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百姓という言葉 ―― 労働の喜びを取り戻すためのフードファーム

小島 進

（フードファーム実行委員長 ちいさな野菜畑）

百姓という言葉がある。

以前は「農を営む民」の侮蔑の言葉として理解されていた。今、就農する若者の多くが、誇りをもって

「百姓」という呼称を使っている。百姓とは、百の姓名を言い、苗字の無い時代は、職業を表したとの

ことなので、“さまざまな仕事をしている人”という意味合いがあったようだ。

第一次産業といわれる農業など、自然と共にある働き方は多様だ。特に、欧米の安定した乾燥気候の

なかの農業と比べて、日本の荒れ狂う、高温多湿の自然環境の中での働き方はさまざまである。荒れ狂

う自然のなかで助けあって生き、それでもおさまらない自然に対する祈り、それが日本の「修行と貢献」

という働き方を産んだように思う。そんな自然の中で身体を動かすことで、“自然と共にある”と言う

身体の奥深くからの叫びが呼び起こされ、“生きている”という実感を得ることができるのではないだ

ろうか。

人間は、働くことで生きてきた。一日中、食べ物を探し求め動物を追いかけ、木の実を採取していた

狩猟採集の時代も、道具を使い、地形や気象の変化の中で、地域に根ざした“耕す技”を身につけなが

ら、安定した食べ物を得ようとしていた農耕の時代も、働くことによって技術を身につけ、家族を守り、

地域に貢献する喜びを感じて来た。現代の人々は、働く喜びを享受しているのだろうか？

まだ緒についた段階であるが、フードファーム事業の中で、多くの人が自然とともにある働き方を初

めて経験した。

マニュアルのない、オートメーションではない、答えがひとつではない働き方である。ある時は様々

な意見が飛び交い、ある時は黙々と作業をし、雑草を取る。結果、形がいびつでも、ちいさくても、作

物はきちんと実をつけ、収穫の喜びを与えてくれる。そこには汗を流した分、さまざまな反応があった。

しかし、人参は反応がなかった。新聞紙でくるむ工夫をしたシーダーテープの人参の種は、いつまで

経っても発芽しなかった。

適期に蒔いたのか？種が悪かったのか？土が悪かったのか？水やりが悪かったのか？高温で発芽で

きなかったのか？その対処方法は……良質の種！適期の播種！土作り！水やり！敷藁！……様々なこ

とが考えられ、一つひとつ知識となり、智慧となって、ゆっくりと身についていく。しかし、その智慧

は、自分のものにしかならない。なぜな

ら他所では土も違う。毎年、気象も違う

から、同じ智慧では解決しない。そこに

自分の技があり自分の智慧がある。

「百姓は、毎年一年生だ」という言葉

がある。そこには自然と向き合う「謙虚

なこころ」がある。だからこそ農業は、

修行と貢献なのである。

今、労働は劣化している。単に時間を

金に替えているだけである。そこには、

誰がやっても同じという交換可能なもの

しか無い。人間は多様なのに、単一の作
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業に合わせて働く。周囲との同調を強要し、時間をやり過ごすだけの労働は、苦痛と圧迫感しか産み出

さない。

このことが今の社会の息苦しさを生んでいるのではないだろうか？

原点に戻ろう。

本来、労働とは、働くことによって自分の技を高め、その成果に対して感謝されることを喜びとする

ことだ。だからこそ、できないことを他者の力を借りて行うために、コミュニティが形成された。それ

でもできないことに対しては、謙虚に祈るしかない。思うままにならない気象は、祈りの対象となり、

地域の神仏の祭りとなった。

地域にはさまざまな老若男女がおり、障がいを持った人も、口下手な人も、身体の弱い人もいた。そ

の一人ひとりに役割があり、その役割を果たすことで地域に対する貢献ができた。

そこに弱者はいなかった。単に地域で一緒に生活をする人がいたのである。

自然とともにある農業は、私たちに働く喜びを取り戻してくれる。フードファームの活動が広がるこ

とで、多くの人に土と戯れ、自然の素晴らしさと畏怖を感じて欲しい。労働を通じて智慧を産み出す喜

びを感じて欲しい。そして、社会に不要な人は誰一人としていないことを気付くための一助になればと、

心から願っている。
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「社会的包摂」とは何か ―― 誰にも居場所と役割のある社会を

吉田 直美

（特定非営利活動法人くらしのサポーターズ 副理事長）

幸せに生きていくことは、生涯、誰しもが希求し続けることなのではないだろうか。しからば幸せと

は何か。人により幸せを感じる瞬間、事柄、幸せのゴール感が違うのは当然であるが、多くの方に共通

している「幸せを構成する要素」とは、くらしの基盤（衣食住）がしっかりと確保され、社会や家庭の

中に居場所と役割があり、人と人とが助け合い、信頼や連帯といった愛にあふれるくらしを営み続けら

れることではないかと考えている。

◎ 社会から排除され、孤立する人々

20世紀の我が国では、エネルギーが廉価で利用出来ることを前提とした工業の発展を基調として、経
済成長を目指すことで人々のくらしも幸せになるだろうとの「目標設定」をして、そこに一丸となって

突き進んできた。

20世紀が終わり、振り返ってみると、そこに残ったものは、金さえあれば享受できる便利で快適なく
らしと、不幸でもなければ、幸福でもない、手応えのない充実感の薄いくらしだった。また同時に、20
世紀型の生き方を続けてきたことで、これまでの人と人との繋がりや連帯感、家族や地域のあり方も変

容させてしまった。これらの結果、経済成長の波に乗って、くらしを謳歌する人々がいる一方、孤立し、

くらしの基盤確保にも困窮する方や、様々な事情で社会の中で居場所や役割がなく、生きていく上で信

頼や連帯といった感覚も得られない、社会から疎外され排除された人々も多く輩出する社会が出現した。

「幸せを構成する要素」が脆弱化した社会と言ってもよいかもしれない。

◎ 誰もが出番をもってつながりあう

21世紀に入り、これまでの「戦略」に限界や閉塞感が漂うようになり、21世紀型の新しい生き方を
模索する動きが芽生えてきた。これまで、社会から排除され、孤立してきた人たちも、社会の一員とし

て参加し、役割を果たすことを通じて、その方の生きている幸せ感を向上させようとする「社会的包摂」

という理念の台頭もそのひとつであろう。

社会的包摂を進めることは、誰もが潜在能力を発揮でき、出番をもってつながりあう社会をめざすも

ので、当事者に対する対症療法的側面も持ちながら、もっと大切なのは、「幸せを構成する要素」を取

り戻すため、当事者のみならず、社会のすべての人が参加しうる「地域づくり」に資するということで

はないだろうか。

このことは、20世紀に描いていた戦略に基づく目標とは少し違う風景が私たちの身の回りに見えてき
たことに対する危機感や不安感、真に幸福を感じられない社会に対する困惑がベースとなり、これまで

のように個々をばらばらにとらえるのではなく、人と人との関係性を重視し、自らのくらしのみならず、

社会全体のくらしが幸せな方向に進むことを希求する、まさに 21世紀型の生き方に繋がりうるムーブ
メントではないかと考えている。

加えて、ひとり一人が地域の一員であるという意識と、そこから自発的にわき上がる行動が、社会的

包摂社会の実現と幸せに生きる地域づくりに繋がっていくことに疑いはない。
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◎ フードファームを通じ、自己有用感や連帯感

2013年から、関係機関・団体と連帯して始めた「フードファーム事業」は、社会的に排除された方
のみならず、生きづらさを抱えた方をはじめ、関わるスタッフや地域の皆さんを巻き込んで、この社会

的包摂理念を地域に広め、「幸せを構成する要素」を取り戻す舞台ともなっている。

場の設定としては、「震災により盛岡市に避難又は移住してきた方のうち、生活に困窮している方へ

新鮮な野菜を届けるための農園を創る」となっているが、その過程において様々な役回りが生じ、ここ

に居場所と役割が出来ること、農作業やその周辺にある「仕事」を通じて新しい関係性が生じ、それが

血縁や地縁に関係のない連帯感、信頼感を醸成することに成功している。

これらの成果として、本旨である「新鮮な野菜を届ける」ことも達成しつつ、フードファームに関わ

ったすべての方に、何らかのプラスの効果が見られることは特筆すべきである。特に、社会的に排除さ

れた方や、生きづらさを抱えた方の中には、「誰かの役に立っている」という自己有用感の向上や「人

との関わりが出来た」という連帯感の向上を足がかりに、顕著なプラス効果や幸せ感の向上が見られた

方もある。詳しい成果は実行委員各位の報告にゆだねることとしたいが、当初の想定を超えた成果が得

られたことは、実行委員として関わった身としてたいへんうれしく思うとともに、いまだ小さいながら

も、地域における社会的包摂の取り組みの今後の可能性と効果について、自信と確認を深めたところで

ある。

◎ 「幸せを構成する要素」を取り戻そう

21世紀のこれからをみんながどう幸せに生きていくのか。その答えの一つをフードファーム事業に見
つけた思いでもある。社会的包摂理念も念頭に置き、20世紀型の生き方で壊れてしまった「よいもの」
を修復しながら、「幸せを構成する要素」を取り戻し、これからの生き方を考え行動する局面にあるこ

とをフードファーム事業を通じて地域に広げていけたら本望である。

郷土の人、宮澤賢治の言葉を借りるとすれば、この取り組みから言えることは、「世界がぜんたい幸

福にならないうちは、個人の幸福はあり得ない」ということかもしれない。利己的な生き方から利他的

な生き方に少しずつ転換することが、他者の幸せも達

成しつつ、めぐりめぐって自らの幸せにも繋がる。こ

の言葉をかみしめながら、「新たな幸せを紡ぎ出す場」、

「誰もが包摂される場」、「新たなセーフティネットと

なる場」として、これからもフードファーム事業を進

めていきたいものだ。
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フードファーム事業の概要 ① ―― 計画から開始まで

伊勢 志穂

（一般社団法人 SAVE IWATE フードファームチームリーダー）

1. このような取組みを始めた理由

フードファーム事業を呼びかけ、実施の主体となっている SAVE IWATEは、東日本大震災の被災者
支援を行っている団体です。2012年夏、私たちは盛岡市に避難されている被災された方々への生活支
援活動を通じて、社会的孤立を防止する取組みが必要だと考えていました（詳しくは後述の SAVE
IWATEもりおか復興支援センター生活支援チームリーダー阿部知幸の文章をご参照ください）。
丁度その頃、生活困窮者への食糧支援を学ぶため訪れた NPO法人フードバンク山梨で、『フードバン

クファーム』という困窮者の就労準備事業を実施していることを知りました。協働での農作業は参加者

の交流を促しますし、収穫物を食糧支援の支援物資とすることで社会参加の実感を感じていただけるの

ではないか、と思いました。

この事業を進めるにあたって私たちの団体は、総合的な困窮者支援や就労支援の経験が未熟であった

ため、兼ねてから協力体制にあったパーソナルサポートサービスのモデル事業を行っている『これから

のくらし仕事支援室』『あすからのくらし相談室』、障がい者や若者の就労支援を行っている『パノラマ

福祉館』、ひきこもりの若者の居場所を運営している『ポランの広場』に協力を呼びかけ、同時に、農

業に関するアドバイスを、農業経営を続けようと努力している農家への支援に積極的な産直『ちいさな

野菜畑』の小島進さんにお願いし、全ての方々から快諾していただきました。

※ 以下、フードファームに参加している団体を下記の様に略します。

『これからのくらし仕事支援室→これくら』『あすからのくらし相談室→あすくら』『パノラマ福祉

館→パノラマ』『ポランの広場→ポラン』『SAVE IWATE→SAVE』

2. 取組みの方向性・目指すもの

2013年 2月 6日にフードファーム事業の目的について、協力団体の方々と話し合いを持ちました。
農業生産者 2名にもアドバイザーとしてご参加いただき、下記の内容を協力団体全体で確認しました。

1 方向性

今、生活に問題を抱えている人たちには社会的な役割がない。誰かが機械的に役割を与え

たとしても、結果として疲れてしまうことの方が多い。

まず、本人に自己肯定感を持ってもらう、ということが大切なのではないか。

『農業』と『農的くらし』は大きく異なる→実施するのは『ふれあい農園（農業サロン）』

農業は『商売』。『作物を作る』作業は楽しいけれど、商売は難しい。

だから、農業を行ってはいけない。

農的くらしには、畑仕事・運転・調理・食品加工等、多面的な仕事が発生する。

仕事の幅が広いということは、自分に合った役割が見つかる可能性が高く、就労準備・

中間就労という観点から好ましい。

2 目的

【長期的な目標】

農業は自分が身体を動かすことによって、田畑が整備され、作物が実り、技術の習得を実感で
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きる。本来、労働とはそのような喜びと共にあったはずだ。しかし、金銭を得るためだけの労

働によって多くの人たちが疲弊している。特に、リーマンショック以降、この傾向は顕著であ

る。フードファーム事業に取り組むことで、「金を稼ぐための労働」ではなく「人に幸せを与

える労働」を確認し、新たな労働のあり方を模索する。

【中短期的な目標】

就労に疲れ、厭世観を強く持っている人たちの「居場所」になる。

共同作業を行う中で、気持ちをシェアできる関係を作る。

「自分たちは社会参加をしており、必要な人間である」という意識を持ってもらう。

この 1年間の取組みを、記録し、分析し、評価し、全国の困窮者支援運動に発信する。

3. フードファームの実際

盛岡市総務部危機管理課の協力で菜園を借り、農作業指導も行っていただけることになりました。

1 活動日時・内容・体制の決定

4月 26日に再び協力団体が集まり、下記を決定しています。
実施は当面「毎週火曜日 10時～12時程度 昼食後解散」とする。

初日は 5月 21日（火）とする。
実施日の 3日くらい前にメーリングリストで参加状況を確認し、パノラマ以外は乗り合い
で参加者を送迎する。

当初は『孤立しがちな状況に置かれている内陸避難者』『生きづらさを抱えている人』『何

らかの困難を抱えており、生活に消極的になっている人』などを対象にする（ボランティ

アの参加については、参加者との温度差が大きいと問題が生じる恐れがあるため、軌道に

乗ってから検討する）。

葉物、にんじん、サツマイモ、カブ、さといも等を作る。

ポランが取り組んでいる『ひまわりプロジェクト（NPO法人シャロームが実施）』のため、
畑外周にひまわりを植える。

前回・今回の会議に集まった人たちで「フードファーム実行委員会」（以下「実行委員会」

と表記）を結成する。

実行委員会はフードファーム事業の方針決定と執行を担う。

2 作業を進める上での大原則を確認

初めての農作業では、耕作地の草取り、畝づくり、種芋（ジャガイモ）植え、耕作地の石ひろい

等整地、堆肥や石灰まきなどを行いましたが、予定していた時間より１時間ほど作業が延長してし

まいました。その結果、各団体の参加者から下記の様な感想が出ました。

休憩時間が少ない

昼休み時間（昼食）が遅い

時間に適当すぎる

労働が思ったよりもキツイ・疲れた

また、集団での作業に馴染めないという意見もありました。

不特定多数の人と接するのが苦手なので参加は今回限りにさせてほしい



- 7 -

自分の参加する団体が行う作業のために来たのに、その他の仕事が多すぎる

これを受けて、急遽、話し合いを行い、下記を確認しました。

農作業日程に合わせず、時間になったら作業の途中でも止めて休憩を取る

同様に、作業効率を優先したやり方を押しつけない

「それによって次回の作業日に、作物が全滅していたとしても仕方がない」と考える

ただし、参加者が自発的に農作業時間の延長を望んだり効率の良い作業を提案した場合は、

個別でそれが行えるよう、スタッフが居残るなど最大限の援助を行う

知らない人同士が話をしなければならないという心理的圧力を軽減するため畑を3つに分

け、作業は SAVE＋これくら、パノラマ、ポランそれぞれで行う
全員で昼食を取ることにするが、座る場所等は個々人の自由とする

始まりと終わり、昼食時のあいさつは全員で行うが、作業に関する伝達はそれぞれの団体

のスタッフを通じて行う

事業当初、スタッフはついつい『農業』をやる方向で考えがちでしたので、初日の参加者さん方

の感想と協力団体間で行われたこの話し合いは、大変意義があったと思います。

3 独立行政法人福祉医療機構（WAM）からの助成決定
6月 4日、独立行政法人福祉医療機構（WAM）からフードファーム事業への助成決定の内定通知

が届きました。事業費 2,187,000 円のほぼ全額に渡る助成でしたので「いざとなったら各団体の持

ち出しで事業を行うしかない」と考えていた私たちにとってこの助成制度は大変助かりました。

WAM助成の決定により、下記の構想が実現できることになりました。
参加者だけでは遅れてしまう可能性の高い農作業にアルバイトの補助員を入れる

農閑期に講師を呼んで食品加工の作業を行う

事業継続のためには市民・地元企業への広報が必要なので、その目的でフォーラムを行う

フォーラムは自分たちも学べるよう、全国各地で活動している団体から講師を呼ぶ

最終的に下記の事業を行うと決めました。

実行委員会開催（参加各団体から各 1～2名を実行委員とする）
農作業（フードファーム）

収穫・支援食料の箱詰め（フードファーム）

野菜や食肉などの加工学習と製造（フードファーム）

「生活困窮者の支援を考えるフォーラム」の準備・実施

報告書の作成

事業完了報告書の作成

5月 21日から実施されたフードファームの農作業は、寒さで農作業が難しくなる 12月 10日まで、ほ

ぼ毎週行われました。

その作業内容と参加者の感想は別文章で報告します。

※ この報告書はWAMからの助成事業として作成されていますが、事業の全容をご理解いただく

ために、WAM助成決定前からの事柄もご紹介しております。
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（714世帯中）
（671世帯中）

被災者支援とフードファーム

阿部 知幸

（一般社団法人 SAVE IWATE もりおか復興支援センター生活支援チームリーダー）

2011年 3月、東日本大震災が発災し、被災地の人々は突然、住まいや親しい人々を失いました。
私たちは、被災地から内陸部の盛岡市に避難されてきた方々の支援をするために、「もりおか復興支

援センター」を開所し、生活相談や支援物資の配給、そして、不慣れな土地での生活の不安や悩みを取

り除くことができるように、心のよりそい活動などを今日まで続けています。

◎被災困窮世帯への食糧支援を開始

生活相談を受ける中で最初にわかったことが、家計の収支がマイナスの状態に陥っている世帯が、全

体の二割弱もあるという事実でした。さらに、世帯主が病気などの事情により就労が難しい世帯では、

家計が無収入の状態であることがわかりました。

こうした事情を踏まえて、私たちはそれらの経済的に困窮している世帯(収入が概ね生活保護支給額以
下)に対し、米穀を中心とした最低限の食糧を配布する活動を始めました。

食糧支援世帯

H24 年 6 月 137（19.2％）

H26 年 1 月 97（14.5％）

この活動は、物資を提供して生活を支援する意味合いだけではなく、定期的にその家庭を訪問するこ

とで生活の見守りにつながり、社会的孤立などを防ぐ効果があります。

◎困窮世帯に届ける野菜づくりを呼びかけ

生活困窮世帯の救済制度としては、生活保護制度が一般的に知られています。たしかに、経済的困窮

状態の解決は生活保護で可能ですが、社会からの孤立・疎外感や「生きづらさ」は、それだけでは解決

されません。一人にしない、居場所を確保するなどの支援が必要です。

盛岡市へ避難されている方々への訪問調査で、「生活に困った時に頼み事をできる人がいるか？ い

ないか？」の問いに対し、以下の結果がわかりました。

避難世帯全体では「いる（406世帯）75.3％」「いない（133世帯）24.7％」、経済的に困窮している
世帯では「いる（55世帯）56.7％」「いない（42世帯）43.3％」と、経済的困窮世帯が社会的にも孤立
傾向にあることが明らかになっています。

生活で困ったことがあった時に、頼み事をできる人が盛岡市近郊にいるか

いる いない いる いない

避難世帯全体（総数 539 世帯） 食糧支援世帯（総数 97 世帯）

世帯数 406 133 55 42

割合 75.30% 24.70% 56.70% 43.30%

（※食糧支援＝生活に困窮されている世帯へ食料品などの物資をお渡ししている）
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特に就職活動で失敗・挫折を繰り返し失業状態が長くなっている人や、外出等に消極的になっている

人ほど、就労も含めた様々な社会参加に消極的になっていました。このような方々は、もりおか復興支

援センターで行われているサロン活動などへは、ほとんど参加することはありませんが、「同じ被災者

で困っている人のためであれば」とフードファームの活動にご協力いただける方がいました。

◎「社会的居場所」としてのフードファーム

フードファーム活動は、畑で栽培・収穫した野菜を、

被災し経済的に困窮している世帯に届ける目的で、

2013年 5月から始めました。
フードファームは、参加することで自分が実際に作

った野菜が人のために役立つのと同時に、長く社会参

加から遠のき、閉じこもりがちだった人や、家族を亡

くし何もする気が起きない状態の人などが、元気と日

常生活を取り戻するきっかけになったと思います。

毎週畑に来るたびに、野菜が成長していく様を見て、

＜目標→行動→達成＞の変化を短期間で感じること

ができ、やる気へとつながっています。フードファー

ムで農作業が行われる火曜日にお会いする毎に、参加されている方々がどんどん変わってきました。そ

の変化に、私たちは目を見張らざるを得ませんでした。

ひきこもりがちで、いつもさみしそうな表情、目もうるんでいる事が多かった方々が、回を重ねるご

とに表情が豊かになっていく。無頓着だった身なりを整え始める。おずおずと敬語でしかお話しいただ

けなかったのが、遠くから「よお！元気か！」と手を振ってくれる。一人暮らし、あるいは二人きりの

生活だったのが、他者との関わりが増えて、会話が明るくなる。

一連の作業が他者との協働そのものですから、連帯感や他者への思いやりなどが醸成されるのだと思

います。つくった昼食がみんなに「おいしい」と言ってもらえること、おかわりをしてもらえることが

とてもうれしくやりがいがあったと話してくださる方もいました。いつも参加している人が休んだ時に

「今日、○○さんは？」と尋ねられ、病気で欠席の旨を伝えると「大丈夫かな？大変だよねぇ」と、と

ても気にかけた様子も、期間の後半になればなるほど見受けられるようになりました。

他者との関わりが広がると、人は積極的になるのかもしれません。野菜を収穫しながら料理の方法を

尋ねられることもありました。「朝、ウォーキングを始めたんだ」と話してくださる方もいました。そ

のような中から、就活にチャレンジする人、町内会の奉仕活動に参加する人、「畑作業に慣れてきたの

で農園で働くのもいいかも」と言い出す人も出てきています。フードファームはいわば、就労や社会参

加の準備の場になっていると思います。

震災によって衣食住の生活基盤をうばわれ、それまでの生きてきた物語や、肉親や、親しい人を一瞬

で喪失された方々がいます。そうした過酷な経験によって、傷ついた心や困難を抱えている人を一人ぼ

っちにせず、居場所や社会との繋がりをもてるように、フードファームが社会的包摂の役割を果たし、

参加者自身が自分らしく歩き出すきっかけになればと願いつつ、共に歩んでいきたいと思います。
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フードファーム事業の概要 ② ―― 作業内容と参加者の感想

伊勢 志穂

（一般社団法人 SAVE IWATE フードファームチームリーダー）

フードファーム事業に参加している団体は、作業が終わったあとに、参加者の人数や作業内容等を記

入した報告書を提出していました。その中に『参加者の感想』という部分があります。その感想を月ご

とに抜き出し、参加者の感想がどのように変化したかを示そうと試みてみました。

※WAM助成が内定したのは 6月 4日ですが、参加者の変化が顕著なため 5月施行分も一緒に論じます。

1. フードファームでの主な作業

2. 整理・分析の方法
参加者の感想は、その主意を明確にとらえられるものではありません。例えば「トウモロコシは生で

もすごく甘くておいしい」という感想の場合、単純に『おいしい』という意味と「始めて生で食べてみ

たけれど、茹でたものと同等、あるいはそれ以上に甘かった」という『新たな発見』の両方の意味を持

ちます。前後の文脈から、どちらの意味を強く主張しているかを判断し、感想をいくつかのグループに

分類してみました。その中で、特徴的なものを以下に紹介します。

3. 関心は『自分』から『他の参加者』へ
大きな特徴が見られたのは、参加者がスタッフに話す『他者と

の関係性』についてです。

フードファームが始まった 5月には「不特定多数の人と接する
のが苦手」「男の人たちと一緒の職場は苦手」など、自分の得手

不得手についての発言が見られたものが、6月には「新しいメン
バーが増えてよかった」「仕事が上手いねと言われて嬉しかった」

という、自分以外の参加者の様子や会話に関心が行くようになり
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ました。さらに「病気で休んだ○○さんはいつから参加できそうですか？」とか「残った分は来週また、

みんなでやりたい」など、参加者の間に親しみや連帯感が生まれているのが見て取れます。

また、10月、11月の『自分のこと』に関わる感想は「こういう働き方が自分に合っているかも」や
「だんだん慣れてきたから農園で働いてみようかな」など、5月の感想とは質的に異なっています。

4. 仕事の展開と共に主体性が生まれる
次に注目したのは「マルチシートの使い方を習ったの

が新鮮だった」とか「収穫したはつか大根を他の被災者

にも渡したらいい」など『知識の習得に興味を持ったり、

提案をしたり、自分から何かを行おうとする』感想です。

これは、6～7月に大変多くありました。5月～6月にか
けて種まきや苗の植え付けを行ったので、植えた種から

芽が出たり、あるいは発芽しなかったり、生育が早いも

のでは収穫もするなど具体的な結果が出たことが、この

ような感想を持つ根拠になっていると思います。

同時に、天候や作物の生育に関わる感想にも変化が現れました。当初は「暑い」「雑草の伸びがすご

い」などの単純な感想だったものが、「水不足が心配」「雨が降らずに作業ができてよかった」「トウモ

ロコシがカラスに食べられて悔しい」「台風がくるが大丈夫だろうか？」など、作物の状況に対する自

分の気持ちを話してくれるように変わっていきました。

以上から、参加されている方々の気持ちは『畑作り（石拾い、草取り、畝づくりなどの重労働）→ 種

まき → 期待 → 発芽 → 愛情を持つ → 順調に育つよう工夫をする、成果物を他の人に分けようと思

う、天候によって枯れないか心配する（主体的、かつ能動的になる）』という形で発展しただろうと推

測出来ます。非常に一般的で、シンプルな心の動きだと言えますが、これが参加者の主体性を産み出し

たと考えられます。

5. みんなで食事をすることは重要
農作業が終わったあとに、全体で昼食をとっていました。当初はお弁当を

食べていましたが、途中から、参加者の中でお願い出来そうな方に、収穫し

た野菜も使って汁物をつくっていただいたのですが、これが大変好評でした

「おいしい」という感想だけではなく、作り方を聞く方もおり、自然と話が

弾むきっかけ作りになったと思います。調理をした方からも「おいしいと言

ってたくさん食べてくれるのがうれしい」という感想が聞かれ、励みになっ

たようです。また、10月に『収穫祭』と称し、取れたサツマイモを焼いて
みんなで食べたのですが、これも好評でした。一緒に食事をすることが親密

さを増す一助になることは、古来から言われているとおりですが、単なる『懇

親会』ではなく、事業の一環として行われるべきことだと考えます。

全ての感想が聞けたわけではありません。また、感想は聞き取りのため、スタッフの見方によって、

バイアスがかかっている可能性もあります。「何とかして参加団体が感じている実感を表せないか」と

いう試みの１つとしてご理解ください。
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フードファームと若者たち

畠山 節子

（特定非営利活動法人岩手県青少年自立支援センター「ポランの広場」）

◎自己表現の方法を見つけた

5月下旬から始まったフードファームの畑作業に、
ポランの広場から参加した若者は、4名でした。1回
参加が 1名、２回参加が 1名、４回参加が 1名で、
ほぼ毎回参加したのが 1名でした。
彼は当初、“おばちゃんたちとおしゃべりしながら

作業すると、あっという間に 2時間が過ぎる”と、
付き添った私たちとのおしゃべりを楽しみに参加し

ていたようです。休まず参加し続けることができたの

は、彼自身、観賞植物を育てていたりして植物への愛

着と興味があったこと、既に土になじんでいたこと、

私たちも、彼が植えたいというハーブ類などを否定しないで一緒に植えて楽しんだこと、などがよかっ

たからだと思います。

始めの頃、草取り中の彼の手はほとんど動かなくて、作業そのものに集中できていませんでした。が、

11月のにんにくの植え付けの際には、他団体の皆さんとペースを合わせて集中した作業ができるまでに
成長していました。特筆すべきは、フードファーム後半から昼食の際に歌を披露するようになり、皆の

中で自分を表現する方法をみつけ、聞いてもらい、受け入れてもらえて、自信がもてるようになったこ

とです。

◎柔らかくなった頭と身体

彼はフードファーム開始から 2～3ヶ月は、当日作業するかどうか（お天気次第）が気になってたま
らず、前日から何度も付き添いの私たちに、携帯で問い合わせてきました。数か月の経験から自分なり

の判断がある程度できるようになり、9月頃にようやく問い合わせの電話が必要な時だけに落ち着きま
した。畑作業は、当日のお天気に合わせてその日の作業が決まるという、人間の力ではコントロールで

きない面があることが分かったようです。

ポランの若者は、色々な面でこだわりが強く、こうしなければならないと考えていることが多いので

すが、「常にあらかじめ決めたように行動しなければならない」という固まった考え方でなくていいこ

とが理解できるようになったと思います。

若者たちは“適当”が難しいというのですが、ほどほどで良いこと、頭で考えたようには出来なくと

もよいこと、を知るのは社会で生きるのに必要だと思います。自然を相手にする畑作業は、このことを

教えてくれます。

若者は、フードファームの畑作業の中で小さな耕運機を操作したりして、手足を使った作業を体験し

ました。こういう経験はポランの居場所の中だけではできないことで、若者は手足を動かすいろんな作

業を見たり体験したりして、自分にもできることを知ったようで、僕にもできるんだ！とびっくりして

いました。頭と身体が柔らかくなると、こだわりがなくなり、生きるしなやかさにつながると思います。
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若者は大体皆、“同年齢の若者が苦手”と言います。フードファームの畑作業の中で他団体の若者の

姿を見て、またある時にはひまわりの種とりをパノラマ福祉館の若者に手伝ってもらって一緒に作業し

たりして、同年齢の若者に対する抵抗感が低くなったように思えます。同年齢の若者に慣れたというか、

居場所の中で他の若者のなかに入れるようになっています。

◎社会への窓を開けてくれたフードファーム

畑作業を通して見られた若者の変化から、フードファームは、同質の若者だけの居場所であるポラン

の広場に、就労をめざす若者たちや支援者の社会につながろうとする様々な姿をみることができる窓を

開けたということができます。

今は就労という意識を持っていない若者や、就労のまだまだ前段階の若者なのですが、自分だけの世

界から周りの社会が視野に入るようになり成長していると感じます。

そして、他の若者にも変化が起こっています。始めに１度だけ参加した若者がスーパーの面接に合格

し、この 2月始めからバイトを始めました。
ポランの友人に誘われて 2回ほどフードファーム事業に参加した別の若者は、一般の職場から、Ａ型

就労支援施設に職場を変えました。一般の職場でハードな作業をこなせないことに悩んでいた彼は、フ

ードファームの畑作業の時、“僕はこういう職場で働けばいいのだと思う”とつぶやいていました。フ

ードファームに参加したことが、目に見えないところで刺激となり、社会につながることの意識を芽生

えさせ、自ら面接に行く行動を起こさせたとも、さらに、自分に合った働きかたでよいことに気付かせ

たともみることができます。

最後に、支援を受けながら行事をするというだけでなく、自分たちの畑作業が他の人の役に立つとい

うフードファーム事業の意義が若者を励まし、自信を与え、これから若者が自立に向けて動き出すモチ

ベーションになると期待できます。

フードファーム事業は、ポランの活動にとって、居場所だけでは得られない様々な刺激を若者たちに

与え、ポランの活動の足りない部分を補完してくれる大切な活動になっています。
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インタビュー 「フードファームの素敵な仲間」

吉田 直美

(特定非営利活動法人くらしのサポーターズ 副理事長)

フードファームに積極的に参加した
いっかく

一角くん（仮名）に、フードファームに寄せる思いなどを聴きま

した。

集団行動が苦手という一角くん。彼がフードファームで得たものとは！？

◎集団行動は苦手、あくまでマイペース

元々植物が大好きで、自分の家の部屋でたくさんの鉢に様々な植物を植え、育てている一角くん。フ

ードファームに参加しないか、との誘いをそれほどの抵抗感なく受け入れることが出来たとか。ただ、

彼にとって少し気がかりなのは、みんなと一緒に何かを作り上げる、同じ作業をみんなとすること。学

生時代から、集団行動や団体スポーツである球技をすることなどが苦手で、フードファームでも何か心

配なことがあるのではということでした。

「自分は、おばさんたちとは安心して会話もできる。だけど、同年代の人や同性とコミュニケーショ

ンをとるのが苦手。ましてや共同作業で一体感を得るのは難しいかも・・」。こんな不安を少し持ちな

がらの一角くんのフードファームへの取り組みが始まりました。

フードファームには色々な団体から色々な方々が参加し、それまで孤立していた人が、フードファー

ムでみんなと一緒に作業をすることで、元々持っていた力や自信が引き出されて就職したり、次の社会

参加に進んで行った人もいました。こんな中、一角くんはあくまでもマイペース。気心の知れたスタッ

フと少人数でやるのが一角くん流。彼はそれで良かったと言っています。

「もし、フードファームが『みんなとの連携プレー』を重視していたら、自分は途中で行くのを止め

ていたかもしれない。自分の前の仕事を誰にも気を遣わずにやりたい。これが自分の得意とするところ」

◎心地よかった収穫の喜びの分かち合い

元々土に触れるのが好きで、野菜作り、特に珍しい西洋野

菜を育て、収穫していた一角くん。野菜作りには経験に裏打

ちされた自信もあったし、畑は彼にとって馴染みのあるホー

ムグラウンドだったのです。そこで誰からもじゃまされずに、

大好きな西洋野菜のルッコラを育てることができたのがう

れしかったと言います。

「自分が育てたルッコラを他のメンバーにおすそ分けし

て喜ばれたり、みんなとその場でつまんで食べてみて、ぴり

っとした味わいを共感してもらえたことが何よりうれしかった。自分のルッコラが誰かの役に立った、

喜んでもらえたのがとてもうれしい」

これまで生きてきた中では、周りから自分の特性を理解されずに孤立感を持っていた一角くん。収穫

の喜びをみんなで分かち合えたことや仲間との連帯感は、彼にとってフードファームでのもう一つの大

きな収穫だったようです。そして彼はこう続けます。

「フードファームに参加してわかったことは、自分は何が出来て、何が出来ないかがはっきりしたこ

とです。そして一人で何かをすることが得意だということが改めてはっきりとわかった。自分を知るこ
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とが大事だと思う。苦手があるのも自分の一部。それもひっくるめて自分。あえて変える必要はないし、

変えられない」

フードファームに参加して、ここ 2～3年、彼の心の中でモヤモヤとしていたものが明確になってき
たようです。自分を理解して、自分は自分らしく生きる。自分を縛りから開放して生きていく。そして

自分が得意とするところはどんどん伸ばしていくと。

◎昼食時、得意の歌でワンマンショー

それでは一角くんが伸ばしたい得意とするところとは何か。気になって聴いてみました。

「自分は、感情を言葉や歌、踊りで表現するのが得意なんですよ。中でも、小学校の頃から作文が好

きだった。今でもブログ書いているんです。それから歌だったら昭和歌謡。実は、フードファームでみ

んなと昼ご飯を食べる時、いつも歌を歌っていたんです。毎週、毎週、昭和歌謡のワンマンショーをや

っていました。自分としては歌うのが気持ちよくて、今まで自分がオタク的で周りからは理解されませ

んでしたが、フードファームでは受け入れてもらえた感じがしました」

集団行動が苦手というシャイな雰囲気の一角くんが、まさかのワンマンショー。このギャップに正直

驚きましたが、これも彼流なのだと納得。自分が自信を持っていることは、臆することなくのびのびと

出来るのが彼の特性でもあるのです。自分を理解し、そんな特性を持つ彼が描く「5年後の自分」が気
になって聴いてみました。

「5年後、自分は何をしていると思いますか」

◎会社員だけが就労じゃない、自分らしさを活かして

「5年後ですかぁ。たぶん、植物との関係が切れないと思います。出来れば園芸関係の仕事をしたい
と思っています。実はそのために花屋さんとか園芸店めぐりをして、色々とリサーチしているんですよ。

昔は、就労といったら会社員しかないと思っていました。なので、自分は会社員にはなれないし、楽し

んで生きていくことが難しいとも思っていました。今は自分にはどういう自分らしさがあるか模索をし

ているところなんです。それからフードファームでは、もしかしたら将来の仕事の協力者が見つかるか

もと期待していたんですが、今のところ見つかっていません(笑)。でも、他の参加者に、こういう人が
いるとわかってもらえただけでもフードファームに参加した意義があります」

フードファーム参加をきっかけに、将来への展望がはっきりとし、それをしっかりと見据える一角く

んの姿がそこにありました。そんな頼もしい一角くんに筆者は思いつきでこんなお願いをしてみました。

「ねぇ、一角くん、フードファームに参加した感想を一角くんの得意な作文で表現してくれない？」

不敵な笑みを浮かべる筆者の依頼に、一角くんはカジュアルに OKを出したのでした。そしてインタ
ビューしてから数時間後、一角くんから筆者に一通の手書きの FAXが送られてきました。
「もう出来たの？ 早すぎない？」。少しの焦りと、たくさんのうれしさでこの FAX を大急ぎでタイプ
し、その勢いでこの原稿をその後の数時間でまとめました。こうして、一角くんと筆者とのコラボ報告

書がたったの一日で完成したのでした。

それでは最後に、一角くんのフードファームへの思いを表現した作文をとくとご覧ください。
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『COME COME JANUARY』 一角

フードファーム
イコール

＝ ルッコラ！

フードファームと言えば、ルッコラ。

ルッコラと言えば、フードファーム。

この言葉に尽きますね。

申し遅れました。

私、昨年のフードファームの守り本尊！
いっかく

一角と申します。

よろしくお願いいたします。

除夜の鐘も聞こえないまま、ちゃんと 1月はめぐってきまして、今では立春を通り越
し、そろそろ 2月も中盤に差し掛かろうとしています。
唐突ですが、私は今とても幸せです。

その幸せに気づいた自分を誇りに思います。

幸せは訪れるものだと思います。

けれど幸せは見つけるものだとも思います。

だって、ほら!!ひと畝、ルッコラの種を蒔けば一週間後には、パラパラときちんと発芽
して、、、

先月、○○○（自分が関わる団体）のスタッフさんに言われたんです。

「これから、畑をどうしていくの？」って。

「いや！どうするもなにも、たかが利用者の分際でそんな大それたこと言えません

よ!!!」ってホントは言いたかったんですけれど、お世話になっている手前、仕方ないの
で私が以前、収穫した経験のある西洋野菜の名前を並べ立て、

「通信販売で珍しい西洋野菜の種を購入して蒔きたいと思います」と返答しました。

私はただ植物が好きなのです。

言うなれば植物は殖やせる宝だと私は堅く信じています。

だからこそ大人になったルッコラを他の団体の方におすそ分けしたり出来たんですよ。

「そんなに植物が大事なら、１月のうちから畑の計画を練っておけよ！」と思われる

方もいらっしゃるでしょ？

そうです。

そこは私のうかつなところでした。

もしも昨年の年の暮れまで時を巻き戻せたら私は、そっとつぶやきます。

「早くこいこい、１月よ。」

だからタイトルは

COME COME JANUARY
2014年 2月 9日・記
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フードファーム事業の概要 ③ ――『よりよく生きるためのフォーラム』と同勉強会

伊勢 志穂

（一般社団法人 SAVE IWATE フードファームチームリーダー）

1. フォーラムの目的・内容・総括

地縁血縁が希薄なものになっているため、社会的な孤立に陥っている方々が見えづらく、『生活困窮』

という言葉で浮かぶイメージが経済的貧困のみであることが支援活動を困難にしています。「困窮者と

言うけれど、どこにいるの？どういう生活をしているの？」と何度も聞かれました。

しかし、リーマンショックや東日本大震災以降、「失業や疾病、災害によって、生活が一瞬にして破

壊されてしまう」という実感を持つ人たちは増えているように思います。この不安に対処するために、

『誰もが社会の一員として認められること』と『社会の力を借りて、再び生活に取り組む気力を取り戻

す仕組み』、つまり社会的包摂システムを作り出す必要があります。この考え方を広めると同時に、フ

ードファームの実践を多くの方に知ってもらうため、フォーラムを開催することにしました。

1 目的

くらしの課題が山積する現代において、各自がよりよく生きるための条件やそれに必要な工

夫、アイディアを温め、誰しもが社会の一員として認められ、ともに繋がり続くくらしを指

向する中から、地域においてよりよく生きることを考え実践していく契機とする。

フォーラムの広報を通じて、市民・地元企業・行政等の理解を深め、協力者を増やす。具体

的には、フォーラム開催に向けた実行委員を地元企業等から 2名程度増員する。

2 内容

日時：2013年 11月 30日（土）13：30～16：30
開催場所：盛岡市勤労福祉会館 5階大ホール
講演：湯浅 誠さん（社会活動家）

パネルディスカッション：

米山 けい子さん（フードバンク山梨理事長）

中野 謙作さん（栃木県若年者支援機構理事長）

阿部 知幸（SAVE IWATE もりおか復興支援センター生活支援チームリーダー）
参加者：140名



- 18 -

3 内容に関する総括

具体的な例を挙げながら、日本における貧困の状況、困窮が広がることによる社会的損失、釧路

市での生活保護の運用や紀北町での障がい者雇用などの新たな取組みについて話された講演は「社

会的包摂について理解しやすい」と大変評判が良いものでした。

パネルディスカッションは、フードバンク山梨（生活困窮者支援）、栃木県若年者支援機構（就

労支援）、SAVE IWATE（被災者支援）の 3団体が、それぞれの活動を紹介しながら、現状と課題
について話し合う形で進められました。活動の紹介は興味深く感じていただいたようですが、若干、

時間不足で物足りなさを感じた方もいたようです。

※ 講演・パネルディスカッションの内容は巻末の資料部分に掲載しています。

4 広報に関する総括

■ アンケートの感想欄より

・目に見えない生活困窮者が近くにいるのにも気付かずに

毎日生活していました。全体が非常に分かり易かった。

・個人の問題ではなく社会的損失であるという視点で、社

会としての取り組みが必要。

・湯浅さんのお話には、多くのヒントをいただきました。

・社会の問題は自分自身の問題。認識を深めました。

・どんな社会をつくりたいのか、住みたいのか、考えるこ

とが大事だと思いました。

■ アンケートの感想欄より

・フードバンクを岩手でおこなった場合、深刻化している

農家の生業への圧迫など包括的に考慮する必要がある。

・フードバンクが活動開始した場合、ボランティアとして

でも参加できるのでしょうか？是非、協力したい。

・興味深く関心を持ちました。

・時間が限られているのはわかるが早口で聞きとれない。

・案ですが（食糧支援として）お寺さんや葬儀屋さんのお

供物もいいと思います。

フードファーム事業の必要性を企業や市民に理解してもら

うために、流通関係を中心とした地元企業や社会福祉団体、

組合等を訪問し、事業の意義とこれまでの成果を伝え、協力

を仰ぎました。「良いことをやっている」という感想がほとん

どで、ポスター掲示やチラシ配布、職員への呼びかけへのお

願いに関しては、全ての企業・団体が快くご協力いただけま

した。しかし、実行委員会に参加してくださる方は、残念な

がらいませんでした。一般的な活動の紹介ではなく、『その企

業や団体にとってどのような利点があるか』『どういう役割を

担うか』をさらに明確に打ち出す必要があると感じました。
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また、参加人数は多かったのですが、マスコミからの取材が少なかった点も今後の課題です。

2. 支援者のための勉強会の目的・内容・感想

「自分たちの勉強のためにもう少し突っ込んだ内容の話を聞きたい」という声が実行委員会の中であ

ったため、翌日に『よりよく生きるための勉強会』を開催しました。具体的なケースの話もできるよう

に、この勉強会は分科会形式で行い、生活支援活動に関わっている方のみが参加できる形を取りました。

また、フォーラムのパネラーに加えて、若者への先進的な就労支援活動を行っている秋田県藤里町社

会福祉協議会からも講師の方を派遣していただきました。

1 目的

生活支援に関わる支援員のスキルアップのため、先進的活動について学ぶ。

2 内容

日時：2013年 12月 1日（日）10：00～12：30頃
開催場所：盛岡市福祉センター 3階 和室

分科会 1『行政との協力について』 参加者：7名
講師 米山けい子さん（フードバンク山梨理事長）

分科会 2『若者の就労支援における特徴』 参加者：10名
講師 中野謙作さん（栃木県若年者支援機構理事長）

分科会 3『長期間就労していない人たちを対象とした就労支援』 参加者：8名
講師 菊地孝子さん（秋田県藤里町社会福祉協議会事務局次長）

分科会 4『民間企業とどう連携をとっていくか』 参加者：6名
講師 高舘美保子さん（いわてパノラマ福祉館理事長）

分科会 5『困難なケースを検討してみよう』 参加者：6名
講師 吉田直美さん（くらしのサポーターズ副理事長）

参加者：37名（自治体およびＮＰＯ等で生活支援に関わっている方々限定とした）
基本、講師から自分たちの団体の活動紹介をしていただき、その後はフリートークで行いま

した。具体的な進行は講師が行っています。

※ 分科会の内容は巻末の資料部分に掲載しています。

3 参加者の感想と総括

参加者の半数強が実行委員会の構成団体の職員であったため、アンケート総数が 10しかありま
せん。8人が『大変良かった』、2人が『良かった』という感想でした。主な感想が下記です。

・ 本音でぶつかり合い、様々な思いを聞いて勉強になった。もう少し時間があればな…。

・ 他の分科会の話もシェアできればうれしいです。

・ ケース検討を通じて、当事者の幸福感、居場所づくりなど、深めて考えることができた。

・ 事例についていろいろ聞けてよかった。ちょうどいい人数だったし、それぞれが希望し

たところに参加できたのが大きかったのかも。

・ 中間就労における情報が得られてよかった。また各団体が直面している課題や、難問に

ついて話し合えて良かった。
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フードファームに参加して

高舘 美保子

（特定非営利活動法人いわてパノラマ福祉館 理事長）

◎参加者の変化

フードファームに参加することにより、障がい者や若者の変化は以下の 3つである。

1 心のコントロール

精神障害や発達障害のような対人に困難を抱えている人にとって、たくさんの人がいる環境はとても

ストレスになる。

しかし農業のようにかかわり方をあえて気にしなくていいような環境、そして大勢でとる食事におい

て、少しずつ他者とかかわるための心のコントロールの練習となったように思われる。何度も参加を重

ねるうちに「親しくなる＝距離が縮む」というような、「こころの変化＝実測の距離」が同じだという

ことに気づき、それを工夫することで対人関係のストレス調整ができるようになってきた。

２ 誰かのために

他者とのかかわりが少ない彼らにとっては、誰かのためという経験がほとんどない方が多い。そのた

めに誰かのために何かしたいと思っても、どのようにふるまったらいいのかわからない。こんなことを

したら「笑われる」「馬鹿にされる」「いやがられる」というような恐怖さえ抱えている場合がある。

しかしフードファームのようなゆるやかでやさしい人間関係においては、誰かのために何かを行って

も、みんなが喜んでくれる 感心してくれる 感謝してくれるために、またやってみようという気持ち

になる。そのよろこびが重なり、普段の活動の中においても、他者に対して気配りをする場面が多くみ

られるようになってきた。

３ 食への関心

私たちのかかわっている方たちは、摂食障害、個食、不規則な食事、食の偏りなど食に対して問題を

抱えている方が多い。

しかし、屋外で大勢で食べる食事のおいしさ 作業の後のおなかがすくという感覚 作物の成長のよ

ろこび それを食べるよろこびを感じ、最初は一口も昼食

を口にすることができなかった摂食障害の女性は、参加の

回数を重ねていくうちの毎回一口ずつ食べる量が増えて

いった。また前から農業に興味があったという若者は、参

加してみて自分の中に具体的にイメージができ、誰かの食

のためにますます農業がやりたくなったと話していた。
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◎ステップアップ

１ 障がい者（フードファーム参加）6名就職
10代 20代 50代

身体障害 1 － 1
知的障害 1 － －

精神障害 － 1 －

発達障害 － 1 －

障害者手帳未取得 － － 1

２ 若者（フードファーム参加）8名就職
10代 20代 30代

男性 2 1 3
女性 1 2 －

◎振り返って

「第 1の場所＝家庭」「第 2の場所＝職場（学校）」「第 3の場所＝仲間」
就職した後長く仕事を続けるためには、3つの場所のバランスがとても重要になってくる。
家庭・学校や職場・仲間においての他者との付き合いの中で、自分の輪郭をはっきりさせると同時に、

自分を理解していくことで他者とのかかわりを学んでいく。

本来は左図のようなバランスであることが望ましいが、コミュニ

ケーションに不安を抱えている人は、この 3つの場所の経験が極端
に少ないかアンバランスになっている場合が多く見受けられる。

利用者のバランスを整えるために、「第 1の場所→訪問支援・家族
面談」「第 2の場所→職場定着支援」「第 3の場所→フードファーム」
という法人としての方針で、かかわらせていただいた。

本来は個人が造り上げていく「第 3の場所」を、あえて設定する
ことに矛盾に感じる方もいると思うが、それを練習しなければ造り

上げることができない人がいることも事実である。

自分で考える豊かな暮らしを行うために、「第 3の場所＝仲間」を自分で見つけていくためのステッ
プとして、フードファームで他者とかかわるということからはじめた。そして今回フードファームに参

加して「第 3の場所＝仲間」の重要性を改めて考えさせられた。
また地域の方や支援機関の顔の見えるネットワークができたことにより、それぞれの特性や専門性を

生かした支援ができるようになったことはとても喜ばしいことである。そしてこの取り組みが、今後も

さらに発展して広がっていくことを期待している。

第１の場所

第２の場所 第３の場所
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フードファーム事業の概要 ④ ―― 今後について

伊勢 志穂

（一般社団法人 SAVE IWATE フードファームチームリーダー）

1. 被災地の問題は決して特殊なものではない

東日本大震災が起きて 1年強が過ぎた頃から、被災地が抱えている課題・問題は決して特殊なもので

はないと気づきました。大規模災害は、私たちの社会が元々内包していた問題を、より大規模な範囲・

より早いスピードで表出したに他なりません。震災直後に命の危機が危ぶまれ、救援活動が必要である

期間を除けば、被災地で起きる問題と同じことが全国各地のどこかで起きています。被災者支援に有効

と考えられる、アウトリーチを含むパーソナルサポートや生活保護水準で暮らす方々への食糧支援、社

会的孤立を防ぐためのサロン活動や、今回取り組んだフードファームのような就労準備事業は、被災者

以外の、すべての『生きづらさ』を感じている方々への支援としても有効だろうと考えられます。

2. もっと企業側のメリットを打ち出す必要がある

岩手県内では震災復興関連の仕事が急速に増加して、やや人手不足の状態です。実際に地元の零細企

業では、従業員の採用に危機感を持つ経営者が増えてきました。少子高齢化が進む現状を見れば、数年

後には日本全体が直面する課題だと思います。

フードファーム事業は就労のために特化したものではありませんが、今回の結果から推測するに、社

会的孤立を防止する取り組みと、就労への積極性を引き出す取り組みは非常に近いところにあると感じ

ます。何らかの躓きによって簡単に、それも図らずして社会的困窮に陥った人が、何らかのきっかけで

前向きになり、優秀な働き手になるのはそれほど珍しいことではありません。また、一人ひとりの特性

にあわせて労働時間を短縮するなど、ちょっとした工夫をすることによって、作業への積極性を発揮す

る場合があることにも気づきました。

今回の事業の中では、地元企業から積極的な支援をいただくことはできませんでした。その要因は、

私たち主体の側が、『フードファームが企業に役立つ部分（インセンティブメリット）』を打ち出せなか

ったためだと思います。このことが、地域において広範な理解と協力を得るための、大きな課題である

と考えます。

3. 『フードバンク岩手』の結成に向けて

9月 23日に行われた実行委員会で、『フードバンク岩手』を結成していこうと決まりました。現在は
『フードバンク岩手準備会』として団体・個人の参加を募っています。

現在考えている『フードバンク岩手』の活動内容は下記のようなものです

流通の都合などで廃棄されてきた食品を利用した生活困窮者への食糧支援

社会的孤立を防止するためのファーム等の実施

シェルター設置を目指した調査・研究

生活支援相談員の育成・研修

フードバンク岩手を運営するためには、運営資金と企業も含めた協力団体をさらに広げる必要があり

ます。今回の事業で得たこと、課題として残ったことを検証した上で、来年度初めからさらに広範な広

報活動を実施していく予定です。
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フードファームに大きな可能性

山口 貴伸

（これからのくらし仕事支援室 室長）

これからのくらし仕事支援室(略称「これくら」）は、「あなたが抱える問題や課題、苦しみや悲しみを
分かち合い、あなたの気持ちに寄り添って一緒に問題解決を目指します」というミッションのもと、盛

岡市のパーソナル・サポート・サービスとして「求職者個別支援事業」を行っています。一人ひとりの

ご利用者に対して、原則二人一組のサポーターが、出会ったら最後まで、社会や行政の縦割りに横串を

刺すような各種窓口への伴走・同行支援を行っています。生活再建に向けて共に歩調を合わせて、苦し

みや悲しみを分かちあうような相談対応を心がけています。

今年度のフードファームへの参加と食糧支援の取り組みは、他機関や相談窓口へのつなぎにとどまら

ず、ご利用者にとって、社会参加や就職活動など社会への大きな窓口となり、地域にとって大きな希望

となりうる可能性を示したことが明らかになりました。今後この二つの制度は、これからの相談業務の

中で、ご利用者に対して必要不可欠なものとして取り組んでいくべきものと思われます。

◎相談事業とセットで食糧支援を開始

「これくら」では、生活に困難を抱える方に対し

て、生活保護の申請や住宅支援給付、社会福祉協議

会の貸付制度を利用するまでの一定期間に食糧支援

をする、という取り組みを始めています。

盛岡市の生活福祉課から、生活保護の申請をする

までの間や、受け取った保護費を落としてしまって

生活ができない方への支援の依頼を受けたり、社会

福祉協議会から貸付相談に窓口へ来た方への支援を

依頼されています。ハローワークからも、求職活動

中の方の支援を依頼されることもあります。

「食事をとる」ということは、人間が生きていくうえでの一次的な欲求であり、求職支援活動や、セ

ーフティネットのはざまの中で、非常に重要なことです。平成 25年 4月から平成 26年 1月までに、
48名の方にのべ 180回の支援をさせていただきました。食糧支援は一回で終わらないことが多いとい
うことです。相談事業とセットで食料品を提供させていただく中で、様々な制度やセーフティネットに

つなげ、日常生活と並行して解決方法を探ることによって、問題解決に至るまで支援する重要なツール

となっています。

◎社会参加と就活への大きな窓口

フードファームは、「被災地支援のための体験共感型農場」と位置づけ、他の 3団体とともに参加さ
せていただいています。「被災地支援のための作物を作る」という理念のもと、参加する一人ひとりの

ための大切な居場所、たまり場として、参加された他の団体の皆様とのご協力のもと、こちらも困窮者

支援には重要な役割を果たしてきました。

顔が見える距離での作業は、人と触れ合うことにつながり、自然の中で土と触れ合うことにより、人

間が本来持っていた優しい気持ちを取り戻すことができると思います。
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利用状況は、13人の方がのべ 26回。他団体のご利用者と一緒に活動することは、社会性を得ること
につながるようです。ご利用者相互に影響を受けあう中で、自然に就職活動や社会参加に向けて動き出

しています。また、ご利用者が複数の問題を抱えている場合には一団体で一人を抱えることなく、相互

に協力し合って問題解決を図ります。

競争やノルマとは無縁、責められず、せかされず、ありのままで参加できるところ、そのままの自分

で、他の人と関わり、つながりの広がりを持つことができるところが良い点です。セーフティネットや

福祉の制度につなげていくだけでなく、公的制度と共にこれから民間で新しい社会参加の窓口をつくっ

ていくことは重要なことであると思います。

これからの課題としては、食糧支援に加えて、衣料品や日用品も含めた品揃えと本人の選択の余地を

残すこと、それを裏付けする財政的、組織的な協力体制であろうと思います。

フードファームは、安心してそこに居続けることができる場所としての役割のほか、どこかにつなが

る通過点としての畑や、半福祉、半就労でも生活のためにお金を稼げる畑も必要ではないかなと思いま

す。来年度も、大きな可能性を秘めたフードファームと食糧支援を発展させることができるように、皆

さんで協力していきましょう。
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社会参加の促進にフードファーム事業がなしえたこと

文責：伊勢 志穂

（一般社団法人 SAVE IWATE フードファームチームリーダー）

2014年 1月 30日、第 5回目のフードファーム実行委員会が開かれ、今後作成する報告書の内容につ
いての話し合いが行われました。実行委員が口々に話したのは「約 6ヶ月間 のフードファーム事業に

よって参加者が大きく変わった」ということです。

本来であれば、その変化を可視化できる形に提示することが事務局の仕事であると思いますが、現時

点での私たちの能力で社会参加や就労に対する積極性を数値化することは、とても困難です。そこで、

支援する側から見たフードファーム参加者の変化について触れられたこの実行委員会の話し合いの内

容を公表しようということになりました。

多くの皆さまにフードファーム事業によってもたらされた変化を感じていただければ幸いです。

―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

――「就労できたか、出来なかったか」、いわば「オールかゼロか」で成果をとらえがちですが、現

場の感覚は違いますよね？皆さんが感じている事業参加者の変化について教えていただけませんか？

「うちの団体に相談に来た方は、ファームの事業に参加してから就職した方も何人かいますし、パノラ

マさんがやっている就労支援に行った方もいます。本当はその方たちが今どうしているかが分かれば良

いのですけれど。ちょっと元気をなくしている方々って、就労までにいくつかの段階を踏むと思います。

①社会から距離を置いている②うちに相談に来る③ファームに参加する④パノラマさんで就労訓練⑤

就労……こんな感じでしょうか」

「追跡ができればいいんですけれどねぇ」

「その部分は一番気になりますね。あの人はどうなったんだろう？って」

「本人たちが外向きになって、私たちの居場所の中だけにいた時より視野が広がっています。就労という感覚

にすぐに繋がる訳ではないですけれど、楽に自己主張をするようになったと思います。きっと自分で自分が変わ

った意識もあるんじゃないかな。居場所にも毎日行きますと言ったり、居場所の中でも自分の仕事を決めて、そ

れを皆の前で宣言もしています。強制はしていないんですよ。多分、気持ちが良いのだと思う。就労としてはま

だまだ段階が必要ですが、確実に社会的視野が少しずつ広がっています」

「他の人に気を遣って話すようになった参加者もいます。以前とかなり変わってきています」

「あ、それ私も感じた。この間、ファームに来た時、すごい気を遣ってもらいました。

前みたいにキツイことを直接言わなくなったよね」

「今は程々のことを（笑）言うようになりました。それに、ただ来ているだけじゃなく、

ちゃんと仕事をやっていて、スゴイって思いました。彼も『面白かった』って言ってい

ました。ちょっとまだムラがありますけど……少しずつ外に出るための刺激なんです。

社会につながる入り口、窓としてファームはとても良いと思っています」

――就労支援という立場から見るとどうですか？

「座学だけでは見えない部分が実際に作業をしていくと見えて課題が見つかる場合もあります。外に出てみん

なでご飯を食べて、というのもコミュニケーションなどに役に立っていますし。余暇活動もそうですが、自分がやり
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たい仕事とちょっとかけ離れた作業でも参加できる人は就職に近いと思います。視野が広くなって。仕事の職種

が違っても共通している部分はたくさんあります。例えばルールとか。そういったものに気づける人と気づけない

人の差が大きい、ということがファームに参加して見えてきた部分です」

「座学だけでは見えないことと言えば、こういうことがありました。ファームで長靴を履かないでいるので、長靴を

勧めると『お母さんが洗うから』と言うんですね。自分で何もやらなくても生活していくことができる。この方は仕事

という概念がなくて、仕事観がなかなか持てない傾向の強い方なんですが……靴を洗うのってすごく大変ですよ

ね」

「あれは嫌だよねー」（と、参加者が口々に）

「『靴を洗うのってすごく大変なんだよ』っていうところから、一つずつ家で自分ができること、ご飯の作り方や洗

濯、たたみ方とか、そういうことを増やしていけば生活するということについて実感として理解してもらえるのでは

ないかと思うのです。そうなって初めて『生活するのにはお金がかかる』『仕事をしようか』と結びつけて行こうかな、

と考えています。ファームに参加したことで個別支援計画の方向性を見つけるきっかけができました。スタッフの

判断にも使えるし、参加した方々には、コミュニケーション能力を高めたり、自分で動かないと情報は集まらない

しチャンスは拾えないということに気づく方もいました」

「別々の団体同士で影響し合ってスタッフが楽になるというのには同感です。」

「うちの居場所に来ている人たちは就労支援を受けている若い人たちを見て、口には出さないですがかなり影

響を受けています。『あの団体は最終的に就労を勧めるだけなんだよ

な』という言い方も、就労の必要性をわかりつつあるからこそ言うのだろう

と理解しています」

「パーソナルサポートに相談に来た方が就労支援を受けようと別

の団体に移っていくのって、まさしく影響を受けているってことで

すものね」

「その方がそちらの、就労支援のプログラムでファームに来ている

のを見ると、嬉しいような、寂しいような（笑）……」

――震災避難者の方はどうなんですか？やはり影響を受けていますか？

「ファームに参加してくださっている方々は、サロン活動などには参加されない方がほとんどです。先日、ファー

ムで餅つきをやりましたが、今年度の初めだったらああいう催しにも男性陣は絶対来なかったんじゃないかなぁ。

この半年間を通じて、別の団体の方々でも知った人もいるし、仲間意識ができたのではないかと思います。今、

お茶会サロンに誘ったら、もしかしたら、来てくれるかもしれません。来るのは女性ばかりだと知っていても『これ

これこういう理由なのでお願い！』と頼めば、たぶん来てくれるだろうと思います」

「そういう方は就職が近くなっていると思いますか？」

「先ほどの『やりたい仕事とかけ離れた作業にでも参加できる人は、就職に近い』という話に似ているのですが、

『戻るまでの間、ちょっとでもこっちで仕事をする。戻れるようになったらすぐやめるけど』と言う方の方が早く地元

に戻れる傾向があるんです」

「向こうでの生活の目処がつきやすい、ということですか？」

「そうですねぇ……一見、盛岡で仕事を見つけてしまうと戻りにくいように思いがちですが、短期間でも働こうと

する方々は地元に戻るのが早いですね」

「仕事をすることって、集団の中での一種の軋轢みたいなものがありますよね。それを柔軟に受け止めつつ、
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嫌なことは流しつつ、『こんな感じでやっていって大丈夫だ』という感覚を掴むということじゃないでしょうか。言葉

にできなくても、何と言うか……体感として」

「自分から発信しないと欲しい情報は集まらない、とよく話をしています。何かしら動けば、関係がないようでも

社会はつながっています。就職活動にせよ、何にせよ、どこでどうつながっているか、わからないものです」

「元気がなくなっている時に、ちょっとだけ背中を押してくれる、応援してくれる仕組みがあればいい

ですよね。誰でもそういう時はあるものですし」

――以前、他の体験学習ではなく農作業、土をいじることに意味があると言っていましたが、例えば工場で製品

を作るという体験をしていたら結果は違ったと思いますか？

「農業は何もない所から作業が始まるので。畝を作ることひとつ取っても、体の動かし方など自分で考えてやる

ので、その結果を自分で感じることができるという違いがあると思います。工場では流れていることをやるので、

効率的なやり方を決められてしまいます。農業は自分の頭、手足を使って失敗しながら技を身につけていくので、

結果として仕事、働くということや体を動かすことの蓄積になると思います」

「そう言えば、一生懸命な人ほどニンジンの芽が出ないことをものすごく気にしていましたよね（ファームではニ

ンジンの作付けに失敗した）」

「芽が出ない原因は何だろうと考えることが、自分の想像力というか、知識や知恵を蓄積していくわけです。そ

れが自分の能力を高めてくれますよね。そういう時は皆で侃々諤々（かんかんがくがく）やったほうがいいんだと

思います。『水分が足りないからだ』とか『種を水に浸しておくべきだった』『雨が足りなかったからもっと水をやる

べきだった』とか」

「そういう蓄積している感覚を参加者の皆さんは持っているのでしょうか？」

「生育や収穫量について話をするようになりましたから。自然に積み重なっていると思います」

――お昼ご飯を一緒に食べる形にしたのはどうだったでしょう？

「若い人も楽しみにしていました。でも用意が大変だったね」

「そもそも今は、大勢で食事をすることがないですから。大勢の親戚が集

まる機会もなくなりましたし。個食の時代ですよね。みんなで『いただきま

す』なんて、学校給食以来だという方が多いのでは？」

「でも、団体同士が干渉しあわない約束でしたから、大人数が負担になり

ませんでした」

「自分たちのパーソナルスペース的なものがありつつ、回りとのちょっとしたストレスもある。たまに一緒にやれ

る人はやるし、やりたくない人はやらないというルーズさ、自由さが良かったです」

「話はしないけど隣の畝に人がいて同じ様な作業をしているっていう適度な距離感とか」

「距離が近すぎればストレスになり、遠すぎれば不安です。ちょうど良い距離は人によって違いますから、実際

の社会でも、半分は農作業、残りの半分はアルバイトをして働くような生活がもっと認められれば良いのですが

……就労しなければならないという圧力で滅入っている人が多いですから」

――本日は多岐に渡る話し合いになりまして、大変勉強になりました。もう少し細かい部分を工夫しな

がら、来年度もどうにかして継続していきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いいたします。
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湯浅 誠さん講演 『よりよく生きることを阻害するもの』（抜粋）

～2013 年 11 月 30 日 盛岡市勤労福祉会館『よりよく生きるためのフォーラム』より

こんにちは。よろしくお願いします。私は、まあ前座みたいなもの

です。パネルディスカッションで皆さんからそれぞれの取り組みにつ

いてのお話がありますし、藤里町から菊地さんも来られているので、

藤里町の取り組みも紹介して頂いたらいいと思います。

藤里町の取り組みは皆さんご存じですか？よく知っているという

方は……多くはないですね。私も今年の 1月に藤里町で色々と伺った

り、案内して頂いたりしました。その時に菊地さんにもたいへんお世

話になりまして。知らない方にはぜひ知って帰っていただきたいです。

今日は来ている各団体の取り組みも、みんなでシェアして帰っていただければと思います。

■生活困窮者とはどういう人たちか ～日本の相対的貧困率は 16％（2,000 万人）

前半で私がいただいているタイトルは『よりよく生きることを阻害するもの』ですが、結構難しい話

です。この集まり自体は、今日の主催の皆さんがこれからフードバンクというのを岩手でも立ち上げよ

うとされている。フードバンクというのは生活困窮されている方の支援の一方式ですが「フードバンク

って何だ」とか「生活困窮者支援」ということを、広めたい、理解を得たい。だから今日来られた方た

ちには「そういうことも大事だな」と理解をして帰っていただきたい、という趣旨なのだそうです。な

ので、そういうことにつながるような話というのが、求められていると思うんですけど。そもそもです

ね「じゃあ生活困窮って何なんだよ、誰のことなんだ。よくわかんない」っていう感じの人はどれくら

いいます？……あ、それは良く解っている。「フードバンクって何なんだよ、それ知らないよ」って人

どれくらいいますか？……これは結構いますね。では後で米山さんにたっぷり話していただくことにし

て。

生活困窮はもちろん生活が大変な人のことなのですが、具体的にイメージするっていうのは難しいと

いう方がおられますよね？自分が直接相談を受けていたらケースが蓄積される中で「だいたいこんな人

たち」というイメージが湧くのですけれど、そうでないと普段出会っていてもイメージが持ちづらいと

いうことを、こういう業界の外の人からよく聞きます。さっきあまり手が上がらなかったから、皆さん

はご存じなのだと思いますけど。

まあざっと言うと、どんな組織にも、その『２・６・２』だと言われます。『２・６・２』というの

は、すごいバリバリ稼ぐ営業とかのトップの人たちが２割、普通の人たちが６割、ちょっと大変だとい

う人たちが２割。どんな組織でも、社会全体もだいたい『２・６・２』です、ということですね。

ですから、ものすごい発明とかをしちゃったり、ノーベル賞なんか獲っちゃう人もいれば、起業して

成功して、あるいは政治家になってみたいな、まあいわば成功者ですよね、そういう方が 2割くらいい

るかもしれない。で、もうちょっと、いわゆる普通ですね、会社で働きながらとか、それこそ農業をさ

れながらとか、そんなふうにしてやっておられる方がまた６割くらい。だけどまあ、その普通の暮らし

というのが、なかなか色々な理由があって、ちょっと現在大変という風になりかけていたり、なってい

たり、そういう方が 2割ぐらい。で、その 2割くらいの人のことを『生活困窮』と、ざっくりと全体を

含めて呼ぶわけです。実際に日本もアメリカもイギリスもドイツもオランダも、デンマークもノルウェ

ーも同じ出し方で、国際的なスタンダードで統計を取って相対的貧困率を出しますと、日本は 16％とい

うことになるんですね。16％、2 割弱ですが「まあ 2割近いぐらいの感じだよな」ということですね。
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そういう辺りが、私たちが生活困窮と言うときに考えるべき人たちということになります。

2割とか 16％だと数字としては少数派ですが、日本には 1 億 2600 万人の方がおられますので、その

うちの 2割だの 16％だと、これ、けっこうな数字です。2000 万人ぐらいになりますね。2000 万人もの

人が「結構生活が大変だ」と言われてもあまりピンと来ないですよね。「まあそれぞれ大変だけどなん

とかやっているじゃないか」と。

「2000 万人が飢餓に瀕している」「もしかしたら明日にでも、1週間後にでも、1ヶ月後にでも餓死し

てしまうかもしれない」。そういうラインではありません。落ち込んでしまっている人というのは『ま

わりに対して、カクっと、ちょっとこう落ち込んでしまっている人』ということですね。たとえばこの

数年、子どもの貧困問題が話題になってきましたが、そこで言われているのは『高校で一人だけお金の

積み立てができなくて、修学旅行に行けない子がいます』みたいなことですね。では「この子は食えて

ないか」と聞かれたら、食えているのです。学校にも行っていますね。けれど「なんの問題もないのか？」

というと、経済的な理由でみんなができることがちょっとできない。

どうしても私たちのイメージでいうと『貧困』という言葉はちょっとニュアンスが強いですね。『ア

フリカの飢えた子ども』みたいなイメージに行ってしまいます。そうなると「日本の国内にはそんなに

多くないだろう」という風になります。実際に多くないですね。アフリカの難民キャンプの映像が映る

時に出てくる子どもたちは、栄養失調になって、お腹が出ちゃって、手足が細くて……ああいう子ども

たちが日本にたくさんいるのかというと、そうではない。

それとは別に、その『カクッと落ち込んでしまっているところ』を問題にしていこうというのが、こ

の 40 年ぐらいの世界の、経済的には発展してきた、いわゆる先進国と言われるグループの合意だとい

うことですね。そういう中で「日本もその問題をまじめに考えていきましょうよ」ということになって

きました。

■社会的排除とはなにか ～明確な加害者がいないのに、社会のあり方が人を追いやる

ではその、落ち込んでしまっている人のことを『どういうふうに考えるか。どういうふうにとらえる

か』というのをもう少し話します。

たとえば最近だと、わかりやすいのは『介護離職の問題』とかですね。『介護離職の問題』というの

は、皆さん聞かれたことありますか？親御さんが要介護になりますと「介護保険を利用しようかな」と

ご家族は思いますよね。で、ケアマネさんに来ていただいて、介護認定受けて、要介護判定を受けて、

介護ヘルパーさんが来てくれるようになります。けれど、介護ヘルパーさんは１日中いてくれるわけで

はないですね。昼間来て、昼ご飯を作って、掃除などはしてくれるかもしれないけど、夜に失禁しちゃ

ったらその世話は誰がやるのか。あるいは夕飯を誰が作るのか。お風呂には誰が入れるのか。色々問題

が起きれば「それは誰がやるのか」ということになる。「家族でやる」ということになりますね。介護

保険だけでは全部をやることができない。

家族でやらなきゃならないという時に「じゃあその家族ってどれくらいいるのか」というと、岩手の

方はむしろまだ親類縁者が同じ地域に近くに住んでいるみたいなことがあるかもしれませんが、都市部

ではもう、あまりいないですよね。核家族ですし。昔みたいに兄弟がいっぱいいたら、長男と次男と三

男とその嫁たちと、みんなで入れ替わり立ち替わりやれば一人ひとりの負担は小さかったのかもしれま

せん。だけどまあそうはいかない。そういう状況じゃない中で、誰かの肩にドンとのしかかってくると

いうことになるわけです。その方は、80 代の親御さんなら 50 代の方だったりする。50 代の方だったり

すると働いている。親のことを「知らない」とは言えないですからね。家族の介護と両立できなくなっ

て、結果的に仕事をやめなければいけなくなる。これが『介護離職』という問題です。
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この数は年々年々増えてきていまして、今、5年間で 50 万人です。ですが、年々年々増えていますか

ら、直近で言うと年間 15 万人です。今のところ 7割が女性で、3割が男性です。が、男性の伸び率が女

性の 2倍以上です。つまり男性で介護離職せざるをえない人がどんどん増えているという状態ですね。

それで、このままいけば介護離職しなくちゃいけない人がさらに増えていくのです。色々なデータを見

ると、一部上場企業の 50 代で親が要介護という人が今は 16％くらいですが、あと 12～13 年経つと 3割

くらいになると予測されています。そのようなことが、私たちのまわりで着々と起こっているわけです。

なんのためにこの話をしたのかというと、この、介護離職する人は『カクッと落ち込んでしまってい

る人』と同じ種類の問題だということです。というのは、この介護離職する方は、今まで働いていまし

た。働き続けることができますし、その意欲もあるわけですね。けれど、その親御さんに介護が発生す

ることで、それが叶わなくなっちゃうわけです。本人が病気をしたわけでもなく「働きたくない」とな

ったわけでもないのに、できることができなくなってしまう。もう一つのポイントは『別にこの人を誰

かがやめさせたわけではない』ということです。いわば誰も加害者がいないのです。だけど現実に働き

続けられない状況がこの人に起こっていることも事実です。「いったいこの人は誰に追い出されたのだ」

となると「強いて言えば、社会がそのように仕向けたのだ」ということで、このようなことを『社会的

排除』と呼びます。誰も明確な犯人、明確な加害者はいないのだけれど、介護保険の仕組みを含めて社

会のあり方が、その人をそうせざるを得ないところに持っていってしまったということです。誰も自分

のせいだと思ってないのだけれど、現実として歴然と 5年間 50 万人という数として生まれています。

こういうことがあちこちで起こってい

ます。『年齢別未婚率の推移』も同じ種類

の話です。

左が男性、右が女性です。年代別に 20

代後半、30 代前半、それから一番下が 50

歳時点ですが、真ん中より後ろからギュッ

と上がっているのがわかりますよね。これ

がだいたいいつ頃からかを見ると、80 年

代ぐらいからです。この 30 年間で若い人

たちの未婚率が上がり続けてきました。今

どれくらいになっているかといえば、20

代の男性だと、29 歳までで未婚率が 7 割

を超えていますから「20 代の男性で結婚

しているのはもう少数派だ」ということになります。女性はもうちょっと低いのですが、それでも 29

歳までで 59％が未婚ですから、約 6割は未婚。未婚の方が多数派だということになりますね。

「将来にわたって結婚するつもりがあるか」についての調査があります。これはずっと前からやって

いますが、30 年前と今とではほとんど変わっていません。それなのに未婚率はものすごい勢いで増えて

います。つまり、そのつもりはあっても、しない、できない人が増えているということになります。な

らば「何でできないか」というと『働き方』とか『非正規雇用問題』とか『女性の自立の問題』も含め

て色々と話されているのですが……。

これもさっきの介護離職の話と同じです。というのは、少なくとも誰もこの人たちを結婚させまいと

思っている人はいません。誰も自分が強いて未婚率を上げているという自覚がないわけです。そんなこ

とに荷担しているつもりはない。だけど、現実に 30 年間ずっと上がり続けてきて、その結果、50 歳時
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点での未婚率も上がっていってしまう。このグラフは 2005 年が最新なのですけど、その後の数字が出

ていまして、2010 年の段階で、50 歳時点での男性の未婚率は 20％、女性は 10％を超えました。今、50

歳時点での男性の 5人に 1 人は未婚ということです。この方々はこのままいけば将来、単身高齢者にな

ります。今現在、この方々は 50 代ですから、まあ親御さんと同居している方も多いでしょう。もし親

御さんが要介護状態になっていたりすれば介護の担い手だったりします。となると、労働を通じた社会

参加は難しい。そして、そのまま行くと、自分自身が単身高齢者になってしまう。私たちには『そうい

う社会を意識的につくっている』自覚はない。でも『現実にはそういう人が増えてきてしまっている』

ということですね。これも、さきほどお話しした『社会的排除』です。

もう一つ例を出すと待機児童問題もそうですね。小さいお子さんが 2人いて、お母さんは「家計の足

しにするために働きたい」と思っています。だけど、面接に行くと「そんな小さい子どもがいるの？熱

を出したらいつ休むかわからないし、すぐ早退されるって言われても困るし」みたいなことを、はっき

りとは言われないけれど、不採用になったりすることもありますよね。保育園に預けないと働き口が見

つからないのに、保育園はもう一杯一杯で待っている方も沢山おられます。どういう優先順位で入れる

のかとなると「保育所は保育に欠ける人を優先して入れる所です」「保育に欠ける人とは夫婦共働きし

ている人なので、働いているお母さんが優先です」ということになります。「働くためには子どもを預

けなきゃいけない」。だけど「子どもを預けるためには働いてなきゃならない」ということになります

から、そのお母さんはにっちもさっちもいかない。働くこともできないし、子どもを預けることもでき

なくて、ずっと家にいるわけですね。これが『待機児童問題』。これだって「子どもが預けられるんだ

ったら預けられたらいいよね」「働きたいんだったら働けたらいいよね」とみんなが答えます。だけど

その人の状態は変わらないし、そういう人が生まれてくる。これも『社会的排除』のひとつです。

という風に、社会的排除の問題は結構ありふれています。その人たち全員が生活困窮にまで行ってし

まうわけではありません。待機児童問題で家にいるお母さんが生活困窮しているかというと、そうとは

限らない。だけどその領域は重なっていたりします。その中で、色々と思い通りに自分の力を発揮でき

ない人が増えている。飢えてはいないかもしれないけど、そういう人たちが増えているということです。

■社会的排除は社会の損失 ～こぼれ落ちる人をなくすのは自分のため

では、これがいったいどういう問題なのかというと、私たちはこれを『社会の損失』だと考えます。

「このことで誰が損をしているのか？私たちが損をしているのだ」と考える、ということです。

それはどういうことかと言いますと、介護離職した方は働いてきたし、働きたいし、働き続けること

ができるんですよね。また、その方が働き続けることによって世の中で何かが生産され、あるいは営業

され、生み出されていったはずですよね。そういう方々が働き続けられなくなることというのは、その

人が生み出したであろうものを失うということです。その人が働いて得ていた収入を失うだけではなく

て、社会が、その人が参加、活躍することで得ていたものを失うということでもあるわけです。極端な

ことを言うと、もしその人がずっと働き続けていたら、すごい発明をしたかもしれませんよね。

さきほどの未婚率の上昇とか、一人暮らしの単身高齢者の増加とかが社会的にも負担を増やす。少子

化も進む。これも、本人たちが大変だというだけではなく社会が大変ですよ、と考えるわけです。そう

考えると「これは一体誰のためにやってるんだ」と言えば「これは私たちのためにやっているんです」

ということになるんですね。その人たちのためじゃありません。「可哀想だからやっている」というわ

けではありません。「結果的に私たちが困るからですよ」と考えるということです。

資料に 50 年ごとの人口グラフがありますが、日本の人口ピラミッドは同じ国とは思えないくらいガ

ラガラと変わるのですね。わずか 50 年でこんなに人口ピラミッドが変わりはじめた国は、世界で日本
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が初めてです。これから 10 年、20 年、30 年、たつ

と、韓国も、中国も、タイもこういう軌跡を辿るん

ですが、日本以前にはどこもない。ですから私たち

は、世界で最初の経験を今、しています。ですから、

これについてのモデルはありません。モデルがない

ので、自分たちでなんとかしなければいけないので

す。2050 年のグラフが一番下にあります。37 年後

ですが、皆さんお幾つですか？37 年後、どこにいら

っしゃいますか？「もういないよ」っていう方もお

られるかもしれませんが。ちなみに私自身は 81 歳

になります。この 80 歳のラインをちょっと見てみ

て下さい。一番太いとこです。私は 37 年後に日本

の中で最も人口が多い、この 80 歳の層に属してい

ることになるであろう、もちろん推計ですけれど、

このまま行くとこうなるだろうということです。そ

うすると、もしかしたら生きていたとしてね、まあ

思いますよね。「81 歳か。もしかしたら身体が思う

ように動かなくなっているかもしれないよなぁ。も

しかしたら寝たきりになっているかもしれないよ

なぁ」。そうなった時に社会を誰が回してくれているかといえば、今 10 歳の人が 47 歳ですよね。20 歳

の人が 57 歳、今 0歳の子が 37 歳ですね。つまりその人たちが回してくれている、回してくれてないと

困るのです。私の老後がどうにもならなくなっちゃう。その方々が頑張ってくれていないと私が困る、

ということになる。ですからその方々が頑張れるようにするのは、今ですね。今この子どもたちが頑張

れるようにするのは、別に子どものためだけじゃないですよね。私のためでもある。

ただでさえ人口減少ですから、社会の中から色々な人たちがこぼれていくと、困るんですよね。担い

手の割合が減っていくことになると、世の中が回らなくなることになるわけです。色々な形の担い手を

増やしていかないといけません。その増やし方、その形態、方式は色々なやり方があるでしょう。その

色々なやり方で、色々なタイプの人たちに、こんなことをやってみた、あんなことをやってみた、こん

なことをやったらうまくいった、あんなことをやったらまあ苦労しているけど、そこそここういう成果

もある、みたいなことが、今日の後半のパネルディスカッションで話されるわけです。

■私の兄貴が場所を失うことによって、その何十倍もの社会の活動量が減る

「誰かのためにやっているわけではなく、自分たちのためでもある」とは言っても、いまひとつ自分

のためになっている感がもてないという方のために、もう少し露骨な話をすると、社会の損失というの

はお金の話でもあるということです。例えば、私は兄が障がい者なんですね。兄貴が高校出てから 30

年になりますが、その間、今は社会福祉法人となっている所で印刷物をレイアウトする仕事をしていま

す。うちの兄貴は難病をもっていまして、筋肉が萎縮していくという病気です。なので、パソコンをバ

バババっと 5本の指で打つみたいなことはできません。ポチンポチンとしか押せないので、普通の人に

比べて作業が遅いことになります。いわば生産性が高くない。それをもって「アンタの生産性は低いね」

と怒る人も世の中にはいます。でも、うちの兄はかれこれ 30 年、なんだかんだ言いながら、体調崩し

たりもしながらも、幸いにして社会参加する場を持てているわけです。
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もし、うちの兄貴にそういう場所が全くなかったとしたら、ずっと家にいることになります。週末と

か、たまに同僚の人たちと映画を見に行ったり、スポーツ観戦に行ったりと、そういうこともできない

じゃないですか。そうなると、うちの兄貴の調子は悪くなるだろうとほぼ確実に予測できるのです。兄

貴の調子が今より悪くなると、次にまず、母親に影響が出ますよね。うちは親父が 12 年前に他界して、

実家には母親と兄貴だけで暮らしています。兄貴がずっと家にいたら、もともと日常生活でサポートが

必要ですから、母親はちょっと気兼ねしちゃって外出を控えたりすると思います。すると、今母親がや

っていることができなくなる。母親は 72 歳なものですから仕事はリタイアしていますけれど、社交ダ

ンスに凝っていて、プロの人に教わりながら地域の人に教えています。この社交ダンスを通じたつなが

りが、母親の社会生活です。だからその人たちとレッスンの後にお茶を飲みに行ったり、仲間でピクニ

ックに行ったりしているんですね。そして何ヶ月かに一遍、コンテストみたいなのに出て「今度何級を

取るんだ」とか言ってやっていますよ。そういうようなことが失われる。つまり母親の社会活動がかな

り減る、というわけですね。そして、もし母親と兄貴がずっと家にいるようになったら、次に何が起こ

るかというと、次はね、私ですね。さきほど「親父が 12 年前に他界しました」と言いましたが、１年

半ほど闘病生活をしていました。その時がまさにそうだった。親父は入院しちゃう、おふくろは精神的

にまいって寝込んじゃう、兄貴はもともとそういう状態だ。「アンタなんとかしなさい」という話にな

って、私は 1年半実家に張り付いていましたが、あれがもう一回起こるだろうと思います。そうなると、

私は私で色々な活動をしているわけですが、それが相当減りますよね。つまり、兄貴が社会参加の場所

を失うことで、母親や私に影響が出ます。そしてその影響は必ず、母親のまわりの人たち、私のまわり

の人たちに影響を及ぼさざるを得ないということです。その人たちにもさらにまわりの人たちがいます

から、実は兄貴が場所を失うことによって、その何十倍もの社会の活動量が減るということが起こるか

もしれません。兄貴一人の問題で収まらないということです。家族は「知らない」とは言えないですか

ら。なので、それは必ず私たちに影響を及ぼし、さらにそのまわりの人に影響を及ぼします。

■これはお金の話でもある

もう一つは、先ほど「これはお金の問題でもある」と言いましたが、ここには消費活動が伴っている

ということです。母親がダンスを教えたり教えられたりするお金、5～6 人で地域の喫茶店に行ってレッ

スンの後にみんなでお茶飲みするお金、ピクニックするお金、コンテストの度に毎回ドレスを新調する

のですが、あれにかかるお金。そういうお金が使われなくなっていく。まあ、私も、テーマが貧困問題

ですからね、派手なお金の使い方はしていません。していませんが、それでもやっぱりあちこちに行っ

ているわけです。東京から盛岡に来て、この後伊丹空港に飛ぶわけです。そういうことを毎日毎日やっ

ているので、交通費だけで月に何十万かかかります。それが使われなくなるわけですね。ということは、

社会の消費活動もそれだけ停滞します。この状態が色々な人たちに起きていけば、社会全体が不活性化

してくことですよね。これは、まあ別の言い方をすると地域活性化の話でもあります。

10 年引きこもっていた方が参加するようになりました。それは、農業ボランティアかもしれないし、

ちょっとした手作業かもしれません。では、その人が作っているもので月収 15 万行くかというと、行

かないかもしれません。3万とか 4万とか、もしかしたら 2万とか 1万かもしれない。だけどそうやっ

て参加する場所ができることで、本人に生活のリズムが生まれて、付き合う人たちができて、その場が

なんらかの本人の居場所として感じられて、3ヶ月、半年と過ぎて……そうやってリズムができてくる

ことで、もしかしたらそのお母さんが、今まで頭を悩ませていて調子が悪くなっていたのが、ちょっと

安心できて、パートに出られるようになったとか、そういうことが起こったりするかもしれませんね。

あるいは、その人も色々と眠れなくて、薬を飲んでいたのが飲まなくてすむようになるかもしれない。
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でも、その人が社会参加することが今の状況では成果としては見られないですね。どちらかというと「出

るようになったのは良いけれど、それでいったいいくら稼いでいるのだ？」みたいな話になってしまう。

けれど、その人がそうやって社会参加できるようになってまわりの人たちに影響を及ぼすことで、むし

ろ収入以上の社会的なプラスが生まれているということですよね。マイナスの余波も波及していきます

が、プラスも波及していきます。誰かの所に起こったプラスは、その人のご家族とか、その人のご家族

のご友人とかを通じて地域に波及していきます。ということは、実は私たちが色々な活動をする中で、

直接的に生み出しているもの以上のものを、社会的に提供しているということになります。その人が少

し元気になることによって周囲に及ぼす影響全体を測ると、その何倍かになるということです。

残念ながらこの効果は、今のところ「じゃあこれはいくらです」と言えません。言えたらいいですよ

ね。言えたら、もっとこういう分野に積極的にお金を使うことの意味があると世の中の人が思ってくれ

るようになるかもしれません。市役所の方とか県庁の方とかおられますよね？あの、普段ご苦労されて

いると思いますが、いつもそう言われるわけです。「いやいや、これは皆さんにとって大事なことです

から是非やっていただきたい」と言っても「そんなこと言ったって財政厳しいんだよ」などと言われて、

おしまいになったりしますよね。効果が、実はかけたお金の何倍にもなってこの地域に還元されている

ことを示せるといいわけです。実はそういう試みは日本社会でも始まってきています。

『社会的投資効果（ＳＲＯＩ）』というのがあります。このＳＲＯＩのＳを取ってＲＯＩとすると、

株式市場などで一般的に使われている指標です。一言で言うと「うちの会社に投資してくれるとこれだ

けリターンがありますよ」という指標です。この頭に Social（社会的な）のＳをつけた。『社会的投資

効果』とは何を表しているかというと「うちの兄貴が社会参加することで、私や母親に影響を及ぼすよ

ね」という話を先ほどしましたが、この、私や母親に及ぶ影響を数値的に出してみる、試算してみるも

のです。これは、ちょっとずつ試算の試みが行われてきています。生活困窮分野では、北海道の釧路市

が出しました。釧路市は何年か前から生活保護を受けている方々の自立支援に力を入れていらっしゃい

ます。自立支援に力を入れたら 100％一般就労できるのかといえば、できません。では、そんなことに

意味がないのかといえば、現場でやっているとその意味を感じるわけです。「本人たちが元気になって

きた」とか「家族が元気になってきた」とか、そういうことを日々実感している。だからやり続けられ

るわけですが、それが一歩外にいる人には通用しない。では、外の人にもわかるように、試みにその方

法で数値化してみようとなりました。すると釧路市の場合は、自立支援に 1500 万円のお金をかけてい

るのですが、リターンは 5500 万円だと出ました。3.54 倍のリターンがある。だから、1500 万円をここ

に使う価値があるということを、釧路市の人たちはアピールしたわけですね。もちろん「そんなこと言

ったって、ホントかよ？」という人が世の中にはいっぱいいます。今はまだ、『試算しては叩かれ、試

算しては叩かれ』という段階ですね。最初は何だってそうです。企業のＲＯＩだって、今こそ「ウチは

1.25」などと平気で出していますけど、あれだって最初は『試算しては叩かれ、試算しては叩かれ』だ

ったはずなのです。でも、そういう積み重ねのどこかの段階で社会的に認知されていった。そういうプ

ロセスだということです。

■自分の問題として社会を組み替える

何が言いたいかというと「社会的排除が社会的損失だ」ということが一点。根っこにはその問題があ

るのだと。もう一つは、それに対応するためには、社会自身が色々な形で組み替わっていかないといけ

ない」ということです。その組み替わっていくことを、私たちは『社会的包摂（Social Inclusion）』

と呼んだりします。これは難しい言葉なので忘れていただいて結構です。むしろ大事なのはそのために

社会が変わっていかないといけないということですね。



- 9 -

「なぜ社会自身が変わっていかないといけないのか」というと、それは私たちの問題だからです。こ

の「私たちの問題です」ということが、大きな二点目です。では「私たちの問題です」ということを一

体どうやったらみんなに理解してもらえるのか、大きな広い賛同を得られるのかというと、これは『あ

の手この手』が必要ですね。これが三点目です。で、ＳＲＯＩというはあくまでその『あの手この手』

の中のひとつです。こういう現場でやっておられて「いや、これは大事だよね」と一言言ったらすぐ同

意してくれる、そういう人は別にＳＲＯＩの話をする必要はないですね。でも残念ながらそういう人は

世の中全体から見ると少数派です。そうすると、それ以外の人にも理解してもらったり、聞く耳を持っ

てもらったり、「そうかぁ、じゃあいいかな」と思ってもらわないと、そこから先には広まっていかな

いですよね。解ってもらうための工夫を色々積み重ねていかないといけないことになります。「こうい

う実例があった。こういう人がいた」という事例を出すことも理解してもらうための有効なひとつの手

法だし、他方で、そうやって数値化してみせるということも一つの有効な手法だと思います。色々なこ

とを駆使して理解を広めながら「自分たちの問題なのかな」「私たちのためにやっているのだから、私

たちの社会がそういう方向に向かうようになっていくといいですよね」となっていくのが私の願いです。

この手の話は、ともすると「なんかいいことをやっているけど世の中全体の動きと関係ないよね」と

か「地域で位置づけることと関係ないよね」というふうに切り離されて考えられがちです。さらに言っ

てしまうと、むしろ負担を増やすみたいなイメージがとても強いと思っています。けれども、だんだん

だんだん変わってきているとも思っています。

もう時間ですから最後にひとつだけ事例をご紹介します。四国の愛媛県に紀北町っていう小さい町が

あります。人口 11000 人で、松山から車で 1時間半はかかる高知県との県境にある山間の町です。そう

いう紀北町で、ちょうどこの 1週間くらいに山場を迎えているのですが、大きな話題になっている懸案

があります。紀北町は町の真ん中に 7000 坪の空き地があります。なんで町の真ん中に空き地があるの

かというと、企業誘致のための土地です。平成 22 年から 3 年間、残念ながら企業は来ていませんが、

とってある。この土地は企業誘致のためということで条例にも書きこまれています。でも、この 3年の

間に紀北町ではちょっとおもしろい動きが起こっていました。それは、地域で美容室 2店舗を経営して

いた方が、娘さんが知的障がい者で、特別支援学校を出た後に、車で行ける範囲に 2件ほど障がい者施

設があって「高校卒業後ここに通ってもらおうかな」と思って見に行った。だけど残念ながら自分の娘

をここに通わせたいとは思えなかったらしいです。で、彼女がどうしたかというと、そこが偉いところ

なのですが「じゃあ娘が働きたくなるような場所を自分で作ろう」と、お洒落なイタリアンレストラン

をつくっちゃいました。そこに色々な人たちが来るようになって、いわば成功しましたね。私もそこで

食事をしましたけれど、おいしいですよ。スタッフの皆さんはシュッとした黒と白のスーツを着てね、

誰が障がい者で誰が障がい者じゃないか、言われないとわからないという感じですね。そういう働き方

を皆さんがされていて、地域の方々もちょっとお洒落して来るような感じの店になっていて、それがう

まくいったものですから、今はもう、その後にパン工房をつくって、雑貨屋をつくって、高齢者向けの

宅配弁当工場をつくって、いわば、障がいをお持ちの方が障がいをお持ちでない方と一緒に働く・作業

する場をたくさんつくっている。そして、地域の中に 50 人くらい雇用を生み出しちゃいました。その

方が、いくつも展開している事業をまとめるためにその 7000 坪の土地の一角を使いたいということに

なったのです。でも企業誘致のために条例でとってある土地でしょ？それを簡単には貸せないわけです。

条例を変更しなければいけません。町議会にかけなければいけない。一方では、企業誘致を行う、とい

う今までの経緯がある。もちろんそれに期待している地元の人たちもいっぱいいる。だけど現に企業は

来ていない。他方でそういう事業が地域の中で起こってきている。色々な人のニーズに応えている。町
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長が「どうするかな？」という話で、この一週間山場を迎えているわけです。昨日……一昨日か、彼女

が町長と会われて話をされたと聞いていますけれど、結果はもちろんわかりません。なんでこんな話を

終わり間際になって言い出したかといえば、たぶん 10 年前だったらこんなことは問題にならなかった

だろうと思うからです。今に比べれば企業誘致に対する期待感もとても高かったですし、彼女のやられ

ているような事業体が地域の中で根付いて、それなりに展開してくるようなことも、全国的に見ればな

いわけではないけれど、とても少なかった。つまり、この 2つは天秤にかかるような話ではなかった。

けれど、今、日本の工場立地件数は全盛期の６分の１まで減りました。今後もさらに減っていくのでは

ないかと言われています。他方では、人々の生活ニーズがいろいろ高まっています。高齢者も増えてい

るし、色々な生活課題を抱えている方が増えている。そして、それに応えるということが事業化できる

方向になってきている。つまり、こっちは下がってきて、こっちは上がってきて、拮抗し始めていると

いうことですね。この、拮抗し始めてきていることの先に、私たちが地域や社会の未来をどう描くかと

いうことが問われている。「10 年後我々はどういう地域に住んでいるんだ」「20 年後どういう地域に住

んでいるんだ」「30 年後どういうところで自分が老後を過ごしているんだ」「どういう形が望ましいのか」

と自分たちがイメージし、選択することを、今、問題に直面している当事者のようなごく一部の人だけ

ではなく、町議会の人も、町長さんも悩むようになってきているということです。これが社会の変化と

いうものだと思っています。そしてこういう社会の変化は、これからもさらに多くの地域で起こるであ

ろうと思っています。

なかなかまだ、そういう意味ではまだまだシェアは小さい。シェアは小さくて、紀北町のように拮抗

するところは多くないかもしれません。だけれども、だんだんと「ん？ん？ん？」という感じでもある。

そういうことが広がってきている中で『今までの自分たちの暮らしの安心』みたいなものをどうやって

確保していくか。かつて頼っていたものだけではもうできない。じゃあそれをどう補っていくのか、ど

う作っていくのか、みたいなことは色々なところで問題になってきていて、考えるようになっていると

思うんですね。その自分たちの感じている将来に対する不安、自分に対する不安。その不安は、先ほど

お話しした『社会的排除』とつながっているということです。「自分がなんかあった時に誰も助けてく

れないんだ」と思ったら、それは不安になりますよね。じゃあ「自分で全部守りきれるか」といったら

「そんなに貯金はない」って話ですよね。だから「支え合える地域の方がむしろ自分の老後にとっては

安心なんじゃないかな」と思うような余地が生まれてきたりしています。それが私たちの、こうした問

題についての態度を決めていく。地域の態度を決めていく。

ですので、後半に色々な事例が発表されると思いますが、そうした一つひとつを自分の暮らす地域や

社会の活性化の問題として捉えていただきたい。もちろん「もっとこういうふうにやったらいいんじゃ

ないか」とかいろいろアイディアがあるでしょうね。感じるところはあるでしょう。そういうことにつ

いては、もしお時間があれば、積極的に自分自身で関与していただきたい。色々な人の知恵と力が集ま

ることで、より良い事業が展開されるようになります。そして地域にも浸透していくでしょう。

これは、どこかの誰かが、なんかどっかの奇特な、物好きな人が勝手にやっていればいいという話で

はありません。私たち全体に、私たち地域全体の将来、未来に関わることですし。そういうことを、色々

な形で表に出していく、説得していくことが求められているものであるということを、できれば頭に入

れて話を聞いていただけると、後半の話もより身近に感じられるのではないか、と期待します。

時間が来ましたので私の話を終わります。ありがとうございました。
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パネルディスカッション（抜粋）

～2013 年 11 月 30 日 盛岡市勤労福祉会館『よりよく生きるためのフォーラム』より

※文章内では敬称を省略させていただきます。

コーディネーター兼パネリスト 米山けい子

（ＮＰＯ法人フードバンク山梨理事長）

パネリスト 中野謙作

（一般社団法人栃木県若年者支援機構理事長）

パネリスト 阿部知幸

（一般社団法人 SAVE IWATE、もりおか復興
支援センター生活支援グループリーダー）

助言者 湯浅誠（社会活動家）

米山：

皆様、こんにちは。進行の役を賜りました米山です。会場に藤里町の菊地さんも来られているという

ことですし、会場からも色々なお声を頂きながら、今日ご参加いただいている皆さんが一歩でも前向き

に前進できるようなパネルディスカッションにしていきたいと思いますのでよろしくお願いします。

中野：

栃木の中野でございます。私の方では 20年にわたって子どもの不登校の支援からはじまった支援で
す。僕らもやはり若者支援は人づくりだと思います。でも人づくりはまちづくり、そしてまちづくりは

国づくりだと思っています。若者を今支援することが、将来の国力にもつながると思います。

約 20年前、不登校の支援から、いわゆる適応指導教室の協力、フリースクール、居場所、学び場な
ど様々なところをつくってまいりました。子どもたちや若者が必要とする場があれば、どのようにつく

ればよいかと考えて、どんどんつくっていったんですね。

今から 6年前に『とちぎ若者サポートステーション』、今の『サポステ』を厚生労働省から受託しま
す。そのことがきっかけで非常に活動が広くなるんですけれども。（パワーポイントを示し）ここがよ

く言われるグレーゾーンなんですね。この色つきの所は、発達障がい・精神疾患・知的障がい。この方々

は公的な福祉サービスを受けられます。あと、犯罪で警察に捕まれば何かしら更生保護という指導があ

ります。民生委員がきっちりと関わっていただければそれ以上悪くなることはありません。ところがそ

うじゃないグレーゾーンの方が、実はいっぱいいるんですね。そこの部分と生活困窮の、この重なって

いるところに社会問題が鬱積する部分がありますが、ここには公的な支援が望めません。約 3倍のグレ
ーゾーンがいます。だとしたら民間の力や地域の力がどうしても必要です。制定された生活困窮者自立

支援法でも自立に向けたネットワークをいかに構築するかが一番のポイントだと思っています。

サポステを受託して 6年。約 1200人の登録者がいますけれども、いかにグレーゾーンが多いかとい
うことが注目されています。これはある一例です。全くの生活困窮者で、一番初めはホームレス的なと

ころからＮＰＯ法人の緊急宿泊、そして社協につながって、ちょっと犯罪歴もありましたが、保護観察

の担当官と話しながらつながっていきます。今は地域の受け入れ教育に行きながらやっているんですね。

何が言いたいかというと、行政や国は、教育なら教育で、労働なら労働で、福祉なら福祉として自立さ

せようという縦割の考えです。ところが今の若者支援は福祉・地域・司法・教育・民間・労働と情報を
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共有しながらやっている。つまり、現場では関係機関の横の連携は必然だということです。そういった

『つなぎ』をしてきました。

昔は終身雇用ですから希望がありました。ところが今はそれが寸断されています。これは４年前に就

職した子の例ですが、時給が、手取りが低いと。これでは希望が持てない。国は生活保護の受給額を下

げようとしていますけれど、本当は違いますよね。給与の方を上げなければいけませんよね。この経済

格差が生活格差につながり、そして教育格差につながり、また経済格差が生まれるという悪いスパイラ

ルをどこかで切らなければならないと思っています。

様々な困難を抱える子ども・若者・困窮者の抱える問題のひとつは経済的な困窮。もう一つは関係の

困窮ですね。若者や子どもやそして困窮者支援の両輪は『何が必要か』ということと『誰が必要か』と

いうことです。この２つを一人ひとりの当事者を主人公にして考える必要があると思っています。

サポステで 6年間やっていますけれども、なかなか相談だけでは就労などの、次につながらないんで
すね。そこで色々な仕事づくりを行ってきました。たとえばテープ起こし。ひきこもりですとプロにな

る人もいます。たとえば駐車場の管理。スーパーの駐車場などありますが、あれは磁気テープの管理だ

けなんです。24時間営業のスーパーですと、対人不安とか強迫神経症の方が夜中とか早朝だったらでき
るんです。たとえばグループの仕事。こういった野菜直売とか。これは『オリオン通り』といって宇都

宮では一番有名な繁華街なんですけれども、シャッター通りだったんですね。そこにいわゆる地域活性

と農業支援と若者支援をうまく融合させて、まずは路上販売から始めました。これ、若者たちが非常に

集まっていってですね、こういった仕事づくりをいっぱいやってきました。

色々な場所をつくってきたんですが「最終的には仕事づくりしかない」と考え 3年前に『若年者支援
機構』を設立しました。一人ひとりの特性に合わせた仕事づくりが必要だと思っています。でも、国は

どうしても 1日 8時間、週 5日の一般就労を求めます。でもそれはできない人もいるんですね。だとし
たらワークシェアをして、精神疾患やひきこもっている方ができる仕事を僕らがつくればいい。そうい

う考え方に変わっていきました。

つまり段階別の仕事づくりが絶対に必要です。人や地域の役に立つやりがいのある仕事ですね。先ほ

どの野菜直売などもそうでしたが、中間就労ですから賃金ではなく経費という形で 1日 8時間やっても
2000円ぐらいしかもらえない。でも、たまに農家の方が来て「兄ちゃんうれしいね、この野菜売って
くれるのは。お兄ちゃんたちのおかげだよ」とほめてくれたり、理事の方が「うれしいね、少し人が増

えてきたじゃないか。兄ちゃんたちのおかげだよ」と言ってくれる。まあそういった声かけとか、ほめ

られることが何よりも就業意欲の向上とか就労の継続力につながることがわかりました。

ただ、仕事場だけではダメですね。憩いの場とか様々な場を作っていく必要があります。あと、それ

を支える人づくり。一般就労ではなく、発達障がいの方や精神疾患のグレーゾーンの方でもできる中間

的就労をつくることが急務だと思っています。

今我々は 44の企業と連携しながらやっています。我々の中間就労は必ず、ジョブトレーナーという
スタッフ 1人と若者 3人の 4人で請け負っていく形にしています。
この 3年間で 78名の若者が就労に繋がりました。そのまま生活保護になった場合は 1年間で約 1億

2000万円の損失になる。ところが彼らが働いた場合、最低賃金だったとしても、納税分を合わせると 1
億 4600万円分の損失を防いだことになる。
まあ、これは行政向けの話です。僕らが考えているのは「若者はとにかく働け」とか「遊んでる場合

じゃない」と言われるんですが、これだけ雇用情勢が悪くて就労体験がなかったり、鬱とかグレーゾー

ンを抱えていたりで、見えないんですね。だとしたら週に一回とか短時間とか、様々な中間就労を通じ
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て、喜びとかやりがいを沢山見つけることの方が遙かにプラスになると思っています。

これが栃木県内の困窮者のネットワークです。ボランティアネットワーク、フードバンク、サポステ、

うちの『しごとや』、そして様々なＮＰＯと連携しています。食糧支援、そして緊急一時、就労準備、

子ども学習支援と、こういう形でチームを組みながら、行政に向かって「困窮者支援をぜひやっていき

ましょう」と話をしています。栃木の場合は個別対応、個別支援で追求していきました。そしてやはり、

無償の訓練より、僅かな経費でももらえるこの中間就労が若者支援に効果的です。課題を抱える子ども

や若者、そして困窮者が次のステージに進む時、本人が希望するステージが無ければ動き出せません。

だったら新しい場を作ればいいと思っています。後はそれを支える人づくりですね。どこまでも一人ひ

とりに向き合って、たった 1人でも必要な場があればネットワークを駆使して構築する。だからこそ官
民連携のネットワークが不可欠だと思っています。

米山：

続きまして、私の方からフードバンク山梨のお話を少しさせていただきます。

フードバンクというのは、実際にまだ食べられるんですけど箱の潰れとか印字が薄いとか、まあそう

いう販売できない食品を企業から無料でいただいて、無料で生活困窮者や児童養護施設等の施設にお配

りする活動です。日本での食品ロスを考えますと、企業の販売ルールによってまだ賞味期限が 3ヶ月と
か、長いものでは 1年ぐらいあっても売れないものがあるんですね。そういったものが年間 500～800
万トンあります。私どもが 1年間に取り扱っているのが 100トンですので、日本の食品ロスはすごい量
です。輸入に頼りながらいかに捨ててしまっているか。カロリーベースで見ると、3食食べる中の 1食
分は捨ててしまっているという現実もございます。もったいない食品を福祉に役立てられるというので、

1人で山梨から 5年前に始めました。この『食のセーフティネットモデル事業』というのは、ちょっと
おこがましいんですが、山梨での先駆的活動なんですね。

資料に新聞記事が出ております。私の所に、暮れにですね、一家 4人でお子さん 2人とご主人と奥様
の普通のご家庭だと思うんですが「明日買う食パン一斤買うお金がない」という電話がかかってきまし

た。毎日お粥でしのいでいて、とうとう食べるものがなくなりフードバンクに連絡が来たんです。山梨

県において、貧困と言ってもなかなかピンと来ないんですね。たぶん盛岡もそうではないでしょうか。

そのお家にその夜、食べ物を 1，2週間分持って、すぐに行ったんですけれども、お家も車もあって。
あの……大きなお家なんですね。2階建てでお庭もありまして。ただ、車の車検も切れていますしガソ
リン代もないということで。お家の中もライフラインがすべて止まっていました。食べ物もない。冬だ

ったので、本当に寒いお部屋の中でした。やはり『見えない貧困層』が山梨県内に多くいるのではない

かと思いました。財産処分等ができない、借金がある、受けたくないというようなところで生活保護を

受けられなくて、食料にも事欠く方が多くいるのではないか、という想定をしまして、この『食のセー

フティネット事業』というのを 2010年から始めました。
その仕組みは、行政、社会福祉協議会、支援団体と、45の機関・団体と連携確約書というのを結んで

おりまして、相互に力を出し合おうとしています。窓口に「明日食べ物がない」というような方のご相

談があっても生活保護につながらない場合もあります。特に今増えているのが母子家庭です。働いても

働いてもワーキングプアというような形で、お子さんを育てるのにダブルワークしているというような

方ですね。まあそういった場合、市の担当課でフードバンク山梨に「食糧支援してください」という申

請をご本人にしていただきます。「食糧がない」という方には食糧の配布が全県下でできるというシス

テムになっております。
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私どもは食べ物を送るのと同時に手紙も送っているんですね。『ふうちゃん通信』というのも送って

います。月 2回、3ヶ月を目処に送っている宅配の箱の写真が出ておりますが、この中にそれぞれのご
家庭用に食べ物をいっぱい詰め込みまして。たとえば 5人家族と 1人暮らしでは量が違いますよね。お
手紙もその方その方に合わせた形で現在月間 160件くらい送っています。年間では 3000箱以上、今年
は 4000を超えるのではないかと思います。
食べ物は 1つのツールだと思うんですね。皆様、企業の皆様、また市民の皆様から集まったお米など

を入れますので、その箱を開けた瞬間、その当事者の方が本当に「一人じゃない」「見捨てられてない

んだ」って感じていただくこと。「頑張って」という応援メッセージもそうです。返信はがきを同封し

ているのですが、そのお返事が今では 1300通以上を超えております。その日その日の皆様のお困りご
となども増えていることがありまして、今年からは相談事業も始めております。

事業実績としましては、連携機関等が 2010年の 43から増えて、現在は 45、46になっております。
食糧の配布は 28トン。13年度は 4月から 2000件ということですので、あと半年経つと 4000件を超
えると思います。

支援を受ける方は既存の社会保障制度の狭間にいらっしゃる方がすごく多いですね。生活保護を受け

るのにも 1ヶ月とかかかってしまいますので、その日食べ物がなくて来た方にもすぐに支援できます。
様々な理由で生活保護を受けたくない、受けられないという方々にも支援しております。また、最近問

題になっておりますけれども、低年金とか無年金ですね。私どもの方でも 2万円とか 4万円とかという
年金の方がいらっしゃいまして、そういう方にも食糧の支援をしております。ひとり親家庭、ホームレ

スの方、それと定時制高校等の先生が家庭訪問をしまして「この子は 1日 1食しか食べてないんじゃな
いか」というようなことを見つけ出していただいて、食品の支援につながっております。

私たちがなぜ社会福祉協議会や行政との協働をするのか、お話しします。私はいつも「実際に自分の

力でフードバンクを探し当てた方は何％でしょうか？」というクイズをするんですけれども。ご本人が

自分でフードバンクを見つけ出して来ていただけるのは 6％だけなんです。あとの 94％は私どもには見
えないんですね。連携団体が多ければ多いほど、見えない人たちに辿り着けます。また私どもは南アル

プス市という小さい市にいるのですけれども、連携のおかげで全県下において、広域において食糧の支

援ができるというシステムになっています。

「明日の食べ物が無い人がいるのか」と皆様方が考えてしまうような社会だと思うんですけれども、

現実的には、本当に多くの方がこの食糧支援を必要としておりますし、いろんな県にですね、こういっ

たシステムが必要ではないかという声を聞く中で、私たちが見ようと努力しないと見えない貧困者が身

近にいる。遠い世界のように思いがちなんですが、本当に身近に、そこに暮らす地域の中にいる。「知

っている母子家庭のお母さんが、学費を出すために 1日 1食しか食べていない」とか、そういうお話を
聞く中で、何とかこの食糧支援というのを新たなセーフティネットの 1つにしていただきたい。そして
次の世代にもそういうフードバンクがあり続けて欲しいというのが私の願いにもなっております。

阿部：

こんにちは。今まで復興支援をしてきた中で見えてきたことについてお伝えできればと思います。

今日で震災から 996日、もうまもなく 1000日になろうとしています。復興支援センター開設からだい
たい２年半ですが、現在 680世帯、1379人の被災者の方が盛岡市内で生活されています。
この 2年半に色々なことを聞きました。「流されそうになった兄弟をつかんだけれど、ただ袖がちぎ

れて流されていってしまった。なぜあのときもっと腕をしっかりつかんでいなかったんだろうか」「避
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難所で DVを受けて子どもを連れて逃げてきたけれども生活をどうしたらいいだろうか」「一時的な避
難だと思っていたけれど原発の事故でもう 2度と戻れない。せめてあのときペットを逃がしておけば良
かった」「助けを呼ぶ家族の声が忘れられない」「沿岸の学校に進学し一人暮らしをしていて、実家に帰

省する途中で被災した。2日間かけて実家に戻ったけれど、家がなくなっていた。実家に住んでいなか
った私は被災者として認定されなかった。この先どうやって生活したらいいんだろう」。皆さんならこ

ういった声を聞いたときに、どのように声をかけてどういうふうに支援するでしょうか。

最初のころ、私たちはこういう方に情報提供したり、お話をうかがうことが支援をするこだと思って

いました。しかし、この 2年半に 8000件くらい訪問してきた中で少しずつまた違うことが見えてきま
した。生活に困窮されている方が多い。それは震災によって困窮された方と、実はもともとそういう要

因はもっていたけれども震災というきっかけで困窮したという方がいる。その方はたぶん震災がなくて

もいずれ数年後、あるいは 10年後 20年後には同じような状態になっていたのではないか。
これは社会の縮図だと思っています。何かのきっかけで困窮することはどこでもありえる話だと。こ

の方たちに対してどういう支援をやるかと考えたら、米山さんがやっているように食糧支援がいいんじ

ゃないか、と。幸い全国から食料品であったり、生活用品であったり色々な物資が届いていました。ま

ずそうしたものを生活に困窮されている方に配っていこうと。そこから食糧支援が始まって、2つ効果
があることがわかりました。

1つはもちろん、食料品や生活用品をお渡しするので生活そのものを助けていくことです。もう 1つ
が、食料品を配達したり、引き取りに来る時に必ず会うことができるということです。その時に「働い

ていますか」「仕事どうですか」とは聞きません。ただ会話の中で軽く背中をチョンチョンとやったり、

それかちょっとツンツンと、いわゆる柔らかい刺激です。そういったことを繰り返していくうちに食糧

支援から卒業する方が出てきた。そのままの生活をしていればいずれ生活保護を受給されてたんじゃな

いかと思われる中から、36世帯が食糧支援をしているうちに卒業させることができました。
ただ残念ながら、それでも自活できない人っていうのは多くいるんです。で、少し見えてきたことが

あります。資料にありますが「何か生活で困っているときに頼み事をできる方がいますか」という質問

に「いる」と答えた方が 75％くらい。「いない」と答えた方が 25％くらい。ただ、食糧支援をしている
世帯だけに限ってみると 44％以上の方が「いない」と答えています。経済的に困っているから社会から
孤立しているのか、社会から孤立しているから経済的に困っているのか、ちょっとわからないですけど、

いずれ何かしら関係していると思います。

この方たちをどうやって支援していくのかと考えた時にですね、1つは米山さんたちがヒントになっ
て、畑ってのがキーワードに出てきました。それで、盛岡市に協力していただいて、まず畑を借りたん

です。特に男性なんですが、お茶会とかには参加しづらい方に「畑仕事ならどうですか」と聞いてみる

と、それならまだ参加しやすいみたいでした。「被災者に食糧支援をしているので、野菜作りを手伝っ

てもらえないか」とお願いしました。その方たちは、自分が世の中に必要とされていることを思い出す

必要があったんですね。そういったことを繰り返していくうちに、訪問した時、最初は戸を少ししか開

けなかった方が、食糧支援をしていくうちにだんだん扉が開いていく。そのうちに畑に出てくる。次に

は身なりが変わってくる。「これは何かあるんじゃないか」とドキドキしながら見ていたら 2ヶ月後に
「すみません。来週から畑仕事手伝えなくなりました」「何でですか？」と聞くと「仕事が決まりまし

た。この畑手伝えなくなるんですけどいいでしょうか？」と。そんなふうに卒業された方もいました。

食糧支援と、農園の作業。フードバンクとフードファーム。何か新しい支援の形が見えてきたんじゃ

ないかと思いました。ただ残念なことにですね、復興支援は確実に先細りします。それなのに困窮して
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いく人は増えていく。『みなし仮設』という家賃補助を受けている所に住んでいる方が 438世帯ですが、
そのうちの 96世帯は、家賃が自己負担になったら収支がマイナスになってしまう。これに対して、何
もやらないというのはどうなんだろう？と思いました。以前湯浅さんが誰かとお話ししている中で『知

ったものの責任』と言ったのを聞いたんですけど「まさにそれだ。今何かやらなくちゃ絶対にだめだ」

と思ったんです。直接被災された方は『みなし仮設』に入れますが、2次的・ 3次的に被害に遭われて
いる方はもっと困窮している。そもそも、震災に関係なく困窮している方々もいっぱいいるんじゃない

か。その中で、フードバンクやフードファームが生活保護一歩手前の柔らかい包括的な支援になりうる

んじゃないか、と考えています。そういったことが今、盛岡で起きはじめている。フードバンク岩手と

いうものが必要なんじゃないかということを報告をさせていただきます。

湯浅：

えーと、とっても皆さんの話よかったんですけど、会場の皆さんは何が印象に残ってますかね？私が

印象に残っているのは、中野さんの御報告の中にあった『経済的な困窮』と『関係性の困窮』。『何か』

と『誰か』というその両方が必要だと話をされていましたね。あれはとっても印象深いと言うか。私も

よく「貧困っていうのは貧乏プラス孤立なんだ」と言っています。貧困と貧乏っていうのはイコールじ

ゃない。経済的に大変でも幸せな人はいる。だけど経済的に困窮して、かつまた孤立しているっていう

状態が、さっきの阿部さんのお話にも出てきましたけど、セットで起こりやすいんですよね。で、起こ

りやすいから、どうしても両方を抱えちゃう人がいて、それが、いわば貧困問題に、生活困窮問題に結

びついてくるので『何か』と『誰か』が必要になるということです。米山さんたちであれば食糧、これ

が『何か』ですよね。それに加えて、皆様にお手紙を入れたり、一緒に農場をやったりして、要するに

そこに人がいる。『誰か』というところを提案している。そういうモデルを、盛岡でもやりたい、岩手

でもやりたいというのが阿部さんのお話だったと思います。中野さんたちがやられているのも、仕事を

提供するっていうのが『何か』ですよね。そこにリーダーの方っていうのかな？サポーターの方が一緒

について行って、いわば職場の人間関係の間でのクッションになりながら色々仕事をするという『誰か』

を提供している。たぶん私たちが何かをやる時にも、必ず『何か』と『誰か』をセットで考えていくこ

とが、物事がうまくいくか、いかないかの分かれ目になると思うんですよね。

あともう一つ面白かったのは、中野さんのご提起の中で『掛け合わせる』という話がありましたよね。

地域のシャッター通りの活性化と、若者の就業支援と、農業支援。この『掛け合わせる』という発想が、

大事だと思うんですね。理解を広めて行くこととも絡むのですけど、自分たちがそこでこう何かをやっ

て、そこに来ている人たちにとってのプラスになっている。そのプラスになっているということを地域

に目に見えるような形でやれると理解は一気に広まりますよね。誰かだけが利益を受けている、楽しく

やっている、我々は置いてきぼりにされている、ではなくて、それが同時に、シャッター通りの活性化

になったり、農業活性化になったり。大変になってきているひきこもりの青年だけが受益者ではなくて、

農業をやってきたご高齢の方とか、あるいはシャッター通りを何とかしたい商店街の方とか、そういう

方たちも一緒にその受益者になると、一気に地域での理解が広がることになるんだと思います。

この『掛け合わせる発想』というのは、あの『誰か』と『何か』を掛け合わせることと並んで、我々

の知恵の見せ所だということになると思うんです。知恵の絞り所とでも言うのでしょうか。アイディア

だけでもダメで、実行力も必要だし、周囲の方々を巻き込んで理解を得ながらやってかなきゃいけない

ということは大変だと思うんですけど、それは同時にとても面白いことでもあります。これをやりはじ

めたらけっこう面白いですから。皆さんもぜひウソだと思ったらやってみて下さい。まあ嫌になってや
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めちゃう人もいるかもしれませんけどね。「こんな大変なこと、もうやだ」とか言って。だけどなんて

言うのかな？さきほど話した紀北町の方もそうですが、もちろんきっかけは自分の娘さんだったかもし

れませんが、やっていくと面白くなるんですよね。

そういう、手応えがある、やりがいがあるということが伝わっていく、波及していく、と言うのかな？

やっている人たちが面白そうじゃないと自分自身が大変な人たちもなかなか行こうと思わないし。さっ

きの『掛け合わせる』の延長で、阿部さんがおっしゃった「あなたの力を必要としています」という形

で支援するのでも『支援するということ』と『その人の力を引き出すということ』を掛け合わせている

んですよね。「あんたを支援してあげましょう」と言われたら誰だってあまりいい気分にならない。む

しろ自分の力を奪われたような感じになる。「やっぱりオレは役に立ってないんだ」と思っちゃう。だ

けど「あなたの力を貸して下さい」という形だと「じゃあ一肌脱いでやろうか」みたいな感じで、本人

のエネルギーも出てくるというような『掛け合わせ』。色々なところで色々な掛け合わせがあるし、起

こっているし、実践されていると思うんですけど、それを私たちが、あの手この手を使ってですね、ど

こまでやれるかっていうのがこういう支援活動の醍醐味だし、地域の理解を広げたり、ひいては地域を

活性化する醍醐味なんじゃないかな、というのを聴いていて改めて思いました。

米山：

それでは、これから少し論点を絞りましてお話を進めていきたいと思います。一番目は『困窮者支援

に大切なこと』。二点目に『就労支援に大切なこと』。そして『どういう社会だったら生きやすいか』と

いう、まあ本当に究極的な問題なんですけれども、お話をいただければと思っております。まずそれで

は『困窮者支援に大切なこと』ということで、それぞれの活動の中から手短にご報告いただければと思

います。

中野：

私は先ほどもお話ししましたように、若者支援を中心にやっているのですが、その中に 3～4割は困
窮者がいます。そこから困窮者支援につながっていくんですけれど、先ほど申し上げたとおり家族がほ

とんどいないような子がいます。たとえば 16歳でも母子の間の関係性が悪くて一人住まいをしなくて
はならない。となると生活保護か、そうじゃなければ働くか、という子です。そこには「誰が親代わり

になるのか」とか「誰が関わってその子と寄り添っていけるのか」ということが非常に重要じゃないか

と思うのが一点です。

もう一点は、その一人ひとりの特性や、考え方や、発達障がいであったり、精神疾患や色々なケース

があるので、一人ひとりに合わせて何が必要なのかということです。それはやはり、じっくり本人と話

さなければいけないんでしょうけれど、たとえば自分たちの団体の手持ちって何もないですよね。とな

れば地域の中の、たとえば行政や、もちろん地域の方々を中心にして、その子が次にいけるような、次

のステージとしての場を、いかに地域に作るかというのが非常に重要ではないかと思っております。

阿部：

私、ちょっと気づくことがあってですね。普段だと困っている人たちが近所にいても声がかけづらい

と思うんです。聴けば聴くほど、自分が答えられない質問が来てしまうと困ると。ただ、復興支援セン

ターですと、誰に聞いたらいいかというのは相談者もわかっていますし、私たちもつなぎ先はわかって

いる。そうすると、どんどん深いところまで聞いていくことができます。一人でできる必要はなくて、
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できる人を知っていればいい。まずは来られる場所に居場所が必要だというのが一つですね。

支援者同士も密にくっついていることだと思います。ポンデリングってご存じですか、ドーナツの。

ああいうような感じできちっとくっついていると、支援もしやすいし、仮に相談者が違うところに相談

しても「ああ、それならそっちだよ」と連れてくることができますし。

米山：

やはり貧困と孤立が非常に相まっているということで、その方一人ひとりに寄り添っていくというこ

とももちろん大切な活動なんですけれど、この会場に来る前にも少しお話を聞いたのですが「生活困窮

された方がどこにいるのかわからない」というような社会であることを考えなければならないと思いま

す。社会自体が温度として高めていかないと、変えていかないと、社会の生活困窮者に対する支援とい

うのは進んでいかないと思っております。

私なども、常日頃ちょっとした簡単な講演会などをしておりまして、その中で 60歳以上くらいの男
性の方が常にですね、私の所に来まして「フードバンク、フードバンクって言うけれど、それは何のこ

とか」と。知らないのはいいんですけれども「そんな食糧支援するのは甘やかしているんじゃないか」

と、そういうことをおっしゃる方がすごく多いんです。生活困窮する方がいないというか、1億中流み
たいなイメージの中で「みんな中流でそんな困っている人はいない」というような社会の中で生きてき

た方々が、リーマンショックや様々な経済的事情でこういう事態になってきているけれど、それを「受

け入れがたい」「見たくない」みたいな社会だと思うんですね。特に、ここに政治家の方がいらっしゃ

ったら失礼なんですが、そういう国を引っ張っていくような方のまわりに生活困窮をしているような方

がいらっしゃらない、年齢も高くて今の若い人たちの大変な状況を知らないと思うんですね。湯浅さん

などが講演してくださるおかげで社会の中の温度もかなり変わってきているとは思うんですが、もっと

もっとそういう弱い立場の人たちがたくさんいるということを社会の中に発信していくことが、支援に

大切なことではと最近は思っております。

湯浅：

はい、本当ですね。「ハングリー精神が大事だ」と言うけれど、3日間何も食べずに投げるピッチャー
はいませんからね。やっぱり食べないといい球は投げられないです。バッターもそう。なので、ハング

リー精神が大事だっていうのはわかるけれど、本当にハングリーだったらなかなか力が出ないですよね。

まあそういう意味では「食うものを食っていこう」ってことなんですけど。

今日、パンフレットが入っていて、ここに登壇されてない方がいますよね。わざわざ秋田から菊地さ

んたちも来られているので、活動紹介しつつ、今のこの問いに答えていただければと思うんですけど。

菊地孝子（秋田県藤里町社会福祉協議会事務局次長）：

はい。秋田県から来ました。先ほど「藤里町のお話を知っていますか？」と湯浅さんが聞いた時にち

ょっとしか手が上がらなかったので、ちょっとだけ宣伝させてください。

青森県との県境にある藤里町、人口 3700人の所で「ひきこもりの人たちを引っ張り出して就労支援
につなげてまちおこしをしようじゃないか」ということをやっている社協です。今日キッシュとそれか

らひきこもりの本のパンフレットが 2つ、皆様のお手元に届いていると思います。就労支援ということ
で、町の特産品を使ってマイタケを使ったキッシュを全面に出して、それを売ることで工賃が上がるよ

うにということで、宣伝にまいりました。
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今のお題でしたけど、私たちがすごく感じているのは、やはり「自分たちが役に立っていると思える

こと」です。平成 22年に居場所ということで『こみっと』という場所をオープンしたんですけれども、
要するにただ「仕事に出てきて楽しかったな」ということではなくて、自分たちが地域の人たちから「あ

りがとう」と言われたり、まあ実際的に言うとお金を稼いだりできる、そういうことが実際にあると本

当に出てきてくれるというか、頑張ってくれるんだなということをこの 3年間ですごく感じています。
特産品になっているキッシュなんですけど、町の人たちが自分たちの町のおみやげということで持っ

て歩いてくれるようになりました。「お土産をつくってくれてありがとう」と、すごく感謝もされるよ

うになりました。そういう形で町のイメージも少しずつ高めていっているので、感謝されていると感じ

ています。

就労支援のところですけども、とても高齢化率が高くて「この先どうなっていくんだろう」という町

なんです。これから雪が降りますけれど、町のお年寄りから「雪寄せを手伝って欲しい」と。そういう

ところにこれからどんどん出て行って役に立とうということで頑張っていこうと思っています。中野先

生のおっしゃった、商店とかの繋がりとかも今試行錯誤でやっているところで、先生方のお話ししてく

ださったことがすべてその通りだなと聞かせてもらって勉強になりました。

湯浅：

ありがとうございます。皆さんのところにキッシュのチラシ入っていました？大変おいしいキッシュ

ですよ。私も食べさせてもらったんですけど、どこまでも美味しくてワインにぴったりって感じの。

菊地さんは自分ではおっしゃらなかったんですけど、人口 3700人台の町で、ひきこもりの方たちの
定義をかなり広く取って、その町を細かく当たった。その結果として、いわゆる長期失業者みたいな方

も含んで、人口の 3％、100人くらいですよね。3％の方がいるというのは結構な数です。多分、丁寧に
調査するとどの地域でも 3％くらいはいるんではないかと私は思っています。掘り起こしながらやって
いるのはとても貴重で注目される取り組みだと思うんです。キッシュの他にお蕎麦屋さんもね。

菊地：

さぬきうどんもやっております。（湯浅：素晴らしい）『こみっとうどん』という名で提供させてもら

っています。町の人たちも食べに来てくれて、おかげさまで大盛況でやっております。

湯浅：

ありがとうございます。菊地さんの考える必要なことは『役に立つ感』。ちょっとでもいいから収入

が稼げて「ありがとう」と言われて役に立つ感じでした。あと、入っているチラシの中で、是非後半に

喋っていただきたいとお願いしていたのが『ジョブアシストモリオカ』。ジョブアシストモリオカ関係

の資料がいっぱい入ってるんですよ。きれいなやつ。アニメの絵が描いてあるやつ。

高舘美保子（いわてパノラマ福祉館理事長）：

『いわてパノラマ福祉館』の高舘でございます。私どもの法人は障がい者の方々と若者の就労支援を

行っております。今『ジョブアシストモリオカ』と紹介していただきましたけれども『ジョブアシスト

イワテ』『ジョブアシストモリオカ』『ジョブアシストジユウジン』という 3つの事業を行っております。
私どもは企業さんと連携をさせていただきまして、職場実習を行ったり、あとは模擬面接なんていうの

を開催しています。企業の方からいらしていただいて、実際に面接の練習をしていただいたり、あるい



- 20 -

は、アウトリーチという、ご家庭にお邪魔して、ひきこもりをなさっている方たちの相談業務等々を行

っている団体でございます。

実例で１つお話しさせていただきたいと思ったことがあります。アウトリーチを行う中で、食事を夜

中の 12時に 1回だけ召し上がる方がいらっしゃいました。「日中は何をなさっているのかな」とお伺い
したところ、ジョギングとか、あとは瞑想をなさっていると。何度か支援を行っている私たちは「生活

困窮によって大変な状態だな」と考え、何度か『これくら（盛岡市に在するパーソナルサポートサービ

ス）』さんたちと一緒に関わらせていただいてたんですけど、そのうちに、瞑想と夜中の 12時の食事と
いうのは、実はその方にとって思想的に意味のあることで「我々の頭で考えていたのとはちょっと違う」

ということが見えてきたということがありました。どうしても支援者は自分の目線や価値観で見てしま

うところがありますので、きちんと相手の方のことを見られるように気をつけなければならないという

ことを常日頃考えております。

米山：

ありがとうございます。とても大切なことと思います。どうしても支援する側は、『支援側の支援』

という形になって、その当事者の方の支援になっていないことがありますので、本当にそうだと思いま

した。では 2番目の『就労支援に大切なこと』にお話を進めさせていただきます。
私どもの方で『フードバンクファーム』というのをやっています。ファームという農業を通して自立

に向かうという 1つの柱を立てまして、去年から 1年間やっております。山梨では遊休農地がものすご
く多いのですが、そこを借りまして。一町歩くらいでしょうか。稲作と野菜、そして花を栽培していま

す。秋にはコスモス、4月にはチューリップを満開にするんです。ロケーションのよいコスモス畑があ
るんですが、満開の時に地域に開いて皆さんに来ていただき、コスモスやチューリップを摘んでいただ

くというようなこともしております。貧困問題とか生活困窮って、どうしても暗いイメージがあると思

うのですが、社会の中に開いて行くということで、年 2回はこういうイベントもやっております。
この試みがとても良いと思っています。フードバンクファームは生活困窮された方、意欲を失ったよ

うな方に来ていただいて、汗水流して仕事をしています。山梨はものすごい暑いんですね。あの炎天下

の中でも週二回、毎回休みません。その日ごとに皆さんの気持ちが前向きになるんですね。仕事も農業

というのは本当に幅が広いんです。そこで草取りしていてもいいし、すごく重い石とか運んだりする仕

事とか、機械を動かす仕事とか様々あります。たとえばハローワークなんかですと、1対 1で「こうい
う仕事がありますよ」みたいな紹介をしますけれど、フードバンクファームで仕事をしている様子を一

日見ていると、その方に合った仕事というのがすごくわかりやすいんです。

また、それぞれたいへんな状況の方々や、ボランティアの方も一緒に農業をやるんですけども、そう

いう中で絆が生まれてくるんですね。先ほど孤立の問題がありましたけども、ここに来ていただいた

方々の絆というのはものすごく深いです。そして、誰かが就職できますと「自分もちょっとできるんじ

ゃないか」と前向きなって就労したくなる。市から紹介された「もう就労にはちょっと結びつかなくて…

…」という方も来ているんですが、ファームに来ていただいているうちにものすごく気持ちが変わって、

新たに就職されたような方もいらっしゃいます。農業の力とか自然の力、また仲間の力ですね。そうい

ったものはとても人間を前向きにさせるんだな、と実践を通して日々私も感じています。

『就労支援に大切なこと』ですが『集団でやる』というのが 1つの新しい形になってもいいのではな
いかと思います。人間というのは本当に 1人では生きられない。よく言葉の中にも「ひとりでは幸せに
なれない」という言葉がありますように、やはり集団･仲間がすごく大切になって、生きる意欲が出て、
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就労へも近い道かなと思っております。

阿部：

被災者の支援でよく言われるのが『仕事のミスマッチ』。たとえば、昨日までワカメ漁をやっていた

人が次の日からネクタイを締めて営業とかをするのは難しい場合があります。それと、沿岸の方でやっ

ていたのと同じ仕事に就いても、盛岡の方が忙しくてペースに合わせられずに続かない場合もあるんで

す。ただのミスマッチだけじゃないですね。就業支援は場所であったり、空気感っていうのも重要だと。

就労困難な方はやはり挫折の経験が何回もあります。ハローワークに行く。「今日、何番です」と言

ってあの無機質な画面を見る。その中から何とか選んで、勇気を振り絞って申し込む。一生懸命きれい

な履歴書を作って送る。数日経って、それが三つ折りになって返される。これを何回も繰り返している

のは「あなたはいりません」と言われ続けているのと同じなんです。一日中、誰とも話さない日でもテ

レビを見ていると、自分は何もしていないのに世の中は廻っている。「本当に自分は必要ない人間なん

じゃないか」と思う。そういう時に行けるところ、自分のことを気にしてくれている人がいたりする、

何かこう柔らかく受け止める場所が必要なんじゃないか。中間就労よりもうちょっと柔らかい、就労準

備よりももっと柔らかい受け皿だったり包括的な支援が必要なんじゃないかと思っています。

中野：

僕らの場合、中間的就労は、一番最後の部分に近いところなので、そこの所だけお話をさせていただ

きます。社会の現場に行くと、結局厳しいことが待っていることが往々にしてあるんですね。大丈夫だ

ろうと思って行ってみても、やっぱり 1ヶ月後に帰ってきたりとか、半年続かなかったとか。これを嫌
というほど見てきました。ですから、僕らの中間的就労は内部につくるのではなくて外部の企業さんで

あるとか、いわゆる『現場』を追い求めています。そこである程度、現場の方々と一緒に仕事をしてい

くその経験が、最終的な一般就労につながる時に一番大きい力になるのではないか。いきなり行ったら

潰れてしまうので、そこでジョブトレーナーがいます。企業からはジョブトレーナーが請負って、その

ジョブトレーナーが若者たちに伝えていく。その中で徐々に仕事を理解しながら一般就労につなげるこ

とができるような気がしています。やはり現場での実体験に勝るものはないと実感しております。

米山：

それでは 3番目の、すごく大きいテーマなんですけど『どういう社会だったら生きやすいか』につい
てそれぞれでお話をしていただいて、最後に湯浅さんにまとめていただければと思っております。

阿部；

人が生きていく上で、自立しやすい社会だったら生きやすいんじゃないかと思います。とりあえず、

お金の問題をぬきにした場合、何をもって自立とするかと言えば、自分でできることをやりぬく力と、

できないことを人に頼める力を持つことじゃないかと。意外と『頼む』というのが難しいですね。プラ

イドが邪魔をしたり、どこに頼んだらいいか分からなかったり。ですから『頼みやすい社会』だったり

『頼みやすい場所』が必要なんじゃないかと思っています。

そして、自分の状況であったり、自分のことをよく知っている人が必要なんじゃないか。そういう場

所は一箇所じゃなくて、いっぱいあった方がいい。昔、仕事で「10億のお客さんを 1人捕まえるより
も、1億のお客さんを 10人捕まえなさい」と言われました。「10億のお客さんが 1人いなくなると 0
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になってしまうけれど、1億のお客さんが 10人ならば 1人いなくなっても 9億は入る」と。社会でも
同じです。行きやすい場所や、理解してくれる場所がいっぱいあるのが生きやすい社会ではないかと。

中野：

困窮者というとどうしても年収が低い方と思えてしまうかもしれないんですが、ひとつ例を挙げます。

26歳、妻と子の 3人暮らしで年収が 400万円あったら普通だと思いますよね？ところが月に直すと、
まあボーナスは別として、月 30万、家賃 6万、ローンで 6万、それから携帯やいろんなもので 8万、
奨学金の返済が 5万。すると手元に 5万くらいしか残らないですね。生活費と食費を合わせて 5万とい
うのは間違いなく困窮家庭です。400万もらっていても困窮家庭がある。かたや 47歳のお父さん。息
子が大学に行っている。奨学金を使わなかったので年間、400万円かかる。600万稼いでいても家や車
2台のローンや様々な支出で、1ヶ月に使えるお金が全然ない。これも実は困窮家庭なんですね。そう
いった意味で、生活困窮ということには理解が必要だと思います。

今回の生活保護法の改正案は、非常に就労に向かわせる力が強いんですね。もともと自分で助ける『自

助』ができなくなった方が『公助』を求めて生活保護に行った。その人をもう一度また自助に戻そうと

しています。確かに形としては解るのですけれど……僕はここで一番欠けてるのは『共助』だと思うん

です。地域の人たちであるとか、まわりにいる人たちの助け合いが、まったく考えられていないように

思います。やはり地域の中で助け合いとか様々なことをするには、まず困窮家庭であったり、フードバ

ンクであったり、そういう理解を広めていくことが一番大事じゃないかと思っています。

米山：

お配りした資料に『日本の子どもの 7人に 1人は貧困状態』というものがございます。今は『6人に
1人』と言われておりますが、これがなかなか見えない。修学旅行に行けない、3食まともにご飯が食
べられない、希望する進学を諦めて就職するというような子どもたちが増えております。私どもの食糧

支援を受けている、月に約 160世帯のうち、60世帯くらいがお子さんのいる家庭です。子どもたちへ
の支援総数は 128人、37％で、明日の食べ物を心配しなければならないようなご家庭で育つ子どもたち
がとても増えていると感じています。その自覚を日本の中で持っていかなければいけません。

私は次の世代にもフードバンクを残したいという思いがあります。でも、いくら頑張っておりまして

もいずれは死にますので、やはり子どもたちの未来を考えないと。そういうギリギリのところで生きて

いる子どもからのお手紙を見ていただきたいと思います。「いつもおいしいものを送っていただきあり

がとうございます。妹も弟もよろこんでいます。お父さんとわたしも助かっています。またよろしくお

ねがいします」……子どもたちがこのような思いをしながら生活している。何人もの子どもたちがこう

いう社会の中で暮らしていく。「そういう社会ではだめだ」と誰もが思っていると思いますが、それが

見えない。そこを見せていくことが大切ですし、さらに「弱い人たちが住みやすい社会というのが、私

たち自身にとっても一番生きやすい社会なのかな」と最近つくづく思うことが多いです。

湯浅：

『生きやすい』ということで言うと『私たちが私たち自身の恐れを乗りこえる』ということが大事じ

ゃないかと私は思います。たとえばこの間、ある大企業の人事部長さんとしたお話なのですが。最初に

講演でお話ししましたけど、どんな優良企業だって『２・６・２』なんですね。優秀な人、普通な人、

たいへんな人の割合です。そういう中で、どんな会社であろうと、ちょっとうまくいかない人がいるん



- 23 -

ですよ。その中で、彼女は人事部長として、その人たちに働いてもらうのが自分の仕事です。人事部長

になったからには、その人たちを切るのではなくて、給料の分働いてもらおうということです。

彼女が言ったのは「やってみたら、やればできるのよね」。その時に「一番大変だったのはその人た

ちではなくてまわりの社員だ」と言っていました。まわりの社員が「あんな奴らに仕事を回したら、ど

うせできなくて俺らが尻ぬぐいしなきゃいけなくなる。よけい大変になるからやめてくれ」と。

私は「社会全体の中のどこに私たちはいるかな？」と思うわけです。同時に「一般の人たちはどこに

いるかな？」とも思います。もしかしたら「そんなことやったら余計ややこしいことになるだけなんだ

からやめとけ」と言う側に自分が立っていたり、立たされたりしていないだろうか。その時に私たちが

抱えるもの、感じているものは、実は『自分自身の不安』なんじゃないかと思うんですね。「余計なこ

とをこれ以上引き受けたくない」とか「面倒臭いことは嫌だ」みたいな。そういう不安とか恐れに直面

できないことは、自分にとってのハードルですよね。実は、こういう自分にとってのハードルっていう

のが、進むべきものを進ませなくしているんじゃないか。「問題は自分の外じゃなくて中にあるんじゃ

ないか」と、ともすると思うわけです。

これから短期間の間に仕事の内容は大きく変わっていくと思います。20年前に携帯とかＩＴとかそう
いう分野で働く人がこれだけ多くなるというふうには誰も予想していなかったですね。つまり、20年後
には私たちが今想像もつかないような仕事をしている人がかなりいるということです。つまり私たちの

働き方とか、必要とされる力っていうのは、これからまたどんどん変わってくということです。すごい

スピードで。その時に「そんなことやらせんなよ」「やったってダメだよ」と、まわりが自分たちの価

値観とかで決めつけてやらせないような人たちが多いと、社会として発展しないと思うんですね。

だから、思い切って「お前やってみたらいいじゃないか」と。もしかしたら自分もリスクを負うこと

になるかもしれないけど「そのリスクの幾分かは自分も引き受けるよ」というふうに、そのリスクを取

れるような、踏み込めるような人たちが多くなる。そのために自分自身の恐れを乗りこえるということ

が少なくとも社会を生きやすくするために必要なんじゃないかと。課題は私たちの中にあると思います。

米山：

それでは最後になりますけれども、会場の皆様からお二人ほど、ご質問はございますでしょうか？

質問者（男性）

仕事で雇用労働に関わっている者です。1963年に「吉展ちゃん事件」という子どもの誘拐事件があ
ったんですが、この犯人が逮捕されるまでを描いたドラマを 4年くらい前に見たんですね。その中で、
当時の労働組合がメーデーの時に集まって「吉展ちゃんを生きて帰すんだ」というシュプレヒコールを

しているんです。おそらく今の世の中で、組合が旗を掲げてそういう主張をするなんてことはないです

よね。かつては、そういった社会の隅で起こるようなことも、組合が自分たちと関わりのある問題だと

いう意識で運動をやってたと思うんですよ。今は、政治でも大学の先生方の世界でもみんなそうなんで

すけれども、各論だらけですよね。『どういう社会をつくったらいいか』という総論の話を徹底して話

し合われることがない。そんな社会になりました。

私は今日フォーラムで、壇上にご登壇された方々は本当に頭の下がる素晴らしい活動をされていると

思うんですけども、世の中に各論がどんどん乱立ばかりしていても、肝心の社会、世の中がどうなるの

かがさっぱりわからない。特定秘密保護法ができたり、国家安全保障会議ができたりする状況の一方で、

民間でこういう社会活動が乱立しているばかりでいいのかと疑問を持つんですね。労働組合などは組織
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率が低下して、今 18％を切ってるんでしょうかね。私はやはり、労働組合の方々とも接点を持たれたら
いいんじゃないかと思うんです。組合の人たちにもまず我が身の問題としていろんな問題を捉え直して

いただいて「もう一度、色々な人が手を携えて社会づくりをやっていかないとえらいことになるんじゃ

ないか」と。ロートルの私としてはそんな懸念を感じ、また希望を持たせていただきました。

湯浅：

労働組合との連携の話だったと思います。おっしゃることはとても重要なことだと思います。連合と

いう一番大きなナショナルセンターはそれでも 670万会員がおりますから、とても大きな組織であるこ
とは間違いないですよね。その次の全労連という組織は、100万人くらいの組織です。まあいろいろ言
われているし、どちらかというと厳しめの評価を聞くことも多いですけれど、大きな社会的なアクター

であることは間違いないと思います。ですからそこの人にも、問題を理解してもらって、この問題に取

り組んでってもらう、あるいは協力してもらうというのが大事だというのはおっしゃるとおりです。

私、そこそこのおつきあいがあってある程度は変わってきているとも思ってるんです。この生活困窮

者の自立支援法が下敷きの話になっていますけれど、その前のモデル事業はパーソナルサポートという

もので、私が内閣参与のときに作った事業です。労働者福祉協議会という連合などが入った労働者系の

団体の人たちが、いくつかその事業を受託したりしています。そうした問題についてコミットしていか

なきゃならないという問題意識はある程度は広がってきている。もちろん、それが全員の合意になって

いるか、みんなが一丸となってその輪に立っているかというと、社会がそうなってないのと同じように

労働組合もそうなってない。だけどそれは積み上げ、積み重ねの世界だろうと思うので、私自身は「少

しずつ入って浸透してきているな」という手応えの実感は持っていました。

質問者（女性）

秋田県の菊地様にお伺いしたいんですけど、ひきこもりや問題を持っている人たちが動き出すことは

すごく勇気やパワーが必要で、なかなか動き出せません。そういう時に誰かが声をかけ、見つけ出して

くれるのはすごく嬉しいことだと思うんです。町を細かく当たって、引きこもりの方々を見つけ出した

と伺いましたが、一体どういう方法で見つけて就労へと結びつけていったのかを教えてください。

菊地：

家に行きました。「お宅の息子さんとお話をさせてください」と直接行くんですが、その前に地域の

方々から沢山の情報とかもありましたし、社協ですので地域の色々な会議の中で「藤里町社協で今度こ

ういう事業をはじめます」と『こみっと』のパンフレットをまいて歩きました。すると「実は親戚の子

が」とか「隣の家に気になる人がいる」という情報が集まりました。ちょっと怖かったですけれど、一

軒一軒歩いて、「どうですか？」と。小さい町ですので、情報があったところにはすべて行きました。

米山：

拙い進行でしたけれども、今日来ていただいた皆様方が一歩前進できることを祈っております。フー

ドファーム実行委員会の小島さんが「農業は最後のセーフティネット」とおっしゃっておりましたが、

是非皆様方も、フードバンク事業を初めとする就労事業などにお力添えをいただければと思いまして、

パネルディスカッションを閉めさせていただきます。ありがとうございました。
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よりよく生きるための勉強会 分科会１『行政との協力について』（参加 7名）
NPO法人フードバンク山梨理事長 米山けい子さん

Q：フードバンクと就労者はどういう関係？
A：農業支援とこころのケア。スタッフとしての人も 2人ほどいる。
Q：フードバンクファームの活動はどういうもの？
A：ボランティアなので、お金は渡さないが食料を渡す。活動時間は 9：30～15：30（昼食あり）。終了
後は振り返りをする。冬場の作業は球根植え、ハウス作り、綿花のつみ取りなど。行政や支援団体か

ら紹介されて来る場合が多い。メリットは仲間との交流があること。他の誰かのために何かをできる、

究極の支援。お金が欲しい人は中間的就労として別の農場へグループ派遣している。7時間で 4600
円くらいの収入。これはファームに来ている人の中から行けそうな人に声をかけている。

Q：フードバンクに食品が大量に寄付された場合、配れないのでは？
A：介護などの施設に連絡したり……配りきれなかったことはない。病院は防災品の備蓄が義務付けら
れているし、小売業でも消費期限前に入れ替えをするので、食品寄贈は多い。

Q：調理できない人には？
A：レシピも一緒に送る。食品の他に月一で通信を送り、連絡やメッセージにしている。
Q：スタッフの給料は？
A：行政から（絆再生事業）。個人宅への宅配にかかる経費も同じ。あと、ボランティア登録をしている
方が 30～40人いる。うち常連のボランティアは 10人くらい。活動が平日なので人数は少ない。

Q：困窮度は分かるか？
A：アンケートで年収などを聞くので分かる。またヒアリングで自宅に行ったり会ったりしているので。
→信頼関係があるからできる。

Q：潜在している人をどうやって見つける？
A：役所や連携団体、民生委員からの情報提供で。
Q：食品の管理について
A：事故処理の対応マニュアルはあるが、事故は一度もない。「転売しない」など、相手へ約束事を渡し
ている。アレルギー等は申請の際に書いてもらう。生鮮食品は送らず、調理したものは渡さない。

Q：食料支援の期間は？
A：自立してもらうことを目標とするため基本的には期間は 3ヶ月。その後、延長かどうか決めるが判
断は自分たちではせず、客観的な視点を入れている。高齢者は期間が長くなる傾向。

Q：課題は？
A：人と人との関係。行政とは話し合いで、徐々にいい関係になった。担当者がすぐ変わるのが難点。
行政は窓口をたくさん持っているので、広域の情報が見える。本来は行政の前に、市民をまず変える。

マスコミでの広報も活用したい。

Q：その他の団体との連携は？
A：全労済から病院などの防災品の提供をしてもらっているのと、農協に『きずな BOX』の設置をして
いる。米などの提供は今のところない。

フードバンクは全国 40ヶ所くらいあり、行政と連携しているのは山梨くらい。現在、食品ロスの
削減と生活困窮者支援という 2つの観点から国に対して提言をしている。
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よりよく生きるための勉強会 分科会 2『若者の就労支援における特徴』（参加 10名）
一般社団法人栃木県若年者支援機構理事長 中野謙作さん

Q：『しごとや』に登録されている方の数は？
A：現在 60人。メインで動けるのは 20人だが、9割が就労する。みちの駅等を運営している会社や自
動車運送会社での中間就労に取り組んでいる。

Q：うちの団体でも、町内の方々から依頼をもらって派遣をする形の取り組みをしたいが登録者数が足
りない。人がいなくて行けなくなった場合はなどはどのようにしているのか？

A ：企業からいただいた仕事は最低限行わなければならないので、その場合、ジョブトレーナーが行う。
ある程度の数のスタッフを確保しないと最低限の仕事を行えない。同時に、登録者の適正を考えて仕

事を提案するので、ある程度、仕事の量がないと難しい。その調整は電話で行う。

Q：一般就労までの段階的な仕事を作ってあげたい。次のステップをつくりだす事例について教えてい
ただきたい

A ：ロマンチック村の事例がある。初めは草かりの委託だったが、社会的貢献の観点から社長が理解を
示してくれ、年間 400万円の収入の仕事となった。企業側のインセンティブメリットをいかに作り出
すかがポイント。「中間就労への協力は社会的評価につながる」と経営者に理解してもらわなければ

ならない。登録者は中間就労を 3ヶ月取り組み、適正等の判断がつけばアルバイトに。それから半年～
1年で正規雇用となった。

Q：最初の企業とのつながりは？
A ：知り合いの社長に頼んで職場体験からはじめ、その後は信頼できる社長から紹介された会社に広げ
ていった。当初は倫理法人会加盟の企業が理解を示してくれていた。

Q：どのような人材を集めているのか？
A ：就労支援、若者の支援をしたいという人で、ジョブトレーナーに特別の資格があるわけではない。
指導型のジョブトレーナーが多いと思うが、指導ではなくて、寄り添うことが必要だと思う。マンツ

ーマン係、苦情係、本人たちの聞き役がいることがうまくいく。今後、ジョブトレーナーの養成講座

を行う予定。

Q：中間就労で満足してしまう若者はいませんか？
A ：行き方のモデルに「一般就労をする」ということがない若者はそう。親の年金に頼った生活をして
いて、親が亡くなり、預貯金がなくなると「生活保護へ」ということになったりする。そういう流れ

を、早い段階で食い止めたい。生活困窮者支援事業がその突破口になるかもしれない。彼らは複合的

な問題を抱えている場合が多い。その解決のためには、地域行政や民間団体との連携は不可欠だと思

う。例えば「多重債務の問題なら社協と連携する」といったように。

Q：「自立する」というのはどういう状態を言うのだと思いますか？
A：SOSを自分で出せることだと思う。それが出来るようになるためには、人とのつながりをつくるこ

とが不可欠。支援される人たちにそういうことを言うからには、自分たちもつながりを大切にしなくて

はならない。支援する側が見本をみせなければ。

薬物依存症の子どもとの経験から「家族以外の第三者が関われば変われる」と感じ、若者の居場所

造りから就労支援へと活動を発展させてきた。現在は『しごとや』での就労支援を行いながら、中

間的就労マニュアル（栃木モデル）の作成に関わっている。



- 27 -

よりよく生きるための勉強会 分科会3『長期就労していない人たちを対象とした就労支援』（参加8名）
秋田県藤里町社会福祉協議会事務局次長 菊地孝子さん

Q：ひきこもりの対策をしようと社協が考えたのはなぜ？
A：最初は老人に対する対応だったが、そのうちにその家庭の息子や孫がひきこもっている現状に気付
いた。相談事業を始めると同時に、居場所の設置、そば打ちの事業を実施。軌道に乗った後、映写会

などのサークル活動も。難儀な仕事のほうがやりがいを感じ、続けて来てくれるようだ。

Q：精神障がいを持っている人、または、30～40代の方などをつなげるのは難しいのではないか？
A：年齢は概ね 55歳まで。それ以上はシルバーバンクに登録。ただし、就労支援などは同じように対応。
精神障がいなども同じ。通院している方には同行し、医師と相談しながら対応。

Q：自殺念慮 新型引きこもりの方がいる。親もなかなか連絡が取れない。それでも訪問するのか。

A：行く。先入観を持たずに、印刷物などの配布をする。「二度と来るな」と言われても「情報だけでも
入れさせてください」とお願いし配布する。話の内容を子どもは聞いているので、玄関先で、親と長々

と話すのは控えるようにしている。ひきこもっている人も、接するとごく普通の人のことが多い。ひ

きこもりの方で生活費に困っている方もいる。お金に結びつく活動には興味を持ってくれる。働いて

いるうちに少しずつ、賃金をもらうことに興味を持ち始めて、毎日のように通所してくるようになっ

た人には就職を勧めている。

Q：『くまげら館（自立支援宿泊所）』の宿泊は何年？
A：2年。宿泊しながら、近所のスーパーで働いている人もいる。
（「自炊訓練も行っているようだが非常に重要。特に男性は基本的な調理ができず困っている方もいる。

経済的な理由からも、自炊できることが大切」という感想が出る）

Q：就労支援の予算確保は？
A：手帳を持っていない方には「光を注ぐ交付金」を使った助成金が出ている。その他に事業の収益。
先駆的事業の募集には応募するが、助成金は既定の事業目的に完全に合致しないと却下されることが

多い。

Q：循環型のフードバンクが岩手でもできつつある。藤里町でもできるのではないか。
A：農地は余っているので、活かし方を考えたい。
Q：藤里町から学ぶことは地域福祉。社協がこれだけ頑張っているところは知らない。
A：地域のことは社協がきめ細かくできる。地域は社協、外部の就労に結びつけるのは、広域的な情報
を持っている団体などが対応するとよりよくなると思う。どうしても引きこもりが注目されがちだが、

高齢者の問題、少子化など、まだまだ力を入れなければならない分野がたくさんある。藤里町社協が

老人クラブやボランティアの事務局を引き受けているのは、住民のニーズをきめ細かく引き出すため。

-------その後、フリートークで下記の様な意見が交わされた。

・ 就労した人の割合を求められると、就労の可能性の高い人が中心になり、本当に支援が必要な人を

落としてしまう現象があったりする。

・ 補助金などはもっと柔軟に対応できるものにしてほしい。

・ やっとの思いでハローワークに行っても、杓子定規な対応をされ、行きたくないと訴える人もいた。

地域情報を基に戸別訪問をするという方法でひきこもりの支援を始め、全国的な注目を集めた。「ニ

ーズは就労にある」と感じ、事業所『こみっと』を開設。地域と連携した事業展開を行っている。
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よりよく生きるための勉強会 分科会 4『民間企業とどう連携をとっていくか』（参加 6名）
特定非営利法人いわてパノラマ福祉館理事長 高舘美保子さん

Q：企業に協力をお願いする上で考えていることは何ですか？
A：大小にこだわらないこと。少人数の企業も雇用を考えているし、地域と密着していて、まわりがよ
く見えている。また、日常の細かいことも教えてくれる。きっかけをつくれば地域の人達はわかってく

れて、思っていたよりも隔たりがなかった。

Q：少子化が進んでいるのに、支援学校を利用する子どもが増えてきているのはなぜ？
A：世の中が神経質になって、ちょっとした違いを障がいと見る傾向が強くなってきたのかも。
Q：障がい者の就労は難しいイメージがあるが……
A：企業の社会貢献の意識は年々高くなっている。障がい者とひとくくりに考えるのではなく、一人ひ
とりを見て頂けるように様々なところに営業をかけていけば、わかってくれる企業が多い。また、視

点を変えると新たな仕事が見つかることもある。

Q：『視点を変える』とは？
A：自閉症の方がある大手アパレルの会社に入社した。その方は決まったところに決まった数を並べる
ことにこだわりを持っていて、棚には常に商品がそろっている状態だった。そのほかの特性としては

正面に向き合わないと自分に話しかけられていると認識が出来ないため、スタッフがきちんと正面か

ら話を伝えることを心掛けたら、スタッフ同士も向き合って話すようになり、それが来店者に好感を

持たれ、結果として売り上げに反映した。つまり「特性を知ると我が社の宝になる」ということ。私

たちは企業にメリットをきちんと伝えていけばよい。

Q：離職率はどのくらい？
A：就労支援を始めてから、今のところ 1人だけ。転職をした人はいるが、働くことをやめた人はいな
い。働き始めてからも支援は必要で、平成 19年から、話せる場としての『いこいの場』をつくった。

Q：パノラマはスタッフも利用者も魅力的ですよね。
A：スタッフは利用者を障がい者として見ていない。特徴や個性の 1つとして見ている。スタッフにも
障がいを持っている方がいるが、とても元気に明るく働いてもらっている。企業に障害者雇用をお願

いしながら自分のところでは……というのではなく、本人の特性と工夫と新しい視点があれば働ける

という、一つのモデルとして伝えていくことも大事なことだと思っている。

Q：その他、支援する際に大切なことは何ですか？
A：「こういう仕事はどう？」とは聞かずに「どのような人生を歩んでいきたい？」という話から入り、
就労の形を探していく。就職はゴールではなく人生の一部だから。スタッフが先導しちゃダメ。自分

で発見することにより、成長する。「助けてください」と言える人になることが大切だと思う。

Q：今後はどういう展開を考えていますか？
A：障がい者の就労支援から始めて、今は『ちょっと生きづらい感覚を持っている若者』の就労支援の
事業も行っている。そしてこれからは『病気を抱える人』についての就労支援を考えている。ガンな

どの病気にかかれば、たとえ働きたくても離職しなければならなくなってしまう人も多い。その方た

ちの就労支援ができればと思っている。

「働くことは社会参加であり社会貢献である」という考えで、障がい者・若者の就労支援に取り組

む。インセンティブメリットを意識した活動により、地域での協力企業は 200社を超える。



- 29 -

よりよく生きるための勉強会 分科会 5『困難なケースを検討してみよう』（参加 6名）
特定非営利法人くらしのサポーターズ副理事長 吉田直美さん

【『あすくら』のサポートについて】

「相談者の心に寄り添いたい」という共感を示しながら、問題・課題を整理していく。それを踏ま

えて、解決の方策や可能性を示せるかが大事。待っていられない状況が多いため、解決策(案)を提案
し、自己決定を促す。

相談に来なくなってしまった人には定期的に（ひと月、3ヶ月、半年など）電話をして、そこで大
丈夫そうなら OKとする。不安定な相談者からは急な相談が入ることもあるが、必要があれば携帯電
話番号を教えている。

※ ここから吉田さんが関わってきた事例にふれる内容になる。その内容は、相談員の守秘義務を

遵守したものであったが、間違った推測等を防ぐため、この記録では更に婉曲した記載をさせ

ていただく。わかりづらい部分があるかもしれないが、ご容赦願いたい。

【ケース 1】食糧の支援について

経済状況を聴き取ることは必須。信頼感をベースに、個人の資産、収入状況、家計収支を聴き取る。

必要に応じて、食糧支援を実施する。ただし、生活保護受給者への食糧支援は、ケースワーカーに必

ず相談することが必要。

【ケース 2】生活保護を受けつつ借金を返していた

生活資金が払底し食糧を求めてきた。金銭管理能力をつけないといけないケース。ケースワーカー

の指導の下、事情に合わせて借金の整理を促す。また、必要に応じて日常生活自立支援事業(金銭管

理)の利用を検討することをケースワーカーと相談する。

【ケース 3】難しいケースの一例

相談者は暴行事件を繰り返し、複数回刑務所へ収監されている。アルコール依存だけではなく、色々

と依存的な性格で、懲罰を受けることを気にしていないし罪の意識が見られない。

拘留が解かれた後、身柄を引き取る人がおらず、相談室が担当することになった。直後、飲酒によ

る暴行を起こしてしまった。生活保護を申請し、住居の確保なども可能だが、就職できてもまた暴行

を繰り返す可能性が高い。

-----このケースで「信頼関係を築いて行くにはどうしたらよいか？そもそも、抱えきれるの
か？」を、全体でディスカッションした。

基本的には、更生保護施策による支援につなぐことが望ましいが、このような状況の人の支援は難し

い。ケースワーカーや医師、カウンセラーなど複合、重層型の支援体制をつくる必要がある。

障害がある人への対応は、生活保護など制度による支援だけでなく、本人の具体的なゴール感を確認

したい。「どうしたいか」ということを聞き出すことは重要。そして「今のままでは生活できないよな。

そこからどうしたらいいか」という考え方をしてもらうような提案ができればよい。

岩手県内初のパーソナルサポートサービス事業を立ち上げた後、被災地でのパーソナルサポートに

取り組む。『くらし・お金・困りごと何でも相談 あすからのくらし相談室・宮古』を運営。



一般社団法人 ＳＡＶＥ ＩＷＡＴＥ

〒020-0023

　岩手県盛岡市内丸 3-46 盛岡市役所内丸分庁舎 1階

電話：019-654-3523　 FAX：019-654-3524

E-mail： sviwate＠gmail.com

※ フードファーム・フードバンクへのお問い合わせは阿部知幸、伊勢志穂までお願いいたします。


