、いろ

いろなアプローチを考えるだろう。だから、その近くに公共の集会室をつくり、

夜でも健全なリクレーション（卓球など）や、勉強ができるようにしておく（テ

リトリーを提供する）のはどうだろうか。

1
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外国人の多い街：店には、英語や韓国語、中国語ポルトガル語の表示がある。

店主も外国人。売っているものも外国人が使う食材などがある。不動産屋も外国

人向けのアパートを扱っている。外国人が住みやすい街になっており、そのため

ますますその街に外国人が住む。そして、それがまた外国人向けの店が増えると

いう循環がある。外国人のためのハビタットになっている。外国人向けの相談窓

□も、そのような街につくると良いのではないか。

2

高齢者のたまり場：スーパーマーケットの中に自動販売機と無料の水飲み器、そ

してベンチが並ぶ場所がある。そこは（経済的に余裕のない）高齢者のたまり場

になっている。買い物をして疲れたあと、そこで長時間おしゃべりをしている。

薑は涼しく、冬は暖かい。ハビタットとしては安全で快適だ。高齢者の相談セン

ターなどは、このようなスーパーマーケットのなかに作ってはどうだろうか。い

まの相談センターは、役所の近くにあり、役所は商店街から離れたところにあり、

わざわざそこまで行くのはたいへんなのである。

3

独身者の街：独身者が多い街には、－食分だけをパックにまとめた食品が売って

いて、夜中でも開店しているコンビニが多い（独身者向きのタイム・テーブルに

なっている)。物件も独身者向けのアパートが多い。少子高齢化の社会で、この人

たちが望めば、家族をもつことができるように、若い人たちが出会い、集まれる

場を作ることはできないだろうか。

4

ニッチ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ハビタットと似たような概念にニッチがあります。ニッチとは、 も

ともと花瓶などを置くために壁につくられたくぼみをいいますが、生

態学では生物のコミュニティのなかで生物の種が占める位置を意味す

る言葉として使われています｡エコロジカル･ソーシャルワークでは、

さらにそれを応用して「コミュニティの社会的構造のなかで特定の集

団が占める社会的地位」 ’8をいいます。たとえば、高齢者が都会で占

めるニッチ、過疎地で占めるニッチという言い方をします。高齢者マ

ンションが都会の駅前にあったりしますが、そうすると買い物も便利

ですし、いろいろなところにも行けます。都会だと高齢者向けのサー

ビスがいろいろあったりして暮らしやすいかもしれません。一方、過

疎地だと買い物も不便で、外出できない。使えるサービスも限られて

いるということで､高齢者の健康に与える影響も違ってくるでしょう。

'8Germain,C.B(1991).Humanbehaviorinthesocialenvironment:Anecologicalview
NewYbrk:ColumbiaUmversityPress,p.50.
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つまり、ニッチによって高齢者の行動パターンも違ってきますし、健

康のレベルも違ってくるかもしれません。

どこで読んだのか忘れてしまったので残念ながら文献を引用できな

いのですが、ある論文で「離島には認知症老人はいない」 という報告

がありました。そんなバカな！ と思うのですが、読んでみると、なる

ほどと思います。つまり、ある島では、道も家もずっと同じなので迷

わない。島なので歩ける範囲も限られている。 したがって認知症高齢

者の俳個はない。島の人たちは、みんな、お互いに知りあいなので迷

っていても必ずだれかが声をかけてくれる。間違って他人の家に入り

込んで、ご飯を食べていても「あんたんとこの、おじいさんが、 うち

で夕飯を食べられているよ」 と電話をすれば問題なし。畑仕事などは

いくらでもある。そのうちに歩けなくなるので、認知症で家族が悩む

前に、ねたきりの状態になる。 ということで、認知症の診断をする必

要がなく認知症高齢者がゼロという結果になるそうです。そう考えれ

ば、たえず工事が行われていて街の外観が変わってしまう、近所に誰

も知人がいない都会ですることがないという状態は、認知症高齢者に

とって非常に住みにくいニッチだと言えます。

8.適応の4条件

このエコロジカル・ソーシャルワークでは、人が環境に適応できる

ように援助するのですが、その場合、やはりエコロジー（生態学）の

知識を使ってみるわけです。それによれば、環境のなかでうまく適応

している生物には4つの特性があるのですね｡それが「能力」 「自律性」

「関係性」 「同一性」です。

まず「能力(competence)」ですが、これは環境のなかで生き抜くた

めに必要なことを行える能力を意味します。食料を得たり、外敵から

身を守ったりする能力ですね。

それから「自律性(selfdirection)｣。環境や他の生物に左右されず

自分で自分の生き方が決められることをいいます。魚の群れを見ても

そうですね。魚一匹一匹、 自分で自分の泳ぎ方を知っているし方向性

も知っている。だからきれいな群れを作ることができます。何匹かが

外敵に食べられても群れの形が変わらないのは、一匹一匹が独立して

いるからなのです。

「関係性(relatedness)」は他の同種、他種の生物との関係を保って

いることです。 ~人間のような社会的な動物はもちろん、社会を形成し
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ない動物でも有性動物ならば他の個体との関係がなければ繁殖できま

せん。

「同一性(identity)」は動物ならば、犬の子はやはり犬になるとい

うところで確認できます。犬の子が猫だったりすると犬は絶滅してし

まいます。環境破壊によって動物が奇形の子を産むことが多くなった

と言われますが、 これは同一性の破壊と理解できます。人間の場合は

自分が自分であること、さまざまな団体に所属感をもつことなどが｢同

一性｣になり、自尊の感情(selfesteem)と言いかえることも可能です。

わかりやすいイメージを提供するために、上智大学という 「環境」

のなかで生きている「生物」 としての学生たちについて4つの特性を

考えてみましょう。まず上智大学で生きていくためには講義や演習に

出席したり単位をとったりする「能力」が必要です。それから 「自律

性」も必要ですね。 自分で何の単位をとるのか、休み時間に何をする

のか、長期休暇にどんな計画をたてるか、 どこに実習にいくのかなど

自分で決めることがたくさんあります。 自分で決められなければ、充

実した学生生活はおくれません。さらに「関係性｣。どれほど勉強に力

をいれても、大学のなかに心をゆるせる友人がいないというのでは大

学生活に適応しているとは言えません。また、いろんなことを話せる

教員が自分にとって一人もいないというのも学生生活をしていて寂し

いことですね。そして「同一性」ですが、上智大学の学生であるとい

うアイデンティティがなければ、あるいは上智大学の学生であるとい

う誇りがなければ、上智大学という環境では生きていきにくいでしょ

うね。

こうして考えると4つの特性は、みなさんが学生生活を考えなおす

ためのいいヒントになるでしょう。同じようにみなさんと家族の関係、

家族と近所の関係、施設と地域社会の関係など、いろいろな場面で応

用できるはずです。 こういう理論というものは自分自身の身近な場面

に当てはめてみると、いろいろわかってきて楽しいですよ。

棚WW1バズ：芸能界生残り作戦
あなたは、ソーシャルワーカーをめざしたはずなのに気がついたらいつのまにか芸能プロ

ダクションのマネージャーになっていた。あなたは自分の担当のアイドル歌手に芸能界で

成功するためのコツを教えるとき、ふとエコロジカル・ソーシャルワークで学んだことが

役にたつことに気がついた。さて芸能界で成功するための4つのコツとは何だろうか。
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9．コミュニティへの応用

生物と環境との適応を考えるときの4つの特性を考えましたが、 こ

の生物は群をつくっているのがふつうです。すると、いままでの論議

は生物の群と環境との適応であるとも考えられるわけですね。そして

人間の群れがコミュニティであるとすれば、まさにいま述べた4つの

特性は人間のコミュニティにも応用できるはずです。そういう発想か

ら、すでに述べた4つの特性を私たちのコミュニティがもつにはどう

すればいいのか、 コミュニティワーカーとして何ができるのかを考え

てみましょう。

能力

コミュニティが適応のための能力(competence)をもつとはどういう

ことでしょうか。それはコミュニティが環境と適応するためにしなけ

ればならないことができるということです。住民が協力して問題やニ

ーズの判別を行ない、 目標をたて、その目標を達成するための方法に

ついて合意づくりができ、実行についても協力が得られるというコミ

ュニティこそ能力のあるコミュニティ(competentcommunity)である

と言えます。

たとえば団地内で少年が夜中までたむろして騒いでいたため、住民

が注意をしたところ、少年たちは暴力をふるってきた。住民は護身用

にもっていたナイフでその少年を刺し殺してしまったという事件があ

りました。 こういった問題について考えるために団地の自治会が相談

の集まりを呼びかけても、ぜんぜん人が集まらない。また、そこで何

か案を決めても、まったく住民の協力が得られないというのでは、 こ

のコミュニティには「能力」が欠けているといえます。

ワーカーとしては、 コミュニティが自らのニーズを判別し、問題解

決のために合意した行動をとれるよう援助していく。例えば問題の解

決のために学習会をよびかけ、討論のあと具体的な計画づくりが行な

われるように援助する。 リーダーを励まし計画の実行を援助します。

自律性

コミュニティの「自律性」ですが、 これはコミュニティがもつ問題

の独自性を明らかにして､ ｺﾐｭﾆﾃｨが独自に問題解決の方法を選

んでいくということです。
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たとえば市社協のコミュニテイワーカーが校区社協'9の会合に出て、

福祉活動のメニューを見せて、新しい活動を勧めることがよくありま

す（たとえば「『ふれあい．いきいきサロン」20を作りませんか？」 と

いった呼びかけがなされる)。しかし、この場合も地域住民が自分たち

の活動の方向づけは自分たちで行うのだという気持ちがなければ、 ワ

ーカーに言われるままに、その活動を行ったとしても長続きはしない

でしょう。

町内会に市から補助金がおりても、 自分たちで何をしたいのかが決

められない。方向性を出せないのなら、 これはその町内会というコミ

ュニティに自律性が不足していると考えられます。

鮒ﾊｽ:地域社会の能力と自律性
あなたが、いま住んでいる（あるいは、かつて住んでいた）地域社会の「能力」と「自律

性」について隣の人と話し合い、考えてください。

関係性

コミュニティの住民が互いにあたたかい人間関係をもてるように援

助することは、 コミュニテイワーカーの大事な役割です。 これがコミ

ュニティの「関係性」への援助であるといえます。昔の日本の家には

「縁側」 という家の外でもない中でもない場所があって、そこで隣近

所の人と交流（｢縁｣）を保つことができました。そこでお茶などが出

て隣近所の人は靴をぬがないままに気楽に立ち寄ることができたので

す。縁側にすわると視線が合わない位置関係になるので、昔の日本人

にとっては気楽だったに違いありません。 しかし、いまの都会ではド

ア・チェーン越しに、あるいはドアについているノゾキ穴から隣の人

をみるのが一般的でしょう。 こうしたところからは自然に近隣のつき

あいというものは消えていきます。

19小学校（中学校の場合もある）の通学範囲の地区を単位につくられた社会福祉協議会。
小地域社協、福祉委員会、住民協議会等の名称でも呼ばれる。住民の自主的な団体という

ことになっているが、実際は行政や市町村社会福祉協議会が背後から支えている。岡部和

夫(1997） 「地区社会福祉協議会」 日本地域福祉学会編『地域福祉事典』中央法規pp.
148－149．

20全国社会福祉協議会が1994年度に提案した活動。 「デイサービス利用をするまでもない
が予防的なサービスが必要な高齢者、精神障害者や子育て中の親、ひとり親家庭等、それ

ぞれの生活に共通した課題、寂しさや不安を持つ人と、ボランティアである住民が、共に

地域に生活する者としてつながりを持つ場」であるという。小地域における仲間づくりを

進める： 「ふれあい．いきいきサロン」活動の展開(1997.10）『月刊福祉』80(13),p. 15.
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この「関係性」を援助するためには、たとえば住民同士が集まって

話しあえるような公共の集会所（公民館など）の利用を高めたり、住

民が交流できる「祭り」を住民とともに企画・実施したりすることが

できます。新しく移住してきた人や障害などのために地域で孤立しや

すい人に対しては、地域の住民と関係がもてるように特に援助する必

要が出てきます。

同一性

地域社会の「同一性」 とは、 これは「わが街意識」 というようなも

のだといえます。たとえば、私はA市に住んでいましたが、A市は自

分の地域なのだという意識があれば、A市の行政が主催している行事

などにも積極的に参加するでしょう。そうではなく家を新築するまで

の仮の住まいなのだと考えれば、そんなエネルギーは使わないでしょ

う。また、たとえA市に新築の家を建てたとしても、勤務地がとても

離れていて通勤時間に往復3時間も4時間もかかっている状態なら、

家は寝るために帰ってくる場所にすぎませんから、やはり地域のため

に何かしようという気にはならないでしょう。

荻窪のアパートに住んでいる上智大学の学生たちのなかに、荻窪と

いう地域のために何かしようという気になっている人はどれだけいる

でしょうか。たいていの学生たちにとって荻窪は学生時代に仮の宿を

置く場にすぎません。 ところが荻窪で小さな商店を構えている人なら

荻窪という土地と自分の生活は密接に関係しているので、当然、荻窪

の、 とくにその経済的繁栄に貢献しようと努力します。街のイメージ

を良くしようと近隣の商店と協力して、地域のためにエネルギーを費

やすそうとします。ですから、いま都会の（一部の）町内会の主な担

い手は地元に店をもっている自営業者なのですね。祭りなどを見てい

ても彼らが担い手になっています。以前、大規模な商店（スーパーマ

ーケット）に対する法律について議論されたときに小売業者の地域に

対する貢献が指摘されていました。つまりスーパーマーケットができ

ても、その従業員は地元の人ではないから、荻窪にあったとしても荻

窪の地域のために何かしようとは思わない。小売業者なら、その土地

の人ですから、祭りをやったり街の美化運動に努力したりすることが

できるというわけです。

小売業者がいる地域なら、まだいいのですが、ベットタウンになる

と小売業者も地域には少なく、多くの住民は通勤、通学していますか

ら昼間は通りに誰もいない街になってしまいます。人口の流入、流出
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が激しい地域では、住民がその地域に愛着をもつことも少ないでしょ

う。そうなるとコミュニティのアイデンティティは、たいへん育ちに

くいことになります。 コミュニテイワーカーとしては地域の福祉活動

等を広報紙によって知らせ、そこへの参加を住民に呼びかけることに

よって、 「この街は自分たちの街なんだ」という意識をもってもらうし

かないでしょう。

私がコミュニテイワーカーをしていたころ、その担当地域にある一

つの町内会の会長さんが｢かるた｣を自分で作って配布していました。

その町内の名物や名所を選んで「いろは」で始まる川柳をつけたもの

でした。 これを町内の人に使ってもらって自分たちの地域に誇りをも

ってもらおうとしたのでした。福祉活動にもとても熱心な町内会長さ

んでした。 これもコミュニテイのアイデンティティ育成のアイデアだ

と思います。

鮒ﾊｽ:地域社会の関係性と同_性
あなたが、いま住んでいる（あるいは、かつて住んでいた）地域社会の「関係性」と「同

一性」について隣の人と話し合い、考えてください。

鯵漢書:4つの適応条件: ｢能力｣ ｢自律性｣ ｢関係性｣ ｢同_性」
3-5人のグループになります。今日学んだ4つの適応条件を使って、あなたの身近な団体や

地域社会がより適応した状態になるためにできることを考えてみなさい。 （例については、

次のページをみてください｡）



自律性 同一性関係性コミュニティあるいは組織の問題 能力

活動の動機が人によって違い、

メンバーはグループを活動の一

つの機会としか考えていない。

「このグループのメンバーだ」

という意識をもつ人が少ない。

おそろいのユニフォームを作っ

てみる。

障害児対象のボランティア活動

であるにもかかわらず、障害に

ついての知識も少ない。

親の会からの要望を重視してい

るのだが、それに左右され自分

たちがどのような活動をしたい

のかという明確な考えが無い。

メンバーどうしの関係が希薄。問題。障害児対象のボランティアグ

ループ。活動が低迷していて、ほと

んどつぶれかけている状態である。

~~~

飲み会など、親睦的なプログラ

ムを実施する。

グループの方針を話し合う時間

をもつ。

学習会を開き、障害の知識を増

やす。

その対策

問題例1

その対策

問題例2

その対策
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や
豆余談:理論を知るということ

「Ecologicalsocialworkは私にとって衝撃的だった」という感想を害いてくれた学生さん

がいました。 「理論を知る」ことは「目から鱗（うろこ）落ちる」ことを体験することでも

あります。ベストセラーになった壹老孟司(2003） 『バカの壁』新潮新書から引用すれば

「知るということは根本的にはガンの告知だ」ということでした。学生には、 「君

たちだってガンになることがある。ガンになって、治療法がなくて、あと半年の

命だよと言われることがある。そうしたら、あそこで咲いている桜が違ってみれ

るだろう」と話してみます。 ． ． 、その桜が違って見えた段階で、去年までどういう

思いであの桜を見ていたか考えてみろ。多分、思い出せない。では、桜が変わっ

たのか。そうではない。それは自分が変わったということに過ぎない。知るとい

うのはそういうことなのです。 (p,60)

また、ある人の本のなかにこんな話があった。彼は電車に乗っていたが、そこに騒がし

い小さな子どもたちが入ってくる。電車のなかでも、その子たちは、はしゃいで走り回り、

他の乗客に迷惑をかけている。そばにいる父親らしき人物はボーとしているだけで、子ど

もに注意しない。あまりにうるさく騒いでいるので、彼は「すみませんが、子どもたちを

静かにさせていただけませんか」と頼んだ。すると父親らしいその男は「ああ、すみませ

ん。わかってはいるんですが。実は女房が今朝、病院で亡くなったものですから. ． ． 」と答

えた。それを聞いた彼は驚き、子どもたちを見る。子どもは、まだ自分の母親が亡くなっ

たことを知らないのである。その父親の言葉を間いた瞬間、彼には、いままで見ていた風

景が違って見える、風景そのものは全く同じなのに見え方が全く違う。理論を知るという

ことは、そういうことです。理論を知ったあとは、社会が、クライエントが、全く違って

見える。違って見えなければ、理論を本当は理解していないということなのでしょう。

r"
エコロジー，生態学，ジャーメイン, Genericsocialwork, Unitarysystem, Person:

environmentrelationship, |nteraction,線形的思考,Transaction,エコロジカルな思考，線

形的因果律,円環的因果律Broken-windowtheory,適応順応,Lifestressor,Challenge,

Primaryappraisal, 多問題家族, Secondaryappraisal , コーピング， コーピング行動，

Problem-focusedcoping,Emotional-focusedcoping, コーピング･パターン，コーピング能

力、コーピング･スキル，内的資源, Learnedhelplessness, 自尊の感情，外的資源， ハビ

タット,境界維持活動パーソナルｽﾍｰｽ,テリトリー,能力， 自律性,関係性, 同一性

校区社協
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荷…
里の住人：あのう、ラーメン屋の話の続きなんですが。

山の仙人：なんじや、おまえさん、まだ、そこに、おったんかい。

里の住人：へえ。まだ、いまひとつ、よくわからんのですけど。

山の仙人：何がわからんのじゃ。

里の住人：言ったことではなくて、言わなかったことで真実かどうかがわかるということで。

山の仙人：まあ、そういうことじゃ。

里の住人：じゃあ、大学の講義でも何を言わなかったかということのほうが大事なんですな。

山の仙人：そうじゃなあ。

里の住人：逆に言えば、言うべきことの選びかたということですな。

山の仙人：そうじゃ。事実なんていうのは無数にある。そのうち大事なこととして何を選ぶかが

問題なのじゃ。

里の住人：ほほう。で、仙人の講義では大事なことが選ばれているのですな。

山の仙人：それが、ようわからんのじゃ。

里の住人：それは困りましたなあ。

山の仙人：ううむ。難しい問題じゃ。

里の住人：大事なことかどうか、事実を選べないようじゃ、講師も失格ですな。

山の仙人：おまえさん、ずいぶん厳しいことを言いなさる。

里の住人：なんで選べないんですか。

山の仙人： 「大事なこと」という意味が難しい。

里の住人：ははあん、わかりました。仙人は、むかしから講義が国家試験対策になるのを嫌がっ

ていましたからね。つまり「国家試験に出る事実」が大事なことなのか、それとも国家試験に

出る、出ないは関係なしに大事なことなのか。それで迷っているわけですな。

山の仙人：国家試験の問題などは、わしは考えておらん。

里の住人：いやはや、それは困りましたな。学生が怒りますよ。

山の仙人：国家試験の問題なんていうものはなあ、出題者が毎年、変わるのじゃ。答えが決まつ

とる問題を解くのは学問ではない。パズルみたいなもんじゃ。受験参考書を見ながら、それは

それで割り切って勉強したほうが効率的じゃよ。

里の住人：仙人は国家試験の受験勉強をしたことないでしよ。

山の仙人：ない。 ~

里の住人：だから、そんな簡単に言うんですよ。

山の仙人：学問ではないと言っただけじゃ。簡単だとは言っとらんよ。車の免許をとるときの筆

記試験も簡単じゃないんじゃないかい？じゃが､その試験勉強をやることは学問を||多めるこ

ととは関係がないじゃろ。それと同じことじゃ。



房麓壱夛秘、愚厘

第2章で実践の理論について述べ、その理論の一つであるシステム

理論をエコロジカル・ソーシャルワークとして詳しく紹介したのが第

3章でした。実践理論はソーシャルワークの対象を把握し、分析する

ことには役立ちますが、実際にどういうことを援助として行なってい

けばいいのか、あまり多くを語ってくれません。そこで今度は実践モ

デルが必要になります。実践モデルは具体的にソーシャルワーカーが

何をしていけばいいのかを示してくれます。

1．実践モデルの種類

コミュニティワークの実践モデルには、いくつかあります。最も有

名で、 しかも社会福祉士の国家試験にも何度も出されているのはロス

マン(Rothman)の3つのモデルです。それはsocialaction(ソーシ

ャルアクション)､localitydevelopment(小地域開発)､socialplanning

（社会計画）の3つです1．このモデルはアメリカのコミュニティワー

クの大学院教育でも最もよく使われています2.社会福祉士の国家試験

'Hardcastle,Wenocur&Powers (1997)前掲書pp. 362-363_ただし和訳は宮|崎昭夫
（1997） 「アメリカ」 『地域福祉事典』中央法規,p_429に依った。
2Hardma,D.(2000).ModelsandTacticsTaughtinCommumtyOrganizationCourses:
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にもよく出されていますので、ぜひ覚えておいてください。

もうひとつ､TaylorとRobertsらのグループが提案した5つのコミ

ュニテイワークのモデルも重要なもののひとつです3°それは

communitydevelopment、 political empowerment 、 planning,

programdevelopment、commumtyliaisonの5つです。Rothmanの

socialactionはpoliticalempowermentとlocalitydevelopmentは

communitydevelopment、 socialplanningはplanningと重なります

ので、TaylorとRobertsのモデルの方が広いと言えそうです。このテ

キストではこのTavlorとRobertsのモデルに沿って説明していきたい

と思います。TaylorとRobertsのモデルの面白さは、コミュニティワ

ークの歴史と結びつけられ、 5つのモデルの相互の関係が示されてい

ることです。以下、簡単にコミュニティワークの歴史について説明し

ます。

2．コミュニティワークの原点

コミュニティワークは歴史的に2つの実践から出発していると言わ

れます。ひとつはセツルメント運動です4．セツルメント運動は1884

年のロンドンでバーネットがトインビーホールを建てたのが最初でし

た。 1889年にはシカゴで、アダムスがハルハウスを建てています。そ

れは基本的には大学生などのブルジョワたちが貧困地域のなかにはい

って行き、貧民たちの隣に住み、その人間的な接触によって自分たち

の教養や生き方を伝えて貧民たちを援助しようとした活動でした。 5

なぜ、そんなことをしたのでしょうか。それは、それ以前の援助の

あり方を考えてみなければいけません。セツルメント運動が起こる以

FmdingfiFomaSurveyofPracticelnstructors.InD.Hardina(Ed.).Innovative

ApproachesfirTbachingCommunityOrgamzationSkillsintheClassroom.NewYbrk:
TheHaworthPress,p､7.

3同論文,p.6.
4日本の『改訂版現代社会福祉事典』（1988)には「セツルメント運動」の用語があるし、私
も学生時代からそう覚えてきた。 しかし英語ではthesettlementhousemovementと

houseという語を入れて言う。現代の日本の実践者は「セツル」 としか言わないようであ

る（メントも省略している！ ）。

5セツルメントに代表される自発的社会福祉(voluntarysocial service)を博愛事業
(philanthropy)といいます。博愛事業と対比されてよく言われるものは慈善事業(charity)
です。社会福祉の歴史のなかでは博愛事業と慈善事業は区別されています。博愛事業の担

い手は19世紀のブルジョワジーでした。慈善事業は基本的にはキリスト教教会などで近

代以前から行われていたものを意味します。
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前のブルジョワは、貧困地域のことをよく知らないままに援助してい

ました。典型的には、きれいな馬車に乗った貴婦人たちが、気がむい

たときに突然、貧困地域にやってきて、馬車の窓ごしに貧民たちの様

子をみて「なんてかわいそうに！ 」 と嘆きながら、従者に命じてパン

なんかを投げ与えていたんでしょう （だと思う） 6．

しかし、ただモノを与えていただけでは援助にならない、 もっと人

間的な交流が必要なのだと考えたのが、先に紹介したバーネットでし

た。彼は「金じやなくて、あなた自身」 (nOtmoneyibutyourselOを貧

困者に提供せよと、豊かな階級にうまれた大学生や知識人たちに呼び

掛けました。そこから、 ソーシャルワークとしてのコミュニティワー

クが出発したのでした。

垂余談四谷近”
東京でも1898年、片山潜がキングスレー館というセツルメントを神田三崎町（現在の水道

橋駅の近くか？）に建てています。東京のその当時の三大スラム（三員窟）といえば四谷

区鮫ヶ橋（さめがはし：だいたい信濃町駅と四谷三丁目駅を直線にむすんだ中間のあたり、

いまの若葉公園があるあたりがちょうど貧民窟の中心であった)、下谷の万年町（上野駅の

北側のあたり)、芝新網町でした。他に日蟇里、本所柳島（浅草の東のあたり？)、深川猿

江襄（錦糸町のあたり？）もそうでした。横山源之助の本には当時のスラムの様子がよく

描かれています7・上智大学の付近では、 1900年、麹町六番町に貧困児童を対象とした二葉

幼稚園という貧民幼稚園が野口幽香によってつくられています。これは1906年に東京最大

の員民窟であった四谷区鮫ヶ橋に移されています。この話をある学生にしたら、 「上智の先

生は四谷がスラムだったという話が好きですね。私は、なんどもいろんな先生から間きま

した」といわれて、ちょっとがっかりしました。

コミュニティワークのもうひとつの源泉はCOS (慈善組織協会：

CharityOrganizationSociety)でした。これもまた1870年、 ロンド

ンで創設され、その後COSの考え方は世界各地の博愛事業に広がっ

ていきます。COS以前は、貧困地域のなかにたくさん福祉機関があっ

ても、それぞれバラバラにサービスを実施していたのですね。その結

6岡村はこれを「センチメンタリズムの博愛事業」 と呼び、次のように書く。 「彼らは貧困

が当時の社会経済制度から生みだされる結果であることを理解しないで、単純な感傷ない

し気まぐれから貧民街を訪れて、贈物をする。彼らの多くが金持の商人や工場主の夫人で

あったことから、彼らは『慈み深い貴婦人｣(LadyBountifUl)とよばれた｣。岡村重夫(1983)
『社会福祉原論』全国社会福祉協議会,p.20.

7横山源之助(1990） 「下層社会探訪集』社会思想社現代教養文庫． 日本の社会福祉の古典で
す。 1990年に出たものはもちろんリプリントです｡
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果、ある人は複数の機関から重複してたくさんサービスを受け、一方

ではどこの機関からもサービスをもらえない人がいるという事態が起

こりました。これではいけないということで、COSという福祉機関の

協議会をつくって対応しようとしたのです。それまでは博愛事業は、

それぞれ善意でやっていればそれでよいのだという考え方でしたが、

組織をつくり、互いに連携するようになりました。また、サービスは、

いきあたりばったりでやっていたのが、それではいけないということ

で、地域にある機関どうしで話し合い、対象者の家庭を一軒一軒訪問

することにしました。それが友愛訪問(friendlyviSiting)です。 こうい

aCOSの働きから個別的に対象者をとらえていくケースワークが生

まれました。

セツルメントは住民を中心に考えられて進められてきたアプローチ

という意味でclient-centeredapproachと呼ぶことができます。それ

に対してCOSのように機関（の調整）を中心に進められてきたアプ

ローチをsponsor℃enteredapproachと呼びます8｡Sponsorというの
は福祉事業に資源を提供する人のこと （スポンサー）であり、 この場

合、機関と同じことを意味していると考えてよいでしょう。あるいは

セルツメントのようなclient-centeredapproachは住民と直接に接し

ている実践ということでdireCtcommunityworkと呼ばれ、それに対

してCOSのような機関どうしの協議を中心とした実践はindirect

communityworkと呼ばれることがあります9。

談余

島
一 原始コミコ三ティ

もう20年ちかく前になりますが、阪神淡路大震災後4週間たった神戸を訪問しました

(1995.2.14.)。そこで障害児のお母さんと話したのですが、援助物資の配給に問題を感じて

いたようでした。震災直後は「原始コミュニティ」が機能するとは、社会心理学者たちの

定説です。神戸もまた震災直後は助け合いの輪ができ、援助物資は身寄りのない老人や子

どもに優先的に与えられていました。ところが、水や食料などが一応、落ち言いて配給さ

れはじめると、その「原始コミュニティ」が崩壊します。それぞれが自分の家庭単位に考

えはじめるのです。すると援助物資は、それぞれ取りたい人が取るという事態になってき

ます。結局、家をなくし家族をなくしたという人は精神的に放心状態になっており無気力

8Taylor,S.H.&Roberts,R､W(1985).TheFluiditvofPracticeTheorv:AnOverview.In
S.H.Taylor&R.W.Roberts(Eds.).TheoryandPracticeofCommunitySocialWork.
NewYbrk:ColumbiaUmversityPreSs.,p. 12.

9Lappin,B(1985)_CommumtyDevelopment:BeginninginSocialWorkEnabling.InS
H.Taylor&R､W.Roberts・前掲書,pp,63-68_
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になり食事さえ取らない状態になっていました。そういう人は、がんばって援助物資を配

給場所にまで取りに行こうという気力がないのです。それで何も食べずにじっと座ってい

たり寝ていたりするそうです。一方、ほとんど被害のなかった人々が欲を出して、複数の

配給場所を車で移動し、どんどん高級品を選んではダダ取りしていました（これはラジオ

でも放送されていました)。また援助物資の場所による偏りがひどく、あるところでは足り

なくて、あるところでは多すぎて食糧などは腐っているということでした。COSができる

以前の19世紀の地域福祉の現場の話を聞くようで、災害時には事前の対策を充分に立てて

いないと、福祉の体制も一気に何世紀も前の体制に戻ってしまうのだと残念に思いました。

3．コミユニテイワークの変化：市民参加の重視

セツルメントとCOSによって始められたコミュニティワークです

が、 1960年代という時期に、その性格が大きく変わります。その変化

の特徴は地域住民がコミュニティワークの実践に参加するようになっ

てきたということです。それについての理解は現代のコミュニティワ

ークの姿を理解する上でも大切なので、以下に簡単に説明します。

公民権運動とパターナリズムへの批判

1960年代は世界的にも大きな変革の時代でした｡戦争にあけくれた

1940年代がすぎ、 1950年代は冷戦がつづくなかで戦後復興がテーマ

となりました。世界の人々は1960年代になって、 ようやく自分たち

の文化や政治に目をむける余裕がでてきます。そして、 この時代のア

メリカで先頭にたって自己の人権や福祉の問題をとりあげ活動したの

が黒人たちでした。その運動は公民権運動と呼ばれています。

1960年代までは黒人たちはひどい差別と貧困のなかで、ただひたす

ら耐えていました。 ソーシャルワーカーは貧しく無力な黒人たちに代

わって、彼らの人間としての権利を訴えていました。それがソーシャ

ルワーカーの仕事でした。つまり、黒人たちが自分で自分の権利を主

張し、福祉の向上のために努力するのではありません。そういうこと

は無力で貧しく教育のない黒人たちには無理だと考えられていました。

ソーシャルワーカーたちが黒人たちに代わって権利を主張すること

（代弁すること)、それがその当時のアドボカシー(advocacy)であり10、

'0Advocacyには2つの違った（しかし関連している）意味があり、ひとつは当事者の代わ
りに発言すること （代弁)、そして権利擁護という意味です。Barker,B.L. (1995)．The

SocialWorkDictionary(5thed.).Washington,DC:NationalAssociationofSocial
Workers, p. 11_当事者自身が自分の権利を主張することはセルフ・アドボカシー(self
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その結果社会制度を変えていくこと （これをソーシャルアクション

といいます)。それがソーシャルワーカーの重要な仕事でした。主に白

人から成るソーシャルワーカーたちは、黒人たちをいわば「父親のよ

うに」保護し指導することが自分たちの仕事だと考えていました。 こ

のように援助する立場の者が一段、高いところにいるという仮定のも

とで援助する態度や姿勢をパターナリズム(paternalism)といいます。

パターナリズムのパター(pater･)は、パパ・ママというときのパパと同

じ語源です。パターナリズムは「父性主義」 とも訳されることがあり

ます。要するに「父親のように」優しく、 ときには厳しく相手を導く

ことが大切だと考えるのがパターナリズムの考え方です。それが、そ

の当時のソーシャルワーカーたちの基本姿勢でした。

鮒ﾊｽ:隣の人と話そう
パターナリズムについて、あなたの意見を隣の人と話し合いなさい。

ソーシャルアクションから市民参加へ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

すでに述べたように､1960年代までのソーシャルアクションの主な

担い手は、 ソーシャルワーカー自身でした。社会福祉の対象者には自

分から運動を起こして社会の制度を変えるといったことは難しいと考

えられてきたのです｡だからワーカーが代りにやらなくてはいけない、

代りに言葉を出さなければいけない。それがソーシャルワークの代弁

的機能と呼ばれていました。

ところが1960年代に公民権運動をはじめとした市民運動が社会の

あちこちで起こってくると、市民の意識も向上し、市民は自分たちだ

けでソーシャルアクションを起こせるようになってきました。彼らの

間からはどんどん優秀なリーダーが生まれてきて、 もうワーカーが代

弁する必要はなくなってきたのです。それで「ソーシャルアクション

とはワーカーの代弁的機能である」 という公式が崩れてきました。

もうひとつ大きな変化は、 ソーシャルアクションが対象者自身によ

って行われる過程で運動がどんどん過激になったことでした。黒人が

白人の街を歩くだけで殺されてしまうという過酷な差別と、黒人の公

民権運動のリーダーたちがつぎつきに暴行を受け殺されていく脅威の

なかで、黒人の運動家たちは暴力に対しては暴力をもって身を守ると

いう手段を取り始めました。 この事態にいたってソーシャルアクショ

advocacy)といいます。 「セルフ・アドボカシーj『現代社会福祉辞典』(2003)有斐閣,p.289
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ンには暴力が伴うようになりました。そうなると、 ソーシャルワーク

の考え方には「暴力の使用」はありませんから、 もはやソーシャルワ

ークの枠内でソーシャルアクションを起こすことが難しくなってきま

した。その結果、 ソーシャルワークの機関はソーシャルアクションか

ら手をひきはじめます。

ソーシャルアクションの概念に代わって出てきたのは市民参加

(citizenparticipation)という概念でした。1960年代の激しいソーシャ

ルアクションは貧しい人々に多くの権利を与えることになりました。

貧困者は、 もはや与えられる一方の存在ではなく、サービスの供給機

関といっしょになって、サービスのあり方を考えるというところまで

自分たちの地位をあげることに成功したのです。 ソーシャルワーカー

は暴力の問題が付随していたためにかかわることが難しくなったソー

シャルアクションから身をひき、その代わり、 ソーシャルアクション

によって得られた参加する権利を貧困者たちが充分に活用できるよう

に援助することを新しい課題と考えるようになったのです。 ’1

市民参加の難しさ

このようにして1960年代の公民権運動など多くの市民運動の結果、

福祉政策・サービスに市民が参加していく道が開かれました。そこま

では良かったのですが、いざやってみると少数の運動家たちは別とし

て、大多数の市民はなかなか参加しようとしないのです。あるいは参

加しようと思っても、できないでいることがわかりました。

なぜでしょうか。理由はいくつかあります。ひとつは参加する動機

が弱いということ。 自分の生活の問題でせいいっぱいなのに、なぜ余

分な仕事をしなければいけないのか、そんなものは人に委せておけば

いいと多くの人は考えたのです。また、参加したくても積極的に参加

するだけの技能（スキル）がないことがあります。会議に出て発言す

る技能、みんなの意見をまとめていく技能などが問われるのですが、

市民の誰もがそのような技能をもっているとはかぎりません。

鮴WWlバズ：隣の人と話そう
市民参加のために必要な技能(skills)には何があるか、隣の人と話し合いなさい。

'’ とはいえ、 ソーシャルアクションは時代遅れだというわけではありません。児童虐待な

ど、本人（児童）たちではソーシャルアクションができない問題もあります。
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さらに参加するためには、いろんな手続きがいります。たとえば住

民の代表として参加するためには住民の代表として選ばれるという手

続きが必要ですが、 これが形式的なものではなく、ほんとうに論議し

て代表を選ぶとしたら、 これは組織づくりという作業がその前に必要

になってきます。

例をあげましょう。ある地域で障害者の地域サービスを実施するこ

とになりました。障害者にはどんなサービスが必要なのか、それをい

ちばんよく知っているのは障害者自身でしょう。ですからサービスの

企画委員会とか実施委員会のメンバーの一角を担ってくれるよう、障

害者（サービスの利用者）に頼めばいいでしょう。でも、そのような

人をどのように選びますか。サービスの利用者の一覧表から無作意に

選びますか。 しかし、たまたま選ばれた人がサービスの利用者の全体

を代表するわけにはいきません。そういう選び方では他の利用者が納

得しないでしょう。また、そのサービスの企画と実施に「お客さん」

としてではなく、積極的に参加し発言してもらわなければならないの

です。 これまでずっと在宅生活が長く、多くの人と接触したことがな

い人に、いきなり大勢の人が出席している会議で自分の意見をまとめ

たり別の人の意見に反論したりすることを期待するのは、すこし無茶

かもしれません。

とすれば、 どうすればいいのでしょう。上の例でいうと、ひとつの

方法は利用者である障害者の組織をつくることです。そしてその組織

の代表者がサービスの企画・実施委員会の委員になるようにします。

そうすれば広く障害者の声を反映する形で委員が選出されることにな

ります。その組織の運営のなかで代表者になっている人は会議のすす

め方や会議での発言の仕方などを学ぶことになるでしょう。 ワーカー

は、そばにいて、あれこれと教えるといいのです。 ’2

つまり市民参加は市民運動の結果として生まれた概念なのですが、

実際に社会福祉のサービスの対象者や一般住民の参加をうながすのは、

それほど容易なことではないことがわかってきました。そこには専門

的な援助技術が必要です。組織化を手伝ったり民主的な運営を教えた

り自信をもつように励ましたりというような細かい援助が必要なので

'2 日本には行政機関のよびかけでつくられた住民団体が多くありますが、そのなかには形
式的な形骸化した団体になっているものが見られます｡それでも市民の間に不満がでない

のは、多くの人がそのような団体には関心がないからでしょう。その結果、名ばかりの市

民参加があって、ごく一部の人が「万年リーダー」になって、あとは名前を貸しているだ
けの役員と会員がいて形だけの会議を開いている。その会議の結論が住民の意見として行

政に吸収されるという形になることがあります。
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す。こういう援助をイネーブリング(enabling)といいます。ワーカー

はイネーブラー(enabler)として活動すべきだと言われます。市民が

何でも自分たちで「できる(able)」 ようにしていくのです。 この考え

方はempowermentperspectiveにつながると言っていいでしょう。

畠一余談：区民の福祉を考える区民の集い
上智の学生さんが私の話をきいてコミュニティワークに関心をもつようになり、さっそく

区の主催する「区民の福祉を考える会」に出席したそうです。すると「サービスをふやせ」

「施設を増やせ｣｢税金が高い」とか､とにかく要求ばかりが出席者のあいだからでてきた。

区の職員は、まるで行政の苦情係のような感じになってきたので、あわてて「福祉は住民

みんなで考えていく問題です。区の福祉のために、みなさんには福祉活動に参加してもら

いたいのです」と言いました。すると出席者は「高い住民税を払っているのに、なぜ自分

たちがしなければならないのか。それは区の職員の仕事ではないか。あんたらはなぜ給料

をもらっとるのか」と怒号をとばしたそうです。市民参加というのは難しいですね。

穆演雲:函つだ職員
3-4人で、ひとつのグループをつくります。ジヤンケンをして負けた1－2人が上の例の職員

になります。残りの人は「なんで税金を払っているのに福祉の手伝いをしないといけない

のか！ 」と抗議している人になり、□一ルプレイをしなさい。－通り終わったら、職員は

どういう反論ができるかを考えてみなさい。

彌演雷:ﾐﾆ.ｺﾐ可-ﾃｨﾜｰｸ
4人ぐらいでグループをつくります（5人以上の場合は適当に役を考えてください)。ひと

りが社会福祉協議会'3のコミュニティワーカーになり、残りの3人は、それぞれ障害児をか

かえた親、町内で店をやっている人、会社勤めの人になります。 4人があつまったのは「地

域福祉における市民参加を考えるつどい」でした。ワーカーは彼らに地域福祉は住民が参

加してつくっていかなければならないことを伝えなければなりません。しかし、障害児を

かかえた親は、なにか新しい制度があったら聞いておきたいということしか考えていませ

'3社会福祉協議会は日本の地域福祉を担っている民間団体です。全国単位のものから都道
府県、市町村単位に設置されています。大都市では区単位、 さらにはおおよそ中学校区と

重なる校区単位に社会福祉協議会があります。ピラミッド式に上下関係があるわけではな

く、市町村単位の社協が地域福祉の中核的な事業を担っています。また社協ごとに特色が

あり、非常に活発なところもあれば、そうではないところもあります。上智の社会福祉学

科からも就職する人が毎年のようにいます。
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ん。店の人は町内会の役員をやっているから仕方なく来ただけでした。会社勤めの人はボ

ランティア活動に興味をもっていますが、何をしていいのかわかりません。ワーカーの司

会ではじめて3人が地域福祉は住民が参加してつくっていくものだという一致した結論に

なるように説得します。□－ルプレイのあと、市民参加について説明するとき、どういう

ことが一番説明しにくかったのか、わかりにくかったのか話し合います。

畠一余談：グループワーク・スキルの必要性
上の演習（ミニ・コミュニティワーク）の秘訣は集まった3人が快く話し合えるように導

くことです。コミュニティワークの現場では、このような小集団の司会・進行役をするこ

とが多くあります。したがって良いコミュニティワーカーには、グループワークのスキル

は必須になるのです。また、コミュニティワーカーは、人を説得する力をもっているべき

です。私の知っているワーカーは、その仕事をするまえは営業の仕事をしていたとかで、

ボランティア活動でも人を「その気にさせる」のがとても上手でした。コミュニテイワー

カーには、福祉の大切さを、関心のない人にもとくとくと説いていく「根性」が必要です。

内気な私は、そういうことができなかったので現場では「使えないワーカー」でした。

1960年代は､こうして市民参加がコミュニティワークの中核的な課

題になりました。 これによって、市民参加を前提としない従来のコミ

ュニティワークの枠組みは変わることになります。そして、以下の章

で述べる5つのモデルが出てくるのです。

r…＊
ロスマン,Socialaction, Iocalitydevelopment,socialplanning,セツルメント運動，バーネッ

ト， トインビーホール，アダムス，ハルハウス，慈善組織協会，友愛訪問,Directcommunity

work, Indirectcommunitywork,アドボカシー，セルフ･アドボカシー，パターナリズム,代弁

的機能，市民参加,Enabling,Enabler,社会福祉協議会
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TaylorとRobertsの5つのコミュニティワークのモデルをひとつひ

とつ紹介しましょう｡最初はコミュニティ・ディベロップメントです。

1．発展途上国から先進国のスラム街へ

コミュニティ・ディベロップメント （以下CDと書く）は、文字通

り訳せば「地域開発」 となるのでしょうが、ふつうはこの片かなのま

まで使われます。それは1920年代より発展途卜国で行なわれていま

した。第2次世界大戦後は特に欧米列強の植民地支配で疲弊した地域

を発展させる方法として広く使われたのです。それは植民地支配のた

めに、なにごとも依存的になってしまった現地住民を励まし、 自立心

を高め、社会を活性化させ、絶対的貧困'から脱出させようというもの

でした。多くの植民地が独立した今日においてもCDは発展途上国で

のコミュニティワークの方法として使われています2。

’絶対的貧困は1日あたりに必要なカロリーを摂取するだけの収入があるかどうかできめ
る貧困のひとつの基準｡世界銀行の場合､一日に必要なカロリーを2500カロリーとして、

そのうち9割を穀物で摂取する条件で試算しています。

2上智大学はカトリックの大学なので、神父さんで実際にインドネシアやフィリヒ。ンで、コ
ミュニティ・ディベロップメントの実践をされている人が何人もいます。
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ところが、 この方法を経済的先進国であるアメリカに導入しようと

いう動きが1950年代のころから出てきます。それは、はじめは社会

資源の少ない郡部で使われていました（社会資源の少ない郡部は発展

途上国と同じだという発想でした)。しかし、しだいに都市のスラム地

域で使われるようになりました。

2．イネーブリング

CDの中核的な考え方はイネーブリング(enabling)といわれ、そこ

で働くワーカーはイネーブラー(enabler)といいます。イネーブリング

という言葉の辞書的な意味は相手がableできるようにさせていくと

いうことですが、専門用語としては「相手が何もできない最初のうち

は関係を強くもって援助し、相手が自分でできるようになって自信を

もてるようになれば少しずつ離れていくこと」を意味します。相手が

コミュニティなら、 コミュニティが自分で自分たちのニーズや問題を

発見し、それに取り組むだけの能力をもつように援助することになり

ます｡発展途上国への援助で､この考えかたが重要になってきたのは、

援助をすることによって当事者たちが自力で問題を解決するというこ

とをしなくなってしまった現実があったのでした。

イネーブリングには、また地域社会のなかで中立的な立場をソーシ

ャルワーカーが保つという意味もあります。 これについては後に述べ

ます。

量余談ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの役。
Rn9hlerは、ソーシャルワーカーの重要な役割のひとつです。ソーシャルワークは、しばし

ば、ワーカーが取るべき役割(role)で仕事を考えてきました。 F]nahlerroleの他によく知ら

れたものとしては次のようなものがあります（コミュニティワークに関連するもののみを

集めた)。それぞれ、ソーシャルワーカーはいかにあるべきかという明確な価値観に裏付け

られていることに注意してください3．

Enabling

Enabler

活動家としての役割。ソーシャルワーカーはクライエントの立

場に立ち、いわゆる「中立性」はありえないと考える。

「仲買人」的役割。人々は地域に散在する資源を知らないの

● Activistrole

● Brokerrole

3Barker,R.L. (2003).TheSocialWorkDictionaly(5thed.).Washington,DC:National
AssociationofSocialWorkers.
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で、それを紹介する。お互いがもっている資源を使えるように、

つなぎあわせる。

● Catalystrole 触媒的役割。クライエントやコミュニティが自己を点検し、コ

ミュニケーシヨンを深め、問題に気づき、対処できると信じる

ように援助する。

● Educatorrole 教育者的役割。クライエントに情報を与えたり、必要なスキル

を身につけられるように援助したりする。

● Facihtatorrole交流を促進させる役割。人々を集め、交流させることによって

人や地域を含め、何かを変えていこうとする。

● Go-betweenrole中間者的役割。対立し、反目しあっている2者の間にたち、相

互理解が生まれるように援助する。

●Mediatorrole 中間者的役割。コミュニケーションがうまくいっていない人々

の間に立って、相互理解が図れるように援助する。Go-between

roleと似ているが、 2者ではなく、もっと多くの人の間に入る。

●Mobilizerrole 結集させる役割。人々を集め、それぞれがもっている資源を出

し合い、共通の利益になるような変化を起こすように援助する。

鮒ﾊｽ:あなたのﾜｰｶｰのｲﾒｰｼ
ソーシャルワーカーの役割についての議論は、論理的というより直感的にソーシャルワー

カーの仕事について理解するのに役立つと思います。あなたのソーシャルワーカーのイメ

ージは、どの役割に近いですか。また、このなかで特にあなたが魅力を感じた役割は何か、

どうしてその役割に魅力を感じるのかを話し合ってください。

3．セツルメントとパターナリズム

CDは1920年代に発展途上国で始まったと言いましたが､その発想

そのものの原点は19世紀のセツルメント活動にありました。つまり

都市の貧困街で行った方法が、 20世紀になって発展途上国で使われ、

再び20世紀の北米で使われはじめたわけです。そして第2次世界大

戦後、貧困者が自分自身で市民運動を始めるようになると、セツルメ

ントに原点をもつCDの方法が含んでいる矛盾が明らかになってきま

した。そのことを説明するために、セツルメント運動について、 もう

少し詳しく書いておきます。

もともとセツルメント運動は、富裕階級と貧困階級との間に人間的

な交流がないことを問題視していました。つまり心の交流のようなも
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のを重視したのです。富裕な人々には、 このような貧しい人がいるに

もかかわらず贄沢をしているという 「罪の意識」を与え、一方で貧困

階級には富裕（で立派）な人々と交わることにより、貧しさのあまり

堕落した生活や自分たちの性格に気づき努力することを求めたのでし

た。貧困の根本原因である社会構造を変えることには目を向けず（変

えてしまえば、イギリスの貴族たちは平民に戻らなければならなかっ

たかもしれません)､意識の面で2つの階級が変わることを目指したの

です。

このような考え方の根底には前章ですでに述べたパターナリズム

(paternalism)がありました。豊かな者は貧しい者の、貧しいがゆえに

堕落した生活に心を痛め、 自らもその貧しい人々に接して貧困からの

立ち直りを援助しなければならない。そこでは富裕な人々は「罪の意

識」に苦しんではいても、貧しい人々よりも上の立場にあります。実

際、 ワーカーは富裕な人々の代表者（あるいは代理人） として貧困者

を教え導くものとして地域に入っていきました。つまり、 ワーカーは

助ける側であり、住民は助けられる側ということで役割に上下がある。

もちろんソーシャルワークの倫理観からすればワーカーとクライエン

トの間に上下関係があってはいけないのですが、パターナリズムのソ

ーシャルワークでは、そうなってしまうのです。

鮒ﾊｽ:現代のpaternalism
豊かな人たちに罪の意識を芽生えさせ、貧しい人たちには自分たちの性格の間違いに気づ

かせるという19世紀のセツルメントの発想は、現在の国際間の福祉活動にも残っているよ

うな気がするのですが、みなさんはどう思いますか？もし、あるとすれば、そこには問題

がないでしょうか。問題があるとすれば、どんな問題だと思いますか？隣の人と話し合い

なさい。

4． 「よそ者」の権威

パターナリズム的なコミュニテイワークであれば、 ワーカーは住民

より上位にある援助者として地域にはいっていきます。 しかし、地域

住民が、 ワーカーが自分たちより上位にあることを認めようとしない

ときはどうなるのでしょう。

これはワーカーの権威の問題として理解できます。ケースワーカー

に権威がなければ、たとえば「ではあなたの家庭のことをお話しして
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いただけますか」 と言っても、 クライエントに無視されるでしょう。

グループワーカーに権威がなければ「さあ、話し合いましよう」 と呼

びかけても、グループは動かないでしょう。ワーカーの権威の問題は、

ごく当たり前のこととして、これまであまり問題にされませんでした。

なぜならケースワーカーやグループワーカーが向い合う対象者は、た

いていワーカーの権威をすでに認めているからこそ援助を求めにきた

のですから （もちろん非行少年対象のケースワーク、グループワーク

など例外もありますが)。ところが、コミュニティワークでは、そう簡

単にワーカーに権威が与えられません。たとえば地域住民の一人（ち

ょっと暇そうに通行人を見ている駄菓子屋の主人でもイメージしてく

ださい）に、 「ここは障害者が住みにくい街ですね。変えていかないと

ダメですよ」 と言っても 「なんだ、偉そうに」 と無視されるだけでし

ょう。

CDは発展途上国の開発ために使われた方法だとすでに述べました。

ここで大事なことは、その方法は、かつて植民地を支配していた経済

先進国の人々によって開発され実行された方法だということです。つ

まりCDを使うといってもその地域の住民が行うのではなく、それを

実施する主体（機関）は、その地域の外にあるということです。たと

えば欧米のボランティア団体が開発途上国に人を派遣して、地域福祉

の実践をする様子を想像すればいいでしょう。CDに対して資金と人

を出すのは地域の外の人なのです。 よってCDを行うワーカーはたい

てい地元の人間ではありません。 これはアメリカなど経済先進国で

CDを行うときも同じです。スラム街や貧しい地域の人々が資金を出

して人を雇ってCDを行うわけではありません。CDのワーカーは外

の地域から、 よそ者として、その地域（コミュニティ）にやってきま

す。貧しい黒人の地域に、ふらっと遠くから白人のワーカーがくるこ

とがあるのです。その白人のワーカーは貧しい黒人たちに権威をもっ

て話し掛けることができるでしょうか。 「この土地の者でもないのに、

偉そうなことを言わないでほしい！ 」 と、ぴしやりと拒否されてしま

うのではないでしょうか。

では、 ワーカーは土地の者のような顔をして地域にかかわればいい

のでしょうか。 しかし、それにも問題があります。土地の者なら土地

の秩序や伝統に従わなければならない。そういう秩序や伝統があるか

らこそ地元の人間が動けないということがありますよね。たとえば、

ある地域では女性の地位が非常に低い。それをなんとかしたいと思っ

て、 ワーカーが女性を集めて学習会を開きたいと考えたとします。で
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も、土地の者なら地域社会の長老の意見を聞いて動かなければならな

い。長老はもちろん女性の地位が低いのは当たり前だと思っている。

結局、学習会などは承認されないでしょう。つまり土地の者のような

顔をしていては､いつまでたってもその地域を変えることはできない。

それにワーカーが本当に地域の一住民にすぎないのなら、新しく地域

にはいってきたばかりの一住民の言うことなどを住民が真剣に聞くは

ずがない。 ワーカーは地域社会に遅れて入ってきた新入りの一人にす

ぎないわけですから。かといって、 よそ者として見られていては地域

住民から無視されてしまう。 ワーカーは住民に溶けこむ努力をしなけ

ればなりませんが、 ワーカーとして働くために住民そのものになって

しまうわけにはいかない。住民でもないワーカーは、 どのような権威

をもって住民とかかわることができるのでしょうか。権威がなければ

「よそ者が何を言っているのだ」 と無視されるだけでしょう。そこに

コミュニテイワーカーの難しい権威の問題があります。

CDの対象になるようなスラムの住人たちは、外からやってきたワ

ーカーを「よそ者」 として受け入れたくない気持ちでしょう。特にワ

ーカーは腰の低い「新入り」 として地域に入っていくのではなく、地

域に新しい組織をつくろうとしたり、既存の（ワーカーから見て望ま

しくない）秩序や慣習を変えたりする者として入ってきます。 「問題が

ない」 と住民たちが思っている分野にも、 「問題がある」 ということに

気づいてもらう援助が必要になります4.スラムの住民たちは自分たち

だけではどうにもならないとわかっている。 しかし、外から別の価値

観を押し付けられるのは嫌だし、生き方を変えられるよう迫られるこ

とも拒否したい。そういう複雑な思いをもった住民のなかにワーカー

は入っていくのです。

鮒晒叩バズ：外来者として地域の価値観を変える
Communitydevelopmentでは基本的に地域の外から来たワーカーが､地域の価値観を変え

ていくよう働きかけます。先進国では貧困地域にワーカーが入っていくときにcOnllnumty

developmentが使われます。外来者として地域の価値観を変えるという実践例を国内でも

国外でもいいですから、隣の人と話し考えてみてください。

4 「それまではほとんど注目されていなかった社会的な問題について、人々の関心を高める

こと｣､ これをconsciousnessraisingといいます｡Barker(2003)前掲書p.92.ただし

consciousnessraismgは「意識覚醒運動」または「意識高揚運動」 として女性解放運動の
形態として紹介されることもあります。皆川満寿美(1999) 「コンシヤスネス・レイジング」

『福祉社会事典』弘文堂,p.332.
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鯵演習:DISK
この権威の問題を実感として味わってもらうために、次のような演習をやってみましょう。

4-5人のグループをつくります。以下は、J大学学生(A, B)と「大学生インテリジェンス

生活向上委員会(DISK)」のメンバー(C,D)が出てくる台本です。この台本を読んだあ

と、しばらく□－ルプレイをしてください。そののち、最後に提示された課題をグループ

で話し合いなさい。 （朗読の演技8分、即興の演技5分、議論10分、発表5分、予備2分

の計45分の演習です）

登場人物：

Aさん（女)、Bさん（女) :J大学社会福祉学科2年。

Cさん（男)、Dさん（男) :DISKメンバー。

状況: AさんとBさんは、今日も授業に出ないでメイン・ストリートをぶらぶ

ら歩いていましたが、イケメン風の2人の男性(CとD)に声をかけられ、つ

いふらふらと誘われるままに、 1号館の教室の1つに入っていきました。

C: (急に改まって）本日は、お忙しいなかをお越しいただき、ありがとうござ

いました。今日は、私たちDISK主催でJ大学の学生たちと交流の機会がも

てたということは、たいへん嬉しいことだと思っています。

A:え？ヤダ、なんですか、そのDISKって？

C:はい、これは『大学生インテリジェンス生活向上委員会』といいまして、 『大

学生』のD、 『インテリジェンス』のI， 『生活』のS、 『向上委員会』のK

をとって並べた名前なんですね。 『デイスク』と読んで下さい。

A:はぁ？（笑）

B:で、どんなことをするんですか？

C:私たちのグループは、すべての大学生に知的な生活をおくってもらいたいと

いう願いから始まりました。純粋なボランティア・サークルです。

A:ふうん、でも、それだったら、あたし、もう無理い。

D:どうしてですか？

A:だって、私、もうバイトとか、ショッピングで忙しいの。もう、めいっぱい

だしぃ。

D:あ、誤解しないで下さい。私たちは何もみなさんを勧誘しているわけじゃな

いんです。私たちはボランティア・サークルなんですから。

B:どういうことですか？

D:私たちはボランティア・サークルとして、みなさんのお役に立ちたいと思っ

て、ここに来ているんです。
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A:ヘええ？

C:私たちは、さっきも申し上げたとおり、大学生の知的生活の向上に貢献しよ

うとするグループなんです。

B:ひょっとして、私たちの知的生活が問題だっていいたいわけですか？

D:いえ． ． 、 ここの大学全体の問題として、そう考えているということで． ． ．

A:でも、私、ちゃんとレポートだって出しているよ。

C:そういうレベルの話じゃないんです。知的生活って、どういうものだと思い

ますか？

A:え－，わかんない。

D:たとえば、未開の地域の人々の生活を考えてみてください。晋段から衛生的

な生活をしている私たちから見れば、その不衛生な状態には我慢できないほ

どです。でも、そういう不衛生な生活に慣れてしまっている人は、これで何

も問題ないと思っているんですよ。

C:そういう人たちに衛生的な生活の素晴らしさを伝えなければいけない。それ

が文明の地域にある人々の義務だと思うんです。

A:え－、余計なお世話よれ－． (Bのほうを見ながら）

C:でもね、その不衛生な生活の子どもたちは病気になりやすいし、実際に寿命

だって短いわけですから． ． ． 。

D: (小声で思いつめたように）ここの大学の学生たちは、すごく貧しい知的生

活を送られています。とても残念だなあって思うんですね。

A:そうかなあ（納得していない様子)。

C:私たちは、J大学の許可をうけて、この数ヶ月間、学生たちの知的生活につ

いて調査させていただきました。その結果、ここは知的生活のレベルが、か

なり低いということがわかったんですね。

B:どういう調査なんですか？

C:キャンパス内での観察とインタビュー、それに図書館の利用状況等の統計的

な調査も、 J大学の許可を得て行ないました。

D:先日、その調査結果をもとにシンポジウムを開いたんですけど、そこでこの

調査の過程で撮ったビデオを上映したんですね。思わず、涙がこぼれたと言

っていたかたもいました。J大学の学生たちは、ほんとうに気の毒だ、どうせ

いいところに就職先もみつからないだろう。DISKとして何かできないか、ボ

ランティアとして少しでも役に立てないかと思い、シンポジウムの後に白熱

した議論があったんですよ。

A:なんで泣くのよお。あたし、想像もつかないわ（苦笑)。

D: (真顔で）たとえば授業風景のビデオでは学生たちが無気力に寝ている光景

が映っていました。朝イチの授業などは半分以上の学生が遅刻ですよね。そ
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れに出席しても寝ているか、スマホをいじっているかたが多いですね。ある

いは、ガムを噛みながら、うつるな目を天井に向けているだけとか。休憩時

間の雑談も、遊ぶことや食べることの話ばかりで、とても教養ある大学生の

会話だとは思えないということで、それであふれ出る涙を抑えられなかった

んだと思います。

A:どの大学だって、そうなんじゃないですか。私たちだけじゃないと思うわ。

C:本当は、そうじゃないんですよ。まあ、他の大学で勉強したことがないみな

さんには信じがたいと思いますが. ． ． 。

B:でも、個人差があるじゃないですか？

D:さっき未開の地域での不衛生状態の話をしましたね。あれと同じことで、み

なさんのなかでは個人差があるように見えても、外から見れば、みんな似た

りよったりなんですよ。

C:それに私たちの調査によれば、 J大生のかなりの方が学内に知的な議論をで

きる友人をもっていません。お酒を飲む友達はいても真剣に学問について語

り合う仲間をもっていないのですね。で、私たちは、そういう孤独なJ大生

たちのために、まず自分から皆さんの知的生活のためのお友達にさせていた

だこうと思っているのです。

A: (Bに小声で）この人たち、あたしたちの「お友達」になりたいんだって。

ふふふ（笑)。

B: (Aに小声で）落ち言いて!A子。 「お友達」じゃなくて、この人たちは「ボ

ランティア」として「お友達」になろうって言っているだけよ。

A: (Bに小声で）え－？それってどういうこと？ 「友達」じゃないの？

C:ところで、みなさんは自分たちの学生生活に知的な面で満足されているんで

すか。

B:う－ん、まあ、そうとも言えないですけど. ． ． 。

C:どういうところが満足されていないんですか？

B:たとえば、授業で勉強したことを議論したいと思っても、そういう雰囲気じ

ゃないし。

D:ほう。そういう雰囲気じゃない. ． ． 。

B:たとえば、このあいだ「ボランティアの有償化」の問題が授業で取り上げら

れたときがあったんですが、私は面白いと思って、昼食のときにそれをクラ

スメートに話したんですね。そうしたら. ． ． 。

D:そうしたら？

B: 「へえ、B子って、マジメー！ 」って、言われて、それっきりでしたね。そ

れから、ネイルケアかなんかの話になって. ． ．ああ、ここでは、こういう話は

できないんだなあって思いました。
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C:そういう雰囲気を変えていきましょうよ！ そのための方法や工夫について、

DISKは情報やノウハウをたくさんもっていますよ。

A:なんか、面倒くさあい。ヤダー（笑)。いまのままで、いいもん。

B;あたしは、ちょっと興味あるかな。

A:え－？(Bに小声で)興味があるって､どっちの勇？あたしは､こっちに
するわ(Dを指さして)。

D:じゃあ、もう少しDISKのお話をさせてもらってよろしいでしょうか。

A: (Bに小声で）どうするB子？もっとお話したいって！

B:でも、大学の外の人に、そんなことを、わざわざしてもらうのは、ちょっと

抵抗がありますね。

C:J大学の学生さんたちだけで独立して活動できるようになれば、私たちはこ

こから去っていきます。できるまで手伝いますが、相手ができるようになれ

ば離れていく。これが私たちの援助の原則なんです。

B:コミュニティワークでいうenablingの原則ですね。

D:そうそう。よくご存じですね。 （にっこりとAのほうを見て）

A:え？何それ？

B: (Aに小声で）授業でやったでしよ。

A:知らないわよ！

（一同、気まずい沈黙）

A:B子、もう帰ろう！ この人たち、私たちをバカにしているのよ・知的生活

がどうのこうのって、私たちを見下しているんだわ！ 私はいまのままで十

分満足なの1 余計なおせっかいは止めてほしいわ！ （といって、Aの手をと

って教室から出ていこうとする｡）

以下、A, B, C,Dの会話を続けてやってみましょう。終わったら、以下のことを話しあ

ってください。あとでグループごとに発表してもらいます。

1． みなさんがJ大学の学生であれば、DISKの提案を受け入れますか。もし受け入れにく

いと思うのなら、その理由は何ですか。

2. DISKがよりスムーズにJ大学の学生に受け入れられるようになるためには､どうすれ

ばいいでしょうか。

5.地域の外の出資者

ワーカーが「よそ者」であるという問題だけではなく、 CDにお金

をだす出資者が対象地域から離れたところにあることが、また大きな
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問題になってきます。なぜなら地域の中で活動するワーカーと地域の

外から出資する団体の間に考えの相違が生まれることがあるからです。

こんな例があります。ある貧困地帯に1人のコミュニティワーカー

が1つの施設をつくろうとしました。彼女は、その地域の問題とくに

アルコール依存症の問題に関心をもっていました。 しかし彼女を雇用

していた福祉団体はアルコール依存症に関心がありませんでした。彼

女は仕方なく崩れかけた汚い古工場を、自分が集めた募金で買い取り、

施設の代わりにしました。施設は見るからに汚く粗末なものだったの

で、地域の住民がカンパをしてくれたり、 自分の要らなくなったもの

を寄付してくれたりしました。そして、そのことによって貧困地域の

住民と自然な交流がうまれました。

ところが、 この施設が地域のアルコール依存症の対策において効果

を見せはじめると、マスコミが施設をとりあげ大々的に宣伝してしま

いました。施設は有名になり全国の注目をあびることになりました。

福祉団体の理事たちはテレビで、その見るからに粗末な建物を見て、

自分たちの団体の活動がこのような粗末な建物を通して宣伝されてし

まったことに恥ずかしさを感じ急いで募金をし、巨額の費用を集め、

古い施設を壊して、その跡に冷暖房付の豪華な施設を新築しました。

その間､そのワーカーには相談はありませんでした(理事から見れば、

そのワーカーは「末端の人間」にすぎませんでした)。

福祉団体がキリスト教をバックにしていたため、新しい施設の入り

口には大きな十字架がかかげられました（旧い施設にはそんなものは

ありませんでした)。すると住民は建物の様子に違和感を覚え、足が遠

のくようになりました。冷暖房費がひどくかかるので用のないときは

部屋を閉めることになりました（旧い施設ではまったく出入りが自由

でした)。建物の維持管理のために管理人を置き、人の出入りをチェッ

クするようになったので住民はますます敬遠しました。土木仕事をし

たあとの泥だらけの服で絨毯や壁を汚されては自分の責任にされかね

ないので、管理人は汚れた服を着た人はなるべく入れないようにしま

した。そして結局どうなったでしょう。美しいけれど、あまり人の来

ない異様な建物だけが残ったのです。

鮴咽叩バズ：どうすれば防げたか
ここに害かれたことはcommumtydevelopmentの失敗例だと思います。このような結果

にならないためには、誰がどのようにすれば良かったのでしょうか。あなたの意見を隣同

士で話しなさい。
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出資者が地域の外にあるために、実践についての誤解が生じる可能

性が高いことを述べましたが、出資者が遠くにいることは必ずしも悪

いことだけではありませんでした。 コミュニティワーカーは、出資者

の存在を強く意識することなく、対象者との関係に多くの時間を費や

すことができました。このような対象者中心の考え方は、 コミュニテ

ィワーカーにとって大きな魅力になりました。

6．公民権運動とCD

このように多くの問題をもつCDですが、なによりもクライエント

中心の姿勢をもっていたために1960年代の公民権運動の進展ととも

に、アメリカのコミュニティワーカーの間で注目されることになりま

す。つまり前章でも述べたように1960年代になって、いままで福祉

の対象者であると考えられていた貧困層の人達が自分たちで市民運動

をおこしていこうとするようになった。その貧困者自身の運動に共鳴

したワーカーが注目したのが、それまではもっぱら開発途上国でのみ

使われていたCDの理念でした。住民とともに行動し、住民が自立心

と自尊の感情をとり戻す運動を展開していく。それがまさにこの1960

年代のコミュニティワークにぴったり合っていると思われたのでした。

というのも、 1960年代前半までは、理論的かつ専門的なコミュニテ

ィワークとは地域の福祉機関の代表者が集まって、地域福祉の計画を

つくっていくことだと思われていました。そこでは、 ワーカーは代表

的な福祉機関の責任者と話し合えばいいのであって、住民と直接向か

い合う必要はありません。 このように間接的コミュニティワーク

(indirectcommunitywork)こそが専門的なコミュニティワークと考

えられていたのです。

しかしこうしたコミュニティワークの「間接性」に1960年代の公

民権運動に刺激されたワーカーは我慢できませんでした。住民ととも

に歩み住民とともに考えたいという理念をもったワーカーは、それま

で発展途上国で展開されていたCDの方法に新しいコミュニティワー

クの理想を求めたのです。CDこそは住民とともに歩む方法だと思わ

れたからです。



コミュニティ・ディベロップメント 99

鮒ﾊｽ:公民権運動とdirectcommunitywork
公民権運動が起こり、貧しい黒人たちが立ち上がり始めたとき、なぜdirectcommumty

workは注目されはじめたのだろうか｡当時のcommumtyworkerたちがdirectcommumty

workに注目したときの思いを想像して、その理由について考えてみてください。

CDのワーカーが住民とともに歩もう、住民のなかにはいっていこ

うという姿勢を出せたのは、先ほど述べたように、CDのワーカーが

出資者から地理的に離れていたからだと指摘されています。つまり出

資者が貧困地域から離れていたから、 ワーカーは自由に住民のなかに

入っていけた。 というのも、他のコミュニテイワーカーたちは、出資

者がすぐそばにいるものですから、 とにかく急いで目に見える業績を

つくらなければならない。たとえば、なんとかという組織をつくった

とか、 こういう成果がでてきて何人あつまったとか、そういう報告を

いちいちしなければならない。結果として、ゆっくりと住民と時間を

かけて交流することはできなくなります。住民や施設の代表者に働き

かけるというindirectcommunityworkなら報告しやすい成果をあげ

るのが簡単ですね。老人福祉委員会をつくって何月に会議を開いたと

か報告できます。 ところが、市場や広場などで道をあるく住民たちや

遊んでいる子どもたちと自然なかたちで交流しながら住民に働きかけ

ていくというdirectcommunityworkの場合、成果があがるのに時間

がかかる。CDの場合、出資者は地域から離れているから、いちいち

報告しなくてよかったわけです。

ただ、 このような理想からCDを取り入れようとしたワーカーが気

にしたのは、セツルメント運動に含まれていたパターナリズムがCD

においてはどう表現されているかということでした。 ソーシャルワー

クの専門性を高めれば高めるほどパターナリズムは強くなっていくと

考えた人もいました。つまり専門性とは他の人が知らないことを知っ

ていたり、他の人ができないことができたりということであるとする

なら、やはり専門的ワーカーというのは住民を上からの立場でリード

しようとしてしまうのではないかと考えるわけです。

そのような疑いをもったコミュニティワーカーたちは専門職である

というよりは、住民とともにありたいと願い、 もっと過激な方向に向

かいます。彼らは完全にパターナリズムを排除したCDをつくりだそ

うとしました。それがラジカル・ワーカー(radicalworker)でした。
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7．ラジカル・ワーカーの活動

1960年代､ケースワークやグループワークの専門化に刺激されてコ

ミュニテイワークもどんどん専門化していきます。 しかし、 コミュニ

ティワークがますます専門化されて、その結果、専門職主導のソーシ

ャルワークになっていくことに危険性を感じるワーカーたちがいまし

た。かれらは、まず住民とともに歩もうとするCDの理念に注目し、

自分たちをプロフェッショナル・ソーシャルワーカー(proLssional

socialworker)と区別して、 ラジカル・ワーカー(radicalworker)と自

称したのでした。プロフェッショナル．ソーシャルワーカーが政府や

民間の大きな福祉団体に雇用されていたのに対して、 ラジカル．ワー

カーは彼らの理念に理解を示した一部の教会の基金やシンパ(同調者）

から寄せられた活動資金を頼りに活動していました。CDのいちばん

の限界は出資者が地域の外にいることでしたので、 ラジカル．ワーカ

ーは、その限界を超えるために貧困者の団体自身が出資者の役割を果

たせるようにしました。つまり、貧困者の団体にはもちろんワーカー

を雇用するだけの資金はなかったでしょうが、外から資金を集めて、

その資金の管理・所有権を貧困者の団体にわたしたのです。そうする

ことによってラジカル・ワーカーは外からの団体（出資者）が判断し

たニーズを満たすよう努力するのではなく、貧困者自身の代表者が判

断したニーズに向かって実践できるようになったのです。

イネーブリングと中立性の放棄

CDの中核的な援助方法はイネーブリングであったことはすでに述

べました。イネーブリングは伝統的に専門的スキル（技能）をもった

ワーカーが中立の立場で中間者の役割(mediatorrole)を果たしていく

形ですすめられます。 しかしCDがラジカル．ワーカーたちに注目さ

れるとき、イネーブラーとしてのワーカー像は変更を迫られました。

従来のコミュニティワークではサービスの改善はコミュニティ内の

機関のネットワークによって行なわれていました。つまり住民に直接

に接する機関が住民のニーズを発見し、それをもとに機関のネットワ

ークのなかで送致しあったりサービスを調整したり、あるいは新しく

サービスを始めたりしていたのです。例えば、ひとり暮らしの高齢者

で非常に孤独な生活をしている人が多いことに気づいた保健師が、そ

のことを老人福祉の機関ネットワークのなかで報告し話し合います。

すると、ネットワークの一員である老人福祉センターが、ひとり暮ら
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しの高齢者向けに仲間づくりができるようなグループワークのサービ

スを検討することになります。

しかし、このようなニーズの発見から機関ネットワーク内での検討、

サービスの開始というプロセスはCDの理念からすれば、住民ぬきの

まま専門職同士で地域の問題を解決してしまうことでした。 これは住

民を排除しているという点で、ラジカル・ワーカーの批判の対象にな

ります。ラジカル・ワーカーは住民こそが中心であるとの立場から、

住民が参加していない専門機関のネットワークは、むしろ住民参加の

妨げになるとさえ考えました。

前章で述べたように、 ソーシャルアクションという概念は1960年

代に変遷をとげました｡1960年代以前は専門機関のネットワークが住

民を代弁する形で行政にソーシャルアクションをかけていました。 し

かし1960年代以降はラジカル・ワーカーに導かれた住民たちが、専

門機関のネットワークにソーシャルアクションをかけることになりま

す。つまり専門機関のネットワークは、 ソーシャルアクションの実施

主体から「標的」に変わってしまったのです。

ラジカル・ワーカーは徹底的に住民側に立とうとすることで、従来

ソーシャルワーカーが伝統的にもっていた社会的中立の立場を放棄し

ました。役割としてはMediatOrrole (仲介者）からactivistrole (活

動家）へと変わったのです。彼らは住民を抑圧している社会体制に攻

撃をかけ対決的態度で実践を行いました。 コミュニティワーカーは中

立的イネーブラー(neutralenabler)から、党派的活動家(partisan

activist)へと変わっていったと言われました。

鮴唖Wバズ:Mediatorかactivistか
1960年代、貧困者たちの自羊R勺な運動が強くなってきたとき、ソーシャルワーカーは、そ

の運動に対して距離をおいて中古的古場を維持するか(mediatorroleをとるか)､それとも、

クライエントの利益を代表する団体と連帯していく立場をとるか(activistroleをとるか）

という二者択一を迫られました。あなたならどちらの立場をとりますか。もし、その逆の

立場を、あなたを雇用している機関がとることにしたら、あなたはそのとき、その役割を

とることを自分自身にどのように納得させますか。隣の人と自由に話し合いなさい。

貧困者の絶望

なぜイネーブリングによって実践する中立的なワーカー像が否定さ

れて、 ラジカル・ワーカーが台頭することになったのでしょうか。そ
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の理由の一つはセツルメント運動が対象にしていた1920年代の貧困

者とラジカル．ワーカーたちが共に歩もうとしていた1960年代の貧

困者との違いにあります。

1920年代の貧困者は大部分が移民でした。アメリカは当時、世界中

から移民を受け入れていました。一部の移民たちは、最初は極貧の状

態にありました。 しかし彼らは、やがて豊かになっていくという希望

をもっていましたし、事実そうなったのです（日本人の移民たちもそ

の例に入るでしょう)。それに対して1960年代の貧困者は主に黒人た

ちで、事情はまったく違っていました。彼らはもう何世代もアメリカ

に住みながら貧困から脱出できないのです。彼らは希望をもてません

でした。どう努力してもダメだったのです。なぜか。責められるべき

は貧困者自身にはなく社会体制にあるというのが彼らの結論でした。

したがって彼らはソーシャルワークのtreatment (処遇）を求めるの

ではなく、社会にright (正義）を実現する手助けをしてくれるワーカ

ーを求めたのです。

アドボカシーとlegalmodel~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

その正義を実現する方法として使われたのが､アドボカシーという

理念でした。CDは、その担い手が従来のソーシャルワーカーからラ

ジカル・ワーカーに変わるときに、その中核的理念もイネーブリング

からアドボカシーヘと変えたのです。

アドボカシーについての考え方は当時ふたつありました5.ひとつは

政治戦略的に考えていく方法であり、それは大衆の意識を変えて、 ワ

ーカーが望ましいと考える方向へと大衆を導いていくものでした。 こ

の方法は大衆操作の一面をもち､膿識綴6を良しとするものだとい
う非難を受けました。そのためソーシャルワーカーにとっては適切な

形のアドボカシーとはいえません。

もうひとつの考え方はlegalmodelと呼ばれるもので、対決の方法

として法律を使おうとするものでした。 このlegalmodelがつよく主

張された背景には、前章でも述べましたが、 1960年代当時の暴力の問

題がありました。つまり黒人たちが公民権運動を展開したとき、 リー

5Advocacyについて思想史的な流れから2つに分けましたが、通常はadvocacyを誰の利
益のために行なうかで、 clientadvocacyまたはcaseadvocacy (個人を対象にしたもの）
とclassadvocacy(障害者とか高齢者とか、ある種のカテゴリーに属す~る人々すべてを対

象としたもの）に分けて考えます。 ここでのadvocacyはもちろんclassadvocacyです。
6 「相手をたくみにあざむくはかりごと。種々の計略をめぐらすこと」国語大辞典(1988）
小学館(CD-ROM版）
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グーが殺されたり絶えざる暴力に曝されたりしたのです。そこで「暴

力から身を守るためには暴力で自衛するしかない」 という思想が生ま

れます。 「目には目を」 というわけです。暴力は、このような場合にも

否定されるべきなのか、それともやむをえないこととして肯定される

かは、 ここでは何とも言えませんが、 とにかくソーシャルワークを暴

力の伴う形で実践ができるはずがありません。その当時legalmodel

のアドボカシーをﾛ昌えた人たちは、 このような暴力の争いが法廷での

争いに変わることを願ったのでした。

Legalmodelについてはさまざまの批判があります。以前のソーシ

ャルワーク （とくにケースワークやグループワーク）が医療をモデル

にしたmedicalmodelをつかったように、また別のモデルを借りてき

ただけだという批判があります。つまり医師のマネをしていたのをや

めて弁護士のマネを始めただけというのですね。そこにソーシャルワ

ーク独自の視点がないというわけです。また法廷での争いが主になっ

てしまって法廷で勝てばいいのだという風潮をよび、公平な正義の実

現という、 より大きな社会的目標が見失われがちになったのでした。

ちなみにエコロジカル・ソーシャルワークで代表されるようなソー

シャルワークのモデルはライフモデル(lifemodel)と呼ばれていて、現

在では最も有力なモデルのひとつだと思います7。

鮒円BVlバズ:Medicalmodelかlegalmodelか
ソーシャルワークのモデルとしては、上に述べたように現代ではlifbmodelが有名です。

しかしmedicalmodelとlegalmodelの発想は､現代のソーシャルワークにも受け継がれて

いると思います。それぞれのモデルの長所、短所を隣の人と話し合いなさい。

時流は変わる

市民運動の高まりは1960年代がおわると徐々に下火になります。

CDは本来のイネーブリングを中核としたものにもどり、 ワーカーも

イネーブラーとしての姿に戻ります。 しかし、 ラジカル・ワーカーた

ちの運動は、やがてポリティカル・エンパワメントの方法として受け

継がれます。次章はそのポリテイカル・エンパワメントについてお話

しましょう。

7ライフモデルでは「人、環境のどこに問題があるのかを問うのではなく、問題は生活空間

における不適切な交互作用(transaction)にあると考え、人と環境の接触面(mterface)に焦

点をあてていく。」 「現代社会福祉辞典」（2003)有斐閣,p､464.
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垂余談"年代の世”
1960年代後半は日本の大学でも全共闘が活動していた時期であり、 1968年から69年には

東大紛争が起っています。 69年の東大安田講堂の攻防戦はみなさんもドキュメンタリー番

組で見たことがあるかもしれません。そのころの日本の社会福祉系大学では、治療的色彩

の強いケースワークやグループワークなどの講義をはじめようとすると、激しいブーイン

グが学生から出たそうです。一方で社会福祉は「社会主義革命」が起きたなら一気に解決

してしまうのだとか、社会福祉はいまの資本主義体制の延命策として実施されているにす

ぎない、なんてことを言うと、学生たちの拍手喝采をあびたそうです。当時のソ連や中国

の宣伝映画の内容をそのまま信じていた人がいたのでしょうね。たとえば、その当時の日

本の「社会学新辞典」は、コミュニティ・オーガニゼーションについて次のように書いて

います。

コミュニティ・オーガニゼーションは． ． 、全社会的・国際的構造に根ざしてい

る問題を一定地域の一時的不均衡とみなして、それを全体から切りはなして解

決しようとする点で、さらには住民舂白羊的に参加させるという名目のもとに、

本来は行政機関の責任においておこなわれるべき資源の開発や創出にあたって、

住民に責任を負担させ、エネルギーを提供させるという点で、きわめて改良主

義的、体制維持的色彩が強いものといわなければならない8．

コミュニティ・オーガニゼーションは、行政の都合の良いように地域住民を操作すること

だというのです。これが時代の流れでした。

私は自分にも言い間かせていることですが、書いて公にしてしまったものは、いつまで

でも残ります。いまも社会福祉の考え方には時流があります。ひとつの方向に流れが向か

おうとするときに、それに合わせて声高に叫べば社会に迎えられ、歓声をあびるかもしれ

ません。しかし時流は変わるものです。時流に合わせて自分の意見をコロコロと変えるの

は、いかにも節操がない。私は学問の真理は多数派にはないと思う。多数派になれば、自

分を守ろうとして保守的になる。少数派の考え方にこそ価値ある真理が埋められていると

いう気がしてならないのです。

穆演書ﾐﾗｼｶﾙか､ﾆｭｰﾄﾗﾙか
4-5人のグループになります。 5人の場合は－人がナレーターおよび上野（最後に登場）に

なります。4人の場合は、神田さん役の人がナレーターをやってください。台本を読んだあ

とは、しばらく、それぞれの立場で□－ルプレイをしてください。そののち最後に提示さ

8福武直編(1963） 「現代人の社会学：社会学新辞典』河出書房新社,pp.282-283
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れた課題をグループで話し合いなさい。

登場人物：上智、四谷、市谷、神田（全員J大学社会福祉学科卒業生）

上智：新宿市内にある「ラジカの里」のソーシャルワーカー。ホームレス自立

支援事業に従事している。Partisanactivist・

四谷：同じく新宿市内にある「イネブの家」のソーシャルワーカー。上智さん

と同じような仕事をしている。Neutralenablero

市谷：新宿市の土木課に勤めている元ケースワーカー。

神田：新宿市のケースワーカー。

~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~

ナレーター： ここは、ホームレスの人たちが多く住んでいる新宿市です。ここ

では数年前からホームレスの人たちが「仕事よこせ連合」（略称：仕事連）を

つくっています。仕事連は「ラジカの里」の支援を受けています。先日、新

宿市が、市職員を使って公園で野宿している数十人のホームレスを追い出し

たことがきっかけで、仕事連と行政の対立が深まっていました。

さて、J大学社会福祉学科の仲良し4人組だった上智さん、四谷さん、市谷

さん、神田さんは上智さんが婚約したということで、久しぶりに、しんみち

通りのルノワールに集まることにしました。場面は、四谷さん、市谷さん、

神田さんが待っているところに、上智さんが現れるところから始まります。

上智：ごめん、ごめん、遅れちゃって。

神田：おめでとう、上智。

四谷：おめでとう、よかったね。

上智：あ、ありがとう。なんか、ちょっと恥ずかしいなあ。

市谷：まあ、まあ、お座りください。

上智：あ、市谷君． ． （と困惑した表情で)。

市谷：まあ、もう、今日は仕事の話はやめにして。

上智：ううん（と黙る)。

神田：なあに、 2人とも。ちょっと変よお。

四谷：あ. ． ． 、ひょっとして. ． ． 。

上智：そう、 H乍日、会っちゃったんだよねえ、市谷君。

市谷：もう、いいじゃない、そんな話。

神田：なに、なに？私だけ、わかんない。

上智：私、言っていい？すつどい、ショックだったわ。

市谷： （神田と四谷に）オレ、昨日は仕事でさ、公園のオッチャンたちを外に出

す役だったわけ。それで出ていってもらってたら、上智さんに会っちゃって。

上智：ねえ、どうして、あんなひどいことするの？
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市谷：どうしてって、仕事だもん。しかたがないよ。

上智：でも、ホームレスの人たちの家を奪うのが仕事なの？

市谷：オレは、いま、土木課で公園の担当なんだよ。だから、公園を不法に占

拠している奴らは、追い出さなきゃいけないんだよ。

上智：野宿している人たちがどんどん寒空で死んでいるのよ・追い出された人

たちが死んでしまったら、市谷君、どうするつもり？

神田：ちょっと、上智、そんな言いかたしたら、市谷君がかわいそうよ・彼だ

って、したくてしているわけじゃないんだから。仕事なんだから. ． ． 。

上智：あなただって私たちと同じ社会福祉学科を出ているんじゃない。ホーム

レスの人たちの人権のことぐらいわかっていると思うけど。

市谷：そりや、わかっているよ。オレだって一般行政職の枠で役所に入ったけ

ど、元ケースワーカーだからね。でも、ああいう不潔な状態は赤痢とか結核

の温床になるんだぜ。

四谷：一応、公園を出された人たちにも行き場をつくってから追い出したんだ

から、いいんじゃないかなあ。

上智：行き場って、みんながみんな入れるわけじゃないし、入ったところで、 1

ケ月もしないうちに追い出されてしまうのよ・

四谷：まあねえ、それはそれで問題だけど、あそこに、みんなが定住してしま

うと、他の人が公園に入れないよね。まして、そこが伝染病の巣になっちゃ

うとすれば、周辺の住民にとっては恐ろしいことだし。

市谷：だからね、ときどききれいにする必要があるわけだよ。

上智：きれいにするって、相手は人間なのよ。ゴミじゃないんだから． ． .。

市谷：でも、ゴミのなかで生活しているような感じだったよ。

上智：ひどいなあ. ． ．もう、市谷君には、ちょっとガッカリね。

市谷：うん？

上智：だって、いっしょに大学時代4年間、ボランティアをやってきたんじゃ

ない。それが卒業後に、こんな形で向かいあうなんて、考えもしなかったわ。

市谷；仕事だもん。仕方ないよ。

上智：仕事、仕事ってね、責任逃れしないでほしいわ。

神田：でもね、上智、あなたも仕事のしかたが問題だと思うわ。

上智：え？

神田：仕事連のやりかただけど、市役所のまえに座りこんだりして、ちょっと

やりすぎよ。若い女性職員なんかは怖がっているわ。

上智：市民としての正当な権利を主張しているだけよ。座り込んでいるだけで

恐いなんて、ホームレスヘの偏見だわ。

神田：でも、あなたまで、その座りこみの場面に、ちょくちょく現れているっ
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ていうじゃない。

上智：だって、肺炎になりかけている人だっているのよ・私、心配なのよ。

神田：だから、市役所の中では、あなたがホームレスの人たちを扇動している

っていう噂なのよ。

上智：あれはホームレスの人たちが自主的にやっている活動よ・

神田：だと思うけど、やっぱりしょっちゅう顔を出すのはマズイんじゃない。

それに、ラジカの里じたいが、仕事連を応援しているって感じよれ。

上智：ソーシャルワーカーは、社会的に抑圧された人たちの立場にたって行動

するものなのよ。それは当たり前じゃない。

四谷：でも、あそこまでやるのは、やりすぎじゃない？

神田：そうよ。役所のほうではね、もう、ラジカの里には距離を置こうって言

っているの。それは、ラジカの里は福祉機関というより、ホームレスの運動

団体だと見ているからよ・だから、四谷君のイネブの家には、クライエント

を送ったりするけど、ラジカの里には誰も送らないよね。

四谷：ぼくたちだって、ホームレスの立場にたつけれども、でも、ソーシャル

ワーカーの役割ってmediatorでしよ。だから中立の立場でいるべきだよ。そ

うでないと、クライエントをいろんな社会資源に結びつけるbrokerの役割も

できないよ。問題を客観的に見ないとね。

上智：路上で何十人も人が死んでいるのよ・行政とホームレスの人たちとどっ

ちが強い立場かって、わかりきっているでしよ。行政だけじゃない、一般市

民だって、どれほど冷たい視線をホームレスの人たちにあびせているか、み

んなもわかるでしよ？だったら、せめてソーシャルワーカーぐらいは彼らの

味方であってほしいって、思うじゃない。

四谷：ホームレスの味方っていうのは、イネブの家も同じだよ。社会復帰のた

めの相談事業とか訓|練とかやっているからね。

神田：上智は、ソーシャルワーカーのeducatorroleを忘れているよ。つまり、

ホームレスの人たちを教え、導いていくのも、ワーカーの役割だと思うのね。

上智：それってpaternalismだと思うわ。

神田：でもさ、彼らを教育することも必要よ･だって、ホームレスのなかのか

なりの人がお酒に問題があるし、彼らの言うこと、主張することをそのまま

応援するのが、いいソーシャルワーカーだとは言えないと思うの。

四谷：クライエントの言いなりなら、専門性なんていらないからね。

上智：言いなりじゃないわよ･彼らの要求は、ときには無茶苦茶なものがある。

でも、間くべきところもある。そういう彼らの要求をsocialneedsに変えて、

社会的に認められる形にしていくことに、ソーシャルワーカーの専門性があ

るのよ・ラジカの里では、だから、ホームレスの人たちの声を集めた機関紙
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を毎月出して、関係機関に送っているわ。

四谷：ああ、あれは読んだよ。でも、あれではホームレスの人々を障害者や高

齢者と同じように考えているみたいだよね。つまり、障害者や高齢者は援助

しても、やっぱり障害者であり高齢者なんだよ。だから人間の権利として障

害者であり高齢者であっていいんだよ。でも、ホームレスは家さえあれば、

すぐにでもホームレスでなくなるわけさ。だから障害者が住みやすい街づく

りをすることと、ホームレスが住みやすい街をつくることとは違うんだよ。

上智：ちょっと待ってよ。ホームレスもホームレスになりたくってなっている

わけじゃないのよ･働きたくても働けないのよ・だから、仕事連もね、仕事

をください1って言っているのよ･それで仕事をするためには、野宿で身体

をこわさないようにしなくちゃいけないし、そのためにはダンボールで家を

つくって過ごすことも必要なのよ！ （熱く語る）

四谷：そんなに感情的にならないでほしいなあ。 （苦笑）

市谷： （少し間をおいてから）いや、でもさ、オレの□から言うのも変だけど、

こういう上智さんのような熱い気持ちがあるから「ラジカの里」は、おっち

ゃんたちから信頼を得ているんだと思う。おっちゃんたちは、役所もイネブ

の家も区別してないよ。 「中立だ」とか、 「客観的に見る」なんてカッコつけ

てもさ、やられているときに助けてくれない奴は、みんな敵なんだよ。

四谷：敵じゃないよ（ムッとした顔で)。

市谷：まあ、間けよ・オレが公園からおっちゃんたちを追い出すときにさ、お

つちゃんたちは、ラジカの里に相談に行こうと言ってたぜ。ラジカの里だけ

が自分たちの味方なんだってさ°誰もイネブの家のことは言わなかったぜ。

オレたちは、しょせん敵だと思われているんだよ。 （寂しそうに）

（5人いる場合、以下の上野さん: J大学大学院生が遅れてくることにする）

上野：みんなぁ、元気ぃ！ （と手を振って登場） おめでと－、上智ぃ！ え

一、ど一したの？みんな、ちょっと恐い顔して. ． ． ？？

問い：上智派(partisanactivist)、四谷派(neutralenabler)のそれぞれの立場を支持できる

根拠をいろいろあげてみなさい。それぞれ根拠が出し尽くされたと思ったら、あなた個人

としては、この状況において、どちらの立場をとるか、その根拠も含めて、グループのな

かで話しなさい。
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談余

畠
一 ビックリ箱

ホームレスの人たちの間ではケースワーカーの面接室は「ビックリ箱」と呼ばれているそ

うだ。以下は「渋谷：野宿者の生活と居住権をかちとる自由連合」のホームページ9 （のじ

れん｡通信「ピカピカのうち｣）に「ビックリ箱」の説明が掲載されていたものを抜粋した

ものです。

正式名称を「面接室」という二畳程度の密室のこと。たとえば野宿者が生活保護

申請にたどり薑いたとき（ここまでが大変だが)、その人の本籍地やかつての住所、

親類の有無、親類と連絡が取れるか、最後に会ったのはいつか、いつまでどんな

仕事をしていたのか、いつどこの福祉にどんな要件でかかったかなどといった質

問や、生活保護制度の説明、お金の支給、領収書への捺印などの諸手続が、この

「面接室」で、ケースワーカーと一対一で行なわれる。その他にも、わりあい「便

利」に使われることがある。 「ビックリ箱」という呼称は、いつ・誰が言い始めた

のか知らないが、とにかく「何が出てくるかわからない」というその際の野宿者

の不安な気持ちを適切に表した言葉だ。

もちろん－対一での面接という態勢に全く合理性がないわけではない。上に挙げ

たようなことは、多く本人のプライバシーに関わる。プライバシー保護のため、

というわけだ。しかし他方、 「ビックリ箱」という名称にも現実的な根拠がある。

保護を求める野宿者にとって、相談員やケースワーカーは、いわばこれからの生

活の「鍵」を握る存在であり、関係の非対称性は歴然としている。しかも、そこ

では野宿者にとってあまり思い出したくないことまで根ほり葉ほり聞かれること

になるし、相手によっては行政用語を羅列するばかりでこちらの理解はおかまい

なし、ということもある。 「不安」は現実的なものなのである。

また、実際に生活保護を受けた元ホームレスは、あるインタビューで次のように言ってい

る。

（ホームレスの人たちは）生活保護とればいいのにって思ってたんですけど、自

分でやってみてこれはやらないなって思いましたね。ホームレスしながら働いた

ほうがマシなんですよ。それくらいキツかつた。とにかく手続きが難しくて多く

て、その間ず－つと罵声浴びせられる。 『怠けてる』とか『甘えてる』とか。 ’0

9http://www.jca.aPc・org/nojukusha/nojiren/(2003.05.09現在）
10雨宮処凛(2007）『生きさせろ！難民化する若者たち」太田出版,p. 131
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r"
Enabling,Enabler,Activistrole,Brokerrole,Catalystrole,Educatorrole,Facilitatorrole,

Go-betweenrole,Mediatorrole,Mobilizerrole,Paternalism, Indirectcommunitywork,

Directcommunitywork, Professional socialworker, radicalworker, Neutral enabler,

Partisanactivist,Treatment,Right,Clientadvocacy,Caseadvocacy,Classadvocacy,

Legalmodel,Medicalmodel,Lifemodel
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コミュニティ・ディベロップメントの次に紹介するモデルはポリテ

イカル・エンパワメント(politicalempowerment)です。第2章で述べ

たパワー依存理論、葛藤理論などのパワー理論を背景に作られたモデ

ルです。

1．多元的世界観

ポリテイカル・エンパワメント （以下PE)は、CDと同じく流れと

してはセツルメント運動から出ています。CDとの違いは前提となる

世界観です。CDは援助によってコミュニティ全体の福祉が向上する

と考え、その世界観にはコミュニティ全体の調和があります。みんな

仲よくやっていけるという世界観、調和を前提とした世界観です。そ

れに対してPEは、 コミュニティは対立する利害と異なる価値観によ

って分断されていると考えます。葛藤を前提としているのです'。

’世界を調和に満ちたものとして見るのか、葛藤を常にもつものと見るのか、これはその人

の世界観、平たく言えば「好み」の問題と言えます。物理学などの自然科学においても、

理論家の世界観が大きな意味をもつことがありますが(例えばアインシュタインは全体的

統一と必然を前提とした世界観をもっていた)、社会科学では、それがより大きな影響を

もってくると思います。
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その社会観は多元的社会(pluralisticsociety)をめざすものであると

言えます。つまり、社会にはさまざまな価値観や考え方をもち、 さま

ざまな生き方をしている人々がいて、そういう人々がみんな参加でき

る社会が安定した社会だと考えるわけです。 これは、 これだけ言えば

当り前のような気がするかもしれませんが、実際には当り前のことで

はありません。むしろ世界をみわたせば現代でも少数派の考え方かも

しれません。

たとえば「一億火の玉だ」 と言っていた戦時中の日本社会は多元

的ではありません。国家主席の誕生日に数十万の人々を動員したりす

る国家には多元的社会は存在しないでしょう。制服が決っていて靴下

の色やスカートの長さまで細かく指定されているような学校は多元的

価値観をもってはいません。違った意見や違った行動をとるとイジメ

の対象になるのが日本の子どもの社会であるとすれば、 日本はあまり

発展した多元的社会ではないのかもしれません。

一方、アメリカは、その現実はともかく理想は多元的社会にありま

した。肌の色がどうであろうが、民族がどうであろうが、アメリカの

国籍をとればアメリカ人になれたのです2｡pEは、 このような多元的

な考え方を重んじるアメリカ社会のなかから出てきた考え方でした。

棚ﾊｽ:隣の人と話そう
多元的価値観をもっていない地域社会の例を考え、たとえばそこではどのようなことが起

こっているのかを想像して、となりどうしで話し合いなさい。

2．少数者の参加と社会の安定

一般には「全員一致」が集団の強さだと理解される傾向があります

が、多元的社会では「全員一致」は多数派（あるいは力をもった側）

が少数派（あるいは力をもたない側）を圧迫している結果であると見

ます。ですから、そのような「全員一致」は、かならず圧迫されてい

る側の反乱によって覆される可能性があると考えます。いろんな意見

をもった人びとが多数派は多数派として、少数派は少数派として意見

が認められたところに本当の社会の安定があると考えるわけです。つ

2国籍をとっても肌の色が違ったりすると、そこでは周囲の人から同国人だと認めてもらえ
にくい国もあります。 「民族国家」 という民族を単位につくられた国家が、その部類に入

ります。
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まり 「全員一致」を強調する社会のなかでは、その「全員」のなかに

入っているいわば「体制内」の人々と、それに加われない「体制外」

の人々ができてしまう。そして、その「体制外」の人々は体制から排

除されているがゆえに、 こんどは「反体制」になります。そして体制

を覆そうとする。つまり革命が起きてしまうわけです。

社会のすべての人々に参加してもらう安定した社会をつくるのが、

多元主義(pluralism)の方向です。 しかし、その市民の参加が簡単なこ

とではないことは、第3章ですでに述べました。社会から排除された

人々を社会に参加できるようにしていく。それも排除された人々が政

治的に｢力をつけていく(empower)｣のを援助していく仕方で参加をう

ながしていくのが、 このpoliticalempowermentなのです。 したがっ

て多様な価値観や利害の相違によって分かれているコミュニティ （地

域社会）のなかの最も抑圧されている集団をPEは支援します3。こう

してはじめて、 コミュニテイ内のグループ間のバランスがとれると考

えるのですね4．

少数者排除の構造

多元的社会とは、多様な価値観、生き方をしている人を含む社会で

あり、PEは、そのなかでもっとも抑圧され、政治的に排除されてい

る少数者を支援するのだと説明しました。 ここで政治的に排除されて

いるということの意味を、 もうすこし考えてみましょう。

政治とは何かというと難しくなりますが、 ここでは簡単に資源の配

分をめぐる意思決定過程と考えてください。たとえばサルの集団の前

にバナナの山がある。そのバナナをどうやって分けるかというところ

でサル集団の「政治」が出現すると考えていいでしょう。人間の社会

にもさまざまな資源があります。生きていくためには誰にも資源が必

要ですが、それをどのように分配していくかを決めるのが政治である

と言えます。政治的に排除されている人々とは分配の仕方を決定する

話し合いから除外されている人々のことなのです。

なぜ排除されているのかというと、それは資源分配の意思決定過程

3前章で述べたラジカル.ワーカーもpohticalempowermentのアプローチを使っていると
解釈することも可能でしょう。

4このアプローチは、いわゆる発展途上国には適していないと言われています。なぜなら全

体的に貧しく福祉的ニーズの高い地域では全体を援助することが必要なのですから。また

価値観や利害の対立を明確にするという意味では､それが暴力的対立にまで発展してしま

う社会ではPEは不向きです。多様な価値観、生活スタイルを認められるほどに市民意識

が向上している社会であることが必要です。
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に参加するだけの力がないからだといえます。では、なぜそのような

力がないのかというと、簡単にいえば、団結できなくて自分たちの意

思を表明する手段をもっていないからなのです。そして分配の意思決

定過程に参加できないということは、 当然、分配される資源の質と量

の悪化をまねきます。すると利用できる資源の悪化から生活は悪化し

ます。生活が悪化すると社会に参加するときに必要な知識や訓練を得

る機会が少なくなり、ますます社会から排除されることにつながり、

それは、 さらなる資源配分の縮小を招きます。

資源配分が少ないことの悪循環

ZｒＬ

コ

資源配分の減少

『

』

Ｆ
Ｌ I ーピング能力の低下政治的な力の低下

ストレスの増加

例えば、貧困家庭の子どもは学校に行けず安定した職につくことも

できない結果、やはり貧困な家庭をもつことになります。あるいは精

神障害者が社会から排除されているとすると、彼らに与えられる資源

も少ない。具体的にはよい治療や社会復帰訓練をうける機会が少なく

なる。 とすると精神障害者は仕事もできず、社会復帰もしにくくなる

ので、その生活は悪化して社会から排除される程度がますますひどく

なり、資源の配分も少なくなる。つまり社会的（政治的）排除は配分

される資源の質的･量的低下をまねき、それが生活の悪化につながり、

そして結果としてさらなる社会的（政治的）排除につながるという悪

循環の構造があるわけですね。この排除の構造が悪循環の形をとって

いることを理解することは重要です。つまりエコロジカル・ソーシャ

ルワークでとりあげた人と環境とのtransactionの関係、 circular

causalityがそこにあるのです。

鮴WWIバズ：資源配分の過程からの排除
抑圧された少数者が資源配分の過程から排除されて、その状態が悪化し、その結果、ます

ます社会から排除されていくという悪循環の例を他にも考えてみなさい。
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権力の流動性と葛藤の正常性

PEは社会のなかでの権力の流動性と葛藤の正常性を重要視します。

権力の流動性とは、政治的権力は多様な価値観をもった集団に分散さ

れており、その権力の構造や勢力地図は、いつでも変化しうる柔軟な

状態にあることをいいます。つまり権力がたとえば国家や特定の政党

や人物に独占されており、それ以外のどのような集団も権力をもちえ

ない社会ではPEは使えません。結社の自由、異議申し立てを行う自

由がある社会においてこそPEは使えるのですね。たとえば障害児た

ちの権利が非常におびやかされているとしても、親たちが集まって自

治体に訴えるという行動そのものが許されていない国が、世界には非

常に多くあるわけです。いまの日本の社会でも非常に古い体質のムラ

社会では、ムラのなかの家柄が良いいくつかの家がムラの意思決定権

をにぎっていることがあります。その有力な家の同意がなければ、 ど

のような動きもとれないことがあるのですね。そういう社会では権力

の流動性がないといえます。だから、おそらく日本の古いムラの体質

が残っているような社会ではPEは使いにくいでしょう。

もうひとつ、葛藤の正常性とは社会のなかに葛藤が生じても、それ

は社会の発展のためにつながる正常なプロセスなのだという合意が、

社会のなかで根づいているということです。 これはとにかく 「和を乱

す」 ということを嫌がる日本の社会では認めにくい価値観かもしれま

せんね。 しかし、葛藤のなかでこそ互いの意思が確認できる、 コミュ

ニケーションが進むということがあります。みんなが調和して葛藤が

ないという方が進歩のない異常な社会なのであって、葛藤のなかに多

様な価値観がぶつかりあう正常な社会の姿を認めるわけです。

棚WJW1バズ：多元的価値をもつ集団
あなたのまわりには、多元的価値観をもち、権力の流動性、葛藤の正常性をみとめる集団

（社会）が、ありますか。あるいは、それがない集団（社会）がありますか。それを数え

あげて、となりの席の人と話しあってください。 （考えてみると、意外と、そういう集団が

身の周りになくて驚くかもしれませんよ｡）

3.期待される変化

PEは社会的、政治的に排除された人々が、力強く社会参加するよ

う援助する方法だと述べましたが、具体的にどのような変化が期待で
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きるのでしょうか。 ここでは制度への影響と人々の影響という2つの

面にわけて考えてみましょう。

まず制度への影響ですが、制度の説明責任(accountability)が増すこ

とがあげられます。制度がその本来の責任を果たすように求めること

ができるということです。制度というものは、 もともとは人々のニー

ズを満たすためにつくられるのですが、時間がたつと自己目的化する

傾向があります。たとえば学校という制度は学生の教育のために設置

されているのですが､制度として教職員の生活を支えていることから、

あたかも教職員の生活のために学校があるかのようになることがあり

ます（制度の自己目的化)。すると教職員が働きやすいように学生の教

育プログラムが変更され、学生のニーズが無視されることがあるわけ

です。制度は学校に限らず、すべて自己目的化する傾向があると考え

るべきです。ですから制度の利用者が力をもたないと利用者のための

制度ではなく制度のための利用者になってしまう。たとえば病院では

病院の経営のために、患者に不必要な検査を行って保険の点数を上げ

るようになる。そういった制度の自己目的化を阻止して制度本来の目

的を果たすように、その説明責任を問うことがPEの大事な目的です。

棚ﾊｽ:制度の自己目的化
制度の自己目的化の例を考え、隣の人と話し合いなさい。

もう一方の人々への影響ですが、PEによって人々は成長する機会

を得ます。PEによって自分たちが社会に影響を与える機会を得るわ

けですから、いままで「無力な存在」でしかなかった自己イメージが

変わります。 自尊の感情が得られるのですね。また組織活動を通じて

会議や討論の進め方、 リーダーシップのとりかたなど、 さまざまな集

団活動の技能（スキル）を学ぶことができるでしょう。人々はPEの

組織活動を通じて孤立感が減り、連帯感がうまれ、人間関係が深まり

ます。その連帯感で結ばれた人間関係は人々に多くの成長の機会を与

えてくれるはずです。

PEとCDとの大きな違いのひとつは、PEではスポンサーが地域の

外部にあるのではなくて、地域の中にあることです。CDは豊かな地

域の市民や機関が出資したプログラムを貧しい地域で実行するもので

した。 ところがPEでは抑圧されている人々が団結して、彼らだけで

やっていこうとします。ワーカーはクライエントの団体から雇用され

ます。例えば、ひとつのコミュニティのなかで、 もっとも抑圧されて
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いるのが精神障害者だとしますね。するとその障害者団体そのものが

ワーカーを雇用するわけです。 とすれば、まさにこれまで抑圧されて

きた人々が主体となって福祉活動を展開するのですから、 自尊の感情

がそこで高まるのは言うまでもありません。

鮒ﾊｽ:学生のｶﾘｷｭﾗﾑづくりへの参加
もし上智大学が、学生に大学教員のカリキュラムづくりに参加する機会を提供した場合に、

学生に期待できる変化を考えなさい。

4.具体的戦略

ではこのPEを具体的にどのようにすすめていけばいいのでしょう

か。 ここでは、その戦略を4つの類型にわけて考えることにします。

Moralebuilding

力をもつためには住民はまず立ち上がらなくてはいけません。障害

児の利用できる在宅福祉サービスがあまりに少ないという現実があっ

て、 ワーカーが「これではいけない、親を組織化してなんとか行政に

訴えていこう」 と決意しても、当の親たちが立ち上がってくれないと

始まりません。養護学校に通っている子どもの親に呼びかけて、たと

えば署名運動を展開しようとしても「自分たちは、 こんな障害をもっ

た子どもをもつだけで、世間では肩身の狭い思いをしている。 もうこ

れ以上、世間を騒がせるようなことをしたくない」 と親たちは拒絶す

るかもしれません。そういう言葉を聞いたとき、あなたがワーカーだ

ったらどう反応しますか。 「なんだ、情けないなあ」と思いますか。第

2章で学んだ「学習された無力感」 (learnedhelplessness)という概念

を思い出してみましょう。親たちは多くの経験を経て、そのような無

力感をもつようになったのかもしれません。たとえば、親たちは（と

くに母親は）親戚から 「あんな嫁がきたから、あんな子どもが産まれ

た」 と言われているのかもしれません。親は無理解な親族や近隣のな

かで孤立し、気力をなくしているのかもしれません。そんな失望のな

かにある人が、いきなり署名運動に立ち上がるなんて無茶です。まず

は気力を養うのです。団結して、よしやろうという気持ちをもっても

らうのです。

それを実行するのが士気形成(moralebuilding)です。士気とは「や
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る気」のことです。どうしたら、やる気を出してもらえるでしょうか。

パラリンピックというのがありますね。障害者たちのオリンピックで

す。それほど大きくなくても、そういう障害者たちの運動会は各地で

開かれています。私が学生のころは、そんな運動会は直接、社会を変

えるわけでもないし、福祉的な意味があまりないような気がしていま

したが、それは誤解でした。運動会で親たちは生き生きと走りまわっ

ているわが子を見るでしょう。そして子どもの新しい面や可能性を発

見するでしょう。同じような障害のある他の子どもたちが、やはり障

害のある自分の子どもに対する先入観を変えてくれるかもしれません。

あるいは、他の親に出会うことによって共感しあえる温かい人間関係

が新しく広がることでしょう。障害者の芸術展覧会や音楽会もそうで

す。そこで障害者自身も自分だってやればできるのだという意気込み

が生まれてくる。つまり 「やる気」がでてくるのです。

このように士気形成で重要なのは、PEの対象となる人々の自己イ

メージをまず変えることです。 「障害者なんだから、何をやってもダメ

だ」 というような気持ちでは行動を起こせるはずがありません。まず

意識を変えていくこと。それから孤立していた人々のあいだに親密な

人間関係が生まれるように援助していくことです。たとえば絵画展を

やっても絵の上手さを競争するのではありません。そこでは、みんな

で一つの壁画を描いてもいいかもしれません。また情緒的な満足感が

得られるようにしていくことです。グループの楽しさを経験してもら

い組織活動に対して肯定的なイメージを作り上げていきます。

士気形成で有利なことは公的援助が得やすいことです。また一般市

民からの協力も得やすいでしょう。なぜなら誰をも攻撃するわけでは

ないのですから。 しかし、次に述べる権力移転では、そのような協力

を得ることはずっと難しくなります。

鮒WWバズ：士気形成の例
社会的に抑圧された人たちに元気をつけてもらうという戦略が士気形成です。あなたの知

っている例をあげなさい。

Powertransfer

古いタイプの福祉運動というと、まずこの権力移転(powertransfbr)

が思いだされます。 これは署名運動やデモなどによって、 とにかく力

を相手にぶつけて、それで政治の流れ（資源の分配にかかわる意思決
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定過程）を変えようとするものです。

たとえば町内に作業所をつくろうと土地を買おうとしたら、その計

画を知った町内会が反対してきたとします。そこでその力に対抗する

ものとして「○○丁目の福祉を考える会」を結成して、町内会に圧力

をかけます。最も葛藤の強くなる戦略であり、 したがって公的援助を

得られる可能性はほとんどありません｡ただ､これに成功することは、

抑圧的な組織を力ではねかえすことであり、現状を大きく変えること

につながるかもしれません。

しかし、相手が施設などであればどうでしょうか。たとえば精神障

害者に対して抑圧的な病院があったとします。その病院が患者の人権

を尊重するように圧力をかけることはできます。 しかし、その病院が

本当に患者の人権を尊重した細かい配慮を行うようになるには、かな

り時間がかかるでしょう。つまり外からかける圧力だけでは内部を変

えることには限界があるのです。 とくに施設や病院などサービスにか

かわる機関は、外からの圧力だけではサービスの量は変えられても質

を変えることは難しいでしょう。それならば、いっそのこと住民が自

分たちで病院をつくってしまえばいいでしょう。そのような戦略が次

に述べる機能移転の方法です。

鮒ﾊｽ権力移転の例
権力移転の例として、あなたの知っていることを隣の人と話し合いなさい。

畠一余談：Sympathytransfer？
私の知っている障害者団体のリーダーは自治体に陳情にいくときは、必ず雨の日に行くそ

うです。カッパをきて、電動車イスに乗り泥道を通って役所につくころには、服も髪もび

しょびしょで、車イスは泥だらけ。なんだか、とても苦労して署名用紙や要望書を持って

きたという印象を出すためだとのことですが、なんだか人情に訴えるいかにも日本的なや

り方だと思いました。

Functiontransmr

生活協同組合などの住民組織が病院をつくることがあります。なん

とかしろと行政や外部の団体に圧力をかけるのではなくて（それでは

細かいところまで思いどおりになりませんから)、こちら側でサービス

を作り出してしまおうというのが機能移転(fUnctiontransfbr)です｡た
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とえば難病の患者会が難病相談室などを医師の協力を得て開いていま

す。若者たちの自発的な防犯活動団体であるガーディアン・エンジェ

ルスの活動5も機能移転のひとつと考えられます｡従来は警察が行って

いたことの一部を市民が行ないます。

この機能移転は、最初は一般市民に認められることが難しいですか

ら公的援助も得にくいといえます。 しかし、 うまく機能していること

が認められれば、一般市民からの支援や公的援助も受けることが可能

でしょう。

鮴ﾊｽ:機能移転の例
機能移転の例として、あなたの知っていることを隣の人と話し合いなさい。

畠一余談：自主ゼミ
コミュニティワークの例ではありませんが、大学で「自主ゼミ」ももっと活発にやればい

いと思います。学生たちが自分たちで集まって自分たちが計画した内容にしたがって、必

要ならば自分たちがテーマを与えて講師（学科の教員にかぎらず、施設の職員や他大学の

教員、福祉運動のリーダーなど）を招いてくるのです。社会福祉学科でも、学年によって

は自主ゼミをやっていました。これは大学の授業の「機能移転」と考えられます。

Problem-soIving~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~

最後にあげる戦略は既存のサービス機関に圧力をかけることでも、

それに代わるものを作り上げることでもなく、それと協力していくも

のです。つまり既存のサービス機関と協議して、 こちら側が一定の役

割を引き受けて協力します。たとえば障害者の外出が難しいのは公共

の設備に障害者への配慮がないからだという結論が出たときに､ 「なん

とかしろ！ 」 と行政に圧力をかけるのが権力移転でした。そうではな

く行政機関と話しあい、たとえば実際にどの建物がどのように不便な

のか調査することを障害者団体が行い、その結果をもとに行政が計画

を立てることも可能でしょう。 このように問題を解決する過程に参加

することによって組織の発言力を強めていくこと。それが問題解決

51979年にニューヨークで始まったガーデイアン・エンジェルスの活動は、 1990年より日
本でも行なわれています。非行や犯罪の防止、応急救護活動、環境美化浄化運動を無償の

ボランティア活動として行なっています。正会員221名（2009年7月1日現在)。ホー

ムページにその活動が紹介されています。http://www.guardianangels.or.jp/
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(problem-solving)という戦略です。 これは公的な機関や既存の機関と

の協力関係を意味しますから公的援助は充分に期待できます。

鮴ﾊｽ:闇題解決の例
問題解決(problem-solving)の例として、あなたの知っていること、考えられることを隣の

人と話し合いなさい。

戦略の組み合わせ
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

以上の4つの戦略は、それぞれ別々に行なわれるのではなく、その

組み合わせを考えることが現実的です。たとえば、ある地域で障害児

とその家族のニーズが無視されている状態であるとします。すると、

その地域において障害児とその家族の発言力を強めるべきだという方

針が立てられます。最初に何をするかというと、バラバラに孤立して

いる家族の交流をはかり、行動を起こすだけの勢いをつけてもらうた

めにmOralebuildingを使います。バーベキュー大会や夏のキャンプ

を企画し、交流会をかねたバザーをやるわけです。

そして、ある程度、組織として活動できる素地ができれば、行政と

協力した形で障害者福祉の講演会を開催してもいいでしょう。それに

よって市民の無理解や偏見をなくしていきます。あるいはデイケア施

設を設置したいという施設に協力して設置のための計画案づくりにボ

ランティアとして参加をします。これはProblem-solvingです。

そうするうちにデイケア施設が定員いっぱいになってしまったので

すが、 もう他に施設がない。 じやあ、行政に訴えていこうということ

で、署名運動をしたり議会に請願したりする。 これは力をもって相手

を押していくという意味でpowertransfbrです。

ところが、デイケア施設によって障害児のニーズはなんとかできた

が、母親の悩みはどこにももっていきようがないという問題が出てき

たとします。それに十分に応じてくれる相談機関がどこにもない。な

らば家族の会で、そのような母親の問題を話し合う場をつくろうとい

うことになる。すると、 これはhmctiontranstrなります。

鱒1唾演習：4つの戦略
3-5人のグループをつくります。次のページに4つの戦略を具体的に使った例をあげておき

ました。この例にならって、4つの戦略を使った実践例を考えてみてください。各グループ

で考えたものを、また全体のグループで発表してもらいます。



自由な意見･コメント使う戦略のタイプ 具体的戦略どう変えたいか何が問題かエンパワメントの対象者グ

ループ

孤立している。 つながりを作り、声を出せる状

況にする。

Moralebuildingのグルー

しれない。ブ

連帯感が生まれる｡仲間ができる。楽しいパレードを企画する。つながりを作り、声を出せる状

況にする。
性的少数者のグループ 孤立している。 Moralebuilding

全国的な運動を展開する必要があ
るかも。

デモをする｡署名運動を行う。所得保障制度等の充実を政府

に求める。
所得が不十分だ。母子家庭のグループ Powertransfer

夢がある｡楽しそう。当事者を中心としてフリースクールをつく

る。

理想の学校をつくる。学校に行けない。不登校の子どもと親のグ
ループ

Functiontransfer

行政との関係づくりがポイントか。行政が設置したセンターを中心として地域
のつながりをつくる。

地域とのつながりをつくる。差別がある。精神障害者のグループ ProblemsoIving
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弦吻嶮“
多元主義権力の流動性，葛藤の正常性,Accountability,制度の自己目的化,Morale

building,Powertransfer,Functiontransfer,Problem-soIving
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荷…、
里の住人：仙人にとって大事なことは国家試験には関係ないことはわかりました、残念ですが。

山の仙人：ふむ。

里の住人：じゃあ、ずばり聞きましょう。仙人にとって大事なこととは何ですか？

山の仙人：それが、ようわからんと、さっきから言つとるじゃないか。

里の住人：私は、わかりますよ、仙人。

山の仙人：ほう？

里の住人：実践ですよ、実践。実践に役立つものが大事なんですよ。

山の仙人：まだ、そんなことを言うとるのか。ふぅ（ため息)。 「実践に役立つ」とは何じゃ？

里の住人：そりゃ、クライエントのニーズを満たすことでしよ。

山の仙人：ニーズをどうやって見つけるんじや？

里の住人：クライエントの言うことに耳を傾ければわかるでしよ。

山の仙人：たわけたことを申すな。おまえさん、アセスメントとか、習わんかつたか？

里の住人：ああ、アセスメント。習いましたけど。

山の仙人：ニーズはアセスメントで判別するのじゃ。そいで、アセスメントは理論的な枠組をも

って行うものじゃ。

里の住人：ああ、そうでした。

山の仙人：だから、まず理論があっての、そこから、実践なんじゃ。

里の住人：ということは、理論が大事なんですな。

山の仙人：そうじゃ。

里の住人：じゃあ、答えが出ましたね。理論的に大事なものを選べばいいのですな。

山の仙人：理論的に大事なものとは何じゃ。

里の住人：理論として、仙人が大事だと思うことですよ。

山の仙人:AとBという2つの理論があって、どっちが大事だろうと迷ったら、どう判定すれ

ばいいのじゃ？

里の住人：それは、まあ、たぶん有名なほうでしょうな。

山の仙人：有名だが、くだらない理論があるぞぃ。

里の住人：＜だらないのに有名になる理論なんて、あるんですか。

山の仙人：はいな・いくらでもあるわい。日本は神の国で、物質的な生産力がなくても精神力で

英米に勝てると、戦時中の有名な社会科学者は言うておった。

里の住人：でも、それは昔の話でしよ。

山の仙人：いやいや、そうではない。＜だらない軽い理論だからこそ、時流に乗って、逆に有名

になることもある。人は自分が信じたいと思うものを信じるからのう。したがって人々が信じ

たがっていることを理論風にまとめたら、それが世に知られるようになるのじゃ。



ブヲツ目シダ

コミュニティ・ディベロップメント、ポリテイカル・エンパワメン

トの次に紹介するのがプランニングです。

1．社会とプランニング

プランニング(planning)は日本語に訳せば「計画づくり｣。この「計

画」 という言葉のあとに続く 「づくり」 ということが大事です。でき

あがった計画だけではなく、それがどうやって作られたかという計画

作成の過程が重要なのです。 これについては後に述べます。

地域福祉の実践は最初のころは困った人がやってきたら、それに対

応するという、その場その場でやっていくものでした。 しかし、それ

ではあまりにも効率があがりません。やがて、 こういうニーズがくる

だろうという予測をたてて、それに応じたサービスを準備するように

なった。それがプランニングの始まりです。つまり出されるニーズの

予想をして、それに応じたサービスを計画するのです。

計画の作成というと、 日程表をつくるのだと誤解する人がいます｡

いついつまでに何をするかという計画です。 しかし、 コミュニテイワ

ークのプランニングは日程表をつくることではなく、何をどのように

するかという全体の構想づくりだと考えてよいでしょう。
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鮒ﾊｽ:プロセスを重視する理由
ソーシャルワークにおいては援助の結果だけではなく、過程をも重要であると考えますが、

その理由を考え、隣の人と話し合ってください。

社会主義国家においての計画~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

では、 このように何でも計画さえつくれば効率的にものごとが動く

のでしょうか。そのような疑問がわくのは当然のことです。 というの

も、かって、すべての社会問題を国家計画で解決しようとした実験が

ありました。それが社会主義でした。そこでは単に社会福祉サービス

にとどまることなく、すべての公共サービスや生産活動を統一された

計画のもとに行おうとしました。 しかし、その実験はソ連の崩壊とい

う結果になり失敗に終わりました。なぜ計画を重視した国家が崩壊し

てしまったのか、それにはさまざまな見解がありますが、計画経済と

いう面だけを見ると、そこには3つの要因があったといわれています。

まず「量」を重視し「質」を無視してしまったこと。鉄を何トンつ

くるかと決めたらそれを実行するだけで、その鉄の品質を考慮しなか

ったこと。だから品質改善が行なわれない。20年前のアイロンがそっ

くりそのままのデザインと品質で売られていたのです。そんな製品で

は輸出もできませんから世界経済のなかで孤立してしまいます。

第2に「情報」の流れが充分ではなかった。消費者が何を望んでい

るかという情報なしで製品がつくられていました。政府が一方的に製

品の概要をきめてしまい、消費者からのフィードバックを求めないの

です｡また、どこでどんな製品が求められているかという情報もなく、

あるところでは製品が山積みのようになり、それが倉庫をいつぱいに

しているにもかかわらず、別のところでは製品がなくて消費者の行列

が早朝からできているのでした。

さらに「労働意欲」の問題。一生懸命働いても、あるいは怠けてい

ても給料は変わりません。会社はつぶれる心配はないから労働者は怠

けていてもいいわけです。私はある社会主義国の首府のまん中にある

銀行に行って通貨を交換したことがありますが、そこの銀行員の仕事

ぶりはひどいものでした。非常に長い列ができているにもかかわらず

働いているのは一人だけで、あとの人は新聞を読んだり、お茶を飲ん

でいたりする。その唯一働いている人も、まさに嫌嫌ながら働いてい

るというふうに何やら他の銀行員と雑談しながら、ジロリと客を横目

でにらんで金を投げつけるようにして返すのです。あの日以来、 日本
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の銀行の窓口にいる「お姉さん」に対する私の感情は変わりました。

実に「慈愛」にみちた表情のように思えるようになったのです。

社会福祉計画の失敗

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
社会主義国の計画の失敗を例にあげましたが、 これと似たようなこ

とは日本の社会福祉の現場にもあるようです。まず「質」よりも「量」

を重視していること。何人の老人をケアできるかという 「量」だけが

重視されて施設の設立が計画されている懸念があります。老人ホーム

のパンフを見ても、サービスの「量」については書いてあっても （つ

まり何人定員など)、その「質」についてはあまり書かれてありません

（最近は変わってきましたが)。そしてその「質」は施設によって相当

差があることは事実です。100人定員の老人ホームができたというと、

それだけで満足しているような現状がないでしょうか｡2000年に成立

した社会福祉法第78条でサービスの「質」についての社会福祉事業

の経営者の責任が明記されましたが、 これからの日本の福祉にはこの

サービスの質が大きな問題にあることでしょう。

次に「情報」ですが、施設の中の様子は一般市民には充分に知らさ

れていません。施設が情報的に孤立しているのです。施設を利用して

いる老人や障害者から直接どれだけの情報を得ているのか。施設利用

者の自治組織があって施設職員と対等に話し合いながら施設運営を行

っているところは日本ではまだ少ないようです。施設職員が利用者や

その保護者からのフィードバックをもとにして自らの実践の内容を変

えていくことはまだまだ不充分です。社会福祉事業についての情報の

提供の重要性は、やはり社会福祉法の第75条に明記されましたが、

これもこれまで充分に配慮されなかった点だといえるでしょう。

さらに「労働意欲」の点ですが、 これは福祉施設によって大きく違

います。福祉労働に卒業後、就こうとしている学生さんには、ぜひ目

を光らせて施設を選んでほしいと思う。いい仕事をしたところで、そ

れが直接にわかるのはサービスの利用者だけで、その利用者が施設内

に情報的に隔離されている状態ならば、一生懸命はたらいても徹底的

に手を抜いても給料は同じ、社会的評価も同じということで労働意欲

がわいてこない。 とくに同じ職場に何人もそんな人がいると意欲をも

っていた人も嫌になってしまう。 これもまた社会福祉法によって社会

福祉制度が措置制度から利用制度に変わり、徐々に状況は違っている

のかもしれませんが、いまのところソーシャルワーカーの労働意欲の

問題については､個人の倫理感覚に任されているという感じがします。
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鮒ﾊｽ:福祉ｻｰﾋｽの労働の問題点
「サービスの質が問われていない」「情報の流れが充分ではない」「労働意欲が低くても報

酬|は同じ」という問題点を、 日本の社会福祉の現場がかかえているとすれば、それを改善

していくためにはどうすればよいと思いますか。隣の人と話し合いなさい。

畠一余談：やる気のある施設
私が実習を担当した学生が、就職活動のために、ある大きな福祉法人が経営する施設を訪

れた。 「いま、どこに実習に行っているの？」と、ある職員に間かれて、その施設名を答え

た。すると「ああ、あそこの職員はすごく熱心な職員がそろっているよね」と言われたと

か。その職員のいる施設は、職員はそれほど熱心ではないが、ただ、法人が大きく、財政

的にもしっかりしているために労働条件的にはいいのだという。 「やる気のある施設」とい

うのは、一般市民からはよくわからないが、福祉業界のなかではよくわかっているという

ことだろうか。

2．合理的意思決定理論

日本の社会福祉計画が社会主義国の計画経済と似ていたとしても決

して不思議ではありません。どちらも行政が対象者からのフィードバ

ックを充分に取り入れないで基礎を作ったという共通点があるからで

す。それに対して、アメリカのコミュニティワークは基本的には民間

ベースではじめられたものです。第3章で述べたように、その起源は

セツルメントとCOSにあります。どちらもvoluntarysocialservice

なのです。 したがってその資金は国からのものではなく、地域住民か

らの募金が主体となっています。ですから、その資金がどうやって使

われたのかというチェックが厳しいわけです。いいかげんな、おおざ

っぱな計画では募金をした地域住民が黙っていません。そういう厳し

さのなかで、アメリカでは地域福祉の計画づくり （プランニング）へ

の理論的関心が高まりました。

では、そのプランニングは、 どのように行われたのでしょうか。そ

の代表的なものが合理的意思決定理論(rationalisticdecision-making

theory)でした。その原理は簡単です。徹底的に調査して誰もが納得で

きる中立的な客観的なデータを集めて、それを分析し、最良の計画を
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つくるのです。 「中立性」 「客観性」が、 このモデルの特徴です。

そこには「数字で表れたものは客観的、中立的」 という考え方があ

ります。サン・テグジユペリの「星の王子さま」のなかに「おとなと

いうものは数字がすきです'」 という言葉があります。 「おとなの人た

ちにく桃色のレンガでできていて、窓にジェラニュウムの鉢がおいて

あって、屋根の上にハトのいる、 きれいな家（うち）を見たよ＞とい

ったところで、どうもピンとこないでしょう。おとなたちにはく10万

フランの家（うち）を見た＞といわなくてはいけないのです｡すると、

おとなたちは、 とんきょう声をだして、 ＜なんてりっぱな家（うち）

だろう＞というのです｣。数字の「客観性」の迷信を、この作家は指摘

しているのでしょうね。

しかし、そうは言っても客観的に計画をつくろうとすれば、 どうし

ても数字が基礎になります。みなさんが家を新築するというとき、 ど

のようにして計画をつくりますか。まず家の値段を考えますね。それ

から土地の値段。給料、収入の計算。ブロック塀などは自分でつくる

としたら、 どれだけ節約できるかという計算が大事になります。

ただ費用の計算だけではなく、その方策をとった場合の満足度を、5

点評価（5 ：非常に満足、 4：まあまあ満足、 3 ：ふつう、など）にす

れば満足感も計算の対象になります。そうすると、いろんなことが数

字で処理できるようになります。実はこうした主観的価値さえも数字

化するということは､経営学などで数学的に（｢意思決定理論」として）

研究されています。

介護保険制度での要介護認定の一次判定はコンピュータによってな

されますが2、 これも合理的意思決定理論のひとつだといえます。

課題志向的ステップ

この合理的意思決定理論の例を示しましょう。基本的には、 このモ

デルでは4つのステップ（課題志向的ステップ）で計画をたてます。

①課題設定（達成すべき課題を決めます)、②方法判別（課題達成のた

めの方法を明らかにします)、③方法評価・選択（その方法を評価した

あと最も良い方法を選びます)。④実行（選んだ方法を実行します)。

わかりやすく説明するために、個人の援助に、 このステップを応用

1サン．テグジュペリ(1953）『星の王子さま』 （内藤濯訳）岩波少年文庫pp.21-22.
2厚生労働省(2003.07.15） 「厚生労働省介護保険制度における要介護認定の仕組み』

http://www・mhlw.go.jp/topics/kaigo/kentou/15kourei/sankou3.html
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した場合を考えてみます。たとえば車イスのA君が外出したいという

希望をもっていて、あなたがその外出の介助をするとします。 ここで

課題は「A君の外出の介助をしてA君の社会に対する興味を高める」

ということだとしましょう （課題設定)。方法としては「障害者団体の

ハイキングを利用する」 「ボランティアを募集して外出する」 「家族の

協力を得て外出する」 という3つの方法が可能だとわかったとします

ね（方法判別)。この3つの方法の長所、欠点を考えてみます。障害者

団体のハイキングだと健常者との新しい出会いがなく人間関係の広が

りが期待できない、 しかし他の障害者とじっくり話し合うことができ

てその生き方を学ぶことができるなど、 もともとの課題をふりかえり

ながらそれぞれを評価します（方法評価)。それを表に書いて整理し数

字で表現すれば合理的意思決定モデルらしくなります。最後にそのな

かからひとつを選び、それを実行します（実行)。このモデルの、 さら

に洗練された方法を次に紹介しましょう。

Mﾊｽ:課題志向的ｽﾃｯﾌ
課題設定、方法判別、方法評価・選択、実行というステップを踏まないで、計画を考え、

実行して、失敗してしまったという経験があれば話し合いなさい。なければ、想像してみ

てください。

階層分析法

合理的意思決定理論は社会福祉だけではなく企業の経営戦略などに

もごく一般的に使われています。それがどのようなものかをイメージ

してもらうために階層分析法を紹介しましよう。 この内容はかなり面

倒で学部レベルの社会福祉学科の教育課程を逸脱したものですから、

くつに覚える必要はありません3。ただ、こういう意思決定の方法もあ

るのだということを体験してもらえばいいのです。

例として、学生どうしの仲間でコミュニティワークの勉強をいっし

ょにしようという約束をしたとしましょう。そして、いっしょに勉強

する方法として、①テキスト持参、合宿形式で勉強する、②実地見聞

のために地域福祉機関を訪問する、③講師を外から招いて講演会を開

く、④授業のはじまる30分前に教室にあつまって予習したかどうか

互いにチェックする（早朝学習会） という4つの案が出たとします。

3ここで紹介した階層分析法については、刀根薫(1986） 「ゲーム感覚意思決定法:AHP入
門」日科技連を参照しました。
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この4つの案のうちどれを選んだらいいかを階層分析法によって明ら

かにしてみましょう。

この4つの案を評価する判断基準をいくつかとりあげます。 ここで

は①学習効果があがるかどうか、②仲間同士の相互作用がもてるかど

うか、③経済的負担がかからないかどうか、④手間ひまをかけずにで

きるかどうかという4つの判断基準を考えることにします。 しかし、

この判断基準は、それぞれを重視する程度が違いますよね。つまり何

よりも学習効果をあげたいと思っているのか、それとも安くあげるこ

とが大事なのかということです。そこで、 この判断基準をそれぞれに

比較してみることにします。その判断基準は、いちどに比較すると難

しいので必ず2つのものを対にして比較します。次の表は学習効果が

相互作用よりもやや重要、安上がりよりもかなり重要、手間ひまより

も重要、等々を意味しています。 （表l)

これを同じであればl、やや重要であれば3、重要であれば5，かな

り重要であれば7と評価して点数として記入します。その逆は分数の

形で表現します。 （表2）

このそれぞれの点数の幾何平均を出します。 4つの数字の幾何平均

とは、かけあわせて、その4乗根をとるのです。 とすると、

学習効果=Vl*3*7*5=3.20、相互作用=V1/3*5*5=1.70.

安あがり=1/1/7*l/5*3=0.54、 手間ひま=i/1/5*l/5*l/3=0.34.

そして、 この合計をとります。 3.20十1.70+0.54+0.34=5.78． この合計

における幾何平均の割合を「重み」 と考えます。つまり、
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表1 ：判断基準の相対評価

学習効果 相互作用 安あがり

同じ やや重要 かなり重要

＊ 同じ 重要

｜ 同じ＊ ＊

＊ ＊ ＊

手間ひま

重要

重要

やや重要

同じ

学習効果

相互作用

安あがり

手間ひま
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表2：判断基準の相対評価（数値化）

安あがり ｜ 手間ひま相互作用

3

1

1/5

1／5

学習効果

1

1／3

学習効果

相互作用

安あがり

手間ひま

5
行

／

55

1/7
の

｡1

1/31／5 1

こんどは、 これと|司様のことを、 4つの方法についてひとつひとつ

の判断基準に照らしあわせて行います。つまり、

表3 ：学習効果に関する各方法の評価

尋
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表4：相互作用に関する各方法の評価
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表5：安あがりに関する各方法の評価
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表6：手間ひまに関する各方法の評価

合宿 機関訪問 講演会 早朝学習 重み

合宿 1/31 3 5 0．29

機関訪問 1／3 1／31 3 0．15

講演会 1／5 1／3 1／5］ 0．07

早朝学習 3 3 0．505 1

この結果、各方法の判断基準の評価をならべると、

表7 ：判断基準の評価

学習効果 相互作用 安あがり 手間ひま

合宿 0.13 0．56 0．11 0．29

機関訪問 0－26 0－26 0．23 0．15

講演会 0．09 0．06 0.12 0．07

早朝学習 0．52 0．12 0．500．55

ところが、それぞれの評価には重みがつけられていました。すなわ

ち、学習効果＝0.55、相互作用＝0.29、安あがり＝0.09、手間ひま＝

0.06。ですから、 これを掛け合わせなければなりません。すなわち、

表8：階層分析の結果

学習効果｜相互作用｜安あがり ｜手間ひま ’ 合計

合宿 0.13*0.55=

0．072

0．56士0．29＝

0．162

0.11*0.09=

0.010

0.29*0.06=

0．017

0．261

機関訪問 0．26*0.55＝

0．143

0.26★0.29＝

0．075

0．23犬0.09＝

0．021

0．15犬0．06＝

0．009

0．248

講演会 0.09*0.55＝

0．049

0．06犬0．29＝

0.017

0－12*0．09＝

0．011

0－07犬0．06＝

0．004

0．081

早朝学習 0－50犬0．06＝

0．30

0．52*0．55＝

0．286

0．12犬0．29＝

0．034

0．55*0．09＝

0．050

0．400

そして、その判断基準の数字を合計すると、それぞれの総合的な評

価の数字が出ます。 これを見ると早朝学習が0.400で一番高い点数に

なっていて、早朝学習が最も望ましいという結果になりました。 ここ

では方法を4つにしましたが､これは5つでも6つでもかまいません。

判断する判断基準の数も自由に変えられます。階層分析法は演習とし

て行うのには複雑なので､それを簡略化した演習をやってみましょう。
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穂渥寶:簡易.階層分析法
ここで簡略化した階層分析法を書いておきます（私が適当に考えたものです)。

1． ある問題に対して解決方法の候補を4つ考えます。

2． その方法を評価する判断基準を4つ考えます。

3． 判断基準に重みをつけます。重視するものを5点、どちらかというと重視するものを4

点、どちらともいえないものを3点、どちらかというと重視しないものを2点、重視

しないものを1点とします。ほとんどの場合、 5点から3点がつくと思います。

4． それぞれの方法が、それぞれの判断墓準の価値を実現できる可能性について、大きい

ものを5点、どちらかというと大きいものを4点、どちらともいえないものを3点、

どちらかというと大きくないものを2点、大きくないものを1点とします。

5． 判断基準の重みと価値の実現可能性を掛け合わせ、最も数値の多いものを選びます。

たとえば、この方法で私の週末の過ごし方を計画してみましょう。

週末の過ごし方は①仕事､②ごろ寝､③家族旅行､④大掃除という4つの候補がある。

評価する判断基準は①家庭生活、②経済性、③健康④自己実現としておきます。

判断基準の重みは①家庭生活5点、②経済性3点、③健康4点、④自己実現5点とし

ます。

それぞれの方法の価値を実現できる可能性は
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5． この結果、もっとも望ましい過ごし方は家族旅行、その次が大掃除ということになる。

【問題】

知的障害者たちの通所の作業所があるとします。地域では、まったく孤立していて、障害

者たちはただ自宅と作業所の間を往復するだけの毎日です。この場合、コミュニティワー

カーとして、彼らが地域とのつながりをつくり、孤立した単調な生活から脱することがで

きるように援助する方法を上に述べた簡易・階層分析法で決めてください。
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まず各自で4つの方法と4つの蟇準を考えてみてください。 （3分ぐらい）

そのあと近くの3－4人のグループで話し合い、適当な4つの方法、 4つの基準を選んで

ください。

4つの基準の重みを話し合って適当に決めてください。

それぞれの方法の価値実現の可能性について適当に数字を入れてください。

重みと価値実現の可能性を掛け合わせて、上記の例にならって合計してみます。

総計の数の多い|||目に番号をつけてみます。－番数が多いものを選ぶことになります。

あとでグループをバラバラにして、他のグループと意見交換をします。

~
~

１

２

~
~
~
~
~

３

４

５

６

７

判断基準

数値合計

方法
~

~

圭一余談：男選び
この方法を講義で取り上げたとき、その日のフイードバックに「これは男選びにも使え

る！ 」と書いたものがありました。そのときの判断基準は何だったのでしょうねえ。ちな

みに、次の時間、 「『男選び』でこれを使いたいと書いた女子学生がいたよ」という話を講

義でしたら、 「そんな女はこっちでお断りだ」と言う言葉に「 ！ 」マークを4つ連続して書

きなぐったフィードバックが戻ってきました。私は、そこに胄舂のただなかにいる青年の

横顔を見たのでした。
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選択肢比較表
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

階層分析法は、 さまざまなことを数値化していかなければいけませ

んが、現実にはなかなか誰もが納得できる数字を出すことは、 コミュ

ニティワークの現場ではかなり難しいでしょう。

そこで数字の代わりに、いくつか出してきた選択肢を特定の基準で

判断するとき、それを○か×か△かという3段階に単純化して、その

結果を（計算するのではなく）直感で判断するという方法のほうが実

際は多くなります。

その手法は選択肢比較表(alternativecomparisonchart)と呼ばれ、

判断基準としては次の5つが提案されています4。

「‐‐‐‐‐ｰ‐‐‐‐‐‐ｰ‐‐‐‐‐‐ｰｰｰｰ‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐~.‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐-‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐1

1①適切さappropriateness その方法は社会福祉の理念や目的に一致してl

’ いるか。倫理的に問題はないか。

｜②実現可能性eMctivenessその方法は実現可能性が高いか。どれくらいの｜

： 見込みで成功するのか。効果があるのか。

｜③負担の少なさefficiencyその方法は機関の資源を効率よく使うものなの!

’ か。労力や財政的負担が少ないか。

｜④社会的影響力adequacyその方法は充分に問題に対して社会的なインパ1

1 クトがあるものなのか。

｜⑤副次的結果sideeffctこの方法を使った場合、 どんな副次的結果が予想｜

I されるのか。良い場合、悪い場合をそれぞれ考えよ。
L一一一一一一－-----------一一一一一一一---=------------=＝＝=---堂一一一一==_=------=------画一一一一一一一一一==一一一==一一===一一一一』

たとえば、 これを学生が主導権をもって大学の授業の質の向上を図

ることを考えるときに使ったとすると、 どうでしょうか。例えば、そ

の方法として以下の4つが選ばれたとします。

①学生による授業評価を行い､ホームページ上に結果を公表し、

改善の提案をする。 （以下「評価」 とする）

②授業改善会議を学生が教員と定期的に開き､意見を交換する。

（以下「会議」 とする）

③学生の企画による授業を開き（講師も、シラバスも学生が決

める)、受講単位を大学に認めさせる。 （以下「企画」とする）

④質が悪いと思われる授業では､授業時間内に学生側からどん

どん発言し、授業を妨害する。 （以下「妨害」 とする）

4Sheafbr,B.W.,&Horejsi,C.R. (2003). 'IbchmquesandGuidehnesfbrSocialWork
Practice(6thed.).Boston:AnynandBacon.,pp.362-363.
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そして、それぞれの方法を先にあげた5つの判断基準に照らし、良し

とするとき○を、良くないときは×を、わからないときは△をつけま

す。そこには簡単に理由をつけてもいいでしょう。

判断基準

適切さ 実現可能性 負担 インパクト 副次的結果

方法
~

良：学生の意

識向上

悪：偏った評

価の公開

×（評価を集

計するのが

たいへん）

評価 ○ ○ △

’

良：教員との

関係づくり

悪：学生間に

不平等感

△（なれあい

の会議にな

るかも）

会議 ○ ○ ×

良：学生の勉

強になる

悪：職員の労

力の増加

×（実現され

る可能性は

低い）

×（講師を探

すなど労力

がかかる）

企画 ○ ○

良：学生のス

トレス発散

悪：教員との

関係の悪化

○（労力がか

からない）

○（教員は驚

くだろう）
妨害 × △

露演習選択肢比較表
以下の問題について、いくつかの解決方法を考え、さらに上に説明した選択肢比較表によ

って比較検討してみなさい。 【問題】ある地域でひとり暮らしの高齢者の家を訪問して、話

し相手になるボランティアを増やしたい。それにはどうしたらいいだろうか。

【進め方】

1． まず各自で4つの方法を考えてみてください。 （2分ぐらい）

2． そのあと近くの3．4人のグループで話し合い、適当な4つの方法を選んでください。

3． その4つの方法を4つの判断基準に照らし合わせてグループで考え、予想されること

を次のページの表に書き入れてみなさい。

4． 表ができたら、どの方法を選ぶべきか、考えてみなさい。

5． あとでグループをバラバラにして、他のグループと意見交換をします。



課題：地域で孤立している高齢者の話し相手になるボランティアを増やす

二次的結果

付随的なプラス面､マイナス面の影
響はどうか

効率

労力や資金などのコストが小

さいか

インパクト

コミュニティを変えるための衝

撃を与えられるか､社会的影
響力はあるか

適切さ

福祉の理念や価値観に一致
するか

効果

目的達成についての可能性

が高いか､実現可能性が高
いか

方法

(十）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~／ 、

（ーノ

(+）

－
１

－
ト

(+）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~(一）

(+）

~~~~~~~~~~~~~~~~~~(一）



プランニング139

Forcefieldanalysis

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Forcefeldanalysisはコミュニテイワークで使われるプランニング

の方法のひとつです。数字等は使いませんが、 これも広い意味では合

理的意思決定理論に入ります。

これは目標達成のためのdrivingfbrces (推進力） となるものと

restrainingfbrces (抑止力）になるものを列挙し、その強さを考えま

す。この強さが等しくバランスがとれているから、現在の状態が続い

ていると理解するのです。 とすれば、変化を起こすためには、 このバ

ランスを崩せばいいわけです。それには2つの方法があり、ひとつは

推進力を強くすること。 もう一つは抑止力を弱くすることです。 この

ときに、 このバランスを変えるときに大きな影響力をもつ人も明らか

にします。最後に総合的に見て変化を起こす戦略を考えるのです。

たとえば、ある地域に精神障害者の小規模作業所5を作りたい。しか

し、場所は確保したものの、地元住民の反対を受けている等の理由か

らなかなか実現しない。ForCefeldanalysisを使ってみると、まず推

進力となっているのは、利用者家族の熱意、地元社会福祉協議会の支

援、地元ボランティア・グループの支援、地元のミニコミ紙の協力的

姿勢という4つのものがあがったとします。一方、抑止力としては、

地元住民の無関心と無理解、一部の住民の障害への強い偏見、限られ

た資金（資金がもっとあれば、障害の理解を広めるキャンペーンもで

きたはず)、行政の消極性（住民の多数が反対していると考え、いまひ

とつ積極的に動かない） という4つのものがあがったとしましよう。

働きかけている力を列挙したら、それぞれ、その力が強いものに○

を、弱いものに△を、 よくわからないものには－をつけておきます。

そして特に、 この場合においてワーカーの介入によって変えやすいも

のには＊をつけてみます｡すると、以下のような表ができあがります。

5 「共同作業所や無認可作業所、地域作業所などとも呼称されるもので、成人期障害者のた
めの就労および活動（アクティピティ）を目的とした法定外の社会福祉施設である。 ． ． 、

2002年度現在、都道府県・政令指定都市・中核市等による補助金交付対象数は5942カ

所となっている。一カ所あたりの平均利用数は約15人、障害の重い人々の利用が多い。

『現代社会福祉辞典』 （2003)有斐閣,p.235.



140やさしいコミュニティワーク

強さ抑止力強さ 推進力

＊

○

△

○

△

住民の無関心

障害への偏見

限られた資金

行政の消極性

家族の熱意

社会福祉協議会

ボランティア

ミニコミ誌

＊

＊

○

△

｜

△

この表は、次のような状況を意味します。つまり、 この作業所をつ

くるにあたって推進力となっているのは、家族の熱意がいちばん大き

い。力は弱いが頼りになっているのが、社会福祉協議会である。 ワー

カーはこの社会福祉協議会には影響力がある。ボランティアはどれく

らい力があるのかわからないが、 ワーカーの助言を受け入れる態勢に

ある。 ミニコミ誌は弱いが、住民への理解を広めるうえで力になって

いる。一方で、住民の無関心が大きな抑止力になっている。一部の住

民の強い偏見は、それほど大きな影響力を全体に与えているとは思え

ない。限られた資金は大きな問題だが、 ワーカーが民間の福祉基金か

ら資金を得るという援助は可能だろう。行政の消極姿勢も問題だが、

それほど大きな力にはなっていない。

この表をみて、たとえばもっと社会福祉協議会に働きかけ、社会福

祉協議会の方向を変えることによって、 もっとも大きな抑止力になっ

ている住民の無関心の問題に対処することが可能かもしれないと考え

られます。また、資金を調達することによって障害への無関心や偏見

を取り除くための講演会の開催、啓発のための小冊子の配布などがで

きるかもしれません。

この方法の良いところは、現場にいるとどうしても全体をみながら

考えることが難しくなる。たとえば、 この場合、作業所に強く反対す

る一部の人々のことばかりに目がいってしまい､ 「あの人たちが考えを

変えてくれたら、 どんなにかいいだろう」 と、そのことばかりを考え

てしまう。けれども、彼らはワーカーの言うことに耳をかさない。 じ

やあ、 どうにもならないと諦めてしまう。

しかしfbrcefeldanalysisを使い、冷静に考えれば、強く反対して

いるのは一部の人で、彼らが全体に大きな影響力をもっているとは思

えない。ただ住民の大多数は無関心なので、強い偏見をもった一部の

人たちを好きにさせているだけで、本当の問題はその大多数の住民の
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無関心なのである。また資金が足りないことも問題であり、それはワ

ーカーの力でなんとかできそうだ。社会福祉協議会ももっと、 この問

題の解決に力を尽くしていいはずだし、そうなるようにワーカーはも

っと働きかけることができる。 このように考えると、まだまだできる

解決方法が見えてくる｡それがfbrcefieldanalysisの強さです6｡

態演習:…鯰…"。
4-5人のグループになります。小さな紙を配りますので、そこに「fbrcefieldanalysisを使

って解決したい問題」を一つ書いてください。コミュニティワークに関するものが望まし

いですが、どうしても思い浮かばない場合は、あなたの身近な例でかまいません。ジャン

ケンで「進行係」を決めます。進行係は、その小さな紙を集めて、実がえし、適当に|||自番

をバラバラにします。誰かに－枚選んでもらいます。そして選ばれた紙に書いてあった問

題をとりあげることにします。ひととおりfbrcefieldanalysisが終わったら、戦略を考え

てみなさい。 （たとえばテキストの例だと、社会福祉協議会に働きかけて資金を得るように

するなど｡）それが終わったら、また紙を－枚ひいて次の問題を考えてみてください。

3．計画の合理性への疑問

合理的意思決定理論は合理的に考えれば誰でも同じ結論に達すると

いう前提があります。その前提になるのが中立的・客観的データの存

在です。 しかし、やがて、その「中立的な、客観的な」データについ

て疑問が出されます。なぜなら本当に困っている人達は、そういうデ

ータさえも出せないのかもしれませんから。

たとえば健康な老人たちは老人クラブをつくって団結しているとし

ます。 この人たちは自分の困っている問題を、組織を通じてどんどん

出せるでしょう。ゲートボール場をつくることによって老人の健康は

どれだけ増進され、その結果どれだけ医療費を節約できるかなどとい

う予測を、数字をあげて計画書に盛り込めば行政は注目するかもしれ

ません。 ところが、スラムのような街に住む人々のニーズを調査しよ

うとしても、住民ひとりひとりは孤立していて調査はすすまない。ア

6ForcefeldanalysisについてはHardcastle ,Wenocur&Powers (1997)前掲書, pp.
256-260,Sheafbr&Horejsi(2003)前掲書,pp.328-329,Cook,C.W,Hunsaker,RL.,&
Coffby)R.E・ (1997).ManagementandOrgamzationalBehavior(2nded.).Boston:
Irwin/McGraw-Hnl,p.545などを参照した。
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ンケート用紙を渡されても自分には関係ないと思って真剣に答えない。

とすると、富裕な人々のニーズはスラムに住んで冬は路上で凍死して

しまう人たちのニーズよりも数字的に「大きい」 ということになるか

もしれません。

実は、 この合理的意思決定理論はプランニングの主流の考え方なの

ですが、 このようにいろんな限界点があるのです。それを次にまとめ

てみましょう。

合理的意思決定理論の限界

合理的意思決定理論では、先に述べたように客観的なデータとして

の数字を重視します。 ワーカーは統計と向かい合い、最も望ましい選

択を数学的モデルを駆使しながらコンピュータ等を使って算出します。

こういう計画づくりにおいては、以下の2つの問題がでてきます。つ

まり情報収集の難しさと住民参加の欠如です。

情報収集の難しさ

~合理的意思決定理論によって計画を作るためには膨大な量のデー

タ・情報が必要になりますが、その情報を充分に集めることは容易で

はありません。たとえば、近所の助けあいの活動を活発にするという

課題があるとしても、近所の助けあいがどの程度なされているのか、

近所の助けあいが充分になされていない地域はどこなのかを明らかに

したいとき、 どうやって情報を得たらいいのでしょう。一軒一軒家を

訪問して「このへんは助けあいをやっていますか」 と聞いて、 「ああ、

やっているよ」とか、 「やってないね」 というような答えを集めても仕

方がありません。 「助けあい」をやっていると思うか思わないかは、人

によって感じかたが違います。家族に車イスを使っている人がいて、

いつも車に乗るとき少しだけでも近所の人が手伝ってくれたらと常日

頃から思っている人と、 日曜日くらいはゆっくり寝ていたいのに近所

の「そうじの日」でホウキをもって外に出るのが面倒でかなわないと

いう人とでは、 「適当」と思っている近所の助けあいの程度は明らかに

違います。 とすれば、なにか具体的な目安となるものが必要ですね。

たとえば、近所の人と週に何回、何分ぐらい話をするかを調べてもい

いかもしれませんが、そういうことを正確に調べるのは、かなり難し

いでしょう。

また在宅ケアの場合、家族関係がしっかりしていれば在宅の方が望

ましいという結論が仮に出たとしても、家族関係がしっかりしている
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かどうかなど簡単なアンケート調査で明らかになるはずがありません。

ですから、いろんな情報さえあればかなり有効な合理的意思決定がで

きるのでしょうが、残念ながらその情報を集めること自体に困難があ

ります。要介護老人をかかえる家族の年収といった比較的簡単な情報

でも、初対面の調査員に対して必ずしも本当のことを言うとはかぎり

ません。見栄で実際よりも多く答える人もいるでしょうし、サービス

を打ち切られるのを恐れて少なめに答える人もいるでしょう。私のよ

うに自分の年収すら、はっきりと知らない人間もいるでしょう。地域

のすべての対象家庭を調べるとなると相当な数にのぼりますし、非常

に多くいる地域の対象者を、わずかな数のワーカーが調査していると

何年もかかってしまい、 ようやく調査が終わったころには最初のころ

に得られた情報が古くなっていることも考えられます。多くの人々の

協力を得て手わけしてやっていくと費用がかかりますし、また調査員

が調査する仕方の個人差によってデータの誤差がでてくる危険性があ

ります（たとえば介護をしていない親族が経済的な援助をしていて、

それを介護家族の収入とみなすかみなさないかということで、調査員

がめいめい勝手な解釈をした場合など)。そうすると調査員の訓練も重

要になり、情報を集めるだけでひと苦労になります。

さらに、 これだけ苦労してデータを集め、綿密な計画を立てても、

外部の条件の変化によって計画は無意味になってしまうことがありま

す。たとえばワーカーが5人、 1日6時間地域で働いて、 これだけの

ことをするという計画を立てたところが、突然、ひとりのワーカーが

退職することになった。それだったら早く言ってくれよ！と合理的意

思決定理論の計画者が怒っても、その人の夫が銀行員で配属支店が急

に変わったのだから仕方がないと言われてしまえば、何も言えないで

すよね。また、 もうひとりのワーカーも子どもが入院したので、いつ

でも家族からの連絡を受けることができる事務室の勤務にしてほしい

と希望を出してきた。そうなると綿密に組み立てた計画もめちやくち

やになる。

さらに大きな社会状況の変化をあげると1973年は日本で「福祉元

年」が宣言され、老人医療の無料化がなされた年ですが、同時にオイ

ル・ショックがあり世界的不況に突入した年でもあります。それまで

の高度経済成長が続くものと仮定して練られた福祉計画は予算のあて

がなくなって意味を失う。実験室や工場の生産に関する計画とはちが

って、地域のなかの計画では、 さまざまな環境の変化にあまりにも容

易に影響を受けます。 したがって、いくら数学的なモデルを使い厳密
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な計画をたててもあまり意味がないといえるのです7｡つまり合理的意

思決定理論では、情報を集めて分析することが大事なのですが、いく

ら努力して情報を集めても、それは現在についての情報であって、未

来の状況についての情報ではないわけです。ですから、未来が現在と

変わることによって合理的につくった計画も意味がなくなるのです。

住民参加の欠如

また合理的意思決定理論では住民の参加がありません。住民は与え

られた質問項目に答えたりするだけで、 自分たちのほうから計画づく

りの本質にかかわる提案をしたり、いっしょに議論したりする余地が

ありません。それは住民の自己決定を尊重するというソーシャルワー

クの伝統的な価値観にも反することでしょう。

住民の参加がなく、合理的な計算だけで行う分析には、そこに参加

しなかった人には説得力がありません。なるほど、いろんなことを考

えればそうなるのかもしれませんが、それでも感情的に納得できない

ことがあります。地域福祉の計画は頭の良いたった一人の人が考えた

完壁な計画よりも、計画づくりの経験のない多くの人々が、ああだこ

うだと論じ合って作りあげた欠点だらけの計画の方が実際には実施さ

れるものです。そこが縦の命令系統がる会社の組織と、そのような構

造がない地域社会との違いです。会社であれば頭の切れる一人の優秀

な社員が考えた計画を社長が採用し、それを会社ぐるみで実施するこ

とができますが、地域社会ではトップに立つ者がいない（区長だから

といって住民を命令どおり動かすことはできない）のですから理屈で

は住民は動きません。たとえば、みなさんのサークルで行事計画を考

えるときのことを思い出してみましょう。理屈から言って一番すばら

しい案でも、発案した人の人柄によってはサークルで採用されないこ

とがあります。 「いい案なんだけれども、あいつの案だから反対する」

ということがあります。 ところが同じ案でもみんなで話し合った結果

であれば、すんなりとみんなが納得する。人は理屈では動かないもの

なのです。

いろんなデータを集めて机の上に山積みにして、それをコンピュー

タに入力し、そこでできあがった計画にそって一般住民が動くとした

ら、それこそSFドラマです。専門職が動かせるのは互いの指示で動

7それに比べて、あとで述べるような住民との対話を重視する計画づくりなら、外的な条件
が変わっても住民との対話の積み重ねがムダになることはありません｡住民との信頼関係

が外的な条件の変化を乗り越える基礎になることもあります。
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きあうという約束をしあった他の専門職だけです。専門職だけが作り

あげた計画にしたがって住民が動くことはありません。住民を動かし

たい計画なら、計画づくりに住民も巻き込んでいくべきなのです。

鮴ﾊｽ:合理的計画の限界
合理的に計画したはずなのに、実際には計画どおりにならなかったという経験が、みなさ

んの生活のなかにありませんか？あれば、その理由を話し合ってください。 （｢夜勉強する

つもりが、寝てしまった」というような個人的な経験ではなく、集団がかかわる計画につ

いての経験を考えてください｡）

4。計画づくりの二面性

さて、 このように合理的意思決定理論を地域福祉活動に応用したと

き、 さまざまな欠陥がでてきます。要するに、いくら立派な計画をつ

くっても、その通りに地域が動くとは限らないということです。計画

の完壁さがその実施を保障するわけではないのですね。つまり計画を

作るときにあらゆるデータを取り入れて完壁なものを作っても、その

実施に住民の協力が得られなければ何にもならないわけです。そして

住民の協力は計画の完壁さによって得られるものではなく、住民の計

画づくりへの参加によって、それを得ることができます。いくら素晴

らしい計画でも住民がそこから疎外されたように感じたら、むしろそ

の計画をつぶしにかかるかもしれません。

私がボランティアセンターのワーカーをしていたころの実話ですが、

主婦が中心のボランティア・グループが、地域のひとり暮らし老人を

訪問する計画を立てました。その地域を担当していたワーカーは、 よ

ろこんでその計画に賛成し、地域の福祉事務所や保健所の協力を要請

しました。 ところが、いざ訪問を始めようとすると地域の老人クラブ

が猛反対をしたのです。 「わしらを憐れみの対象にするな！ 」というの

です。ボランティア・グループは、そんなつもりではないのだと一生

懸命説明しましたが、老人クラブの会長は頑固者で、 どうしても反対

する、ボランティアが訪問してきたら追い出せと、 クラブの会員に号

令をかけました。頑固な会長をなだめようとする他の老人クラブの役

員もあらわれないまま会長の反対運動は続き、 さすがのボランティ

ア・グループも失望して計画を断念してしまいました。もし、あなた

が、その地域のワーカーのスーパーバイザーでしたら、 どのようにア



146やさしいコミュニティワーク

ドバイスしたでしょうか。

私なら、それはワーカーのミスだったと言うでしょう。ボランティ

ア・グループが、そのような計画をたてたとき、まず老人クラブの会

長に相談するという形で、その計画に加わってもらうべきだったので

す。老人クラブは他ならぬ自分たちの問題であるのに自分たちに何の

相談もなく、活動を始めたために自分たちの意思が尊重されていない

と感じたのでしょう。 これは老人クラブの会長の頑固さ、心の狭さを

表しているというより、地域において計画をたてるときの基本的なル

ールを無視した結果であるといえます。つまり関係者は計画づくりに

参加する機会を与えられるべきです。そうしなければ疎外された人々

は計画を妨害する者として現れるかもしれません。

地域福祉の計画づくりには､二面性(duality)があると言われるのは、

このためです。つまり、そこには分析的(analytic)側面と相互作用的

(interactional)側面があります。合理的意思決定理論は計画づくりの

分析的側面ばかりを重視し、相互作用的側面を無視していました。だ

からこそ現実の地域福祉の場面では役にたたなかったことが多かった

のです。

棚ﾊｽ:分析的側面と相互作用的側面
計画をたてるときには分析的側面と相互作用的側面の両方を考えないと失敗することがあ

ります。その例を思い出し、隣の人と話し合いなさい。例：「家族で旅行を計画していたが、

父の意見を間かないままに、母と私だけで細かく費用や日程等を決めてしまったら、あと

になって父は反対した。父が好きだったはずの『郷土資料館』も日程のなかに入れていた

のに、父をはずして計画の細部をつめてしまったこと自体が気にくわなかったらしい」（相

互作用的側面の欠如の例)。 「友達5人で北海道に行こうと計画した。みんなの意見をきい

て、それぞれが行きたいところに全員いく予定にしていたが、気がつくと日程の途中で予

算オーバーになったことに気づき、 5人で困り果てた」 （分析的側面の欠如の例)。

プロセス・ゴールとタスク・ゴール

計画づくりに二面性があるならば、 ワーカーの介入の目的(goal)に

もふたつの種類があると考えられます。それがタスク・ゴールとプロ

セス．ゴールです8。

まず、タスク・ゴール(taskgoal)とは計画づくりに必要な統計的な

8社会福祉士の国家試験には、この2つのゴールのほかに、 リレーシヨンシツプ・ゴールと
いうものが出ている。簡単にいえば地域住民との関係づくりの目標である。
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データを得たり、そのデータを分析したりすることをいいます。必要

な資金の計算や、その確保、計画の文書化も、 これに入ります。 これ

は計画づくりの分析的側面に入ります。

他方の相互作用的側面と関係があるのが、プロセス・ゴール(process

goal)です。たとえば、計画づくりを住民といっしょにやっていくため

には住民を代表する組織をつくらなければならないですね9．そして、

その組織が充分に民主的に運営されるように援助する。組織の代表者

が民主的なリーダーシップをとれるように支援するのです。一方、 ワ

ーカーが一人ひとりの住民と向かい合い信頼関係をつくり、かれらの

参加を促し、発言をひきだすこともプロセス・ゴールになります。俗

にいう 「根まわし」 もプロセス・ゴールのひとつです。文書にかかれ

た計画がいかに合理的で素晴らしいものであっても 「根まわし」をし

ていなかったために反対にあうことがありますね。

計画づくりというと、 タスク・ゴールのことはすぐに思い出すので

すが、プロセス・ゴールの方は忘れがちなのです。みなさんは、そう

いうことを忘れないでください。

鰍ﾊｽ:講演会の開催
地域社会の精神障害者への無理解と偏見を減らすために、精神障害者本人の会と家族の会

は合同で､地域住民を対象に講演会を開くことにしました｡そのときのtaskgoalとprocess

goalは何か､隣の人と話し合いながらいくつか例を考えなさい。(Taskgoalとprocessgoal

の区別は難しい場合がありますが、計画そのものが途中で挫折しても、プロセス・ゴール

の場合はプロセスを踏んでいるのだから無駄にはなっていないはずです。一方、タスク・

ゴールは計画が挫折すると無駄になっている。その違いで区別できます｡）

次に、 このような合理的意思決定理論に代わる新しいプランニング

の理論を紹介しましょう。

5.新しいプランニング理論

合理的意思決定理論についての多くの欠陥が認識された結果、以下

のようなプランニングの理論が出されてきました。

9そこらへんを歩いている住民を適当に会議室につれこんで発言させても、他の住民は彼ら
を自分たちの代表であるとは思いません。まず住民を組織化して、かれらの代表者が計画

づくりに参加するという形が望ましいのです。
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IncrementaliSm

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~
合理的意思決定理論においては、 これまで述べた計画づくりの分析

的側面ばかりを重視し、 ワーカーもタスク・ゴールをもっぱら追求し

ていたといえます。それに対して地域での計画は異なる価値観や利害

をもつ機関や組織が互いに、 これまでの実績を考えながら、ぶつかり

あい妥協しながら作りあげるものだと考えます。 これをインクレメン

タリズム(incrementalism)といいます'0．

例を考えてみましょう。ある地域で老人の在宅ケアを実施するため

に自治体が1000万円の資金を準備しました。その資金をどのように

使うかは、その地域の各老人福祉施設や関係機関の代表者が集まって

決めます。合理的意思決定理論を使えば、 この代表者は計画作成者の

指示どおりに必要なデータを提出すれば、それでよかったのです。計

画作成者は計算によって計画をつくり、機関の代表者たちはその計画

の中立性を信じています。 しかしインクレメンタリズムを主張する人

には、そんな中立性は夢物語にすぎません。老人の在宅ケアといって

も、何を重視するのか、最も障害の重い人のケアを重視するのか、ま

だ健康な老人の予防的ケアを重視するのか、それとも老人たちの在宅

への願いを優先するのか、施設生活を充実させる方がいいのか。どの

問題も論議のわかれるところですし、 どれが正しくてどれが間違って

いるかと簡単に決められるものでもありません。 とすれば、限りある

資金をどう分配して、どのように各機関が協力しあうかという問題は、

それぞれ論議をし、妥協によって決めるしかありません。これがイン

クレメンタリズムです。ここにおいては、 ワーカーは異なった価値観

や利害関係をもつ複数の機関を互いに妥協させて合意にもっていくよ

う援助するのです。

この考え方は、今の日本でよく言われる 「抜本的な構造改革」 とは

正反対の意味をもっています。少しずつ互いに妥協しあいながら計画

を進めていくわけですから、大胆で大幅な計画の変更は不可能です。

この考え方は、 このあと第6章で述べるプログラム．ディベロップメ

ントにつながっていきます。

'o 「福祉社会事典』(1999)弘文堂、 『現代社会福祉事典』 (2003)有斐閣では「増分主義」 と
いう訳語がつけられている。これは「現実の政策の具体的な問題点を修正する方向で意思

決定過程の調整を行う政策立案者の実際の行動様式を一般化した記述的モデル」と言われ

ている（｢現代社会福祉事典』前掲書p.298)｡Gradualismという言い方もあるが、これ
はプランニングだけではなく、 さまざまな分野で緩'曼な変化を重視する考え方である。
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鮴ﾊｽ: Incrementalism
あなたの身近な例で、インクレメンタリズムで計画を決めていることはありませんか（そ

れは前年度までの実績を参考にしながら、ほんの少しだけ前回とは資源配分を変えてみる

という方法です)。そのとき、どんな問題が起きたかをとなり同士で話し合ってみましょう。

たとえば、サークル間で共同の施設の使用(たとえばホフマン・ホールの使用)を計画すると

き、このインクレメンタリズムの考え方で行われているかもしれません。大学のカリキユ

ラムの変更などは、このインクレメンタリズムを使っている感じです。

Transactiveplanning~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

インクレメンタリズムが機関同士、組織同士の力関係や取引に注目

するのに対して、計画をつくる機関と地域住民との対話と相互学習を

重視していくのが相互作用的プランニング(transactiveplanning)で

す。合理的意思決定理論では計画づくりを実行できるのは専門的な訓

練をした人だけでしたが、相互作用的プランニングでは住民自身、そ

して計画によって影響を受けるすべての人が計画づくりに参加すべき

だし、その資格もあると考えます。

相互作用的プランニングでは、できあがった計画だけではなく、計

画づくりに参加することによって住民自身が変化することを重視しま

す。計画づくりに参加することによって住民は自分たちもまた地域を

改善する力と資格があるのだと感じます。 これはエコロジカル・ソー

シャルワークのところで述べた「自尊の感情」を高めることにつなが

ります。また地域社会の問題を自分たちの問題として考えるようにな

ります。他の人々との共存を前提とした新しい価値観が生まれるでし

ょう。計画づくりに参加することによって地域のなかでの人間関係も

深まるでしょう。

例えば、ある視覚障害者団体は、 これまでは点字ブロックをどこそ

こに付けてくれといった陳情式の運動ばかりしていました。彼らを在

宅障害者のケアに関する相互作用的プランニングに参加するよう援助

してみましょう。すると、その団体のメンバーは視覚障害者だけでは

なく高齢者や精神障害者、肢体不自由者などのニーズも知るようにな

り、他の障害者団体との交流も進みます。何か自分たちに必要なもの

だけを一方的に行政に要求するような団体から、すべての住民の福祉

を考え、地域を住みよい社会にするために自分たちも考え、努力する

団体に変わっていくかもしれません。
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鮴ﾊｽ:Transactiveplanning
これは対象者と対話をすることによって計画づくりを進めていく方法です。あなたは相互

作用的プランニングと似たような計画づくりに参加した経験はありませんか。あれば、そ

の経験を話し合ってください。たとえば、高校の文化祭を教員といっしょに計画していく

ときなどは、相互作用的プランニングと近いやり方ですすめていったのかもしれませんね。

Advocacyplanning~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

合理的意思決定理論、インクレメンタリズム、そして相互作用的プ

ランニングと3つのモデルを見てきましたが、 どれも共通していえる

ことは、 ワーカーは中立的な立場を保持していることです。合理的意

思決定理論ではデータを中立的に分析し、インクレメンタリズムでは

対立する機関・組織の間に立ち、相互作用的プランニングでは機関と

住民の間にあって交流を促進させるものとしてふるまいます。それに

対して、アドボカシー・プランニング(advocacyplanning)は、その中

立性が放棄されます。そして一番社会的に不利な立場におかれている

人々の側に立とうとします。なぜでしょうか。

合理的意思決定理論では「データは中立的だ」 というのが前提です

が、たとえばスラム改善の計画をつくるとき、スラムの住民のデータ

はたいていスラムの住民自身によって集められるのではなく、外部の

機関の人々によって集められます。 とすれば、そこにスラムの住民自

身の真のニーズや考え方や利益が反映されないと、アドボカシー・プ

ランニングの主張者は考えるのです。 したがって、そのようなデータ

から出てきた計画にはスラムの住民は協力しがたいのです。また、イ

ンクレメンタリズムでは機関や団体の力関係や取引によって計画づく

りが進められますから、組織的な力の弱いところはどうしても不利に

なります。 とくにスラムの住民の組織力は弱いと考えられますからイ

ンクレメンタリズムも信用できません。相互作用的プランニングは機

関と住民の対話を重視していますが、対話が不可能なほど対立が深い

ときには、アドボカシー・プランニングによって対抗的に住民側から

計画づくりをすすめていくしかないのです。

アドボカシー・プランニングの日本の事例として、八王子にあるヒ

ューマンケア協会が1994年に出した「ニード中心の社会政策： 自立

生活センターが提唱する福祉の構造改革」があります。 この協会の事

務局長である中西正司氏の序文は、アドボカシー・プランニング（彼

らはこれをカウンター・プランと呼ぶ）の性格をよく書いていると思
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いますので以下に一部を引用します。

福祉計画を作り実施するのは、 これまでは行政の役割であり、 当事者は

常に対象として福祉サービスの受け手であり、決して計画策定の主役で

はなかったし、実施の主体でもなかった。 この、 ヒューマンケア協会に

よる福祉計画は、初めて障害当事者が、その必要から発して全福祉体系

を再構築したものである。 これまで、施設や医療中心の福祉の中で措置

され処遇される対象でしかなかった障害者自身が中心となり、その考え

を支持する研究者が協力した。 ． ． 、当事者の利益を第一に考えた制度は、

既存の行政や福祉体系内の人には利益をもたらさない。そこで、 この計

画は、まず既存の計画に対する対抗案(counterplan)としてある。 しかし

同時に、私たちはこの計画が普遍性を持つものであることを確信してい
プ 11
｡。

そして、この計画の基本姿勢として、次の10の項目をあげています。

1．市民が主役となる。

計画の立案と実施に対する参加の保障と参加者による統制を組み込んだ

福祉システム。

2．お上は何もかもやってくれなくてよい。

行政、市民、専門組織の新しい関係性の構築。

3．対象が主体になる。

福祉対象者が提供するサービスに対する認知と支援

4．福祉を規制緩和する。

先駆的、実験的事業を支援し、実績評価にサービス利用者の社会的自立

支援度及び満足度を導入する。

5．福祉はみんなのものだ。

必要な人すべてがサービスを利用できるシステム。

6．行政を仕切り直して使い勝手を良くする。

高齢福祉課、障害福祉課から介助課、福祉機器課、等等へ。

7．役所は人事から変える。

民間のサービス提供組織で経験を積んだ有為の人材をしかるべき地位に

登用する。

8．モノ給付から金銭給付へ。

行政から利用者への給付は料金給付にして利用者にサービス及び機器の

選択権を与える。

'1 ヒユーマンケア協会(1994）『地域福祉計画』 ,p. 1
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9．何でもありの福祉職は楽しい1

福祉職を、様々なワークスタイルを許容する開かれた職種とする。

10． ステージはコミュニティ、そして市民が主役1

福祉対象者を隔離せず、 コミュニティの中で支え合っていく。 ’2

Mﾊｽ:Advooacyplanning
アドボカシー・プランニングの他の事例をあなたは知っていますか。たぶん、新間などで

見たことがあると思います（総選挙が近づくと、野党側から出されたりします)。それを話

し合い、その効果について、あなたの思うところを述べなさい。

Radicalplanning~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

合理的意思決定理論、インクレメンタリズム、相互作用的プランニ

ングが中立的､アドボカシー･プランニングが党派的であるとすれば、

ラジカル・プランニング(radicalplanning)は、他の機関や社会全体の

ことは考慮しないで自分たちで理想的な小さなグループ（コミュニテ

ィ）をつくり、そこで自分たちのプランニングを行います。その小さ

な理想的なグループ（コミュニティ）のなかでプランニングを実現さ

せ、 このようなコミュニティが地域のあちこちにつくられていけば、

しだいに地域社会全体が変わると考えるのです'3。いきなり地域全体

を変えようとはしないで、小さな自分たちのグループ、あるいはコミ

ュニティだけを先にかえていく。それがやがて地域全体にひろがって

いくというわけです。

このプランニング理論は以下のように説明されています。 ’4

貧困なマイノリティ集団の住宅を巡る闘争やフェミニズム運動での経験

等から、資本主義社会における権力、機会及び資源についての不平等な

関係や分配構造を変革するためには、小集団によるボトムアップ型の対

抗政治的実践を行い､政治的経済的に力を剥奪されている. ． 、民衆をエン

12同書pp.5-8.
13マルクス主義理論にもとづいたソーシャルワークのプランニングを、 ラジカル・プラン
ニングと呼ぶことがあります。 しかし、マルクス主義が低迷している現在では、このよう

なラジカル．プランニングは、あまり重要ではありません｡ したがって、ここでは説明を
省きます。

14川崎興太(2005） 「アメリカにおけるプランニング理論の変遷に関する研究：都市計画の
構造転換についての理論的探究に向けて」 『日本都市計画学会・都市計画論文集」40(1)，
，09-,2Oなお、この論文はインターネット上にあります(2009.09.21現在)。読みたい人は

タイトルをGoogleに入れてみましょう。
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パワーする. ． ． ことを通じて、自己信頼と相互扶助の精神に基づく政治的

共同社会を実現することこそが唯一の方法であるとの結論を得て発展し

た理論である。 ． ． 、 ラディカル・プランニングでは、産業資本主義社会や

国家から自立した位置に立って本来的に抑圧的なそれらを変革し， ． 、政

治的コミュニティを回復することが目指されている. ． ． 。ラディカル・プ

ランニングは. ． ．社会集団の差異を低所得者、有色人種、女性、移民、ゲ

イ、 レズビアン、心身障害者といった多様な属性として捉え、英雄史に

過ぎないオフィシャルな歴史からは不可視の存在として抑圧・排除され

てきたそれらの多様な社会集団のエンパワーメントに向けて現在も発達

し続けている。 (p. 114)

私の知っている日本の例としては、障害者が在宅で生活するときに、

ヘルパー等がほとんど利用できなかった時代（1970年代)、障害者た

ちの当事者組織が自発的にボランティアを集め、 自ら在宅ケアのシス

テムを作り上げていったということがあるでしょう。私もまた大学生

のころ、ボランティアの一人として、 こうしたグループの一つに誘わ

れ介護の活動をしていました。 これによって障害者は行政のサービス

に過度に依存することなく独自に行動でき、行政機関や障害者の利用

を拒む交通機関の会社などに対して抗議行動を展開することも可能に

なっていました。

鮴呵りWバズ:Radicalplanning
ラジカル・プランニングの可能性と限界について、考えなさい。

6．プランニング・モデルの組み合わせ

これまで述べた5つのプランニングのモデルは、それぞれ組み合わ

せて使うことができます。たとえばアルコール依存症者のためのコミ

ュニティケアを計画するとします。関係機関にはどんなものがありま

すか。保健所、福祉事務所（退院後の依存症者は生活保護を受けてい

ることが多い)､病院､診療所､アルコール依存症者のための救護施設、

断酒会（依存症者の当事者組織)、市民団体、民生委員協議会などが考

えられますね。

こういう団体同士が利害関係や価値観の違いのためになかなか合意

できない。完全には合意できないままに、なんとか計画づくりをすす

めていこうとするとき、インクレメンタリズムの考え方でとりくむこ
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とができます。

そこに機関の利害がからんでいて、アルコール依存症者自身の深刻

なニーズが真剣に考慮されていないと断酒会が考え、インクレメンタ

リズムで進行する計画づくりを中止させなければならないと考えたら、

アドボカシー・プランニングを行い、彼等独自で自らの理想とするコ

ミュニティケアの概念を出すことができます。

また、地域の潜在的アルコール依存症者の数量的予測や、入院可能

なベッド数、グループ・ワークの開設場所や費用を計算したりして、

最適のケア体制を整えようとするのが合理的意思決定理論です。

このように機関が一方的に計画を推進するだけでは不充分で、 もっ

と市民の間にアルコール依存に関する啓発活動を行う必要があるとい

うことで、市民や依存症者、その家族にも計画づくりに参加してもら

おうとするのであれば相互作用的プランニングを使えます。

行政機関や一般市民の意識は遅れていてダメだ、 とにかくアルコー

ル依存から回復していくために自分たちが最初に理想的なコミュニテ

ィケアを実現してみようという決意で、依存症者たちが共同生活をは

じめ、近隣の一般市民の協力を得て、 とにかく小さくてもいいから理

想的なコミュニティケア体制をつくっていこうとすれば、それはラジ

カル・プランニングの考え方です。

それぞれのプランニングのイメージ

〉一

分戸/倉、、Advocacyplannmg

fノ
角､Increm…”

Rationalistic

decision-making

Radicalplanning

activeplanning ●●●
●

●
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それぞれのプランニングで目標とするべきタスク・ゴールとプロセ

ス・ゴールを次の表で例示してみました。実際には、タスク・ゴール

とプロセス・ゴールの区別がつきにくいところもあると思います（た

とえば相互作用的プランニングの場合は、交流することはタスク・ゴ

ールにもプロセス・ゴールにもなりうる）が、それぞれのプランニン

グが目指すことのイメージをつかんでもらえたらいいと思っています。

患者・障害者に対するコミュニティケア

タスク･ゴール プロセス･ゴール

合理的意思

決定理論

統計(患者数､ベッド数、治療･ケ

ア施設の利用可能者の数､ケアに

かかるコストなど)をつくる､意思決

定のための評価の基準を作成す

る、統計と作成された評価に基づ

いて、最適の解決方法を算出す‐

る。

統計作成への協力を、役所の各

部署や､地域の病院･施設に要請

する｡評価基準の作成にむけての

会議を招集する。

関係団体(患者･障害者団体､行

政関係者、病院･施設関係者な

ど)の意見の妥協点を見つける。

インクレメンタ

リズム

関係者(患者･障害者団体、行政

関係者､病院･施設関係者など)を

ひとつのテーブルにつくように説

得する。話し合いで決められたこと

を尊重するように説得する。

相互作用的

プランニング

患者･障害者とサービス供給者

が、互いの考え方を知り、理解を

深める。互いに満足できる計画を

つくる。

患者･障害者とサービス供給者が

話し合う意義を双方に理解させ

る｡患者･障害者とサービス供給者

に話し合いの機会をもたせる。

患者･障害者の要求をリストアップ

する。患者･障害者が作った計画

によって、サービス供給者の計画

に影響を与える。

患者･障害者が自分たちの要求を

まとめるのを援助する。サービス供

給者の現状の問題点を理解させ

る。

アドボカシ

ー･プランニ

ング

患者･障害者が理想とするケアの

イメージをまとめる。その実現可能

性を検討する。

ラジカル･プラ

ンニング

患者･障害者だけで､コミュニティ

ケアを実現できるのだということを

理解させる｡やる気にさせる。
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鱒演習:ﾎﾗﾝﾃｨｱ.ｸﾙｰﾌﾍの支援計画
4-5人のグループになり、ジヤンケンで配役を決めて、以下の台本にしたがって□－ルブレ

イします。読み終わったら、しばらくそのままの役で演じてみてください。4人で演じると

きは上智さんと四谷君が1人2役になる。台本のあとは、四谷君ではなく、上智さんを演

じること。 （6人のときは台本の最後に登場する案野さんを加える｡）

【配役】

・ 四谷大学ボランティアセンターの職員：上智さん(incrementalism)

・ 四谷区社会福祉協議会ソーシャルワーカー：四谷君

・ ボランティア：品川さん（合理的意思決定理論）

・ ボランティア：神田さん(advocacyplanningとradicalplanmng)

・ ボランティア：中野さん(transactiveplanmng)

【台本】

四谷大学ボランティアセンター会議室にて。四谷大学の3つの代表的なボラ

ンティア・グループから、それぞれ代表として品川さん、神田さん、中野さん

が出席している。

上智：では、全員そろったところで話を始めたいと思います。それでは、四谷

さんのほうからお話してもらえますか。

四谷：はい。みなさんもご存知かと思いますが、最近、青少年に奉仕活動をも

っとしてもらおうという動きがありましてね。それで私たちの社協で、青少

年、特に大学生の奉仕活動を助成する予算が今年100万円ほど、ついたんで

すよ。

上智：それでね。四谷区にある唯一の大学として、私たちの四谷大学に問い合

わせがあって、奉仕活動ならボランティアセンターだろうということで、私

が、この件の担当になったんですね。

神田：私たちがしているのは、ボランティア活動であって、奉仕活動じゃない

ですよ。

四谷：まあ、細かいことはいいじゃないですか。

品川：でも、 100万円って魅力ですよね。

中野：そうですよね。で、それをどう使うつもりなんですか？

上智：それをみんなで話し合いたいのです。みなさんの3つのグループは四谷

大学で代表的なボランティア・グループだから、みなさんの声を反映したい

わけです。



プランニング157

中野：つまりtransactivepla皿in日ですね。資源の提供者のかたと資源のユー

ザーの私たちが交流しながら決めていくわけでしよ。

品川：でも、私たちだけで決めてしまうなんて良くないと思いますよ。やっぱ

り客観的なデータを出して、客観的な評価基準を決めて、当事者ではない人

に決めてもらうのが一番公平だし合理的じゃないでしょうか。私たち自身は

当事者だから、どうしても判断が主観的になってしまうと思います。

中野：ううむ、なるほど、合理的意思決定理論ですか。

品川：たとえば、各ボランティア・グループから活動に閨する客観的なデータ

を出してもらって、あとは、その100万円をどう使うか、四谷大学とは関係

がない中立的な人に判断してもらえばどうでしょうか。

神田：四谷大学の学生にとって重要なことを、四谷区とは無関係な人に決めて

もらうなんて、ちょっと納得できないですねえ。

品川：じゃあ、どうすればいいと思うんですか。

神田：私は、まず、学生たちのボランティア・グループを集めて、そこで話し

合い、こういうふうに資金を使えばどうだろうかという提案をリストにして、

こちらに出したいと思います。

中野：なるほど、それはadvocacvplanmn質ですな。

神田：ええ。だいたい行政側からの奉仕活動を推進するという姿勢に、私は疑

問をもっていました。なぜ、ボランティア活動ではなくて奉仕活動なんです

か。

四谷：これは中央教育審議会の青少年の奉仕活動推進に関する答申に沿ったも

のなんですよ。

神田：奉仕というのは言われたことをすることでしよ。ボランテイアには社会

を変えていくという、もっと積極的な意味があるんですよ。

上智：神田さん、いまは、そんな議論はどうでもいいじゃない。

神田：良くないですよ。だって、それは奉仕活動のイメージに近いボランテイ

ア活動のみを支援して、そうではないボランティア活動には支援しないとい

うことになりますよ。

品川：神田さん、それは仕方がないわよ・私たちは支援される側なんだから支

援してくれる側に文句はいえないわよ・

神田：でも、行政の資源というのは、もとはといえば、税金なんだから、公的

な資金がどう使われるかということに注文をつける権利はあると思うよ。

品川：注文をつけても、間いてもらえなければ何にもならないよ。

神田：まあ、どうせそんなことだろうと思ったから、私たちは私たちで、四谷

大学のボランティア活動を活発にしていくプランを自主的に企画して、それ

を実行しようと考えているんですよ。
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中野：というと、それはradicalplaunmRですね。

神田：そうですね。私たちがやっていくプランニングに効果が出てきたら、四

谷さんたちがやろうとしているプランニングとの違いが、みんなにもよくわ

かると思うんですよ。そうすると、私たちの主張の正しかった部分が見えて

くると思いますよ。

中野：まあ、神田さん、そんなに構えなくてもいいじゃないですか。

神田：私はpluralismが社会の理想だと思っています。葛藤が社会の正常な姿で

あり、異なる意見の衝突に健全な民主主義があると私は信じています。

中野：でも、私は、さっきも言いましたけどtransactiveplanmngを提案して

いるんです。話し合って決めていきましょうよ。

品川：だから、話し合いで決めるっていうことは、話し合いに参加できない人

にとっては不公平で、なにより客観的じゃないんですよ。

中野：じゃあ、アンケートをとればどうでしょう。

品川：ボランティアのことを何も知らない100人の意見は、ボランテイアのこ

とをよく知っている10人の人の意見より10倍大事だと思いますか？アン

ケートをとると、そういう評価をすることになりますよ。

四谷：品川さんがいう合理的意思決定理論というのは具体的にはどういうふう

にすすめるんですか。

品川：私は階層分析法を使いたいと思います。まず課題を設定して、いくつか

方法を判別します。そして客観的評価の基準になる客観的な価値観をいくつ

か選びます。

中野；その客観的な価値観は、どうやって選ぶんですか。

品川：それは誰もが認める客観的な価値観を選ぶといいと思います。

神田： （笑いながら）誰もが認める客観的な価値観なんてあるんですか。

品川：ありますよ。たとえば、人間の成長、環境の改善、経済性、効率性、社

会的な影響力の強さ. ． ．とか。

神田： 「とか」って言いますけど、そのうち、いくつかを選ばないといけないん

でしよ。だったら、そこに主観的な価値観が入ってくるじゃないですか。

品川：そうかもしれませんけど、話し合いだけで決めていくなんて、いいかげ

んなものよりは、ずっと客観的ですよ。

中野：話し合いは、いいかげんなものじゃないですよ。

上智：はい、はい、わかりました。どうやら、みなさん、意見がまとまらない

ようですね。とりあえず、私の方で、たたき台をつくってみます。みなさん

がみんな満足できるように調整して案をつくってみます。それで実際に、や

ってみて不都合なことがきっと起こると思います。そうしたら、それを修正

するようにしましょう。
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中野：ははぁん、それはmcrementaligmですね。~

上智：ええ。 Incrementalismというのは人間の理性の限界を強調します。論理

的にいろいろ考えて計画しても、現実は人間が考えるよりももっと複雑だと

いう世界観を私はもっています。ですから、まずはやってみて、不都合だっ

たら、そこだけを修正するというようにして、徐々に正解に近づいていくと

いう方式をとったらどうでしょうね。

神田：それでは慣例に従う現状維持的で、新鮮味のないプランニングになって

しまうんじゃないですか？

（6人の□一ルプレイのときは次を加える｡）

上智：あ、紹介が遅れました。こちらは今月からボランティアセンターに配属

になった秦野さんです。まだ新人の職員です。そういえば、秦野さんは社会

福祉学科の卒業だったわね。ちょっと、あなたの意見を間かせてくれる？

【課題】

それぞれのプランニングについて、グループのなかで自由に意見を交換してく

ださい。みなさんが、この会議に出席していたら、どのプランニングを採用し

ますか。その理由も述べ、話し合ってみなさい。

癌演習:4種類のﾌﾗﾝﾆﾝｸ
近くの人と3．5人のグループを作ります。コミュニティの問題を考え、その解決のためにど

ういうプランニングが使えるか考え、次のページに書き入れてみましょう。 あとでグルー

プをバラバラにして、それぞれのグループでどういう例が考えられたかを話し合います。



プラニングのタイプ 限界または懸念すべき点良いところまたは興味深いところコミュニティの問題

対話に応じてくれる家族が少ないので､片寄
った案しか出てこないかもしれない｡本当に
深刻な人は声も出せないのではないか。

何をどうしたらいいのかわからない状態なの

で、当事者(家族)と対話しながら解決方法を
さぐっていきたい。

地域に､ 10年以上、自宅の部屋に引きこ
もっている人がいる家庭がある｡どれだけ
そういう人がいるのかも不明。

例 Transactiveplanning

■
■
Ｉ
■
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~
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7．プランニングの潜在的機能

最後にプランニングの潜在的機能について考えてみましょう。まず、

社会制度は顕在的機能と潜在的機能という2つの機能をもっているこ

とを理解してください。たとえば学生にとっての大学の顕在的機能と

は学習の機会を提供するということです'5．一方、学生にとっての大

学の潜在的機能とは何かを考えてみるために、大学の募集のパンフレ

ットをみると、暗い図書館で勉強する学生の姿や友人のノートをコピ

ーするための長い行列の光景よりも、テニス・ラケットをもった美男・

美女のカップルが肩を並べて、広い（あるいは広く見える）キャンパ

スを歩いている光景が載っています。 この光景が美しくも妖しい幻影

となり、灰色の高校生活をおくってきた受験生に対する徹夜の猛勉強

への誘因となるわけです。 とすれば、大学の学生にとっての潜在的機

能とは将来の配偶者選択の機会、あるいは配偶者選択のための訓練的

機会を提供することだといえるでしょう'6．

量余談ｱﾒﾘｶの大．
大学がもつ潜在的機能の別の例として、初期のアメリカの大学がもっていた「若者のエネ

ルギーの統制」という機能があります。それを説明する文を以下に引用します。

アメリカの大学とは一言にしていえば、ついこの前までは子供だった者を、

一人前の大人に育てあげる仕組みとして登場した。現に大学といっても多く

の者は15歳とか16歳で大学にやってきた。つまり大学生の大部分は今でい

えば､高校生ぐらいの年齢の者が中心だった｡要するに遊びたい盛りである。

いたずら、悪ふざけ、規則違反、何でもかたっぱしからやってみたい盛りの

若者である。 ． ． ．考えてみれば、どこにもはけぐらのない青年のエネルギー

ほど危険なものはない。そろそろ反抗期にさしかかった青年を他人の家に預

け、そこの家長の権威をもって反抗の芽を抑え、人生の中で一番高まったエ

ネルギーを厳しい労働のなかに吸い取ってしまう。これは確かに賢明な方法

'5学習の「機会」であって学習そのものを無理やりにさせることではありません。ですか
ら社会福祉学科を卒業しても、社会福祉のことをほとんど勉強しないままで終わることが

あります。

'6しかし、そういう潜在的機能を活用していない孤独なあなたは、 こんなことを私が書く

と 「不謹慎な1大学はあくまで勉強するところだ！ 」 と怒るかもしれない。だが連休も独

り寂しくテレビを見て過したあなた． ． 、怒ってはいけない。 これはあくまで潜在的機能。

表には出てこない裏の話だ。 しかし、あなたにも素敵な彼（彼女）ができたら、たちまち

顔を赤らめて私のいう潜在的機能を認めるようになるだろう、たぶん、 きっと。
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だった。そうだとすれば、学校もまた教師の権威をもって学生の反抗心を抑

え込み、勉強の中へと彼らのエネルギーを吸い取ってしまわなければならな

い｡学校とか大学はこうした青年のエネルギーの統制機関として登場した。 '7

Mﾊｽ:保育所
保育所の目的は児童福祉法第39条では「日日保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳

児又は幼児を保育することを目的とする」となっています。これが保育所の顕在的機能で

あるといえます。では、保育所の潜在的機能とは何でしょうか。グループで話し合ってみ

ましょう。

プランニングも社会制度としてある以上、顕在的機能だけではなく

潜在的機能ももっていると考えられます。そのひとつは補助金正当化

の機能があります。つまり福祉団体が公的な補助金を受ける場合、年

間の事業計画を提出し、それとひきかえに補助金を受けるのが通例で

す。このような計画は公的な補助金が有効に使われていることを証明

するものとして使われています。 しかしながら実際にその計画どおり

に当の福祉団体が事業を行うとは限りません。数人の人のたまたま顔

が合う日を会議と称して喫茶店で雑談して、 日付を空白にした領収書

をもらい、それを当初の計画どおりに行った会議の会議費として使う

こともあるでしょう。補助金を交付する行政機関や福祉基金団体が提

出された計画どおりに事業が行なわれているかどうかを確かめる方法

はほとんどないのですから、 「計画」は補助金をもらうための形式にす

ぎないわけです。

といっても、補助金が不正に使われているという意味ではありませ

ん。計画がつくられて、それを実施するための補助金を申請するので

はなく、補助金を申請するために計画が作られる場合があるというこ

とです。補助金を受けていない団体から補助金の使用状況の説明を求

められたとき､基金団体は提出された計画書を見せることができます。

ですから補助金が正当に使われているという証拠書類として計画書が

利用されているのです。小さなボランティア・グループの場合は、 こ

のような補助金を申請するときになって初めて年間計画を立てること

があります。

また、ひとつの事業を行うとき、はげしい利害の対立があることが

あります。そのとき、その対立に終止符をうつ機会としても計画づく

りは利用されます。例の成田空港の農民反対運動にしても計画づくり

17潮木守一(1986） 『キャンパスの生態誌』中公新書,pp.21-24
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の段階で農民も参加していたら、 ここまで対立が長引かなかったかも

しれません。一方的に政府の方で、 この地に空港をつくると決めてお

いて、あとは土地の買収だけというのでは農民たちも納得できないで

しょう。別の例をあげれば、みなさんのサークルで方針について対立

が生じているとします。そこで何か抽象的な理念で論争するのではな

く、計画づくりをいっしょにやっていくことで合理的に対立を解消で

きるかもしれません。その路線に反対する人たちも自分たちがその計

画づくりに参加できたなら、たとえできあがった計画が自分たちの希

望どおりではなくても納得してくれるでしょう。 このようなプランニ

ングの利害調整的役割は、プランニングに対立する関係者を参加させ

て、そこのなかで合理的に妥協点をみつけていこうとするときに使わ

れます。

さらにプランニングが「時間かせぎ」に使われることがあることに

注意しておきましょう。たとえば地下鉄の駅すべてに車イス利用者の

ためのエレベータを設置するという運動が都庁にせまったとしますね。

しかし都にはその予算がない。 とすると、 じやあ計画をいっしょにつ

くりましょうと、その運動団体の代表者と日程を決めます。そうして

計画を立てるために、 「あの団体と話しあわなければならない」 「これ

を煮つめなければならない」 というように計画をたてて時間をかせぐﾞ

わけです。

プランニングは具体的な計画をつくる作業なのですが、実際にはそ

れだけではなく、 このように別の意図をもって利用されることがあり

ます。 ワーカーは、そのようなプランニングの潜在的機能の側面に注

意して、 これを有効に利用したり、あるいは警戒して避けたりしなけ

ればなりません。

鮴WWバズ：プランニングの潜在的機能
あなたの身のまわりでプランニングの潜在的機能が利用された実例はありませんか（サー

クルが補助金をもらったときなど)。グループで話し合ってみましょう。
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この章であつかうプログラム・ディベロップメント (PDと略記）

の説明にはいるまえに、コミュニテイワークの基礎的なモデルである、

インターグループワークに説明します。 これはコミュニティワークの

基礎的なモデルであるだけではなくPDの原型となっているからです。

1．インターグループワーク

個人があつまったグループを援助するのは、グループワークといい

ますね。それに対してグループや機関のリーダーのグループを援助す

ることをインターグループワーク(intergroupwork)といいます。ニュ

ーステッター(Newstetter)によって体系化されたということが、なん

ども社会福祉士の国家試験に出ている'。

たとえば、老人の在宅ケア計画を作成する会議をつくることを考え

てみましょう。その計画にはデイサーピスセンター、保健所、福祉事

' Intergroupworkという考え方自体がわかりやすく、イメージしやすいからなのかもしれ
ない。中央法規から出ている『社会福祉士受験ワークブック2000』には、インター・グ

ループワークと、インターの後に・が入っている。一箇所だけではなくすべての個所でそ

うなっている。原語の綴りを知っていれば決してしないような間違いであろう。英語はカ

タカナではなく原語で覚えておくべきだ。
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務所、地域の病院、ヘルパーを派遣している機関、社会福祉協議会、

民生委員協議会、地域のボランティア・グループ、介護者家族の会な

どが参加するでしょう。そして、その各機関・団体の代表者を集めて

会議を開きます。 このようにグループから代表者を出させて新たにグ

ループをつくり、そのグループを動かすことによって、 コミュニテイ

全体を動かそうとするのがインターグループワークです。以前は、 コ

ミュニティワークといえば即、インターグループワークと言われてい

たほど、インターグループワークというのは代表的なコミュニティワ

ークのモデルでした。

インターグループのイメージ

インターグループワークではワーカーの役割は大きく3つに分かれ

ます。ひとつはグループの代表者から成るグループ（これをインター

グループといいます）を援助すること。 さらにグループの代表者が、

インターグループのなかで、それぞれのグループの代表者としてふる

まえるように個別に援助すること。つまり、たとえばA会というグル

ープの代表者には自分の意見ではなく、A会というグループの意見を

インターグループのなかで出せるように援助します。3つめの役割は、

各グループが代表者を通じて自分たちの意見をインターグループに反

映できるように、各グループを援助すること。要するに、インターグ

ループワークとは代表者からなるグループを援助し、代表者を個別に

援助し、 しかも代表者と代表者をおくっている各グループを援助する

ことなのです。
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2．ワーカーの権威

このインターグループワークで問われるのが、ワーカーの権威です。

先にあげた在宅ケア会議の例を使うと、インターグループワークに集

まるのは、生活問題で悩んでいる当事者ではなく、保健所の所長、福

祉事務所所長、デイサービスセンターの所長などです。つまり各組織

のトップか、あるいはその代理人がくる。彼らはケースワークやグル

ープワークで出会うようなクライエントではありません。 しかし、 コ

ミュニティワーカーの援助を受けるのですから、その意味ではまぎれ

もなくクライエントです。

実際のインターグループワークでは、 ワーカーは参加している組織

の一つに属するワーカーが多いのです。 この例でいえば、デイサービ

スセンターの職員が、それを行なったりします。その場合にはデイサ

ービスセンターの所長がグループに参加していると、上司がクライエ

ントの一人になるわけで、 こうなると、 ワーカーの権威は保つことが

難しくなります｡ワーカーはただの司会役になりかねません。しかし、

それではコミュニティワークをやっているとは言えません。

これは援助機関の代表者がクライエントになる場合だけではありま

せん。 ワーカーが住民の代表者に会うときも同じです。地域の問題を

地域住民に考えてもらいたいと住民に働きかけるとき、住民の代表者

と話し合いますね。そのときの彼らの態度はケースワーカーに援助を

求めているクライエントの態度とは違います｡「なんだ､忙しいのに！ 」

と叱られながら住民に働きかけることになります。
~､

､》

巳余談:町内の福祉部長

よく整備されている町内会（自治会）には防犯部、文化部、交通部などいろんな部があっ

て、そのなかに福祉部というものもあります。町内会は、いくつか集まって連合町会をつ

くっているのですが、その連合町会にもそういう部があります。連合町会の福祉部の部長

となると、地域の福祉の問題には発言権をもつことが多くなります。私が知っている（連

合町会の）福祉部長は黒のサングラスをかけた一見ヤクザ風の酒屋の主人でした。態度が

じつに大きい。机の上に土足をいまにも上げそうなくらいにふんぞりかえりながら区役所

の職員の話を聞いていた。大学院を出たばかりの私などは、おそれおおくて近付けない（実

際は、嫌で避けていた)。区民室の室長、次長クラスが灰皿を持っていってようやく□をき

けるというくらいでした。どうしてこんなものすごい人物が福祉部長になったかというと、

区民との会合のなかで、何でもかんでも大きな声をあげて反対するので、うるさくてかな
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わんから議長にしてしまえば静かになるだろうという区役所の策略だったという話でした。

なぜ福祉部長なのかと思ったのですが、町内の「顔役」にとっては福祉部長であろうが防

犯部長であろうが文化部長であろうが、どうでもかまわないのであって、部長か副部長か

それとも平（こう）かという違いの方が重要なのだそうです。ポストも多ければ多いほど

良いので、町内の顔役の名刺にはたいてい襄にまで肩書がびっしりと並んでいます。私の

勤めていた町内では、病気で外出できないお婆さんが防犯部長をやっていて会議にも出ら

れないのですが、お爺さんの「形見」ということで「防犯部長」の言板をどうしても讓ら

ないのでした。それほど町内の社会では肩書が重要でした。例の福祉部長ですが、歴代の

連合町内会長が、その念願の（連合町会長の）ポストを占めるまえに福祉部長をやってい

たということで、福祉部長は衛生部長などよりも格が上だと思っていると周囲は推測して

いました。大都市での話ですが、日本的ムラ的秩序が都会にも働いて実におもしろいと思

いました。

さて、 こういう場合に、 ワーカーはどうやって権威を保てるでしょ

うか。 ワーカーが、ただのお茶くみ（あるいはビールつぎ）にならな

いためには、 どうすればいいでしょう？ 「権威なんていらないじやな

いか」 と思う人がいるかもしれませんが、権威がないと、インターグ

ループのなかのメンバーは誰もワーカーの言うことを聞いてくれませ

ん。それどころかメンバーの言いなりになってしまいます。 自分で自

分の行動を決められるという自律性が保障されない｡具体的にいえば、

グループのなかに自分の上司にあたる人がいて、その人の顔色をうか

がいながら実践をするのでは、 ソーシャルワーカーの実践にならない

のです。

これは、 ワーカーが自分のふるまい方や役割を一個の独立した専門

職者(profesSional)として自分で決めることができるかという問題で

す。 これを役割自律(roleautonomy)の問題であるといいます。

インターグループワークの場合、 ワーカーが役割自律を確立できる

かどうかの鍵は各団体からの中立性にあります。つまりワーカーは、

各団体から構成され、 しかもどこの団体にも従属しないインターグル

ープに所属するものとし、各団体から等距離をとれるようにしておく

のです。前の例のように、デイサービスセンターの職員がインターグ

ループワークをするとすれば、 どうしてもデイサービスセンターに有

利にすすめているのではないかと他団体から疑惑の目が向けられ、 ワ

ーカーの権威も自律性も保障されません。

この地域内の各機関から構成され、 しかも独立した協議会的組織で

行われるコミュニテイワークの方法こそ、 ここで述べるPDと深い関

係があるのです。



プログラム・ディベロップメント 169

鮒ﾊｽ:隣の人と話そう
「大学のスポーツ振興に使ってください」と、ある金持ちの卒業生が上智大学の体育団体

連合会に、 ドンと1000万円寄付してくれた。さて、それを、どのように各部で分けるかと

いう問題が残った。あなたはキックボクシング部の3年生でしたが、それをとりまとめる

役（議長）に選ばれました。キックボクシング部の4年の部長から「こんな時に、おまえ

が議長になったことは、我がキックボクシング部にとって本当にラッキーだった。期待し

ているよ」と、言われた。あなただったら、この難局をどういう方針で乗り切りますか。

隣の人と話し合ってみましょう。

3．PDとプランニング

PD(programdevelopment)は地域内の福祉サービスの調整を行い、

一連の計画として発展させていこうとするものです。地域内の福祉サ

ービスを機関の連合体によって調整しようと最初に試みたのは、みな

さんもよく知っているようにCOSです。実は第3章で述べたように

COSのsponsor中心のアプローチからPDが発展してくるのです｡実

際にPDを実施したのは、アメリカでは地域福祉協議会(community

welfarecOuncil)でした2。そこでは特に限られた資源を福祉機関の連

合体のなかでどのように配分するかが問題になりました。

では、 PDとプランニングの違いはどこにあるのでしょう。後に述

べるようにPDにおいては住民の参加は期待されていません。一方、

前章で述べたように、プランニングのモデルのうち機関の間だけで行

うものとしてはインクレメンタリズムと合理的意思決定理論の2つが

ありました。 1950年代は合理的意思決定理論が優勢でした。 しかし、

その後、その方法に対する疑問が高まり、インクレメンタリズムがで

てきました。PDは、 このインクレメンタリズムと深い関係がありま

す。

地域福祉協議会

具体的に考えるために地域福祉協議会について説明しましよう3.そ

2Commumtywelfarecouncilは『地域福祉辞典」 (1997)では「社会福祉協議会」 と訳さ
れている。しかし、 日本の社会福祉協議会と区別するために、ここではあえて地域福祉協

議会と訳しておく。

3以下にアメリカの地域福祉協議会を中心にして行われたPDとその問題点について述べ

ていきます。これはアメリカの地域福祉の問題について理解することが大切だということ
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の起源はCOSにあります。COSはひとつの地域を対象とした福祉機

関の連絡機関でした。その目的は第3章で述べたように直接的サービ

スが重なったりしないように調整することでした。つまり、そこには

直接的サービスを効率的に行ないたいという願いがありました。 しか

し、COSにはもうひとつの目的がありました。それは機関同士で話し

合い、地域全体の計画（資金の配分を含めて）を立てていくことでし

た。ただ、やがてこの2つの目的の両立が難しいことがわかってきま

した。

そこで20世紀の初めごろから、 COSは直接的サービスの効率化を

第1の目的にした連絡組織(全国組織はAmericanAssociationhr

OrganizingFamilySocialWork)と、計画やサービスの調整、資金の

調達を行なう地域福祉協議会に分かれるようになりました。

地域福祉協議会の仕事は時代によって変わりました。戦前・戦中は

ボランタリー・ソーシャル･サービスの調整のみを行なっていました。

ところが1950年代にはいると福祉基金団体が増え地域福祉協議会に

提供される資金が増えてきました。そのとき基金団体は黙って資金を

渡すわけではなく 「貧困層の児童を援助してほしい」などと注文をつ

けてきます。それで地域福祉協議会は、その基金団体が指定した優先

的問題にどう取り組んでいくかを話し合わなければなりませんでした。

つまり従来はサービスの調整しか行なわなかった協議会がプランニン

グを始めたわけです。

このときのプランニングの理論は合理的意思決定理論でした。その

ために従来は機関の代表者が集り、互いに調整しあう場として地域福

祉協議会があったのですが､1950年代では合理的意思決定理論を用い

たプランニングが厳正に行なわれるようにと、中立的な立場の（専門

職ではない） 「普通の人(laymen)」が中核を占めてプランニングを行

いました。合理的意思決定理論では誰が計画をつくっても合理的に作

りさえすれば同じ結論になるという考え方でしたから、利害関係のな

い外部の中立的な人にやってもらうのが一番いいと考えられたのです。

ではなく、ここにPDにかかわる典型的な問題がわかりやすく現れていると思うからです。
日本の事例で説明できるともっと良いのですが、これを書いている時点で手に入りません

でした。 ここで描かれているアメリカの状況はKurzman,P.A(1985).Program
developmentandservicecoordmationascomponentsofcommumtypractice.InS.H
Taylor&R.WRoberts(EdS.),Theoryandpracticeofcommunitysocialwork(pp.
95-124).NewYbrk二ColumbiaUmversityPressを元にしており、古い論文なので細かな
状況は変わっていることでしょう。それでもここで取り上げたのは、この論文で描かれて
いる問題点は時代や文化が違ってもある程度普遍的に出現するものだと判断したからで
す。
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この「普通の人」は、ソーシャルワーカーではないという意味で「普

通の人」なのであって、たいていは社会的地位の高い人々が選ばれて

いました。その中立性、公平性だけが重要だったわけです。 1960年代

になって市民運動が台頭してくると、 こういうやり方は一般市民の不

満を招きました。それは地元の人間でもなければ、その地域で働くワ

ーカーでもないという人物が、なぜ自分たちの生活にかかわる福祉の

プランニングを行なう資格があるのかという不満でした。

そして1970年代、 80年代になると合理的意思決定理論の中立性に

対する信頼は失われ、地域福祉協議会の中立性を信じる人もいなくな

ります。基金の種類も増えた結果、地域福祉協議会と類似の団体が各

地に出来てきます。 これまでは、ひとつの地域に、ひとつの地域福祉

協議会しかなかったのですが、考え方や価値観の違いから多くの別の

協議会が設立されたのです。 これらの別の協議会は多くは公立のもの

でした。 1960年代以後、急速に公的機関による福祉サービスが増え、

ボランタリー・ソーシャル・サービスの機関の連絡協議会である地域

福祉協議会では調整できないサービスが増えてきたのでした。 この公

的ソーシャル・サービスの調整は一民間団体にすぎない地域福祉協議

会には手におえないことです。これは公的一民間という違いだけでは

なく、公的サービスは国家や州政府とのつながりで内容が決まってく

るので、小さな地域単位で結成されている地域福祉協議会がかかわる

のは組織的に無理なのでした。

基金の配分

アメリカの民間福祉墓余団体の最大にして圧倒的な力をもっている

ものは、UnitedWay(支部の名称はUnitedFund)です（日本の共同募

金を大きくしたものと考えればいいでしょう)。一方、最近まで地域の

民間福祉機関の連絡機関といえば、地域福祉協議会しかありませんで

した。そうすると民間福祉団体に資金を提供するほとんど唯一の基金

団体とその資金を受ける唯一の民間福祉団体の連絡組織ということで、

結果的にUmtedWayと地域福祉協議会には深いつながりができてき

ます｡そして一般市民の民間福祉団体への寄付金のほとんどはUnited

wayに渡り、それがまたそのまま地域福祉協議会に渡されるという構

造があらわれました。そのころはまだ合理的意思決定理論がプランニ

ングの唯一の理論として使われていましたから、地域福祉協議会が一

手に資金を受け入れて、それを「合理的に」配分するという仕方は公

平で効率の良いものだと信じられていました。
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しかし、それにも疑いが持たれるようになりました。 というのは、

UnitedWayの募金活動に大きく貢献するのは、赤十字やボーイスカ
ウト団体など古くて市民の間での知名度が高い団体でした（誰も知ら

ない福祉機関が募金を呼びかけても市民の反応は小さいでしょう)。こ

れらの団体は基金の維持に大きな役割を果たしているため、その資金

配分にも考慮せざるをえません。またUnitedWayと地域福祉協議会

は、 もはや組織的に一体となって活動しているため、地域福祉協議会

が組織的に弱体することをUnitedWayはできません。地域福祉協議

会が組織的に決裂しないためには協議会を構成しているそれぞれの機

関が反目しあわないように基本割当金(baseallocation)を支給するこ

とになります。つまり協議会を構成している団体には最低限これだけ

の資金を提供するということが行われていました4.地域福祉協議会内

の機関間のバランスを崩さないことが大事な問題として優先されるわ

けです。

機関間のバランスをとりながら資金配分をするのは明らかに合理的

意思決定理論ではありません。 コミュニティのニーズより機関の力関

係やバランスが優先されているのです。 これはインクレメンタリズム

の考え方に近いものです（機関のエゴイズムだけから行なわれている

のであれば、 もうインクレメンタリズムでさえもありませんが)。

この考え方でいくと新しい機関の参入は歓迎されないことになりま

す。なぜならパイの大きさは同じで分ける人数だけが多くなるのです

から。新しい機関が新しいサービスを始めたいとして資金の配分を要

請しても、古くて力のある機関が既得権として多くの資金を取ってし

まっていますし、他の構成機関も基本割当金として資金を取ります。

すると新しい機関の新しいサービスに対して自由になるのは残りのわ

ずかな資金だけになります。 これをコミュニティの統合(community

integration)とサービスの革新(serviceinnovation)との矛盾として理

解できます。つまり新しいサービス機関を受け入れると資源配分の仕

方を変えなければなりません。 しかしそうすると、すでにできている

機関の間のバランスが損なわれ、機関のまとまり （コミュニテイの統

4たとえば、サークル協議会に大学から活動補助金が提供されるとしますね。そのときサー
クルの活動の活発さに応じてその補助金を配分すると、サークルの間に競争意識や嫉妬な

どが起きて、サークルどうしの関係が不穏になるかもしれません。ですから開店休業状態

のサークルにも毎日活発に活動を展開しているサークルにも一律に年5万円は割り当て

られるという約束を協議会でしたとします。すると、その5万円がここでいう基本割当金

ということになります。
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合）が失われます。そういうジレンマのなかに地域福祉協議会はある

のです。

鮒ﾊｽ:ｺﾐｭﾆﾃｨの統合とｻｰﾋｽの革新の矛層
コミュニティの統合とサービスの革新の矛盾とはどういうことか、隣の人と話し合いなが

ら、自分の言葉で整理してみなさい。

鯵演習:墓命配分
4-6人でグループをつくります。それぞれ福ﾈ|卜墓令団体（四谷基金）の代表者(U)、地域福

祉協議会の代表者(C)、赤十字(R)5，ボーイスカウト(B)5、児菫虐待防止事業会(J)の代表者

になります。Cは赤十字の社員でもあります。 6人のグループの場合は、学識経験者(A)と

して参加する。 4人の場合は、UとCを一人三役。

状況:Uさんの手もとには100万円の小切手が10枚あります。それを地域福祉

協議会の会議室で分けることになりました。

U:ここに1000万円あります（紙片を見せながら)。これは来年度、この地域

の児菫福祉のためにつかってください。

C:今日、あつまっていただいた3団体は、この地域で活動されている代表的な

児童福祉団体です。今年度も四谷墓令さんから児菫福祉のためということで、

1000万円、いただいています。今年度は赤十字さんが500万円、ボーイスカ

ウトさんが500万円と分け、児菫虐待防止事業会さんは、まだ活動をはじめ

たばかりということで、とくに配分はありませんでした。で、来年度の資金

配分について、ご意見をお聞きしたいと思いまして、みなさんにお集まりい

ただいたわけです。

R:私たちは来年度も同じだけの資金の提供を期待しています。

B:私たちも同じです。

J:とすると、来年度も私たちの会は資金を全くいただけないのですか？！ （驚

いた声で)。

R:まあ、それは仕方ないでしょうね。

B:バザーとか、されたらどうでしょうか。

5ここで「赤十字」 「ボーイスカウト」 という実在する団体名を使ったのは、知名度がある
民間団体を（さらに前者は治療的なサービス、後者は予防的、教育的なサービスを行う団

体を）イメージしてもらうためであって、現実の日本において、赤十字とボーイスカウト

がこのような形で予算を分け合うことは無いと思います。したがって資金の金額等も根拠

のないものです。すべてフィクションだと考えてください。
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J:そんな、来年も補助金がゼロなんて、それはないですよ（大きな声で)。児

童虐待を防止するというニーズは、たいへん深刻なんですよ。啓発活動をや

ったり、ボランティアの研修をやったり備品をそろえるなど、もつともつと

資金が必要なんです。

R:それは、どこだって同じですよ。おたくだけじゃないですよ。

B:みんな苦労されているんですよ。

C:しかし、どうでしょうか、児童虐待というのは、これからの地域の問題です

し、赤十字さん、ボーイスカウトさん、それぞれ100万円ずつ減らしてです

ね、200万円だけ、児菫虐待さんにまわしていただくというわけにはいきませ

んか。

B:冗談じゃないですよ。だいたい四谷墓余に寄付をしてくれと、キャンペーン

をはっているのは、私たちなんですよ。雨の日だって風の日だって私のとこ

ろの子どもたちが街頭にたって宣伝しているからこそ、これだけの墓金が維

持されているんじゃないですか。それを例年500万円もらっているのに今年

だけは400万円だなんて、今年のキャンペーンに参加してくれた子どもたち

になんて言えばいいんですか。そんなこと、絶対できませんね。

R:私のところも同じですね。蟇余白体がくつに減っているわけでもないのに、

なぜ、私たちへの割当が少なくなるのか理解できないし、基金づくりに協力

してくれた会員にも説明がつかないですよ。

J:しかし、子どもをキャンプにつれていくより、家で虐待されている子どもを

助ける方が児菫福祉の点からは大事だとは思いませんか。

B: (ため息をついて）つたく、われわれの活動も児童福祉に大きく貢献してい

るんですよ。私たちのキャンプ活動に、どれだけの子どもたちが参加してい

るか、あなた、ご存じですか？私たちのキャンプは毎年、とっても評判が良

くってね。場所の関係上、いつも人数オーバーで断っているくらいなんです

よ。予算が減ったら、キャンプに参加できる子どもたちの数も減ってしまう

わけでしよ？そんなこと（フシと舅で笑う）話にも何にもならないですよ。

J:じゃあ、赤十字さんの方は、どうでしょう。児菫福祉という点では活動はあ

まりなさっていないのではと思いますが。

R: (カン高い声で）なに言うんですか、失礼ですねえ！ あなた、私たちの活動

を全くご存じないようですね。こんど活動報告書を送りますから目を通して

いただきたいですね。 (Cに向かって）おい、こんど、こちらのかたに、うち

の報告書を送ってあげてやってよ。

U:まあまあ、みなさん、おちついて話しあいましょう。とにかく児菫虐待さん

のところは、まだ、これといって実續はないわけですから、私としても長い

実績をつんでいらっしゃる赤十字さんやボーイスカウトさんの資金を削って、
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そちらにまわすという案には賛成しかねるんですが。

J:だって、私たちには、ほとんど資金がないんですよ。どうやって実續をあげ

られるというのですか！

R:児童虐待なら、われわれの方でも対応できると思いますよ。

U:そうですね。これまでにも児菫の定期検診で発見されたと聞きましたし。

C:しかし、従来の方法では対応できないケースも出ていると思いますよ。

B:だからといって、新しい団体に資金をわたしたところで、何かできるという

保証はないでしょう？これは市民の貴重な寄付金だからね、しっかりとした

団体でないと、わたせないでしょう？

C:それは児童虐待さんに失礼な言い方だと思いますよ。こんなにがんばってお

られるんだから。

R:がんばっているのは、どこだって同じだよ（怒って)｡ (Cを指さして）君、

もっとしっかりしなくちゃだめだよ。地域福祉協議会のことを、もつとこち

らに(Jを指さして）わかってもらうように努力しないと（強い口調で）

（6人の場合、下の台詞をつける）

U:今日は、こういった問題に詳しい四谷大学のA先生をこの会議に助言者と

して招いているんです。先生、こういった場合、どう会議を進めたらいいで

しょうかね。なにかご助言がありますでしょうか。

台本を読み終わったあとは、こんな調子で会話をすすめて、最後には、すべての人が満足

できるように、ワーカー役(CとU)は話合いをすすめてください。そして実際に10枚の小

切手を分けてみてください。そのとき、どういう方針、あるいはどのような判断蟇準をも

って、そのように分けたのかを明確にしておいてください。結果は、グループごとに後で

発表してもらいます。

なお次のページに各団体の様子を表にまとめていますので、これを参考にしてみてくだ

さい。



赤十字社 ボーイスカウト 児童虐待防止事業会団体名

来年度の予算配分

その根拠

万円万円 万円

地域内の児童虐待を予防し､ま
た虐待をしている親の電話カウン
セリングを行う。

災害救護活動や救急法等講習会

の開催､医療事業(病院)、血液
事業､奉仕団活動など幅広い活

動を展開している。

地域社会での社会奉仕体験や自
然体験などを経験させることで、
青少年の健全な育成を行う。

活動内容

年間予算

有給職員

今年度の助成金

助成金の使途など

1億円 1千万円

少数

例年500万円

50箇所の活動拠点に補助金とし
て10万円ずつ支給している｡活動

場所の維持費として使われてい
る場合もあり、補助金削減は活動

の停止につながりかねない。

10万円

ゼロ(全員無給）

実績がないため無し

スタッフの研修に外部講師を呼び
たいが､交通費も払えない状況で
あり、援助機関として専門性の高
いサービスを提供できない状態
が続いている。

多数

例年500万円

寄付金の一部として扱われる｡病
院の赤字経営が続いており､寄
付金が少なくなることは病院にと
って致命的である。

赤十字という認知度の高い団体

が加盟しているからこそ募金が集
まる｡病院経営が苦しく､助成金
が少しでも減るのなら､地域福祉

協議会を脱退し､独自で募金活
動をしたい。

医療機関をもっているので､そこ
で対応していきたい｡予算があれ
ば､虐待への対応についての職
員の研修会を開きたい。

募金活動をしたのはボーイスカウ
トの子どもたちだ｡だから例年の
分だけ助成金はほしい｡助成金
を減らされたら､募金活動をする
意欲が下がると思う。

予算は全部､個人の持ち出しに
なっている｡助成金がなければ実
績も出せない。

助成金が必要な理由と主張

虐待予防には新しい専門的アプ
ローチが必要であり、虐待予防を
専門的に取り組む組織の強化が
急務である。

虐待は予防が大事｡親子の交流
をはかるプログラムもあり、虐待
予防､早期発見に貢献できる。

児童虐待への対応について

注:赤十字､ボーイスカウトとも､上記の数字､主張は日本の実情を反映していない｡児童虐待防止事業会は実在しない｡つまりこの演習で出て
くる団体はすべて架空のものであり､配分の難しさを体験してもらうという目的のためだけに作成した。
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4．多元主義と資源配分

地域福祉協議会は合理的意思決定理論に基づいて計画をたてるとい

うことでしたから、地域内の唯一のプランニングの機関になりえたの

です。しかし合理的意思決定理論を使っていない（あるいは使えない）

というのであれば、中立性も保障されないわけですから、他の機関が

プランニングをするようになっても不思議はありません。

1960年代になって公的福祉サービスが拡大され市民運動が台頭す

ると、公的福祉サービスを調整し計画する別のプランニング機関が

次々と結成されます。また市民運動は地域福祉協議会の保守性を批判

し、協議会のプランニングに対抗して別のプランニング活動を展開し

ました（このひとつの例がすでに説明したアドボカシー．プランニン

グです)。

しかし、公的福祉サービスの資源配分についても地域福祉協議会の

場合と同様にさまざまな難しい問題が生じました。たとえば、人材や

資金を経験豊かな安定した機関に与えるか、それとも新しいニーズに

対応しようとする挑戦的な機関に与えるか。機関の評価は過去の実績

によるか、それとも将来の可能性を重視するか。資源配分を決定する

会議に当事者（サービスの消費者）を加えるか、それとも専門職を中

心にするか。 コミュニティの統合とサービスの革新の矛盾をどう解決

するか。資源配分は平等(equality)の原則に従うか、それとも最も不利

な状況にある人々に多くを与える公平(equity)の原則に従うか6． どれ
も難しい問題です。

解決方法はあるのか

では、 こうした問題に解決方法はあるのでしょうか。アメリカには

給料から直接､福祉への寄付金を出してしまう制度(charitablepayroll

deduction)があります。 日本には、それに当たる制度はありませんの

で、 ここではCPD制度と呼んでおきましょう。上智大学では教職員

組合にはいると組合費が給料から天引きされてしまいますが、それと

同じような仕組みです。

このCPD制度にそもそも問題があるという指摘もあります。CPD

制度をUnitedWayが独占しているのです。ですから民間福祉団体に

6もっとも社会的に不利な人々に多くの資源を配分するplanmngの方針(orientation)を
equityplanningといいます。Barker,R.L.(Ed.).(1995).TheSocialWorkDictionary
(3rded.).Washington,DC:NationalAssociationofSocialWorkers.,p. 123.
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寄与しようとする市民の寄付金は、その雇用団体がCPD制度を利用

するかぎり、すべてUnitedWayに流れてしまいます。CPD制度は税

の源泉徴収と似て安定した資金を提供するため、民間福祉団体にとっ

ては貴重な財源です。それをUnitedWayが独占しているのは問題で

はないかという批判が前からありました。 しかし、それに対して

UnitedWayは自分たちは開放的な方針(openpolicy)を保っており排

他的な団体ではないと反論しています。つまりUnitedWayに参加し

たい団体はいつでも参加できるという方針を公にしているのです。に

もかかわらず、実際には市民運動が台頭した1960年代以前と以後、

UnitedWayの資金を受けている機関のリストは、ほとんど変わって

いないと指摘されています。 1960年代の市民運動にもかかわらず、サ

ービスの革新は、 この部分ではほとんど行なわれなかったのです。

このような事態から、寄付者が寄付する相手の機関を選べる 「寄付

者選択(donoroption)」を制度化すべきだという主張があります。実際

ペンシルバニアでこのような試みをした結果、寄付金の総額は増えた

そうです。 しかし、そうなると福祉の現場をよく知らない一般市民に

賢明な判断ができるのか。寄付金の総額が増えても、マスコミで話題

になっているような分野に募金が集中し、重要な分野だけれども世間

の注目をあびていない分野には募金が少ないということにならないで

しょうか。また民間福祉団体が市民からの寄付金を受けるとき、協議

会のような連合組織を通すのではなく、個々の機関が情報や人材、 ク

ライエント、資金、サービスなどを交換することによって、別の形の

協力関係をつくり、相互に調整しながら寄付金を受けるという案も出

ています。いずれにしても難しい問題があり、まだ解決方法を模索し

ている段階であるといえるでしょう。

鮒碍卯バズ：サークルヘの資源配分
四谷大学には茶道部、華道部、香道（こうどう）部という3つの部があり、それで四谷伝

統芸道協議会を構成していました。そこに財団法人日本伝統芸道協会から100万円の助成

がありました。そのお金の分け方を、あなたが提案するとすれば、どのような原則で分け

ますか？隣の人と話し合いなさい。ただし3つの部の現状は以下のとおり。

茶道部

60名

なし、ただし福祉施設

への訪問活動を行う

部室が狭い

部

部員

実績

華道部

30名

今年度・昨年度全国大会

連続優秀賞受賞

講師招請に費用がかかる

香道部

10名

なし、ただし50年の

活動の歴史がある

部員は4年のみで廃部寸前問題点
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畠一余談：福祉団体への援助の事例
UmtedWayにあたる日本の機関としては共同募金会があります。また地域福祉協議会にあ

たるのが社会福祉協議会になります。社会福祉協議会は共同募金のひとつの使い道として、

福祉団体の援助をやっています。 1990年代の前半の話ですが、ある社協の事務局で団体A

に20万円、団体Bに20万円、団体Cに10万円というように割り当てられている表を見

せてもらったことがあります。私はPDの実例を見たような気がして「これはどういうよう

にお金の配分を決めているんですか」と担当職員に聞きました。すると彼は「さあね、よ

くわからないんですよ｣。私「え？わからないって、どういうことですか｣。彼「いえ、

私が担当する前から、ずっとこういうように分けているみたいなんです｣。私「担当する前

からって、いつごろからですか｣。彼「さあ、ずっと前から、こうだと思いますよ｣。私「で

も、たとえば新しい団体が『私たちも福祉団体だから補助金がほしい』と、こちらに言っ

てきたときは､どうしているんですか｣｡彼｢いえ､そういうことはまだ－度もないんです｣。

私「どうしてですか｣。彼「たぶん、誰も知らないからでしょう｣。私「どうして知らない

んですか｣。彼「どこにも知らせていませんから｣。似たような状況はいまでも、いろんな

ところにあるのではないでしょうか。

r…“
1ntergroupwork,Newstetter,ワーカーの権威，役割自律地域福祉協議会, UnitedWay,

コミユニテイの統合，サービスの革新Equality,Equity,Equityplanning
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荷…‘
里の住人：このあいだは、ずいぶん挑発的なお話でした。

山の仙人：そうだったかのう？もう忘れたわい。

里の住人：人は信じたいものを信じるようになる。時流に乗った理論は、＜だらないものでも世

に知られる、とか。

山の仙人：まあ、そんなもんじゃな。

里の住人：とすると、仙人が高く評価するのは時流に乗らない理論ですな。

山の仙人：時流に乗っとる理論が皆くだらんとは言えんように、時流に乗らない理論が、それだ

からといって貴いわけではない。ほんに、つまらんから誰も見向きもせん理論もあるでな。

里の住人：時流には関係ないわけですな。

山の仙人：そうじゃ。しかし、そうとは言っても、わしらはすべて時代の子じゃよ。時流からは

真に自由にはなれん。

里の住人：自由になれんとは？

山の仙人：時代に照らし合わせて自分の考えを練るしかないというわけじゃよ。

里の住人：仙人は時代に対して、どういう姿勢なんですかな。

山の仙人：わしは仙人じゃ。世を捨てておる。

里の住人： ． ． ．じゃあ、話をもとに戻しましょう。どういう理論を仙人は評価するのですか。

山の仙人：知的に誠実な理論じゃ。

里の住人：わかりませんなあ。知的に誠実ではない理論なんて、あるのですか？

山の仙人：そりゃ、あるわいな。たとえば、権力者に媚びるような理論がそうじゃろうな。前に

も言ったように、戦時中は、日本は神の国で他の国よりも優れておるといった「社会科学的な

理論」が帝国大学の教授たちによって書かれておった。

里の住人：そうなんですか？大学の教授たちは権力によって弾圧されていたんでしよ？

山の仙人：抑えつけられていた人もおったよ。そういう人は自分の過去を何度も書いているし、

それで、そのことはよく知られておるわな。じゃが、ああいう時流を利用して有名になった学

者連中も多いのじゃ。そのことは誰もいわん。だから、あまり知られてはいないがね。

里の住人：あれは戦時中の特別のときでしよ。

山の仙人：いやいや、そうではない。たとえば1960年代は自分でよく考えもせずに「革命が

起きたら社会福祉の問題はなくなる」と書いていれば、それで世に出られたもんじゃ。

里の住人：それも特別のときでしよ。

山の仙人：あとから思えば、その愚かさに気づくのじやが、その時代にいると、それに気づかん

のじゃなあ。いまだって、ある方向性のことを言ったり書いたりすれば、雑誌が取り上げてく

れたりして「時の人」になれたりするかもしれんぞ。

里の住人：へえ、その方向性って何ですか？ぜひ教えてもらいたいものですな。
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いよいよ、 この本で紹介する最後のモデル、 コミュニティ ・ リエゾ

ンを説明します。

1．福祉の原点としてのボランタリズム

このモデルは、他の4つのモデルとは違いCOSにもセツルメント

にも、その原型を求めることはできません。そもそも地域を援助の対

象とはせず、個人や個々の家族を対象としてケースワークやグループ

ワーク、ケアワークなどの直接的サービスを行う機関が地域社会との

つながり(liaison)をもつために使う方法なのです。それをコミュニテ

ィ ・ リエゾン(communityliaison)といいます（以下CL)｡

このモデルは、アメリカの福祉の風土を理解しないとわかりにくい

部分があります。その福祉の風土とは、ひとことでいえば、ボランタ

リズムに根ざした民間福祉の伝統です。日本の民間福祉施設の多くは、

2000年に社会福祉法が成立するまで基本的には措置費として国や自

治体から資金を受けて運営されてきましたし、それが支援費に変わっ

ても （働いている人が公務員ではないという意味では民間福祉施設で

すが）公的機関を経由する資金で運営されているという点では純粋な

民間施設ではありません。
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それに対してアメリカでは福祉は市民のボランタリズムで運営され

るべきだという考え方が強く、資金も市民、具体的には周辺地域の住

民から集めて運営されることがあります。 ということは、たとえ、そ

の機関が地域住民に直接かかわるサービスをしていなくても、地域住

民の理解を得ることは機関の運営のためには必須のことになります。

日本の場合は行政から資金が出ていたので周辺の地域住民の理解が得

られなくても平気なのですが、アメリカではそうはいかなかったので

すね。

もちろん日本にも地域住民のボランタリズムとつながった施設をつ

くろうという動きはありました。戦前の例としては、岡山孤児院をつ

くった石井十次の実践があります。当時の劣悪な公的な孤児院に対し

て岡山孤児院は先駆的な実践を行っていました。その実践理念は岡山
たくはつ

孤児院十二則にまとめられていますが、その一つに托鉢主義がありま

す。それは孤児院の維持を公的資金や巨額の基金に頼らないで、多数

の人々から少額の金銭を職員自らが集めていくというものでした。そ

れによって周囲の人々の施設への理解をふかめていきます。施設が名

実ともに周囲の人々によって支えられているのだという現実をつくり

だしていくのです1．

社会福祉というと行政がしっかりお金を出さないとダメだと思い込

んでいる人がいますが、 「法律による社会福祉」 (statutorysocial

service)は明らかにそうだとしても、 「自発的社会福祉」 (voluntary

socialservice)は必ずしもそうではありません｡行政からお金をもらう

と、かえってダメになることもあります。 「自発的社会福祉」の基盤は

市民運動にあります。市民運動は行政からお金をもらうとダメになる

ことが多いものです。 「自発的社会福祉」が弱まり 「法律による社会福

祉」ばかりが強くなると、福祉は国や自治体がやればいいもので一般

市民には関係がないという風潮がでてきます。

むかし精神障害のある子どもが街を歩いていると、 「どうして、ああ

いう子が街のなかを歩いているんだ、ちゃんと施設に入れたらいいの

に。政府は何をやっているんだ」 と怒るように嘆いていた人がいまし

た。つまり、いくら国や自治体が福祉サービスを充実させても一般市

民の意識が変わらないかぎり本当の福祉は実現されません。また公立

’岡村重夫(1983） 「社会福祉原論』全国社会福祉協議会,pp､ 16-19.いまの日本の児童養護
施設は措置制度によって、子ども一人あたりいくらという資金が行政から直接に降りてき

ます。ですから地域住民との関係がなくても施設の運営はできます。しかし地域から孤立

すると、とくに子どもたちの施設などは差別が深まるなど、さまざまな問題がでてきます。
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のアルコール依存症の治療施設が新築されると 「酒飲みのためにどう

して我々の血税をこんなに使うのだ」 と一般市民から抗議を受けるか

もしれません。アメリカのホームレスの状況を見ていると 「法律によ

る社会福祉」は、 日本より発達しているとは必ずしも言えないという

印象を受けます。 しかし障害のある人たちがアメリカに旅行すると差

別的視線が少なかったとよく聞きます。そのひとつの理由としてアメ

リカの「自発的社会福祉」があるのかもしれません。つまり福祉は自

分たちの問題として、ふだんから関心をもたなければならないという

姿勢が一般市民の間にあるのかもしれません。

2-直接的サービスの充実のために

直接的サービスを行う福祉機関にとってCLが大事だというもう一

つの理由は、ケースワークやグループワーク、ケアワークをより充実

させるためには、コミュニティとの関係が重要になるということです。

たとえば精神障害者の社会復帰を援助する機関が、ケースワーク的

に一人の患者を援助しているとします。その人がひとりでアパート暮

らしをして働けるようになるまでには、いろんな機関と連絡をとらな

ければいけません。いきなり働くことはできないでしょうから、始め

は生活保護で暮らします。すると福祉事務所の協力がいりますね。そ

れから薬を飲みながら生活するので、病院あるいは診療所の主治医と

本人の様子について相談できることが望ましいでしょう。また、いき

なりアパートの一人暮らしでは不安や孤独感も強くなるでしょうから、

同じ元患者がグループで暮らし、保健師やソーシャルワーカーが常時

相談にのってくれるグループホームを利用できればいいと思います。

あるいは保健所等のデイケアサービスを利用してもいいかもしれませ

ん。働く練習のためには作業所で計||練を受けるといいでしょう （その

作業所も地域住民の理解がないと作れないこともあります)。地域の理

解を得て､差別を元患者さんが受けないように民生委員などに町内の

人々との仲介を頼んだ方がいいかもしれません。

こう考えると、一人の元患者をケースワークによって援助するとき

にも診療所、福祉事務所、保健所、作業所、民生委員協議会など多く

の機関と連絡をとるようになります。 こういう地域内の機関とつなが

りをつくることはコミュニティとの関係をつくることです｡ですから、

ケースワーク、グループワークなどの直接的サービスを行う機関も、

そのサービスを充実させるためにコミュニティとの良い関係が必要な
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のです。 このように直接的サービスを行う機関が、 コミュニティとの

関係をつくりだそうとして使うモデルがCLなのです。

しかし、 1939年のレイン．レポート2によって、 コミュニティワー

クがひとつの独立したソーシャルワークの方法として社会的に認めら

れるようになると、 コミュニティワークは、それを専門とする機関が

行うべきものという認識が広がりました。そして直接的サービスを行

っている機関が行うコミュニティワークは、 しだいに軽視されるよう

になります。それが見直されはじめたのは次に述べるように1950年

代のことです。

棚ﾊｽ:隣の人と話そう
直接的サービスを行う児童蓋護施設がコミュニティとの関係をもつ必要があるのは、なぜ

だろうか。それを考えてみなさい。

3．モデルの発展

ケースワーカーやグループワーカーなど個人や家族を直接援助する

ワーカーも、 コミュニティワークをその仕事の一環として行うべきだ

という考え方は1950年代に出てきます。直接的サービスを専門とす

るワーカーが行うべきコミュニティワークの実践が、ひとつひとつ明

らかにされました。たとえば複数の機関の代表者から成る委員会に出

席する、地域内の他の機関とつながりをもつ、地域住民の団体と話し

合う、行政の政策変更を求めるために専門職の委員会をつくる、地域

で募金活動を行うなど、 さまざまな仕事がありました。

1960年代になると、その仕事は分類されるようになりました。ひと

つは他の機関との関係づくりで、送致や機関間の情報交換、機関の協

同実践等がその内容になります。そしてコミュニティの支持を得るこ

と。機関のプロジェクトや理念に対する支持をコミュニティからとり

つけることです。 3つめはコミュニティの資源を改善すること。機関

が直接的サービスの対象者のニーズを満たすために、 コミュニティ内

2LaneReport. コミュニティ .オーガニゼーションをソーシャルワークの方法として確立
したことで知られる報告書。ここでは、コミュニティにあるニーズと資源を調整して結び

つけていくのがコミュニティ．オーガニゼーションだという 「ニーズ・資源調整説」が出

された（『現代社会福祉事典』（1988)全国社会福祉協議会)。この話は過去なんども国家試

験に出されている。
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で新しいサービスを始めたり、あるいは既存のサービスを改善したり

することです。

1970年代には、 この3つの分類のうち、最初のものはあとの2つ

に含まれるはずだと考えられるようになります。つまり、 コミュニテ

ィ内にある複数の機関間の関係をつくりだすのは、結局はコミュニテ

ィの支持を得たり、あるいはコミュニティ内のサービスを新しく始め

たり改善したりするためだからです。そして、あとの2つの内容をよ

り明確にするかたちで、CLをコミュニテイの資源の獲得と、環境の

変化に応じた機関の目標やサービスの再検討という2つの要素にまと

められました。

コミュニティ・ リエゾンのイメージ

資源の獲得 サービスの再検討

コミュニティ

組織論的モデルの矛盾

この考え方は組織論(organizationtheory)に基づいたものであると

いえます。つまり組織が維持・発展するためには環境から支持を得な

ければならず、そして支持を得るためには組織の目標や活動をフィー

ドバックによってたえず変更していかなければなりません。そういう

組織の一般理論に基づいて組織としての福祉機関のあり方を考えてい

ます。ですから、 このような組織理論によってCLを考えていくと、

なにも福祉機関でなくてもよいわけで、スーパーマーケットであって

も組織としてコミュニティのなかで維持・発展していくためには、 コ

ミュニティの支持と、それを得るために絶えず組織の活動の見直し(具

体的にはコミュニティのニーズに応じて販売する品物や開店時間を変

えるなど）が必要です。 とすると、福祉の価値観を反映した理論とし

てCLは存在するのかどうかという疑問がおこってきます。
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具体的には直接的サービスを行う対象者が、 コミュニティから強い

差別を受けている人々であって、それらの人々へのサービスを充実さ

せようと思っても、 コミュニティの支持が得られないときどうするか

という問題があります。福祉機関としては対象者へのサービスをより

充実させることが必要だと考えていても、 CLの立場からはコミュニ

ティの理解を得られないサービスを行っても仕方がないということに

なります。

たとえば、いままで身体障害者の作業所を運営していて地元の住民

もボランティアで参加したり資金づくりに協力したりするなど、地域

との関係もうまくいっていたとします。そうするうちに重複障害者の

ことが問題になり、自閉症など行動障害3のある人たちも作業所で受け

入れたいとスタッフは考え始めました。 しかし、地元はまだ行動障害

に対して偏見をもっていて反対をしている。そういう状況のとき組織

論的なCLの考え方からすると、地元の反対を押し切ってまで新しい

サービスを展開することはできないかもしれません。

あるいは非行少年をケースワークの対象としている機関があって、

地元地域の環境が少年には望ましくないことにワーカーが気づいたと

します。つまり深夜営業のゲームセンターがあったり、アルコールや

成人雑誌の自動販売機があったりするのです。そこで機関が地域の非

行の温床になりやすい部分を変えていくプロジェクトをたてたとしま

す。 しかし、それに地元の商店街が反対するかもしれません。都会の

町内会は、いまや商店街によって支えられている部分もありますので、

商店街の反発を買ってしまっては地域の支持は得られなくなります。

要するにCLが組織論的立場から組みたてられるなら、 コミュニティ

自身がもつ少数者への偏見や無関心を変える必要がでてきたときに問

題がでてくるわけです。 これは直接的サービスを行っているワーカー

がCLを放棄しないで、どのように社会に働きかけを行っていくかと

いう問題に帰着します。

3 「社会的に望ましくない行動が持続する状態。暴力などの反社会的行動から重度障害児の

自傷行為まで幅広い範囲を含む。近年、強度行動障害という概念も提唱されている。これ

には主に自閉症や知的障害をもつ児童や者のひどい自傷、強い他害、激しいこだわり、睡

眠の大きな乱れ、食事関係の強い障害、著しい多動などの行動障害をさしており、処遇が

著しく困難であることから指定施設における特別処遇加算事由となっている」 『現代社会

福祉事典』 （2003)有斐閣,p. 117.
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鮒ﾊｽ蟇金か税金か
「Communityhaisonによって地域から募金を集めるなんてとんでもない。福祉の資金源

は行政に求めるべきだ。福祉に使われてこそ税金は生きてくる」という主張に対して反論

するとしたら、あなたはどのようなことを言いますか。隣の人と話し合いなさい。

鮒ﾊｽ:抑圧されている人への支援
社会福祉が第一に対象者と考えるのが、社会から差別され抑圧されている人たちであると

すれば、 彼らへのサービスに地域の人々は資源を提供するだろうか？地域住民の支援な

しに運営できない社会福祉機関は、地域住民から差別され抑圧されている人たちを援助す

ることができるのか？隣の人とあなたの意見を交換しなさい。

4．ソーシャルアクションをめぐるジレンマ

直接的サービスを行う機関のワーカーは、ふつう、その仕事をワー

カーークライエント関係に限定しているかぎりコミュニテイの支持を

得られるわけですが、それを越えてコミュニティの変化まで求めよう

とすると、 コミュニティの支持が得られなくなる場合があります。 し

かし、 クライエントの援助が本当に有効なものになるためには、 コミ

ュニティの変化も必要なときがあるからこそ問題なのですね。

そこで実際のアメリカのワーカーたちはどうしたかというと、機関

の制約を離れて専門職団体(ソーシャルワーカー協会など)をつくり、

そこからソーシャルアクションを行おうとしたのでした。 ワーカーは

専門職(profbssional)でもあり、機関の被雇用者(employee)でもありま

す。被雇用者の立場からすれば機関に対するコミュニティの支持が得

られなくなる危険性をまねくソーシャルアクションを行うことは難し

いわけですが、専門職としてはそれをやっていかなければならないの

ですね。 クライエントの援助のために機関の制約を越えるところにヒ

ューマン・サービス専門職の特徴があります。

たとえば医師や看護師も専門職として病院の経営方針と自分たちの

専門職倫理とのジレンマに悩むわけです。金融取引の専門知識をもっ

た人は「ここで円を売ってドルを買えば、会社は大損をするが世界経

済のためにはそれが必要だ」 と判断して、そのように行動できるなら

ばヒューマン・サービスでいう 「専門職」 と同じ意味で専門職といえ

るでしょうが､実際には会社の不利益になることはできないでしょう。
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つまり被雇用者の制約の方が強いわけです。被雇用者の制約を越える

使命(mission)をもっているかどうかで専門職性(profbssionalism)を

考えるべきだと思います。

鮒ﾊｽ:ﾋｭｰﾏﾝ.ｻｰﾋｽの専門職
ヒューマン・サービスにおける専門職とは、単に専門的知識をもっている人のことではな

く、その所属機関の制約を超える使命(mission)をもつ人のことをいいます。ひとつの機関

で雇用されていながら、しかもその機関の制約を超えるということは、具体的にはどうい

うことを意味すると思いますか。隣の人と話しながら考えてみてください。 （グループワー

クの授業でも同じ問題を取り上げています｡）

量余談 ProLssion91

専門家にあたる英語としてはprofbssionalのほかにspecialistとexpertがあります。

Speciahstはgenerahstに対して言うもの。Protssionalは職業であることが特徴です。

Expertは職業とは無関係で深い知識をもった人のことを言います。よく日本語で「ソーシ

ャルワーカーや医師などの専門家」という言い方をしますが、あれは「専門職」と言い換

えるべきだと思います。第2章で述べたように、ストレングス視点では当事者こそ、自分

たちの問題のexpertだと考えるからです｡私はprofbssionalの訳語としては常に「専門家」

ではなく「専門職」を当てています。

ソーシャルワーカーたちは専門職団体に加入して、そこからソーシ

ャルアクションを起こそうとしましたが、その場合は自分の個人的な

時間を使ってソーシャルワークをするという形になり、 自分の生活に

負担がかかります。それが、 ソーシャルアクションをめぐるワーカー

のジレンマになりました。

懸演雪:専門職団体つくり
2-3人のグループ（対）を作ります。以下、台本に沿ってA、Bの役を行い、続きを5分間

□－ルプレイしなさい。 3人の場合、一人は観察者になります。□－ルプレイのあと感想を

話し合います。

状況:AとBは勤務先は違うが、ともに学菫保育を担当しているソーシャルワ

ーカーである。学菫保育職員研修会の帰り道、障害児の受け入れを父母会が

理解していない実状をAがBに話し、Aは障害児への理解を地域に広めるた

めに施設の枠を超えたソーシャルワーカーの団体をつくりたいと言う。
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A:というわけなの。いっしょにやらない？

B:そう簡単にいうけどね、たいへんよ・まあ、気がむいたら参加するわ。

A:そんなこと言わないでよ。みんなでやらなきゃ、できないのよ・

B:ごめんね。他の人を誘ってみて。

A:あなただって、ソーシャルワーカーじゃない？こういう問題を真剣に考え

てほしいのよれぇ。

B:私のところは、なんとか、うまくやっているのよ・まあ、あなたのところは

施設長に理解がないのよれ。

A:こんどの土曜日に統合保育についての研究会を開きたいの、手はじめにね。

参加してくれるよね？

B:週末ぐらいは仕事を離れてのんびりしたいなあ。

A:そうかあ。 （間）じゃあ、会員になってくれる？

B:なるだけなら、いいけど、会費とるの？

A:そりゃ、そうよ。これから、いろんな活動したいんだから。

B: b}<ら？

A:年会費で1万円。

B:ひいええ、高っかあい1

A:これから広報活動をしたり、講演会舂作画したりしたいのよ・

B:でも、 1万円も出すメリットって、どこにあるの？

A:メリットって？これから、私たちの方が地域の人たちに対して何かやって

いこうとしているんだから、メリットなんて. ． ．ないわね。

B:そんなんじや、誰も入らないわね。

A:長い目で見れば、ソーシャルワーカーが社会に認められることにつながるん

だから． ． ． 。

B:でも、なんで私がお金を出さなきゃいけないの？もっとお金を持っている

人が出せばいいのよ、そんなもの。

5．当事者参加促進策

CLはコミュニティからの支持を得るために必要でした。その場合

コミュニティといってもコミュニティの指導層だけを相手にしていま

した。つまりコミュニテイの有力者（だいたいが富裕な人々）や代表

的な福祉機関の指導者たちと関係をもつだけでよかったのです。

ところが1960年代になって、その状況がかわります。市民運動が

台頭し、 コミュニティの指導層だけの意向を聞いて運営される機関の
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あり方に批判があびせられるようになります。そして基金団体や行政

は一般市民が福祉機関の運営に参加できるよう後押しし、機関の中に

一般市民が加わる市民助言委員会(citizenadvisoryboard)を設置する

ように薦め、 これを設置しない場合は積極的な財政的援助をしない方

針を出しました。

そうすると機関は基金団体や行政からの財政的援助を得るために一

般市民や当事者の協力を得なければなりません。 しかし直接的サービ

スをする機関では、 これまでコミュニティの指導層とは接触してきま

したが、一般市民とは直接に関係をもつことはありませんでした（も

ちろん直接的サービスを受けているクライエントは別として)。ですか

ら、どのように一般市民と関係をつくっていけばよいのか、わかりま

せんでした。CLが一つの専門的なモデルとして注目されるようにな

った社会的背景として1960年代のこのような動きがあったわけです。

日本の評議員会

日本にもこの市民助言委員会にあたるものがあります。社会福祉法

の第42条において「社会福祉法人に、評議員会を置くことができる」

とされています。 「社会保障審議会福祉部会意見書（社会福祉法人制度

の見直しについて)」 （2004)4によると、評議員会の性格は次のような

ものです（以下、抜粋なのでわかりにくいですが)。

評議員会は、理事会を広く地域等の立場からチェックする機関であり． ． ．

社会福祉法人においては、評議員会を諮問機関であると位置付けつつ、

理事会の決定事項の多くについて原則として評議員会の同意を求めてい

る。 ． ． 、 これは法人の意思決定を‘|真重にし、法人運営に地域の声を反映す

ることに資するものである ． ． ． 。今後は、社会福祉法人にも地域の新た

な福祉需要に対応した積極的な事業展開が求められていることを考え併

せると、広く地域の声を聴きつつ、決定についての責任の所在は明確化

するという観点から評議員会の在り方の見直しが必要である。 ． ． ~法人経

営の適正化を図る観点からは、経営責任を有する理事会と、地域の代表

や利用者の家族の代表等からなる評議員会が互いに牽制機能を持つこと

が重要であ（る)。

4http://www.mhlw.go.jp/shingi/2004/12/s1208-2.html(2009.09.22現在）
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露演雪:福祉施設の評議員会
4-5人の演習です。登場人物は、障害者授産施設四谷ホームのソーシャルワーカー、上智さ

ん､秦野さん､市谷君､神田さんの4人である｡ （5人の場合は､四谷大学でコミユニデイ
ワークを教えている麹町教授を設定する｡）

状況：上智さん、秦野さん、市谷君、神田さんは、ともに四谷大学社会福祉学

科を卒業した仲間で、運良くみんな同じ施設（四谷ホーム）に就職できた。

四谷ホームでは主に40-50代の身体障害者の人たちが、簡単な手作業を職業

訓練として行いながら生活している。施設長は、この4人組に大きな期待を

していて「四谷ホームの将来計画の原案を4人で作ってくれないか」と言っ

ている。以下は、このことを話し合った4人の会話である。

市谷：将来計画の原案づくりだけど、みなさん、意見ありませんか。

秦野：ううん。なんか、目玉になるものがほしいわよれ。

上智：社会福祉法にある評議員会を作ってみたらどうかな。

秦野：ああ、アメリカの市民助言委員会みたいなものね。でも、評議員会の設

置は義務ではないよね、いまのところ。

上智：ええ、だから、うちには無いのよ・

市谷：ただ、うちには福祉オンブズパーソンが入っているでしよ。

上智：それは利用者の人権を守るための人たちよね。評議員会はもっと地域と

のつながりをつくるものなのよ。Communityhaisonね。

秦野：おもしろそうだね。

市谷：でも地域に福祉施設のことをわかる人なんて、あんまりいないんじゃな

いかな。へたに評議員会なんかつくると、あとで困ったことにならない？

秦野：私は、やっぱり地域とのつながりは大事だと思うよ。この施設の利用者

たちは社会復帰のために職業訓練をしているっていう名目だけど、実際には

みんな何十年と、ここで蟇らしているでしよ。この問題をなんとかしなきゃ。

上智：そうそう。それにさあ、ここで利用者が作っているようなものは、最近

は、みんな外国でもっと安く作られていて、ぜんぜん売れないじゃない。

神田：そうなのよねえ。だから一日中、必死に働いても給料が毎月1万円もな

いものね。利用者のかたたちが気の毒だわ。

上智：そうでしよ。だから、なんとかしなくっちゃ。

市谷：でもさあ、ぼくたちみたいな専門家がいろいろ考えてきて、それでもダ

メなのに、素人が評議員になっても、いいアイデアが出るわけないよ。

上智：でもね、地域には、もっとお金になる仕事があるかもしれないし。私た
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ちは社会福祉の勉強をしてきたって言っても、ここで作っているようなもの

が売れるかどうかとか、そんなことには全くの素人じゃない。

神田：それは、そうよね。

上智：だから、近くのスーパーの店長に評議員になってもらえばどうかな。

市谷：でもさあ、そんな人たちに福祉のことはわからないよ。

神田：そうよ。そういう人たちは利益を中心に考えるでしよ。私たちは利益じ

ゃなくて、福祉を中心に考えているのよ･だから水と油のようなものね。

秦野：でも、地域の人たちとの交流がもっと充分にできたら、利用者たちの生

活もかわるかもしれないわ。

市谷：いまも、ボランティアがきているじゃない。

神田：高齢者の人たちの福祉クラブが、月に1回、来ているよね。

市谷：それで利用者たちの生活が変わったとはいえないでしよ。

上智：それは、ボランティアの人たちに施設の運営についての発言権を与えて

いないからよ･あの人たちに評議員になってもらえたらいいね。

神田：そんなあ、月に－回、施設に来ているくらいで私たちの仕事について、

あれこれと言われたくないわよれ。

市谷：そうだよ。ぼくたちはプロとして働いているんだからね。ちょっとのぞ

いたぐらいで、素人に批判をされたらいい気持ちがしないよ。

秦野：でもさあ、自分たちの専門性に誇りをもつことは大切だと思うけど、①

ソーシャルワーカーは福祉を専門職だけの独占にしてはいけないんじゃない

かな。 「福祉はみんなのものだし、みんなの問題」という姿勢をもって、一般

の人にも福祉を身近なものと理解してもらう必要があるんじゃない？

上智：学校の運営だって学校評議員5が意見を述べる時代になったのよ・福祉施

設の運営も福祉専門職が独占する時代は終わったんじゃないかな。もっと一

般市民に参加してもらわなきゃね。

市谷：わかったよ。② じゃあ、 具体的にどんな人に評議員になってもらったら

いいのか、そして、その人たちをどうやってみつけたらいいのか、

ようよ･麹町先生、なんか、いいアイデアはないですか？

考えてみ

①秦野さんの意見について各自の意見を交換してください。

②この点について具体的な案を話し合ってください。

5学校教育法施行規則第49条には「小学校には、設置者の定めるところにより、学校評議
員を置くことができる。2学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べ

ることができる。3学校評議員は、当該小学校の職員以外の者で教育に関する理解及び識

見を有するもののうちから、校長の推薦により、 当該小学校の設置者が委嘱する｡」 とあ

る。
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③この4人に欠けている（福祉で重要な）視点があるとすれば、何だろうか。

このように話をつづけて、市谷君が提起した問題（下線部の問題）をグループで話し合

いなさい。あとでグループごとに発表してもらいます。

6｡Specialcommunityprqect

財政的援助を受けるためにコミュニティと協力していかなければな

らないと感じているのが機関の経営者であるなら、 日々の実践のなか

でコミュニティとの関係の重要性を感じていたのは機関の実践者でし

た。 しかし機関は直接的サービスしか行わないのですから、 コミュニ

ティとの関係をつくるには、特別のプロジェクト(specialcommunity

project)を考えなければいけません。

たとえば知的障害者施設で一般市民を啓発するための講座を開くの

もspecialcommunityprojectのひとつです｡施設利用者が社会的訓練

を経て地域社会で生活できるためには、一般の地域住民の理解が必要

です。ですから直接サービス（ケア）を行う施設であっても、 このよ

うなプロジェクトによってコミュニティとの関係をつくり、 クライエ

ントの社会復帰を援助することが大切です。

ところが、 このプロジェクトは機関の活動の一部として行うのです

から、コミュニテイそのものを変化させようと試みるプロジェクト(た

とえば少年の非行を助長する環境を改善するためにコミュニティに対

して啓発活動を行うなど）の場合は、 コミュニティからの反発が予想

されます。すると、 コミュニティからの支持がないと運営できない機

関としては問題です。

こういう矛盾の解決方法としてプロジェクトを機関の外に出すこと

があります。つまり機関とは別組織でプロジェクトを行うのです。す

ると、プロジェクトの内容によって機関がコミュニティから攻撃され

ることはありません。 日本では想像しにくいのですが、欧米では期限

つきのプロジェクトで組織をつくることがしばしばあります。たとえ

ば基金団体があって非行防止の環境づくりのプロジェクトに2千万円

だすとして、その実施団体を公募します。機関は、その代表者や地域

の協力者の名前で公募に応じます。そして、そのプロジェクトを実施

した場合、人も機関の外の人を雇用できますし、事務所も別に借りる

ことになりますから、プロジェクトは機関とは別組織で実施されるこ

とになります。 とすればプロジェクトにおいてコミュニティを変化さ
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せようと強い動きをしても機関が非難され困ることにはなりません6．

この場合の問題点としては、プロジェクトが期限つきのものである

ために、せっかくコミュニティとの関係ができても、プロジェクトの

期限が終わるとそれも途中で切れてしまい、 コミュニティの不信を招

くことになりかねないということです(｢せっかく頼りになると思った

のに、 もうどこかに行ってしまった！ 」)。 とくに貧困層の市民は根強

い専門職不信をもっていることが多いですから、途中でワーカーがい

なくなったりしてしまうと市民の怒りや裏切られたという感情を招く

ことになります。

注意事項

このようになかなか難しい問題をかかえているCLですが、 これを

実施していくときには、いくつかの注意事項があります。

ひとつは、 しかるべき組織的決定をもって行うことです。つまり、

組織内で明確に態度を決めてから実施するということです。地域住民

とは日常的に接する機会があるので暖昧な態度をとっていると誤解を

招きやすいのです。たとえば児童養護施設で地域住民からの育児相談

を受けるサービスを始めたいと園長が考えていて、それを地域住民と

の話し合いで、その考えを話すとします。住民たちはそれをクチコミ

で伝えていき、相談が住民からどんどん出されてきます。 しかし、施

設全体でそのような相談サービスを開始するかどうかは決定していな

かったのです。そのための新しい人材も確保していません。地域住民

からの要望ということで園長が本来の業務に加えて、それに応じてい

たとしても要望が多くなれば応じきれません。また園長が不在のとき

は、他の職員は「そのようなサービスはこの施設ではやっていません

6日本では基金がひとつのプロジェクトに金を出すとき、たいてい人件費まではお金が出ま
せん。つまり新しいプロジェクトを基金からの援助を得て行なっても、すべて機関の自前

のスタッフを使って実施しなければならないのが通例です。これは基金が資金を節約して

いると見ることもできるでしょうが、一方で日本の雇用状態からみると期限つきのポスト

は少なく、人件費つきの資金を提供しても適切な人材を見つけにくいという事情がありま

す。私は欧米の地域福祉機関をいくつも訪問しましたが、ソーシャルワーカーはずっと同

じ機関で働くということは必ずしも多くはなく、 2年間のプロジェクトに雇われて、そこ

で2年間働き、また別の機関に移っていくということが日常的に行われていました。ソー

シャルワーカーとして、いろんな現場を経ていくうちにキャリアを積んでいくという考え

方があるようです。 ソーシャルワーカーになる人は、そのキャリアにおいて5回から10

回は仕事を変わるようになると考えるべきだと、アメリカのソーシャルワークの教科書に

は書いてあります。しかし、それはソーシャルワーカーに限らず、アメリカの社会では多

くの職業で同じように所属組織を変えることがキャリアアップの過程で行われるのでし

ょう。 Scheafbr&Horejsi(2003)前掲書,p.20.
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と」そっけなく答えてしまうかもしれません（施設全体としてそのよ

うなサービスを行うと決定していないのですから、そのような答えを

した職員を責めることはできません)。忙しい園長は応じきれない、他

の職員は応じない、 しかし、あの施設で相談にのってくれるという情

報はクチコミで広がっていく。 こういう事態は「あの施設は信頼でき

ない」 という不信をまねくことになるでしょう。

また、 CLを行うにあたって、地域の他の関連機関の了解を得てお

くことです。そうしないとCLを始めることによって類似の活動をす

でに行っている他の機関との摩擦が生じる可能性があります。たとえ

ば老人ホームで、老人介護についての勉強会を開いたとしますね。こ

れは本来、保健所の仕事であると思っている保健所との関係が悪くな

る恐れがあります。そういう勉強会を開く前に保健所に打診しておい

た方がいいでしょう。

もうひとつは、 CLにかかわる職員を計||練することです。ケースワ

ーカーのベテランが、 コミュニティワーカーとしても （そのための訓

練なしで）有能であるとは限りません。ケースワーカーとして必要な

技能とコミュニティワーカーとして必要な技能は異なっているのです。

たとえば164ページで述べた役割自律(roleautonomy)を思い出して

ください。ケースワーカーであるときは考えもしなかった役割自律の

問題をコミュニティワーカーになれば考えなければなりません。児童

ケースワークのベテランだった人に、その機関の機能をよく知ってい

るからと言ってCLの仕事を命じても新しい訓練なしではうまくいか

ないでしょう。その失敗が機関とコミュニティとの関係を悪化させる

ことにもなりかねません。

鮒RJWIバズ:Communityworkers
知的障害者入所施設のA学園では、利用者が何十年も施設のなかだけで生活している状態

である。施設の中では、よく訓練された職員に囲まれ、整った設備のなかで利用者は快適

に生活している。しかし、果たしてそれが人間的な生活なのかという疑問を、職員も持ち

始め、また制度改正によってこうした施設が縮小され、利用者が地域に戻っていくことが

求められるようになった。ただ、地域に戻るといっても年老いた家族には障害者の介護は

無理であり、自宅には戻れない。地域のアパートでの生活が望ましいと思われるが、地域

住民の理解が得られそうにない。まずは地域住民との交流が必要だということで、施設職

員の考えは一致した。
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あなたが施設職員であり、施設長から「じゃあ、君が地域住民との交流を図るというプロ

ジェクトを進めるように」と言われたとしたら、どうしますか。地域住民との交流といっ

ても、何をしたらいいのだろうか。どこから手をつけたらいいのだろうか。グループで話

し合い、イメージをつくってみてください。

鮴ﾊｽ:Communityworkers
ケースワーカー、グループワーカーで優秀なソーシャルワーカーが､新たな訓練なしでは、

優秀なコミュニティワーカーにはなれない可能性があるのはなぜか考えなさい。

r…“
Voluntarism,Statutorysocial service,Voluntarysocialservice, LaneReport,ニーズ･資

源調整説組織論評議員会
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この章では、 これまで述べた5つのモデルを整理して概観します。

1．モデルの分化

第3章で述べたようにセツルメント運動に始まるdirectcommunity

workは住民と直接むかいあうものでした。 これが住民といっしょに

なってソーシャルアクションを起こすのか、それとも中立的な立場に

とどまりenablingに徹するかということで､モデルがふたつに分かれ

ます。住民とともにソーシャルアクションを起こすものはpolitical

enlpowermentになり、逆に中立的な立場にとどまるのはcolnlnumty

developmentでした。

一方、COSに始まるindirectcommunityworkは1960年代までは

地域福祉機関のリーダーたちが集まって、地域の問題を解決すること

を考えればよかった。 ところが1960年代の市民運動の後、住民たち

は自分たちも計画づくりに参加したいと主張します。 こうした事情か

ら計画づくりに焦点をあてて考えられたモデルがplanningです。プ

ランニングには住民を中心にしたadvocacyplanning、住民との対話

を重視したtransactiveplanningがありました。旧来の合理的計画づ

くりモデルを受け継いだ合理的意思決定理論は現在でもよく使われて
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います。一方、住民たちのことは除外して、サービスを行う機関どう

しの関係に焦点を当てたのがprogramdevelopmentでした。

また地域福祉とは直接むすびつかない、対象者への直接的サービス

を行う福祉施設にも1960年代から市民が参加すべきだと考えられる

ようになりました。そのため施設側も地域住民とどのように関係をも

てばいいのかを考える必要にせまられます。そこでcommunity

1iaisonというモデルが考えだされます。

モデルの発展

Pohticalempowerment

Directcommumty＝▼Settlementhouse

movement -work ~movement work 、
Communitydevelopment

Planmng
一

Charity －しIndirectcommumty－OrgamzationSociety work ~AProgramdevelopmentOrganlzatlonSociety work programdevelopment

Cnmmunitvliaison
ツ~

Directservice

agenc1es

←

2．クライエント中心と出資者中心

Directcommunityworkがpohticalempowermentとcomnlumtv

developmentに分かれたと書きましたが、 このふたつのモデルに共通

しているのは住民を中心にして考えられていることです。第3章では

セツルメントなど住民を中心にして行われるコミュニティワークはク

ライエント中心のアプローチ(client-centeredapproach)と呼びまし

たが､同じようにpohticalempowermentとcommunitydevelopment

はクライエント中心のモデルであると言うことができます。ただし

politicalempowermentが全面的に住民を中心にして展開するのに対

して（第5章)、 communitydevelopmentの方は多少、 ワーカーを雇

用している機関の方にも目を向けなければなりません（第4章)。した

がってpoliticalempowermentのほうが、 よりクライエント中心の方

向が強いといえます。
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クライエント中心のモデルに対して、出資者中心(sponsor-centered)

のモデルがあります。それはindirectcommunityworkである慈善組

織協会(COS)の活動から発展したplanningとprogramdevelopment

という2つのモデルです｡Programdevelopmentが住民の参加よりも

むしろ出資者との関係に注目するのに対して（第7章)、 planmngに

はtransactiveplanningやadvocacyplanningなど住民の参加を重視

するものもあります(第6章)。そのためprogramdevelopmentのほう

が出資者中心の傾向が強いといえます。

最後のcommunityliaisonですが、 これは地域住民と施設を結びつ

けるというモデルですから、 クライエント中心であるとも出資者中心

であるともいえない、ちょうど中間あたりにあるといえます。

こうしてみると5つのモデルはクライエント中心と出資者中心とい

う両極端の間の、 どこかに位置することがわかります。 ソーシャルワ

ークなら、いつもクライエント中心であるべきで、出資者中心という

のは変じやないかと思うかもしれませんね。 しかし、 コミュニティワ

ークは住民を相手にするだけではなく、地域にある機関・施設が地域

住民のためによりよく動くことができるように機関や施設を援助する

ことでもあります。最終的には住民の福祉の向上であることはかわり

がありません｡実践の当面の対象をどこにおくかということによって、

クライエント中心か出資者中心か、 という分け方がでてくるのです。

モデルの方向性

▲

Pohticalempowerment

Chent-centered

Communitydevelopment

1
Communitvliaison

U~

~I

＊

Sponsor-centered

Planmng

I Programdeve'opme｡，
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3.Macropractice

そもそも社会福祉のモデルは社会治療(socialtherapy)'に向かう方

向と社会変革(socialrefbrm)に向かう方向のふたつに分かれます。そ

れは二つに分断されているのではなくて、帯のように連続して広がっ

ています。治療的方向にあるのはケースワーク、それから少し変革的

になるとグループワーク、 もっと変革的になるとコミュニテイワーク

というようになるのでしょう。治療的方向になると、 どうしてもモデ

ルの対象が個人とか少人数のグループ（家族を含めて）になりますか

ら、この方向をmicroorientationといい､ここで行われる実践はmicro

practiceと呼びます。それに対して変革的方向になると地域全体や行

政機関など対象が大きくなりますので、macroorientationといい、そ

こでの実践はmacropracticeといいます。 2

コミュニティワークの位置づけ

↑Casework

l
」

｝
Groupwork

CommumtVwork
レ

Micropractice- Socialtherapy

Macropractice- Socialrebrm

↓

量余談社会と個人の矛ゞ
社会と個人の矛盾を解決するのに、個人の側に変化を起こさせるのがmicropracticeとい

えるでしょう。そのmicrOの方向を先に延ばすと､カウンセリングなどの心理治療があり、

その先に薬物を使う精神医学的治療があるのかもしれない。さらに、それを越えると刑法

の世界があり、その極端なところが死刑なのかもしれない。社会の側に変化を起こさせる

のがmacropracticeであり、その方向を先に延ばすと、政治的改革があり、そのむこうに

非暴力革命があり、さらにその向こうの極端なところにはフランス革命のような暴力革命

があるのでしょう。社会と個人の矛盾の根源は、個人でもなければ社会でもない、そのど

ちらでもないのだが、どちらも変えていかなければならないと主張するのがソーシャルワ

ークだと思います。

１

２
これに対比される言葉はpsychotherapy(心理療法）です｡Barker(2003)前掲書p.407.
Marcopracticeとmicropracticeの中間をmezzopracticeという場合もあります｡Barker

(2003）前掲書p.272.
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このミクロ・レベルのソーシャルワークとマクロ・レベルのソーシ

ャルワークをどのように統合するかということが1960年代からのア

メリカのソーシャルワークの課題でした。それが44ページで述べた

genericsocialworkでした。実際にはミクロ・レベルからマクロ・レ

ベルへと統合が進んでいきました。すなわちケースワーカーやグルー

プワーカーが、 コミュニティとクライエントの問題との相互関係に気

がついて、彼らの方がコミュニティワークを勉強しはじめたというの

が歴史的経過でした。つまりコミュニテイワークの立場から、ケース

ワーク、グループワークなどのミクロ・レベルのソーシャルワークに

近付いていったわけではありません。それに対してエコロジカル・ソ

ーシャルワークは、マクロ。レベルからミクロ・レベルへの統合化を

図る理論として、 この本では提示しました。

Microと Inacroのオリエンテーションの違いは、ソーシャルワー

クの古典的な問題、 cause･versus-fUnctionissue (｢運動対機能論争｣）

にまでさかのぼることができます。 これは、 ソーシャルワークは社会

の問題を解決するために社会的な運動を起こしていくものなのか、そ

れとも社会的な機能として個人や家族のニーズを満たしていくものな

のかという議論です。 もちろんmicropracticeが機能を、macro

practiceが運動を強調する側にあるわけです。この論争は社会福祉の

問題を､個人が個人のレベルだけで解決するprivatetroubleとみるか､

それとも社会全体が取り組むべきpublicissueと見るかということも

でもあります。 3

しかし、 ミクロ・レベルとマクロ・レベルが別々にあっては問題解

決にならないという考え方はソーシャルワークのなかに定着していま

す。学部生としてソーシャルワークを学ぶみなさんは、 ミクロからマ

クロまで幅広く学んでもらいたいと思います。

芯征ノ噌γ恥ﾉ雄
Client-centered,Sponsor-centered,Socialtherapy,Social reform,Micropractice,Mezzo

practice,Macropractice,Cause-versus-functionissue,Privatetrouble,Publicissue

3Johnson,L.C.,&Yanca,S.J. (2001).SocialWorkPractice:GeneralistApproach(7th
ed.).Boston:Allyn&Bacon.,p,6.
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荷…“
里の住人：さっきは、話のいいところで終ってしまいました。

山の仙人：なんじゃったかのう。

里の住人：ほら、有名になるための方向性ですよ。

山の仙人：＜だらんことじゃ。

里の住人：その方向性はどこにあるんですか？

山の仙人：そこらへんの雑誌を読んでみい。みんな同じようなことを書いとるじゃろう。おまえ

さんも、同じようなことを言えばええ。

里の住人：そんなんでいいんですか？

山の仙人：そうじゃ。

里の住人：わかりませんなあ。同じことを書いていたら、注目されないでしよ？

山の仙人：なんで？

里の住人：だって、同じことを書いていたら新鮮じゃないじゃないですか。

山の仙人：新鮮でなくても、いいんじや。まあ、隠し味程度に自説を入れるといいじゃろ。

里の住人：はあ。でも、同じようなことを書いても、誰も読んでくれんのじやないですか。

山の仙人：ははは。読む、読む。心配せんでええ。だいたい、ものごとを考えておらん人間とい

うのはじゃな、自分で考えんのじゃ。 「周りが、こう考えている。だから自分も、そう考えよ

う」と、まあ、そういうことじゃな。

里の住人：はあ。

山の仙人：もともと自分で考えておらんのだから、やっぱり、どこか不安なのじゃよ･だから、

自分と同じようなことを考えている記事を読むと、安心を覚えて熱心に読むのじゃ。

里の住人：ははん、なるほど。でも、それじゃあ、学問の発展などありませんなあ。

山の仙人：おまえさん、制度の自己目的化というのを、この本で読んだじゃろ。

里の住人：はあ。制度の本来の目的が忘れられ、制度のための制度ができるってやつですな。

山の仙人：そうじゃ。学問とて制度の一つじゃ。コミュニティワークを学校で教えながら、給与

を得ている者も多い。そういう人間にとっては、コミュニティワークの理論的基礎があやふや

だったり、発展の方向性が見えなかったりすると一大事じゃ。学校のリストラの対象になって

しまうかもしれんしば。

里の住人：いやはや、それは切実な問題ですなあ。

山の仙人：だから、みんな同じことを書くようになるんじや。みんなが同じことを書くようにな

れば理論が確立されているような印象を人に与えるからのお。ほら、ウソでも、みんなが言い

つづければ、それが本当のように思えてくるじゃろ。それと同じ心理じゃな。

里の住人：ぼんなもん、学問ではあらしまへんがな！ （＝そんなの、学問ではないでしょう！ ）

山の仙人：そうじゃろう？そやから、学問で有名になろうと思ってはいかんのじゃ。



。言ユ目ディクーグ、腕亨

1．論争を取り上げる意味

授業のためのテキストを書くときには、いつも一つのジレンマを感

じます。それは、多少簡略化してもわかりやすく書くか、それとも、

わかりやすさを犠牲にしても簡略化しないままに書くかというジレン

マです。つまり題材（この場合はコミュニティワークの理論）を整理

して書くことは、わかりやすさに通じます。 しかし、題材の理論その

ものが現実には、それほど整理されていないとき、それを私のほうが

整理なおして提示しなければならないのですが、整理しすぎると現状

とは大きく異なるイメージを読者に与えてしまいます。かといって整

理されていないままに提示すると、読者は混乱してしまうでしょう。

ここまでの章は「簡略化してわかりやすく書く」 ことを方針にして

書いてきました。 したがって、それだけを読めば、 コミュニティワー

クの理論がとても整った固定的なものであるかのような印象を受けて

しまうでしょう。 しかし現実は、そうではありません。 コミュニティ

ワークの理論はさまざまな論争のなかにあります。

この章では、その論争の一つを取り上げます。 この学問的論争を取

り上げることによって、私は、みなさんにコミュニティワークの理論

が、まだ発展途上の段階にあること （それは、 コミュニティワークが
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まだ生きた学問であることの証拠かもしれません)、それだけにこれか

ら大きく変わる可能性があることを伝えたいと思います。

2．コミュニティと組織

この本では、 コミュニティワークと呼んでいる社会福祉の援助技術

は、他のテキストではcommunityorganizationと書いてあることが

あります。つまり organizingcommunity (コミュニティの組織化）

の手法をcommunityorganizationと呼ぶのです。 ところが現代アメ

リカのcommunityorganizationの理論はcommunityに力点を置く

人々 （｢コミュニティ派」 と呼んでおく） とorganization (組織）に

力点を置く人々（｢組織派」と呼んでおく）に分けられるという指摘が

あります'。そして、そのどちらの理論に基づくかで、コミュニテイワ

ークの基本的な考えかたも、 コミュニティワーカーの計||練の仕方も違

ってくると言われています。

実態はコミュニティではなく組織~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~ ~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~ ~~

「コミュニティ派」の考えでは、 ソーシャルワーカーはコミュニテ

ィに飛び込んでいき、そこで人びとと直接に接して、そこでコミュニ

ティの問題を発見し、それを人々とともに解決していきます。

ところが「組織派」の考え方では、 コミュニティに重点を置いて論

議することは空論にすぎないと批判します2．コミュニティに重点を置

いたコミュニティワークを大学で学んできた学生たちは、卒業してワ

ーカーとして地域に実際に出ると、 きっと幻滅するだろうというので

す。つまり、人々が共に暮らしているコミュニティなど現実にはどこ

にもない。あるのは組織だけだというのです。

実際の地域住民の問題解決に地域の小さな助け合いや人と人との関

係が役立っていたとしても、そこにワーカーが介入することは非常に

難しい。そのような小さな集団や人と人とのつながりをtarget

'Austin,M.J. ,&Lowe,J・I. (1994). IsCommumtyOrgamzingDeadandlstheFuture
OrgamzationalPractice？Editor，sNote． InM． 』． Austm＆』、 1． Lowe （Eds.),
ControversiallssuesinCommumtiesandOrgamzations.Boston:Anyn&Bacon.,p.
97．

2以下、McMurtry,S、L.,&Kettner,P.M(1994).IsCommumtyOrganizmgDeadandIs
theFutureOrgamzationalPractice?Yes・ InlnM.J.Austin&J､1.Lowe(Eds.)前掲書

pp.98-102を参照。
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syStem3にしたとしても、そこにソーシャルワーカーが介入し効果的

な援助を行なうことは、ほとんど不可能だというのです。 「組織派」は

地域の問題解決のためにワーカーが関与できるのは、地域でなんらか

の活動をしている組織だけだと主張します。

逆に、コミュニティにかかわるとはどういうことか？何よりも「コ

ミュニテイ」 という概念が暖昧すぎると 「組織派」は主張します。た

とえば一般に地理的に近く、生活になんらかの共通性がある人々の集

団をコミュニティと呼んでいますが、 ワーカーが現実に関与できる可

能性から考えれば、それは複数の組織の集合体であると見てよい。 し

たがってコミュニティのなかで活動する組織を援助することが、すな

わちコミュニティワークであるというのです。

この考え方にはコミュニティワークを理論的に大きく発展させる可

能性があると思います。 というのも、 コミュニティについての実践理

論4は実際には多くありません。だいいちコミュニティが何かというこ

とすら明確な合意が研究者のあいだで形成されていないのです。明確

な定義がないのですから、研究の積み重ねも充分にはありません。 と

ころが組織が援助の対象であるとすれば、組織の実践理論の研究はた

いへんに厚みがあります。特に経営学では組織としての企業の研究が

進んでいますし、それを非営利団体にまで拡大する研究も、ずいぶん

以前から行なわれています。 こうした組織論の研究をコミュニティワ

ーク研究の中核にすれば、グループワークが心理学や精神医学の知識

を導入して大きく発展したように、 コミュニティワークの理論も経営

学や組織社会学、組織心理学、組織行動論などの研究の蓄積を活用し、

内容的に飛躍できるはずです。 ~

地域のなかでニーズを持ちながら、 どうすることもできないでいる

人たちが多くいます。その人たちの社会的ニーズを満たすことができ

ないのは、その人たちにサービスを提供する機関に組織的な欠陥があ

るのです。つまり、ニーズを発見できない、ニーズにあったサービス

を展開できないなど、サービス機関としての欠陥が地域の問題を引き

起こしている。 したがって地域にある機関を組織的に改善することを

コミュニティワークと考えれば、 コミュニティワークはもつと具体的

で理論的なものになります。 コミュニティというあいまいなtarget

3Changeagentsystem,chentsystem,targetsystem,actionsystemという4つのシステ
ムについては序章で説明しました。

4実践理論という概念については24ページで説明した。
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systemではなく、サービス機関という具体的で明確なtargetsystern

があるからです。

たとえばコミュニティワークがもっとも成功したといわれる時期は、

アメリカでは公民権運動が展開した1960年代でした。その運動の成

果は、 どこにどれだけ組織を作ることができたかということで測られ

ています。つまり在宅サービスを実施させることができた、新しく通

園施設を設置させたという運動の成果は、すべて組織との関係で語ら

れています。コミュニティ派が考えるコミュニティワークの理想の形

すらも、 コミュニティを重視した形では表現できず、組織との関連で

はじめて語られるのです。

また、 このように市民運動でできあがったサービスや施設ができあ

がったあとは、市民の手から離れ、また従来と同じように市民のニー

ズに応えていないものに変わっていくことがしばしばあります（これ

は制度の自己目的化の問題として第5章で述べました)。この問題もコ

ミュニティ派のソーシャルワーカーが、組織とはどういうものかを理

解していないために、せっかくの運動の成果も無駄にしてしまってい

るのだといえます。それを考えれば、 コミュニティワークの研究にと

っては、組織の理論がいかに重要であるかがわかるでしょう。

鮒ﾊｽ:組織の理論
みなさんは組織についてどのような理論や概念、発想などを学んできましたか。この講義

でもいくつか学びましたが、他の社会福祉学科の講義や他学科の講義でも学んだことがあ

ると思います。あなたが知っていることを隣の人とわかちあいなさい。

Macropracticeは組織変革にすぎない~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コミュニティワークはソーシャルワークのmacropracticeとして位

置づけられてきました。個人や家族を超えた、 より大きな社会的単位

への援助をコミュニティワークは考えています。 とすれば、 コミュニ

ティワークは、 もっぱらサービスを供給している福祉機関を通じて、

大きな社会的単位に影響を与えることを考えるべきです。組織として

の福祉機関は完全なものではありません。 とすれば組織としての福祉

機関に変化を起こすこと自体が、実はコミュニティワークとして考え

られないでしょうか。 「組織派」は、 このように主張するのです。

このように組織に変化を起こすことができるためには、組織とはい

かなるものか、組織はどのように意思決定を行なうかなど、従来のソ
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－シヤルワーク教育が重点をおいてこなかったことを知っている必要

があります。組織論は、その点、今後のソーシャルワーク教育におい

て非常に重要になるでしょう。たとえば組織の構造にはどのようなも

のがあるか、組織の事業計画はどのように立てるか、理事会と委員会

の役割分担はどのようなものか5､組織の構成員をやる気にさせるには

どうすればいいか、組織の構成員への報酬をどう考えるか、組織員の

教育や訓練をどう行なうか、組織内のコミュニケーションをどのよう

に行なうか6､組織外の機関とのコミュニケーションをどのように行な

うか、報道機関との関係や、市民へのPR活動をどのように行なうか

などが学ぶ対象となります。

たとえば福祉の行政機関では、 よく 「お役所仕事」 ということがい

われ、その非効率性や無駄が指摘されます。 しかし、そこに勤めてい

るソーシャルワーカーは、だからといって、それをどうにかできると

は考えていません。 「役所はそういうものなんです」と諦めているよう

です。大きな福祉法人や大病院でも同様に、組織が大きいばかりに煩

雑な規則にしばられて非効率的なことが多くあります。 しかし組織が

大きければ、必ずそういうふうになるとは限りません。良い例が成功

している大企業です。大きな企業でも柔軟に動けるところだけが変動

の激しい市場経済のなかで生き残っています。企業では組織のありか

たについて真剣に学び、研究し、組織を変革しようと必死になってい

る人がちがいます。 ところが福祉機関は、そういう発想を持っている

人が非常に少ないのが実情です。福祉の仕事といえばクライエントに

実際に接することであり、福祉機関の組織を変えていこうなどという

ことには、 ソーシャルワーカーたちは、あまり興味をもってきません

でした。あるいはそういう組織的なことにかかわることは、 ソーシャ

ルワーカーの仕事ではなく、また専門でもないと思っているようです。

しかしmacropractice、すなわちコミュニティワークが不特定多数

の人々の福祉にかかわる実践であるとするなら、そのような福祉サー

ビスを供給している組織の体質改善をはかっていくことが、 コミュニ

ティワーカーの大事な仕事になってくるはずです。組織をいかに変え

ていくかということを専門的な援助技術として大学教育で教えること

ができれば、 この状況は変わるのではないかと考えられるのです。

5BoardとCOmmittee. どちらも英和辞典では「委員会」 と書いていたりします。 しかし、

現実の組織でははっきりと区別されています。 さて、 どこがどうちがうのでしょうか？

6Consentとconsensus，英和辞典をみると「合意」と「総意」と書かれています。しかし、
それだけではわからない。どうちがうのだと思いますか？
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また教育の効果ということから考えると、 コミュニティに入ってい

き （組織を経由せずに）個々の住民とともに社会を変えていくという

ことは実際にはほとんど不可能なのですから、そのような夢のような

事例を学生たちに教えて、 コミュニティワークの現場に出すことは教

員しては無責任な話だと 「組織派」は主張します。ワーカーたちは現

場にでると 「自分たちは、ほんとうの専門的なコミュニティワーク実

践ができていない」 と失望してしまうに違いないのですから。

鮒ﾊｽ:隣の人と話そう
組織派の意見をどう思いますか？隣の人と話し合いなさい。

鮒ﾊｽ:みんな平等？
ある障害者グループのメンバーの言葉｡｢ぼくたちは10人ぐらいのグループなんですけど、

みんな平等だっていうことをいつも確認しています。ある日、社会福祉協議会の人から、

地域の同じようなグループどうしの会合を開きたいけど、参加してみませんか？という呼

びかけがあったんです。すごくいいなあと思い、みんなで『いいね』と話し合っていたん

ですけど、全員が集まる機会がなかなかないために会としての参加を決められなくて、結

局、申し込み期限が過ぎてしまい、参加できなかったんですね。なんだか大きなチャンス

を逃したような感じがして残念に思いました。それで、ある人が『みんな平等は良くない。

誰かがこんなときに自分の判断で決めて、社会福祉協議会に会の意思を伝えるような仕組

みをつくるべきだ』といったんです。それに対して『みんな平等っていうのは、ぼくたち

の最初の約束だったはずだ』って反対があったんですよ。どちらがいいと思いますか？」

コミュニティワーカーとしてあなたのアドバイスを考えなさい。

ここまで読むと、組織派が圧倒的に有利に思えてくると思います。

こで次に「コミュニテイ派」の意見を聞いてみましょう7．

そ

3．夢はvisionである

夢のような事例を話すことは学生に幻想を与え、現場で幻滅を味合

わせるだけなのでしょうか？ 「コミュニティ派」に共感する人は次の

ような反論をしています。

7Daley)J.M､,&Netting,F､E.(1994).IsCommumtyOrgamzmgDeadandlsthe
FutureOrgamzationalPractice？No. InMJ・Austin&J. I.Lowe(Eds.）前掲書,pp.
105-110を参照。
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住民とともに歩む、住民のなかにはいっていき、最も抑圧されてき

た人たちと出会い、その人たちが立ち上がれるように援助すること。

それは現代においては夢のようなことに思えるかもしれないが、それ

がコミュニティワークの原点であったわけであり、 日々の実践を導く

vision(未来像）なのである。 このvisionなくしては、 ソーシャルワ

ークは日々の雑用で終わってしまう。重要なことは理想をもつことで

あり、 どのような歴史のうえに自分が立っているかを認識し、 ソーシ

ャルワーカーとしてのアイデンテイテイをもつことだ。そうしなけれ

ば、たとえば－企業で組織の効率を高めた人が、福祉機関にうつって

きて、同じ手法を使って福祉機関の組織の立てなおしをして、それを

ソーシャルワークあるいはコミュニティワークと呼んでしまうことに

ならないか。

たとえば児童養護施設に働くワーカーは食事をつくったり洗濯をし

たり、子どもを寝かしつけたりの仕事の毎日であるが、それがすべて

というわけではない。それがすべてであれば、 どうしてソーシャルワ

ーカーと呼べるだろう。子どもや、その家族の福祉を遠大なviSionで

認識していることが専門職としての実践につながり、そのような

visionを持っている人と持っていない人とでは、実践の質も違ってい

るはずである。それが地域においても同じようなことが言えるという

ことだ。

だからセツルメントやCOSに始まるコミュニティワークの歴史を

学び、まさに貧困者とともに歩んだワーカーたちの道のりをイメージ

しながら日々の実践を行なうことが大切なのであると 「コミュニティ

派」の人たちは主張する。

よく 「理想ばかりが高くて、実践ができない」 と大学で専門教育を

受けてきたワーカーが、そうではない実践経験の長いワーカーから批

判されたりする。 しかし、理想こそが大事なのではないだろうか。理

想こそ、 ソーシャルワークを動かしている原動力なのである。技術を

身につけさえすれば、 ソーシャルワークができるというのは大きな誤

りだ。 ソーシャルワークは援助技術そのものではない。そこに高い理

想や理念や価値観が含まれているのである。

コミュニティワークに組織論を導入し、 もっと実質的な知識を増や

すということは良いが、だからといって暖昧なコミュニティに関する

考え方を「現場に活かせない」 という理由で切り捨ててしまうのは早

計だ。そこにはソーシャルワーカーたちを支えてきた理念や理想、価

値観が多く埋められているからである。
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棚ﾊｽ:ケァワーカー
特別養護老人ホームでケアワーカーとして働いているソーシャルワーカーがいます。老人

たちの介護がつづく毎日のなかで、社会福祉学科を出ていないケアワーカーからは「介護

技術を大学で学んできていないで、何を勉強してきたの？」と聞かれるそうです。しかし、

ケアワーカーとして働き、しかもソーシャルワーカーとしてのidentityをもって実践して

いる人は、その実践の質が違ってくるようです。どのような点が違うと思いますか。

社会変革の理想
~~ ~ ~~ ~~~~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

コミュニティワークの伝統は社会を変えることを目指していました。

しかも､ただ単に変えるだけではありません｡社会的に抑圧された人々、

疎外された人々とともに住みやすい社会を築くために働くのでした。

「組織派」の人々は、サービスの供給組織の変革から社会を変えて

いこうというのでしょうか。 しかし、社会的に抑圧された人々はサー

ビス制度ともうまくつながっていないのが現実でしょう。 とすれば、

そのような最も抑圧された人とつながらないところで実践をしても仕

方がないではありませんか。

それに組織は基本的に現在の社会によって支えられています。 とい

うことは、社会を変えることには限界があるということです。また第

5章で述べたように組織（制度）は自己目的化する傾向があります。

組織は組織自らのために存在するようになります｡組織論を勉強して、

組織の自己目的化をいくら防止しようとしても、組織が現状維持の保

守的な性格をもつ傾向があることは否定できません。 このように考え

れば、社会変革を大きな理想としてきたコミュニテイワークが組織論

に限定されてしまうことは著しい内容の損失でしょう。

私自身の結論をいうなら、 コミュニティが暖昧な概念であり、その

暖昧さのために実質的な理論蓄積が難しいという議論はとても説得力

があります。たとえ、その概念がはっきりしても、そのコミュニティ

にワーカーが介入できるかといえば、かなり難しいでしょう。 したが

ってコミュニテイをコミュニティワークの中心にもっていくことは学

問の発展の上ではプラスにはならないと思います。私は組織をコミュ

ニティワークの中心にもってくる案にたいへん関心をもっています。
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R這記
Boardは組織運営に責任をもつ集団。CommitteeはBoardから職務を委任された集団8．

Consent(合意）は集団が特定の人を信頼して、仕事や判断を任せていること。Consensus

（総意）は全員の同意を得ること。 「Consentとconsensusは民主主義の名のもとに混同さ

れやすい」とHandyは言う9．小さなグループでも何かを決めるときに、いちいち全員の同

意を得ていては仕事ができない。この場合はconsentを特定の人に与えて、その人に判断

を任せるべきである。Consentは、その人に任せるというconsensusができている状態だ

と考えていいだろう。たとえば、このようなアドバイスをすることで、コミュニテイワー

カーは地域の福祉団体の発展に寄与することができると考えるのである。

r%｡
Board,Committee,Consent,Consensus,Vision

8

｡Hudson,M. (1995).Managingwithoutprofit: theartofmanagingthird-sector
orgamzations.London:PenguinBooks.pp.17-18.

9Handy>C・ (1990).Understandingvoluntaryorgamzations.London:PenguinBooks.p.
5．
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荷謝"~
里の住人：ちょっと、いいですか。

山の仙人：なんじやい、まだ続くんかい。Ver8では、前々回の話で終わりだったじゃないか。

里の住人：へえ。Ver9はちょっと長くなってしまったみたいで。

山の仙人：長くすれば、ええというもんでもなかろうに。

里の住人：で、本題なんですか。

山の仙人：なんじやい。

里の住人：へえ。あっしもね、実は学問で身を立てようと思ってたんですよ。でも、仙人のお話

を拝聴していると、なんだかだんだん嫌になってしもうたんです。

山の仙人：ほなら、やめたほうがええ。

里の住人：ずいぶん冷たいですなァ。

山の仙人：何が冷たいもんかね。止めたほうがええ、止め、止め。

里の住人：へえ。

山の仙人：なんじやい。

里の住人：へえ。あの・ ． ．励ましてくださらんのですか。

山の仙人：なにを？

里の住人：いえね、あっしをですよ° 「そんなことを言わないで、しっかり学問をやりなさい」

とか、なんとか、言ってくださると思っていました。

山の仙人：なんで、そんなこと、おまえさんに言わなならん。

里の住人： 「勉強しろ」とか、なんとか。

山の仙人：おまえさんも妙な御仁じゃ。わしがそんなこと言うはずなかろう。

里の住人： （無言）

山の仙人：わしは、おまえさんの親じゃないんだぞえ。わしが、おまえさんが「勉強」したら喜

び、しなかったら、悲しむともでも思っとるのか。

里の住人： （無言） ． ． ． （やがて目から涙、涙）

山の仙人：おいおい、泣く奴があるかね、このバカタレ。 （間）

里の住人：ねえねえ、仙人、私の泣いているわけを聞いてください。

山の仙人：聞きとうないと言うても、おまえさんは話すじゃろう。

里の住人：へえ。あっしは、学問というのは不滅の真理を追究するものであって、学問にいそし

むことは万人から賞賛されることだと思っていたんでがす。

山の仙人：そんなこと、あるわけないやないか。

里の住人：でも、仙人の話を聞いていると、学問というのは、いかにも頼りないもので、いいか

げんなものに思えてきたんでがす。それが悲しんでがす。

山の仙人：どうでもええが、語尾に「がす」というのは、どこの言葉じゃ。



旬彦星f旨

この本を結ぶにあたって、私のコミュニテイワークの講義の短い歴

史と、 ver9についての思いを書かせてください。

講義をしはじめたころ

私が上智大学に来たのは1987年4月のことでした。 このコミュニ

ティワークをはじめて担当したのは1988年度の前期でした。研究休

暇のときも休みなく講義をしていましたので、 2013年度で26年目の

講義ということになります。

1987年度にこの講義を始めたころ、講義は△△先生と、神父として

フイリヒ・ンでコミュニティ・ディベロップメントを実践されていた◇

◇先生と、私の3人で輪講という形をとっていました。春休みに△△

先生から「第口章から第口章を君が講義してくれ」 と言われました。

テキストは翻訳の本でした。それまで短大や専門学校の学生の前では

講義をしたことがありましたが、大学生の前では講義をしたことがな

かったため非常に緊張したことを覚えています。それで必死になって

テキストにとりくんだのですが、原著が難しいのか、それとも翻訳し

た日本語がまずいのか、 ノートをとりながら熟読しても、いまひとつ

ピンときませんでした。

いざ講義をしてみても何がポイントなのか、いまひとつ明確にでき
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ずにいたので、テスト問題は事前に提示し、そのなかからいくつかを

出題するという形にしました。そのころ私は上智大学という 「偏差値

の高い大学」に偏見（？）をもっていたためか'、テストの出来があま

りに悪いので驚きました。テストの出題は△△先生と私とで半々にわ

けて採点もわけたのですが､私の担当の部分は厳密に採点したところ、

ほとんど点をとれていない人が何人もいました。最終的に成績をつけ

たのは△△先生だったのですが、不可になった人たちがどっと （たし

か5， 6人)、私のところにやってきて、なんとか採点変更をしてくれ

と連日のように研究室にやってきました｡｢評価をしたのは△△先生な

のだから」 と私が説明しても、△△先生からは私が出題したところの

部分で点がとれていないから不可にしたという説明をうけたというこ

とで「先生に頼むしかないのです」 と言われました。

彼らが、そこまで必死になったのは、そのころは社会福祉士の制度

がはじまったばかりで、その単位をとっておかなければ受験資格がも

らえないということが後になってわかったという、ちょうど境目の年

度だったからです。 しかし具合がわるいことに私は、そのころは助手

で評価をつける権限はありませんでした｡「□口先生は頼めば採点変更

をしてくれたんですよ」 と、激しくつめよられて困ってしまい、その

□口先生に相談にいくと｢採点変更はダメですよ」と言われてしまい、

学生と教員の間にはさまれて苦しい立場になりました。連日のように

研究室に学生がきて、なんだか私への「糾弾集会」のような感じにな

り、私は学生一人ひとりに私の苦しい胸のうちを書いた手紙を書いた

ほどでした。

そのようなゴタゴタのなかでわかったことは単位を落した学生たち

はテキストさえも買っていないこと。衝撃的だったのは「社会福祉の

テストなんて社会的常識を書いておけば、なんとか単位はとれると思

っていた」 と、学生たちが口を揃えて言っていたことでした2．これで

’ 1988年度は18歳の人口が188万人、1992年度は205万人でしたが､2013年現在で120
万人ほどです。 10人いた高校生が6人になってしまったのですから、大学入試が簡単に

なり、大学生の学力が低下するのは当然のことです（つまり1990年代では上位20％しか
入れなかった大学に、上位33％の学生が入ることができるようになりました)。だからい

まの40代の上智大学社会福祉学科卒業生が、若いころは、いまの上智大学社会福祉学科
の学生たちと同じ程度の学力だったと思わないほうがいい。あの当時は、こっちがびっく

りするような高度な質問をしてくる学生がいたし、学生たちの読書量もかなりあったよう
でした。

2いまと違って大学もとても呑気な時代でした｡休講が続いても誰も何もいいませんでした
し、学生たちもそれを歓迎しているところもありました。ずっと昔に退職された教授のな
かには、 自分の酒の飲み方や、飼っているペットの話で100分授業（昔は1時限が100
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はいけない、社会福祉の理論を知っていないと、まちがった現場万能

主義に陥ってしまうと思いました。実際、福祉現場を経験した私には

会社の論理や一般の世間の常識で社会福祉の問題を解決しようとする

「ワーカー」たちによって地域福祉の発展が阻まれている現状を見て

きたという気持ちがありました3。ですから、これではダメだと本当に

思ったものです。

混乱のなかで1年目はすぎて2年目の1989年度の前期は△△先生

がぬけて、私と◇◇先生で受け持つことになりました。テキストは前

年つかったものを続けて使いましたが、ほとんどの学生がそれを買っ

ていない。それで聞いてみると 「品切れ」 と言われたという。出版社

に問いあわせてみると絶版で再版の予定なしということでした。がっ

かりしてしまい、内容をよくわかってもらうために、OHPを毎時間の

ように使いました｡OHPをかたづけたりする役をひきうけてくれる学

生さんもでてきました。

そのころの講義は(いまの授業の様子では信じられないことですが）

すさまじい喧喚のなかで行われていました。午後イチの授業で昼食を

友達といっしょにとったあとのにぎやかさが続いていたようでした。

出席はとりませんでしたが、テキストがないので出てこないとわから

ないと思ったのでしょう、 もう私を無視して、くちやくちやと雑談し

ながらノートをとっていたのが学生たちの姿で、わずかに前列の一人

か二人が黙ってきいていてくれたという状況でした。あげくのはては

学士入学した人が、後ろにむかって「静かにしてください！ 」 と叫ぶ

しまつで、あのときは、ほんとうに惨めでした。

1990年の前期は、これではいけないと思い朝イチの授業にしました。

すると雑談する人は、ぱったりと無くなりました。雑談するような人

は朝から来ないのです。それで絶版になった本をテキストに使ってい

てはダメだろうと思い、アメリカからコミュニティワークと名前がつ

く本をいくつも買いよせてみました。そして、いちばん気にいったの

分でした）が終わるということもあったと聞いています。そういう先生方のテストはきわ

めて簡単で「差別はいけない！ 」 と書くだけで合格点がもらえたということでした。

3こういうワーカーは現在ではさすがに減ってきました。 20年ほど前は「大学で習ったこ
とは現場では役にたたないだろう？」と、得意そうにいうワーカーが現場にはかなりいて、

実習生を困惑させたものでした。こういうワーカーは、たぶん大学の授業では、教授たち
の酒やペットの話を聞かされてきたのかなと少々気の毒にも感じました。社会福祉士とい

う資格導入については、私は当初は懐疑的だったのですが、 20年たってみると社会福祉

の実践には専門的知識が多く必要ということは常識になったようであり、その点は制度導
入は成功だったと思います。
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がTaylor&Roberts4のものでした。 1990年度の授業からは、 この英
語の本を使うことにしました。

1990年の授業で思いだすのはAさんという女子学生が授業が終わ

ったあと突然、私の研究室にはいってきて「私は、先日までアメリカ

でしばらくすごして自信がでてきて、 よし、勉強しようという気にな

って、先生の授業に出たんです。でも、ぜんぜんわからないし、 こん

なわけのわからない授業を受けなければならないと思うと悔しくって

仕方ないんです」 と涙をポロポロ流しながら訴えられたことです。彼

女だけではなかったんですね。一人の男子学生が、授業中、パッと手

をあげて、 「先生、何をおつしやっているのか、ぜんぜんわからないん

ですけど」 と言いました。たぶん、その場の学生たちも似たようなこ

とを感じていたのではないでしょうか。

たしかに、正直いって原著の理解は私にとっても難しいもので、 と

くにエコロジカル・ソーシャルワークなどはよくわかりませんでした。

わからないままに講義していたのだから聴いている学生たちにわかる

はずがありません。わからないものだから講義のなかで「これは、ぼ

くも、 よくわからないんだけど」 と前置きして話す癖がつき、 とうと

う、テストの感想欄に「自分がよくわからないことを講義しないでほ

しい」 と学生に書かれてしまい、 「そりやあ、そうだろうなあ」 と恥ず

かしいながらも納得した記憶があります。

それでも1990年度、 1991年度と、 2年間、そのテキストに取り組

んだ結果、内容が理解できるようになり、 1992年度の授業は講義のま

とめを日本語でワープロに打って、それを毎時間くばることにしまし

た。それを、まとめて1993年度のテキスト(ver.1)にしました。 1993

年度のテキストは地域福祉論のテキストとの合本で262ページにもな

りました。 しかし、 これではテキストの値段が高額になりますので、

1994年度のテキスト(ver.2)は地域福祉とは別々のものにしました｡以

後､1995年(ver.3)､1996年(ver.4)､1998年(ver.5)､2001年(ver.6),2004

年(ver7)、 2009年(ver8)、 2013年(ver9)と作り変えてきました。

論理的統一性について~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~ ~ ~ ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

この本の基本枠組はすでに紹介したTaylor&Roberts(1985)です

が、第7版からはHardina(2002)5も用いています。内容はアメリカの

4Taylor,S.H.,&Roberts,R.W. (Eds.). (1985).TheoryandPracticeofCommumty
SocialWork.NewYbrk:ColumbiaUmversitvPress.

5Hardina,D.(2002).AnalyticalSkUlsfbrCommumtyOrganizationPractice.NewYbrk:
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コミュニティワークの理論が中心です。 日本のコミュニティワークに

ついては、2008年度まで私は地域福祉論も担当していましたので、そ

こで講義していました。それは日本のムラ社会論から始まるもので、

このテキストの内容とは基礎から違っています。

2009年度からは地域福祉論は担当しなくなったので、日本のコミュ

ニティワークについても、 このテキストのなかで取り上げるべきなの

ですが、残念ながら、それは十分にできていません。その理由として

は理論全体の統一性、論理的一貫性を失いたくなかったということが

あります。つまり日本のコミュニティワークの理論を部分的にいれる

ことによって内容がバラバラのものの寄せ集めになってしまうことを

恐れたのでした。

理論の論理的一貫性というのは、学問にとって非常に大切なもので

すが、その感覚は社会福祉学科においては学びにくいのではないかと

いう危倶をもっています。 というのも、社会福祉学科の科目は、心理

学、社会学、医学などさまざまな基礎的な学問のうえに成り立ってお

り、社会福祉学科の学生はそれらの基礎的な学問の断片にふれるだけ

で総体としての学問（あるいは論理的一貫性をもった学問）を学ぶ機

会があまりありません。その結果、その知識がどうしても雑学的にな

ってしまいがちで、応用が利かない、論理的に考察を展開できないと

いう限界が出てくることが多いようです。

Taylor&Roberts(1985)の体系をそのまま紹介するような授業を私

は1990年代の半ばまではしていましたが、体系的な理論は理論とし

ては美しくても、現実にそれをどう応用していくのかということを考

えるのは難しくなります｡そのため2版､3版と書き変えるごとに徐々

に理論の体系性が失われても、現実との接点を増やしていくという内

容にしてきました。ただ逆に、あまりにも現実と接点が多すぎる内容

にすると、論理的一貫性のない雑学的な知識の羅列になってしまうで

しょう。そのバランスを考えながら内容を考えていく必要があります。

社会福祉士の国家試験との関連

もうひとつ、学生のみなさんが心配なのは、社会福祉士の国家試験

の受験参考書として役にたつかどうかということでしょう。はっきり

言って、 このテキストは受験参考書としては役にたちそうにありませ

ん。国家試験の出題は、その性格から考えて、いろいろな考え方を折

衷したものになっていますが、 このテキストは基本的に上述の2冊の

ColumbiaUmversityPress
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本から理論的基盤を摂取しており、受験参考書が覆っている用語や概

念のすべてを含んでいるとは言えないからです。国家試験のための受

験勉強は、学問のための研究とは別と考えて、受験参考書を使って勉

強されたほうがずっと効率的だと思います。

私の体験を言えば、高校生のときは受験勉強のため歴史の受験参考

書をよく読みましたが、事実の羅列であり、本当につまらなかったの

です。ですから社会人になって歴史の本を読むようになると、 「ああ、

歴史ってこんなに面白いんだ」 と後から気づいたものです。受験参考

書は出題問題を中心に構成されているため歴史に流れるストーリー

（物語）が見えてこない。無味乾燥な事実を丸暗記するだけで、そこ

から何も見えてこなかったのです。

一方、受験参考書ではない優れた歴史の本は、そこに明らかに一本

のストーリーが流れています。ただ、そのストーリーは語り手によっ

て違ってきます。百人歴史家がいれば、百通りのストーリーがあるで

しょう。どのストーリーにも共通するのは、結局は無味乾燥な事実だ

けだということなります。 したがって特定の歴史家の歴史観に偏るこ

とのない（はずの）受験参考書には歴史のストーリーがないのは仕方

がないし、あれば、かえって受験参考書として役に立たないというこ

とになりかねないのですね。
験

同じことが社会福祉士の受験参考書にも言えると思うのです。国家

試験の受験参考書に一貫した論理が流れているとしたら、それはその

内容に偏りがあるということになってしまいます。つまり一貫した論

理は歴史の本に流れる物語と同じで、論理体系は一つではないのです

ね。受験参考書はいくつもの有力な論理体系を断片的に寄せ集めた形

になっており、そのために論理的な一貫性が見えてこない。 したがっ

て退屈な（しかし受験にとってはとても便利な）本になっています。

私のこのテキストは、そういう意味での論理的一貫性を優先し、受

験参考書となることを考えていません｡ただ、社会福祉士に関連する

法律が変わり、2009年度から国家試験の受験資格にかかわる科目では

教授すべき内容が定められています。 コミュニティワークもそれに沿

った形で授業の内容を組み立てなくてはいけません。 このテキストは

その内容をすべて覆っているとは言えず（特にコミュニティの社会福

祉調査論が欠けています)、その部分はプリント等で補足し、次回の

verl0でテキストには取り入れたいと考えています。

2013年10月1日

岡知史
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22Oやさしいコミュニティワーク

荷…“
里の住人：奥付けの実にページがくるなんて、ありえないんですが､､、

山の仙人：ほんに、ありえんぞえ。

里の住人：へえ。でも、どうしても「学問なんていうのは頼りない、情けない」で終わってしま

っては、教科書として、ちょっとまずいのではないかと思いまして､､、

山の仙人：ふうむ。そうかもしれんのぉ。

里の住人：でしよ、でしよ。だから、最後に一発、ガツンと言ってほしいんでがす。

山の仙人：学問というのが頼りないというのは､､、

里の住人：へえ。

山の仙人：それは確かじゃ。

里の住人：へえ。やっぱり、そうでがすか。 （ため息、涙）

山の仙人：学問は頼りない。しかし、それは人間が頼りないのと同じ程度じゃ。言い換えれば、

学問は人間が素晴らしいのと同じくらいに素晴らしい｡学問といえども人間が作ったものじゃ。

それゆえに人間以上でも人間以下でもない。

里の住人：へえ。だったら、人間っていうのは、どれくらい偉いもんなんでしょうなあ。

山の仙人：他人ごとのように言うてはいかん。おまえにとって一番ちかい人間というのは、おま

え自身ではないか。おまえが立派であれば、学問も立派だろう。おまえが卑しい人間なら、学

問もきっと卑しくなるよ。

里の住人：へええ。よくわかりませんなあ､､､。学問って、そもそも何なのでしょう？

山の仙人：そうさな、それは絵のようなものだと思えばよろしい。

里の住人：絵ですか？

山の仙人：そうじゃ。絵は、その描く対象が山であれ、海であれ、人であれ、その絵を描いてい

る人間そのものが現れるものじゃ。学問も、そういうものなんじゃよ。

里の住人：絵ですかねえ。なんか、ピンと来ませんなあ。絵は自由に描けますけど、学問はだい

たい答えが決まっているでしょう？

山の仙人：バカタレ。おまえは、まだ国家試験と学問とを結び付けて考えておるな。

里の住人：いやいや、そうじゃなくて、学問は客観的なことを描くわけでしよ。絵は主観で描く

ものでしよ。

山の仙人：世の中には客観も主観もない。それが仙道の基本的命題じゃ。

里の住人：理屈はそうでも、絵は自由に描けますよ。でも、学問は自由にやれないでげすよ・

山の仙人： 「絵が自由に描ける」とは絵を知らない者が言う言葉じゃよ。画家は自由に描けない

からこそ苦しんでいるのじゃ。学問は自由にできなければ学問ではなくなる。ただ、学問は制

約が約束事としてある。しかし、それは学問をする人間のコミュニティがつくった制約で、自

由になるための制約なのじゃ。絵でいえばカンバスの枠のようなものだろうかの。


