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北海道大学大学院教育学研究院
紀要　第 111 号　2010 年 12 月

日置真世2009『日置真世のおいしい地域づくりの
ためのレシピ50』（CLC）をめぐる対話の試み

宮　盛　邦　友*・日　置　真　世**

The Trial of the Dialog Involving The Recipe for a Delicious 

Community Improvement

Kunitomo MIYAMORI, Masayo HIOKI

【要旨】

　本論文は，日置真世2009『日置真世のおいしい地域づくりのためのレシピ50』（全国コ

ミュニティライフサポートセンター）をめぐっての，教育学を専門とする宮盛邦友の読後感

と，それへの社会福祉を専門とする日置真世の応答によって構成されている，「対話の試

み」という共同研究である。「子どもの生存・成長・学習を支える新しい社会的共同」のた

めに，教育学と社会福祉の対話は可能か，ということを探求するものでもある。

【目次】

　Ⅰ．地域の人間形成力と教育力

　　　　―生涯にわたる発達と学習の権利の観点から―［宮盛邦友］

　Ⅱ．社会実践による変革の力とそれを支える人間の可能性への信頼

　　　　―場づくり師からの返信という提言―［日置真世］
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Ⅰ．地域の人間形成力と教育力 ―生涯にわたる発達と学習の権利の観点から―

宮　盛　邦　友

はじめに―誰にとってもおいしい料理はつくれるか

人間が生きていく上で，「食べる」といういとなみは，必要不可欠である。どの時間帯に

どこの場所で誰と一緒に何を食べるか，は定められているわけではないから，おいしい料理

を食べる本人の意思によって決めればよい。これは，「食べる側」からの見方である。

しかし，「つくる側」からの見方は，食べる側からの見方とは異なる。同じ料理をつくっ

たとしても，おいしいと言って全部食べてくれる人もいれば，何も言わずに残してしまう人

もいるだろう。このような体験・経験は，料理をつくったことのある人であれば，日常茶飯

事である。食べる人が何を食べたいのかを知らなければ，どんな一流の料理人でも誰にとっ

てもおいしい料理をつくることはできない。

ここに，料理をつくって食べることの面白さと難しさがある。

スクールソーシャルワーカーであり，「緩やかな市民革命家」である日置真世さんは，そ

の著書『日置真世のおいしい地域づくりのためのレシピ 50』（以下，著書）を，「料理のレシピ」

のように綴りながら，自らの取り組んできた「地域づくり」を一人称で語っている。

日置さんは，本書の執筆動機を次のように述べている。

「現在進行形としての活動は常に動いていて，日々考えたり，悩んだり，迷ったりすることの連続で，

今日確信したことが次の日になるとそう思えなくなることもしばしばで，〔中略〕書き残すにはかなり

の勇気が必要で，苦しみも伴うだろうと思ってきました。しかし，一方で，これまでの活動の中で私が

学んだこと，たくさんの人たちに教えてもらったことを，たくさんの人たちと一緒につくりあげてきた

目に見えるものや目に見えないものの数々をちゃんと形にしなくてはならない気持ちがあったのも確か

です。」［日置2009：4-5］

この文章からは，日置さんが，自分と同じように地域づくりに取り組んでいる人たちに向

けて，自分自身の生活を通して学んだことをメッセージとして贈ろうとしているのを感じと

ることができる。

そのメッセージの内容は，著書の目次構成に表現されている。

 第 1 章　料理サークル編

 第 2 章　ホテルのレストラン編

 第 3 章　料理研究所編

私からすると，日置さんのレシピはおいしそうに見える。特に，「支援される」というこ

と，「支援する」ということ，「支援」ということ，の三つは，日置さんの生活（life / la vie）
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から創り出されたレシピであり，その素材を使いながら，私なりの料理をつくってみたくなっ

た。その料理名は，「地域の人間形成力と教育力」である。「地域の人間形成力」とは，「地

域（自然的な，および社会的な意味での）とそこにおける人間生活そのものの持つ力」であり，

「地域の教育力」とは，「子ども・青年の発達と教育に向けて，地域においておこなわれる意

図的・目的的な努力の総体」［太田 1982：275］ということにひとまずしておく。料理方法は，「生

涯にわたる発達と学習の権利」としてみたい。私が教育学を専門としており，日置さんが社

会福祉学を専門としていることからすると，「創作料理」となることは間違いないが，おい

しい料理になるか，はたまた，まずい料理になるかは，つくってみなければ分からない。し

かし，もし，日置さんに食べてもらっておいしい料理だと言ってもらえるとすれば，教育学

と社会福祉学との架橋の可能性がみえてくるのではないか。

ここで大事なことは，日置さんが，一人称で感じた地域づくりを語っているのだから，私

もできるだけ一人称で感じたことを語ってみることである。これは，現代教育学構想である

臨床教育学［田中 2009］や教育人間学［汐見 1999］のスタイルでもあり，いままさに探求

されなければならない課題でもある。

では，早速，教育学と社会福祉学との架橋をみすえながら，「支援される」・「支援する」・

「支援」という三つの素材を使って，生涯にわたる発達と学習の権利という観点から，「地域

の人間形成力と教育力」という料理をつくってみたいと思う。

１．「支援される」ということ

本書の第 1 章は，「料理サークル編」である。日置さんの「障がい児の母としての『思いとツー

ルを語る巻』」であり，「長女のこと，親の会のことなどバックボーンにある私の原点を紹介」

している。

正式なタイトルは，「1998 年　三大メニューとの出会い」である。具体的には，健やかな

子どもの成長を願う親たちとそれを応援する人たちでつくるサークルである「マザーグース

の会」，門外不出だった地元ポーランドの遺品を世界の中で日本だけ特別に展示する「心に

刻むアウシュヴィッツ展」，日置さんと長女・寛（ゆとり）さんの居住地である釧路での「地

域交流」の中から日置さんが学んだ自分自身にとって意味のある体験・経験が語られている。

これら三つの出来事は，何ら関連性はないのであるが，自らの生活の中でこの三つの出来事

をつなげていったのが，日置さんの腕の見せどころ，すなわち，日置さんの発達と学習の力

と釧路という地域の力によるものだったのだと思う。その中でも，それぞれの体験・経験を

通して，日置さんが感じたことを中心に見ていきたいと思う。

（１）「孤独」から「仲間」へ
日置さんは，長女ゆとりさんを出産してから，毎日，楽しく子育てをしていた。ところが，

市の健診において，ゆとりさんに，「障がいがあるかもしれない」・「発達が遅れている」と

いうことを指摘された。ここから，日置さんの，ある意味ではごく当然のことではあるが，「我

が子の障がいをどう受け容れるのか」をめぐっての葛藤が始まったのである。
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「発達に不安を感じたり，子育てに迷ったり，そして自分の信じているものが揺らいでいるときに，か

けられる言葉は重要です。ひと言が不安のどん底に突き落とす結果になることもあるし，ひと言が暗闇

の中の一筋の希望の光にもなります。私が，こうして子どもと自分の生活の岐路において，出会った人

や言葉から受けた影響は今でも心に刻まれています。」［日置2009：38］

日置さんの場合，それまでの生活とは何も変わってはいないのに，「障がい」という言葉

によって，生活が一変してしまった。そして，他の親とは違う間違った子育てをしてきたの

ではないか，ということを自問自答する中で，「孤独」になってしまったのである。人間は，

ごく日常のほんのたわいもない一言でたやすく孤独に陥ってしまうものである。それは，そ

の本人がこれまでの価値観では対応ができない場面に遭遇した時に起こることなのかもしれ

ない。その時，日置さんが出会ったのが，「マザーグースの会」である。日置さんは，マザー

グースの会の中で，「孤独」から抜け出す上で，大事なことを学んだのである。

「誰かを責めることは，たとえそれが正しいことであっても何も生み出さない。私が長女の障がいに直

面し，専門医とマザーグースの会との出会いが教えてくれました。」［日置2009：39］

「誰か」とは，他者だけでなく，自己も含まれるだろう。日置さんは，これまでの自らの

子育てを責めることをやめて，自己を肯定し始めたのである。自己という課題を見つめるこ

となしに次には進めない。日置さんは，わが子の「障がい」そのものを理解する，つまり，

これまでの自分自身がもっていた「障がい」というものに対する見方（価値観）の問いなお

しをおこなうようになったのである。

「なぜ自分の子どもに障がいがあるとわかったらショックを受けるのか？私が障がい児の親として直面

したこの問いは社会が抱える大きな課題（社会の優生思想と先がわからない不安―筆者注）をあぶり出

しました。〔中略〕障がい児は〔中略〕ぜったいに生まれないという保障はないし，誰のところにも生

まれる可能性はあります。これを知っているのと知らないのでは，現実になったときのショックに違い

があります。」［日置2009：46］

日置さんの「障がい」というものの見方に変化がみられるようになる。そこには，日置さ

んが，人類の「知」を我がものとしたことがうかがえる。日置さんは，「障害」・「障壁」で

はなく，「障がい」と表現している。どの表現が絶対に正しいということはない。それぞれ

の人が自分自身の価値観として獲得していくものだからである。そして，日置さんは，障が

いがあっても，健常者と変わらない人間である，という人間観にたどりついたのである。

「1998年9月『くしろ圏育児・療育ガイドブック　みんなのゴキゲン子育て』が完成しました。ゴキゲ

ン子育てのコンセプトは初版本の表紙に表れています。『障がい児を育てるのも，健常児を育てるのも

基本的には同じだと思う』私たちは障がい児の親の会として発足し，活動を続けてきましたが，結局は
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子どもの状況がどうであれ，自分らしい子育てをしたかっただけなのです。ただ，たまたま障がいが

あったことで，そうした気持ちが強くなり，同じ思いをもった仲間に出会い，それを確認し合うことで，

こうして表現できる機会を得たのです。〔中略〕こうして初めての親の会の取り組みは，大きな反響と

充実感をもって無事終えることができました。〔中略〕私は自分たちがやったことが認められることに

強い手応えを感じていました。何よりもたくさんの人たちに本を読んでもらうことが嬉しかったのでし

た。『私でも役に立つことがあるんだ』。そう，実感したのでした。」［日置2009：50-51］

ここで重要なことは，日置さんが，マザーグースの会の中で，同じように障がいをもつ親

たちや専門家などの「仲間」をつくっていったことである。日置さんは仲間との中で，自分

はこれでよいのだ，ということを確認しているのである。そうすると，地域の人間形成力の

中で「仲間」がいるということは，「支援される」ということにおいて，必要不可欠なので

はないか。なぜならば，人間が生きる上で大切な「共感力」を育むからである。仲間の中で

自分を確認するということは，次の「心に刻むアウシュヴィッツ展」につながっていく。

（２）「仲間」から「当事者意識」へ
日置さんは，「心に刻むアウシュヴィッツ展」実行委員会でも，すでに自らのものとして

獲得している，「仲間の中で自分を確認する」という作業をおこなっている。障がいとアウシュ

ヴィッツは，直接，結びつくものではないが，「人間がいかにして生きるのか」という点に

おいては，共通するものをもっている。

「活動の内容だけではなく，この展示会の根底に流れている理念もまた，ずっと私の今の活動にも息づ

いているのです。どんな人でも，生きていくっていう営みには『社会的存在』である手応えが不可欠だ

と思います。それが，子どもであっても，重度の障がいがあっても，お年寄りであっても，同じです。

ただ守られて安全安心な生活が保障されるだけではなく，一人ひとりが必要とされ，役割をもつことが

重要なのです。」［日置2009：68］

心に刻むアウシュヴィッツ展を通して，日置さんは，この地球上に存在する人間として，

アウシュヴィッツ，あるいは，戦争とどう向き合うことができるのか，ということを自分の

問題として引き受けようとしている。

「時代や場所として自分からいくら遠く離れていることでも，その出来事が物語る人間や社会へのメッ

セージを見逃さない，目をそらさずに向き合っていくことの大切さをアウシュヴィッツ展は教えてくれ

ました。」［日置2009：64］

ここで重要なことは，日置さんが，心に刻むアウシュヴィッツ展の中で，「当事者意識」

をもって活動していることである。仲間とともに一つの取り組みをおこなうためには，自分

のもっている価値観を問いなおしながら，当事者意識をもたなければできないことである。

そうすると，地域の人間形成力の中で「当事者意識」をもつということは，「支援される」
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ということにおいて，必要不可欠なのではないか。なぜならば，やはり，人間が生きる上で

大切な「共感力」を育むからである。当事者意識をもって自分の価値観を問いなおすという

ことは，次の「地域交流」につながっていく。

（３）「当事者意識」から「つながり」へ
日置さんは，「地域交流」でも，すでに自らのものとして獲得している，「仲間の中で自分

を確認しながら，当事者意識をもって自分の価値観を問いなおす」という作業をおこなって

いる。日置さんは，ゆとりさんとの日常の生活の中で，そのことをいかしていったのである。

「療育において少しでも発達を促すことに，間違いはないと思います。でも，何をしてもかわいくて，

周囲をほほえましい雰囲気にする，子どもにとって輝かしい時期は今しかないのです。努力することが

苦にならないのなら構わないけれど，障がいがあるからといって，必要以上に努力を強いられることは

ない，苦しいことを我慢してまでやることはない，自分たちらしく過ごせるように肩の力を抜いて楽し

い子育てをしよう，楽しい生活をこのこと送ろうと思いました。」［日置2009：80］

「『どっちがまだましか？』この問いは，今思えば長女に障がいがあることがわかり，どうやって自分

が親として生きていくべきかと思ったときに突きつけられたような気がします。つまり，社会の一般論

に従って，娘は普通の障がい児として育ち，障がい者としての道を歩み，私は障がい児の母としてあき

らめて，おとなしく生きていくのか，それとも，社会の一般論によって直面する疑問や矛盾を放置せず，

普通の子ども（市民）として生きていくことを追求するのか。」［日置2009：117］

ここには，社会の価値観に縛られた日置さんの姿はない。そして，日置さんは，地域の中

で，親として，ゆとりさんと共に生活することの意味を見つけだそうとしていったのである。

「『交流は，近所の保育園，幼稚園に行ってこそ意味があるのだ！』そんないろんな思いがあって，幼

稚園に突撃お願いすることになるのですが，交流を実現する道はけして平坦ではありませんでした。」

［日置2009：84］

「こうして語るのは親から見た自己満足にすぎませんが，せっかく生まれてきたからには存在を認めら

れ，当たり前に出会うべき人に出会い，そこで自分を表現する機会がもてたことは，きっと価値がある

ことだと思っています。」［日置2009：103］

ここで重要なことは，日置さんが，地域交流の中で，「つながり」を大事にしていること

である。人間は一人では自己完結しない存在だから，自らが生活している地域の中で，社会

的存在として他者とつながることでしか生きていくことはできない。そうすると，地域の人

間形成力の中で「つながり」をもつということは，「支援される」ということにおいて，必

要不可欠なのではないか。なぜならば，やはり，人間が生きる上で大切な「共感力」を育む

からである。こうして，三つの出来事は，日置さんの生きる論理の中でつながっていったの

である。
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（４）「支援される対象」から「支援される当事者」へ
これまで，日置さんの「仲間」・「当事者意識」・「つながり」を必要不可欠とする「支援さ

れる」ということを考えてきた。

私が，大学の教師として学生に対して強く感じることは，「教師から何かを教えてもらう」

という姿勢で講義や演習の場にいることが多い，ということである。教師から見ると，教師

と学生の一対一の関係がいくつもあるのであって，明らかに，一対多数の関係ではない。高

校生までは，受け身の姿勢で授業に出席していればそれでよかったわけだから，ある意味で

は，学生にその責任はなく，仕方がないことだと思う。しかし，それは，日置さんが味わっ

た「孤独」と似たようなものなのではないだろうか。本来，人間は，学ぶことを通して，他

者とつながりながら，自分をつくっていく存在である。日置さんが，「孤独」から「つながり」

をつくるプロセスを通して，自分を発見したことから私が思い出したことは，埼玉県所沢市

の社会教育実践の中で成長した岩佐周子さんのことである。

岩佐さんは，所沢市のある公民館のある講座に通う一人の学習者であった。岩佐さんは，

その講座の中で，おとなが学ぶことの重要性を認識し，その公民館で働く社会教育主事のす

すめなどもあって，公民館嘱託職員として働くこととなった。例えば，子育て支援事業では，

子育てに悩む母親の支援だけでなく，公民館を利用する親のための保育室をつくるなど，学

習者であった時の岩佐さんが必要だと思っていたことに取り組んでいった。岩佐さんは，市

民や職員との交流の中で，「学び合う」・「育ち合う」ことを通して，人間的な成長をしていっ

たのである。［細山ほか 2008］

私は，岩佐さんからこの話を直接うかがった時，人間は，生涯にわたって学習し発達する，

ということを実感した。人間の人生を安易に比べたり，重ねたりしてはいけない。そのこと

を自覚した上で，岩佐さんは，日置さんのように「孤独」ではなかったが，日置さんと同じ

ように，学習者と社会教育主事という違いはあっても，同じ人間として「つながる」ことで

しか生きていくことはできない，ということを，所沢市の社会教育実践を通して獲得したの

だろう。そうすると，支援される者が，自分は支援の対象である，という見方をする限り，

人とはつながれないのではないか。同じようなことは，札幌の NPO である「さっぽろ子育

てネットワーク」［河野 1997］［河野 2006］での母親の成長にも見られる。もちろん，苦悩

の中にいる人の第一歩は，自らが支援される対象であると知らなければならないことに間違

いはないが，支援されるためには，自分自身で支援される当事者となる必要があるのではな

いだろうか。そのためには，人間が生きる上で大切な「共感力」をもつ必要があり，「共感力」

によって，「支援される対象」という見方から，「支援される当事者」という認識へと変わっ

ていくことが可能だと私は思うのである。
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２．「支援する」ということ

本書の第 2 章は，「ホテルのレストラン編」である。日置さんの「NPO の運営者としての『活

動の歩みを振り返る巻』」であり，「大きく急成長した NPO 法人の概要と秘密を紹介」している。

正式なタイトルは，「ネットワークサロンの歩みと出会い」である。具体的には，2000 年

に任意団体として発足し，その後 NPO 法人となった，福祉やコミュニティの機能をもつ「地

域生活支援ネットワークサロン」の中から日置さんが学んだ自分自身にとって意味のある体

験・経験が語られている。地域生活支援ネットワークサロンは，日置さんの人生の中で必然

性をもってつくりだされたものであり，ここにも，日置さんの腕の見せどころ，すなわち，

日置さんの発達と学習の力と釧路という地域の力がいかされているのだと思う。その中でも，

それぞれの体験・経験を通して，日置さんが感じたことを中心に見ていきたいと思う。

（１）「動機」から「必要性」へ
　「地域生活支援ネットワークサロン」は，釧路を中心とした地域福祉を推進するための

仕事をする会社である。現在は，地域生活総合マネジメントを支柱として，子ども家庭，暮

らす，就労，通う，個別，一般，お店，地域貢献のそれぞれの支援をおこなっている。地域

生活支援ネットワークサロンの精神は，その前身であるマザーグースの会の精神である，「仲

間」・「当事者意識」・「つながり」を引き継いでいる。

「マザーグースの会の発足当初からの合言葉に『楽しいことしかしない』『つらくなったらやめよう』

があります。この合言葉は一見いい加減に聞こえますが，実は等身大で自分らしさを発揮するための魔

法の言葉になります。高い理想を掲げて何かを試そうとか，目標に向かって何がなんでもがんばるとか，

そういった志をもつことはかえって自分を苦しめることになります。そんな志はないけれど，日々の中

で疑問に思ったことを流してしまわない，苦しいことは苦しいと言ってみる，楽しい人生を自分でデザ

インし，壁にぶつかったら仲間に相談してみよう，そんなことなら誰にでもできるはずだ，そんな気持

ちが実はとても重要なのです。」［日置2009：128］

「自分にとって，『ゴキゲン子育て』をつくり，たくさんの人たちに喜んで読んでもらったという事実

は，障がい児を育てているからこそできたことだったのです。障がい児がいるということは，いつもだ

れかの支援を一方的に受けるだけではないということが実感できたのです。自分たちも何かの役に立つ

ことができるという自信がつきました。『人とつながることの重要性』も知りました。『ゴキゲン子育

て』の編集は，実にいろいろな人の手によって知恵が出され，書かれ，情報が集められて完成したので

す。親だけの力でつくれたものではありません。これは，自分たちだけの力では限界があっても，人は

人とつながることで無限大の力を発揮できることを教えてくれました。一人ひとりのちからは小さくて

も，たくさんの人が力を出し合うことでおもしろいことができると知ったのです。」［日置2009：129-

130］

日置さんは，マザーグースの会では，「支援される者」であったが，地域生活支援ネットワー

クサロンでは，「支援する者」となった。日置さんは，支援される者と支援する者は，単純
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に分けられるものではないと考えている。支援される者と支援する者との関係は，どちらか

からの一方通行の関係ではなく，両者の双方向の関係だということを，「共感力」でとらえ

ている。日置さんは，支援する者になって支援される者のことを考えると，あらためてそう

実感しているのである。それは，支援する者の「動機」と支援される者の「必要性」の関係

を見ると，はっきりしている。

「地域に根ざした事業を行うときには，何をやりたいのか（事業主体の動機）よりも，何が地域に求め

られているのか（必要性）と自分たちができることは何か（独自性）がもっと大事なのです。その点，

私の中にどうしてもやりたいことやどうしてもこうしたいというスタイルがなかったことが，その後の

事業展開に役立ったのだと思っています。」［日置2009：132］

「最近は，事業の継続性のためにはお金が最大の条件のように語られる場合がありますが，私は違うと

思います。事業の継続性において最大の条件はなんといっても『必要性』です。もちろん，お金が伴わ

ないと継続が困難になるのは事実ですが，地域にとって必要とされている事業を行っている限りは，他

の条件はあとからついてきます。いろんな人たちが応援してくれ，継続のために力を貸してくれます。

いかに地域のいろんな人から『あの事業（サービス）がなくなっては困る』と思ってもらえるかが大事

なのです。お金があるから続ける，お金がないから続けられないと，お金に規定されてしまっては必要

なことがなくなったり，必要ないことが残ったりするのです。」［日置2009：155］

ここで重要なことは，日置さんが，支援する者という当事者の立場から，支援される者の「必

要性」を重視していることである。支援する者も，また，当事者意識をもつ必要があり，そ

のことなしに支援される者の必要性は理解できないのである。そうすると，地域の教育力の

中で「必要性」ということは，「支援する」ということにおいて，必要不可欠なのではないか。

なぜならば，人間が生きる上で大切な「想像力」を育むからである。支援される者の「必要

性」を理解するということは，次の「独自性」につながっていく。

（２）「必要性」から「独自性」へ
地域生活支援ネットワークサロンでは，支援される者の「必要性」を把握しようと試みた

のである。そうすると，釧路という地域のある現実が浮き彫りとなったのである。

「法人を立ちあげてすぐに，ゆうゆうクラブをつくり，運営しながら感じ続けていたのは，障がいのあ

る人たち，そして生活に困難を抱える人たちの当り前を保障するものが，社会にはあまりにも少ないと

いう現実でした。そして，その当たり前ではない暮らしで折り合いをつけている家族や当事者たちのた

くさんのあきらめでした。多様なバリエーションの依頼があったことは，地域に対応できるものがない

ということをはっきりと示していたのです。」［日置2009：161-162］

支援される者の「必要性」は，当然のことながら多様であり，その「必要性」が複合的な

課題であればあるほど，課題の解決は困難となる。支援する者が支援される者と共に課題の



90

解決に立ち向かうために，地域生活支援ネットワークサロンでは，学校・学童保育・医療機

関・一般企業・地域コーディネーターなど，地域生活のための総合的なネットワーク支援で

ある，「釧路地域生活総合支援センター」を構想していったのである。そこで問題となるのは，

その主体と役割である。

「公共的な課題や制度のことになると，市町村の責任とか国の責任とか，いわゆる『行政』の責任とい

う言葉が登場します。そうなると，国会議員や市町村長，役所の人たちにしっかりしてほしいと私たち

は思ってしまいます。でも，それは違うのではないかと思うのです。公共は行政という特別な人たちだ

けの問題ではなく，私たち市民の問題ですし，市町村や国には私たち一人ひとりの個人も市民活動など

の団体も企業なども構成員として含まれるはずです。地域社会や国の主体の根源は一部の行政や議員に

あるのではなく，本当は私たち一人ひとりにあるのです。それを便宜的に託してはいますが，何から何

までおまかせしてしまうわけではありません。」［日置2009：176］

ここで重要なことは，日置さんが，支援される者も支援する者も当事者としてとらえてお

り，それぞれの「独自性」を大切にしていることである。地域生活のための総合的なネット

ワーク支援は，当事者がつくったそれぞれの組織を寄せ集めればよいわけではなく，それぞ

れの組織が当事者意識をもって，必要性を解決するために，その組織にしかできない独自性

を発揮しながら，つながらなければならないのである。そうすると，地域の教育力の中で「独

自性」ということは，「支援する」ということにおいて，必要不可欠なのではないか。なぜ

ならば，やはり，人間が生きる上で大切な「想像力」を育むからである。当事者同士がつな

がる中でのそれぞれのもつ独自性は，次の「地域生活支援」につながっていく。

（３）「独自性」から「地域生活支援」へ
地域生活支援ネットワークサロンでは，支援される者と支援する者が，共になって，必要

性の解決のためにそれぞれの「独自性」をいかす際，地域と人間に重要なポイントがあると

考えたのである。

「狭い範囲で福祉サービスや支援をとらえているとできないことが多いかもしれませんが，地域にある

ものを総動員して支援を組み立てたときには，どんなことでも解決できます。そして，同時にその解決

によって新しいつながりや副産物が新たな地域資源として生まれるのです。」［日置2009：203］

「人が力を発揮して働くということは，その人が個人的に備えている能力の問題ではないと思っていま

す。その人のもっている力が引き出され，発揮できるかどうかは職場のあり方にずいぶん左右されるの

です。どれだけ主体的にやりがいや目的意識をもって仕事に取り組むことができるか，ともに高め合え

る工夫ができるのか，働く人たちも利用する人たちもそして関係者もあらゆる形で関わる人たちが協働

することによって，よりよい場が実現できることが重要だと思います。だから，どんな人も自分のもっ

ている力や個性を存分に発揮できる職場づくりはとても大事なテーマなのです。」［日置2009：187］



91日置真世 2009『日置真世のおいしい地域づくりのためのレシピ 50』（CLC）をめぐる対話の試み

それぞれの人がそれぞれのできることをおこなう時，地域が人を支援し，人が地域を支援

するのである。それと同時に，支援される者が支援する者に支えられ，支援する者が支援す

る者に支えられるのである。人間が人間らしい生活をしていくために，地域と人間，人間と

人間が支え合うのであり，そのために，地域生活のための総合的なネットワーク支援は必要

となるのである。

「制度は人の生活を支えるためにあるのでしょうが，現実として利用する人が制度に合わせて我慢を強

いられることがほとんどです。その我慢が制度をよりよいものにする機会をなくしてきました。生活の

ために制度を使う。制度を使って仕事をする者は生活と制度の特徴や現実をよく理解して，うまく使っ

ていく必要があるのです。そのことを痛感した貴重な体験でした。」［日置2009：192］

だから，支援にとって，制度をつくることは目的ではなく，手段でしかないのである。そ

して，日置さんは，「地域生活支援」を我がものとしていったのである。

「みんなの力を借りていくことがNPOとしては大事なのだと思います。あんな形で，苦境を乗り越えた

ことは，その後も大きな励みになっていると同時に，『どんなことがあっても，みんなが必要として

いることをしている限りは誰かが助けてくれる。なんとかなるんだ』という大きな確信にもつながり

ました。その後もいく度ともなく『苦境』に直面することはありましたが，このときに得た確信をもっ

てして，『地域にとって必要なこと』を追求する姿勢は今も変わることはないのです。」［日置2009：

228］

ここで重要なことは，日置さんが，地域生活支援を，支援する者という当事者の立場から，

支援される者という当事者の必要性を聴き，そのことを地域生活のための総合的なネット

ワーク支援という連携へとつなげていることである。あくまで，人間が人間らしく生きてい

くことが重要なのであり，ネットワークは，その手助けでしかない。いや，人間が人間らし

く生きていけるのなら，不要なのかもしれない。そうすると，地域の教育力の中で「地域総

合支援」ということは，「支援する」ということにおいて，必要不可欠なのではないか。な

ぜならば，やはり，人間が生きる上で大切な「想像力」を育むからである。こうして，地域

生活ネットワークサロンは，日置さんの生きる論理の中で確信へとなっていったのである。

（４）「支援したい」から「支援できる」へ
これまで，日置さんの「必要性」・「独自性」・「地域生活支援」を必要不可欠とする「支援

する」ということを考えてきた。

私が，大学の教師として学生と接していて，教職課程を履修している学生に，教師になり

たい理由を聴くと，「勉強を教えたい」・「部活で教えたい」という答えが返ってくることが

多い。自分の夢を叶えたい，あるいは，社会の役に立ちたい，ということからこのように答

えるのであろうが，これは，日置さんの言葉で言うところの「動機」でしかなく，教えられ

る者である子どもたちの「必要性」を理解するまでには至っていない。学生たちと話をして
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いて，次第に，自分の体験・経験からの教師イメージしかもっていないこと，教職の専門性

という考え方が教師は何でも知っているという高い専門性であること，が分かってきた。学

生たちは，少なくとも，高校生までは，「教えられる者」であったはずなのに，大学生に

なると，「教える者」になって物事を思考する，という不思議なことが起こっている。だが，

このような，「支援する者」になって物事を思考するということは教育の世界ばかりでなく，

医療の世界でも起こっていることを，クラインマン『病いの語り』（1988 年）を読んで知った。

クラインマンは，現代の生
バイオメデイシン

物医学の発展は，疾患（disease）の発見とそれへの対処に集中

し，「病者やその家族メンバーや，あるいはより広い社会的ネットワークの人びとが，どの

ように症状や能力低下（disability）を認識し，それとともに生活し，それらに反応するのか

ということを示すもの」である「病い」（illness）への対処には無関心である，と批判している。

そこで，クラインマンは，治療者の仕事として，「その病いについて患者や家族が 物
ストーリー

語 を語

れるように配慮して誘導すること。慢性という変化に富んだ文脈からひとつの微
ミニ・エスノグラフィー

小民族誌

を組み立てること。ケアについて，他にとりうる専門外の視点とも，十分に説明を加えた

取
ネゴシエーション

り決めを行うこと。そして，慢性の病いをそこまでに深刻で破壊的なものにしている様々

な脅威や損失の進行に対して，短期の医学的精神療法（medical psycholotherapy）となる行為

を行うこと」［クラインマン 1996：4・11］を提起している。

専門家養成制度が確立している医療において，このような患者中心の発想が叫ばれている。

私や私の家族が医者に病いの症状の話をする時，話を聴いてもらい，なぜそのような症状に

なるのか，それに対する薬の効果はどのようなものか，を丁寧に説明を受けると，安心して

継続的に通院することができる。医療と同じように専門家養成制度が確立している教育にお

いても，子ども中心の発想が，あらためて求められてよいのではないか。いや，むしろ，子

ども中心の教育をしなければならない，という認識が必要なのではないか。その時に大事な

ことは，単に支援される者を中心にすればよいだけではなく，近年，カナダで発展してきた

考え方である，何らかの支援者がその本人・当事者の立場に立って，その権利の擁護と最

善の利益のために力を貸していくという精神である「アドボカシー」（権利の擁護，あるい

は，代弁）のように，本人・当事者は権利行使の主体であるという見方が重要である。［汐

見 2000：185-186］そして，日置さんが支援する者になっていったプロセスにみられるように，

専門家養成制度がない中でも，現場の中で学ぶことで専門家になっていくことは可能であり，

そのプロセスから，専門家養成システムづくりをすることが，いま，求められているのでは

ないか。そのためには，人間が生きる上で大切な，「想像力」をもつ必要があり，「想像力」

によって，「支援したい」という願望から，「支援できる」という確実へと変わっていくこと

が可能だと私は思うのである。
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３．「支援」ということ

本書の第 3 章は，「料理研究所編」である。日置さんの「研究者として『様々な実践を分

析する巻』」であり，「これからの地域づくりにとってヒントになる実践や重要になるポイン

トを紹介」している。

正式なタイトルは，「所属は『地域』，肩書きは『地域コーディネーター』」である。具体

的には，2007 年に釧路の仲間たちと開発した，たまり場機能をもつ地域拠点である「コミュ

ニティハウス」の中から日置さんが学んだ自分自身にとって意味のある体験・経験が語られ

ている。地域における地域コーディネーターは，日置さんの生き方そのものであり，ここに

も，日置さんの腕の見せどころ，すなわち，日置さんの発達と学習の力と釧路という地域の

力が貫かれているのだと思う。その中でも，それぞれの体験・経験を通して，日置さんが感

じたことを中心に見ていきたいと思う。

（１）「たまり場機能」から「コミュニティーハウスづくり」・「地域づくり」へ
日置さんは，これまで見てきたような自分自身にとって意味のある体験・経験で学んだこ

とを通して，「まちづくり」のために重要なことは何か，を考え出した。

「まずは自分の活動で『たまり場機能』を伴った事業を行う，自分たちでつくってしまうという方法で

す。〔中略〕次に行政などが呼びかけた公式な会議体を『たまり場機能』として活用するという方法で

す。〔中略〕3つ目は，目的をもった組織を地域の関係者とつくってしまうという方法です。」［日置

2009：232-234］

「まちづくり」にとって重要なことは，「たまり場機能」，つまり，「コミュニティーづく

り」・「地域づくり」である。この「たまり場機能」がなければ，人間は人間と共に生きてい

くことはできないのである。そして，日置さんは，「たまり場機能」の中で，それぞれの地

域の課題を自分自身の抱えている課題と結びつけながら，自己という課題を見つけだすこと

の重要性を主張している。

「全国でも生活保護の受給率が極めて高く，とりわけ母子世帯の割合が高い釧路市は，2004年から2か

年で厚生労働省からの補助事業『母子世帯の自立支援モデル事業』に取り組んでいました。初年度の

2004年には地元の大学と『生活保護受給母子世帯に関する共同研究』を行って，生活保護を受けている

母子世帯の実態を把握しました。〔中略〕翌年の2005年にその結果をふまえて，地域の関係者や庁内関

係担当者によるワーキンググループを組織し，課題と今後の対策について検討しました。私はこのワー

キングのメンバーとなり，生活保護世帯の『自立支援』に向き合うことになりました。それまでの障が

い福祉や子育て支援の中でも，地域の貧困の問題は，『地域生活支援』とは切り離せないテーマだと感

じていました。また，事業者として求人を出し，人を雇用する立場においても地域経済の問題は身近な

存在でした。私にとって『自立支援』は多くの関係者と共有して一緒に取り組みたい普遍的なテーマに

なっていました。」［日置2009：260-261］
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「地域にとって『課題があることこそ，それが宝』だと私は思います。」［日置2009：280］

そして，日置さんは，「支援」を通して，社会システム構想を考え出したのである。

「2006年冬に，私は『道州制の芽発見モデル事業』として道庁の道州制を担当する地域主権局と協働で

プロジェクトをスタートさせました。〔中略〕検討会では私の提案をたたき台にして，実際の課題を解

決するための地域拠点としての『コミュニティハウス』のあるべき姿について語り合いました。そうし

てできたのが2つのコンセプトです。1つは，『福祉のユニバーサル化』です。〔中略〕コミュニティハ

ウスでは対象者を『支援を必要とする人』としてとらえ，必要な人に必要な支援をする場としました。

つまり，『地域のあらゆる生活課題に寄り添う』ことを一つの枠組みにしたのです。〔中略〕もう一つ

のコンセプトは『循環型地域福祉の実現』です。〔中略〕コミュニティハウスは〔中略〕そこに関わる

人たちの誰もがあるときは助けられ，あるときには助けられる双方の役割を果たす，つまり，『支援が

循環する』場の実現を意識したのです。」［日置2009：254-256］

「地域福祉拠点は，サービス事業所ではなく地域づくりの拠点なのです。地域づくりとは地域のニーズ

を把握することであり，人を発掘し，育て，つなげることです。また，実際に地域の課題を解決するこ

とであり，新しい地域のあり方を提案することでもあります。そうした地域づくりのためのあらゆる機

能を兼ね備えた新しい地域の課題を解決するツールが『コミュニティハウス』なのです。具体的な姿形

が大事なのではなく，地域でつくりあげ，地域が考えながら協働して進めていくプロセスこそがモデル

になるのです。コミュニティハウスは，人工的なコミュニティづくりの万能ツールともいえます。」

［日置2009：273］

日置さんは，「コミュニティハウスづくり」・「地域づくり」の基礎に「たまり場機能」が

必要であるという提起をしているのである。地域と人間，人間と人間が，コミュニティーを

通して，聴き合うこと，繋がり合うこと，支え合うこと，共に生きること，これが「支援」

と呼ぶにふさわしいいとなみなのではないだろうか。そして，このような「支援」の中で，

当事者が地域をつくること，これが日置さんの考えるこれからの人間が生きるための「福祉」

なのである。

（２）「支援づくり」へ
これまで，日置さんの取り組んできた「支援」について考えてきた。当事者意識をもちな

がら，支援される者の必要性を解決するために，支援される者と支援する者が双方向で支援

をして，その者たちを核とする組織が，独自性をもちつつも，ネットワーク支援をおこなう，

ということが，日置さんの考える福祉を軸とする社会システム構想である。これは，日置さ

んの夢ではなく，釧路という地域で取り組まれている現実である。だから，「地域づくり」は，

「支援づくり」に他ならないのである。

その上で考える必要があるのは，「支援」と「教育」の関係である。

日置さんは，「支援」の中に「教育」を含んでいる。正確には，ネットワーク支援の中に
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学校を位置づけている。確かに，「支援」といういとなみと「教育」といういとなみは，そ

の現実においては，ボーダーレスのようにさえ見える。私は，「非行」と向き合う親たちの

会や，文化学習協同ネットワークなど，支援を軸とした NPO に，興味・関心をもち，直接的・

間接的に関わってきた。そこで，いつも，「支援と教育は違うのか，それとも，同じなのか」

ということを問うてきた。

その時に，いつも思い浮かべるのは，「支援」ではなく，「援助」ではあるけれども，西平

直が，人間形成論と関わって，「援助」のさしあたりの課題として示している，次の二点で

ある。第一は，「〈援助〉と〈教育〉との関係について，〈大人が子どもを援助すること〉は〈大

人が子どもを教育すること〉とどう違うのか。教育とは，援助することなのか，それとも援

助に尽きない何かそれ以上の意味合いを含むのか。含むとしたらそれは何か。もしくは，援

助にならないような教育も教育といいうるか」という教育本質論の根本問題である。第二は，

「〈援助されること〉と〈自立〉との関係について，援助されると，必ず自立性を損なって

しまうのかどうか。もしくは，ことさら矛盾を際立たせてみるならば，『援助』ということ

それ自体が，その相互の関係を差別的な優劣・上下の関係にしてしまう危険性を常に抱え込

みながら，にもかかわらず，援助を放棄することによっては，なんら問題の解決にはならな

いという事態をどう考えたらいいか」という看護や福祉の本質論である。［西平 1993：272-

273］

このような課題に対して，容易に答えを出すことはできない。また，日常の人間発達援助

実践の中では，あまり意識されないことである。しかし，援助・支援や教育のことを考える

時に，つねに頭の中に入れておかない課題であることは間違いなく，その意味で，ここに書

き記しておくことで，援助・支援・教育に関わる当事者たちとと共に考え続けてみたいと思う。

おわりに―自分自身にとっておいしいと思える料理をつくれるために

このように日置さんのレシピを素材にしながら料理をしてみると，日置さんの地域づくり

の思想は，次のような文章に集約されているように思われる。

「つまりは，あらゆる人が地域で生活する当事者なのです。だから，今必要なのは，誰かを責めたり，

誰かのせいにしたりすることではありません。自分のできることをやることなのです。誰にも，きっと

やるべきことがある。そして，誰にもきっとできることがある。これだけたくさんの人がいて，それぞ

れにいろんな力があって，弱いところやダメなところだってあるけれど，いいところも絶対にある。ど

こかのスーパーマンが助けてくれるわけでもないし，どこかの偉い人たちにまかせても一人ひとりには

届かないのです。そんな一人ひとりの力が十分に発揮できるように，どうしたらよいのかを，追い続け

実践し続けたいと思うのです。」［日置2009：290-291］

日置さんの地域づくりの思想は，地域の人間形成力と教育力によって人間をつくることが

地域をつくることになり，そのことを通して，地域の中で，人と人が支え合う関係をつくる，

ということである。そのことは，すべての人が自分の人生の当事者なのだから，誰でもでき
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るというものである。このような当事者のつながりの輪をひろげていくことで，地域生活の

ための総合的なネットワーク支援がつくられていき，人間が人間らしく生きていくための「福

祉」がうみだされるのである。教育学の言葉で説明しなおせば，学習主体が教育主体に転化

して，その教育主体が自己教育活動を組織するいとなみをおこなう，ということになるだろ

う。日置真世という人間存在そのものが，生涯にわたる発達と学習の権利の主体として，そ

のことを証明しているように私には思えてならない。

結局のところ，日置さんは，支援される者でもあり，かつ，支援する者でもあり，支援

を通して，「創造力」をもって当事者として自分の人生を生きることの重要性を語っている。

それは，「私」が「私」であるために，である。「誰にとってもおいしい料理をつくる」ので

はなく，「自分自身にとっておいしいと思える料理をつくる」秘訣がここにあるのではない

だろうか。そして，ここに，生涯にわたる発達と学習の権利の観点から，教育学と社会福祉

学との架橋の可能性の道筋が見えてくるのではないか。

このような地域づくりの動きは，教育学，特に，社会教育学が，この 20 年ほど注目して

きたものと重なっている。例えば，おとなが学習を通して発達していく組織である，NPO［佐

藤 2001］やネットワーク型運動［姉崎 2000］は，全国各地で取り組まれており，活発であ

る。札幌においても，母親の子育てを支える「さっぽろ子育てネットワーク」［河野 1997］［河

野 2006］など，様々な人間発達援助実践が取り組まれている。教育学と社会福祉学の架橋は，

社会教育学において，すでに積極的に試みられているとみることができるのではないだろう

か。私も，札幌の地で，子どもに関わる NPO やネットワークと関わりながら，教育学の立

場から人間の発達と学習に何ができるのか，日々，模索し，格闘している。

その上で考える必要があるのは，心理臨床，医療，看護，社会福祉などには解消されない

教育，特に，学校教育の固有の役割とは何か，という課題である。地域づくり論に即して言

えば，「地域の中の学校」が地域づくりをどのように豊かにすることができるのか，あるいは，

学校づくりと地域づくりをどのようにしたら根本的再調整をすることができるのか，という

ことである。［宮盛 2005］その手がかりは，おそらく，日置さんのレシピの中にあるだろうが，

またの機会にとっておきたい。

現在，日置さんは，札幌市のスクールソーシャルワーカーとしてもお仕事をしていらっしゃ

る。ソーシャルワーカーとしての日置先生の報告が次回のレシピになることを，楽しみに待っ

ている。

さて，日置さん，こんな創作料理は，いかがでしょうか。率直な感想をお待ちしています。
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Ⅱ．社会実践による変革の力とそれを支える人間の可能性への信頼

―場づくり師からの返信という提言―

日　置　真　世

宮盛さん，ありがとうございます。2 年前に研究の世界に飛び込んだ私がどれだけ理論的

な対話ができるかわかりませんが，今なお実践者としての立場も大切にしている私のこだわ

りとして，その後の実践研究からわかってきたことを含めて応答したいと思います。

１．実践において対話が生み出す共有財産

宮盛さんから「対話の試み」のお誘いがあり，それを受けることにした第一の理由は基本

的に私が必要性に基づいて行動をするタイプの人間であるからです。その行動タイプが今回

取り上げてもらった本を執筆した動機でもあり，また本に書いた実践を続けてこられた理由

でもあります。宮盛さんは私がこの本を書いた背景を「自分と同じように地域づくりに取り

組んでいる人たちに向けて，自分自身の生活を通して学んだことをメッセージとして贈ろう

としているのを感じとることができる」と推察してくださいましたが，自分としてはもう少

し広い範囲の人たちに向けられています。「自分と同じように社会的な存在としてこの地域

に生活している人たちに向けて」という方が正しいでしょう。それは自分が獲得したものと

して帰属する知恵や経験というより，私がたくさんの人たちに教えてもらったことや，その

プロセスであり，それはある種の共有財産として社会に向けてわかりやすくして伝える『必

要性』を感じたからです。

宮盛さんがご自身を社会的な存在としてこの共有財産にコミットし，何らかの応答をして

くださるのであれば，私はそれをさらに発展させるべく役割があります。大学に来てから実

践研究を進める中で，こうした他者間の対話には重要な役割があることに気付きました。教

育の分野であっても福祉の分野であっても人と人が関わり合う実践には常に学びや気付きが

あり，宮盛さんが問いかけてくれた「生涯にわたる発達」に欠かせない大事な要素が含まれ

ています。しかし，実践は放っておくと単に時間とともに通り過ぎていってしまうだけで，

蓄積，発展しないことが常でした。それは私が実践に追われていた体験からの反省を込めた

実感であり，私はそれを「実践の垂れ流し」と表現しています。研究者の立場を持った今の

私の使命は「実践の垂れ流し」を食い止め，今まで勿体ないことをしていた実践の英知をさ

らなる実践に生かすための研究を追求することです。その思いから，自分が関わってきた実

践を含めて実践の中にいる人たちにたくさん出会い，話を聞くなど関わりと続けてきました。

その中で一つたどり着いたのが「対話的な振り返り」なのです。黙々と実践をするだけでは

なく，違った価値観や視点をもつ他者を媒介し，協働的な対話を通して振り返ることによっ

て実践の質が高まります。ここでいう実践とは研究者にとっては研究実践であり，教育や福

祉現場での現場実践であり，そして生活者にとっては生きていくことそのものの生活実践で
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もあり，それぞれの専門性や社会的立場によって実践の質は異なったり，混在したりするこ

とはありますが，誰もが持っている自分なりの実践を意味します。そうした誰もが有してい

る実践が他者との「対話的振り返り」によって融合し，新たな価値観や文化やコミュニティ

を創造することにつながる，それがまさにこの論文のテーマである「人間形成力」「生涯に

わたる発達」において非常に重要なプロセスだと考えています。

宮崎隆志先生と一緒に取り組んでいる若者移行過程研究ⅰで非行や引きこもりなど様々な

経験をした若者たちからインタビューの機会を得て，聞き取りを行い，それを文章にまとめ，

それを若者たちに見てもらい，議論をする対話を続けています。そのプロセスでは若者たち

が自分たちの生活実践から学んだことや気付いたことを自分たちの言葉で表現し，私たちの

分析や解釈に応答してくれ，それが私たちの研究実践を高めてくれます。

スクールソーシャルワーカーの実践ⅱでは，学校現場で課題を感じそれを解決しようと実

践しているたくさんの先生たちと日々対話を続けています。もちろん，相談を受けた子ども

やお母さんとに直接支援をすることもありますが，実際には多くの時間を先生たちとの対話

に費やしています。日々，子どもや家庭と向き合っているのは先生たちであり，課題解決の

ために先生たちの実践の質が問われるからこそ，限られた時間や条件の中で私ができること

はその実践を高めるお手伝いなのです。

ある小学校では院生たちや地域の学童保育のスタッフに呼びかけて学校をサポートする

「学びのサポーターチーム」を編成し，教育現場のサポートを継続して約 2 年が経ちました。

日々，サポートする子どもの多様性や流動的なコミュニティである学級の中での支援ニーズ

の多様性に学校もサポーターも四苦八苦しながら，2 度の年度替りによって担任の先生の交

代，クラス替えもあるなかで，サポートを継続するために，その実践を常に振り返るための

対話の場を多様なレベルで展開することで，これからの学校のあり方を検討し，その方向性

や具体的な手段を提案しようと試みていますⅲ。

自分が関わってきた釧路の実践現場では日常的な対話の場が広がりつつあります。コミュ

ニティハウス冬月荘で実施されている生活保護世帯等の中学生の勉強会ⅳでは対話の重要性

が多様な構成員から語られています。勉強のスペシャリストが権威をもって教える場でもな

く，あらかじルールやプログラムがあるのではなく，構成員が対話を通してルールやプログ

ラムを決め，常に自分たちの目的やその手段を創造できることが魅力で多様な立場の人たち

がつながりあう場として今年で 4 期目を迎えました。冬月荘の対話的な実践は今年の春から

「地域起業創造センターまじくる」ⅴへと発展しました。雇用情勢の厳しい釧路の地域課題

を解決するため，求職者が集い，課題を共有し，対話を通して研修を行う「ダイアログ・カ

フェ方式」のインターンシップを展開し，そこに行政，地元企業，そして研究者も参画して

解決への道を創造し始めています。

さらに，こうした対話の手法や応用性を検証するために様々な試みも行っています。昨年

に北海道が千葉県に次いで全国 2 番目に制定した「北海道障がい者条例」ⅵにおいて地域で

実施したタウンミーティングでは対話的に意見を吸い上げる手法を試み，その後の地域展

開の展望につながっています。条例の 3 本柱の一つである「地域づくり」の要とされる相談

支援事業の担い手である相談支援従事者を育成する相談支援従事者研修ⅶでも対話と協働を

ベースとした体験型プログラムを構築，実施し，受講生からのアンケートから手応えを感じ，

追跡調査も準備しながら研修企画チーム仲間との対話を続けています。



100

こうして，例を挙げるときりがないのですが，私の現場実践には常に「対話」がありまし

たし，研究実践にも「対話」があります。そうした問題意識の中で研究を模索する私にとっ

て宮盛さんからの「対話」のお誘いはまさにタイムリーでした。「対話の試み」という共同

研究というスタンスには私は大いに賛同します。ただ，具体的な方法についてはこうした文

章に応答のスタイルもありますが，他にも多様にあると私は考えています。

２．実践における分野の位置づけ

次に宮盛さんから問いである「教育学と社会福祉の対話は可能か？」ということに私なり

に答えようと思います。私が著書に書いた実践のほとんどが分野としては「社会福祉」に分

類されるものであったため宮盛さんはご自身が専門とする教育学と私の実践分野である社会

福祉の対話は可能かという問いをたてたのであろうと思います。しかし，私は実践において

分野というカテゴリーには実はあまり意味がないのではないかと思っています。宮盛さんが

要旨に書いた『「子どもの生存・成長・学習を支える新しい社会的共同」のために』という

目的は私が実践の中でずっと目指しているものす。その目的に向かうための手段として社会

福祉制度を活用すれば「福祉実践」と見なされます。活動の中で学習支援を行えば「教育実

践」と言われますし，そうした営みをコミュニティビジネスの手法で展開すれば「経済的実

践」として取り上げられるのです。実践における分野は活用する手段によって規定されるか，

外部から見た人がそれぞれの観点や視点からあてはめられるものであり，実践を進めるうえ

ではあまり意義がないように感じています。

むしろ，実践において分野は様々な場面で分断をもたらすことの方が多いのです。一つは

制度による分断です。社会システムが高度化し，専門やそれを所轄する役割が分担させるこ

とには一定の意味や必要性はありますが，それによって人々の生活の場面が切り分けられて

扱われることが常態化しています。それは包括的に生活を営んでいる市民に影響が及ぼされ

ます。特に制度をたくさん活用しなくてはならない社会的弱者，社会的排除などと呼ばれる

立場の人たちにとって顕著です。

その現実は私自身が重度の障がいを持つ長女を育てる中で痛感してきました。福祉を受け

るにも教育を受けるにも，たくさんの窓口を渡り歩き，同じ説明を何度も繰り返し，あっち

とこっちでは違うことを言われ，自分にとって必要な情報や制度について誰も包括的，継続

的に教えてはくれませんでした。専門家は専門分野に関しては詳しく，高度な情報や手段に

ついて提供してくれますが，それを日々の生活や自分の人生に位置付け，生かすために統合

する術については同じような悩みを持つ仲間たちと一緒に考えるしかありませんでした。そ

れが親の会などの当事者同士のつながりの大きな意義だったのです。

制度による分断は自分が支援実践を進める上でも何度も壁になって立ちはだかりました。

必要な実践に制度を活用するときに，実践が既存の制度に該当するかどうかが常に問われま

す。公的な制度は数的な必要性に基づき妥当性をもって一般化されてつくられるため，個々

が抱えるニーズとのズレが生じます。急速に多様化するニーズのなかで制度の柔軟性が求め

られていますが，一般化された既存制度のつくり替えはなかなか進まずに，多様な困難を持

ち，もっとも制度を必要とする人たちが取り残されていきます。そしてそれらを支援するよ
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うな包括的，継続的な実践者もまた制度活用ができずに苦しい運営状況にありますⅷ。

もう一つ，分野による分断は実践者同士の出会い交流機会に影響を与えます。実践の世界

もまた分野によって業界団体やネットワークがばらばらになっていることから，分野が違う

実践者同士が出会うチャンスがほとんどありません。福祉分野においては，高齢者福祉，障

がい者福祉，児童福祉，生活福祉など福祉の中でもさらに細かい分野に分かれています。し

かし，実際に実践を見てみると制度上活用している分野は異なっても，目指す方向性が同じ

だったり，実践上の課題やそのための解決を共有できたり，実践交流がそれぞれの実践が展

開するための知恵やきっかけをもたらすことも多くあります。

前述の冬月荘における「コミュニティハウス」という地域拠点はそうした分断を超えて新

たな地域づくり実践を行うために地域の方たちと開発したツールです。研究者になってから

コミュニティハウスというツールを全国的な実践から普遍化しようと多様な分野の実践を調

査，交流，ネットワークづくりをしています。これまで，認知症を介護する家族会の集い

場実践ⅸ，地域の人たちを巻き込むレストラン事業を展開しているワンディシェフレストラ

ンの実践ⅹ，世話好きの一個人から地域づくりに派生している例，一人暮らしのおばあちゃ

んの自宅の一角をおばあちゃんが住んだまま子育て支援センターとして活用している実践ⅺ，

部落解放運動からスタートして同和地区の支援策を足がかりにネットワークを広げ，隣保館

を活用してユニバーサルな地域づくりをしている実践ⅻなどに出会い，つながりました。こ

うした実践を私は『社会実践』として表現することにしました。そして，情報や意見交換の

中で「当事者性」「異文化の融合」「理解と共感」「楽しく」という 4 つの普遍的なキーワー

ドにたどり着いたのですⅹⅲ。

こうした『社会実践』をベースとする私にとって「教育学と社会福祉の対話は可能か？」

という問いにはこれからの地域社会において，対話は当然可能であるだけではなく，「あら

ゆる分野の社会実践が対話をしなければならない」と考えています。

３．日常的な経験から学ぶ機会

宮盛さんは，私の当事者としての歩みを「孤独」～「仲間」～「当事者意識」～「つなが

り」への展開として，「支援される対象」から「支援される当事者」への意識変容について

読み取ってくれました。そして，NPO の活動の歩みでは「動機」～「必要性」～「独自性」

～「地域生活支援」への展開として，「支援したい」から「支援できる」への意識変容につ

いて読み取っています。こうした整理はなるほどと思う反面，実際に体験や経験から何かを

学ぶプロセスは段階的な展開ではなくごちゃ混ぜになって展開されていました。子どもの障

がい受容についてもショックから回復までの段階として説明されることがよくあります。し

かし，これまでたくさんの障がい児の親たちに出会い，関わるなかで段階的な理屈ではなか

なか説明がつかず，人によってかなりの差があり，また一人の人にとっても複雑に多くの感

情が入り混じったり，行ったり来たりしていることの方が多いと感じてきました。それと同

じように，私にとって子育てや NPO 活動という経験には「孤独」も「仲間」も「当事者意識」

も「つながり」そして「動機」「必要性」「独自性」「地域生活支援」はいつも共存していたし，

今もしていると思うのです。
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私は確かに著書で自分が障がい児の親となり，さまざまな経験を通して自分が学んでいっ

たこと，そして NPO の実践を通して学んだことについて書きました。それはどうやって何

を学んだかということを伝えたかったというよりも，むしろ「確かに何かを学んだ」という

ことを伝えようとしたのです。特別な道でもなく，自分なりに生きていくことそのものに意

味があり，子どもを育てるという日常の生活に向き合い続け，その生活の延長で NPO にた

どり着いたのでした。結果としてその歩みが何かしらの段階的な発展があったとしても，大

事なのは自分の生活経験から学ぶことができたという点だと思うのです。学ぶことができた

背景には「仲間」「当事者意識」「つながり」は重要な要素だったと思います。あるいは「孤

独」すらその学びの材料になるでしょう（私は実際のところ，宮盛さんが指摘したような孤

独は感じていませんが）。つまり，人は誰もが日々生きている以上，自らの経験をもとに学

ぶことができ，それが生涯にわたる発達の糧になると思います。しかし経験すればすなわち

学ぶことができるわけではなく，そこに何らかの条件が必要になります。その学びは段階的

にステップアップするような展開ではなく，方向性のある変容プロセスでもなく，だからと

いって常に雑多に複合的で錯綜し続けるのでもなく，そうした常に自分に交差するごちゃ混

ぜな物事を受けとめながら，自分のものとして統合しようとする営みであり，誰もがその機

会が保障されるべきだと思います。私はその条件整備が実は「支援」なのではないかと思う

ようになりました。しかしながら，現実に支援される立場になった時には，日常生活の中で

の主体的な学びは容易に奪われる経験もしてきました。あるべき姿を押しつけられたり，間

違うことや迷うことを回避させられたり，善意から正しさを突き付けられることもあります。

それは前述した従来の専門化された支援では分断され，阻害されていた部分と重なります。

自分の歩みを振り返ると，何がいいのか悪いのか，または何が正しくて何が間違っているの

ということではなく，日々の中で経験する物事を自分なりに理解して，解釈して，意味づけ

て，自分の中に統合していく作業が何よりも重要でした。それが自分らしい人生を送るため

には必要不可欠だったのです。だからこそ，自分が支援する立場になるときにもっとも配慮

することは，その人が日常的な経験から学ぶ権利が保障されているのか見極め，そのお手伝

いをすることと，阻害されているのならばそれを一緒に退けることであり，理想や方向性を

示すことではないのです。

実際の支援場面において，私は一般的に「困難事例」と周囲から評される人たちに出会う

ことがよくありますが，そのほとんどの人たちが日常的な経験から学ぶ機会を保障されずに

一方的に能力や努力が足りないと評価されているのが実態です。もともと経験から学んでい

くことが苦手な場合にはその苦手さを理解し，その人の特性にふさわしい方法を見つける機

会が提供されなくてはなりません。しかし，現実には苦手さがゆえに失敗経験だけが蓄積し，

周囲に怒られたり，責められたりすることで，自分への理解やふさわしい方法を学ぶ機会か

らは遠ざかってしまいます。それが負のスパイラルとなり，ますます厳しい状況に追い込ま

れるのです。教育にしても福祉にしてもベースには一人の人間としての当たり前の権利の保

障抜きには支援や指導はあり得ません。きっと，このあたりが宮盛さんの専門であり関心事

の学習の権利と支援が密接に関係する部分だと思います。人権を前提にして支援や指導がど

う展開されるべきなのか，具体的な方法を見つけたいと思っています。
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４．「専門家になる」のではなく「当事者になる」

次に宮盛さんが提起してくれた「支援」について「専門性」に関連付けて応答します。宮

盛さんは「アドボカシー」の発想や「想像力」を持つことによって現場から支援をする専門

家なっていくことが可能だと述べています。先程の人権保障をベースにした専門家であると

も言えます。私は自分の専門性が何なのかずっとわからずにいました。あるときはアドボケー

ターだと整理しようとしたこともありましたが，しっくりきませんでした。私が明確にでき

るのは従来の支援の専門性が持っている「支援する側とされる側」という一方通行の人の関

わりへの違和感と限界であり，それに代わる何か新しい専門性を確立する必要があると思っ

ていました。研究の立場になり，分野で分断されていた多様な実践を「社会実践」として整

理したとき，「支援」は「課題を明らかにして解決のプロセスによってともに力を高めあう

機会」であると考えています。それを基軸に実践を追いかけてみると，新しい専門性を見つ

ける，あるいは「いかに専門家になるか？」ではなく，「いかに当事者になるか？」という

方向性が大事であることに気付きました。

「当事者であること」と「当事者になること」は違います。単に何らかの当事者の立場（障

がいを持っている，障がい児の家族である，生活保護を受けている，母子家庭であるなど）

を有することはそれだけでは社会実践にとって意味はなく，実践を通じて自らの当事者性を

獲得するプロセスに意味があります。確かに「当事者になっていく」プロセスにおいて，わ

かりやすい「当事者であること」は有利な条件と言えますが，絶対条件ではありません。私

が定義する「生活当事者」の視点に立つと誰もが「当事者になること」が可能です。宮盛さ

んが指摘した「アドボカシー」の発想や「想像力」は私の実践研究の中では専門家になるこ

とを可能にするのではなく，当事者になっていくことを可能にする要素と言い換えることが

できます。

この視点はコミュニティハウス冬月荘のコーディネーターの歩みを見て，対話を繰り返す

ことでずいぶんと解明されてきました。支援という意味では経験が全くなかった状況からハ

ローワークの求人情報から職を得る目的でコーディネーターの肩書きを与えられ，実践の中

で「コーディネーターとは何か？」と問い続けることでコーディネーターになっていったプ

ロセスを自ら振り返り「実践現場で役割を与えてもらって，自分なりの当事者性が見えてき

た」と語っています。現在，前述の「地域起業センターまじくる」のスタッフがこのプロセ

スを経ている最中です。丁寧に対話をしながら「当事者になる」ことの意味を一緒に考えて

いくつもりです。また，この視点は日本福祉大学の福祉社会開発を研究するメンバーと「脱

支援者」「脱ワーカー」「脱研究者」というキーワードをもとに議論を深めているところです。

５．「支援づくり」から「場づくり」へ

宮盛さんは私の実践を福祉分野と位置付けたことから，「地域づくり」は「支援づくり」

に他ならないと解釈するのは当然だと思います。しかし，前述の通り私は自分の実践は社会

福祉ではなく「社会実践」として位置付けているので，「地域づくり」は「場づくり」に他

ならないと考えています。著書の中では当時，他にふさわしい表現が見つからなかったため
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暫定的に自分の肩書きを「地域コーディネーター」としましたが，最近，いい表現を見つけ

ました。それは「場づくり師」です。以下に宮盛さんからの問いかけに対してこれまで応答

してきた内容を踏まえて「場づくり師」について未整理ではありますが途中経過的な説明を

して返事を終えたいと思います。おそらく，この説明は宮盛さんの「支援と教育は違うのか，

それとも同じなのか」という問いにも，またの機会にとっておきたいとした「地域の中の学

校」が地域づくりをどのように豊かにすることができるのかという問いにも答える材料にな

るのではないかと考えています。

　（１）「場づくり師」が働きかける対象は「場」である

　支援も教育も人を対象にする営みであるのに対し，「場づくり師」は言葉通り「場」を対象にする。

場にはもちろん人も含まれ，直接的に人に働きかけることもあるが，あくまでも場をつくるための一つ

の手法にすぎない。したがってアセスメントの対象も場であり，人も場のアクターとしてアセスメント

する場合はあるが，個人を場から切り離してアセスメントすることはない。この発想はすべてのアク

ターの主体性を尊重し，場の担い手となる可能性を保障するためのものである

　アクターが主体性を発揮し，担い手となるための場は対等で民主的なコミュニケーションが保障され

る必要がある。そのために「場づくり師」は場における自らの位置関係を把握し，自分の位置を確認し，

アクター同士の関係性も見守る。

　（２）「場づくり師」の動機は必要性であり，場が創造したものを私有化せずに共有財産
	 と見なす

　　　

　場づくり師は自らの意志や希望で場のあるべき姿を描くことはない。常に場の必要性によって行動す

る。ゴールを設定し，理想を掲げることもない。あり方や理想は個々のアクターが描き，それらが相互

承認・理解し合い，共感し合うことによって場のあり方が創造されると考える。すべてのアクターを尊

重し，合意形成の機会を作ることで，あり方を模索し続ける。アクターの合意と場の必要性によって創

造された文化や効果，そして何かしらの実績は場づくり師の実績として帰属させることなく共有財産と

して場の共感性を高め，さらなる創造の糧とする。

　（３）「場づくり師」は制度や属性を超えた「社会実践」の中に位置づく
　　　

　場づくり師は特定の分野の職種や職業ではなく，現実に繰り広げられる生活に根差した社会実践の中

で位置づけられる。特定のプログラムによって養成される人材でもない。社会実践の中で登場し，実践

の中でアクターとの合意で認知され，とともに育ち合う。場やアクターの属性や特徴から，得意分野や

制度的な分野に分類されることもあるが，それは形式的なものに過ぎず，それに制約を受け，縛られる

ことはない。

　（４）「場づくり師」は実践と対話的振り返りを常に繰り返す

　場づくり師は実践現場を対話的に振り返る場（メタ的創造の場）を常に行ったり来たりする。また，

対話は実践現場でアクターとも繰り返される。メタ的創造の場はミクロを共有するアクター同士だけで

はなく多様な関与者及び課題意識の共有者などで構成される複数のレベルのものが想定される。それは
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場の必要性から意図して用意することもあるが，別の目的で設定される機会や偶然的に発生する機会を

活用することの方が多い。

　（５）「場づくり師」は誰もが日常的な経験から学ぶ機会が得られるよう条件整備をする

　場づくり師はアクターが主体的に気付きや学びを得られることができるように多様な側面から条件整

備を行う。アクターに対する直接的な関わりも含まれるが，多くは雰囲気づくりや分かりやすい場の構

造化などの環境整備，アクター同士の関わりの調整，促進やアクターが承認され，理解され，活躍でき

るような場のセッティングなど多様な機会を創る間接的な働きかけである。

　（６）「場づくり師」は「当事者になること」を追求する

　場づくり師は自分がどんな技術や能力を身につけるかというような志向を持つのではなく，自分自身

が生活者であることに気付き，自ら生活課題への問題意識や生き方を探ることを求める。生活当事者と

しての自分が場に生かされるために，「当事者になること」は同時に「自分らしくあること」でもある

と言える。

　（７）「場づくり師」は主にメゾシステムにいるが，常にミクロ，マクロも意識する

 　場づくり師は人々が生きる地域や現場であるミクロシステムとそれを支える制度や政策をつかさど

るマクロシステムをつなぐ役割であるメゾシステムの人材である。メゾ的な役割として常にミクロの実

践の場において人々のニーズを肌で感じながら，そのニーズをマクロに還元する方策について考え，行

動する。また，マクロがミクロの現場にどういった効果をもたらしているか確かめて多様な手段で発信

し，検討することも意識する。

おわりに

私は著書の続編としてこの「場づくり師」をテーマにして執筆を開始しています。今回の

返事は続編のための私の整理になってしまった感があります。書き始めから終わりまで，宮

盛さんの探求や試みの期待に応えるようなものを書けた自信はありませんが，対話によって

お互いに何か気付きがあり，誰にかにとって何かのきっかけになれば幸いです。
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注（日置）

ⅰ この研究の途中経過は宮崎隆志・日置真世「地域生活支援による自己構造の発展論理　社会的に排

除された若者の自立支援との関わりで」『子ども発達臨床研究』第4号，11頁～20頁，2010年でま

とめている。
ⅱ これまでのスクールソーシャルワークの実践については日置真世，「スクールソーシャルワーカー

からみるこれからの子ども家庭支援のあり方～当事者の主体尊重を基本とする支援の可能性」『子

ども発達臨床研究』第4号，21頁～34頁，2010年にまとめている。
ⅲ この実践については 今年の9月に生活指導学会にて『小学校の外部支援としての「学びのサポー

ター」の成長過程～実践現場と研究活動の往還～』の報告を行っている。
ⅳ この実践は日置真世，「人が育ち合う「場づくり実践」の可能性と必要性 : コミュニティハウス冬

月荘の学習会の検討」『教育学研究』，第107号，107～124，2009年にまとめているのと，「地域

ぐるみのセーフティネットづくり　北海道・釧路で行政とNPOの連携と協働」日置真世　子どもの

貧困白書編集委員会編『子どもの貧困白書』，343～345　明石書房2009年への執筆，および日置真

世「みんなで高校行こう会～Zっとscrumへ釧路における生活保護世帯の中学校3年生への学習支援

をきっかけとした地域実践」として内閣府の「子ども若者支援地域協議会運営方策に関する検討会

議」の報告書に事例として紹介している。
ⅴ 詳しい様子は現場からの発信ブログ http://ameblo.jp/magicul/ を参照されたい。このインターンシッ

プは内閣府の社会雇用創造事業の一環で北海道再生推進コンソーシアム http://www.hit-north.or.jp/

hokkaido/ が実施しているもので昨年度末から全国12団体が社会的企業のインターンシップ，イン

キュベーションの事業を行っている。
ⅵ 詳しくは北海道のホームページの http://www.pref.hokkaido.lg.jp/hf/shf/jyoureitop を参照されたい。現

在，関係者とともに普及啓発とネットワークづくりのためにDVD制作に取り組む準備を進めている。
ⅶ 全道各地で障がい児者への相談支援や地域づくりに携わっている関係者とNPO法人北海道地域ケア

マネジメントネットワークを設立し，人材養成活動を展開している。その主な事業が北海道の委託

を受けて行う相談支援従事者研修であり，その展開と手法については他の都府県から注目されてい

る。詳しくはNPOのホームページを参照されたい。 http://www3.rainbow.ne.jp/~hcm-net/
ⅷ 2010年10月から内閣府のモデル事業「パーソナル・サポート・サービスモデルプロジェクト」がス

タートした。釧路を含む全国5ヶ所のモデル地域において，分野による分断の弊害を解消し制度の

縦割りを越え横断的，包括的，継続的な地域生活支援が展開されるための仕組みづくりに実践者も

交えた検討と模索が始まっている。
ⅸ 兵庫県西宮で活動するNPO法人つどい場さくらちゃんは自らの介護体験をベースに代表の丸ちゃん

こと丸尾さんが始めた実践である http://www.tsudoiba-sakurachan.com/
ⅹ 三重県四日市のこらぼ屋は地域の人たちが日替わりでシェフとして活躍することを核に地域づくり

を進めるというワンデイシェフのシステムを作った http://www.koraboya.com/
ⅺ 熊本県植木町にある地域交流サロン「ばあちゃんち」の実践　熊本県はばあちゃんちの実践を含め

て「地域の縁がわづくり」として推進している。
ⅻ 大阪府箕面市のNPO法人暮らしづくりネットワーク北芝 http://www.hcn.zaq.ne.jp/kurashi-net/index.html
 ⅹⅲ 多様な分野の社会実践が出会いつながり議論する場として2010年2月には「全国まじくるフェスタ

2010」 http://n-salon.org/magicul/index.html を釧路で開催し，そのフェスタの報告と社会実践を発信す

るために「まじくるthe movi」という映像にまとめている。


