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本書の読み方 
  

日々生じている社会問題に対して、人々は各自で解決策を模索しているだろうが、決定的な回答

が見いだせないケースが少なくないのではないか。本書は、そんな時に視点を変えるヒントになれ

ばと考え、社会問題解決のカギを１２個ほど提供しようというものである。 

 

⑴社会問題の根本的な解決策を提示できるのはだれ？ 

社会問題が解決できない時、社会のどこかの機関が専門的に研究し、何らかの媒体で解決策を継

続的に提示してくれているかと言えば、そういうこともない。マスコミは巨大な「顧客」を抱えて

いるために、あまりラディカルな議論はできない。問題の本質にまで踏み込んで根本的な解決策を

提示することはできにくいのだ。だからいつも当たり障りのない常識論で済ませることになる。問

題の真の解決を求めている読者や視聴者は、それにもう飽き飽きしているのではないか。 

「飽き飽きしている」一人として、私自身、微力ながらも、社会問題の根本的な解決へ向かうため

のヒントみたいなものがないかと、この数十年、模索し続けてきた。 

 

⑵成熟社会をめざすための問題解決策 

 私は福祉関係者だから、一方では、今の福祉の根本的な改善策も並行して考えてきた。この二つ

の研究は、相互に関連し合っている。 

というのも、ここで言う福祉問題とは、ただ高齢者や要介護者だけの話だけではなく、私たち一

人ひとりが幸せに生きることを阻むあらゆる問題のことであり、広い意味で「困っている人を救う」

のが福祉である。また、特に高齢社会の今、日本の社会問題の中には、様々な障害を持つ人や要援

護者の問題がかなりの割合で含まれる。だから福祉のあり方が、たとえば私が主張しているような

当事者主導の方向に変わり、福祉問題の解決が進めば、社会問題の解決もそれだけ進むはずだ。逆

に社会の問題解決が進めば、その分、福祉の改善も進むことになる。つまり両者の問題解決のヒン

トは、かなり重なっているのだ。 

 これまでは福祉の面に絞った発想を提示してきたが、今回は社会問題の解決策のヒントを提示す

ることにした。序章で触れているように、社会問題の解決を考えるには、そもそも私たちはどんな

社会を志向しているのかが頭の中になければならない。それに向けての解決策の提示なのだから。

そこで私は、「成熟社会」をめざすこととした。 
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そろそろ私たちも、そういう社会を求め始めているのではないか。成長一本やりから、突然成長

をやめることはできないが、もう少しゆっくりと歩もうではないかと、考えている人は多いのでは

ないか。そういう姿勢が固まった段階で解決策を考えていくことになる。 

 

⑶文明が現代の社会問題を生みだしている 

人が幸せに生きること―それが文明の目的だったはずだが、その属性である便利さ、快適さ、効

率化、経済の拡大といったものばかりを優先して成長させてきた結果、たしかに文明は発展したが、

一方で偏りが生じ、その文明自体が多くの社会問題を生み出すようになった。人は、便利で速くて

効率的なだけの世界では幸せに生きられないと気付き始めた。世界の流れとしても、このような生

き方は時代遅れになりつつある。 

だからそれらの社会問題を根本的に解決しようとするなら、私たちもこの辺で、ただ心地よい人

生を約束してくれる文明に一度思い切って背を向けて、新しい目的地を見つける必要がある。文明

とは逆に進むとしても、それは退行することではない。私たちには、様々な可能性を取捨選択する

自由がある。そこに成熟社会へ向かうための１２枚の切符が用意されているはずである。本書はだ

から、文明への対抗軸としての１２のヒントを提示することになる。 

 

⑷１２のヒントを使い分けて難問の料理を 

 その１２のヒントを４つの章に分類してあるが、それはあくまで便宜的なもので、何らかの難問

が出てきた時に、試しにこれらの複数を活用して、料理してみたらどうか。どれをどのように応用

できるのか、ぜひ柔軟な発想で挑戦してみていただきたい。 
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＜序章＞ 

社会問題解決の 
 

 

社会問題解決への基本的な枠組みみたいなものが作れないものか。それが無理な

ら、枠組みのパーツ（破片）ならどうか。それをキーワードとして抽出し、あとは

問題ごとにそれらのいくつかを組み合わせて、今までにない解決の視点を見つけ出

すのだ。試しに本冊子で、１２のパーツをキーワードとして提示してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

枠組みを探せ 
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⑴評論家や専門家の「論評」程度では不十分 

 いじめの問題がここしばらく、社会の話題に上りつづけている。ある事件が終息したと思われる

頃、また他の学校で発生する、というわけで、いつになったら「いじめ」問題がマスコミのネタか

ら外されるのか、おそらくその時期は来ないのではないか。 

 過去何十年、相も変わらず同じようないじめ事件が発生し、同じような論評がなされ、同じよう

な対策が講じられている。そのたびに「専門家」や「評論家」がマスコミに登場して論評する。文

芸評論家や小説家あたりがコメントする場合も少なくない。 

 率直に言って、それらの論評や提起する解決策をみていて、「それはユニークだ！」「なるほどそ

ういう解決策もあるのか！」と感嘆させられるものに出くわすことは、まずない。 

 

⑵社会問題解決への枠組み（のパーツ）を１２個提示 

社会問題解決への基本的な枠組みみたいなものが作れないものか。それが無理なら、枠組みのパ

ーツ（破片）ならどうか。それをキーワードとして抽出し、あとは問題ごとにそれらのいくつかを

組み合わせて、今までにない解決の視点を見つけ出すのだ。 

 試しに本冊子で、１２のパーツをキーワードとして提示してみた。その一つひとつについて、そ

れがホットな社会問題解決にどういうヒントを提示してくれるのかを簡単に解説していく。 

 社会問題ごとに、これらのパーツのどれとどれを使って、そこからどんな対処法を紡ぎ出すかは、

各自の知恵の出し所で、そのあたりのマニュアルづくりは別の機会に譲るとしよう。 

 

⑶社会問題解決と理想の社会作りはほぼ同じ作業 

社会問題を解決しようとする時、それでどういう社会を作りたいのかという疑問が出てくる。理

想の社会をきちんと描いたうえで、問題解決策を考えないと、作業の途中で姿勢がグラついてしま

う。羅針盤のない船旅のようなものだ。 

つまり社会問題の解決策を考えることと、理想の社会をつくっていくことは、ほとんど同じ作業

だと考えた方がいいかもしれない。 
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⑷最終目標は「成熟社会づくり」？ 

 と言っても、その「理想の社会」とやらがどういうものなのかを、きちんとイメージできていな

いのが現状であろう。 

 最近のマスコミの関心事を読んでいくと、一つのキーワードにたどり着く。「成熟社会」である。

わが国はもはや「成長」をめざす時期は終わった。しかし新しい政権が誕生しても、まだこれを追

求しているようで、しかも国民は、若干それに違和感を抱きつつ、「まあ、成長する分にはいいか

…」と、不承不承付いていっている。成長が終わった後にはどんな生活が待ち構えているのか、恐

ろしくもある。だから「いや、もう成長は終わりにしましょう」と言うほどの勇気はない。 

「次に待っているのは、私たちの最終目標－成熟社会作りなのだ」とは、薄々感じているはずだ。

マスコミの論調を見ても、明らかに「成熟社会作り」という言葉が頻繁に使われている。 

 

⑸根本的な発想の転換が必要 

 そのためには、今までと同じ発想では駄目で、新しい発想を生み出さねばならない。社会の枠組

みをどう変えるかとか、「パラダイムシフト」といった企画が急増している。 

 本冊子では、この構図を頭に入れて、一方では当面の社会問題の解決策を考えつつ、もう一方で

は理想社会の具体的な構想づくりという、二面作戦で記述していくことにする。そのために求めら

れている新発想の提示だ。 

 

⑹文明化のその先に「成熟社会」は待ち構えていない 

 新発想のパーツをこれから１２個提示するわけであるが、それらに共通するものがあることに気

づいた。１２個の底に流れる共通な要素とは何か。そのとき私たちが享受している文明というもの

社会問題の解決 理想の社会作り 

成熟社会作り 

成熟社会へ向けての問題解決を 「成熟社会」を柱にした社会作り 
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に突き当るのだ。 

 文明がめざしているものは何か。アメニティ（心地よさ）、便利、効率、スピード、気軽、簡単、

即効などであろう。私たちのそうした欲望に応えるべく、文明は猛スピードで進歩している。 

 私たちはこの文明化のその先に「理想社会」が待ち構えているのではと、甘い期待を抱いていた

のではないか。残念ながら、どうもそうではないらしいことが、見えてきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺社会問題の発生は、文明化の副作用？ 

 それどころではないことが、問題解決の発想探しの作業の中で見えてきた。どうやら、その社会

問題とやらが、文明化の副作用として生まれてきているようなのだ。ここではその中身までは触れ

られないが、例えば「いじめ」の問題がどこからきているのかと考えたら、文明社会が創り出した

「学校」という存在がこれに大いに関与しているとみられる。子どもを学年ごとに分別して、特定

の地域に何百人も集中的に集めて、一斉にマニュアル化された教育を施す。こういう「学校」でい

じめが生まれないはずはないのだ。本当に成熟化された社会では、学校はどういう姿をしているか、

あらためてじっくりと考えてみる必要がある。 

 

⑻問題解決への発想の多くは、文明化への対抗軸 

 したがって、問題解決の新発想はほとんど文明化への対抗軸となる。文明化の弊害をどのように

失くしていくかがそのまま問題解決の発想になるのだ。これも具体的な内容については、あとで述

べることにする。 

「学校」というものは文明化の成果であろうが、この学校というあり方をこれからも続けると主張

している間は、いじめの根治は無理だろう。ここに鋭いメスを入れた発想が、問題解決に使われね

ばならないのだ。 

× 

文明への対抗軸 

文明化が問題を生み出す？ 

文明化の先に「成熟社会」はない？ 

文明社会

社会問題の解決 成熟社会へ 

心地よさ・効率 

便利の追究 
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⑼本気で成熟社会を志向した記事や番組を作りたいなら 

 学校というあり方を根幹から突き崩すような発想だとしたら、今の社会は受け入れないであろう。

マスコミもこれを取り上げることを躊躇するに違いない。現に新聞も正月号だけの「言いっぱなし

記事」で終わらせている。 

それは仕方のないことだが、しかし本気で成熟社会を志向しながら記事や番組を作りたいのなら、

たまにはラディカルな発想も取り上げていかねばなるまい。そういう特別なページを作ることぐら

いはできるのではないか。 

 

⑽１２のパーツをどう使いこなすか？－例えば「いじめ」の問題 

試しに、「いじめ」の問題に絞って例示してみよう。この問題ではとりあえず、５つのパーツを

使ってみた。ここではそれらの枠組み（のパーツ）の意味はあまり掘り下げず、そこから出てきた

発想なり解決策だけを見ていただきたい。 

 

①「主役」は学校や教師ではなく生徒たちだ 

まず「当事者発」は問題の当事者自身が問題解決の主導権を持つということである。いじめ問題

の当事者と言えば、いじめられた子といじめた子、そしてそれを傍観する生徒たち、それにいじめ

られた子といじめた子の親。この中で表に出るのは、いつも「いじめられた子の親」だけだ。 

奇妙なことに、これらの「主役」、特に生徒たちがどのように考え、どのような対策行動を取る

べきか、あるいはその行動を始めたかの情報がマスコミからはほとんど登場しない。ニュースに登

場するのは教師たちの動きばかりだ。ようやく目覚めた彼らが連帯していじめ対策行動を取り始め

たことがニュースになっていた。しかし肝心なのは生徒たちである。 

原則論を言えば、学校自体が、学習の主体者である生徒が学校運営や授業づくりに主体的に関わ

るものなのだ。そういう基本を踏み外したところから、さまざまな問題が生じている。事件が起き

た大津市の中学校で、生徒会がようやくいじめをなくす活動を始めたことを、ある新聞が小さく報

じていた。我々がまずもって追跡すべきは、子どもたちの動きなのだ。 

いじめられた子の親たちが、逃げ腰の学校や教育委員会を相手に孤立無援の戦いをしているが、

そうではなく、関係機関が当事者である彼等を支援し、いじめた方の子やその親もまたもう一方の

当事者として、双方の当事者を主体者とした問題解決に導いていくのが本来のあり方ではないか。 
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 学校の主役は生徒だ、といった論理をマスコミで展開できるはずがない、と思われるかもしれな

いが、数十年前、こういう議論が堂々と大マスコミで展開されたこともあるのだ。北海道の中学校

で、徹底的に生徒主導で学校運営をした模様を、ある新聞が継続してルポしていた。それを読んだ

時「なるほど、それが本来のあり方なのだ」と合点した。 

こういう発想を「ラディカルすぎる」と排斥している間に、何とも無難な学校論だけで日々の記

事づくりをしてしまった結果が、「いつまでもなくならない、いじめ問題」を生んでいるのではな

いか。 

 

②家庭や地域と一緒に解決していく視点も 

次いで「周縁へ」。陽の当たらない場所にいる人たち、影の存在、物事の中心でなく周辺部にい

当事者発 

①いじめられた子といじめた子（双方の親も

含む）－当事者による問題解決行動 

②いじめ関連当事者の会による支援活動 

③生徒（生徒会）によるいじめ対策活動 

④生徒主体の学校運営・授業づくりへ 

ひらく 周縁へ 

個づくり 

①各自に合った学校を用意 

②「フリースクール」 

②自宅での個人学習の容認 

 「ホームスクール」 

統合 ①学校に様  々

な機関を受け入れ（警察署、役所、

企業等） 

②生涯学習、シルバー大学等と 

 一緒の学校、一緒の授業 

①生徒や親からの通報窓口

を外部機関に設置 

②外部機関が学校に入って

いじめ対策活動 

③警察が校内で見守り 問
題
解
決
の
枠
組

①いじめた子が抱えてい

る問題にも目を向ける。

家庭問題等を解決 

②地域と連携した教育 

③小地域毎の小規模校へ 

④数名単位の教室 
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る人たちに思いを致す、またそこまで出かけること。いじめの問題については、一つがいじめた子

も単なる「ワル」と見るのでなく、自身または家庭などに問題を抱えていると見て、その救済に関

わるという視点。人をいじめたくなるのは自身に屈託を抱えているはずだし、そこから逃れるため

にいじめの標的を探そうとする。いじめっ子に自信を持たせるような、例えば能力開発に力を入れ

るではないか。実際、海外ではそのやり方で効果を上げている事例がいろいろ紹介されている。 

またこの問題を学校の中だけで完結させるのでなく、生徒の地域や家庭まで追って行って、家庭

や地域と一緒に問題を解決していくという視点もある。いじめられている子やいじめる子は、地域

へ帰ってからどのように子どものふれあい輪の中に入っているのか、またそういう場を大人が用意

しているか、それを子どもたちは主体的に作ろうとしているか。子どもにやさしい地域づくりへと、

課題は広がっていっていい。 

灰谷健次郎という作家が活躍した頃、彼の作品群を読んでいて、共通項があるのに気付いた。小

学５，６年生が主役で、登場する教師は常にその子たちを地域や家庭まで追っていく。おかしな行

動をとる子がいたら家庭訪問をする。そこに複雑な家庭問題が横たわっていて、それを解決しない

ことには、その子の抱えた問題は解決しないとわかる。教師はまるで家庭問題のワーカーのようで

ある。そうならざるを得ないのだ。 

 

③小集落ごとに小学校があった! 

「周縁へ」では、いじめ問題は学校の統合の問題とも関わってくる。生徒数が少なくなったから、

そろそろ統合しよう。そうやって効率を求めて、大規模化は進行していく。一クラス３０名や４０

名も集めて、教師はそれぞれの子を丁寧に見ることなんてできっこない。一人の教師が全ての子に

目配りできる数は何人だろうか。繰り返される陰湿ないじめを教師が見つけられないというのは、

すでに教育のイロハからも外れている。それがどこからきているのかは、もう誰でもわかっている。

ならばそこに手をつけなければならない。 

 室戸市のある集落に出向いたら、わずか５０世帯のその集落に小学校がまだ残っていた。生徒数

はわずかに７，８名。「子どもの声が聞こえるっていうのはいいねえ」と住民は言っていた。奄美

大島の大和村はわずか８００世帯、１０の集落に分かれて住んでいる。以前はその集落（平均８０

世帯）ごとに小学校があったという。今でも５つ残っている。（子どもを１か所に集めて教育を施

すというあり方としての）「学校」を、それでも存在させるとしたら、これがあるべき姿ではない

のか。最近は大規模化をせず、小規模校を維持させながら、理科など設備が必要な科目に限って統
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合教育をするという方式が広がっている。 

 

④「ホームスクール」が徐々に広がっている 

次は「個づくり」。一人ひとりを大事にすること、その個性を尊重すること。本来は一人ひとり

に合った教育形態を考えてあげるのが筋である。 

以前は不登校というのは「病気」の一種だなどと思われていた。今はそれほどでもないが、いま

だに「再登校」にこだわるところを見ると、まだ理解されていないようだ。不登校の子どもたちが

「今の学校では不登校が正常な反応だ」と言っていた。彼らは、自分たちの手でフリースクールを

作った。 

アメリカで広がっているのが「ホームスクール」である。親がわが子の教育を担う。地元の学校

が在籍証明をくれる。日本でも広がり始めている。ある小学生が「わたし、学校に行かなければな

らないの？」と親に尋ねたという。自分は学校というあり方に向いていないと感じたのだろう。そ

れを母親が尊重してホームスクールを始めた。こういう子が優れた個の感覚の持ち主なのだろう。 

 

⑤学校は「街」。大人と一緒に学習も遊びも 

次は「統合」。文明というのは効率を求めてとめどなく「分業」していく。その結果として「学

校」が生まれた。そこに子どもだけを集めて「教育」を施す。しかも学年でさらに分ける。こうし

て一様化された人間だけの中で、しかも勉強ができるかできないかというたった一つの価値観で評

価される。学業に限定した競争を課され、そこから落ちこぼれると、まさに人間が劣っているのと

同じ扱いをされる。これで不適応を起こす子が、何パーセントか出てもおかしくない。 

そこに「統合」という発想を持ち込むとどうなるか。何も学習するのは子どもとは限らない。大

人は公民館でなどと言わないで、何なら子供と一緒に勉強してもいいではないか。学校と生涯学習

センターと一緒にして、共に学ぶのはどうか。大人が学習サポーターになる。なにも勉強だけでな

くても、遊びの場でもいい。そこに子どもも大人もいれば、立派な「街」だ。街には当然、警察官

がいていい。警察官が学校に入るというと、日本人は恐いというイメージを持つが、アメリカには

「スクールポリス」がいて、頼れる存在として校内に溶け込み、いじめられたりした子どもだけで

なく、問題を起こす子にも福祉的に関わっている。このように学校という「街」にいろいろな(街

を構成する)機関を受け入れれば、生徒だけの集団よりは監視の目が行き届く。 
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⑥外部の者を受け入れる。内部告発(通報)も 

最後は「ひらく」。「いじめ」や「(教師による)暴力」は、閉鎖的な世界で強者と弱者が対峙させ

た時に生じる。という意味では、今の学校でいじめや暴力はなくならない構図になっているのだ。

何としても、開かせないといけない。 

地域の様々な人を学校に受け入れる。授業の補佐役でもいい。部活の指導者でもいい。スクール

ボランティアでもいい。生涯学習センターを学校に受け入れるのでもいい。校庭を開放するのでも

いい。それらがいじめた子や暴力教師に対するしぜんな抑止力になるはずだ。その他外部からの学

校監視、内部告発(通報)も実現させる。 
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＜第１章＞ 

問題の当事者の扱い方 
 問題を抱えた当事者をどう処遇すればいいのか。一つはその当事者を主体者に据

えるということ。これが出発点になる。そしてその人の「個」を徹底的に守ってあ

げる。もう一つは私たちの関心の対象から外されている人たちにも目を配ることだ。 

 

①当事者発－問題の当事者を主役に 

    ②個づくり－一人ひとりの「個」を大事に／２２ 

    ③周縁へ－辺境にも、脇役にも光を／２５ 

    ④フェアネス－ハンディを持った人にハンデをつける／３３ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

15 

 

 

 

 

問題の当事者を主役に 
問題を抱えた人を、一方的な救済の対象にするのでなく、その人を逆に問題解決の

主役に据えてみたら？   

 

私たちの社会問題への対処法は単純だ。問題を抱えた当事者と、それに関わる担い手に分け、後

者が前者に救いの手を差し伸べる。だから、いかに担い手側の問題解決力を強化するかに、関心は

絞られる。そこですぐにその方面の専門家に解決を依頼する。 

しかしどういうわけか、それですっきりと問題が解決した、とはならない。この極めてオーソド

ックスなやり方に、根本的なところで欠陥があるのだ。 

 最近、新しい動きが出ている。問題の当事者自身が、その問題解決の主役として行動を始めてい

るのだ。当事者を客体（対象者）から主役に逆転させようというのだ。 

 

⑴生徒会や、被害児童の親が行動を起こした時 
いじめ自殺事件を起こした大津市の中学校で生徒会が自ら行動を起こしていた。生徒も無論当事

者だが、この問題に最も真剣に取り組んでいる「もう一人の当事者」がいる。いじめを受けた子の

親だ。彼らが果敢に行動を開始したからこそ、問題は少しは前進した。親に比べれば、学校長も教

育委員会も教育評論家も、所詮は他人。 

行動にこんなに強い動機がある者が他にいるか。当事者による問題解決行動こそが、最も効果的

で効率的だと私たちも分かってきた。 

 

⑵難問も当事者が動けば解決へ 
息子をバイク事故で失った父親が、その後に起こした行動はこうだ。バイクに乗った息子と、自

家用車が交差点で衝突。息子は即死だが、相手は息子に責任があると主張した。納得できないが、

反論する証拠がない。ドライブレコーダーが搭載されていればという思いから、自身技術者として

ドライブレコーダーの開発に着手、一方でトヨタの株を購入し、株主総会でトヨタ製の自動車にド

当事者発 

① 
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ライブレコーダーを標準搭載するよう訴え、「前向きに検討する」という回答を引き出した。 

社会に委ねていたのでは解決は難しい難問も、当事者の手で解決へ向かっている。裁判で被害家

族が陳述できるようになったのも、時効が廃止されたのも、被害家族が行動を起こしたからである。

当事者こそが難問解決のカギを握っていた。 

 

⑶各自が当事者の意識から出発すれば… 
不安定な働き方を強いられている若者や非正規社員らが、低家賃で住める居場所づくりをすすめ

ている。彼らのための家を行政が用意するようになった。自分たちが「福祉問題の当事者」である

ことに気づいたのだ。 

その他にも、父以外の人工授精で生まれた子、臓器移植のドナーとその家族、児童虐待の予備軍

のママたち、鬱の夫を支える妻、犯罪加害者の家族、産後鬱病、引きこもりの学生、男性介護者な

ど、それぞれが「当事者」としての自覚を持ち、グループづくりや社会へのアッピールを始めてい

る。当事者が目覚めたことで、社会問題の所在が今までよりも見えやすくなっている。 

誰もが何らかの社会問題を抱えている。それを「問題」と自覚し、社会と一緒に関わっていくと

いうパターンが広がっていけば、社会問題の解決自体が、もっと容易になるはずだ。 

だから、何らかの社会問題が生じた時、その問題の当事者を主役に据えるという発想を導入して

みたらどうか。 

 

⑷「当事者発」の５つのメリット 
 問題の当事者が自身の問題解決に動き始めた時、さまざまなメリットがあることが分かってきた。

ここに五つ紹介してある。問題解決の手法として効率的であるだけでなく、そこからいろいろな副

産物が生まれて、それが別の社会問題の解決にもつながっているのである。 

 

①「問題」を隠さない－当事者から発信 

社会問題が解決に至らない理由の一つが、その問題が社会の前面に現れないことである。本人も

隠すし、まわりも触らないようにする。これを打ち破らない限り、事態は進展しない。当事者意識

を持てば、自分の問題を隠さず、オープンにする。そこで「プライバシー」の問題も解消する。 
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「片方だけの乳房の私を見て」と衝撃的な言葉が、硬派の雑誌の見出しを飾った。その後も乳房再

建経験者が写真集を出版するなど、この流れは止まらない。自殺未遂者がライブで体験談を語った

り、認知症の人が自ら、自分の生活を語ったり、実名で性犯罪被害を伝える女性など。 

 

② 不登校は問題ではない！ －評価も自分たちで 

「隠さない」のは、自分の抱えた問題は、なにも隠す必要はない、恥じることもない、そもそも「問

題」ではないのだと思うからだろう。この命題自身が社会問題解決のヒントになる。不登校の生徒

①当事者から 

発信 

(告白・隠さない) 

②自力で解決 

(自前・自立努力) 

③仲間で解決 

(当事者グループ) 

④自己評価 

(「問題」ではない) 

 

⑤自己責任 

(私が判断し決めた

ことに責任を持つ) 

 

当事者側 

から見る 

当事者を主役に 

問題解決を支援 

当事者の 

見方を容認 

当事者責任 

を追及 

当事者発 支援者 
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たちを悩ませていたのは、不登校による様々な不都合や不利益ではなくて、不登校生徒がある種の

「病気」と見られていることではないか。 

「不登校は問題ではない」－むしろまともな生徒の正常な反応だと、考え方を変えて、ではどうし

たらこの正常な子どもたちの願いを聞き届けられるか、どのように異常な学校をまともにできるか

を考える－それが社会問題解決の新視点だ。 

 

③“自前”の発想－当事者たちで解決 

 彼らは、自分の抱えた問題をできるかぎり自力で解決していこうとする。問題の当事者が自分で

その問題を解決していく－こんなに効率的な方法はない。それが発展して、仲間の問題解決にも手

を貸したり、問題解決のエキスパート（専門家）にもなっていく。鬱がなかなか治らない。ならば

と独自に治療法を編み出し、そのノウハウをもってカウンセラーになった人がいる。 

今「自前」が広がっている。家を建てると言えば、業者に頼むのが一般的だったが、それでは満

足できない。自分が納得できる家を作りたいと、柱に使う木を伐採現場まで出向いて選別し、コン

ペで建築家を指名する人まで現れた。 

 自宅で自己透析や自己注射、出来合いの化粧品に満足できず自分で調合して「自分だけの化粧品」

作り、老人ホームに頼らず仲間と一緒に自前の老人ホームづくり（グループハウス）、中小企業が

銀行に頼らず、私募債を発行というように、ポイントは「○○に頼らず」だ。ケアプランは自分で

作ろうと「マイケアプランづくり運動が広がっている。 

 

④地域に広く「おすそわけ」－仲間で助け合い 

 当事者各自が自力で自身の問題を解決するのが難しい場合、同じ仲間と連帯する。当事者グルー

プが広がっている。一人ではできないことが、仲間とならできる。子連れママたちがグループを作

って助け合っている。仲間で子供の預け合いをする。十人でやれば、ノルマは十日に一回だ。次は

子連れコンサートを開き、子連れママを招待する。「おすそわけ」だ。その次は子連れ外出情報誌

を発行、これを子連れママたちにおすそ分け。 

 

⑤「事故が起きても私たちの責任です」－自己責任 

社会問題を解決していこうという時、必ず出てくるのが、その解決行動で事故が起きたらどうす

るか、ということである。多くの行動企画がこの一言でボツになっている。ところが、当事者が主
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役で活動すれば、何か事故が起きても、「それは私たちの責任ですから」と言われるから、支援も

しやすくなる。 

日本の野球場で、ファウルボールが観客の頭に当たって重傷を負った事件を契機にして、グラウ

ンドと観客席の間にネットを張ろうかという話が持ち上がった。ではアメリカの大リーグではどう

なっているのか。ファウルボールは、捕球をした観客が持ち帰っていいというので、グラブを持ち

込んで、客席から身を乗り出して補給しようとしている姿がテレビ画面に映し出される。そのため

にファウルボールが当たっても、自己責任という考え方が確立されているらしい。ネットは不要と

いうわけだ。 

 

⑥「こうしてほしい」－社会に具体的な指示を出す 
自分たちでできないことは社会に支援を求める。何をしてほしいかは、当事者がいちばんよくわ

かっている。それも、「こういう風にしてほしい」と具体的に言ってくれるから、取り組みやすい。 

 

⑸いじめ防止は「生徒主体の学校づくり」から 

 いじめが問題視されてもう３０年になるというのに、いまだにいじめをなくす決定的な方法を見

つけられないでいる。このほど「爆笑問題と考える-いじめという怪物」(集英社新書)が出版され

た。３部構成になっていて、１部が太田光さんの主張。次いで不登校生のための学校「東京シュー

レ」をつくった奥地圭子さんと太田さんたちとの対話。第３部は爆笑問題や尾木ママやその他のい

じめ関連タレント（？）たちの討論。 

 タイトルは「いじめという怪物」とあるが、第２部の奥地さんの実践に、いじめ対策の答えは既

に出ている。図を見ていただきたい。奥地さんの話を整理したものである。要するに、学校という

もののあり方の基本を実行したまでなのだ。 

 

①子どもが主役の学校運営 

奥地さんの主張はこうだ。まず学校の主役は生徒だということ。ここからすべては始まる。「こ

の学校では、学校行事やいろんなルールを、子どもたちで話し合って作っていくんです。こうした

ことをやっている間に、コミュニケーションの力もついて、自信にもなります。自分の力で自分の

人生を作っていくという方向に切り替わっていく」。 

成績も、５４３２１のランク付けはしない。「まず子供たちが自分の評価をどういう風に思って
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いるのかを書きます。それでスタッフ(教員)が、今度はその子のいいところを見つけて書いていき

ます」。基本は自己評価だ。 

 

②机も授業も教材も生徒が選べる 

「子どもが主役」の次に大事なのが「個性の尊重」だ。其々が自分の生き方を自分で選択し、実行

していく-自分という存在の主役である。普通なら、全員私服にとなるが、ここでは 制服を選択

したい人はそれも認める。教材も自分に向いたものを選択できる。机もいろいろあって、その中か

ら自分に合ったものを選べる。授業も自分のペースで参加できる。 

「一斉授業などが苦手だとか、みんなの中に入ると緊張するとか、そういう子たちが個人学習室で

自分のやると決めたことをして過ごすんです」。これらは常にスタッフ(職員)と話し合って決める

のだが、［どうしても出たくないものに出ることを強制するよりも、その子の個性や興味をのばし

てあげる方が、ずっと自信になったり、楽しいと思えたりします］。ホームスクールの部屋がある

が、これはどうしても学校にいることがつらい子には、家で成長してもいいという発想で、事実上

の自宅学習をやらせてあげている。そういう意味を込めた部屋である。 

「家にいるということをマイナスにしないということです」という彼女の言い方が気になった。逆

に言えば、学校に行かないことがそんなにその子にマイナスになるというのか。そういう見方を私

たちは完全にインプットされている。だから、家族も社会も、自殺寸前まで学校に通わせようとす

る。異常としか言いようがない。今は親が子供に個人的に教えるホームスクールが広がっている。 

 

③先輩後輩の区別なく、教員とも平等 

 奥地さんの学校のもう一つの特徴は先輩後輩の区別をしないこと、また職員と生徒とを対等な関

係にしていることだ。職員はスタッフと呼ばれ、弁当持参で職員室に押しかける生徒もいるという。 

そのスタッフの役目は「指導」ではなく、生徒と一緒に考える役割に徹している。あくまで主役

たる生徒が自らの判断で人生を作り上げていくのを側面援護するだけである。異年齢で授業や行事

もする。いじめと暴力は「先輩」や「指導担当の先生」から向けられることも少なくない。 

 

④自分に自信ができればいじめない 

 こういう生活・学習環境を作った時、たしかにいじめが起きにくいということは、すぐにわかる。

一人ひとりの子を尊重する気風が学校全体にいきわたっている。各自が自分の個性を大事にするこ
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とが、他の生徒の子を尊重することにつながる。いじめの一つは、誰か異質のものを仲間はずれに

することから始まる。みんなが横一線であることを要求する社会にいじめがはびこる。 

 もう一つは、いじめに走る側の子の心証面からも考えられる。「いじめってすごく抑圧されると

ころで起きやすいんですよね。ここのように、子ども中心でやっているところでは、子どもを受け

止めて、子どもの気持ちと相談しながらやったり、その子がやりたいっていうことを一生懸命応援

したりします。そういう中ではやっぱり人をいじめるという面がそんなに出てこない」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平等な関係 

個性尊重 

■制服・私服選べる 

■教材も選べる 

■机も選べる 

■授業も自分のペースで参加 

■個人学習室 

■ホームスクール 

子どもが主役 

■子どもが選んだ学校 

■規則は生徒が作る 

■行事も生徒が企画 

■学習は自己評価(絶対評価) 

■トイレも自分たちで考案 

■自主性を尊重（育む） 

■個性尊重(一人ひとり違う→皆同じでなくていい) 

■自己肯定（自尊感情）→他人も尊重へ 

「いじめのない学校」の基本構図 

■スタッフ(職員)と生徒は対等 

（「指導」ではなく「生徒と一緒に考える」） 

■先輩・後輩がない 

■異年齢で授業や行事 
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ＮＨＫ取材班の井川陽子氏がこう書いている。「自分を肯定的に捉えられる」ことが「他人を尊

重する」ことにつながっているのではないか。自分の個性を大事にしてくれる、育ててくれる。つ

まり自分を大事にしてくれる学校。だから他の子も尊重しなければならないと思う。 

その学校を自分たちの力で作り上げている。人生を自力で作り上げて行っている。そこから生ま

れた自信が、他の子をいじめようといった貧相な心根を生じさせない。いじめっ子に必要なのは「自

信」だった。 
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一人ひとりの「個」を大事に 
人間を十把一絡げに扱うのが文明。これに逆らって、一人ひとりの個を徹底的に大

事にしてみる。では「個を大事に」とはどうすること？ 

 

 文明はどこまでも効率を求めて、対象を分別・収集し、十把一絡げに対応しようとする。この限

りではたしかに効率的だから、私たちもそう扱われることに抵抗を感じなくなっている。 

子どもを何百人、学校という場にかき集めて、何十人をひとまとめにして教師が教育を施す。高

齢者を要介護度で分別し、ひとまとめにして施設に入所させる。最近は老人ホームに入所すること

自体にほとんど抵抗を感じない人が増えている。十把一絡げに扱われても何の痛痒も感じない。 

 文明が進むほど、人々が集団操作し、またそうされることにも慣れていくというのは、奇妙なこ

とである。それが人間社会の進歩かと言われると違和感がある。私たちは、文明化と人間社会の進

歩は同列だと思っていたが、そうとは言えなくなった。ある部分では退歩していると見るより仕方

がないのだ。 

 だから、成熟社会実現のための発想の中に、改めて「人間を大事にする」観点からのものを含め

なければならないのだ。その一つが、「個を尊重する」ということである。 

個の尊重と言えば、今更そんな陳腐なことを言われそうだが、文明そのものが個を無視する傾向

が強いがために、改めてこれを主張しなければならないのだ。 

 

⑴「個別のニーズにお応えします」 
一人ひとりの個別のニーズに対応していくあり方が広がっている。それぞれに多様な対応に見え

るが、よく見ると微妙に異なっている。ここに５つ並べてある。 

 

①「ワンストップ・サービス」（一人のすべてのニーズを一つの窓口で） 

福祉の世界では「パーソナル・サポート」サービスが注目を浴びている。ホームレスのような人

たちに、一人一人、就職の世話から住宅の確保、生活保護の申請など、生活万般について、まるま

個づくり 

② 
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る面倒を見ようという。「ワンストップ・サービス」と同じラインにある。 

今までは、役所のそれぞれの部署が、自分の担当分野に限って対応していればよかったから、受

け止める側は楽だったが、ニーズを抱えた人は、問題別に関連部署を訪れなければならなかったか

ら大変だ。つまり担い手側から見るのでなく、受け手の側・立場から見るようになった。 

 

②「家族」から「孤族」へ（「ぐるみ」でなく「一人ひとり」と見る） 

要援護の高齢者も、家族ぐるみで見る癖ができている。そこを突いたのが上野千鶴子さんで、こ

れからは家族ぐるみの福祉よりも、一人一人への福祉に切り替えねばならないと主張した。家族か

ら個族へ。結婚したからと夫の姓に変えねばならない理由はない。私は私だ。夫婦別姓が広がって

いる。いずれ子どもも「私の姓は私が決めたい」と言い始めるかもしれない。 

国会議員になるとどこかの派閥に所属しないと駄目だと言われてきたが、最近は無派閥を通す人

も増えている。お互いを肩書きで言い合うのでなく「さん」づけにする。特定の組織の一員として

よりも、一人の個として見てもらいたいのだ。 

 

③オーダーメイド（「あなただけの商品作ります」） 

新聞の切り抜きをしていると、「オーダーメイド」という発想の枠内に入り得る事例がかなり増

えていることに気づく。患者の遺伝子配列の特徴から、当人にピタリの治療法を考えようという「オ

ーダーメイド治療」が、早々とビジネス化されつつある。「あなただけの」がキャッチフレーズに

なっている。「あなただけの薬を処方します」「あなただけのパソコンを作ります」とか。 

 

④寄り添い（一人に一人がペアで対応） 

一人で何人もの面倒をまとめてみようというのでなく、一人が一人をペアで支えるということだ。

新入社員一人一人に先輩社員がペアで相談に乗る（メンター）。新入生に先輩が一対一でサポータ

ー役を担う。障害者一人ひとりに職場で指導員が貼りつく（ジョブコーチ）。遅進児に学習支援員

や補助教員がペアで貼りつくなど。 

 

⑤個づくり（自分探し、自己発見） 

自分を改めて見直し、自分らしさとは何かを追求する「自分探し」がひろがっている。自己啓発

セミナーが開かれている。十把一絡げで扱われている間は「自分らしさとは？」などと悩むことは
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なかった。自分らしい「個」を自分で作り上げていく。「個づくり」である。「個」を磨いていくこ

とにこだわってみたいと。 

 

⑵「普通に価値」から「違いに価値」を見出す文化へ 
個をとことん尊重するとなると、学校での成績評価も、相対評価ではなく絶体評価に変えなけれ

ばならない。特定の基準で自分が評価されるのは困る、という考え方も出てきた。 

「障害も個性だ」という主張への理解が少しずつ深まりつつある。「普通」に価値を置くのが日本

文化の特徴で、ちょっとでも「普通」からずれている人を差別的な目で見る風潮がなかなかなくな

らない。障害を抱えているというだけで、特別な目で見る。皆と同じであることに価値があるので

なく、それぞれが違うということに意味を見出す方へ転換しなければならない。そうした努力自体

が、社会問題の解決につながっていくのだ。 

 その意図はないけれど、結果として「普通絶対主義」になってしまっているという場合が少なく

ない。学校という場は、人間の特定の能力（算数・国語・英語）のみで人を評価する場になってい

る。そういう意図はないと言っても、実際上、偏差値の高いものが人間として優れているとみてい

るのと同じだ。そんな中で自分の価値を見いだせないでいる子たちが、別の角度からの存在意義を

見出そうと反社会的な行動を始める。 

 不登校児のための学校「東京シューレ」の学校運営の方針を見ると、一人ひとりの個性が尊重さ

れ、成績も自己評価が主体で、教師はむしろ本人の良いところを探す。制服も自分で選択する。授

業に出るかどうかは各自で判断する。教室に出るのがつらいとなれば、「ホームスクール」という

教室で自己学習する。というように、一人ひとりの個性を徹底的に尊重し、それを伸ばしてあげよ

うという環境の中で、普通と違う者をいじめようという動機が、そもそもこの学校では存在しない

のだ。 

「普通」へ何が何でも「右へ倣い」させずにはおかない日本文化の暗部にこれが執念深く残り続け

ている。社会がこの見方を変えるだけで、どれだけ助かる人がいることか。 
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辺境にも、脇役にも光を 
一極集中に象徴される、わが国の地方対策を見る限り、成熟社会は到来しない。

改めて、かげに置かれた対象に目を向け、彼らにも光が届くような、丁寧な対処を

考える必要がある。 

 

文明社会と言えば、いかにも進歩した社会のように見えるが、必ずしもそうではなかった。文明

を作る目的は効率、便利、心地よさと、たしかに人間にとっての福祉につながるものであったのだ

が、そうした目的追求を急ぐあまり、その恩恵を被るのはほんの一部の人たちだけで、残りの大部

分の人たちは置いてきぼりを食わされたまま、というケースが少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

周縁へ 

老人ホーム 

金沢へ 

親を金沢の老人ホームに入れた。 

通っている。 

「家へ帰りたい」→外だけ見て戻った。 

月に２回里帰り 

（息子が金沢から） 

Ａさん 

家の空気の入れ替え 

掃除・除雪 

たまに 
帰る 

たまに 
帰る 

たまに 
帰る 

たまに 
帰る 

…空き家 

③ 
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その象徴的なのが「一極集中」。東北地方で光り輝いているのは、仙台市だけではないか。それ

ぞれの市町村にしても、特定の中心部だけに光が当てられており、その他はいつまでたっても「僻

地」「過疎地」だ。 

輪島市で支え合いマップ作りをしてみたら、こんな実態が明らかになった。 

この集落は空き家が多い（赤印）。その人たちはどこへ行ったのかと聞いたら、大部分が金沢市

であった。では家族はどうしたのか。金沢市まで連れていけないので、親を老人ホームに入れてい

た。輪島市の他の地区でもやはり同じ現象が起きていた。金沢市だけが繁栄して、他は崩壊してい

た。これが今の文明の実態である。 

そんな粗雑な対処の仕方をしている限り、成熟社会は到来しない。改めて、脇に追いやられた対

象に目を向け、彼らにも光が届くような、丁寧な対処を考える必要がある。 

一口に、脇へ追いやられた対象と言っても、内容はいろいろだ。それをキーワードで示すならば、

①（中心部だけでなく）周辺にも、②（大まかな部分だけでなく）細部にも、③（多数派だけでな

く）マイノリティ（少数派）にも、④（主役だけでなく）脇役にも、⑤（表だけでなく）裏の部分

にも、などとなる。 

 

⑴（中心部だけでなく）周辺にも光を 
今は「一極集中」、すべてを中央に引き寄せ、そこに便利で効率的な文明を作ろうとしている。

政治であれ経済であれ文化であれ、皆同じ方法を採用していた。地方を旅してみると、文明の恩恵

はほんの一部にしか行き渡っていないとつくづくわかる。中心部を充実させるだけでなく、周辺の

人はこちらへ来なさいと「センター引き寄せ」型の施策がまかり通っている。ずいぶん粗削りなや

り方ではないか。現実は成熟社会とは程遠い。これをどう改めるか。 

 

①僻地へ「主張商店街」－「引き寄せ」から「お出かけ」へ 
「センター引き寄せ」から「お出かけ」に変えようという動きが始まっている。僻地が買い物難民

化したので、巡回販売を国の補助対象にすることになった。「出張商店街」もお目見えした。商店

組合が周辺地区へ商店街を出前する。福祉・医療では訪問薬剤師が初の全国組織をつくった。 

 

②地域分散型の老人ホームも－在宅生活応援型の地域福祉へ 

 福祉の世界でも、できるかぎり自宅で心豊かに生きていけるように、在宅サービスを充実するよ
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うになっている。地域包括ケアも、その理念のもとに、対象者宅へ３０分で駆けつけられる所に、

関係機関によるサービスセンターを設置するという。 

 特別養護老人ホームが最近、入所者をすべて地域に帰してしまったというニュースが、話題をさ

らっている。地域分散型の施設運営が、施設関係者の課題に上っている。施設に入所しても、昼間

は地域で過ごせるようにする「逆デイ」や、里帰りの実現、入所者が地域活動に参加できるように

するのも、施設の役割になって来ている。 

 社会福祉協議会も、地域福祉推進の地域に前線拠点を作るようになった。これまでは市の中心部

にいて、住民がここへやって来るのを待つという姿勢だったが、これからは最低限、校区に拠点を

置いて、そこから地域へのきめ細かなサービスをするという。または自治会の福祉活動を強化する

よう、支援を強化し始めてもいる。 

 

③エネルギーも自給－地域ごとに完結した小社会づくり 
 ただの「お出かけ」だけでなく、僻地のそれぞれの集落の生活を主体に考えるというように発想

を切り替えれば、やり方が変わってくる。「お出かけ」というのはまだ中央志向が残っているが、

それぞれの集落が自主的に店舗を自前で作ってしまう、それをバックアップするというようになる

のだ。それぞれのご近所なり集落で自給できれば、「お出かけ」も必要でなくなる。広い意味での

地方主権の流れと重なる。 

 小学校といえば、統合が当たり前だったが、今は別の動きが出てきた。それぞれの集落の小規模

校はそのまま維持して、特に設備などを要する授業に限定して合同授業をするのだ。 

これからのエネルギー問題について、新聞にこんな提案が出ていた。「エネルギーも、ごみやし

尿の処理も、東京電力のような大手が一括して担うのではなく、地域ごとに分散し、ネットワーク

を作って助け合う仕組みにしていく必要も。そうしないと、大手が倒れると全て壊れる」（読売新

聞）。地方主権と言えば、どうということもない発想になってしまうが、このように最近の動きは、

それを超えた発想を含んでいる。 

長野県飯田市では、発電能力２００キロワットの小水力発電所計画が進んでいるという。２００

世帯ほどの小集落で、エネルギーの自立をめざそうという。物事を国や県、市域全体で考えるので

なく、それぞれの小さな集落ごとに、人々が安心して、また心豊かに生きていける環境を整備して

いくことの方を大事にするという視点だ。何でも中央にセンターを作ってまとめてやればいいとい

う「中央志向」を根本的に改めたらという提案である。 
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④「過疎」を逆手に取って－僻地の逆襲が始まった 

全国の過疎地で小中学校の統廃合がすすめられてきたが、徳島県教育委員会は「過疎地の学校を

存続させる」道へ方向転換した。 

 １つは近隣の学校間で連携を強める「チェーンスクール」事業、２つ目は「パッケージスクール」。

小学校と中学校が同じ敷地内にある利点を生かし、教師が学校の垣根を越えて指導を行うほか、保

育所や福祉施設との連携を深め、「地域になくてはならない中核施設」に育てる。 

学校がなくなると、地域から活気が失われ、未来への希望がいよいよ薄れてしまう。Ｉターンや

Ｕターン希望の子連れ家族にも敬遠され、さらに過疎化が進行するという悪循環。そこで、過疎で

も学校を存続させようという努力が各地で始まったのだ。Ｉターン・Ｕターンで移住してくれる家

族を積極的に募り、たとえ１人でも子どもが来れば学校を開けます、とか。 

なくなって困るのは、小中学校だけではない。島根県の隠岐島前地域では、超少子高齢化に歯止

めをかけるために産業創出や子育て支援策などを講じたが、大きな問題があった。中学卒業と同時

に本土の高校へ進学する生徒が多く、島唯一の隠岐島前高校の生徒数が激減し、廃校の危機に瀕し

たのだ。 

島外へ子どもだけが通うと家計の負担になるため、子どもの多い家族ほど、一家で島を離れるこ

とになる。子連れ家族のＩターン・Ｕターンも激減する。いくら島の生き残りをかけて移住推進策

を講じても、「地域から高校がなくなることで水泡に帰す」のだ。 

そこで島民は「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」を立ち上げ、大胆にも、島外から講師に呼ん

だ優秀な人材に目をつけ、「島に移住してくれ」と熱烈にアプローチした。その人物がプロデュー

サーに就任し、「魅力化」を推進した。主な特徴をまとめると、①少人数だからできる綿密な個別

指導、②「島留学」推進制度で多彩な生徒を誘致、そして③地元資源を生かした仕事づくりや、地

元の問題解決に取り組める人材を育てる。 

その結果、隠岐島前高校の入学希望者はＶ字回復を果たし、２４年度には僻地の学校としては異

例の学級増（定員４０名から８０名へ）を実現したという。 

 こうした成功例には、「インターネットでの活発な情報発信でＵターン希望者にアピールする」

などいくつかの共通点が見られるが、中でも大きいのは、最大の敵は住民の間に漂う「どうせ無理

だ」というあきらめ感であることと、そこからポジティブ思考に切り替え、「過疎のデメリットも

含めて、ここにあるものを最大限生かして勝負する」という発想の転換の精神であるようだ。 
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「子どもが少ししかいない」「住民同士が家族同然に関わり合う」といった田舎の特性も長所とし

て生かし、「集団生活になじめず小学校入学から５年間不登校」という子や、不良になりかけてい

た男子中学生なども受け入れ、毎日楽しく登校できるようにしてしまった地区もある。 

「過疎」も見方によればこれは「適疎」なのだ。人間の生きる場として、ちょうど良い加減の集落

ではないかとも考えられる。 

 

⑤災害避難も班ごとに－ご近所を理想の世界に 

地域の最小圏域である「ご近所」をばかにしてはいけない。当事者の緊急事態が生じた時はご近

所の人しか対応ができない。日々の見守りもご近所の人でないとできない。異変を察知するには、

日々見守っていなければだめだ。そして継続的な関わりは、一緒に住んでいるご近所の人たちでな

いとできない。ご近所の人を無視して勝手にサービスをしても、いずれは行き詰ってくるはずなの

だ。 

 むしろこういう関わりの中で、ご近所の助け合い力を強化するのを支援する立場に転換していく

のがスジなのだ。私たちはまちとか地域を理想の世界に作っていこうとしているが、その基本は「ご

近所」なのだ。この小さな世界を理想の助け合い社会に変えていくことに、私たちはもっとエネル

ギーを使っていい。 

 マンションの住人たちが「隣人パーティ」を開くのが広がっている。あるマンション管理会社だ

けでも千回は開かれるようになっている。神戸の大震災の時、家の下敷きになった人を助けたのは、

８５％がご近所の親しい人だった。そこで国も災害時に被災しそうな人をリストアップし、その人

の親しい隣人を数名見つけて、お願いしておこうという「災害時要援護者支援制度」を全国に普及

させている。 

 自治会の中には、班ごとに要援護者と支援者を探し出し、班ごとに避難をするというあり方を取

り始めた所もある。避難訓練も班ごとにやる。そうすれば、わざわざ要援護者のリストを作って、

町内の関係者に配布する必要がなくなる。こういうことをするから「個人情報保護」の問題が出て

くる。要は班ごとに、だれが誰を避難支援するかを考えればいいことだし、それは簡単にできる。

わざわざ自治会長や民生委員がそれらの情報を把握する必要はないのだ。 

 

⑥孤立死を防げない！－支え合いマップで細部情報を 

 本研究所が開発し、全国に普及させている「支え合いマップ」は地域の情報を細部にわたって把
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握するためのツールである。 

 今までは地域の福祉関連の情報は、アバウトにしか把握できていなかった。したがってそうした

アバウトな情報ネットから洩れた家から孤立死が生じる。どうしても一度は丁寧に、しかも細部に

わたって地域情報をマップに載せなければならない。全国の地域福祉関係者がようやくこの「支え

合いマップ」づくりに取り組み始めたということは、地域情報を細部にわたって把握したいという

気が起こってきた証拠だと言える。 

 

⑵マイノリティ（少数派）にも恩恵を 

①中学生にも住民投票権－子どもに大人並みの扱い 

 これまで見過ごされてきた少数派というか、マイノリティへの配慮を重要視する動きが出てきて

いる。例えば、今まではどうしても子供のことは二の次にされてきたが、彼らにも大人並みの扱い

をしなければならないと、「子どもにも」という動きが広がり始めている。 

子どもにも大人並みの扱いをしようというわけで、小学生に大学レベルの講義をする試みが始ま

った。緊急地震情報は子どもにも伝えるべきだ、子供の臓器移植に本人の同意も求める必要がある、

中学生にも住民投票に参加させよう、子供向けのホスピスも用意しなければ、といった風に。子供

向けの服飾雑誌も刊行されている。幼児向けのクラシックコンサートも開かれるようになった。子

連れママたちが、子供が泣いても構わないというコンサートを、子連れママたち向けに開催してい

る。この流れが私たちが想像している以上のスピードで進行している。 

 障害者にも健常者と同等の生活環境を整備すべきだとして、ユニバーサルデザインが、建築や街

づくりの必須の発想になった。 

 

②ペットと一緒に避難できる避難所－動物福祉への関心も 

今までは人間だけが救済の対象だったが、東日本大震災から動物福祉への関心が深まっている。

そこで行政も、ペットと一緒に避難できる避難所作りを課題として取り上げるようになった。 

ロシアで開かれていたオリンピックでこんな情報も流れている。参加したアメリカの選手たちが、

路上に放置されていた野良犬を本国に連れ帰ったという。それが相当の数にのぼり、動物福祉への

関心の強さが、その国の人権感覚と比例しているのではと思わせたものだ。 
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⑶（主役だけでなく）脇役にも目配りを 
社会問題を考える場合、私たちが特定の人に関心を集中させてしまう結果、その関心の外に置か

れた人が必ず出てくる。その人のことを改めて考えてみるというのも、意義のある作業になるのだ。 

本命ばかりに目を奪われていたのを、その陰に隠れていた人物にも光を当てようというものだ。

光の当て方に二つある。一つは救済の対象にしようというもの、もう一つはその人にも責任を取っ

てもらおうというものだ。 

 

①ストーカーを救え！－加害者も救済の対象に 

まず①その人を救済の対象にしようというもの。児童虐待する親を「犯人」と見るだけでなく、

「福祉」の対象と見直してみるのもそうだ。今までは臓器移植を受けた人ばかりに光が当ってきた

が、最近になってドナーの救済に乗り出す動きが始まった。 

ＤＶのおかげで妻と離婚させられたり、接近禁止の処分を受けた男性を集めて、どうしたらＤＶ

を辞められるのかを一緒に考えているＮＰＯがマスコミに登場していた。再犯者の救済に当たるＮ

ＰＯもある。最近、加害者の家族も救済しなければという動きが出てきて、自助グループ作りが始

まりそうである。 

ストーカーによって殺害された女性の家族が今取り組み始めたのが、加害者を救う運動である。

これが成熟社会へ向けての一歩と見ることができる。 

今まで無視されてきた対象にも救済の手を、というのもこの部類に入る。ＤＶ被害者の子どもも

救わなければ、ドナーも救済の対象にすべし、とか。その他にも、今までは要介護者の問題ばかり

を取り上げていたが、最近は介護者の方にスポットが当たるようになった。ただ介護者の救済から、

ごく最近は男性介護者をどう救うかに社会の関心が集中している。また子どものストレス対策だけ

でなく、教師のストレス対策にも関心が集まっている。 

 

②子ども喫煙、黙認も罪－脇役にも責任を持ってもらう 

 ②は、脇役の人にも責任を持ってもらおうという動き。飲酒運転を許容した飲み屋も雇用主も同

罪だとなってきた。虐待家庭に気付いた人は通報義務が生じた。アメリカでは通報しない人を罰則

の対象にするまでになった。神奈川県警は、子どもの喫煙を止めなかったとして、高校生の親権者

６人を「未成年者喫煙禁止法」違反で書類送検したという。 

 世界的には犯罪青年の親に対する風当たりが強まりつつあるようだ。逆に、犯罪者の家族を救う
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動きも始まっている。いずれも、今まで光の当たらなかった、いわば脇役に焦点が当たり始めたと

いうことである。 

 

⑷（表だけでなく）裏の部分にも光を 
写真のポジとネガのように、社会は表の部分と裏の部分でできている。その裏の部分も大事にし

ようというのだ。 

 

①自分の死装束も作ってしまおう－死を豊かに 

人生の最終章である「死」にも関心が芽生えている。その死を豊かなものにしたい。そこで自分

用の棺桶や骨壷を早々と作り始める。死に装束もついでに作ってしまおう。自分の葬儀はこのよう

にしてもらおう、いや今、自分でやってしまおうといった、「死」へ向けた準備行動が目立つよう

になった。その延長の「あの世」はどうなっているのかという関心も強まっている。前世療法も行

われるようになった。社会が成熟してきたと実感するのは、こういう現象に触れた時だ。 

 

②患者を豊かに生きる－病気も人生の一つと… 

 病気になっても、生活の質を大事にしようという動きが広がっている。いたずらに延命処置をす

るよりも、その間、豊かな生活を継続しようという。それによって死期を早めることになってもい

い、と。 

 病院食と言えば「まずい」の代名詞になっているが、これを「うまい！」に変えようというのだ。

料理の専門家が開発した特性スープが人気だ。これなら食欲がなくなった患者もおいしいと食べて

くれる。患者だからこそ高級食を提供すべきなのだ。 

 その他にも、抗がん剤で髪を失った人のためのかつらや、乳房を失った人のためのファッション

に取り組むデザイナーも現れた。 
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ハンディを持った人に 
 

 

プロと互角に勝負するには「ハンデいくつ」を適用してもらう。同様にハンディの

ある人には特別有利な条件を与える。フェアネスと言う。 

 

 障害のある人にどういう処遇をしているだろうか。ゴルフで言うと、市民がプロと互角に渡り合

うのは無理。それでもゲームにするためには、「ハンデいくつ」を適用する。ハンディのある人に

特別有利な条件を与えるということで、欧米では「フェアネス」と言っている。障害者に必要な扱

いは、まさにこのフェアネスである。 

 

⑴「下駄を履かせる」 

①障害者に特別有利な条件を与える 

「ゲタを履かせる」という言葉がある。素足で背丈を比べると劣るので、ゲタを履けば、その分、

相手と肩を並べることができる。ところが「ゲタを履かせる」ことを日本人は好まない。その逆境

を乗り越えて一般人と肩を並べてみろ、と私たちは障害者に要求する。 

 埼玉県大宮市のソニックシティ内の公園で障害者の作業所で作られている焼き菓子のコンテス

トが開かれた。主催者は「パレスホテル大宮」。県内の２３団体が応募し５団体が本選出場を決め

ている。当日のイベントではその５団体が競い、プロの料理人の審査員と来場者１００人の投票で

優勝者を選ぶ。優勝した製品は半年間「パレスホテル大宮」で受託販売されるほか、優勝と準優勝

の製品には「ホテル推奨」の称号を贈る。プロの品質保証によって「ハク」がつけられたから、今

後は百貨店などでも売ってもらえる可能性もある。 

 仕掛けたのは「パレスホテル大宮」の洋食レストラン統括料理長の毛塚智之さん。ＮＰＯ団体「ハ

ンズオン！埼玉」が主催した、売れる商品作りをめざす「クッキープロジェクト」に技術指導で参

フェアネス 

ハンデをつける 

④
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加した際、障害者たちの作業現場を見て回って驚いたのが、質に比してその価格があまりにも低い

ことだった。これなら商品力で勝負できると見た彼は、以降、民間企業として継続支援を始めた。 

まず「パレスホテル大宮」で作業所の焼き菓子を手数料なしで販売。その中で優秀な技術を発揮し

ていた統合失調症の青年を、今はホテルのパティシエとして雇用している。勤務時間は本人の希望

を優先し、ジョブコーチの助言で同僚にも障害について説明。休みたい時に休めて、薬を飲みやす

い環境も整えた。それでも時間給は一般社員と同じ。この情報は朝日新聞の埼玉版に報じられた。 

 さて、毛塚さんという一流料理人と「パレスホテル大宮」という一流ホテルという高級資源の手

で、どのように「ゲタ」が履かされたか。１つ目が、一流料理人の技術指導。２つ目が一流料理人

とホテルによる「ホテル推奨」マーク。３つ目が、一流ホテルでの製品の販売。４つ目が、その一

流ホテルへの雇い上げ。しかも今回のようなイベントによって、障害者の作品の品質の高さを市民

に見せつけ、それがマスコミによって報じられることで、さらに「ハク」がつけられた。つごう５

種類の「ゲタ」が履かせられた。これが本当の福祉なのだ。  

 

②少年院の院生一人一人にパソコン。国家資格も 

韓国の少年院を視察して来た園田寿氏（甲南大教授）の談話が神戸新聞に紹介されていた。韓国

では、少年院を実質的に収容施設から学校体制に変えてしまったという。その教育内容がすごい。

全国１２の少年院を最先端マルチメディアネットワークで結び、１人に１台パソコンが貸与され、

２４時間いつでも学習が可能。情報通信の講師はなんと「サムソン」社の現役エンジニアが、英語

の講師はネイティブの外国人が務める。 

結果、１年間で１２７８人が国家資格や学力検定試験に合格。３８人が大学に入学し、４６８人

が一般校に編・転入学した。在学中に国際会議の通訳ボランティアを務めたり、英語弁論大会で優

勝する少年まで出てきた。 

日本以上の学歴社会である韓国では、こうした実績が少年たちの自信を回復させ、脱走者も激減。

それどころか「資格を取れるまでもうちょっといさせてくれ」と、退院延期の申請が相次いだとか。 

これを報じた日本の新聞に、韓国国民が当初、反発したことが紹介されていた。「うちの子でさ

えパソコンを与えられないのに、少年院の子を特別扱いするとは！」。院長はすまして答えた。「そ

れならあなたたちの子を少年院に入れますか？」 

ハンデを抱えたこの子たちにこそ、普通の子以上の条件を与えなければ救えない、というフェア

ネスの精神が横溢している。 
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⑵普通の人よりはるかに高いレベルの扱いも 

①時速１７０キロのＢＭＷエンジン搭載の車椅子 

欧米の車椅子の最前線を調べてみたら、驚くべきことが分かってきた。私たちが見知っているあ

の車椅子ではない。火炎放射器付きの車椅子、キャタピラー付きでどんな山野も走れる戦車型車椅

子、時速１７０キロは出るＢＭＷのエンジン搭載の、超カッコいい車椅子用バイク。「これに乗れ

るなら、俺の脚を折ってもいい」と健常者に言わせた優れものだ。 

「普通よりはるかに高いレベル」の車椅子に乗った時、「ざまあみやがれ、悔しかったら障害者に

なってみやがれ」と、健常者を見返すことができる。これに乗っている障害者を見慣れれば、私た

ちの障害者に対する見方も変わるかもしれない。 

 

⑶これで障害者への偏見・差別が一挙に解消 
 私たちの障害者や高齢者に対する見方は、意外なことだが、彼らの置かれた状況や、受けている

処遇、手っ取り早く言えば服装などで、いとも軽く変えさせることができるのだ。もし福祉施設か

ら出てくる障害者が、ラルフローレンの上着、腕にはグッチの鞄を下げていたら、どういうことが

起きるか、想像して見られるといい。これは「一般人並みの」ではなく、ラルフローレンでないと

いけない。 

言い方を変えれば、今現在障害者が受けている処遇の高さ低さがそのまま、障害者に対する見方

を形成するのに影響しているということだ。 

 

⑷「並みの生活」を保障するためにこそ「並み以上の扱い」を 
ハンディを抱えている人に「下駄を履かせる」、つまり普通の人以上のレベルの境遇を保障する

には、普通の人以上の高級資源をその人に集中的に投入しなければならない。障害者の作る菓子に

「箔」を付けさせたのは、一流ホテルの料理長であった。少年院の院政のレベルを上げさせるには、

「サムソン」の技術者が協力しなければならなかった。 

 今は福祉の対象者に振り向けられる人的資源と言えば、「ごく普通の人」がほとんどだ。それで

は、元々ハンディのある障害者などのレベルは上がりようがない。ハンディのある分だけ、一般人

並み以上のレベルの人材を投入しなければならないのだ。 

 成熟社会になるには、こうしたハンディキャップを抱えた人も、人並みの生活が送れるようでな



    

 

37 

 

いといけない。その「人並みの生活」を保障するためにこそ、「人並み以上の扱い」をしなければ

ならないのだ。この論理がわが国で通用するようになるには、まだ時間が必要かもしれない。 

今の日本の福祉には、「ゲタを履かせる」「ハンデをつける」センスがない。むしろ逆の扱いをし

ている。障害児に生まれると、特別支援学級に入れられる。そこで受ける教育は、せいぜいが「普

通並み」。他の児童と同程度の教育を受けていたのでは、両者の差は広がる一方だ。日本は、ハン

ディを抱えた人に「ハンデをつける」のではなく「平等に扱う」のが好きである。「職業選択の自

由」のおかげで、晴眼者（目の見える人）がマッサージ界に殺到して、視力障害者が追いつめられ

ている。 

 

⑸僻地対策等にも同じ発想を導入すべし 
 このフェアネスという発想は、なにも障害児や子どもだけに適用できるものではない。例えば僻

地対策で効果を上げるためには、やはりフェアネスの発想を導入する必要がある。 

島根県の隠岐島前地域では、超少子高齢化に歯止めをかけるために産業創出や子育て支援策など

を講じたが、大きな問題があった。中学卒業と同時に本土の高校へ進学する生徒が多く、島唯一の

隠岐島前高校の生徒数が激減し、廃校の危機に瀕したのだ。 

島外へ子どもだけが通うと家計の負担になるため、子どもの多い家族ほど、一家で島を離れるこ

とになる。子連れ家族のＩターン・Ｕターンも激減する。いくら島の生き残りをかけて移住推進策

を講じても、「地域から高校がなくなることで水泡に帰す」のだ。 

そこで島民は「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」を立ち上げ、大胆にも、島外から講師に呼ん

だ優秀な人材に目をつけ、「島に移住してくれ」と熱烈にアプローチした。その人物がプロデュー

サーに就任し、「魅力化」を推進した。主な特徴をまとめると、①少人数だからできる綿密な個別

指導、②「島留学」推進制度で多彩な生徒を誘致、そして③地元資源を生かした仕事づくりや、地

元の問題解決に取り組める人材を育てる。 

その結果、隠岐島前高校の入学希望者はＶ字回復を果たし、２４年度には僻地の学校としては異

例の学級増（定員４０名から８０名へ）を実現したという（隠岐島前高校魅力化プロジェクトのホ

ームページ資料より）。 

 こうした成功例には、「インターネットでの活発な情報発信でＵターン希望者にアピールする」

などいくつかの共通点が見られるが、最大のポイントは、超優秀な人材をリクルートしたことかも

しれない。 
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⑹「フェアネス」の正しいあり方 
アメリカの「フェアネス」を実現させるための具体策として１９６０年から始まった「アファー

マティブ・アクション」に対する反対運動が最近起き続けている。 

「週刊新潮」の連載企画「藤原正彦の管見妄語」で、藤原氏は彼自身の体験をいくつか並べている。

アメリカの大学で教官をしていた時、日系三世の学生に悪い成績をつけたら「少数民族支援室」か

ら善処を要請する手紙が来た。彼は「公正な採点による結果」と拒否した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大学適正試験で黒人を優遇 

ハーバード大学などのいわゆるアイビーリーグでは、１６００点満点のＳＡＴ（大学進学適性試験）

で、黒人には２３０点、中南米出身者には１８５点が加えられ、逆にアジア出身者は５０点が引か

れるという。 

ところがこの制度には弊害もある。そうやってレベルの低い学生が大学に迎え入れられたことで、

当然ながら大学のレベルが下がってしまうのだ。 

しかし「フェアネス」を実現しようとすること自体、社会の格差をなくし、健全な社会を実現す

る方策としては基本的には正しい。では、何が問題なのか。 

図を見ていただきたい。これまでの米国等でとられている措置をこれで説明してみよう。 

上の「ゴール」を目指して「エリート」「普通の人」「ハンディキャップト」の３者がしのぎを削

２つの「フェアネス」（公正な扱い） 

優先採用 

（競争をパス） 

入学、教員採用、公務員採用、社員採用 

ゴール 

①生まれながらの資質 

②恵まれた家族 

③恵まれた教育環境 

エリート学生 

普通の学生 

ハンディキャップ 

のある学生 

競争力を培う 

ための優遇策 

⑴ 

⑵ 
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るのだが、どうやっても「エリート」が勝ってしまう。その次が「普通の人」で、「ハンディキャ

ップト」（黒人などの少数民族）は、なかなかゴールにまで到達しない。①生まれながらの資質も

あるとしても、②家庭環境や③教育環境が違いすぎるためだ。 

そこでとられた「アファーマティブ・アクション」は、「競争」を回避して、「ハンディキャップ

ト」を優先的にゴールに達させてしまおうというわけだ。しかしそれには前述のような弊害が出て

くる。「逆差別」という非難が「エリート」や「普通の人」から出てくるのも仕方がない。ある意

味では「侮辱的扱い」とも映る。 

 

②競争力を付けさせる 

ところが、世界中の様々な「フェアネス」の扱いを見ていくと、必ずしもこのような措置がとら

れているわけではないことが分かる。今までの⑴の優遇採用（競争をパス）ではなく、⑵の「競争

力を培うための優遇措置」という方法もあるのだ。 

例えば、元ギャングのメンバーを優先的に企業に採用させるのでなく、採用試験に合格するため

の教育の方で優先権を与えている。太陽光パネルの設置技術など希望者が殺到する職業訓練を優先

的に受講させて、他の人よりもやや有利な条件で企業の採用を勝ち得ようというわけだ。 

韓国の少年院が、院生にパソコンを与え、サムソンなど優良企業からの技術者の指導を受けさせ

て、（本人の実力によって）国家資格を取得させ、少年院を出所するとともに首尾よく企業からの

採用を獲得させようとするのも、同じだ。競争を回避させず、むしろ競争力をつけさせる部分にフ

ェアネスの措置を講じているのだ。 

ハーバード大学の教育専攻の学生がスラム街の高校生の教育を担当しているというニュースが

あった。そのまま卒業後も、スラム街の高校で教え続ける生徒もいるという。「劣悪な教育環境」

というハンディキャップの部分に取りついたこの行動こそが、フェアネスと言うにふさわしい。 
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＜第２章＞ 

問題の捉え方 
 生じた問題をどのように捉えるか。一つは、問題をネガティブに捉えずに、ポジ

ティブに捉える。じつはその問題は本来問題ではないのだと考えたり、むしろいい

ことの前兆なのだと捉える。「遡る」は、問題が発生するずっと以前に対応してい

れば、簡単に解決したかもしれない、あるいはその問題が起きそうな予兆を捉えて、

その時点で対処してしまうとか。「統合」は、特定の視点からだけだと、見方が偏

ってしまうが、総合的に見れば、バランスの取れた評価ができる。 

 

①遡る－問題が起きないよう備える／３８ 

    ②ポジティブ－マイナスからプラス思考へ／４２ 

    ③統合－「分別する」から「まとめる」へ／４５ 
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問題が起きないように備える 
社会問題が発生すると、それにどう対処するかに関心を集中させるが、本当の解決

策は、問題が生じないようにあらかじめ備えることなのだ。 

 

社会が成熟していくと、この部分の活動が広がっていくはずである。問題の対策を考える時に「遡

る」というキーワードを思い出してみることだ。なかなか解決の糸口が見えない難問の多くは、「対

処」という方法では解決は不可能で、長い期間をかけた準備や予防対策が必要なのだ。 

 

⑴対処だけだと、選択肢が限られてくる 
「福祉」というのは、そこに現れてきた現象（対象）に救済の手を差し伸べることだろうが、これ

だと、やれることの選択肢が限られてくるし、「救いようのない」ケースが少なくない。 

 身寄りのない一人暮らし老人が認知症になってしまった、あるいは、子どもがいても遠い所に住

んでいて通えない。あるいは未婚の男性が高齢に到って一人暮らしをしている。兄弟は近くにいな

い。しかも引きこもりの性格を持っていて、周囲に助けを求めるどころか、善意の働きかけも拒否

している―その男性が要介護になったら…。 

地域住民の手を焼かせている難問というのは、そんなものだろう。仕方がないから、ストレート

に介護保険サービスの対象にしたり、施設入所となる。 

 そんな時、「対処」の仕方にどうしてももう１つの視点を加えなければならない。「遡る」である。

「そうなってしまうずっと前にまで遡って、予防措置を自他で講じる」のだ。福祉の営みは、じつ

は「備える」ことなのかもしれない。 

しかし「福祉」は本来そこまでは踏み込まなくていいのだと思っている関係者が多いせいか、な

かなかこの「遡る」という議論が深まらない。「介護予防」が公的サービスで行われるようになっ

たのは一歩前進なのだが、発想はそこでストップしてしまい、定番の事業として固定化されてしま

った。もったいない。 

 

遡る 

① 



    

 

42 

 

⑵「今から自分用の介護要員を育てておく」－備え上手さん 
 老後というのは結果にすぎない。老後をどう充実して生きるかは、それよりずっと以前に遡って

準備をしておかねばならない。 

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さん（７８）に私が出会ったのは８年ほど前、

ちょうど７０歳で一人暮らしだったが、そのとき既に、自分の「要介護の未来」を見据えて、した

たかに準備をしていた。 

ビーチボールのグループを立ち上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、ごちそうし

ている。いわゆる「恩を売っている」のだ。しかもメンバーの中にヘルパーや民生委員など、福祉

の人材も加えていた。「ごちそう」の場に居合わせた私は、そこでもう一つ感心させられた。メン

バーの１人が仲間にこう言い放ったのである。「セッチャン（山下さん）に何かあったら、私が仕

切るからね」。介護のコーディネーターまで確保していた！ 

 埼玉県ふじみ野市の石神みよ子さんも、感心させられた１人だ。自分の所属しているボランティ

アグループや趣味グループを、困ったとき助け合えるグループに育て上げた。自宅を開放しご近所

の人を集めて毎日サロンを開いている。これもいざという時の人材育ての一環だ。また、旅行に行

くと、１０軒分ぐらいのお土産を買ってきて、ご近所中に配っている。小さな困り事は助け合える

ご近所にしてしまった。親戚ともうまく付き合うし、裁縫の先生を何十年もやってきて、５００人

ぐらいの教え子を育てた。これらはすべて、自分が要介護になった時の福祉資源である。 

 福岡県の山下冨美子さんは、自分が姑の介護をしている時に、２人の子どもにもそれを手伝わせ

た。彼女が老いて、今度は夫の介護をする時に、孫にも手伝わせた。「○○ちゃんはおじいちゃん

のおしっこ取りね」「△△ちゃんはおじいちゃんの入れ歯洗いをお願いね」。 

 その後、孫２人はますます熱心になって、しまいには毎朝、おじいちゃんの入れ歯の取り合いを

するまでになった。その孫がこう言うのだそうだ。「おばあちゃんが寝たきりになったら、ボクが

オムツ替えをしてあげるからね」。こんな長期戦での「準備上手」の例もある。 

 

⑶社会システムに「準備」をインプットすれば？ 
 これらの「備え上手さん」は特異な事例で、誰もができるというものではない。ではどうしたら

いいのか。個々人が特別「準備」をしようと思わなくても、社会システムや制度の中に「準備」が

インプットされているのならいい。いわば強制的「備え上手」である。最終的には個々の努力が求

められるが、ある程度はこの「社会的危機管理」で救われるのではないか。 
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 例えば、石神みよ子さんのようなマネはできなくても、要するに、地域の様々なグループが、メ

ンバーが困ったとき助け合えるように仕組めばいいはずだ。各グループで、メンバーとして一定数

のヘルパーや民生委員、（元）看護師を確保するとともに、この助け合いの対象をＯＢ（老齢で退

会した人）にも適用すればいいではないか。石神みよ子方式に山下節子の方式を混合するのだ。 

石神みよ子方式をさらに活用するとすれば、ご近所同士の助け合いを（町内会主導で）推進した

り、自宅開放型のサロンを積極的に支援していけばいい。これは今でも地域で幅広く（一人暮らし

老人等によって）実施されているので、実現可能だ。 

 福岡県の山下さんの実践を一般化するとすれば、小学生の段階から、親や祖父母の介護の手伝い

等を「学校教育」の一環で実行していけばいい。老人ホームで奉仕活動をするより、よほど実現可

能性が高い。 

 

⑷入社直後から退職後の準備をしておけ！ 
 団塊世代の地域デビュー講座が各所で開かれているが、定年退職してしまってから老後の準備を

しようというのはやはり無理がある。「備え」という視点を持ち出すなら、２０代にまで遡る必要

がある。たとえ定年まで同じ職場に居続けるとしても、定年後に自分だけの能力を生かして飛び立

てるように、２０代から自身の能力開発を始めなければならない。 

４０年間も１つの職場にいて、自分らしい能力（技術）を掘り起こせないのは、その気がないか

らとしか言いようがない。２０代では早すぎるというのなら、４５歳頃から、そろそろ目星をつけ

なければならない。それまで移動を繰り返しながらいろいろな仕事をしてきた中で、最も自分が得

意とするのはどれか、その中で自分独自の腕を発揮できそうなものはどれかを探し出して、定年ま

でにその腕に磨きをかけるのだ。異動もそこでストップさせてもらう（会社もそう指導する）。そ

うすれば定年と同時に、その腕をもってフリーとして活躍できる。年金でどう暮らそうかなどと悩

む必要はないのだ。 

「派遣切り」に遭った人たちが、急遽、職能開発センターでとりあえずの技術を身につけているの

も、やっぱり｢備え下手｣だなと思われる。中高年にまでなって、ただ自分の「肉体の切り売り」を

しなくても、その才能で十分食べていけるのではないか。 

 いずれ親の介護がまわって来る人たちの場合、介護のために失職した時のことも考えておけば万

全だ。フリーでできる仕事を作っておくのだ。 
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⑸就活より、子どもの頃から能力開発を 
 簡単に「派遣切り」に遭わないためには、幼少の頃から自分の中に潜在している独自の能力を早

く掘り起こし、それを磨き上げることで青春時代をすごせば、その腕をもって世に出ることが出来

るかもしれないし、それで食べていける。「就職」の心配はなくなる。そのような学校教育のあり

方に変えていく必要がある。 

高松市が採用したように、保育園に芸術家を派遣して芸術の素養のある子を掘り起こし、英才教

育をする―この方式を芸術だけでなくあらゆる分野に広げるのだ。小中学校は、そうした多用な専

門家を教師として受け入れて、生徒の中から「才能の芽」を探し出し、英才教育をしていく。どの

子にも英語、数学、理科などと平均的な知識を詰め込んでいる時間はないのだ。 

 マスコミは一般に、起きてしまった問題にどう対処するかをかんがえ、その解決行動を取材する

わけであるが、それで決定的な解決策が見出されたかと言えば、あまりそういう事例はない。これ

からは、もっと「備え」の方に目を向ける必要がある。ここで紹介したような「備え上手さん」の

事例が新聞に登場したら、読者も案外興味を持つのではないか。 

 

⑹予兆があれば動く 
「予兆」という言葉がある。何かが起こりそうな気配。まだ起きていないが、起こりそうな気配は 

ある、と言う状態。その時点で対策を講じていれば、事態が深刻になって対処するよりは、いいの 

ではないか。 

 

①「パーソン・オブ・インタレスト」の設定の新しさ 

 アメリカのテレビドラマシリーズの「パーソン・オブ・インタレスト」を欠かさず視聴していた。

テロを防ぐために国は国民のあらゆる通信を傍受して膨大な情報を入手しているという設定で、そ

のシステムはテロ防止の情報ももたらすが、「テロ」とはいかない危険人物も特定する。 

しかし本来の目的には関係がないので国はその情報を放置してしまうが、それはもったいないと、

この情報を生かそうという人物が現れた。このシステムの開発者その人である。 

 難しいのは、その人物が人に害を与える可能性があるのか、または被害者になる可能性があるの

かがわからない。単に「パーソン・オブ・インタレスト」（気になる人）として浮上するのだ。そ

の「気になる人」に関する情報が彼の元に届けられると、仲間と一緒にその人物の周辺でこれから

起きるはずの「危険な事態」を未然に防止しようと動き出すのである。 
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 といっても、今の段階では正式にはまだ何も起きていないのだから、警察などの公的機関は手が

出せない。そこで彼が個人的に確保した人物は、元ＣＩＡの殺し屋など、どんなにヤバい場でも踏

み込める勇者ばかり。フィクションながら、「予兆で動く」ことの難しさがよくわかる。 

 予兆があるからといって、当事者にストレートに接触はできない。目立たぬように近づいて情報

を集め、その時に備える。当然、こちらもとばっちりを受ける可能性があり、相当な覚悟がなけれ

ば、そのような当事者に関わることはできない。時には銃弾をぶち込まれることだってあるが、幸

いドラマなので、次週にはピンピンして次の事案に関われるわけである。 

 しかし活動が進展していくにつれて、そういうメンバーだけではうまくいかないことがわかって

きて、警察内部の人物も仲間に引き入れる。といっても大っぴらには行動できないから、「内緒で

協力」するにとどめている。 

その刑事たちは、次第に、予兆の段階で動く重要性に気付き始める。事件が起きてからでは、た

とえ犯人は捕まえても、被害者を生き返らせることはできない、虚しさ。段々と「予兆で動く」（内

緒の）活動の方がメインになっていく（といっても地味な活動なので、だれも評価してくれない）。 

 

②これだけの予兆があったのに動かない 

 長崎県佐世保市で起きた高１女子生徒の殺害事件では、「惨劇の芽を摘む機会は３度あった」と

産経新聞が報じていた。 ①給食への異物混入、②父親への暴力、③精神科医の通報。③の精神 

科医は、小動物を殺害して解剖していること等を知り、この子は殺人を犯すかもしれないと児相に

通報していた。 

 それでも関係者は動かなかった。「予兆の段階で動く」というのは、そんなに難しいことなのか。

「動ける」としたら、だれなのか。そう、ポイントの１つはここにあった。 

 例えば児童相談所は、予兆どころかほとんど虐待は確実だと判断されても、ストレートにはなか

なか入り込めない。ましてやまだ曖昧な状況では、ただでさえたくさんのケースを持たされて手一

杯なのに、そのような不確かな情報の段階で動き出すのは、まず不可能である。 

 

③「民間委託」という奥の手があった！ 

 そこで福岡市がこの悩みをＮＰＯの活用で解決しようと考えた（NHK「ニュースウォッチ９」）。

児相から委託を受けたＮＰＯ「ワーカーズコープ福岡」が、該当する家を２人１組になって訪問す

る。 
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まだはっきりしない段階だから、ストレートに虐待をしていないかと問いただすのではなく、「お

困りのお子さんがいらっしゃるのでは？」などと子育て相談の方から入っていく。目的の曖昧な訪

問ということで、曖昧な情報にもとづいた家庭訪問が実現するわけだ。ＮＰＯと連携することで、

２４時間３６５日、泣き声情報に対応できるようになったという。 

ＮＰＯは看護師や社会福祉士などの専門家や、子育てを経験した主婦など、３０人が登録してい

る。昨年度、通報を受けＮＰＯが訪問した家庭は１３３世帯、市に寄せられた通報の４分の１に上

った。「ワーカーズ」に目を付けたのは正解だったかもしれない。前述のとおり、虐待はそのまま

子育て問題であり、それこそが主婦たちの集まりであるワーカーズの役目の１つにつながるのだ。 

 

④警察の穴埋めに私立探偵を活用 

 ポイントは「民間委託」である。そういえばアメリカでは私立探偵が活躍している。それを扱っ

たロバート・Ｂ・パーカーという作家の「スペンサー・シリーズ」は有名だ。 

私立探偵スペンサーは、１人で事務所を設立、様々な協力者を動かしながら依頼された事件を処

理している。依頼はむろんストレートに事件の主からやって来るのが多いが、もう１つのルートが

ある。警察からの（内緒の）依頼だ。彼自身、優秀な刑事だったから、警察の知り合いも多い。そ

の仲間から、この問題を扱ってはくれまいかと打診してくる。警察としては大っぴらに動きにくい

ケースである。まだ事件にはなっていないものとか、警察では「一件落着」したものの、どうも真

犯人が別にいるらしい、しかし警察としては動けない―といったケースだ。 

 たとえば、警察署を訪れて、「自分は人を殺すかもしれない」と公言しに来た者がいた。この段

階では動きようがないから放置しておいたら、本当に人を殺してしまった。 

おそらく実際の刑事たちは、そんな「曖昧なケース」をいつも抱えているのではないか。それら

をすべて警察で解決しろと言っているに等しい今の制度は、まことに奇妙としか言いようがない。

それらを１つひとつ、取り組むにふさわしい機関団体（企業や個人、ＮＰＯ）に手渡していけばい

いのだ。そうした柔らかい対応のあり方をこの際考えていかないと、事態は何も進展しない。 

 

⑤ご近所が「私的に」動くのならいい？ 

 図を見ていただきたい。上図は、地域はいくつかの圏域でできているというものである。その一

番小さい「ご近所」から、虐待を見たり聞いたりした隣人が通報してくる。あるいは本人（親）が

相談の電話を入れる。これを圏域で示せば、このように極めて遠い間柄の結びつきである。 
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 もっと素朴に考えると、ご近所（特に向う三軒両隣）は最も予兆を把握しやすい。声が聞こえる

のだから緊迫感も十分だ。その次は、親の所属組織（ＰＴＡとか生協）や診療所などが、自治区や

校区の圏域にいて、接点を通して予兆をつかめる可能性がある。 

 その下は、では、「予兆の段階で動ける」人材がどこにいるか、ということで、今は市町圏域の

警察や児童相談所など一部の機関に限られているが（こちらは社会的、組織的に関与）、もう１つ、

私的で個人的、非公式な関与というのもあるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

隣の人が、子どもの泣き声が気になって、ドンドンとドアを叩くことはできないことはない。こ

のルートも認めてしまえばいいのだ。まさに「お節介おばさん」が個人的、私的に勝手に動いてし

まって、悪いことはない。「パーソン・オブ・インタレスト」や「スペンサー探偵」の場合は、既

存の機関を超法規的に動かしながら、水面下で問題に接触し、解決に導いている。 

 やはりカギは、専門機関が民間に委託するルートだけでなく、本人のご近所の人や所属組織で知

り合いになった人が、個人的・私的な立場で「お節介」をし、「こじあけ」ることができるか、と

いうあたりではないか。 

 

 

事件 
家庭 

隣人 ご近所 自治区 校区 市町村 

向う 
三軒 

の推進員 
（世話焼き） （自治会） まちづくり協議会 

地区社協 

児相 
警察 

① ② ③ ④ ⑤ 

・事件が起きてから 

 動く… 

・問題が明白になっ 

てから動く 

通報 

予兆を把握 

しやすい圏域① 

本人とつながっている組織（ＰＴＡ・生協・医師） 

予兆を把握しやすい圏域② 

私的 

個人的 
社会的 

組織的 
予兆でも行動を 

起こせる人材 

・親しい隣人 

・世話焼きさん 

・本人の所属組織 

（ＰＴＡ等） 

・接点の人 

（ＰＴＡ・生協・医師） 

・超法規的 

・ＮＰＯへ委託 

（ワーカーズ） 
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マイナスからプラス思考へ 
「社会問題」も見方を変えれば「問題」ではなくなる。物事を前向き、ポジティブ

に捉えれば、問題も問題ではなくなる。それで本人が救われる。 

 

それだけではただのこじつけに過ぎないが、ある種の行動によって、本当に問題でなくすること

ができれば、これも新しい視点ということができる。物事をプラス面で考えるだけでなく、そのプラス

面を実際に生かすことで、本当に物事がよい方に向かった事例があるのだ。 

 

⑴病気や障害をプラス面から見る 

①「ガンはゆっくりと来るからいい」「妊婦腹は美しい」 

自分の置かれた状況を悲観的に考えるか、楽観的に考えるかで、私たちの行動も全く変わってくる。「癌は

ゆっくり来るから生活の計画が立てやすい」と言った人がいる。突如襲ってきて、数日内にあの世へ、とい

うのでは、心の準備ができない。 

「デフライフ・ジャパン」という隔月刊の雑誌が創刊されたというニュースがあった。編集スタッフの全員

が、耳の聞こえない、ろう者たちで、耳の聞こえない人生がいかに楽しいものであるかを、体験者の口から

語らせようという。「雑誌を見たろうの子供たちが『こんなにすごい、ろうの大人が社会にいるんだ』と思っ

てくれたら」と編集長が語っている(「朝日新聞」)。障害のおかげでこんなに不便な生活になっていると、

マイナスのことを語るよりも、こんなに素晴らしい人生も送れるのだと訴えた方が、ろう者への真の理解が

深まるのではないか。 

「妊婦腹は美しい」とアメリカの女性写真家で妊婦腹ばかりを撮影している人がいるが、日本にも登場した。

東京・世田谷区の高田奈付子さんのスタジオ「ネーブル」がその現場だが、毎月８０人前後がここを訪れる

という(「朝日新聞」)。最近は妊婦だけでなく、乳がん患者や子育てを終えた夫婦も訪れるようだ。 

 これらは、ただ物事をプラス面で考えるだけでなく、そのプラス面を実際に生かすことで、本当に物事が

よい方に向かった事例である。 

 

ポジティブ 

② 
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⑵「減点」主義から「加点」主義へ 

①「けなす」のでなく「ほめる」 

ポジティブ発想から、人の欠点をあげつらうのでなく、良い点を拾い上げ、それをほめる行為が

生まれる。減点主義から加点主義への転換だ。 

飲食店などの接客態度の良しあしを調べる覆面調査官がいる(読売新聞)。初めはスタッフの欠点や短所を

指摘していたけれど、あまり芳しい結果が出ない。そこで逆にスタッフのいい点を探し出し、それを企業に

報告するという手法に切り替えたという。「社内でほめ合うことを始めた会社は従業員の働く意欲が高まり、

業績も軒並み向上」(同紙)」だと。 

日本人は、人の欠点を矯正することが好きなようだ。プロ野球の元阪神タイガースの掛布氏がアメリカの

マイナーリーグの監督を務めていた頃、彼の地では選手一人ひとりの欠点は無視して、いいところを探して

伸ばすことに力点を置いているのに感心させられたと言っていた。 

 

⑶障害を「個性」でなく「才能」と見る 

①「多動」はスポーツ選手向き 

障害を悲観するだけでなく、むしろ「障害は個性だ」と言ってみたらどうか、という主張があるが、それ

をさらに発展させて、障害こそが能力、才能なのだという主張を現実化させる動きが広がり始めている。 

自閉症の人が天井のちょっとしたシミが気になる性癖を障害と捉えるのでなく能力ととらえて、印刷所で

印刷ミスをチェックする業務に就いている。何度同じことをしても飽きないという自閉症者の性癖をプラス

思考で考えて、コンピューターのストレステストを引き受けて、企業化した人もいる。 

 ＡＤＨＤという注意欠陥・多動性障害の人が、アメリカでは会社の社長に納まっている。意外やスポーツ

選手の少なからずがこのＡＤＨＤではないかとさえ言われている。一つ所に落ち着かないということは、ス

ポーツをする人に向いている性癖であるし、前述の社長も、「あちこちの支店を飛び回っているから、新しい

アイデアが次々 と浮かぶのだ」と、自分の障害を前向きに捉えていた。障害か才能かは、天と地の違いだが、

意外やそれを分けるのは、私たちの物の見方次第だったのだ。 

 

⑷犯罪者にボランティア活動をさせる 

①ハッカーをハッカー対策要員として雇用 

 アメリカの刑務所では殺人を犯した受刑者にもボランティアをさせている。ある刑務所では、地域から「箸

にも棒にもかからない」非行少年を刑務所に連れてきて、受刑者の指導に委ねている。人を殺した人物に健
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全育成のボランティアをさせようというのだ。彼らの指導を受けた少年たちの多くがその後非行をやめたと

いう。ボランティアをした受刑者も出所後もボランティアを続けているそうだ。彼らの「おっかない」とい

うところを、ただ「ワル」と見るのでなく、「力」と見るのだ。それを生かしたというのだから、アメリカ人

のポジティブな感覚は、相当なものである。 

殺人を犯した終身刑の受刑者たちに神父の資格を取得させ、刑務所内の教会を運営させている。彼らに介

護技術も習得させ、ホスピスの運営もさせている。最近もハッカーを国や企業が「ハッカー対策要員」とし

て雇用しているとニュースが報じていた。ハッカーの技術をハッカー対策に生かさせる。 

いじめ自殺がなくならないが、いじめっ子対策について、テレビであるタレントがこう言っているのが印

象的だった。「いじめをするなと注意するよりも、その子の可能性を掘り起こして、それに夢中になれること、

誇りを持ってできることを探してあげればいいんですよ」。自分に自信が湧けば、人をいじめているヒマはな

くなるというわけだ。 

 このやり方で、社会問題の体現者を、社会問題の解決行動に関わらせることで、その人の問題も解消させていく、と

いうのだから、こんなに効率的な方法はない。 

 

⑸要援護者を担い手に逆転させる 

①デイサービスの利用者をスタッフに 

 愛知県内のデイサービスセンターの所長の集まりで、興味深い話題が出てきた。知的障害の青年をスタッ

フに採用したら、利用者たちが「私がこの子を育てる」「私が教育をする」とその子の取り合いになったとい

うのだ。いつもサービスを受けるばかりの老人たちにとって、自分が面倒をみる相手ができたのがよほどう

れしかったのだろう。この話を聞いた、仲間の所長も口々 に「私もやっていた」と言い出した。デイサービ

スセンターが利用者をスタッフに採用したという事例もある。 

 

②担い手になった要援護者自身にも「治療」効果が 

 福祉はまずは担い手と受け手を分別することから始まる。しかしそこが間違いなのだ。受け手が求めてい

たのは、担い手になりたいということだった。その願いに応えてあげれば、その人自身に福祉効果が出た。

要介護者に自宅を開放してご近所の人を集めてサロンを開いてもらったら、その人の要介護度が下がったと

いう。福祉問題を抱えた人を、他の問題を抱えた人への支援活動をしてもらうことで、その人の福祉問題を

解消させていくのだから、効率のいい方法と言える。アメリカでは「ヘルパー・セラピー」と称している。 
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⑹誰もがサイコパス（反社会的人格障害） 

①犯罪者よりも企業幹部の方がサイコパス度が高かった 

「サイコパス」（反社会的人格障害・精神病質者）という精神障害は、映画「羊たちの沈黙」で人

間を喰らうレクター博士や、４年間で３５人もの女性を殺害したテッド・バンディといった連続殺

人犯がその代名詞となってきた。 

 ところが、これまでのサイコパス観を覆す、まったく新しい研究成果が放送されていた。ＮＨＫ

「心と脳の白熱教室」に登場したオックスフォード大学・感情神経科学センターのケヴィン・ダッ

トン博士によれば、サイコパスというのは特定の人だけが持っている病気ではなく、サイコパス的

特性という連続した帯のようなものであり、多かれ少なかれ、私たちの誰もがその中のどこかに位

置しているというのだ。そしてその特性は、生かし方次第でビジネスでの成功にもつながるし、社

会の役にも立つというのである。 

例えばサリー大学の研究チームが、企業の重役たちと、刑務所に服役中の最も危険とされる囚人

たちを対象にサイコパス性のテストを行なったところ、驚くべきことに、魅力や自己中心性、説得

力、同情の欠如、集中力といったサイコパスの特性は、凶悪犯罪者たちよりも企業の重役たちの間

で多く見られたという。囚人たちの方が高かったのは暴力性で、規律や自己制御力の低さも際立っ

ていた。 

また、アメリカのトップ企業の重役２００人以上を対象に行われたカナダの心理学者による調査

でも、サイコパスの連続殺人犯に見られる能力が、ビジネスの世界では才能として開花しているこ

とが明らかになったというのだ。 

 同じように、恐れを知らず、社会的に優位に立ちたがり、ストレスへの耐性が高いといったサイ

コパスの特性は、警察や軍隊、救命隊員といった「英雄的」職業で生かされていた。このような職

業に就いている人たちは、サイコパス性は高い傾向にあるが、反社会性やナルシシズム、衝動性は

低いのだ。 

 

②虐待や暴力体験で凶悪犯に 

 では、サイコパスの特性を能力として開花できる人たちと、同じ特性が反社会性や暴力犯罪と結

びついてしまう人たちの違いは何か。それは主に育った環境であり、子供の時に受けた虐待や暴力、

人格形成期のネガティブな体験などが引き金になり、暴力性や反社会性、自己制御力の欠如等がサ

イコパス特性と結びついてしまう。いわゆる邪悪なサイコパスと言われる人たちは、ほぼこのよう
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なケースに当てはまるということである。 

 にも関わらず、長い間サイコパスが反社会性や暴力性と結びつけられて「悪」とされてきたのは、

はじめから危険な精神障害と規定され、ネガティブな側面からしか研究が行われなかったことが原

因だろう。 

何かに名前がつけられると、そのものの本質を誰も考えなくなるという考え方がある。研究者が

病気や障害を「発見」するという行為にも、同じ危険性が潜んでいるようだ。ある日、だれかが思

いきって大胆に見方を変えない限り、研究者によって切り取られた一面だけが独り歩きし、良い面

は見えないままで評価もされない。 

 まったく同じ問題が、このテレビシリーズの別の回でも目についた。ダットン博士と同じオック

スフォード大学・感情神経科学センターの代表であるエレーヌ・フォックス教授が行った講義の中

の、「リスク遺伝子は本当にリスクか」という話だ。 

セロトニン運搬遺伝子という遺伝子の短い型はこれまで「リスク遺伝子」と呼ばれ、これを持つ

人が劣悪な環境に置かれると、持っていない人に比べて、悪い行動（犯罪行為など）に走りやすい

とされてきた。つまり「悪くなりやすい危険な遺伝子」ということだ。 

ところが最近、一部の研究者たちが、悪い方面からしかこの遺伝子を研究してこなかったことに

疑問を抱き、１８０度見方を変えて実験を重ねたところ、まったく違う姿が明らかになってきた。

この遺伝子は「悪くなりやすい」のではなく、「柔軟な遺伝子」であり、良い環境で育てられれば、

この遺伝子を持つ子供は他の子供よりもずっと幸せで健全に育っていたのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サイコパス的 

特性 

企業幹部 
弁護士 

警察・軍隊 
など 

子供時代の虐待・暴力体験 
人格形成期のネガティブな体験 凶悪 

犯罪者 

魅力・説得力 自己中心性 

同情の欠如 

プレッシャーの下での高い集中力 

恐れ知らず 

社会的に優位に立ちたがる 

ストレスへの耐性が高い 

人の弱みを 

見抜く力 

税関検査 

の係官に 

障害特性 
を生かす 

→暴力性や反社会性は高く、 

 規律や自己制御力は低くなる 
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フォックス教授はこう強調する。「特定の遺伝子にリスクがあるという考え方は、捨てる必要が

あります。同じ遺伝子が、好ましい環境では実に多くの恩恵をもたらすからです」。 

 

③接点にいる大人の関与が子どもを救っていた 

連続殺人犯テッド・バンディは、「狙いやすい女性は歩き方を見るだけでわかる」と自慢してお

り、サイコパスの人は他人の弱みを見抜く能力が高いと考えられている。ダットン博士は、一見邪

悪なこの能力さえ、社会に役立てる方法があるはずだと考え、ある日、空港でひらめいた。「サイ

コパスの人を税関検査の係官にしたらどうか？」と。 

そこでサイコパス度が高い学生のグループとそうでない学生のグループに、ハンカチを隠し持っ

ている人を当てさせる実験を行ったところ、結果は予想以上で、前者が７０％の高確率で正確に見

抜いたのに対し、後者はわずか３０％の正解率だった。「他人の弱みを見出すのは連続殺人犯の特

技ですが、空港では実に役に立つのです」。  

 この能力はそもそも、人の表情や仕草を鋭く見分ける能力なのであるから、図の下方の黒い矢印

へ進まずに済めば、もっと様々な生かし方があるだろう。 

 以前、本誌の「加害者を救う」という記事の中で、良い家庭に恵まれなかった子供が悪い道に行

きかけても、接点にいる誰かが１人でも本気で関わってあげれば救われるようだ、と書いた。  

フォックス教授によれば、最近の研究で、子供時代に虐待などのつらい環境に置かれた子どもが

救われる共通要素が１つ分かってきたという。それは、その子が心から信頼できる大人が、周囲に

１人でも存在することだという。その１人は、大人である必要があるが、別に親や親戚でなくても、

近所のおばさんやお店の人だっていいというから、やはり「接点にいる誰か」が一歩踏み込んで関

わっていくことが重要だった。 
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「分別する」から「まとめる」へ 
 文明人は物事を分別的にみる癖がついている。対象を見ると、要素別に分類する

ことから作業を始める。狭い視野でものを考えるから総合的な視点が欠けてしまう。 

 

 これからは「分別」でなく「まとめる」へ方針転換する必要がある。分別したものを再度かき

集めて、対象をそれらの全体として見ていくのだ。 

そのためには、そうやってまとめたものに一定の秩序を見出さねばならない。一見バラバラな破

片の底に共通した「何か」を探し出すとか。かき集めた中には、相互に相反する性格のものもある

し、場合によっては敵対的な関係同士もあるはずだ。それでもなんとか折り合えるような妥協点を

探さねばならない。あるいはそれらの破片群にある種の序列を見出すという方法もある。 

そういう作業によって、「分別」のおかげで生じていたと思われる社会問題への解決の糸口が見

つかるかもしれないのだ。 

 

⑴真実は多様な「部分的真実」の寄せ集めだ 
 安倍首相が靖国神社を参拝したことが、多くの国民に驚きをもって受け取られた。特定秘密保護

法や原発再稼働、辺野古の埋め立てなども、「ずいぶん強引では？」と賛成派も反対派も含めて意

外に思ったのではないか。「私は圧倒的国民に支持されている」という自負があるのだろう。 

 そこで一部の人が「民意」というものに疑問を感じ始めた。「選挙に勝てば、自分の政策のすべ

てが支持された」などと思われたら困る―これが国民の率直な意見だろう。「選挙」も確かに民意

ではあろうが、あくまでワンノブゼム。たくさんの民意の一面でしかないと、私たちは痛いほど理

解した。 

 新聞がこのことを最近、繰り返し取り上げている。「住民投票」や「（各種）審議会」「デモ」「メ

ディア」「（市民による）評議会」「市民運動（ＮＧＯ、ＮＰＯ）」などもそれぞれが民意の一部を反

映していると。マスコミ自身、民意の中の「選挙」や「政党」等、ごく一部の部分にばかり目を向

けていたことを反省している。 

統合 

③ 
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 首相の民意の測り方にも偏りがある。彼はフェイスブックを大事にしているようで、そこで自分

の行動や意見を日々披露しており、それらへの国民の反応を民意ととらえているのだろう。「靖国

参拝」には今現在８万数千もの「よくやった！」の声が来ているという。 

 他にも、世論調査、少数政党の意見、市町村の意向、マスコミや週刊誌の論調等、いくらでも

ある。だから正しくは、選挙やフェイスブックのみならず、さまざまな「部分民意」同士がせめぎ

合う中で、より真実に近い民意が姿を現すと見るべきではないか。 

マスコミも今後、様々な民意のそれぞれを、ある程度平等に扱い、それを記事にも反映させてい

かねばならない。その上で全体的民意の動向を探る辺りに、マスコミの力量が問われることになる。 

 様々な「部分的民意」も平等に認めるということは、「これぞ絶対無二の民意」なるものは認め

ない、すべての民意は相対化されるということだ。これを一般化するならば、様々な性格のものを

一定の原則で「まとめてしまう」という荒っぽい処理をする以上、そこから生まれる真実も「絶対

無二」ではなく、あくまで「相対的な真実」だと割り切る必要がある。そのかわり、「まとめた」

ことによって、社会問題を解決するためのヒントがいくつか生まれてくる。そこが大事なのだ。 

 

⑵真実は正反対の者同士を融合させたところにある 
 現代人の分別癖のおかげで、当然のことながら、正反対の性格のもの同士は切り離される運命に

ある。それでたしかに頭の中はすっきりするかもしれないが、真実というものはそう単純な作業で

済ませられるものなのか。本当の真実は、その相反する者同士にもどこかに共通点を見つけるなり、

妥協点を探すなりして、なんとか折り合える部分を見つけようと努力する所から、本物の真実がつ

いてくるのではないのか。真実はむしろ正反対のもの同士を融合させたところにある、と考えたら

どうか。 

 私たちは、福祉の営みと言えば、担い手と受け手を想定し、前者が後者にサービスすることだと

考える。そこで、担い手を発掘し、教育し、組織を作らせ、対象者に関わるように指導する。受け

手はそれを黙って受け取ればいいと。ところがこれがうまくいっていない。受け手が担い手に協力

しないのだ。自分の困り事は言わないで、隠す。ひどいのは放っておいてと引きこもる。やりにく

くて仕方がない。そもそも福祉の営みを担い手と受け手に分別した所に問題があったのだ。 

 

 

 
受け手 担い手 

協働作業 



    

 

56 

 

これからは両者を一体のものとみなさねばならない。福祉というのは、両者が協力し合うことで

うまくいく、と考える。そのためには受け手もただ助け手が来るのを待っているだけではない。自

分の問題をどのように周りに訴えたらいいのか、だれにどのように助けてもらったらいいのかを考

え実行しなければならない。 

私どもでは「ボランティア講座」ならぬ「助けられ上手講座」を開いている。だれもがいつかは

要援護者になるのだから、今ボランティアと自認している人もこれを学ばねばならない。それぞれ

が担い手と受け手の双方の視点とテクニックを磨いておくことが大事なのだ。両刀遣いで免許皆伝

だ。 

今住民の間で盛んになっている活動は一人暮らし高齢者等への見守り活動であるが、そこで一番

欠けているのは、見守られる側に見守られ努力を要求していかねばならないという点だ。それがほ

とんど欠けているために、見守り自体がうまくいっていない。 

 

⑶敵対的関係が真正面からぶつかる中にも真実が？ 
実際の現場では、両者は案外敵対的な関係になっている。見守る側は、見守られる側のあり方を

非難する。見守られる側は見守る側の非を鳴らす。とても「融合」どころではないかもしれないが、

そうした非難合戦の中に案外、真実が顔を出すということもありうる。どこまで行っても敵対的な

関係は治らないとしても、その敵対行為の中にこそ真実があるのかもしれないと見るのだ。 

外交でよく言う「戦略的関係」とは、お互いが自分たちの主張を言い合って、まだ折り合えてい

ない、ということを指す。でも、お互いに言うだけは言った、相手がどういう主張であるかもわか

った、いずれどこかで妥協点を探さねばなるまいと振り返る。まあ、こんなところだろうが、これ

もまた「進展」の一つにはなるわけだ。 

 ここで注意すべきは、私たちが「すっきりした解決」を求め過ぎるということである。「すっき

り」を求めれば、もともと相反するもの同士を同じ土俵上に載せること自体が間違っている。それ

でも両者を乗せてみて、戦わせ、その中からどんな妥協点が生まれてくるかを辛抱強く待たねばな

らないのだ。 

ビジネスとボランティア（社会貢献）は相反する性格の営みで、だから社会はビジネス活動とは

別枠で社会貢献をすることを求めている。しかし何の旨味もないものに企業が取りつくはずがない。

そのために長い間、企業の持っている強力な資源力を社会は生かせないできた。 

最近になって、柔らかい発想が導入されるようになった。「コミュニティ・ビジネス」という言
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葉も生まれた。社会活動で一定の利益を求めようとするのがなぜ悪いのか。むしろ利益を期待でき

るからこそ、社会貢献をしようと思う、動機づけとしてはこんなに強力なものはないとさえいえる。 

「社会貢献は本業外で」などと殊更区分けする必要はない。それに、企業としての社会貢献と社員

としてのボランティア活動も区分けする必要はない。両者が相乗りしたものと考えればいいのだ。 

 

⑷正反対同士が相互に「乗り入れる」ことだってある 
 あるデイサービスセンターに、認知症の男性が利用者として来るようになった。 

彼はよく気の付く男で、他の利用者のお世話をしている。所長は彼を見込んで、職員にとりたてた。

しかしいずれは認知症が進むだろう。双方がその進行を見守り、時期が来ればまた利用者に戻すと

いうことにした。利用者とスタッフの区分けを取り払って、自由な発想ができるこの所長のセンス

が、今求められている。 

 同じデイサービスセンターで、認知症の人を受け入れたが、介護保険の限度いっぱいまで使って

も、まだたりない。そこで、契約外の日も受け入れる代わりに、その日は施設でボランティアをし

てもらうことにした。それでも施設が休みの日は受け入れようがない。そこで所長は、おばあちゃ

んと商店街へ出掛けて、一緒にゴミ拾いをすることにした。 

こうした「いい加減な」対処法の底にあるのは、スタッフと利用者とボランティアの区分けをす

る必要はない、相互に自由に「乗り入れる」のだっていいではないかという柔軟な発想だ。 

 アメリカの刑務所の中には、受刑者に神父の資格を取らせ、受刑者仲間の悩みの相談に応じると

ともに、さらにホスピスを運営させている。受刑者と刑務官の関係はどうなっているのか、微妙な

ところだが、うまくいっているらしい。今では「神父」受刑者は他の刑務所に「出向」しているら

しい。 

 相互乗り入れは、さまざまな分野で進んでいる。これが現代がともかくも成熟社会へ向かってい

ると言える一つの証拠にはなるかもしれない。今までは、これは子供向け、これは大人向けと、遊

具などを区別していたが、大人がおもちゃで楽しんでもいいではないかと、その分野の商品が急増

した。男性が女性の職場に進出してきたために、看護婦が看護師に変えられた。 

大人にはガンの告知をしていたが、子どもにもしていいではないか。というように、相手が子供

だからと、今まで様々な差別がおこなわれていた。世代別にその役割や、享受できるサービスなど

を限定していたが、この壁が取り払われつつある。「子どもにも（大人並みに）認めよ」という事

例を探すといろいろ出てくる。 
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いっそのこと「年齢で相手を見る」というあり方そのものを取り払ってしまおうと、エイジレス

という言葉が流行っている。アメリカのようにエイジレスが徹底すると、定年は会社ではなく自分

自身が決めるという社会になっていく。 

 男性と女性の区分け自体もそんなに大きな意味はないと、最近は相手が男なのか女なのかを確認

したうえで、接し方を考えるといったことがなくなりつつある。性同一性障害の人にとっては、好

都合な社会変化である。「分別思考の被害者」がこれで救われるようになった。 

 

⑸両者を合体させたところに究極の解決策が？ 
今、当事者グループ作りが爆発的に広がっている。普通、福祉と言えば、問題を抱えた人を抱え

ない人が助けるのが基本構図であるが、このグループは担い手と受け手が一体となっている。それ

ぞれが問題を抱えているから、相互に関わり合うとともに、他のたくさんの仲間の問題解決の手助

けもする。 

同じようにして、消費者が自ら生産者と結びつく、または自分たちで生産もしてしまうという「プ

ロシューマー」が注目されて、もうだいぶたつ。消費と生産をきれいに分けて、それぞれが自分の

役割をしっかり遂行すればうまくいくという分業の発想は、もう時代遅れになりつつある。 

 生活も、仕事や遊び、学習、家庭生活と、区分けして考えるのが当たり前になっている。月から

金までは仕事、土曜と日曜は遊びと。しかしこれが不幸を招いている。本来仕事というものは自己

実現の営みではないのか。ということは、自分の趣味や楽しみがそのまま仕事になるのが本来のあ

り方だ。会社に使われない新しい「ハウスワイフ」の生き方が注目されている。主婦業を営みなが

ら、その生活の中で仕事もする。趣味活動とも一体となった、まさに自己実現としての仕事である。

生活のあらゆるパーツが、一人の人間の中で一体となった。これが私たちのめざす理想の生活であ

ることはまちがいのないことだし、成熟社会をめざすのなら、この生き方をあきらめるべきではな

いのだ。 

 

⑹様々な役割同士を、同じ土俵の中でぶつけ合わせる 
 私たちは、少しでも異なる役割の者同士は、まず役割別に振り分けて、それぞれのあり方を個別

に追求していくが、そうやって「枝分かれ」させるたびに、真実から遠ざかっていくのだ。 

異なる役割のものを再度、「本枝」に戻して、あくまで「本枝の中で」それぞれの役割を、個別

にではなく、それらの相互関係の中で論議していく必要がある。 
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福祉と聞けば「サービス」という言葉が思い浮かぶ。要援護者にサービスをすればいいのだろう

と、単純に考える関係者がほとんどではないか。 

 

 

 

 

 

 

 しかしそういう単純な発想が今の行き詰まりを招いている。例えば介護保険制度を考える時、い

わゆる公助の分野だけで考えるから、たちまち行き詰る。福祉はどうしても、共助（互助）と自助

と、この三者を一体として考えていかなければならないのだ。 

介護保険制度を作っている人たちは、おそらくは自助と共助の実態を知らない。住民とじかに接

していなければ彼らの助け合いの実態が分かるはずがない。となると結局、介護保険制度をいじる

だけに終わってしまう。じつは、自助がしっかり機能していれば、それは共助をうまく活用してい

る証拠だろうし、それだけサービスの出番が少なくなるという関係になっているのだ。今、共助に

は国は金は出さない。住民活動は無償で、と考えている。 

発想を逆転させる必要がある。まず住民活動にも手当を支給する。その結果、デイサービス利用

者や施設入所者が減ってくれば、介護保険としては助かる。一人デイサービスの利用者が減れば、

年間百万円は浮く、施設入所者なら三百万円は浮くことになる。その分をさらに住民の活動手当に

回せる。新しい循環が生まれるではないか。 

 

⑺「あれ」と「これ」の中間的存在を認めてみる 
 私たちは「あれかこれか」で分別したがる。対象はどちらかに分別されなければならないと考え

るのだ。よく「切れ者」と言われる人物がいる。物事を「あれかこれか」に分別する能力に秀でた

人だ。偏差値が高い人はたしかに、この能力を持っている人が多い。 

 こういう人は、「あれ」でも「これ」でもない、両者に当てはまらない対象が出てくると不愉快

になる。そして「大体命題そのものが間違っているのだ」などとうそぶく。 

 そうではなくて、「あれ」にも「これ」にも当てはまらない存在を、むしろ創り出していくこと

が、難問の解決につながる可能性があるのだ。少なくとも両者の中間にいる（曖昧で、わけのわか

自助 共助（互助） 公助 

あくまで同じ土俵の中で、からみ合わせる 
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らない）存在を認める。ではそれはどういう存在なのかと問われると困ってしまうが、とにかく曖

昧でもいいから、中間的存在があってもいいではないかと言い張るのだ。そこから何が出てくるか。 

元外務省主任分析官の佐藤優さんは、沖縄県久米島出身で、今は沖縄問題の研究を続けている。

彼が沖縄に準国家的な主権を認めよと主張している。沖縄防衛局長や外務省沖縄担当大使の人事に、

県知事の同意を必要とすることや、安全保障に関する日米協議に沖縄県も加えるといった具体策も

提示している。あれかこれかの分別の時代に、「準」という発想で、行き詰った議論に突破口を与

えることができないことはない。 

 関東連合など暴走族の元メンバーらが徒党を組んで繁華街で起こす事件が多発していることを

受けて、警察庁はこうしたグループを「準暴力団」と位置付け、全国の警察に行動実態を把握する

よう指示したという。一般人と暴力団との中間的な存在として「半グレ」とも呼ばれているらしい。  

中間的な存在を「準」という言葉で「位置を与える」ことで、具体的な対策にも手が出せるよう

になる。あれかこれかの弊害を中間的な存在を設定することで、解決の道筋が生まれる。 

男と女の間に中間の性があっていい、と主張する人がいる。男と女の両極端に分けることだけが

いいのではなく、その間のあいまいな部分の主体性も認めたらというわけだ。 

 

⑻真実は「グラデーション」になっている 
「準」を認めるどころではない。社会の実態をよく見れば、「あれか」「これか」の両極端の間に、

いろいろな存在があるのであって、それらをそれぞれにふさわしい位置に据えることで、それらの

全体がまさに「本当の真実」に近くなるのだ。真実というものは、そのようにグラデーションにな

っているのではないか。 

企業の社会貢献にしても、さまざまなあり方があって、それらが「ビジネス」と「純粋社会貢献」

の間に分布しているというのが正しい。細かく言えば、①純粋な社会貢献－企業の利益を（寄付等

で）社会に還元、②社会的企業の立ち上げ（子会社等で）、③社員をボランティア派遣（プロボノ）、

④顧客サービス等で社会貢献、⑤社会に役立つ商品作り、⑥企業活動で社会に損害を与えない、な

どが分布していると考えられる。 

 

 

 

 

企業利益

を還元 

社会的企

業立上げ 

社員を活

動派遣 

顧客サー

ビス 

社会に役

立つ商品 

社会に害を

与えない 
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 認知症の高齢者に対して、百貨店が大量に商品を売って裁判になるケースが各地で起きていると

いう。女性客に四年半で約一千万円分の婦人服を売った東京都内の百貨店に対して、東京地裁が、

購入代金の一部を返金するよう命じた。このことを気づいた身内が、販売をやめるよう求めたが、

百貨店は承知しなかった。「顧客に『あなたは認知症だから売れない』とは言えない」と抗弁した

という（読売新聞）。企業というのは、これが前掲の⑥に相当する。相手が認知症と気づいたら、

「売らない」のが社会貢献になるのだ。 

 以上の６つの項目を眺めると、今までの「ただのビジネス」行為と「社会貢献」活動の二者択一

的な発想とどれだけ違うかわかるだろう。これだけ「社会貢献」の幅を提示されれば、「わが社に

だってできることはある」と思うのではないか。 

 グラデーションという言葉がある。白と黒の間にたくさんの灰色がある、という意味である。こ

の発想を導入すれば、社会問題に対応する場合も、幅が出てくる。同時に、問題解決の可能性がそ

れだけ高まってくる。 

 だから、「あれ」と「これ」の間にどんな新しい存在を考えつくかが勝負となる。 

受刑者を刑期途中で釈放し、実社会で立ち直りを図る「刑の一部執行猶予法」が成立した。今まで

は「実刑」と「保護観察」の二つの選択肢しかなかったが、その間に新しい刑の形態を導入した。

新制度の導入の背景に再犯者の上昇傾向があるという。刑務所を出ても社会に馴染めないなどで犯

罪を繰り返す者が多い。ここに刑期中から社会に馴染む訓練をすることで、再犯防止につながるの

ではないかというわけだ。 

 さいたま市で、隣家の女性を包丁で刺し、殺人未遂で現行犯逮捕された男が、事前に大宮署を訪

れて「人を殺してしまうかもしれない」などと告げていたことが分かり、問題になった。「隣人が

低周波などの電波を飛ばし、攻撃されている。２週間寝ていない」と話していたというから、殺す

相手も特定されていた。なのに同署は「危険はない」とみて男を親族に引き渡した。事件はその後

に起きた。 

 同署は「市民を守れなかった対応に問題があった」として女性の家族に謝罪したが、市民の間で

は別の議論もある。果たしてこんな問題まで警察が関与しなければならなかったのか、というのだ。 

 ハヤカワ・ミステリ文庫に「スペンサー・シリーズ」がある（ロバート・パーカー著）。スペン

サーという探偵が顧客のニーズに対応するというものだが、問題解決には警察の手助け（特に情報）

が必要で、親しい刑事が必ず登場する。それもそのはず、スペンサーは元刑事で、その時の同僚が

情報をくれる。というよりも、刑事たちが解決できないケースを、彼の所に持ってくる場合が少な
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くない。日本では探偵というと、不倫調査といったイメージがあるが、向こうではもう少しきちん

とした位置が与えられているようである。今回の殺人未遂にしても、こういう探偵がいれば、警察

と阿吽の呼吸で連携しながら、未然に防止できたかもしれない。警察と市民の間に、さまざまな役

割の人材がいてもいいのではないか。そこでグラデーションという発想が役に立ってくるのだ。 

 

⑼あらゆる行為が「ボランティア」になり得る 
住民の社会参加といえば、「ボランティア」である。この言葉は日本人の社会参加を促すのに大

いに貢献した。とともに、私たちの社会参加のあり方を極端に狭める役割も果たした。 

「社会参加」とはそもそも何なのか。社会になにがしかの貢献をするということだろう。それは何

も「ボランティア」ばかりではない。サービスの受け手もまた社会参加という枠組みのどこかに位

置づけることはできないのか。 

 

①健康保持は「社会モラル」の1つ？ 

 各自が健康を保ち、病気や要介護にならないように努めることは「社会的なモラル」だと、ある

学者が言っていた。俺がどのような生活をしようが、どんな病気になろうが、それは俺の勝手だ、

と言いたいだろうが、要介護になれば、それにつぎ込まれる社会的な費用は膨大なものになる。そ

の費用を負担している社会の側からは、やはり一言いいたくなるわけだ。 

 健康に留意する程度ならだれもが心掛けているかもしれないが、例えば自分が問題を抱えている

ことを隠し、しかも援助を求めないで、孤立死でもすれば、やはり社会に大変な迷惑をかけること

になる。一人暮らしで認知症の人の周囲の人たちは、ボヤでも出されたらどうしようと気が気でな

い。そうならないように、自分のことを周囲に積極的にアピールし、進んで助けを求めるようにし

なければならない―これもまた社会的モラルと言える。 

 

②「ボランティア」より広義の社会参加概念 

 各自が社会に対して持っている義務を意識し、それを履行することを仮に「ソーシャル」という

言葉で表現してみた。本当はもっといい言葉があるのだろうが、ここでは「ソーシャル」で我慢し

ていただきたい。 

「ボランティア」という言葉では、その定義があまりに狭すぎて、現実に沿わない。「ボランティ

ア」でなくても、社会に貢献できるチャンスはもっといろいろあるはずなのだ。その範囲を思い切
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り広げてみたら、どうなるか。 

 

③「ソーシャル」を実行する機会はこんなにある 

日常生活の中で、「ソーシャル」を実行すべきチャンスはだれにでも訪れる。それを各自で、分

に応じて実行することで社会は健全に保たれるのだ。「ソーシャル」という言葉で表してみた。 

◆要援護者にも「ソーシャル」の機会が 

●ページの表を見ながら、読んでいただきたい。ポイントになるのは要援護者。ただ「ソーシャ

ル」活動を「いただく」だけでなく、要援護者なりにできること、やるべきことをするという部分

を「ソーシャル」と考えた。「市民一般」と「要援護者」の２種類に分けて、「ソーシャル」の５つ

の分類のそれぞれに、該当する行為を当てはめていった。「ソーシャル」の機会が、一般市民だけ

でなく要援護者にもあるとしたわけである。 

◆「悪いことしない」にも価値 

 右から左へ向かって５種類の「ソーシャル」が並んでいる。「社会貢献」や「社会良識」は「正

のソーシャル」、「社会のためによいことをする」というそのものずばりの社会的行為である。 

一方、左の方は「社会に迷惑をかけることはしない」とか「悪いことはしない」といった、負の

ソーシャルともいうべき行為を据えている。真ん中にあるのは「公衆道徳」であるが、それも２種

類に分けられる。 

だれもが、公衆道徳を守ったり、人に迷惑をかけないといった程度のことには、ほとんど何の値

打もないと思っていた。「悪いことをしない」ということに何の価値もないと思えば、悪いことを

しようという思いへの抑制が働きにくい。「どうせ俺なんかボランティアをする柄じゃないのだか

ら、思い切ってワルをしてしまえ」と捨て鉢な気持ちも出てくる。 

今、若者がオレオレ詐欺のグループにいとも気軽に加わっている。いっぱしのサラリーマン気取

りで、老人宅に「集金」に出かける。今ほど悪行への抑制が自他で働かない時代は今までなかった

のではないか。⑤の「悪いことをしない」という行為の価値をもっと高める必要がある。いじめを

しない、ハッキングはしない、危険ドラッグは吸わないということで、社会はどれだけ助かるか。 

ここに並べた「ソーシャル」の中で、今という時代に特に意義の深い行為は、右方向よりもむし

ろ左方向、つまり「負のソーシャル」なのだ。 

危険ドラッグを吸うときは、自分の問題だからいいと思うかもしれないが、その人物が自動車を

運転し、数名を轢き殺したとなれば、これ以上の悪行はない。危険ドラッグを吸わない、その誘惑
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に負けないということがいかに価値あることなのかを徹底していく必要があるのだ。 

◆助けを求めるのも「ソーシャル」 

 これと同じことが言えるのが「要援護者」のソーシャル活動である。「社会に迷惑をかけない」

では、例えば孤立死して周りの人に迷惑をかけないように、引きこもりはやめて、積極的にご近所

の人たちと交流することが求められる。「引きこもるのは俺の勝手だ」と言っているが、その結果

孤立死したらどういうことになるかを本人は自覚していない。 

認知症を隠すために、支援の手を差し伸べにくくなる。「身内が認知症になりました」と公言す

ることがいかに大事か。そのためにも「要援護者」の一連の行為の社会的な価値をもっと理解し合

う必要がある。 

「要援護者」の部分を見ていくと、次は「公衆道徳」。社会人として当たり前のことをする部分で

あるが、要援護者の場合は「自立に努める」となる。介護予防に積極的に取り組むこともそうだ。 

「社会の良識」、社会人として望ましい行為となると、問題を抱えた側から、どんなことに困って

いるのか、それをどうしてほしいのかなどをまわりにきちんと訴えることが、これに属する。 

同じ要援護者同士で助け合うのもそうだ。自分たちが安心して暮らせるためにはどんな社会的サ

ービスが求められるのかなどを公的機関に訴えるといったこともこれに含まれる。 

最後の「社会貢献」では、要援護者なりに社会に対してできることで貢献することが求められて

いる。そういう行為を実行した結果、思わぬ介護予防効果が出てきたりする。 

 要援護者として履行すべきことをすべて(要援護者による)「社会活動」と位置付けることで、様々

なメリットが生まれる。たとえば人から援助を受けなければならない立場に置かれて、プライドが

ボロボロになったといった悩みを持つこともある。「私は人様のために何一つできない、情けない」

と思い悩む。しかし、この表にあるように、自分が要援護者として当然なすべきことを実行する、

そのことも立派な社会活動なのだと自覚できれば、プライドの危機は回避されるのではないか。 

◆「自助」行為自体が社会活動 

よく「自助」という言葉が使われる。自分の安全を守るために努力することだが、その自助行為

を表にあるように広げていけば、ただ自立努力をするだけでなく、自分の問題をオープンにし、積

極的に支援を求め、一方で同じ要援護者たちと連帯していくのであれば、自助行為自体が立派な社

会活動と位置付けられていいのだ。冒頭の学者の言葉が思い出される。自分の身を守ること自体が

「社会モラル」の実行なのだと。 
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 負の「ソーシャル」 

⑤悪いことをしない 
④社会に迷惑をかけな

い 
③公衆道徳 

 

犯罪につながるような

ことはしない。 

事実上、犯罪になる行

為はしない。 

 

社会が迷惑することは

しない。 

犯罪ではないが、人を

貶めることはしない。 

市民として守るべきこと 

やってはなら

ない 
やるべきこと 

市

民

一

般 

■万引きはしない。 

■誘われてもオレオレ

詐欺に加担しない。 

■危険ドラッグは吸わ

ない。 

■ハッキングはしな

い。 

■セクハラ・パワハ

ラ・いじめはしない。 

■企業の社会的責任

（公害を排出しない。

有害商品の販売を自

粛）。 

■騒音を出さない。 

■入山登録はきちんと

する。 

■タバコの

ポイ捨ては

しない。 

■交通違反

を犯さない。 

■ゴミ出しの

ルールは守

る。 

■車内で高齢

者に席を譲

る。 

要

援

護

者 

 ■障害や要介護(認知

症)を隠さず、地域にオ

ープンにする(援助の

手を差し伸べやすいよ

うに)。 

■引きこもらずに隣人

と交流する(孤立死し

て周りに迷惑をかけな

い) 。 

 

■障害があっても要介護で

も可能な限り自立努力をす

る。 

■介護予防に努める。 
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正の「ソーシャル」 

②社会の良識 ①社会に貢献 

 

やるべきことをする。 

義務ではないが、実行するの

が好ましい。 

 

社会のために進んで良いこと

をする。 

 

■顧客サービス。 

■生活の接点で要援護者の

支援・見守り。 

■グループ内で助け合い。 

■ご近所で助け合い。 

 

■企業の社会貢献活動。 

■各種ボランティア活動。 

■チャリティ。寄付。 

 

■周りに積極的に助けを求

める。 

■助け手を掘り起こして活

用する。 

■必要なサービスを行政等

に提案する。 

■同じ障害・要介護の仲間と

助け合う。 

■広く地域の要援護者で連

帯する。 

■障害があっても要介護で

も社会のためにできること

はする。 

■同じ障害者や要介護の人

のためにできることはする。 
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分野別に広がる「統合」 

社会は一見、「分別」一色に見えるが、分野別に「統合」の動きを集めてみると、様々な分野で

進行していることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①世代間の統合 （大人向け遊具／子どもと老人の合流／子どもにも告知／エイジレス） 

②性の統合 （男もボディエステ／男女兼用商品／中間性も認める／男女の乗り入れ） 

 
 
 

③公と私の統合 （行政の民間委託／公私の交流／首長の経営責任／企業に公共精神を） 

④業種の統合 （小中学校のファジー化／異業種の合築＜老人と児童センター＞） 

⑤分野の統合 コラボレーション／コミュニティビジネス／「ソシオアート」 

自然科学と人文科学の統合／芸術と福祉の統合／防災にアート 

⑥役割の統合 担い手と受け手の統合／消費者と生産者の統合（プロシューマー） 

自助グループ 

⑦生活の統合 自己実現としての仕事／仕事と遊び・社会活動の合体 
ホームスクール／家内工業／自宅デイサービス 

⑧サービスの統合 （トータルコーディネート／複合店／地域包括ケア） 

⑨利己と利他の統合 （ビジネスと社会貢献を一体化／コミュニティビジネス） 

（アマをプロに登用／プロアマ対戦） ⑩プロとアマの統合 
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＜第３章＞ 

問題解決の人材 
 最近の人材登用の特徴的な傾向は、専門家への失望と、素人への期待と言える。

例えば司法では、被害者遺族の意向を取り入れて殺人に対する時効を廃止するなど、

最も専門的な世界なのに、最も先端的に素人を尊重した。 

 もう一つが、企業など元々利益を追求する組織やお楽しみを目的とした組織など

に社会的な役割を果たしてもらうというあり方が、ますます広がっている。 

 

①アマチュア－専門家より素人を抜擢へ／５６ 

    ②ひらく－閉じ籠った「組織」に風穴を／６０ 
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専門家より素人を抜擢へ 
各分野で素人が専門家を押しのけて力を発揮しつつある。真に問題解決力のあるの

はアマチュアだった。今こそ専門家依存から脱却せよ！ 

 

 文明が効率を求めて、社会の様々な営みを目的別に分化し、同時に専門化していくことを求める。

其々の分野で「専門家」が幅を利かせる時代である。社会問題が発生すると、その問題の専門家に

お伺いを立てる。専門家たちで委員会を立ち上げる。 

新聞記事には、「専門家を委嘱」という国の定番の方針を伝えるのが新聞の定番になっている。

「専門家」と聞いただけで、私たち国民も納得してしまう。関係機関も、国民も、マスコミも「専

門家依存症」から抜け出られないでいる。 

 

⑴「専門家」への信頼が失墜 
そうやって専門家を配置して、本当に問題は解決しているのか。「専門バカ」という言葉がある

ように、その分野しか見ていないし、また知らないということが「専門家」の弱い所でもある。そ

れだけではない。今回の原発事故での専門家たちの対処や行動を見ていて、専門家という存在が私

たちの信頼に足る人たちではないことが分かった。翻って、専門家の対極にある「素人」または「ア

マチュア」に目が向くようになった。 

 

①生活者の視点が専門家の行き詰まりを打開する力に 

裁判員制度は、脱「専門家」へ社会をリードする大きな役割を果たした。別に法律の知識がある

わけではない。われわれ国民の中から無作為で選ばれた人が担う。まさにズブの素人が、極めて専

門性の高い分野と言われる司法の世界で、しかも死刑の求刑が出たものまで採決に関わろうという

のだから、日本の市民参加の歴史ではほとんど「突然変異」と言ってもいいぐらいである。 

 これまでのところ問題なくこなしている。それどころか、専門家では考えられなかった生活者と

しての発想や、司法制度を根幹から変えるような革命的な発想を持ち出した。 

アマチュア 

① 
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 その他の世界でも素人やアマチュアが、登用されるようになっている。学校では教師としては、

ずぶの素人である企業人やスポーツマン、身体障害者や元暴走族などが抜擢されて、そこそこの成

果を上げている。企業の世界では、販売企画のプロを差し置いて、普通の主婦たちが「売れる商品」

づくりに参加し、人気商品を生み出している。彼女らは自分たちでも独自に商品を生み出し、イン

ターネットを通して売りさばいている。 

 単なる料理好きの主婦が一念発起して、料理の専門家として、タレントまがいの存在にさえなっ

ている。専門家と素人という区分け方が完全に崩壊し、むしろ素人が専門家の世界にドッと押し寄

せている。どういうわけか。専門家に求められる資質が実質的にそれらの素人にも備わっているか

らだろう。実力主義へ移行しているのだ。 

 

⑵新しい「専門家」の台頭 

①養成主義から実力主義へ 

 専門性とは一体何なのか。大学で教職の単位を取れば先生になれる。しかし人を教育する人材を

そんなやり方で登用していいのか。精神疾患で教師を休んでいる人が驚くべき数に上っている。  

 そこで有名塾の教師に出向してもらったり、学校教師への教育まで依頼するようになった。企業

で社員管理を担ってきた幹部社員に校長を委嘱する例もある。その道で本当に実力のある人に頼も

うというわけだ。 

 福祉の世界では、いろいろな資格が生まれ、その養成講座が各所で開かれている。プロだけでな

く、例えば地域福祉協力員とか地域支援員など、小地域の福祉を推進する人材の養成も行われてい

る。しかしその結果、どんな成果が表れたか。 

 

②肩書き主義から天性主義へ 

 小地域を進めるというのは、何時間か講義を受けただけでは、とてもじゃないが習得できるもの

ではない。もって生まれた天性の資質が関係している。そのことに気付いた関係者は、地域に潜在

している世話焼きさんを掘り起こし、彼女らにそのまま（研修を省いて）肩書きを付与している。

肩書きがないと、胡散臭く思われるのが日本という社会だ。彼女らも「肩書きをもらうと、やりや

すい」と異口同音に言う。 

 東京・西東京市で、周囲の十数名の一人暮らし高齢者等の面倒を見ている女性（７８歳）に「あ

なたが亡くなった後、この人たちの面倒はだれが見るのか？」と聞いてみたら、「心配することは
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ない」。親から世話焼きの資質を受け継いだ子どもを４名見つけたので、彼らに今、英才教育を施

しているのですと。小さい頃からグループを引っ張る役割を与えたり、リーダーシップをとる体験

をさせているというのだ。 

 

③資格主義から体験主義へ 

医療の世界でも、専門家である医者が牛耳っている。どんなに技術があっても、看護師は与えら

れたことしかやれない。地方では病医院から遠いのが悩みという集落が少なくない。そういう小集

落を丁寧に調べていくと、現役かＯＢの看護師、保健師が３～４名はいて、住民はこの人たちに相

談を持ちかけている。彼女らが医療行為の前のスクリーニングぐらいはできるようになれば、助か

る。実際にそれに近い機能を果たしているのだし。 

要するに、現場で体験を重ねている人には、専門職と同じ役割を与えてもいいということではな

いのか。活動や業務の中では、何よりも現場体験が求められているものがあるのだ。 

 彼女らに、医師に近い仕事までできるようにしようと「特定看護師」制度が検討されている。訪

問看護などで出かけた先で、若干の医療行為の必要があるが、わざわざ医者が出向くまでもない。

看護師でもやれるのだが、今の制度ではできない。こういう不都合を改めるには、現実に合わせた

「専門家」の使い方を考えなければならないのだ。 

 

④当事者は自分の問題の専門家である 

当事者グループがその活動範囲を広げているが、その中に、例えば自分が罹患している病気につ

いて、研究者と一緒に研究に従事し、その成果を研究者と一緒に学会で発表する人も出てきた。 

患者は自分が罹患している病気についての専門家ということもできる。実際にイギリスでは、病

気ごとにその標準的な治療法をまとめ、患者にアドバイスする立場に、本物の患者を加えている。

まさに「自分の病気の専門家」をそのまま認めた結果の処遇である。 

病院等で患者が医者や看護師に代わって、患者への相談を受け持っているケースが増えている。 

 

⑶「偉大なる素人」－ジェントルマンの復活 
黒ずくめの上下に黒い傘で知られるイギリスの「ジェントルマン」。語源をたどると、ただの「紳

士」ではないらしい。特定の分野に偏らず、幅広い分野の知識をバランスよく身につけたゼネラリ

スト人―よい意味での「素人」を押し通す教養人に与えられた称号だという。 
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「専門バカ」の対極にあるのがこの「ジェントルマン」なのだろう。分業真っ盛りの今、私たちは

改めて「ジェントルマン」の意味を考えるべき時かもしれない。この素人を社会組織の中でも最も

権威主義的で、庶民との壁が高いと思われてきた法曹界で真っ先に受け入れたというのは、信じら

れないくらい奇跡的である。 

 裁判員の成功に倣って、他の分野でも積極的に素人を登用するようになれば、今はびこっている

専門分化主義にひと泡食わせることができるのではないか。 
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閉じ籠った「組織」に風穴を 
ひたすら縦穴を掘り、引きこもる組織同士。社会問題の対処へ連携することもでき

ない。「ひらかれた組織」が時代の要請になっている。 

 

 人間は効率、便利を求めて、ひたすら分業（専門分化）の道を突っ走ってきたし、今も走り続け

ている。それが効率的だと、目的ごとに組織を作り、縦穴を掘り続けている。その結果、他の組織

とつながろうという気がなくなっている。 

其々の組織が閉じこもった中で何が起きているのか。セクハラやパワハラなどが、外部には知ら

れることなく日常化している企業も少なくない。学校内では、ご存じのようにいじめがはびこって

いて、解決のめどが立っていない有様だ。 

何か問題が生じても、其々の組織が連携できないために、問題解決力が極端に減殺されている。

そろそろ各組織が外へ向けて開いていかねばならない。 

老人クラブは高齢者で助け合おうと組織されたのだろうが、平均年齢が８０を超えるに至って、

もはやメンバーだけでは組織自体が立ち行かなくなっている。専門分化の行きつく先がこれだ。 

もう一度原点に立ち戻って、それぞれの組織が外へ向かってひらいていったらどうなのか。そう

することで、それらの問題が解決していけるかもしれない。「組織をひらく」が時代の要請となっ

ているのだ。 

 

⑴組織をオープンに 

①組織情報の公開。外部委員を受け入れ。内部告発の容認 

「ひらく」には、いろいろな意味が含まれている。一つは文字通り自分たちの内部事情を外へ向か

って公開していくことだ。外からの批判やアドバイスを受け入れる。内部からの告発も受け入れる。 

いじめ事件で分かるように、学校という所は、徹底的に閉じられた組織で、その中で陰湿な事件

（教師による体罰とか）が起き、それが外に漏れ出てこない。ＰＴＡも含めて、外に漏れ出させな

いことで結束しているのだ。そこで事件が起きたのを機会に、外部委員による第三者委員会などが

ひらく 

② 
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編成されて、ようやく外部からメスが入る。 

そこで事故や失敗の情報も含めて、組織内部の事実が常時外へ向かって公開されるような仕組み

なり制度を作っていく必要がある。そしてオンブズマンなどの外部評価を受け入れることである。

「女子柔道」事件のように、内部告発が行われた結果、彼女らも救われるきっかけができた。 

 

②力は必ず乱用される。チェックアンドバランスを徹底 

「絶対的権力は絶対的に腐敗する」と、ローマ時代の哲学者が言ったそうだ。あれから数千年も経

ったのに、この法則は厳然と生き続けている。強大な権力を握った者は必ずこれを乱用する。その

点では人間は全く進歩していないのだ。成熟社会を作る上で、この真実を頭に入れておく必要があ

る。 

 政治の世界に限らない。特別養護老人ホームや学校、スポーツクラブ、家庭などで、いじめや暴

力、虐待が絶えない。どういうわけか、これらの世界ではチェックアンドバランスの真実が働いて

いない。「教師は生徒のことを愛している」「指導者は教え子を愛している」「福祉施設の職員は入

所者のことを愛している」という前提で作られている。奇妙としか言いようがない。閉じられた空

間（密室）で強者と弱者を対峙させるとそこで必ず虐待や暴力が始まる。 

 だから、その強大な権力を監視し、コントロールする存在を配置しなければならない。そのため

にまず、その組織をひらかれた場にすることが前提になるのだ。 

 

③いじめ対策にスクール・ポリス  

アメリカやイギリス、カナダなどでは、いじめ対策にもっと積極的な介入を始めている。いじめ

を含めた校内での犯罪、問題行為の解決に取り組むため、いわゆる「スクール・ポリス」が学校に

常駐し、主体的に生徒に関わっていくのだ。 

「スクール・ポリス」と言うと、いかつい警察官が校内で子どもを取り締まる怖いイメージが浮か

ぶが、アメリカでの一般的な名称は「School Resource Officer」（スクール・リソース・オフィサー）

で、「リソース」という言葉が示す通り、校内の問題を防止・解決するために地域から送り込まれ

る有益な「資源」という認識だ。また学校という孤立した場と、地域内の様々な資源とを結ぶパイ

プ役という意味合いも含まれている。 

 イギリスでは「Safer School Partnership」（セイファー・スクール・パートナーシップ）と呼ばれ、

学校に常駐する警察官が、学校関係者や保護者、また若者に関わる校外の様々な職業の人と協働し
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て校内の問題を解決していこうという姿勢に重きを置いているのが特徴だ。いじめ問題は重視され

ている課題の１つで、警察官は加害者、または被害者になる可能性のありそうな生徒を早期に見つ

け出して関わっていったり、いじめのターゲットになりやすい新入生のサポートなども行う。イギ

リス司法省の広報ページによれば、2011 年には４５０ヵ所以上の地域で取り組まれたという。ア

メリカ司法省の報告書によれば、学校に警察官を常駐させる方式はここ２０年で全国に広まり、現

在では公立学校のほぼ半数が取り入れている。彼らが担う役割は主に①防犯、②法律の執行、③問

題解決、④地域資源へのつなぎ役、そして⑤教育であるという。 

スクール・リソース・オフィサーは、もともとその地域の警察署に所属する警察官だ。スクール・

リソース・オフィサーとして選任された人が、特別なトレーニングを受けた上で各学校に派遣され

ている。実施の仕方には地域で差があり、成果を客観的に把握できるような調査はまだこれからと

いうことだが、生徒の問題行動をただ警察官が厳しく取り締まるようなやり方では、あまりうまく

いかないようだ。 

 重要なのは、その学校専属の警察官が校内の人間関係に溶け込み、生徒とも教師とも信頼関係を

つくっていきながら、問題の芽を早期に発見して解決していくという姿勢である。教師と違い完全

に中立的な立場で、事件の防止・解決の役割に徹することができるので、いじめやケンカ、薬物や

飲酒問題等への対応だけでなく、生徒の人生相談や家庭での悩みにまで応じているという。 

 

⑵組織をネットワーク型に 

①組織同士がつながり、助け合う 

 それぞれの組織が外部にひらかれていくということは、具体的には、①他の組織と連携したり助

け合ったりする。②必要によっては他の組織にも干渉していく。③他の組織に協力を求めていくと

いうことだ。自分たちの組織だけでは、目的が果たせないとわかれば、こういうことが始まってい

いのだ。 

 老人クラブは今、どこでも先細りになっている。メンバーは高齢化の一途を辿っているし、新規

に入会する人は減っている。会長のなり手がなく、会をやめるメンバーも増えている。 

 老人クラブが地元の老人にとって魅力のない組織になっている最大の理由は、メンバーが要介護

になっても何もしてくれない、どころかグループをやめなければならなくなっているという点にあ

る。虚弱になったら、そろそろ退会しなければ仲間に迷惑がかかると考えなければならない。これ

では老人を仲間に入れる組織としては失格と言わざるを得ない。ではどうしたらいいのか。 
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 図を見ていただきたい。虚弱な仲間を受け入れても支えられるように、一つは準会員を確保する

ことだ。４０～５０代で準会員を構成している事例がある。６０代の人たちも、すぐには入会しな

いが、「ボランティア」の立場で加わるのなら承知する。最近は会を運営する幹部に若手を登用す

る傾向も増えている。 

 要介護の仲間を支えるために、地域の介護ボランティアグループなどとネットワークする方法も

ある。このように８０代で構成された老人クラブは、彼ら自身では立ち行かなくなっている。その

ために４０～５０代の若手、６０代の予備軍、そして介護グループなどとつながっていくという発

想が生まれたのだ。老人クラブだけで自立していこうなどと、構えることはないし、またできもし

ない。その結果、要援護の高齢者も仲間に受け入れることができるし、九十歳になっても会員であ

り続けることができる。 

 

②縦割（たてわり）から横割へ 

各組織が独自の目的を純粋に追求しようとした結果、それぞれが縦穴の中で立ち往生してしまっ

たのが現代だ。しかし考えてみれば、「独自の目的」というが、他の組織だって、似たような目的

を追及している。目的が重なる組織同士がその目的追求のためにつながっていいはずではないか。 

 警察という所は、公的機関の中でも飛びぬけて社会活動に取り組んでいる。犯罪は社会問題の縮

図みたいなものだから、しぜんそれらに深入りすることにもなる。だからだろうが、さまざまな社

会問題にかかわる中で、他の組織の領域まで踏み込んでいるケースが少なくない。認知症の人の徘

徊探査ネットワークにも首を突っ込んでいるし、地理・観光案内、住民の困りごと相談、交通弱者

対策、いじめ防止、更正相談、犯罪被害者の救済など、警察という部署から首を突っ込んでいい活

動対象は意外にたくさんあるのだ。そうやって、それぞれの組織が、「自分たちも関わる義務があ

る」と思える対象に向けて「越境」し合うようになれば、社会問題はかなり解決するのではないか。 

若手幹部 

要援護・要介護メンバー 

６０代の予備軍 

介護グループ ４～５０代の準会員 

一般会員 
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 ここで障害になるのが「縦割り」という役所の組織間にできている壁だ。これをどう乗り越えら

れるか。最近、「ワンストップ・サービス」という言葉が普及している。当事者（問題を抱えた住

民）の側から、縦割りの壁を壊していこうというわけである。 

 

⑶社会との接点で問題に関与 
 地域に存在するグループはそれぞれ、特定の目的を持って組織されている。学校、企業、老人ク

ラブや子ども会、町内会など、主として構成員の福祉を図るためのものだ。それでは社会問題が生

じた時に誰が乗り出すのか。これ以外の公共や民間の機関、ボランティアグループが乗り出すもの

と思われている。だから自分たちは、専ら当初の目的を追求していけばいいのだと。 

 

①各組織に２つの社会活動のチャンス 

 このあり方はもう卒業しなければならない。公的機関もＮＰＯもボランティアも、頑張ってはい

るが、なにせ問題解決力としてはまだまだ虚弱である。それ以上に社会問題が膨らみ続けている。

ではどこから「問題解決のための資源」を調達したらいいのか。 

 図をご覧いただきたい。大きな円の周りに（一部がその円に重なる形で）小さな円がいくつかあ

る。これが社会の全体図である。其々の組織は、すでに述べたように、各自の定めた目的の追求に

ひた走っている。そんな中で、社会問題が生じた時、誰が何をすべきなのか。この大きな円は、社

会問題に主として関わる公的機関やＮＰＯ、ボランティアたちである。 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

家庭 

行政 

法人 

グループ 

企業 

学校 

住民組織 

ボランティア 

ＮＰＯ 

公民館 
消防署 
警察署なども 

公益団体 

（財団・社団） 
病院 

趣味・スポーツ 
グループ 

商工会 
ＪＣ 

経営者協会 
なども 

その他の 
教育機関 

町内会 
ＪＡ・生協 

老人会 

婦人会 
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 今は、社会問題は、大きな円のＮＰＯやボランティアが関わればいいと思われているが、これで

は心もとない。それよりも社会に無数にある組織が足元で出会った問題に、その限りにおいてでも

いいから、関われば、大変な資源力になるはずなのだ。小さな円と大きな円が重なった部分が「社

会との接点」に当たる。彼らが関わるべきもう一つの対象が、大きな円と重ならない部分である。

組織の仲間に問題が生じたら、それに仲間が関わればいいことだ。老人クラブはクラブの仲間が何

か困ったら、支援に向かえばいい。じつはこれが今はなかなか実践できていない。 

 というように、地域の各組織には二つの側面からの社会問題に関わるチャンスがあるのだ。 

最近、興味深い動きが出てきた。一人暮らしの高齢者等が孤立死をする事件が絶えない。そこで

そういう家を業務で訪問する業者－新聞販売業、牛乳配達業、ヤクルト販売業、ガス会社、電力会

社等が、たまたま訪問した時に、気になる事実を把握したら関係機関に連絡するという試みが各地

で始まった。 

 

③接点の人が関与すれば救える 

究極の困り事－餓死した人はどうして救われなかったのか、どうしたら救えたのか。やっぱり

「当事者と接点にいた人が動けば」である。 

大阪府・豊中市のマンションで６０歳代の姉妹の遺体が発見された。餓死だった。この２人と接

点のあった人を新聞記事から拾ったら、少なくとも１０余名いた。 

接点の人を並べてみると… 

① 貯金通帳の残高がゼロになったのを、銀行は知ったはずだ。なぜゼロになったのか、気にはな

らなかったのか。 

② 「近所の人」はごく最近まで２人を見かけていた。車椅子に乗った妹と、それを押す姉。２人

とも服は汚れ、白髪が長く伸び、挨拶にもはっきりした返事はなかったという。危機的状況に

あることをご近所の人は承知していたのだ。 

③ 「２人を知る人たち」―地方銀行の重役だった父は、土地やマンションなどを持つ資産家だっ

た。その生活が２０年前に傾き出し、受け継いだ財産が２人に重くのしかかっていることを知

っていた。 

④ 「姉妹から土地を買った人」―地代などの収入は税金の支払いに充てると２人は言っていたと

いう。その収入が生活費に回らないことに気付かなかったのか。 

⑤ 「知人の男性」―家賃収入で生計を立てようとしたが、建設時の借金でかえって困窮している
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ことを知っていた。 

⑥ 「近所の女性」―姉からこう言われた。「ちょっとお金貸して。１万円」「何に使うの」「食べ

るものを買うねん」―２人が食う金にも困っていたことを知った。 

⑦ 「親族の男性」―「プライドが邪魔して、行政にも助けを求められなかったのか」と言ってい

る。２人の窮状を承知していたはずだ。 

⑧ 「市の担当者」―地域の執行官から姉妹について相談を受けた。 

⑨ 「民生委員」―訪問対象は「６５歳以上」が目安なので、姉妹宅を一度も訪問しなかった。お

そらくは２人の情報は得ていたものと推測される。 

⑩ 「市高齢介護課長」―「反応をもう少し待とうと判断した」と言うのだから、この人も２人の

ことは十分承知していた。 

 

④「入れてあげる」「切らない」 

 組織の社会活動のチャンスのもう一つの部分－対内活動にも、大事なポイントがある。「退会者

を切り捨てない」、「どんな人も（あまり歓迎したくない人も）入れてあげる」、この２つである。 

 趣味グループなら、例えば要介護になったメンバーを切り捨てず、その後訪問して趣味活動を支

援し続けることができるのか。学校なら、中退した生徒や卒業した生徒にも、関わりを続ける気は

あるか。企業なら退職した人を、その後も面倒見続ける気があるか。 

 秋葉原で殺傷事件を起こした若者には親身にな

って悩みの相談に乗ってくれる人が一人もいなか

ったという。卒業した学校の教師や職場の上司など

いくつかの接点はあったものの、結局、親身に彼の

悩みに耳を傾けてくれる人はいなかったようだ。そ

ういう場合の教師の決まり文句がある。「あの子は

もうわが校の生徒ではありませんから」。児童養護

施設の中に、卒園した子がいつでも戻ってこられる

部屋を確保している所もある。 

「切らない」「入れてあげる」の２つが地域の人や

組織によって実践されれば、社会問題の多くはこれ

で救われると言ってもいいぐらいである。 

 

ベビーシッター 

派遣協会 
シルバーシッター 

山岳連盟 
中高年向け 

登山指導 

語学教育財団 
中高年向け 
ロングステイ 

クラブ 

動物病院普及 老人とペットの 

関連研究 協会 

野外キャンプ シルバー 
キャンプ 施設 
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⑤本来の役割を少しだけシフト－業務をひらく 

 何か社会問題が生じるたびに、私たちには耳慣れない機関がマスコミに登場する。原発事故のお

かげで、社会には原発関連のたくさんの機関が存在していることがわかった。 

左に例示したように、公共的な機関（法人等）は各々、特別な目的があって設けられた。しかし

時が経つと当然、社会情勢も変わり、設立当初の意味はなくなってくることもあるが、新しい社会

情勢に即応した活動を見つけることもできないことはない。今は高齢社会。それぞれの本来業務を

「シルバー・シフト」すればいいことだ。かつて東京・虎の門にある国立教育会館に出向いた時、

教育関連の法人がこんなにたくさんあるのかと、びっくりしたものだ。 

 

⑥「モチはモチ屋」の腕を生かせば－本業をひらく 

 企業も社会貢献すべきだという声が上がるが、期待されたほどには活動に踏み込んではいない。

たしかに日々企業利益を上げるために奮闘している彼らに、社会貢献もせよというのは、どこかに

無理がある。そうではなく、あくまでビジネス活動の中で、たまたま社会のお役に立てることがあ

れば、それをしてもらう程度ならどうか。 

例えば彼らは、営業活動の中で一人暮らし高齢者宅を訪問したら、そこでちょっとだけ老人の安

否を確認するぐらいならできるのではないか。顧客サービスという本業に近い部分でも、何かでき

ることがある。商品づくりそのものでも貢献できる。一人暮らし高齢者が使わないとそのことが遠

く離れた身内に情報として伝えらせる「マホービン」という商品が話題になった。これが話題にな

り、売り上げが上がれば、社会貢献をして儲かるのだから、こんな好都合な話はない。要するに企

業というのは本来、極めて社会に役立ちうる存在なのだ。それを生かしてもらえばいいことである。

このことは他の章で改めて取り上げる。 

企業は業種ごとに「モチはモチ屋」の腕を持っている。それで利益を得ている、その技術をうま

く社会のために生かせば、どれほどのパワーが出せるのかは、東日本大震災でも証明されている。

いくつか例示してみよう。 

■運輸会社が保冷車に大型の水槽を積み込み、「移動風呂」として被災地に滞在。 

■コマツは臨時診療所や集会所用にプレハブハウスを、テントメーカーの太陽工業は博覧会などで

使用される強度の高い2000人収容できる大型テントを送った。 

■クボタは「操縦士つき」で建設機器を送った 
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■「美容院までは公的な支援を回せないから、私たちが支援すべき」と全国の美容院が支援ネット

を立ち上げ、現地の美容院の支援や美容ボランティアの派遣を行った。 

■ホンダはグーグルと協力し、ナビシステムを通じて収集した被災地周辺の通行可能道路の情報を

Google マップ上に公開し、被災地での移動を支援した。 

■不動産仲介のエイブルは、家具・家電を扱う量販店や物件オーナーに協力を呼びかけ、都内に避

難した人工透析の必要な患者100名に３か月間無償で住居を提供。患者がかかっている医療機関

に近い物件を探し、必要な家具などもつけた。 

■オリンパスは、建物のメンテナンス用の工業用内視鏡を、「わずかなすき間からビデオスコープ

を入れて中を見られるため、倒壊現場で生存者の捜索に生かして」と、超音波で建築物内部の損

傷を調べる非破壊検査装置と一緒に、救援機器として提供した 

 

＜最近の「本業をひらく」型の活動＞ 

「社会の問題はお上が解決するもの」という考えは、ここ日本でも、少しずつ変わってきているよ

うだ。最近の事例を見ていると、行政もやるべきことをやるけれど、社会を構成する企業や学校、

法人や住民などのそれぞれが、自主的に社会問題との接点を見つけ、自分の持ち味を生かして解決

に貢献していくということが普通に行われるようになってきた。 

 

①高齢化団地の活性化 

 たとえば高齢化で空き部屋が増え、活気が失われた団地が全国で問題になっているが、その解決

に取り組んでいる事例を集めてみると、意外にも、特に目立つのは大学生の関わりだった。 

団地の空き部屋に大学生が入居し、地域活動を推進する試みが広がっている。その先駆的事例が、

東京都板橋区の高島平団地の取り組みだ。 

隣接する大東文化大学の学生・教職員と団地住民が、団地活性化の協働プロジェクトを立ち上げ、

これにＵＲ都市機構も協力。団地の空き部屋を大学が借り上げ、希望する学生に入居してもらうが、

大学が家賃を補助する代わりに、自分の得意なことで地域ボランティア活動を行うことを学生に義

務付けたのがその特徴だ。 
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また芝浦工業大学の学生は、閉じこもりがちな団地の高齢者にもっと外出してもらおうと、団地

の空き部屋に拠点となる「サテライトラボ」を設置し、夏休みにはここに住み込んで、住民と一緒

にウォーキング活動やコミュニティガーデン活動などを行っている（大学ＨＰ）。 

 ＵＲ都市機構も、管理する団地の高齢化を食い止めようと、「若い世代が入居したくなる」団地

への改修を進めている。イケアや無印良品などの人気企業にデザインを依頼したが、さらに若者自

身の力も借りようと、生活造形学を学ぶ京都女子大学の学生にも本格的に協力してもらっている。 

またＵＲ神奈川地域支社は、洋光台団地（横浜市）の活性化をめざして駅前広場を改修するが、

ＮＰＯなどの地域活動の担い手に拠点を貸し出すなど、「多世代交流やコミュニティ活性化」の機

能を持たせる計画だ（日本経済新聞）。 

 

家庭 

公共 

法人 

グループ 

企業 

学校 

住民組織 

高齢化団地 

の活性化 

団体 

公人・ 

◆ＵＲ都市機構が建築家に依頼し、 

 団地に「多世代交流・コミュニティ 

◆大学と団地住民とＵＲ都市機構が協働し、 

  

学生が団地に入居して「団地再生」に取り組むプロジェクト。 

◆若い世代が入居したくなる団地 

 に改修するため、ＵＲ都市機構に 

 活性化」の仕掛け。 

女子大がデザインで協力。 

◆大学教員と団地住民とＮＰＯが事業組合をつくり、 

学生の団地入居をすすめるコミュニティビジネスを立ち上げ。 

◆大学生が団地内に「サテライトラボ」 

 を設置して住み込み、団地内高齢者 

 の外出を促進する活動。 

◆行政が県営住宅の中に「学生 

 シェアハウス」をつくり、学生 
による地域活動を推進。 

◆在宅介護のＮＰＯと大学院生が 

 協力し、ＵＲ団地で高齢者と 
大学生のシェアハウスを開始。 

◆イケアや無印良品と UR が組み、 

 古い団地をおしゃれにリフォーム。 
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②出所者の雇用促進 

刑務所出所者の再犯率が２４年に最悪を記録した問題でも、再犯する人の６割から８割が職に就

けていないことから、出所者の雇用を支援する動きが広がっている。 

政府が法的に環境を整備し、企業は積極的に出所者を雇用するネットワーク「職親プロジェクト」

をつくって刑務所まで採用面接に出向いている。 

住民の中には支援団体をつくって個々の出所者支援に奔走している人たちがおり、最近ではＮＰ

Ｏ法人「日本駆け込み寺」が、人とのコミュニケーションに慣れていない出所者に、まずは客と会

話しやすい飲み屋での接客業から就労体験を始めてもらおうと、「出所者支援居酒屋プロジェクト」

を立ち上げた。 

 刑務官も、刑務所を飛び出して動き始めた。元刑務官や刑務技官が、刑務所への業務委託をすす

める専門のコンサルティング会社「プリズン」を立ち上げ、企業に利用のメリットやコツを教えて

企業 

◆刑務所出所者を積極的に雇用 

 
   する企業のネットワークづくり。 

 
   刑務所で「出張面接」も。 

 

政府 

刑務所 

◆法務省が、元受刑者を雇用する企業を入札で優遇。 

 

◆自民党の特命委員会が、元受刑者を雇用する企業 

 
   に奨励金を支給する制度の創設を求める緊急提言。 

 

◆元刑務官が、企業に刑務所への 

 
   ング会社を設立。 

    刑務所に製造委託。 

 

学校 

◆美術専門学校の生徒が、少年刑務所 

 
   受刑者がデザインするＴシャツの販売 

 
   企画に協力。 

 

作業委託をすすめるコンサルティ 

   アパレルブランドも立ち上げて 

 

住民 

雇用推進 

受刑者・ 
出所者の 

◆ＮＰＯをつくり、受刑者の仕事 

 
   や住居探しに協力。 

 
   「出所者支援居酒屋プロジェクト」 
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いるのだ。独自にファッションブランドも立ち上げ、製造過程のほとんどを刑務所に委託している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③企業の日常業務の中で活動 

企業が日常的に営む本業を生かした社会貢献活動をするというのは、もはや一般的とも言えるほ

ど広まっている。定番の商品や技術を生かす活動だけでなく、もっと意外な部門を活用しているケ

ースもある。 

➊「採用・雇用」部門ではどうか。 

前述の出所者を採用する企業もそうだが、発想として面白いのは、不況でホステスが大量解雇さ

れていることを知った東京の「おかかえ運転手株式会社」というタクシー会社が 

彼女たちを「接客のプロ」と評価し、企業の役員送迎車用ドライバーとして積極的に採用している

という事例である。顧客からも「会話がうまい」「心配りが行き届いている」と大好評（exciteコ

ネタ）。 

➋社員向け「福利厚生」を社会に開けば社会貢献になる。社内保育所などの施設で社員以外も受け

経営・ 

組織運営 

販売 

研究開発 

人事・ 

労務 

生産 

採用 
雇用 

◆ＬＧＢＴ（性的少数者）の人向けに 
 特別な会社説明会を実施。 

◆靴屋が、病気や障害のある人に 

 
   片足だけや左右サイズ違いでも 

 

特注対応 

   靴を売る。要望の多い特注は製品化。 

 

◆路線バス車内での転倒事故を 

 
   減らすため、添乗員が同乗。 

 

福利厚生 

◆社内保育所で、社員以外 

 
   の子どもも受け入れ。 

 

苦情処理 

◆不況で大量解雇されたホステス 

 
   を、「接客のプロ」としてタクシー 

 
   会社が運転手に採用。 

 

◆オンラインゲーム会社が、子供の 

 
   利用時間を親に告知するサービス。 

 

◆タクシー会社が、タクシー料金と実費だけ 

 
   で病院の薬受け取りや買い物等の用事 

 

個別対応 

   を引き受ける。 

◆プロレス団体がレスラーの 

 
   サービス精神と運動知識を 

 
   生かした引退対策として、 

 
   介護資格を取得させて高齢者 

 
   の運動支援員に。 

◆マンション経営会社が「認知症になって 

 
   も安心して暮らせるマンション」づくり。 

企業 

◆ソフトや通信サービスを提供する 

 
    企業が、遠隔操作ウィルスによる冤罪 

 
    を防止する無償ソフトを開発。 

 

◆刑務所出所者を積極的に雇用 

 
   する企業のネットワークづくり。 
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入れれば、それだけで社会に役立つし、さらに「なるほど」な話もある。 

「大阪プロレス」が、ケガで引退を余儀なくされるレスラーの引退後の生活を支えようと、レスラ

ーの介護専門資格取得を支援し、高齢者の運動支援に取り組むというニュースがあった。 

レスラーと言えば「体力づくりのプロ」であり、しかも「観客へのサービス精神が旺盛」なので、

その本業の腕を生かし、高齢者に元気モリモリになってもらえればお互いにハッピー、というわけ

である（時事通信）。 

また➌「特注対応（個別対応）」を徹底すれば、それ自体が社会貢献になってしまう。香川県の

「徳武産業」という靴メーカーでは、ケガや障害で両足同じサイズの靴を履けない高齢者らのニー

ズに応じ、「片足や両足サイズ違いでも靴を売ります」と宣言していた。また個別の事情に細かく

対応するため、パーツごとのカスタマイズ調整にも応じる。 

こんな面倒なことをして商売になるのかと思うが、ビジネス総合誌「プレジデント」の記事によ

れば、この会社は個別ニーズに徹底的に対応することで、普通なら多額の市場調査費を投じなけれ

ば手に入らない顧客ニーズのデータをタダで蓄積でき、さらに要望の多いニーズを一般化（製品化）

することでコストダウンも実現しているということである。 

 顧客の事情に対応するというところでは、「中銀インタグレーション」という会社が、管理する

マンションに住む認知症の人ができるだけ安心して暮らせるようにと、職員に認知症サポーター講

座を受講させたり、ゴミ分別方法が一目でわかるイラストを収集所に掲示したり、マンション管理

員が地域包括支援センターの職員と顔合わせして住人との連絡役となるなどの実践をしているそ

うだ（認知症介護情報ネットワーク「認知症でも大丈夫町づくりキャンペーン」資料）。 

 また、その業界や自社製品が引き起こす問題に対処する➍「苦情処理」さえ、積極的に取り組め

ば社会活動と言える。 

路線バスに乗る高齢者の車内での転倒事故を防ごうと、京浜急行バスはベテラン社員が「添乗員」

として乗車し、迷惑をかけないようにと早目に立ち上がる高齢者に「ゆっくりで大丈夫ですよ」と

声をかけたりする活動を始めている（朝日新聞）。こんな添乗員がバス乗っていてくれると、転倒

事故が減るだけでなく、女性の乗客もみんな安心して乗れるようになるのではないか。 

 

④介護予防シフト－スポーツジムもカルチャーセンターも 

 国が画期的な事業を始めた。例えば、糖尿病と診断され患者は、設備が充実したスポーツクラブ

などで運動し、病気の進行を防ぐことが望ましいが、その患者の診療情報が入手できないため、ク
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ラブ側としてはどんなメニューを作ったらいいか分からないのがネックになっていた。 

 そこで、医療機関とスポーツクラブや給食会社などが連携する際の診療情報の共有や運動指導、

食事管理の仕方などの指針をつくろうというのだ。 

具体的には、患者の医療情報を提供する際の細かなルールや、医師が運動や食事の指針を出す時に

使う書式などを新たに作成する。これで医師がスポーツクラブでの運動や給食会社の提供する食事

内容などに直接指示を出せる。 

◆カルチャーセンターがデイ 

 このパターンに該当するのは、なにもスポーツジムや給食会社だけではない。本誌でこんな記事

を載せたことがある。朝日新聞の「利用したくなるデイサービス」という記事にヒントを得たもの

だ。なぜそのデイサービスセンターを利用したがるのか。陶芸とか折り紙、ゲームなどのどれをし

たいか、メニューを選択できるというのだ。そこで記者はこう書いていた。「さながらカルチャー

センター」。 

ならば、本物のカルチャーセンターが要支援や要介護の人を受け入れればいいことではないか、と

書いた。「さながらデイサービスセンター」である。介護関連の分野が新たに生まれ、それで利益

を得る事業所が生まれると、本来はカルチャーセンターで受け入れればいいものを、わざわざ「介

護予防」の名目で福祉事業所が要介護者を囲い込んでしまう。それにかかる経費はばかにならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者（退院者） 

要介護者 

予備軍（要支援） 

ボランティア推進 

機関・グループ 

〔介助人派遣〕 

カルチャー 

センター 

その他の 

健康関連企業 

公民館 

（生涯学習グループ） 

スポーツジム 

介護事業所 

地域包括支援センター 

医療機関 

健康関連機関 

〔診療情報提供〕 

〔介護情報提供〕 
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問題は、受け入れる事業者にとっては、その人の要介護度がいくつで、その場合どのような点に

配慮しなければならないかが分からないということだろう。それに人によっては介助人をつけなけ

ればならない。今回の政府の発想は、そのハードルをクリアしようというわけだろう。 

医療機関がその患者の診療情報とともに運動（作業）内容についても指示を下してくれれば、事

業者も助かる。もう少し要介護度が高くなると、または退院したての患者などの場合は、介助人が

ついてあげなければならない。その場合に、市民ボランティアの出番となる。介護経験のある主婦

たちで、こうした患者や要介護者の運動や作業を支える介助ボランティアグループをつくればいい。 

咽頭ガンの手術を受けて退院した人が、リハビリのために公民館で生まれた合唱グループに加入

したという。その人に聞くと、病気の種類によって、それに合ったグループに加入するのが館内で

流行しているとも言っていた。こういう人たちがたくさんいるのだ。それぞれがリハビリや介護予

防のために社会の関連した機関やグループに加入して行っている。これが大きく広がるには、今回

の政府のようなバックアップ体制が不可欠だ。 
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＜第４章＞ 

問題が解決しやすい環境 
 

 

 

 

 

 

 

①絆－人と人の結び目を強めよう／６９ 

    ②スロー－「便利」も「効率」もいらない／７８ 

    ③共生－憎い相手とも折り合おう／８２ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どういう社会になれば、生じた問題が解決しやすいのか。例えば、地域の絆

が強まれば、そこで社会のさまざまな衝突が生じても、解決しやすいのではな

いか。逆に今のように、地域関係が極端に希薄化している状況では、解決の糸

口が見つからない。誰もその問題に関わろうとしないから。 

スロー社会になると、問題そのものが生じにくいと言うこともある。逆に言

えば文明社会だから問題が爆発的に生じている。 
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人と人の結び目を強めよう 
「プライバシー尊重」などと言っていては、絆は強まらぬ。助け合いを始めるため

に、お節介をし合い、濃密な近隣関係を取り戻す必要が。 

 

東日本大震災以降、絆という言葉が広く使われるようになった。この言葉で何をイメージするか

を調査したら、７割以上が「助け合い」と答えた。これからどんな災害が来るかもわからない。そ

のためには住民同士が繋ぎ合い、助け合えるようにならなくてはと思い始めた。 

しかし現実はその反対方向へ進んでいる。隣人との交流を嫌い、最低限の挨拶しかしたがらない。

都市化、核家族化、地域社会の崩壊などのせいにするまでもなく、私たちは本心では「絆」など求

めてはいない。一方で「助け合い」と言いながら、もう一方で「プライバシーは尊重しよう」と言

っている。日本人のおつき合いは元々、助け合いをしないことを前提としているのだ。 

 

⑴絆を強める８つの方法 
 まず一般論として、人間同士の絆を強めるにはどんな方法があるのかを整理しておこう。図を見

ていただきたい。この８つのいずれかまたは複数の要素が多いほど、絆は強まるということである。 

 ①は当たり前のことで、ふれあいをすれば絆が生まれる。また、ふれあいの機会が増えるほど、

絆は強まる。隣組の関係を見るとよくわかる。以前は年間、しょっちゅう集まっていた。清掃、リ

サイクルだけでなく、結婚式も葬式もみんなでやっていた。面倒だったが、その分、絆は強かった。

その集まる機会が減るほど、絆は薄れていった。年に１度か２度出会うだけなので、お互いの名前

さえ分からなくなっている。 

 ②相性が合う者同士だといい。サロンも、一次会はよそよそしい関係になりがちだが、二次会は

相性が合う者同士だから、絆はそれだけ強まる。 

③二次会は小集団だからグチも言い合える。 

絆 

① 
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④同じご近所同士だと日常的に関わり合うから、絆は当然強まる。 

⑤家族や親戚同士もそうだが、グループで身内意識が育てば、絆も強まる。 

⑥「同病相哀れむ」と言うように、同じ要援護者同士だと絆は強まる。 

⑦一緒に活動したり、一緒に生活すると、ただ出会うだけよりも絆は強くなる。 

⑧困った時に助け合うと、突然、絆が強まっていく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

絆を目指して実行した行動を、この８つの項目に照らし合わせてみて、いくつの項目に該当する

のかを考えてみたらいいのではないか。地方では、確かにまわり中が親戚だから⑤に該当するが、

じつは最近は、ただ親戚であるだけでは、絆が強いとは言えなくなっている。「隣人には打ち明け

るが、親戚には言わない」と公言した人もいた。 

それ以上に、④ご近所同士でいつでも親しく交流し（⑦生活）、しかも同じ高齢世帯同士（⑥同

じ境遇）ということで、絆が強まっているのだ。「身内」の絆と「ご近所」の絆が同等になりつつ

ある。その範囲を調べてみたら、４～５軒の中での交流（③小集団）であった。 

 

⑵「助け合い」ができる「おつき合い」へ 
 以下の１０項目で「自分もそう思う」というものに○印をつけていただきたい。  

➊自分の私生活は知られたくない。できれば隠しておきたい。 

➋自分のことや抱えた問題がご近所で噂されるのは嫌だ。 

絆を強める 

８つの法則 

ふれあい 
① 

（機会が多いほど） 

助け合い 
⑧ 

相性 
② 

生活 
⑦ 

小集団 
③ 

同じ境遇 
⑥ 

ご近所同士 
④ 

身内 ⑤ 

（親族・仲間） 

（要援護者同士） 

（一緒に活動） 

（ハードな助け合いほど） 
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➌人に助けを求めるのは苦手だ。 

➍人に迷惑をかけることはしたくない。 

➎人のことは詮索しないようにしている。 

➏ご近所で知ったことは口外しない。 

➐お節介と言われない程度に関わる。 

➑引きこもる人はそっとしてあげるべきだ。無理にこじあけるのはよくない。 

➒ プライバシーは尊重し合うべきだ。 

➓隣人とは、あまり深入りせず、ほどほどのつき合いを心掛けている。 

講演会場などで○印がいくつ付いたか、手を挙げてもらうと、７～９つという人がほとんどだっ

た。それはそうだ、これが日本人のおつき合いの常識なのだから。しかし、それでは助け合いはで

きない。 

まず➊～➍はあなたが助けられる側になった場合で、自分の問題は言わない、困っても「助けて」

とは言えない、要するに「（助けてもらいたくない）放っておいて」ということだ。 

次いで➎～➑は逆にあなたが助ける側になった場合で、人の困り事を知る気はない、知っても口

外しない、お節介もしない。要するに「人を助ける気がない」ということだ。 

そして➒➓はご近所づきあいのあり方で、互いの困り事は打ち明けない関係になろうということ。 

助け合いをしたいのなら、この正反対を実行しなければならない。日本人のおつき合いの文化を

変えるぐらいの意気込みが必要なのだ。 

 

⑶「詮索好き」結構、「お節介」結構の社会に 
私たちの努力目標を並べてみよう。まず、あなたが担い手になった場合は、 

 

①もっと詮索好きになっていい。 

②困った人がいたら、思い切ってお節介をしよう。 

③引きこもる人がいたら、（抵抗されても）こじあけてしまおう。 

 

日本では「詮索」という言葉自体が、悪い意味と見られている。「詮索好き」とは嫌われ者のこ

とだ。しかし、困った人を助けるには、相手がどのように困った状態にあるのかを丁寧に調べる必

要がある。ところが日本人は自分のことは語りたくないし、むしろ隠しておきたがる。だからます
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ます詮索をしなければならないのだ。 

社会問題を解決できる方法の中には、日本人の文化そのものを変えて行かねばならないものがた

くさんあるが、この場合もそれに該当する。「詮索好き」が好まれるようになるには、まだまだ時

間がかかるかもしれない。しかしそんなに長く待ってはいられない。 

次いで「お節介」。これも悪い意味だ。ある自治体が住民に「あなたは足元に困った人がいたら

どうするか？」という質問をぶつけてみた。選択肢は三つあって、一つが「頼まれないでも助けて

しまう」、これが２３％。二つ目が「頼まれたら助ける」。これが７２％。三つめが「断る」。これ

が５％だった。 

この中の「頼まれないでも助ける」が「お節介」に相当する。住民の四分の一近くが「お節介」

だったとは驚きである。しかし現実には、こういう人が行動を始めると「でしゃばり！」という声

が飛んで、本人は躊躇してしまうのが常だ。せっかくの２３％が生きていない。 

次の「頼まれたら助ける」。これが日本型の善意の発揮の仕方なのだろう。では「あなたが困っ

た時、周りの人に助けを求めることができるか？」と講演会場で聞いてみると、「できる」と手を

挙げる人は全体の３～５％どまりである。 

ほとんどの人が「助けて！」とこえをあげられないでいる。だから「頼まれたら助ける」という

人は、何の行動も始められないでいる。７２％の分も生きていないことになる。 

考えればもったいない話であって、９５％の人が「困った人を助ける」気でいるのに、行動を起

こせないでいる。となると、それでも行動を開始してしまうお節介さんが頼りになる。社会全体で

こういう人を後押しする必要があるのだ。 

 

⑷助けられ上手さんになろう 
次に、あなたが困った時は、 

 

①自分や家族のこと（抱えた問題）を周りにオープンにしよう。 

②思い切って「助けて！」と言おう。 

③助けてもらえば迷惑がかかるが、それでもいいやと思うことにしよう。 

 

①まず「夫が認知症」と誰かが打ち明ければ… 

 今の日本人には自分のことを周りの人に隠しておきたがる人が多い。夫が認知症になったとか、
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障害児を抱えたといったことは、絶対に言いたくないと思っている。しかしこれでは助け合いはで

きない。助け合いはまず、各自が自分のことをオープンにすることから始まるのだ。 

 意外な事実が分かってきた。ある町内会の副会長の母親が認知症になって、徘徊を始めた。彼は

そのことを会長にも隠していたが、会長がこのことに気づき、問い詰めたところ「白状」した。そ

こで二人が取った行動は、母親の写真入りのチラシを町内に撒くことだった。初めは抵抗したが、

抗しきれず、会長の指示に従った。２人でチラシをまき終わっての感想を会長に聞いたら、驚くべ

し、「じつはウチの人も認知症なんです」と１０軒から打ち明けられたというのだ。つまり、誰か

が声を上げれば、他の人も追随する。ならば社会の有力者が「じつは…」とやればいいわけだ。 

 

②「助けて－！」と叫ぶ訓練をしよう 

それよりも大事なことがある。自分の問題を打ち明けた後は、「助けて！」と声を出さねばなら

ない。ところが既に紹介したように、助けを求めることができる人はわずかに３～５％というから、

どうしようもない。日本人の体質を変えなければならない。 

 テレビを見ていたら小学校の教室が映っていた、女性教師が「セーノ」と叫ぶと、とたんに子ど

もが一斉に「助けて－！」と叫んだ。ごく単純なことだが、要するに助けを求めることができない

われわれには、まず「助けて－！」と言える訓練をすればいいことなのだ。小学生の頃からこうい

う訓練をしていれば、困った時にこの一言が出るようになるかもしれない。 

 ある町内会の役員向けにこんな助け合いの話をしたところ、会長が「ちょっと、やってくれ」と

私に言う。何のことかと思ったら、「助けて－！」と叫んでほしいのだと。いやだと言ったら、「そ

れなら皆でやろう。その代わり、木原さんが音頭を取ってね」。仕方なく指示に従ったところ、会

長、「これからは、役員会が終わった後に必ず、これでシュプレヒコールしよう」と提案していた。 

 助け合いといえば、「思いやり」とか「やさしさ」などというキーワードを思い浮かべるが、意

外や、その反対の「助けて－！」から始まるのだ。 

 

⑸「ヌカミソの中まで見せ合う」ご近所関係に 
最後の、ご近所づき合いでは、 

 

①プライバシーを尊重し合うより、その人を救うことを優先しよう。 

②ご近所とはズブズブの関係になろう。 
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 プライバシーを尊重すると言えば、もののわかった人と言う感じがするが、これは平ったく言え

ば、「あなたのことは知らないようにしましょう。ほかの人にも言ったりしませんからね」と言う

ことだろう。では、その人が困ったことが起きたらどうするのか。プライバシーを尊重するとは、

あなたのことは助けないようにしますからね、と言っているようなものなのだ。 

 次のご近所関係のあり方だが、これにはどなたも抵抗するのではないか。今の私たちは、ご近所

の人とは「適度な距離を置いて」が絶対条件になっている。「そんな関係を持ちたくないから高い

金を払ってマンションに移り住んだんだから」と言う人も少なくない。その方が気疲れしなくても

済むが、しかし困った時はどうするのか。 

 

①助け合いは極めて泥臭いいとなみだった 

 このようにして、日本人はお互いに困った時に、おつき合いの関係はどうするのか考えていない

のである。問題が起きなければそれでいいが、何か困ったことが起きた時は、とても助け合えない。 

 絆とか「助け合い」というのは、きれいごとではなかったのだ。困った時に助け合うには、困っ

た方が自分の状態をあけすけに打ち明ける必要があるし、周りのひとに「助けて－！」と言わねば

ならない。そうなると相手に迷惑がかかるが、それも仕方がないと割り切らねばならない。一方で

は、周りの人は、相手が困っていないかどうか詮索しなければならないし、困ったことが見つかれ

ば、お節介をする。相手がそれでも閉じこもるのなら、こじあけるのだ。 

 こういう状態を想像してみていただきたい。それでも助け合いをするか、そういうことなら嫌だ

と言うか、嫌なら他に何か方法があるのか。恐らくないだろう。 

 

⑹人と人の間にモノを挟むな！ 
 文明というのは、まさにそういう面倒なことを避けるために発展してきたようなものだ。できる

限り、人間対人間の直接接触を避けられるような手立てを考えてきた。そのためにあらゆるテクノ

ロジーを駆使してきた。奇妙な話である。一方では、ふれあいとか絆とか言いながら、他方でふれ

あわなくて済むような技術開発を急いできたのだ。 

 

①何事も手を汚さずに解決しよう？  

 人間は便利さ、快適さ、心地良さを求めて文明を発達させてきた。確かにその目的は様々な面で

果たされてきたが、「計算違い」の部分も出てきている。生活のすべてが心地良くなるということ
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は、どこかがおかしい。快適さと引き換えに、失ってきているものもたくさんある。具体的な事例

を挙げながら、整理してみよう。 

 次の図のＡ列とＢ列は何を表しているか。Ａ列は一般的に言って、人間生活で生じている「面倒

なこと」と言える。限りなく快適さを追求しようとすると、ご近所づきあいや友人づき合いは面倒

になる。お互いが快適な生活を謳歌するにはマナーを守らねばならないが、それを守らない人がい

る。その人にだれが注意するか。同じように防犯も大切だが、これを自ら実践するとなると面倒だ。 

 障害者や要介護者のケアなどは、そうした快適さから言えば、極めて厄介なテーマということに

なってしまう。離れた親の安否確認も大変。子育ても、便利さに慣れた現代人を待ち受ける、これ

また厄介なタネの１つである。文明自体が生み出したストレスにどう対処するかも容易でない。 

 こうした厄介事に人間は、どのように対処しているだろうか。それがＢ列に並んでいる。まず言

えるのは、その厄介事をなるべく人の手ではなく、物や技術、ハード、あるいはシステムによって、

代わりに関わってもらおうとしていることだ。できるだけ自分の手は汚したくない。他の人の手も

同様に汚したくないとなると、最後の手はハード、技術ということになる。 

 

②監視カメラの普及で人の監視力は衰退した？  

 例えば、①マナー、公衆道徳。本来ならば、誰かがそれを通行人などに訴えるべきなのだが、そ

れは面倒だ。それよりは、ハードにこれを代行させることを思いついた。結局、ハード依存による

マナー改善は失敗。６人掛けを７人掛けにさせることはできなかった。 

 ②の防犯はどうか。これにも監視カメラが導入された。いたずらをした子どもの母親が「監視カ

メラが見ているわよ」と言ったという話もある。しつけも監視カメラにゆだねようという、笑えな

い笑い話だが、一方の警察の監視能力の衰退が最近、取り沙汰されるようになった。 

オウム真理教事件の高橋某はカメラが発見した。小池某はついに発見されないまま、死後に判明

した。これまでは交番の巡査が監視の目を光らせていたが、「監視カメラがあるからいいや」と、

あまり努力しなくなったのではないか。ハードや技術に代替させることで人間の生物学的な能力

（本能）が衰退しつつあるのだ。 

 

③オートロックでおつき合い力は退化 

 ③ご近所づき合いは、快適さを追求する現代人にとって悩みのタネだ。そこで登場したのが、オ

ートロックマンション。誰とも顔を合わせずに、快適に住み続けられる。防犯上の効果も大きいと、



    

 

96 

 

高い家賃を払って住み着いたが、意外な（防犯上の）問題があることもわかってきた。この種のマ

ンションは、泥棒にとっても入りやすいとわかったのだ。 

 それに、ご近所同士の交流がないために、何か起きたら、警備会社に依頼するより仕方がない。

これで日本人のふれあい力、助け合い力は極度に衰弱したと言っていいのではないか。 

 ④友人づき合いも同じようなもので、普段は携帯電話やメールでのおしゃべりで済ませる。直接

的な接触が減った分、やはりふれあい力、助け合い力が弱まっているとみていい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ〔課題〕 Ｂ〔対応〕 

快適さを 
求める 
現代人 

① 

問題対処 

能力の退化 

公衆道徳の順守 ハードで対応 

② 防犯 監視カメラ 

③ ご近所づき合い 
オートロック 

④ 友人づき合い 携帯電話 

⑤ 子育て 保育園学童保育 

⑥ 親の安否確認 
携帯電話 

⑦ 障害者・要介護者 施設収容・ロボット 

⑧ 一人暮らし高齢者 緊急通報システム 

⑨ ストレス対策 
癒しグッズ 

マンション 

見守りテレビ 

のケア 出生前診断 

の見守り 見守り隊 

癒しペット 
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このごろ、若者がディベートを嫌うようになったと言われている。グループ討議をさせると、デ

ィベートはせず、「各自、自分の考えを紙に書いて、出し合いましょう」などと司会者が言い出す。 

奇妙な風景である。 

 ⑤子を産み育てることは、快適さを求める人間に残された数少ない試練と言える。子育てに行き

詰って虐待した人の中には、児童相談所が子どもを取り上げたら、これ幸いと遊び呆けていたとい

うから、あきれた話だ。保育園や学童保育などさまざまなサービスで子育てママを支えている。「公

的サービス」というシステムによる「代行」だ。 

 ⑥親の安否確認も、都会に働きに出てきた人たちにとって、大変な仕事の１つになっている。そ

こで携帯電話がこれを代行するようになった。これで毎日親の安否を確認している人が少なくない。

マホービンやテレビで親の体調などが子のもとに伝えられるシステムも好評だ。 

 

④仕切り棒よりも、ふれあい要因の配置を 

首都圏の電車に乗っていて気になるのは、７人がけの椅子に６人が占拠していることだ。「ここ

は７人がけ」のプレートがあるのに、目を向ける人はまずいない。鉄道会社もいろいろ知恵を絞っ

ている。仕切り棒を立てて、４人と３人が座るように仕向けたが、結果は、３人と２人。６人どこ

ろか、５人に減ってしまった。 

 今度はシートを波打たせて、１人ひとり波の底に尻を置かざるをえなくしたが、これも効果なし。

ならばと、極端な「荒波」型に切り替えた会社もある。最近生まれたのが、椅子を１人または２人

分ずつ切り離し、それぞれに肘掛も付ける作戦。これなら期待通りに座ってもらえるが、実現した

のは６人がけ。７人がけ作戦、未だ勝利せず、だ。 

 ハード面だけで市民の公衆道徳心を改善させるのは、かくも難しいということだ。九州の第３セ

クターだったか、「ふれあいコーディネーター」といったスタッフが車内を巡回していると聞いた。

「あっ、ここ、もう１人座れますね。そこのおばあちゃん、座らせてもらいましょうよ。すみませ

んねぇ」などと、やわらかく訴えれば、角が立たないかもしれない。 

人と人が直接、ふれあい、関わり合うことで問題解決をめざす方針に転換しなければ、絆社会は

いつまでたっても到来しない。 
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⑺助け合いには住民なりの流儀があることを 
 助け合うには、もう一つのハードルを越えなければならない。住民の世界では、助け合いにいく

つかの基本ルールがあるのだ。これを守らないと、うまくいかない。お節介をしてもいいし、こじ

あけてもいい、助けを求めてもいいが、ただし、このルールを守る必要があるのだ。 

①相性を大事に 

 いくら助け合おうとしても、これを無視したらうまくいかない。相性の合うもの同士が助け合う

のが住民のルールなのだ。 

②天性の資質の人を大事に 

 誰でもお節介をしてもいいしこじあけてもいいというのではない。その資質のある人がやるもの

なのだ。その人にはお節介をしても、こじあけても嫌われないノウハウを体得しているからだ。元々

お節介をしようという人は、おそらくその資質のある人なのだ。 

言い換えれば、だれでもお節介をしなければならないということはない、ということだ。天性の

資質の人がやればいいことだ。 

③あくまで当事者が主役。当人に見込まれた人が 

 私を助ける人は私が選びたい、と当人は思っている。私はボランティアだから、勝手に助けに行

ってもいい、とはいかない。当人に見込まれた人が出向かわなければいけない。 

④できるだけ双方向の関係に 

 ただ助ける一方の人と、助けられる一方の人がいるというのはいけない。助けられる人にもお返

しができるように取り計らうのが住民の流儀なのだ。 

⑤助け合いは隠し味で。水面下で 

 助け合いを大っぴらにやるのは嫌われる。だいいち助けられる側は困る。助けてくれるのなら、

内密にお願いしたいというのが願いである。だから、意図的な活動は好まれない。お互いが生活の

中でさりげなくやってしまうような助け合いでないといけない。 

 

⑻「ご近所」で絆づくり 
 絆を強めるとしても、一体どこでこれをするのか。そのことがおろそかにされたまま、とにかく

絆を強めましょうと言っている。いちばん多いのは中学校区あたりで人々がふれあいイベントをし

ている。それで絆を強める効果があったと思っているのか。 

 人間がふれあうことで絆が強まるのは、じつは極めて小さな圏域なのだ。よく「ご近所づき合い」
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と言うが、このご近所でなら絆は強まるのだ。ではその「ご近所」の広さはどれぐらいなのか。 

 

①古代の国郡里制の「里」は５０戸だった 

私は２０数年間、全国で支え合いマップづくりを指導してきた。人々がふれあい助け合うのを住

宅地図に乗せようというのである。そこでどれぐらいの範囲なら最も助け合い易いのかを考えてき

たが、結論は「５０世帯」だった。むろん幅があるが、大体この辺りがいちばん助け合うのに適し

ていることがわかった。 

 この「５０世帯」に客観的な根拠がないものかと探っていたら、それがあったのである。 

古代日本の地方行政制度である国郡里制が定められたとき、その最小単位である「里」は、５０

戸だった。といっても当時の１戸は主に血縁関係にある平均２０人の集団を指すものだったそうだ。 

ウィキペディアで調べると、「五十戸」（ごじっこ、さと）という項があった。それによると、五

十戸という単位がまずつくられ、その後それを里と呼ぶようになったらしい。 

制度として正式に定められた時期は議論が分かれるものの、「五十戸の始期は、資料で確認でき

る上限としては６６３年頃の天智天皇の時代であり、学説としては孝徳天皇の時代 （６４６年か

ら６５４年）と推測されている」と述べられている。その後、７１５年の郷里制により、５０戸の

「里」は「郷」と呼ばれるようになったのである。 

 また、日本の律令制は中国をモデルにしているため、「里」を５０戸と正式に定めたのは、中国

の律令制の最小単位である「村」からきているという話も散見されるが、これもまたおもしろい。 

中国には、租税徴収のために行政が人為的につくった「里」という単位もあったが、これは１０

０戸。一方で、自然発生した集落単位である「村」は、５０戸だったというのだ。 

古代中国に関する多くの著作を持ち、明治大学名誉教授であった故・堀敏一氏による「魏晋南北

朝および階代の行政村と自然村」には、こうある。 

「三国時代以後に出現した『村』とよばれる集落は、民間に自発的につくられた集落であって、国

家の支配とは直接関係をもたなかった点で、純粋に自然村とよぶことができるであろう」。それが、

５０戸だったのだ。 

 

②当事者と世話焼きさんがご近所で相思相愛の関係 

 この５０世帯というのは、助け合いをするのに都合よくできている。まず問題を抱えた人（要援

護者）はこのご近所内に居て、そこから出て行きにくい。自然足元の人に助けを求めることになる。
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じっさいにそのようにしている。 

 また都合がいいことに、このご近所内には、人の世話をするのが大好きな世話焼きさんがいる。

彼女はそれより広い圏域では、相手が見つけにくいので、やはりご近所内で活躍したがっている。

だからご近所は人材の宝庫なのだ。 

 それに、ご近所は「顔が見える範囲」で、お互い状況がわかっている。どこにどういう人がいる

かが分かっている。私どもはそのご近所ごとに支え合いマップと言うのを作って。彼らの存在と関

係を住宅地図上に明らかにする。その実態を生かして、もっと助け合い易いご近所を作っていく。 

 

③住民の絆の作り方に５つのパターン 

 最近、高齢化が進行している市でまとめてマップ作りをした。そこで面白いことが見えてきた。

住民の絆の作り方に、一定のパターンがあることがわかったのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 人々はどのように助け合っているのか。まず、①要援護者同士がペアで助け合っていた。すべて

隣り合った同士である。たまたま二軒置いたペアがあったが、なんと二人とも孤独死してしまった。 

 次いで②、このマップにはないが、担い手と受け手がこれまたペアの関係になっている。おすそ

分けをし、相手がお返しをする。あるいは一方が送迎をしてあげて、相手がお返しをする。 

 その次が③、マップに一つ見つかったが、５軒ほどで助け合いの向こう三軒を作っている。 

 それより大きなふれあいの関係となると、一つが④マップにあるような、大型世話焼きさんとそ

…健康相談に応じている元看護師 

…生活支援をしている世話焼きさん 

…一人暮らし 

…老々 世帯 

…ペアで助け合い 

…助け合いの向こう三軒両隣 
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の対象者の関係。これが二組ある。もう一つが⑤、ふれあいサロンやお茶のみ、グランドゴルフな

どで、１０～２０名程度が柔らかな関係を持っている 
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「便利」も「効率」もいらない 
自分の手を使ってモノを作る。自分の足で移動する。自然と直接ふれあう。人間同

士が直接にふれあう。それで不便な生活になってもいい 

 

 近年「スロー」という言葉がよく使われるが、これで何を表現しようとしているのか―８項目並

べてみた。共通項は「反文明」。効率や便利さを求めて文明を進化させてきたけど、それが必ずし

も人間を幸せにはしてくれそうにないと私たちは気づき始めた。人間復興へのシンボル的な言葉だ。 

もう一度、自分の手を使って食べ物を作り、モノを作る。自分の足で移動する。自然と直接ふれ

あう。人間と人間が直接にふれあう。こうした結果として不便な生活になるが、それでいいという

わけだ。 

 

①それでも成熟社会行き切符は未だ購入せず 

反原発はまさにこの「スロー」運動ということができる。それによって不便な生活になるのは承

知の上だ。今展開されている原発推進派と反原発派の戦いは「文明」対「反文明」の戦いでもある。 

その戦いで見えてきたのは、日本人はまだ「成熟社会」行きの切符を買おうとはしない、という

ことだ。改めてどちらかと問われれば、やはり豊かな生活がほしい、便利さや効率が捨てられない、

そのためには経済は成長してほしい、原発も再稼働してほしい、それによって得られる雇用が大事

だ、と。しばらくは節電に協力してきた。なんとかそれに耐えられる気もしてきた。などと言って

いる間に、いつの間にか「節電」ブームは過ぎ去り、誰もがガンガンと冷房し、電気を使うように

なった。少しばかり成熟社会への道筋が見えてきたような気がするが、そのために耐えなければな

らない不便や不快に対する耐性はまだ育っていないことも分かってきた。 

 

②国民にスロー社会への覚悟を迫る判決 

裁判の判決文を取り寄せて通読するという体験があるだろうか。あるいは判決文に「感動」した

経験があるだろうか。「関電大飯原発再稼働差し止め判決」では、法律に疎い私共もこの２つの体

スロー 

② 
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験をさせてもらった。 

新聞記事で判決文の一部を読み、この全文が手に入らないだろうかとインターネットで検索した

ら、あったのである。判決文に感動したある人物が、おそらくは同じような要望を持った人がたく

さんいるに違いないと推測して、用意したものだ。 

 法律用語満載の判決文の中に、素人にも「これだ！」と光る箇所がある。 

「被告は本件原発の稼働が電力供給の安定性、コストの低減につながると主張するが、当裁判所は

多数の人の生存そのものに関わる権利と電気代の高い低いの問題等とを並べて論じるような議論

に加わったり、その議論の当否を判断すること自体、法的には許されないことであると考えている」 

「このコストの問題に関連して国富の流出や喪失の議論があるが、たとえ本件原発の運転停止によ

って多額の貿易赤字が出るとしても、これを国富の流出や喪失というべきではなく、豊かな国土と

そこに国民が根を下ろして生活していることが国富であり、これを取り戻すことができなくなるこ

とが国富の喪失であると当裁判所は考えている」。 

「正論」は人を感動させることができるのだ。その「正論」を吐くことが、社会全体から冷ややか

な目で見られる状況だからこそなおさら感動するのかもしれない。 

 これは「原理」論である。社会のあり方全体を根本的に変えなければこの主張は実現しない。５

０いくつもある原発をすべて廃炉にしたとき、それに代わる電気エネルギーをどうやって調達する

のか。外国から購入すれば高くつくし、その分が電気代に跳ね返る。バカ高い電気料金にも我慢す

るか、あるいは徹底した節電をするか。 

そうなると、私たちのライフスタイルも変えなければならない。経済は停滞する。ビンボーにも

耐えられるだろうか。そんなものよりも「豊かな経済」という国富を選ぶか。 

残念ながら、今の日本人にはその覚悟はない。安倍さんが経済を一定の水準に回復させてくれた

ことをよしとし、ならば原発再稼働も認めるか－と日本人も考え始めている。 

そんな時にこの判決である。日本人よ、この原理論を忘れてはならない、捨ててはならないと、

樋口英明裁判長は改めて私たちが立つべきスタートラインを明示してくれた。 

 この判決は、高等裁判所で引っくり返された。国民は冷めている。そこまでは「既定の事実」な

のだ。そうやってまた原発再稼働に拍車がかかった後に、少しずつ一歩ずつ「原理」実現への歩み

を始めるか、またはあきらめるか。 

しかしどう考えても、今回の判決文を有名無実にするのはもったいない。樋口氏にも申し訳ない。

文明社会からスロー社会へ舵を切ることができるかどうか、その一里塚に今回の判決をすることが
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できるか、国民の覚悟が求められている。 

 

⑴「スロー」を具体化する９つの発想 

この「スロー」というキーワードで囲い込まれる発想と見られるのは、以下の項目と考えられる。

いずれも反文明を最も先鋭的に追及している発想ばかりだ。 

 

①身体の回復 

＜第六感を大事に／触覚を働かせて／体感セミナー＞ 

 すべてをテクノロジーに依存して行った結果、人間がその陰に隠れてしまった。人間の本来持っ

ている自然としての力、本能、霊性を再び意識し、また取り戻そうとする営みが始まっている。 

 

②自然回帰 

＜Ｕターン、Ｉターン／サバイバル体験／故郷へ＞ 

文明は人間を自然から遠ざけるように働いている。自然を人間の都合のよいように作り直し、合

成し、制圧している。ところがそんな自然と離れては人間は健全には生きられないと気付いて、再

び自然に立ち戻ろう、自然と触れ合おうという動きが出てきた。これもまた人間復興への動きと見

ることができる。 

 

③シェアリング 

（所有から共有／シェアハウス／マンションで自転車を共有＞ 

 文明の進歩のおかげで、私たちはなんでも「一人一台」を所有できるまでになった。しかしその

行きつく先は「ゴミの山」である。廃物出地域は溢れかえるようになった。改めて、モノを所有す

るのでなく、共有しようという動きが出てきた。それによって若干は不便になるが、それでもいい

というわけだ。 

 

④アンチ・グローバル 

＜ご近所を大切に／歩いて通えるまち＞ 

 世はグローバル化の時代。なんでも世界規模で考えるのが先進的だと言われるようになった。し

かしそれで私たちは本当に幸せになっているのか。改めて小さな身の回りの世界を大事にしようと



    

 

105 

 

言う動きが出てきた。ご近所でのふれあいを大事にしよう、故郷へ帰ろう。 

 

⑤スロー 

＜スローワーク（在宅勤務）／ゆっくりズム／スローフード（手間暇かけて）／自前＞ 

 文明はとにかくスピードを大切にする。早く目的地に着くこと、早く仕事が終えることが、私た

ちの強迫観念のようになってしまった。しかし、そうやって早く目的地について、なにかいいこと

があるのか、なにもないではないか。それならば、途中の景色を眺めながらゆっくりと歩いていこ

うではないか。本当は機械を使えば、早く終わりのだが、敢えて手作りにこだわってみる。そうい

う行動によって、人間を取り戻すことができると思うようになった。 

 

⑥脱アメニティ 

＜不便を求める／電気を消す／車はいらない／脱冷房＞ 

文明を利用している間は、便利さを享受できる。しかしあえて不便さを体験してみる。車で走る

所を歩いてみる。電気は消そう。冷房は弱めよう。文明の成果を一つひとつ拒否していくことで、 

不快さや不便さが身にしみるだろうが、その代わりに得るものもある。 

 

⑦アナログ 

＜デジタルからアナログへ／ドーナツ盤／ファジー／雑音結構／グラデーション＞ 

コンピューターに代表される「あれかこれか」のデジタル発想が、今の社会を支配している。そ

の明快さの裏で、あいまいな部分が捨て去られている。ドーナツ盤のザーザーという雑音の中にミ

ュージシャンの吐息を感得しようとする、新しい楽しみ方が生まれてきた。 

 

⑧スキンシップ 

＜直接接触／顔が見える／出会い／抱っこ＞ 

 人間と人間の間にモノや技術を挟まず、直接接触を図ろうというもの。 

 

⑨スピリチュアル 

＜霊性を大事に／癒し（ヒーリング）／あの世／霊感＞ 

 人間の復権を図ろうという動きが、その人間の中の霊性を感知し、その奥にあるかもしれない霊
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の世界へいざなってもらおうという欲求も出てきた。ただのカウンセリングではなく、人間の霊的

な部分に働きかけるのでないと本当の癒しにならないと主張する人が増えている。 

 

⑵進み過ぎた文明への抑止力 
 この「スロー」でくくれそうな動きを並べてみると、上記のように、かなり広範にわたっており、

この流れが一時的なものでもなく、また地域限定のものでもないということがわかるし、社会全体

のうねりみたいなものを感じる。ただ、それが社会の主流を占めることになるかと言えば、そうで

はあるまい。効率や便利を求めるのはほとんど体質化されていて、簡単にはこちらになびくことは

ない。 

 この「スロー」は、これで特定の問題を一挙に解決してしまおうというよりも、「進み過ぎた文

明」への抑止力、歯止めとしての意味があるとみてもいい。 

 将来を展望するならば、これから訪れる成熟社会へ向けて、文明とスローに代表される反文明が

競い合いながら、両者がよい案配に混じり合う妥協点に到達するのかもしれない。 

 

①ちょっとした不注意が大惨事に。ちょっとした出来心が凶悪犯罪に 

科学技術をはじめとして文明は急速に発達しているというのに、その恩恵を受けているようには

見えない。犯罪は減るどころか、凶悪犯罪はむしろ増えているような感じがする。様々な事故も、

巨大事故が目立つ。どういうことなのか。 

 文明というものは、それ自体、自動的に人類に幸せをもたらすものではないのだ。それは手段で

しかなく、逆に不幸をもたらす手段にもなる。そろそろ文明はそういうものだと割り切った上で、

幸福のみをもたらすようにコントロールする技術を身に着ける必要がある。 

 たしかに生活は便利になった。コンピューターを使えば全世界の人と交流することができる。し

かしこれを便利と思っているのは私たちだけではない。 

 最近、我が国でイスラム国に参加しようとして捕まった学生がいる。カナダの議事堂に押し入っ

て銃を乱射したのも、イスラム国シンパだった。彼等はインターネットでイスラム国による巧妙な

勧誘を受け、戦地へ渡ろうとして果たせなかった。イスラム国のソーシャルメディアによる全世界

規模での若者勧誘作戦はプロも舌を巻くほどの高度なテクニックを駆使したものだ。 

 コンピューターの善用と悪用のせめぎ合いは、もしかしたら悪用の方が勝っているのではないか

とさえ見える。 
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ハッキングをするにしても、他人の名義で買い物をする犯罪にしても、恐いのは自分が悪を働い

ているという実感がないことだ。「ちょっとした出来心」でオレオレ詐欺を実行している連中は、

いっぱしのサラリーマン気取りでスーツをあつらえ、“カイシャ”へ出勤して老人の虎の子をかす

め取り、とんでもない高額の「報酬」を得ている。 

文明のおかげで小悪から巨大悪が育ち、本人は小悪だと思い込んでいる。一見、善人ばかりの社

会、じつは巨悪が跋扈する恐ろしい社会なのだ。 

 危険ドラッグを吸って運転し、数人を次々となぎ倒す。本人は大それた事故を起こしたという自

覚がない。ちょっとした出来心が大惨事を引き起こす。 

 となると、私たち一人ひとりが、文明のそうした性格を肝に銘じて、高い倫理観を身に着ける必

要がある。「ちょっとした出来心」も大変な惨事を引き起こすのだから、「ほんのちょっとの」出来

心も場合によっては許されない―そんな道徳律を子どもの頃からしっかり教育し、一人ひとり胸に

叩き込んでいかねばならないのだ。 

 福島原発では、メルトダウンを起こした原子炉の建屋を取り壊す作業が始まった。これをニュー

スで知った末娘（１歳の子持ち）が、どこかへ避難した方がいいかと尋ねてきた。放射線の飛散を

恐れる理由は十分ある。現代の科学技術は、原子炉をコントロールするテクニックをまだ持ってい

ない。核のゴミの処理もまだできていない。なのに、もう国内に５０基を超える原発が作られてい

る。事故は防げるというよりは、事故が起きないことをひたすら願っている。巨大地震が起きた時、

５０基のどれかが暴発する可能性は、かなりの高い確率であるというではないか。事故防止は神頼

みという情けない状態だ。 

 今の科学技術は、それによってもたらされる福音に目を奪われて、逆にもたらされる惨禍には見

て見ぬフリしている。それをなんとかコントロールしなくてはという方向に、あまり頭が働かない。 

 福島原発の刑事責任をめぐって市民から選ばれた検察審査会は、東電の当時の幹部３人を起訴す

べきだと判断した。その理由として「根拠のある予測には謙虚に対応し、想定外の事態も起こりう

るという前提で対策を検討すべき」と主張した。事故の３年前、東電は１５．７メートルの津波を

試算していた。震災時に原発を襲ったのは、試算と同じ１５メートルの津波だった。対策を取って

いれば事故は防げたと判断したのだ。 
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こういう判断は厳しすぎるのでは、という見方もある。Ｍ９の地震は専門家の間でも想定されてお

らず、したがって１５Ｍ級の津波も「想定外」として刑事責任は問えないというのだ。そうした「常

識的な」判断をあえて振り切って起訴すべきとした根拠は、「原発事故は一度起きると被害が甚大。

東電幹部は安全確保のため、極めて高度な注意義務を負う」として、通常より大きな責任があると

述べた。 

 最強パワーの文明を扱う者に課された注意義務は「最高度」でなければならない―これもまた常

識的判断と言えるのではないか。巨大な文明パワーを扱っている人類に、それをコントロールする

技術を本気で開発しようという気がないのではと疑われるのだ。 

文明のパワー 
強大化 

人類に不幸を 

もたらす 

人類に福利を 

もたらす 

犯罪の凶悪化 

に関係 

事故の巨大化 

に関係 

文明が便利さをもた 

らすほど、犯行もやり 

やすく、凶悪に 

ちょっとした出来心が 

大犯罪につながる 

犯罪をおかしたという 

自覚がない 

犯罪防止には 

高い倫理観が 

求められる 

文明が強大になる 

ほど、事故も巨大に 

ちょっとした不注意が 

思わぬ大事故に 

つながる 

事故を起こしたという 

自覚がない 

事故を防ぐには 

厳しい注意義務が 

求められる 

文明の制御技術の開発を 

（事故や犯罪を起こさせない） 
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②相反する発想が切磋琢磨して成熟社会へ 

成熟社会への道のりは、一本の道路があるだけではない。そんな単純な道のりならば、私たちは

こんなに迷う必要はない。ちょうど富士山にも複数のルートがあるのと同じだ。 

 それだけでなく、それらの複数のルートは、相互に相反した発想、方向を指示しているものもあ

るのだ。お互いが自分の発想の正しさを主張し、相互に切磋琢磨しながら、最後の成熟社会に至る

のである。ここで言う「スロー」・反文明もそんな発想の一つで、一方では文明化もそれなりに進

んで行っても構わない。両者がどのように戦い、切磋琢磨していくかが、面白い所なのだ。 
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憎い相手とも折り合おう 
被害者と加害者の直接対面。会いたくはないが、会って怒りをぶつけねば心が晴れ

ぬ。そこから真の救済が得られることも分かってきた。 

 

 最近、司法や医療の分野で興味深い動きが生まれている。これまで加害者と被害者は絶対に直接

対面させてはならないとされてきた。ところがこれに両者が我慢できなくなった。被害者は加害者

と直接会い、怒りをぶつけ、相手の謝罪の言葉を聞くまでは心から納得できないことがわかってき

たのだ。加害者にしてもしかり。そこで勇気ある被害者の間から、「対面」の試みが始まった。 

やはり司法の分野で、「裁判にしない」で、両者の話し合いで問題を解決しようという、「修復的

司法」の試みも広がっている。何事も法で処理し、裁判で決着をつけなければ収まらないような現

代に、なんとか当事者だけで折り合いをつけようというのだ。 

医療の世界でも、臓器を提供した側と受けた側の対面が始まった。関係者の間ではタブーであっ

たのだが、実際にそれが行われてみると、意外な「福祉効果」が現れることがわかってきた。つら

いけれど、やはり直接の対話で、心の空白を埋めなければならない。 

 

＜共に居るつらさを乗り越えて、それでも共に居よう＞ 

「共生」とはこのように、重い営みなのだ。ただ「共に生きる」ことではなく、出会ったり、一緒

に居ること自体がつらくて仕方がないという関係で、それでも会おう、一緒に居ようと、つらい決

意をすることが、ここで言う「共生」なのである。 

 このように一口に「共生」と言っても、いろいろなアプローチの仕方がある。この営みの全体が

双方にとっての「救済」を目指したものとは言えないか。 

 

⑴赦し難い相手だが、それでも赦そう 
数年前にアメリカで起きた「ニッケルマイン乱射事件」。３２歳の白人男性チャーリー・ロバー

ツが、アーミッシュの小学校で少女たちを次々と撃ち、５人が死亡、５人が負傷した。しかし地元

共生 

③ 
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のアーミッシュのコミュニティは即座に、自殺した犯人への赦しを表明し、犯人の葬儀にも参列し、

犯人の両親を再びコミュニティに迎え入れた。 

 

①「赦す」と宣言することで、その努力を自らに課す 

その信じ難い行動に感動が広がる一方で、一部では「そんな簡単に赦せるわけがない」「偽善だ」

と、疑念や批判も生まれていた。しかしこの経緯を調査した学者たちがまとめた本「アーミッシュ

の赦し」（亜紀書房）を読むと、そんな単純な話でないことが分かってくる。アーミッシュの人々

は、「赦す」と宣言することで、その努力を自らに課した。 

絶え間なく湧き起こる怒りと闘い、加害者の両親とあえてふれあうことで、憎しみの連鎖を断ち、

コミュニティの絆を守り、愛や許しという善の力によって犯人に報いろうとする。聖書の教えに厳

格に従おうとする彼らの信仰心に基づく行動ではあるが、人として誰しも学べる要素が、そこには

ある。 

 

⑵会うのはつらいが、それでも会おう 
その後の物語は、ほとんど知られることはなかった。しかしニッケルマイン周辺のコミュニティ

ではひっそりと、淡々と、修復の努力が続けられていた。加害者の母親であるテリー・ロバーツさ

んが経験を語った音声が教会のウェブサイトで公開され、その内容をもとに宗教関連のメディア

「リリジョン」紙が記事を掲載したことで、加害者家族と被害者家族の驚くべき交流が明らかにな

ったのである。（以下、同紙の記事「Terri Roberts, Mother Of Amish Shooting Perpetrator Cares For Her 

Son's Victims」より）  

事件から３ヶ月後、加害者の母親・テリーさんと父親・チャックさんは、被害者の家を訪問し始

めた。テリーさんは生き残った被害者と母親たちを、自宅へお茶やランチに招待した。彼らのうち、

特につらい思いをしていたのが、ロザンナ・キングちゃんの母親のメアリーさんだった。現在１１

歳のロザンナちゃんは重度の障害が残り、体を動かすことも話すことも食べることもできず、ロザ

ンナちゃん自身、その変化にとても苦しんでいたのだ。 

 それを知ったテリーさんは、「自分にも介護を手伝わせてもらえないか」と申し出る。両親の了

解を得て、毎週木曜日、数時間をキング家で過ごすようになった。ロザンナちゃんの髪をとかし、

風呂に入れ、シーツを交換し、バイブルを読んであげる。始めの頃はいつも、帰りの道中、テリー

さんは自宅まで泣き通しだったという。「ああ神様、こんな苦しいことはとても続けられません…」
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とつぶやいていた。しかしそれでも彼女は、木曜日が来るたび、キング家の扉をノックした。 

 これを受け入れている被害者家族の葛藤も相当なものだと想像されるが、ロザンナちゃんの父親

は、リリジョン紙の取材にこう答えている。「こんなことが出来るなんて、テリーは信じられない

くらい強い女性だと思います。彼女が来ている時でもよく、ロザンナはつらがってすごく泣いてし

まうことがあり、そのたびに私たちは皆、なぜロザンナがこのような体になってしまったのかと、

あの日起こったことを思い出さずにはいられないのです。もし私がテリーの立場になってもこんな

に強くなれるだろうかと考えたら、ちょっと答えられないです」。 

 

①関係を断絶すれば、憎しみや罪悪感は消えないまま 

顔を合わせるのもつらい間柄なのだから、離れていればいいものを、互いにこれほどつらい思い

をしてまでなぜ関わり合うのかと、奇異に思う人もいるだろう。 

しかし彼らは、関係を断絶すれば、それぞれが抱える憎しみや罪悪感は事件当時のまま、微塵も

色あせることなく残ってしまうことも、それを抱えて生き続けることの苦しさも知っている。この

ような関わり合いから何が生まれるのかは先にならなければ分からないが、それでも彼らはその

「何か」を見据えているのだ。 

 

②亡くなったわが子の心音が聞こえる！  

アメリカの小児病院が、そこで臓器を提供して亡くなった子どもたちの名を刻んだ記念碑の披露

式を行い、その場に、その子たちから臓器を受け継いだ子どもたちとその親を招待するという、日

本人から見るとなんとも危ない試みをしている。 

ドナーとなった少女の母親が、レシピエントである少年の胸に聴診器をあて、わが子の心臓の音

に耳を澄まし、心慰められる（レシピエント家族のブログ「Heart Mama」より）―こんなシーンを

見ると、無難にリスクを避けることで私たちが失っているものの大きさを考えずにはいられない。 

 

③心の叫びを受け止められる相手は犯人のみ 

ここに『弟を殺した彼と、僕』という本がある。弟を殺した犯人と面会する権利を求め、その犯

人を死刑にしないように訴え続けた原田正治氏の事件以後の２０数年を、彼の心情を中心に描き出

したものだ。 

 母子家庭の長男として父親役を担いながら育った原田氏にとって、一番可愛がられていた末の弟
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の死は、あまりに受け入れ難かった。その死が事故に見せかけられた保険金目当ての殺人であり、

犯人は自分たちが信頼しきっていた、死んだ弟の雇い主であったと知った時の怒りと憎しみは、彼

を煮えたぎらせた。 

しかし犯人である長谷川敏彦君は警察に連れ去られ、手が出せない。吐き出すべき思いを吐き出

す相手がなく、居ても立ってもいられない思いのまま、やっと迎えた初公判の日。裁判の内容は、

いっさい耳に入らない。真実を知りたいといった冷静な思いは“爪の垢ほども”なく、「ただただ、

このやり場のない気持ちを長谷川君本人に何とかぶつけられないだろうか、その激情のみでした」。 

 

③彼らと面会し、話をすることによって道が開ける 

その後数年間、取り憑かれたように公判に通い続ける。顔を見れば心が煮えたぎる。しかし自分

の思いをぶつける機会は決して与えられない。「怨憎の炎は、長谷川君を焼かず、僕の内面をジワ

ジワ焦がして苦しめるのでした」。 

 結局、彼の心の叫びを受けとめられる相手は、「長谷川君」本人しかいなかったのである。原田

氏のその後の活動は、その真っ直ぐな事実から発している。 

憎しみを持ち続けることが、いかに遺族自身を焼き尽くすか、この本は教えてくれる。その壮絶

な負のエネルギーを消化する方法が、原田氏にとっては、加害者本人と関わり合いを持つことだっ

たのだ。相手の行いによって自分がどのような思いをしたのかをわかってもらい、逆に事件時の犯

人の気持ちや、なぜ自分の弟でなければならなかったのかを本人の口から聞く。そして、彼が悔い

の念を持っていることを直接、五感すべてで感じ取ることなのであった。 

 結局、面会を始めて間もなく、長谷川君は死刑となる。執行直後に開かれた抗議集会で、彼は長

谷川君が描き続けた絵を掲げ、このように語った。 

「限られた時間、限られた空間、黒のボールペン１本…非常に制約の多い中で、彼らは毎日毎日、

謝罪の意を込めてこういう絵や手紙をかく。決して許すことなどできないが、彼らが贖罪をしてい

るということは認めるべきだと思っている。彼らと面会し、話をすることによって道が開ける。彼

らのことも聞けるし、私たちの気持ちも彼らに訴えることができる。そういう場が一番大事だ」（ア

ムネスティ・インターナショナル日本ＨＰより）。 

 

⑶一緒に居たくはないが、我慢しよう 
 最近、介護保険制度等が整備されたおかげか、要介護者を地域グループに受け入れるのを嫌うよ
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うになっている。「私たちの所に来るより、施設に入ればいいではないか」と。認知症の人が自宅

で頑張っているのも、周囲の人たちは好ましく思っていない。「早く施設に入ればいいのに」とい

った声が聞こえてくる。 

 私たちがあまり触れたくない相手を特定の場に囲い込むことで、心地よさ（アメニティ）を守ろ

うという欲求に沿うように社会制度が作られていることを知らねばならない。自分たちと異なる人

たちを排除する傾向が広がっている今こそ、「共生」を説いていかねばならないのだ。ふれあいサ

ロンに２人の認知症の人を受け入れたリーダーは、「あんな人がいるから、面倒なことが起きるん

だよ」といった愚痴が聞こえてくるようになった。ポットをコンロに載せてしまったりする。その

たびにそういう陰口が聞こえてくる。 

 そこでリーダーの彼は仲間に宣言した。「ここは非常識の会としよう」。お互いにどんな非常識な

ことをしても容認し合う会だと。それでメンバーが納得したかどうかは聞き逃したが。 

 

⑷相反する利害をなんとか調整しよう 
 利害が反する者同士が、ある形で「共生」の場を見出せるようになれば、これ自体「福祉」と言

える。たとえば「働くママ」と「子ども」の立場は、ある意味では相反する利害を抱えている。 

 最近、子連れママが在宅勤務または在宅のまま仕事ができるように配慮する企業が増えている。

今までは、子どもを犠牲にして、「女性の働く権利」を保障することしかできなかったのだから、

大きな進歩と言える。３０～４０歳になっても結婚相手が見つからない男性や、ニートと呼ばれる

青年に、親ぐるみで問題解決を指導する業者や機関が出現している。 

 

①加害者と被害者を共に救済する 

ストーカー犯罪が後を絶たないが、このほど画期的な研究会が発足した。主宰したのは、神奈川

県逗子市で、元交際相手の男に刺殺された三好梨絵さん（当時３３）の兄（４３）で、大学教員と

して街の防犯について研究しているそうだ。 

 彼が妹の犯人について痛感したのは、「加害者を変えないと、警察がいくら動いても被害者の元

に戻ってしまう」ということであった。すでに妹は殺されてしまったが、各地で同じ犯罪が起きて

いるし、今後も起き続けるだろう。その根っこにあるのがこの問題だ。ならばと「被害者を守るた

めに加害者を治療する」という発想で、同じ思いを持っていた研究者らと研究会を立ち上げたのだ。 

 図を見ていただきたい。「犯罪」の防止や対処についての全体図をつくってみた。まず上下では、
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被害者および加害者への救済（下）と被害者自身による自己救済（セルフヘルプ）（上）。左右では、

加害（犯罪）防止（左）と被害防止（右）。左は犯罪を起こさせないシステムをハードとソフトに

分ける。同じように右では被害を防止するシステムのハードとソフト。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの内容については割愛することにして、今回の被害者の兄が取った行動は、この図で言

えば（赤線①）、被害者家族が加害者の救済策を考えるという、驚くべきものといえる。 

これが兄自身にとっては「自己救済」のいっかんでもあるのだろう。（実際には）加害者の「治

療」なのであるが。  

 こうした行為によって（赤線②）、犯罪防止につなげようというものだろう。私のような凡人で

はとてもなし得ない行動であるが、さすがに兄は大学教員という教育者、しかも専門が街の犯罪防

止というから、必然性はないことはない。 

それにしても赤線の①から②への流れを改めて見直すと、これこそが「文明人」しかできない高

度な行動と言える。社会問題を解決していくためには、こうした、今までにない線が引けてくる必

要があるのだと、つくづく感じさせられる。兄の行為が始まらなければ、机上でこんな線を引くこ

とは、まずできまい。 
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⑸「動物は大切なパートナー」 
福島県飯館村の人たちが住む３０世帯の仮設住宅に行って、「村でやってきたことで、こっちで

はできなくなったことは？」と尋ねたら、まずはペットと答えた。猫を連れてきたために退去させ

られた人が２人いた。仕方なく実家やボランティア団体に預かってもらっている人が２人。定期的

に自宅にえさを与えに行っている人もいた。わが国でのペットの置かれた立場がこうした措置に象

徴されている。 

日本では、年間２０万頭前後の犬猫が殺処分されているが、ドイツ・イタリア・オランダなどでは「ゼ

ロ」。何らかの理由で行き場を失った動物達は、環境の整った施設で新しい飼い主を待つ。イギリスなどで

は、ペットショップで犬猫を展示販売することは「虐待」とみなされ、一部の例外を除き生体販売はされ

ていない。ペットを迎えようと思えば、施設から引き取るか資格を持ったブリーダーから譲り受けるのが

一般的。譲渡の際にも、飼育能力の適正チェックを受けなければならない。 

 イギリスでは1824年、ドイツでも1837年には最初の動物保護団体が設立されている。ドイツではナチ

ス政権下の1933年に動物保護法が公布された。日本では戦地に送り出されるなどして多くの動物たちの命

が失われていた戦時中、ドイツではなんと人間とは別に動物のための食料の配給もあったという。 

 ドイツでは、公共のバス・電車には子ども料金で犬を乗せることができ、犬同伴が許可された飲食店や

ホテルも多い。散歩の際はリードなしが一般的。しつけが徹底されているからこそできることで、「犬の学

校」に入れて学ばせる飼い主も多い。さらにドイツには、犬の増加を抑制するために飼い主に課す「犬税」

や、２４時間対応の動物専門の救急隊もある。 

オランダでは、賃貸物件のほとんどがペット可で、本人が飼育できる状態であれば一緒に入れる老人ホ

ームもある。欧米諸国の多くで、災害時の動物救助のマニュアルが条例化されており、動物との同行避難

が義務付けられている。 

動物の飼養・管理についても法律で厳しく定められている。ドイツの犬に関する法律を例に挙げると、 

①１日２～３回計２時間程度運動させる。②独りで長時間留守番させてはならない。③「犬の社会化」（親

兄弟との関わりの中でやっていいこと・悪いことなどを学ぶ）に重要とされる生後８週まで、子犬を母犬

から離してはならない。④室内で放し飼いが基本で、屋外で鎖につなぐ場合は十分な長さが必要。犬小屋

で飼う場合は十分なスペース、清潔・乾燥・断熱材などを利用すること。違反した場合はすぐに警察がや

って来るし、虐待行為を目撃した住民もすぐに通報する。 

先進国の多くにアニマルポリスと呼ばれる、動物に関わる犯罪を取締まる組織があり、逮捕権限を持つ

ものもある。これらの国に共通しているのは、「動物は大切なパートナー」、「社会全体で動物を守る」、「人
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間の都合で不幸になる動物を生んではならない」という概念が国民全体に浸透していることだ。 

 

⑹成熟社会へ向けていつかは越えねばならないハードル 
 効率や便利、心地よさをひたすら追求する文明から見たら、これらの「共生」的努力は、愚かな

ことと言わざるをえまい。しかしそうやって会いたくもない相手と会い、居たくもない相手と居続

けることから得られるものの中に、成熟社会でしか獲得できない「報酬」が詰まっていると言えま

いか。こういう試みは概して、つい最近のことである。成熟社会へ向けて、越えなければならない

ハードルであることが、見える人には見えているのだろう。 

 


