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お待たせいたしました。ただいまから国際ボ

上田

今、ご紹介いただきました上田でございま

ランティア学会第 13 回大会特別公開シンポジウム

す。本日は、国際ボランティア学会の特別公開シン

「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」を

ポジウムということで、本学 BKC キャンパスにお

始めさせていただきます。国際ボランティア学会

集まりいただきまして、どうもありがとうございま

は、阪神・淡路大震災のあとを受けて、1998 年に

す。特に今回、ご出席いただいた辻元先生、あるい

設立されました。そのとき、日本の社会にボラン

は戸羽市長、特にお礼を申し上げたいと思います。

ティアに関する理解と関心が広まり、従来の専門の

昨年の大震災、津波被害、それから原発の事故

学問領域を越えて、学際的な視点で国際的な協働を

といった巨大な被災状況の前に、大学として何が

実現しつつ、複合的・総合的な学会を目指していき

できるかということは常に考え続けているわけで

たいということで設立されました。

すが、立命館大学といたしましても、最初に関係

2011 年 3 月 11 日、東日本大震災が起きました。そ

する学生諸君、現地東北三県から 270 人ほどの学

れから約１年近い歳月がたちました。この「震災・ボ

生が本学にまいっておりますものですから、そう

ランティア・コミュニティデザイン」という公開シン

いった学生諸君の安否の確認からすぐに始めまし

ポジウムの中で、私たちに何ができたのか、できなかっ

た。それから被災状況がだんだん明らかになってく

たのか。そして、これから何をしなければいけないの

るにしたがって、大学として持っている力をこれ

か。皆さん方と議論を深めていきたいと思います。

に役立てようということで、学生諸君にボランティ

まず、開会に先立ちまして、この東日本大震災で

アとして現地に行ってもらう。教職員も派遣する。

被災された方、亡くなられた方、そして今もまた被

そして、何よりも大学として持っている力というの

災地で頑張っている方、すべてのことを思いつつ、

は、本来は教育と研究にあるわけですから、教育・

特に亡くなられた方に対して哀悼の意を表して黙

研究活動の上で、大学として何ができるのかといっ

とうをしたいと思います。

たことを議論する中で、大学といたしましては、教

（黙とう）

職員の中から、特に教員のほうからは研究プロジェ
クトを出してもらう。それから、職員のほうからは

開会に先立ちまして、学校法人立命館総長特別補

さまざまに地域の再生に向けた、我々としての協力

佐、上田寛様より一言ごあいさつをいただきたいと

するプログラムをうたってもらう。そういったこと

思います。

に使うために、大学として１億円ほどの予算を立て
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て、全学から公募した研究課題を何十本か現在走ら

でつくった団体の理事をしております。3 が、Civic

せてやっております。

Force（シビックフォース）という、国内の大規模

学生諸君も非常に遠いのですけれども、しかし、

災害の際に調整のハブとして機能するために設計

そういった距離をものともせずに、自ら手を挙げ

された団体の代表理事も兼ねております。今日は、

て継続的に参加してもらっている。現在までに 300

ピースウィンズと Civic Force の活動の話を中心に

名ほどですかね。すでに継続的に行っております。

しながら、本当に議論する価値があることとして、

そういった形で、大学としては、さまざまにや

経済界、つまりビジネスセクターを今後の大規模災

れることをやろうということで取り組みを進めて

害の支援にどう取り込んでいくかを考えたい。日本

おりますが、何といっても現地で頑張っておられ

のリソースの多くがやはりビジネスセクターに集

る陸前高田の方々、あるいは東北の被災地の方々、

中しておりますので、大規模災害のときに、どう企

その努力、そのさまざまな日常の営みが一番大事で

業の皆さんにリソースを的確に投射していただく

ありまして、これに対して我々として何ができるの

かというのが、非常に重要だと思います。

かということを、常に考えていきたいと思っており

残念ながら、大規模災害の際に横断的にビジネス

ます。そういった意味において、今回のシンポジウ

セクターを巻き込んでいくような仕組みというの

ムでいろいろご議論いただいたことについて、我々

が、まだきちんと設計されておりませんので、今日

としても学ばせていただいて、今後とも継続してで

はその最初の議論の種になればいいと思います。

きることをさまざまにやっていきたいと考えてお

すみません、英語になっていますけれども、ピー

る次第です。本日のシンポジウムの成功をお祈りい

スウィンズは 1996 年に設立した団体です。紛争地

たします。

帯で活動を始めまして、小学校の基礎をつくろうと
して掘ったら多数遺体が出てきたり、これは少し血

中村

上田様、ありがとうございました。それで

なまぐさい写真ですが、一般の方が銃撃で負傷され

は、早速シンポジウムに入りたいと思います。実は、

たのをランドクルーザー等で拾って、もしくは、地

初めはシンポジストだったのですが、大西さんたっ

雷で触雷した人を拾って病院に届けるということ

ての希望で、私がコーディネーターのほうに移りま

が、よくありました。

した。コーディネーターをしています大阪大学大学
院の中村安秀です。

右上の写真は、ぼろいランドローバーに乗った
ゲリラ兵みたいな人たちです。これは私どもの事

早速ですが大西さん、よろしくお願いします。

務所を訪問された方々で、２件隣に火を付けて略

ピースウィンズ・ジャパン代表理事、学会の理事で

奪して、うちにも略奪に来たんですけれども、た

もあります。

またま覚えていたクルド語で丁重に退去願ったと
きに撮った写真です。そういった紛争地帯が主だっ

今日はすみません、コーディネーターのはず

たのですけれども、実は 99 年にコソボの難民が

がシンポジストになっておりますが、言いたいこと

100 万人以上出る状態に臨みます。当時、日本政府

だけは言って帰ります。よろしくお願いします。

は ODA 世界一というふうに喧伝していたのですが、

大西

今日はいろいろな方々がいらっしゃいますが、

残念ながら、日本の NGO はおろか、世界の NGO

冒頭、現場の写真を出させていただいて、イメー

に対しても資金とかリソースの提供をするスキー

ジをつかんでいただきたいと思います。それから、

ムがございませんでした。

NGO がどんな活動をしてきたかということを長々

それで、寄付というものは非常に集まりが遅いも

と宣伝する気は全然ないのですが、この 15 年ぐら

のでして、２カ月ぐらいたたないとある程度まと

いにわたる日本の NGO の活動を、我々を中心とし

まった額が集まらない。当時、まだ NPO というも

まして、少しだけご説明いたします。

のができてすぐでしたし、税の優遇措置等もござい

現在、私は 3 つの団体と関わっております。1 つ

ませんでしたので、非常に苦戦しました。その中で

がピースウィンズ・ジャパンという今日ご紹介に

手を差し伸べていただいたのが、神戸市です。仮設

あずかりました NGO です。もう一つは、ジャパ

住宅がコンテナ埠頭に野積みになったままである

ン・プラットフォームという経済界と政府と NGO

と。これを供与しても構わないというお話をいただ
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きました。それで、この 501 戸の仮設を神戸からコ

ドキドキだったのですが、当時、はやりだしたカー

ンテナ船で船積みをして、コソボに冬が来る前に

ド型のカメラを持っていって、カメラではないとタ

持っていったというのが、唯一できたようなことで

リバンの入管で言い張って、無理やり入れて、撮っ

ありました。

た写真です。彼は、英語ができる唯一の士官だった

あとは、国連と契約をして、いろいろと支援をし

のですが、インテリだったので、写真がないと日本

たのですが、残念ながら ODA 世界一と喧伝してい

の中でどうやってキャンプの状況を説明していい

る国から来た NGO としては、焼け石に水程度の作

か分からないと説明しました。自分は許可できな

業しかできず、非常に残念な思いにひたったことが

いけれども、自分が見ていないところで撮るのだっ

ありました。

たら関係ないと言われたので、「じゃあ、あっち向

それを元に、日本はリソースがない国ではないの
で、どうしたら NGO にリソースが集まるかという

いておいて」ということで、あっちを向いていると
きに撮った写真です。

ことを考えました。そして、日本政府とビジネスコ

これが、先ほどのキャンプにテントを届けたあと

ミュニティ、これは経団連中心ですが、当時はまだ

の写真です。ジャパン・プラットフォームというも

10 年前でしたので、経団連も社会的な活動に力を

のができたおかげで、ピースウィンズ・ジャパン

注ぐというふうに明言された会長もおられたので、

が 6000 近くのテントを配給し、食糧を出し、メディ

少し NGO としては authentic だと思いましたが、経

カルの活動その他、ほとんどすべてのベーシック・

団連にも参加していただき、外務省にも参加してい

ヒューマン・ニーズ（Basic Human Needs）に対応

ただき、あとは自治体の県レベルの方々、それから

した活動ができるようになりました。これは、1 つ

アカデミック・ソサエティ、私的な財団等に参加し

の NGO 単独では間違いなく不可能だった話です。

ていただいて、今、35 の NGO が集ってジャパン・
プラットフォームというものができています。

あと 5 分で終わりますが、国内の地震の話です。
中越地震から実は国内での災害対応が始まりまし

もともとは国際協力を当然舞台に考えていたの

た。新しい公共円卓会議という鳩山政権の委員会に

でしたけれども、私が代表理事の最後の任期のとき

入れていただいて、私がそこで提案したのは、大

に、少し反対はありましたが、国内の大規模災害に

規模な災害時にビジネスセクターの力をお借りし、

も対応するということを、定款に盛り込みました。

シビルセクターがコーディネーター役を果たして、

かなりどさくさの技ではありましたけれども、実は

何か動く仕組みがつくれないかということです。総

国際協力に従事する人々は、国内は関係ないと思い

理大臣は非常に前向きだったのですが、残念ながら

がちでしたので、6、7 年前の話ですが、国内の大

政権が替わってから、この委員会は１回しか開かれ

規模災害でも同じような状況になり得ると想定し

ずに終わってしまいました。終わってしまったので

まして、あえてここで定款を変更して、その後ジャ

すが、政府がやらないからといって放り投げたので

パン・プラットフォームとしても大規模災害につい

は、市民社会の価値はなくなります。自分たちで公

て少しずつ準備をすることになります。

益社団法人をつくって、300 以上の企業の方々と協

これで国際的な話はやめますが、アフガニスタン

力関係を結びました。東日本大震災が起こる前で

に 2001 年から、実は 9.11 の前から入っておりまし

す。それで、NPO、NGO、中央政府などとも、い

た。こういった国連や国際 NGO もタリバンが嫌っ

ろいろと話を始めておりました。

たせいで入れないというキャンプがたくさんあり

3.11 が起こり、我々は石巻にヘリで行ったのです

ました。国際水準で見ても、極めて衛生環境等が悪

が、バックロードがつながっていることを確認しま

いキャンプ等が存在しましたので、こういったと

したので、もう少し被害が大きいであろう南三陸、

ころを回ってケアするということで、タリバン政

気仙沼、陸前高田、大船渡を支援地として選び、展

府と交渉して話をまとめまして、9.11 の前に活動が

開を次の日から始めました。ヘリは事業会社とあら

始まりました。左側にいるのはタリバンの高級士官

かじめ提携していて、３機使いました。燃料等も東

です。実は当時、カメラもビデオも禁止されていま

海地震を想定して準備していましたので、１カ月間

した。もちろん音楽もです。カメラを持っている

飛ぶことが可能になりました。

と、12 回むち打ち刑と決まっていたのでハラハラ

さらに、引っ越し会社等も協力をしてくれて、毎日
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10 台以上の 4 トントラックで上記の 4 つの地域に

ことになりました。ロジ能力を超えた前方展開をす

3 日目、4 日目ぐらいからいろいろな物資を提供す

ると、当然、部隊の糧食にも事欠くありさまになり

ることになります。その他、瀬戸内海の自治体が

ます。結果、被災民の食糧も輸送しなければならな

持っていたフェリーを回航して、気仙沼の大島と気

かった部隊が、自分の糧食もなくなるという羽目に

仙沼市を結ぶ作業に、3 月末まで従事しています。

なって、1 日 1 食が補給できない部隊も最初の 1 週

ソフトでは宮崎駿監督率いるジブリの協力も受

間は出ました。海上自衛隊は海上自衛隊で、北海道

けました。避難所を回りながらジブリ映画を上映し

から部隊を全然搬送できないとか、実は表に出てい

ましたし、公開前だった『コクリコ坂から』の試写

ない問題がたくさんありました。これを早急にもう

会も開かせていただきました。

一度洗い出し、政府としても民間としても教訓を生

救援物資の配布では、4 トンや 10 トンのトラッ
クをほぼ毎日、被災地に送りました。引っ越し屋さ

かさないと、次の大規模災害に似たような失態を犯
す可能性が非常に高いと思います。

んは地震が起こると暇になるので、最初の 1 週間

最後ですけれども、今回、僕らも苦労したのは、

は無償で、2 週目から有償でということで前向きに

辻元さんにあとでお話しいただけると思いますが、

やっていただきました。燃料が足りなかったので、

中央政府と県と基礎自治体の三重構造で、基本的に

いろいろ手配をして何とか成り立った次第です。

基礎自治体の方が非常に苦労されている中で、県が

最後にここだけです。国交省は大手の西濃やクロネ

ブロッカーになることがありました。なおかつ中央

コなどの大型のトラックを押さえていたのですけ

政府もバラバラになっていたので、話を持っていっ

れども、そのために我々が使えるトラックがなくな

ても通じないとか、動かないとかいろいろありまし

りました。国交省が押さえたトラックは、燃料が供

た。この辺は辻元さんに真実を吐露いただければと

給されなかったので、まともに動きませんでした。

いうふうに思います。

さらに、緊急時には調達したところから被災地ま

アジアに関して最後ですが、ほとんどの大規模災

で直接入れるということが国際的には基本ですが、

害はアジアに集中しております。日本も被災地に

残念ながら仙台の北部にハブをつくられて、そこで

なって被援助国になることも十分考えられます。す

中継をしたことによって、4 トン車、2 トン車が全

でに一回、東日本大震災で起こっておりますので。

く手配されていませんでしたので、最初の 2 週間、

今、我々としてやろうと思っているのは、韓国、そ

物資がすべてそこで滞りました。

れからフィリピン、インドネシア、ASEAN ですね。

その次は経産省です。燃料の供給が主な役割だっ

それらの国々のＮＧＯやビジネスセクターを入れ

たのですが、最初の 4 週間は全く燃料を供給できま

た上でのネットワークをつくって、プラットフォー

せんでした。

ム的なものを国際機関化できないかと。各国外務省

内閣府です。これは、辻元さんが来られる前の話

に働きかけて、非常にいい反応を得ております。明

もあったり、来られてからも辻元さんはすごく頑

日も ASEAN の事務局に行きまして、具体的な交渉

張っておられたのですけれども、僕が今いっている

をする予定です。

のは辻元さん以外の人の話です。内閣府では、4 週

こういった動きをしながら、要は最後にいいたい

間目にようやく物資の調達班が立ち上がりました。

のは、シビックセクターというか、市民社会的な

しかし、全く物資、食糧等が足りませんでした。自

組織というのは、まだ日本ではいまいちですけれ

衛隊も含めて 4 週間、糧食 1 日 1 食ということが続

ども、コーディネーター的な役割であればリーダー

いた地域がたくさんありました。6 週間目にようや

シップはとれるかもしれません。さらに、ビジネ

くワークしだしましたが、買い付けの素人ばかりを

スセクターとの覚書等に基づいてコンティンジェ

集めたので、結局 2 カ月たってもまともに動いてい

ンシープランを事前につくっておけば、たぶん 100

なかったというのが実態です。

万人以上の被災民が出るような災害でも、かなりの

あとは防衛省です。自衛隊は非常に現場では頑
張っていたのですが、最初は 4 万人少々の前方展開

リソースを投入することができるのではないかと
いうふうに考えています。

が想定されていたのに、総理大臣の 10 万人という

政府はやはり、政府の中だけで考えようとするの

発言によって、陸自だけでも 8 万人が前方展開する

ですけれども、日本の場合、政府よりもやはりビジ
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ネスセクターのほうにリソースが集中しているの

これは、もう 5 月になりますけれども、東松島

で、ぜひその柔軟な活用をお願いして終わりたいと

に行ったときの写真です。今日集まっていらっしゃ

思います。

る皆さんは、もちろんほとんど被災地に行かれてい
る方だと思いますが、なかなか被災地で実は写真を

荒井

今日は東京からまいりまして、普段は東京で

撮るという行為、しかも、自分が正面を向いて写真

働いております。こちらに書いてありますようにソ

を撮るということは非常に難しいです。ご承知の

フトバンクにいて、そこで社員として働いていま

方は多いと思いますが、普通は写真はにっこり笑っ

すが、3 月 22 日になりますけれども、社長の孫と、

て撮るものだと思いますし、そういった形で写真

福島県の佐藤知事にどうしても孫が会いに行きた

を残すものだと思いますけれども、このとき、どん

いということで、そのミーティングをセットして、

な顔をして写真に写ればいいのか、すごく悩んだの

一番体が丈夫そうだった僕が、おまえが社長にくっ

を今でも覚えています。ただ、僕にとっては、この

ついていって、社長がどうしても福島に残ると言い

写真を見るたびにあのときの空気感とか、においと

だしたら引きはがして連れて帰ってこいと。また、

か、音などそういったものが思い起こされます。そ

仮に原発がさらにひどいことになったら、併せて飛

ういった意味で、やはりぜひその場に立つというこ

んで帰ってこいということを言われて、そこから縁

とは、大前提の原点なのだろうなというふうに思っ

で、当時まだ東北道は交通封鎖をしていましたけれ

ているので、多くの若い人たちにはぜひ現場に真っ

ども、緊急車両ということで行かせていただきまし

先に行ってほしいということを話をしています。

た。行きと帰りの 6 時間、ずっと孫と 2 人で、隣同

続いて自己紹介ですけれども、いろいろな呼び方

士で話しました。本当にこういうことになるという

があります。僕のリクルート時代からの大先輩であ

こと自体を想像したことがなかったよねというこ

る藤原和博さんなどは、これを「エネルギーカーブ」

とから、翌日朝に電話が来ました。先ほど大西さん

と呼んでいます。だいたいこれを一目見て、そこの

からお話があったこととも少しかぶるかもしれま

プラスとマイナスというのが左の Y 軸ですけれど

せんが、なかなか民間企業、事業会社としては、株

も、調子がいい、調子が悪いというふうに受け取っ

主の利益というものを追求していく中で、こういっ

てもらっていいと思います。X 軸、一番右は 37 で

た行動をどこまでやっていくかというのは非常に

すが、今、僕は 37 歳になっています。だいたいこ

難しいので、今回は自分で 100 億寄付をしたい。そ

ういう浮き沈みの中で今まで生きてきたというの

の配分についてぜひ考えてくれということだった

がお分かりいただけるのではないかと思います。

ものですから、約半分の 60 億を各県に寄付をする。

いくつかポイントだけ少しご紹介させていただ

いくつかの団体にも出していますが、残りの 40 億

きますと、小さいときにスリランカにいました。父

をさらに細かな NPO 等にしっかりと配分できるよ

がそのときに外交官だったものですからスリラン

うな組織をつくろうと。それをぜひやるのだった

カに行きまして、そこで今日、先ほどいただいて

ら、自分にやらせてほしいという形で手を挙げて今

いた資料を拝見して、何人かいらっしゃったよう

日に至っております。

に感じましたけれども、僕は小学校 1 年生から 3 年

そういう意味では、僕たちは始まったばかりの組

生ですが、非常に青年海外協力隊のお兄さん、お

織ですし、そんなにいろいろなことをやれたわけ

姉さんに遊んでいただいた覚えがすごくあります。

ではないのですが、今日はその中で民間企業の社

非常にすごくそれが印象深かったというのは幼少

員として、あとでまた申し上げますが、自分のバッ

期にあったかなと思っています。大学は早稲田に入

クグラウンドからして感じてきたことをぜひお話

りまして、早稲田に入る前から「YOSAKOI ソーラ

しさせていただき、今後の皆さんのこういったボラ

ン祭り」という北海道のお祭りをつくった人たちと

ンティアとか、そういった活動のなにがしか有益に

出会って、彼らにあこがれて一緒にお祭りをつくり

なればいいなと思っております。今日は学生さんも

たいと思ったのが、大学 1 年生のときからでした。

いらっしゃると伺っていましたので、いろいろなと

実はその大学 1 年生の冬に阪神・淡路大震災があり

ころで学生向けに話すときに最初に話すところか

まして、テストが終わってからすぐに灘に行ったの

ら始めます。

を覚えています。約 3 週間行って、3 週間終わった
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あとに灘の一緒にずっとやらせていただいていた

その後、いろいろありますが、ソフトバンクに 4

会長さんに「これで帰ります。荒井君、本当にあり

年前に入りまして、ずっといた中に、今回、冒頭お

がとう」と言われて帰ってきて、関西空港だったと

話し申し上げたような、今はこの財団の専務理事を

思いますけれども、飛行機に乗って、新聞を広げて

やらせていただいているという次第です。

離陸する直前ぐらいから、その新聞に出ていたその

時間もあまりあれなので、今日はいくつか、何点

写真を見て、約 2 時間半ずっと泣きっぱなしだった

か申し上げたいことがある中で、福島の現状、今、

んですよね。何かその写真を見た瞬間から、そうか、

いろいろな活動を財団ではやっているのですが、そ

自分は非日常を見に行ったけれども、あのおじさん

こはまたホームページ等を見ていただければ分か

たちは、あれが日常なんだな、ということのその差

るかと思います。孫から寄付してもらった 40 億を

にすごくびっくりして。キャビンアテンダントのお

使って、どうやって貢献するかということをやって

姉さんたちが 7、8 人「大丈夫？、大丈夫？」とい

いますけれども、その中で、やっぱり福島の問題と

うふうに言って来られました。やはり、そこの経験

いうのが一番難しくて、一番リソースを今、割いて

が非常に僕にとって強かったんだろうなというふ

います。僕も半分ぐらい今、福島にいます。

うに思っています。

先ほど辻元先生が皆さんにもお話しさせていた

3.22 に今回、孫と一緒に福島に行って、こういう
ことをやりたいなと思った直接的なきっかけも、や

だいたのですが、福島の問題というのは、僕はこ
のひとつの雑誌に象徴されていると思うんですね。

はり 17 年前のあのときに、何もできなかったので

『dip』という雑誌。フリーペーパーになります。福

はないかというのが、どこか心の中でずっとあった

島市内のローカルなフリーペーパーですので、福

のだなということを今、あらためて思っています。

島に行かなければ手には入らないのですが、33 歳

そのあと、YOSAKOI ソーラン祭りという、あま

の女性の編集長と 28 歳の女性で、ほとんどその 2

り細かくはご説明しませんが、北海道でやっている

人でつくっている雑誌です。若い女性の方が見た

お祭りを僕は日本全国に広げたいと思って、日本全

ら分かると思うのですが、本当にいい感性でつくっ

国を 1 人でずっと歩いて広げています。そのときに、

ていて、素晴らしい内容で福島の地元のお店を紹介

京都でいろいろな若い人たちに会って、その中で泉

したりしています。Vol.42、7 年間、その子たちが

君という立命館の学生の家にほとんどたむろしな

20 代の前半からやってきたのが 7 年間続いてきた

がら、そこを拠点にいろいろな活動を広げていく

わけですが、実は今回、この 2 月 10 日の発売をもっ

中、今日のこの会の実行委員長の「ぐっちい」こと

て、これで休刊となります。というのも、やはり 2

山口さんとも一緒に知り合って、いろいろ大学生時

人の女性が、この子たちは結婚はしていないんです

代のばかな遊びばかりやった記憶があります。そこ

ね。妊娠もしていません。ただ、ひょっとしたら、

の集まりは非常に優秀な集まりだったと思います。

いつか自分にそういう影響が出てくるのではない

泉君はそのあと今、辻元先生と同じく民主党の衆議

かというふうに思うと、やはり彼女たちは福島でこ

院議員の泉健太先生ですし、あとは一緒に同居して

れをやり続けることをあきらめざるを得なかった

いた村井君というのが、今、富山一区で衆議院議員を

わけですね。ただ、本当に 7 年間自分たちが愛した

やられている村井先生というふうになっています。

仕事を辞める。それはイコール休刊。休刊にならざ

そういった意味で、みんな実はこれ、きっかけ

るを得ないという決断を自分たちでとらなければ

はやはり阪神・淡路大震災にボランタリーで関わっ

いけない。僕らの財団も母と子みたいなことはずっ

たということがあるんですね。そのときには出会っ

とやってはきたのですけれども、そういう中で彼女

てはいないのですが、僕が YOSAKOI ソーランで

たちに出会いまして、実は今、福島で一番問題に

回って、まだ携帯も学生は持っていない時代です

なっているのは、こういう働いている結婚をして

けれども、もちろんインターネットもほとんど使っ

いない、子どもを生んでいない女性の人たち、20

ていない時代でしたが、95 年だったと思いますが、

代の前半から 30 代の中後半だと思いますけれども、

そういうときにつないでいったのが、みんな何かど

この層に今行政も、いろいろなところでもなかな

こかで、根底でつながっているのだなということを

か手が付けられていないのではないかと思います。

認識しています。

一人一人がすごく悩んでいると思いますので、もし
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「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」

もこういった学会を通じて、そういう人たちをどう

て、
「芋煮会」という名前を勝手に使いながら、今、

やってフォローするのが一番いいのかというのは、

月 1 回福島県の飯坂温泉という温泉地の旅館を貸

ぜひご研究いただけると僕らもすごくうれしいし、

し切って、雑魚寝しながらの合宿をやっています。

福島で多くの人たちが、福島市や郡山市でそれを望

県庁の職員も来てもらったり、メディアの人も来た

んでいると思います。

り、与野党の衆議院の人も来たりしながら、本当に

続いて、やっている中ですごく感じることが、た
ぶんご存じだと思うんですが、村上春樹さんがエル
サレム賞のスピーチで言った言葉ですね。卵と壁。

福島にとって何がいいのかという議論をする場を
つくっています。
先日、平野復興大臣にそんな話をしたら、やはり

特に本当に福島のことをやっていて思うことが多

そういうことこそが本当は必要なんだけれど、なか

いのですけれども、個人と組織の問題というもの

なか役所ではできないことだから、そこはうまく双

に、ものすごくぶつかります。僕も福島県の県庁の

方共に、その辺は君らがやってくれるとうれしいな

職員と本当に何度も怒鳴り合って大げんかをした

という話だったので、そこは遠慮なく今後もやらせ

んですね。それぞれもうほとんど今、昼に会うと何

ていただこうと思っております。

も会話が成立しない。特に去年の夏ぐらいは会話が

最後になりますけれども、実は今日、本当はこの

成立しませんでした。本来個人でできないことを、

あといろいろ懇親会などに出たかったのですが、今

チームをつくって、組織をつくってみんなで実現す

日はこのあと新潟の越後妻有というところに行き

るために組織は存在するはずだったと思うんです。

ます。ご承知の方もいるかもしれませんし、いらっ

ところが、いつの間にか、その組織を守るために個

しゃらないかもしれませんが、越後妻有、新潟の本

人が犠牲になっているということが、今、続いてき

当に奥深いところです。山あいの山間地ですが、こ

ているのではないかなと思います。世の中の成長が

こは 10 年前から「大地の芸術祭」という世界的な

大きく成長している時期で、多少犠牲を個人に強い

芸術家が来ては、こういういろいろ大きな、これは

てでもみんなが豊かになっていくというのであれ

非常に大きい、人間以上に大きいこういう芸術作品

ば、たぶん成立したのだと思うのですが、残念なが

が 300 カ所ぐらいあるんですね。

らこの 20 年、そういったことがない中で、今回の

実はここ、芸術祭は 3 年に 1 回始めて、2 回目と

ような被災が起きると、どうも組織を守るために個

3 回目の間だったと思いますけれども、中越地震が

人がすごく犠牲になっているのではないかなとい

起きました。本当にもともと限界集落みたいな、若

うふうに思っています。

い人というと 65 歳というようなところだったので

そういったところを変えなければいけないので

すけれども、そういうところの人たちが避難所で、

はないかなと。福島では福島県の職員ですとか、議

このままだと本当に自分たちの街が、街というか村

員であったり、もしくはお医者さんであったりとい

が、集落が駄目になるねと。やはり、そのときに、

う方々に昼間に会うと、それぞれの組織の立場で会

こういう世界的な人たちと一緒に何かやったほう

うとどこかから会話が成立しないので、今、僕らが

がいいのではないかということを始めているんで

一生懸命やっているのは、ごめんなさい、これはタ

すね。

イトルしか入れていないのですけれども、
「芋煮会」

たまたま僕も今回の震災以降に、本当に家族でプ

ということをやっています。ちょうど阿武隈川の

ライベートに行ったんですけれども、地元のおじい

橋を渡ったときに、ある福島大学の先生がぽつりと

ちゃん、おばあちゃんたちがものすごく元気なんで

「いや、本当だったら、いつもここでこの秋に芋煮

す。すごくびっくりして、本当に芸術作品、僕は芸

会をやっているのだけれども、今年は誰もやって

術については全く素人ですけれども、本物の人たち

いないよね」という話を言ったんですね。僕はずっ

がつくる芸術作品というものを介在して、地元の人

とお祭りなどをやってきていたので、僕には何か

たちがそこに触れ合いながら、外から来る人たちと

芋煮会をやっている風景が見えてしまったんです。

のコミュニケーションのハブになっているような

やはりそうやって、まだまだ誰も見たことのない

気がしています。今日もそこに行っていろいろと打

放射線というものにみんなが苦しんでいますけれ

ち合わせをするのですが、実はぜひ、今回の被災地

ども、ぜひそれをいつかみんなでやりたいなと思っ

で、特に津波で被害に遭った被災地で、これから街
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づくりをやっていこうという方々の、特にリーダー

方が犠牲になっております。また、全体の世帯数が

の方には、ぜひひとつの成功モデルとして、ここは

8,000 ちょっとであったわけですが、4,200 世帯くら

見ていただきたいなとすごく強く思っています。も

いがもう消えております。したがいまして、もう街、

ちろん、すべてのところがアートを使ったこれから

中心街につきましては、あるいは市街地と呼ばれる

の復興ということはないと思いますけれども、これ

ところにつきましては、まさに全壊ということでご

はひとつ、中越地震という経験から、特にこういう

ざいまして、映画で見るようなそんな光景が今でも

すごい田舎なんですけれども、そこで成功したモデ

そのままになっているということでございます。

ルだというふうに思っています。
本当に終わり際ですが、先ほどお話しした『dip』

ボランティアの方々、本当にたくさん来ていただ
いています。私どもの地域にもボランティアセン

の 20 何ページだったかな。そこに少しうちのこと

ターというものがありますけれども、集計をしてい

も書いてくれています。最後に本当に福島の人たち

ただいています。ボランティアセンターを通して来

のことを少し報告したいんですけれども、見える

ていただいているボランティアの数というのは、12

かどうかは分かりませんが、本当に福島の人たちは

月までで約 9 万人以上でございまして、これはお隣

すごく傷ついているんですよね。今日もいらっしゃ

に大船渡市というところがありますが、大船渡市

るかもしれません。本当にもう誰の言うことも信

さんの 3 倍くらい陸前高田市にボランティアの方々

じられなくなっていて、政府が言っても、県が言っ

が来ていただいているということであります。

ても、ソフトバンクという人が言っても、外から来

しかし、残念ながら先ほど申し上げましたとお

る人というのは、みんな何かもう本当のことを言っ

り、街が壊滅的な状況にございますので、宿泊施

ていないのではないかというふうに、一人一人が

設というものは基本的にございません。したがい

根っこで傷ついてしまっています。そういうところ

まして内陸のホテルに泊まっていただいて、1 時間、

に僕らはどうやって彼ら、彼女らと一緒にやってい

あるいは 1 時間半かけてボランティアに来ていた

けるのかというようなことをずっと考えて、いろい

だいているというのが実態でございます。したがっ

ろやってきて、まだ何もやれてはいないのですが、

て今、冬場でございまして、今年は大変雪が多いわ

とにかく一緒に横に並走しようと思っています。そ

けでありまして、特に暖かい地域から来ていただく

ういう中で、福島の人たちにこういうふうに書い

方々につきましては、今はもう完全にお休みをして

ていただいたことは、僕にとってはすこく光栄だっ

いただいているというような状況にございます。

たですし、これからも一緒に悩みながらやり続けて
いこうと思っております。

3 月 11 日に本当に大きな被災をして、私どもは
市役所そのものが全壊をいたしました。もともと
295 名おった職員でありますが、そのうち 68 名の

今朝は家を 5 時に出まして、一関という駅 6

職員が犠牲になっております。また、いわゆる臨時

時 41 分に乗ってきましたが、今日は 4 時半の電車

さんとか、あるいは嘱託と呼ばれる市の職員がいる

で帰らなければいけないので、本当にバタバタと

わけですが、その方々を含めますと、113 名の方が

しておりますけれども、私は今日ここに来てちょっ

犠牲になっているということでございまして、いま

と後悔をしています。専門の方々がたくさんいらっ

だ行方不明の方々もたくさんいらっしゃいます。

戸羽

しゃって、私が知っているボランティアなんていう

そういった中で、ボランティアの方々にたくさん

のは、本当に専門的なことではなくて一般的なボラ

来ていただいたわけですね。本当にありがたいこと

ンティアでございますし、私たちはボランティアを

でございますが、しかし残念ながら、私ども陸前高

受ける側でありますから、今回の震災によりまして

田市には、そのボランティアの方々をコーディネー

得た教訓、そういったものをお話しさせていただけ

トできる方というのが誰もいなかったわけであり

ればなと思っています。

ます。したがいまして、例えば何々女子大と呼ばれ

ご存じのとおり、陸前高田市は岩手県で一番大

るようなところから「50 人来ました」と言われる

きな被害を受けております。被災前に人口が 2 万

わけです。しかし、女性であり 50 人。それも、私

3500 人程度でありましたけれども、本当に小さな

のところに電話が来たり、直接私のところにいらっ

街でありますが、被災によりまして 1,800 名以上の

しゃるわけで、何をさせていいか分からない。しか
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「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」

も、まだがれきで道路も閉鎖されているような状況

てみよう。そういう思いで来てくださる方がたく

の中で、ジャージを着た女性の方々がたくさん来て

さんいらっしゃいます。ですから、例えば NGO の

いただきましたが、申し訳ないけれども帰っていた

方々、NPO の方々と行政というのはある程度連携

だいた。結果的にはですね。帰ってくださいと言っ

を取り合って、そして、私どももお願いをすること

たわけではありませんけれども、どうしてもお仕事

がたくさんありますし、それに応えていただいてい

を私としてご紹介することができなかったわけで

るということでありますが、では、本来ボランティ

あります。

アというのは何なんだというところ。私はここだと

ですから、私は今、日本のいつどこで何が起こる

いうふうに思うんですね。

か分からないという状況の中にあって、私どものよ

日本というのは、もともとボランティア精神みた

うな地域というのはたくさんあると思います。ボラ

いなところというのは、心では思っても行動に移せ

ンティアのコーディネートをできる方がいないと

ないというところがあると思います。海外に比べて

いうところはたくさんあろうかと思います。です

も、ボランティアについて積極的に参加をして来た

から、今日はこの大学を使わせてお話をさせていた

という人はあまりいないんだろうと思うんですね。

だいているわけですが、ぜひ学校として、あるいは

ですから、私ども陸前高田、私もそうですし、市民

地域として、このボランティアのコーディネーター

がみんな言っています。おれたちは阪神・淡路のと

というものを、ぜひぜひ育成をしていただきたいと

きに何ができたのだろう。何をしたのだろう。何も

いうふうに思うわけです。

してこなかったと。募金箱があれば募金くらいはし

これは本当に待ったなしのところでありまして、

たけれども、金融機関にわざわざ行って募金をした

このボランティアのコーディネーターがいるかい

り、あるいは現地に赴いて何かをしてあげたことが

ないかによって、その地域のボランティアの受け

ない。そういうわれわれが今回、これだけの全国の

入れというのは全然変わってくるというふうに私

皆さま方から応援をいただいている。本当に申し訳

は思っています。では、なぜ陸前高田市がそうやっ

ない。みんな言っています。私自身もそうです。ま

て大変な中、ボランティアを受け入れることができ

さか自分がこんな状況になるなんていうことは、誰

たかといいますと、これはよそから来ていただいた

も思っていなかった。私たちのところは本当に田舎

一般の方です。その方がボランティアで来ていた

町ですから、自分たちがこんなつらい思いをするな

だいて、コーディネートもしていただいたのです。

んていうことは、誰も思っていなかったわけです。

2 人の方に来ていただきました。1 人は九州の方で

しかし、なぜここまで頑張って来られたかといえ

す。もう 1 人は神奈川の方でした。お二人は初対面

ば、やはり、これは日本中の皆さんから、あるいは

なわけでありますけれども、先程来出ているような

世界中の皆さんから励ましをいただいて、手を差

中越ですとか、あるいは阪神・淡路、そういったと

し伸べていただいて、そして、ボランティアの方々

ころでやはりボランティアの経験をされて、そして

が自分たちの生活もある中で現地に入っていただ

自分たちが感じたことを、やはり学習をされて、今

いている。おじいちゃん、おばあちゃんの世話をし

回陸前高田市に来て、私どもができないことをやっ

てくださる方、あるいは物資を届けてくださる方、

ていただいたということでございます。

炊き出しをしてくださる方、それぞれがそれぞれの

先程来、大西さんのお話、あるいは荒井さんのお

役割を担っていただいて、私たちは支えていただい

話、もう大変高度なお話ですし、私は確かに学会と

ているんだろうというふうに思っているところで

いうところですから、そういう高度なお話をされる

ございます。

べきなのかもしれないけれども、逆に一般の方々が

私がよく聞かれるのは、「私もボランティアに行

この話を聞いたときに、自分たちはもうそこに入っ

きたいのですけれど、今何が必要ですか。何をすれ

ていけなくなるのではないかという思いが一方で

ばいいですか」と言われます。これが一番困るんで

しています。例えば、本当に思いだけで来る人た

すね。本当に困ります。あるいは、企業の皆さんか

ちというのはいっぱいいるんですね。私も何かし

ら「今、何が必要ですか」と聞かれます。私は今、

なければいけない。僕も何かしなければいけない。

年齢が 47 歳なんですが、新しい取り組みかどうか

でも、何をしていいか分からない。とりあえず行っ

は分かりませんが、49 歳までに当選した市長さん
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たちで、これは任意団体でありますけれども、全国

方、そして特に学生の皆さんにお願いをしたいな

青年市長会というものがございます。青年市長会の

と思っているのは、先ほど荒井さんもおっしゃい

方々が、今、陸前高田市をモデル的に応援してくだ

ましたけれども、私たちは何をしてくださいとか、

さっていて、私どもの仮設の市役所の敷地内にプレ

何をくださいなんてずうずうしいことを言う気は

ハブを建てて、そこに関係する自治体の方々に来て

ないんです。ただ、もう少しで 3 月 11 日が来ます。

いただいて、行政の仕事をするのではない、あるい

3 月 11 日には必ずテレビ各社、新聞各社、すべて

は民間の仕事をするのではない、その中間くらいの

1 年たったということで報道をしてくれるだろうと

ことをやっていただいているわけですね。やはり、

思います。しかし、現実には、どんどんどんどん、

こういう取り組みを何とかひとつのモデルとして、

どんどんどんどん風化をしているんですね。私ども

いつどこで何が起こっても横の連携、自治体間の連

は、何とか忘れられないように、この事実を風化さ

携、あるいは人と人とのつながりというものがきち

れないようにということをいつも思っています。そ

んとできるようなシステムを、やはりこの際、つく

れはなぜかと言えば、やはり、今、被災者の人たち、

らなければいけないということで、今、いろいろな

非常に孤独なんですね。これまで本当にどん底のと

取り組みをしていただいています。

ころですよね。3 月 11 日、家族を亡くし、友人を

非常に何て言うんでしょう、被災地に対してその

亡くし、家をなくし、職をなくし。水もない、電気

市長さん方も「うちの職員、20 人くらい出せます」

もない。何もない。まさに絶望です。しかし、皆さ

とか、「30 人出せます」と言っていただいたんです

んのおかげでちょっとずつ、ちょっとずつよくなっ

ね。私は彼らに何といったかというと「私たちは何

てきたんです。毎日水が飲めるようになった。パン

をしてほしいかさえ分からない。もう混乱をして

が食べられる。おにぎりが食べられる。その次に

何が何だか分からないんだよ。だから、一回来て

は暖かいものが食べられるようになってきた。シャ

くれ。みんなで陸前高田に来て見てくれ。そして、

ワーも浴びられるようになった。お風呂も入れるよ

その中であなたたちがこれならできるということ

うになった。そして、今は仮設住宅に入ってテレ

をやってください」というふうにお願いをしたんで

ビを見ることもできます。これまでちょっとずつ、

す。そのときに来ていただいたのが、青年市長の

ちょっとずつでも必ず進歩してきた。日々改善され

方々、それから、今、うちの副市長をやっていただ

てきたんです。

いていますが、内閣府から来ている久保田君とい

しかし、今の段階で止まっているわけですよ。こ

う人も、そのときに陸前高田市に何回かボランティ

れから高台移転とか、いろいろなことを言っていま

アで来ていただいた。そして、今、私どもの参与に

すけれど、そんな簡単な話ではない。ですから、今、

なっていただいていますが、ワタミグループの渡邉

また絶望に向かっているお年寄り、あるいはお子さ

美樹さん。美樹さんもそのときに陸前高田に来てい

んを亡くしたお母さん、そういう方々がいらっしゃ

ただいた。あるいは、東急不動産の社長さんとか、

るわけです。ですから、私は、ぜひぜひ皆さま方に

いろいろな方々が来ていただいたんですが、そうい

何をしてくださいではなくて、現地に来ていただき

う人たちが目で見て、自分たちが企業として何がで

たい。そして、現地の実情を見て、友人、ご家族、

きるか。あるいは、自治体として何ができるか。自

そういった方に地元に帰って「被災地はまだまだ大

治体にも得意分野というものがあるんですね。です

変だ。みんな大変だったよ。みんなで応援してあげ

から、例えば四国中央市というところがあります。

なければ駄目だよ」。そういうお声かけをいただい

そこに井原さんという市長さんがいますが、彼はや

て、そして、被災地のことを忘れないでいただきた

はり子育て、自分たちの街でも一生懸命子育てに力

い。それが、私どもの願いでございます。今日は私、

を入れているので、子育てについて陸前高田で何と

先ほど 5 時に起きてといいましたが、これを皆さま

か応援したいということで、子育てサークルの皆さ

方にお話をしにまいりましたので、どうか心の片隅

んにいろいろなお世話をいただいたりしているわ

に止めていただければと思います。

けです。
ちょっと時間がありませんので、そろそろ終わり
にさせていただきたいと思いますが、私は皆さま
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辻元

私は今の自分の地元、選挙区が隣の大阪の高

槻と島本ですので、割合近くです。出身はピース

「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」

ボートという国際交流などの NGO を、もう 30 年

あの瞬間、ですから、いろいろな NPO 団体の人は

前、正確に言えば 29 年前、大学のときにつくって、

国会にいたんです。

客船を利用して世界あちこちぐるぐる国際交流に

それで、すぐにちょっと集まってくれということ

行くというような活動をずっとしてまいりました。

で、さあどうするか。72 時間以内に何ができるか

95 年に阪神・淡路大震災のとき、ピースボートで

とかという話し合いを始めていて、それと同時に、

長田地区に支援に入って、そのときの体験から翌年

大西さんたちももう動き始めていた。すぐに動き始

立候補して、16 年前に衆議院議員に初当選をして、

めていたと思うんですね。私は何人かの人にすぐに

そのときから、途中で辞職もあったんですが、いろ

電話をかけた 1 人が、大西さんだったと思うんです。

いろ山あり谷あり、先ほどの荒井さんも山あり、私

大西さんたちの NGO は、自己完結で、割合自分

などは山というか、もう山どころかずっと言ってい

で行けるんです。私の出身のピースボートもそうな

るんですが、山あり谷ありで来ました。96 年、立

んですけれども、何とかして現地まで行って、何と

候補した公約が、2 つの公約で私は立候補したんで

かやるわけです。お金もかき集めて。はっきり言え

す。ひとつが NPO 法をつくるということ。ボラン

ばですよ。これはちょっと極端な話ですが、そうい

ティアであったり、NPO という言葉はあまりなかっ

う団体は放っておいたんです（笑）。もうやってく

たんですけれども、さまざまな市民活動。もうひと

れと。あいつらは絶対に自分でやりおるから、先に

つが被災者生活再建支援法をつくる。これは、阪神・

自分で行ってもらおうということで。

淡路大震災の犠牲者の皆さんと一緒に、議員立法で

段階があるんです。緊急支援のような、途上国の

この 2 つの法律をつくるんだということで、関西か

緊急支援や紛争地帯にも入っていっているような

ら、阪神・淡路の地元から立候補して、国会に行き

団体もあれば、先ほど市長から話があって「私も

ました。この 2 つの法律はできたのですけれども、

ボランティアしたい。行きたい」という個人まで、

そんな関係で、ずっとこのボランティア、NPO、議

さまざまな人たちが今回は思いをはせました。そし

員になってからも関わりを持ってきました。

て、団体もいろいろありました。NGO から、例え

今回は、震災が起こった 2 日目に、災害ボランティ

ば障害者の全国のネットワークの皆さん。すぐ官邸

ア担当の内閣総理大臣補佐官に任命をされて、そし

に来られました。被災地の障害者のケアを自分たち

て、内閣官房に震災ボランティア連携室というもの

は人を派遣してやりたい。どうすればいいかとか。

をつくって活動を始めました。いくつかの今回の震

それから、私は各大きな団体を、震災が起こって

災での教訓や、活動の限界と可能性ということを、

すぐに回りました。例えば、労働組合の連合。あそ

皆さんにお伝えしたいと思います。

こも自己完結で行けるし、岩手や宮城や福島に拠

自分がボランティア担当の補佐官になったとき、

点を持っています。ですから、すぐに先遣隊を送っ

もう震災の日に動き出していたんですね。あの地震

て、拠点をつくって継続的に人を送ってほしい。全

にあったとき、実は、あとでちょっとお話しします

国から人をかき集めて送ってくれと。それから、農

が、NPO などこういう活動をしている、先ほどか

協にもすぐに行きました。今後、炊き出しが必要な

らありました日本は寄付文化がないとか、それから

ので、全国の農協で物資を調達する班をつくってほ

税制の優遇がないと言われていて、さまざまな非営

しいとか。それから、日本看護協会にも行きました。

利の活動が、財政的に厳しいという状況にずっとあ

看護師の皆さんは、阪神・淡路大震災のときから、

りました。ですので、何とか税制の優遇を日本で

訓練された人たちが災害時の登録をしています。で

も欧米並みに措置しようということで、ちょうど 3

すから、その登録をした皆さんを何とか送れないか

月 11 日のお昼に、NPO 議員連盟、超党派の議員連

ということで、打ち合わせに行ったときには、も

盟の集まりを持って、そして、各種 NPO の皆さん

う看護師の協会の皆さんは、既にバスのチャーター

にも集まっていただいて、ボランティア活動を活性

の手配などを始めていました。

化するための法改正の話し合いをしていたんです。

それで、医療部隊は DMAT（ディーマット）と

私はその議員連盟の幹事長で、取り仕切っていたん

いう医療関係者の、震災などが起こったときにすぐ

です。そして、「昼ご飯やな」ゆうて、いったん解

動くための組織がありました。あとは、日本生協連

散したあとに地震が来たんです。地震が来た日に、

にも行きました。生協の皆さん、特に宮城などは、
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組合のカバー率が 70％なんです。それで、流通で

ある人がだあっとみんな入っていった。それは、別

トラックとか、それから全国の生産者とつながって

に政府がああせい、こうせいと言っているわけでは

いますので、生協独自の活動で、自己完結で支援に

ないです。自発的に入っていくんですね。

行けるだろうということで回りました。

それで、私は驚いたことがありました。陸前高田

そういう大きなところに行っていただくと同時

に伺ったときですよ。ある女性が、ボランティアセ

に、そういう団体オールキャストで行くというこ

ンターでボランティアコーディネートを手伝って

と。それから、NGO の、大西さんたちのように、

いる女性が私のところで「辻元さんとはペシャワー

もう前線に入っていって、ものすごく素早く基地を

ルとアフガニスタンの国境で会いましたよね」と言

立ち上げて活動ができるところ。それと同時に、も

われたんですね（笑）。かつて、9.11 のテロがあっ

うひとつが、これはあとでの議論になると思います

たときに、同時多発テロがあったとき、私はもう

けれど、社会福祉協議会というものがあります。

国会議員だったんですけれど、アフガニスタンをア

阪神・淡路大震災のあと、社会福祉協議会が常に、

メリカが空爆するいうときに、私は空爆に反対だっ

日ごろからボランティアセンターをつくると。そし

たんです。そんな武力でやったって変わらへんと。

て、それぞれの地域、私の高槻にも島本にもあり

タリバンを甘く見たらあかんでといって。今もアメ

ます。例えば、手話のいろいろな活動であったり、

リカは苦戦していますけど。それで、私は現場に入

高齢者のケアであったり、障害者のケア。それぞれ

ろうと思って、国境地帯のトライバルエリア（Tribal

の町々の社会福祉協議会とボランティアセンター

Areas）という部族しか入れない地域があるんです

を一体化させて、日ごろから活動している。そして、

けれど、そこに自ら行こうと思って行ったんです。

災害になったときには、その社会福祉協議会が災害

そこで、日本のボランティアというか、NGO とし

ボランティアセンターに変わるというようなこと

て来ていた女性が陸前高田にいたんです。もう急

になっていったんですね。

きょ支援活動に帰ってきて、もうオールキャストで

ところが、この社協型というのは漢方薬型で、そ
れで、NGO は外科手術。NPO は内科ぐらいかという、

行っているんですよね。
ですから、いろいろな団体の特徴や、それから、

それぞれの得意分野があります。例えば、陸前高田

個人で行きたい人を受け入れる人もいる。しかし、

の場合は、社会福祉協議会が流され、社会福祉協議

この NGO なども、もう大西さんのところはベテラ

会の会長さんも亡くなられたんです。立ち上げられ

ンですから、どーんと入って、いろいろ地域と信頼

ないんですよね。それで、初期にというか、もう最

関係を持ってできるわけなんですけれど、外からい

初の 1 週間の間に、私は地元の大阪へ戻って、そこ

きなり「私ら、こういう団体なんです。こうやらせ

に阪神・淡路大震災のときに、特に神戸や兵庫や近

てください」と言っても、うまくいかない例もいっ

畿地方でボランティアセンターを立ち上げたベテ

ぱいあったんです。やはり、地元の人は地元のこと

ランというか、いますので、それをみんな集まって

をよくご存じなんですね。地元のコミュニティが

くれということで集まってもらって、岩手と宮城と

あります。そこにズカズカと入っていって「わた

福島に部隊をつくってまず入ってもらう。そして、

しらは、こんなんできんねん」と行っても、摩擦が起

ぐるぐるぐるぐる県内を回って、沿岸部のセンター

こってしまってトラブルになったりという例もあり

が流されたところのプレハブを建てる。これのお手

ます。

伝いができないか。

そういうようなことが、初期の段階でたくさん起

これは、支援プロジェクトという部隊もありまし

こりました。うまくいきだしていたところは、やは

て、この支援プロジェクトにはお金もプールされて

り地元の人と、外から行った NPO や NGO と、そ

いましたので、その費用でプレハブを建てて基地が

して地域のボランティアセンターみたいなところ

できないか。この基地をつくるというのは、個人で

と協議会のようなものをつくって、会議をしながら

来たボランティアの皆さんを受け入れる基地が必

支援を決めていくというような形を何とかつくれ

要です。人もいない。先ほど 2 名の方、外から入っ

たところは、そのあとも継続的にいっています。

ていかれたという。割合、阪神・淡路だけではなく

私は、わりといらちです、大阪の人間だから。そ

て、全国の NPO、NGO でコーディネーター経験の

れで、日本国際ボランティアセンターは気仙沼へ、
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ピースボートはきつい石巻へ行けといって、知って

というものが立ち上がりました。

いるところにはそういってやっていたんです。気仙

しかし、県でもあかんねん。やはり市町村なんで

沼に電話をして「どないなってるの。まだ全然そっ

すよ。結局、県でやったって、県庁のその部屋で会

ち、人の受け入れも何か県外からの人はお断りみた

議をしていても、全域が広すぎますからね。ですか

いなマークになってるし。ホームページ上は、どな

ら、ということで、ひとつずつやり始めたんです。

いなってるの」といって、日本国際ボランティアセ

次は石巻で、市と、それから自衛隊とボランティア。

ンターから行っている人にぎゃあぎゃあ電話をか

気仙沼もそれをやり始めてという。少しずつやって

けました。「辻元さん、もうちょっと待って。地元

いって、そして、宮城で立ち上がったとき、岩手の

の人らとゆっくりやらなな、なかなか一斉に外の、

県庁に私は持っていったんです。その調整会議を。

私、どこ行ったらよろしいのという人がどわっと来

宮城ではこんな自衛隊も一緒になって調整会議を

ても、うまいこといかへんから、もうちょっと待っ

していますよ。岩手もやりまへんか、と持っていく

て。僕たちのやり方と地元の人のやり方で、そう

わけですよ。そうしたら、岩手の県庁はまだ駄目

いう一緒に受け入れ態勢をつくろうというのを今、

だったんです。こんなことできませんよと。いいで

つくっている最中やから、もうちょっと待ってく

すね、とは言うんですけど。それどころではないん

れ」と。もうとにかく 4 月、3 月 11 日でしたから、

ですと、こうくるわけですよ。でも、それどころで

「4 月の中ごろまでは何とかするから」とか、そん

はないんだけれど、この連携をしないと効率的に支

なことで、あちこち電話をかけ倒して、
「どないなっ

援ができないのではないですかというふうに言い

てるの、どないなってるの」とやっていたんです。

ながら、徐々にそういうことをずっとやっていきま

さて、そこで、阪神・淡路大震災のときと違うこ

した。

とはいくつかありました。ひとつは、そういう中で

最後になるんですけれども、そういう宮城の四者

先ほど大西さんたち Civic Force の図で、政府とか

連絡会とか、それから、各市町村でもそういう連絡

自治体とかとの連携ということがありましたよね。

会ができるようなところがあって、先ほど石巻と

この連携を、災害になってからすぐ連携をつくろう

言いました。石巻は私の出身のピースボートが入っ

と思っても無理なんですよね。日ごろもできてへん

ていたんですけれど、もう物資が足らんかったら、

ことを、そんな大変なときにできるわけありません

自衛隊と直接連携してやっていたんです。前はそん

やん。そう思いません？

な、阪神・淡路のときはできなかったので、それは

この連携をいかにこれか

らつくれるか。それも、東京でばかりつくっとった

やはり、大きく進んだことではないかなと。

らあかんと思うんです。それぞれの自治体で、市と、

政府です。では、政府は何をするのか。政府は大

それからその地域の NPO、地域の、地元の NPO や、

動脈を、先ほどのガソリンもそうです。それから物

それから、さまざまな市民を入れた、それから大学

資もそうなんですけれども、そういうものをいかに

があったら大学も入れたような、そういうような連

補給するか、というところの長所と短所もある。ガ

携を日ごろからつくっておくということが、いざ災

ソリンの話も、これはもう経産省を責め上げていた

害になったときには大きく働くと思います。

わけですよ、私たちは。各地に入っている NGO や

しかし、今回はとにかく連携せなあかんと。防衛

ボランティアからもうないと。そうじゃない。達増

大臣と話をして、自衛隊とまず NGO とで連携でけ

知事から「知事の車が走れません。ガソリンござい

へんのか。そうしたら、中央からそれができんとい

ません」。もうがんがん来るわけです。実際に、関

うわけです。部隊ごとの連携ならいけると。それで、

東の製油所もやられました。神奈川とか千葉。それ

最初に 4 月 4 日、3 月 11 日からしばらくたった 4

からさらに、タンカーというか、船では運べなかっ

月 4 日に、宮城県に、県と政府と自衛隊と、それか

たんですよね、港がやられてしまって。それと同時

ら NPO や社会福祉協議会、ボランティアなどの四

に、ガソリンスタンドが普通は流された地域に多い

者連絡調整会議というものを立ち上げたんです。こ

わけで、供給するスタンドがない。それで、どうす

れは、自衛隊の東北方面隊の幕僚副長自らが出てき

るかというので、日本海側を日ごろは走らないレー

て、そういう NPO や NGO、ボランティアとの連携・

ルを走らせて青森から入れようとか、いろいろなこ

調整、炊き出しとか、物資の調達の連携をします、

とをやっていたんですけれども、ものすごく時間が
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かかったと。

んでいます。前よりもいいものをつくるんだ、とい

そうすると、このエネルギーの供給をどうしてい
くか。それと、食糧にしても、国が関与するとか

うことを言っています。
また、災害ではよく PTSD（心的外傷後ストレス

えって遅いなと。何でかいうたら、物資を集めて、

障害）と言われます。私自身は小児科医で、もとも

東京の近くの駐屯地の倉庫に集めて、これを東北方

と心のケアとか、障害をもつ子どものケアの仕事を

面隊の駐屯地に送って、そこから各県に送って市町

やっていました。90 年代から実は、トラウマ後の

村なんですよ。それやったら、もうここからこの市

成長、ポスト・トラウマティック・グロースという

町村に、ここからこの市町村にというふうに、全

ことを言う人もいます。それは何かというと、トラ

国から日ごろの自治体間の物資とか、エネルギー供

ウマを経験した人が、その後本当にしんどくなって

給のパートナーをつくっておくというようなこと

医療的なケアが必要な人もいるんですよ。いるけれ

をしながら、そこにボランティア活動などもリンク

ども、災害後、新たな人間関係をつなぎ、あるいは、

していく。もうちょっと国があってこういうように

自分の経験した苦悩と悲嘆をバネにして新たな人

縦割りにいくのではなくて、横の連携をどうつくっ

生をつかんでいく。これが人間のまた強さでもあっ

ていけるかということが大事ではないかと私は思

て、それはポスト・トラウマティック・グロースな

います。

んだ。私たちは、この両方を見ていく必要があるよ
うな気がしています。

中村

どうもありがとうございました。まだまだ

今回の震災に関わらせていただいて、国際協力を

きっと話したいことはいっぱいあったでしょうが、

やっていた人間として、大きく反省する点がありま

まとめていただいてありがとうございました。

した。私自身はアフガニスタンの難民キャンプで働

実は、私もはじめにしゃべるつもりだったので、

いたことがあります。国連の職員をしていました。

スライドも用意していたので、短めに簡単に話をし

難民キャンプでやっていたことが、なぜ東日本大震

たいと思います。私自身が NPO 法人 HANDS とい

災では私どもはできなかったのかと思います。迅速

う形で岩手県、主に陸前高田市に何回か行かせてい

なアセスメントも欠如していました。平常時の細部

ただいた、その経験をまとめてみたものです。

にわたる規則もありました。避難所で栄養が足りな

その前に、ちょうど 4 年前になりますが、イン

いといったら、1 日の食事単価が 1,010 円しかない

ドネシアのアチェに行ったことがあります。アチェ

のだと言われました。阪神・淡路のときに特別基準

の津波後、3 年半後たってアチェで、メディアの方、

で 1,200 円だったのに、なぜ 16 年もたっているのに、

いろいろな方と一緒に共同の学際調査をしました。

それより低い基準になってしまっているのか。何か

そのときに教えられたことを 2 つだけお伝えしたい

絶対におかしい、どこかがおかしいと思いました。

と思います。

これは、2011 年に出ましたスフィアプロジェク

ひとつは、震災復興というのは、悲惨な災害がな

トというところで言われている、最低水準のトイレ

ければ絶対に出会うことのなかった地元の方とよ

の数です。これが難民キャンプ、あるいは世界の

そ者が、何か一緒になってつくっていくものだな、

被災地で使われている標準です。学校があったら、

何かそこに響き合うものがあるんだなということ

男子 60 人に 1 つ、女子 30 人に 1 つのトイレ。そう

をとても思いました。

いうふうにして、細かく決められています。これは、

もうひとつは、アチェでは、震災後 3 カ月半で復

気仙沼で見たトイレです。これは 16 年前に神戸市

興庁が立ち上がりました。そして、その復興庁が復

長田区で見たトイレです。ほとんどこの 16 年間、

興計画を立案し予算も管理しています。その復興庁

大きな変化はありませんでした。今回もトイレは大

の局長が何といっていたのかというと「私たちの国

きな問題でした。

では 20 万人が亡くなった。その方のことを考える

水もやはり、基本的に生活していくには、どの

と、前と同じものをつくったのでは絶対に駄目なん

くらいの水が必要かということが決まっています。

だ。前よりもっといいものをつくってこそ、その方

難民キャンプでは、1 人当たり 7.5 リットルから 15

たちに報告できるんだ」。いま、国際人道支援の世

リットルということで、500 人が避難所にいれば、

界では「ビルド・バック・ベター」というふうに呼

毎日水を何リットル配らなければいけないかと計
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算して、それで動いていきます。これは 1999 年の

本人の高校生にこんな活動をすると教えたんだ。私

マケドニアというところの難民キャンプですが、被

たちは 1 週間ワークショップして、その後でもよそ

災後 1 週間の時点で、川から水を引いて水道をつく

の国ではなかなかできないのに、なぜ日本の高校生

り、その排水を浄化して元の川に戻すというシステ

はこんなにできるんだ」と感心していました。やは

ムを、ドイツの環境工学の人がつくっていました。

り、日本の普段からの、教育力の素晴らしさなんだ

どうして日本でこれがはじめから準備できていな

ろうと思います。

かったのかと思いました。

最後に 2 枚のスライドですが、先週、陸前高田で

これは、今度は私たちの医療的な分野です。心理

「安心して子育てできるまちづくり」というシンポ

社会的サポートです。これも今回、心のケアの専門

ジウムをさせていただきました。陸前高田市の健康

家と言われますが、非専門家による支援、2 番目の

推進課、社会福祉課という行政の方々、そして、大

段ですが、これがとても大事だと思います。ここに

船渡病院という病院の方々、それと NGO や市民団

関しては、今回、先ほどお話ししたお風呂とか、お

体の方などと一緒に、子育てシンポジウムを開きま

水とか、これは「きらりんきっず」という地元の方々

した。地元の方と外部の支援者が半々でした。その

の団体、あるいは支援の中でもずいぶんみんなが、

中ですごくうれしかったのが 2 つあります。お母さ

専門家ではない方々による心理・社会的ケアが、ず

ん方から、子どもが泥んこになって遊ぶ場所が欲し

いぶんされていたような気がします。

いんだ、何とかつくってくれないか、という本音も

国際協力の視点から、国際協力の経験が役立った

出ました。そして、これからは地元の人がやはり声

お話だけをさせていただきます。陸前高田市でワク

を出していこうということを言っていただいた。そ

チンや予防接種を始めるときに、電気がまだ不十

ういうきっかけづくりということに、何か少しよそ

分、来たり来なかったりしていました。そのときに

者として関われたのが、とてもうれしかったです。

私たちは、電気がなくても使える途上国仕様の冷蔵

最後は、私自身が小児科医としてのメッセージで

庫を、陸前高田市に持ち込ませていただいて、今で

す。これは 2011 年 5 月 5 日、岩手県遠野市で子ど

もこれで使っています。当時、陸前高田で一番はじ

もたちと一緒に遊びました、これは小学校 6 年生の

め、予防接種や健診をするときに、市の方は「住所

子どもたちです。世界中の被災地で、声が一番出に

がないからどうしよう」と言っていました。私たち

くい世代が、思春期、あるいは思春期前期の子ども

は国際協力では、途上国の住所がないところで予防

です。老人、障害をもつ方、子どもはまだ出ますけ

接種をしているわけです。そういう意味では、ポス

れども、小学生、中学生は、みんな我慢しています。

ターをつくったり、ラジオで広報したり、インフラ

何か言いたいけれど、やはり我慢しています。一見

のない途上国で活動させていただいたノウハウが、

元気そうです。でも、本当はその子どもたちの声を

被災地での活動にお役に立つこともあるんだ、とい

上手にくみ取って、次の街づくりに生かさないと、

うことも学びました。

共生できる街はできないなと思っています。その辺

でも、日本の被災地には強みもすごくありまし
た。地域に存在する豊富な人材には驚きました。先

をぜひまた、皆さんとも一緒に考えていけたらと思
います。

ほど世界標準ができていないと言っていましたが、
スフィアプロジェクトの標準は、何と人口 5 万人当

中村

たり、医者が 1 人いればいいというんです。日本は

カッションをしながら、考えていきたいというふう

こんなものではありません。たくさんの医者がい

に思っています。テーマとしては、今までできたこ

て、看護師がいて、助産師がいます。

と、できなかったことではなくて、今後の震災復興

まず、会場の皆さん方といろいろなディス

そして、教育レベルの高さです。宮城県多賀城市

に本当に必要なものは何か。そして、今後、いったい

の避難所で、1 週間目に「君は 1 人じゃない」といっ

どういうことが私たちに求められているのか、とい

て、避難所の中で自分たちで自発的に動いていたの

うことについて、議論をしていきたいと思います。

は高校生でした。それを見た世界で外国人の、ハイ

では、会場の中からそういうコメント、今日は 4

チ地震などで活躍していたチャイルドパーティシ

人の方々から本当に印象的なお話を伺ったので、そ

ペーション（子ども参加）の専門家は「誰がこの日

れに対する意見も含めて、何かお話があればと思い
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ます。
高見

とうございます。
今日は貴重なお話、ありがとうございまし

竹端

山梨学院大学の竹端と申します。戸羽市長と

た。私は京都府長岡京市というところで市議会議員

荒井さんにご質問させていただきます。まず、戸羽

をやっています高見と申します。実は、私は立命

市長にご質問させていただきたいのですが、私は実

館大学の政策科学部出身でして、阪神・淡路大震

は、地域福祉とか障害者福祉論をやっております。

災のときに、立命のボランティアセンターを立ち

先ほどの市長のお話の中で、普段からそういうボラ

上げてやったメンバーのうちのひとりです。そこ

ンティアセンターをつくっておかないと、震災のと

で、山口さんとも一緒に活動をして、そのあと、今、

きに大変になるというのは非常に感銘を受けまし

荒井さんからお話のあった YOSAKOI ソーランも、

た。山梨でも富士山の爆発のあとどうしようかとい

北海道まで行ったのですが、そのときに泉健太衆議

うことで、いわゆる被災地要援護者何とかカードと

院議員とも知り合って、彼の秘書を 6 年ほどやって

か、ああいうものをつくろうとかという動きが出て

おりました。今回も、東日本まで行きました。ひと

いるのですが、実際には、例えば被災地の現場では、

つ、皆さんにご質問なんですが、アスベストの問題。

社協ごと流されたりすると、日ごろの社協ボラン

放射能も今、非常に福島を中心に問題ですが、アス

ティアみたいなものがうまく機能しないというこ

ベストの問題も長らく無視をされていて、やっと

とも、私も聞いています。今回の経験を元に、戸羽

今、動き出しているということです。たまたまなの

市長としては、今後のそういう震災対策のために、

ですが、福島第一原発の放射性物質の飛散防止に、

いわゆる今後の緊急時のために、平時からできる活

AGUA JAPAN（アグアジャパン）という小さな会

動として、どんなことをする必要があるというふう

社の飛散防止剤が使われたのですが、それを使っ

にお考えなのかということについて、できればお聞

て、今度はアスベストの処理も、がれきの処理と同

かせいただきたいなというのが市長への質問です。

時にやろうという動きがあります。今、石巻でそこ

それから、荒井さんへの質問なのですが、そう

が入って対策を始めているそうです。このアスベス

いう自治体とか社協などがやっている、もともと

トの問題が、どれぐらい問題になっているのかとい

のコミュニティづくりというものが一方であるの

うことを一点、ちょっとお伺いしたいと思います。

ですが、今回、そういう企業さんがやられた、企
業さんを元にやられた財団の中で、いろいろな小

辻元さんの応援団のひとりで、会員でござい

さい NPO などにも支援しているというふうにおっ

ますので。NPO と政治と両方やっていらっしゃる

しゃったのですが、そのコミュニティづくりのとこ

辻元さんにお伺いしたいと思うのですが、今回、や

ろにどのような支援をされているのかについて、も

はり、市民社会をつくるという意味で、NPO とか

う少し具体的にお聞かせいただければと思います。

島田

ボランティアの活動というのが、阪神のときに比べ
て、どのような形で拡大してきたかということを、

渡辺

何らかの尺度があれば教えていただきたい。そし

をありがとうございました。情報提供についてひと

て、やはりこのような、今後、震災とか、中村先生

つ、お伺いしたいのですけれども、こういった復興

がおっしゃっていただいたように、やはりこういう

に入っていく段階において、メディアのアテンショ

社会全体のインフラという意味では、行政というも

ンもだんだん下がってくるとは思います。1 年かけ

のが全体のスコープというものを持って、その中で

て、またメディアは来るだろうというお話も出てい

いろいろな連携が起こるべきではないだろうか。私

たのですが、今後、どういった情報をメディアと組

は NPO の仕事の研究をしているのですけれど、や

んで、もしくは地域を組んで出していくのか。そし

はり NPO の失敗といいますか、限界があると思う

て、正しい情報は、被災地の方にも届いているのか、

んですね。やはり全体のスコープを見るという意味

出しているのかというところも。実は私の友だちが

では、行政がしっかりとしないといけないというふ

被災地で教師をしているのですが、必要な情報を子

うに考えるのですけれども、その辺のところについ

どもたちに出せなくて、自分ももう教師として責任

てお教えくださったらうれしいと思います。ありが

が果たせないということで、今、県外に出ることを
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考えているということも聞いてるので、その辺の情
報について、お伺いできたらと思います。

もう一点、2 点目のインフラ行政との関係という
のも、今のお答えになるかと思います。政治しかで
きないことというのは、今回もいくつかあったんで

中村

どうもありがとうございました。いろいろな

すね。例えば、ボランティア車両は高速道路をタダ

質問が出て、この辺で一応、質問を打ち切ります。

にしたんですよ。これは、国交省と私たちで話をし

辻元さんからよろしくお願いします。

て、ちょっと手続きが面倒くさいんですけどね。や
はり、手続きせなしゃあないから。

辻元

私にいただいた質問で、阪神・淡路のときか

それから、各大学、立命館大学はどうなっていた

らどう変わったかというか、発展したのかというこ

のか分からないのですが、文科省のほうから、各大

とです。ひとつは、政府とか政治の場面にいます

学はボランティアに今回行った場合は、単位にする

と、ものすごくボランティアとか NPO の理解はも

ように推進していただきたいという通知を出して、

ともとなかったんですよ。阪神・淡路のころは。そ

学生が行きやすくなるようにしました。それから、

れで、NPO 法をつくりたいとか、ボランティアと

経団連、経済界に働きかけて、ボランティア休暇を

か市民の自発的な活動が大事やと国会の中で言っ

率先して経済界は取れるようにしろということを

ても、「何かあんた、怪しい人間ちゃう？」みたい

話し合って、みんな行きたいという人が行きやすく

なね。「何か、そんな市民活動とかって何やってん

するとか、そういうことも政府からやっていきまし

の？」みたいな、変なやつみたいな見られ方だった

た。今までそういうことはなかったというように思

のですが、やはり、そのあとずいぶんと変わって来

うんですね。ですから、そういう意味では、阪神・

ました。それは、今回、震災の 2 日後にボランティ

淡路のときからは、少し進んでいるのではないかと

ア担当の総理の補佐官を置くということも、これは

思います。ほかに何か、行政、自治体の立場でいか

政治が変わったひとつの現れだと思います。

がでしょうか。

それに至るまでに、先ほど大西さんが新しい公
共、あれは正確にはたぶん、新しい公共円卓会議

戸羽

だったと思うのですが、総理直轄の新しい公共円卓

ただきたいと思いますが、先ほど社協のことでご質

会議、および、そのあとは推進会議。今の野田政権

問いただきましたので、そこに答えたいと思いま

でも推進会議というので、大西さんは一期目の委員

す。平時からできることということですが、基本的

でしたけれども、いろいろな NPO の人たちが総理

には社協というのは、それぞれの地域にあるわけ

大臣などと一緒に総理官邸で、今後のいわゆる行

ですが、熟度がみんな違うんですね。例えば、この

政、政府、自治体、それから NPO、NGO、ボランティ

間、大阪の豊中のほうにも行かせていただいたの

アの連携をするためにどのように制度を変えれば

ですが、豊中の社協さんなどは、もう全国飛び回っ

いいか。先ほどの税政の大きな改正もありましたけ

て講演をされたりしているんですね。先進、まさに

れど、そのようなことを議論する場も設定されまし

先進的な取り組みをされている。うちなどは、本当

た。

にもう社協はあるのですが、具体的にはそんなに何

いや、難しい問題なので、私はパスさせてい

だいたい、大西さんや私が総理大臣官邸でそんな

かをしてきたということではなかったわけで、どち

議論をしとるいうのは、今までなかったんですよ。

らかというと、高齢者のそれなりの地位のある方々

だいたい文句言ってた側やもんな。それで、私と大

が、名誉職的にやられていたというようなイメージ

西さんは文句いうて、追い出されて、私は国会から

があるわけです。ただ、今回被災をして、やはりつ

追い出され、大西さんも予算委員会に呼ばれ、みん

くづく思うのは、先ほど申し上げました、まずコー

なに尋問されみたいな時代もあったんです。ですか

ディネーターの育成は、これは絶対にしなければ

ら、そういう意味では、政治とかそういうものだけ

いけない。いざというときになって、コーディネー

ではなく、市民と一緒になって社会をつくっていこ

トできる人がいないということは最悪だというこ

う、というように変わっていったと思うんです。自

とは、身に染みて分かりましたし、あとは私どもの

治体のことは、あとで市長からお話をいただきたい

ところは田舎なので、地域のコミュニティというも

と思います。

のがそれぞれあります。ですから、やはりそことの
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連携が、より社協との連携というものが絶対に必要

いません。3 人だけ生き残りましたが、ほとんどの

だなというふうに思います。

方が亡くなってしまったんです。ですから、情報と

電気がない、避難所にも電気がないという日が続

いうのは、ある意味、安心をさせるための情報もあ

いて、今、再生化のエネルギーの問題、さまざま出

るし、そうでない情報もありますが、絶対に正確な

ていますが、ああいったものは、当然避難所になり

ものではないということを、やはりわきまえて情報

得るところには絶対に必要だということになろう

を出していかないと、みんなそれをうのみにして、

かと思っています。われわれも、まだ反省点ばか

私の女房も何で亡くなったかといえば、私の家のと

りで、これをどうしたらいいかという段階にまでは

ころまでしか色が塗られていないんです。したがっ

いっておりませんので、ぜひ、全国の皆さんでこれ

て、水が来たって 20 センチか 10 センチだというふ

は知恵を絞らなければいけない問題だというふう

うに思ってしまう。しかし、現実には 3 階建てだっ

に思っています。

た私の家は、全部水に埋まって最終的には全壊で

それから、情報提供の在り方というお話がありま

す。ですから、情報というものは出せばいいという

した。情報というものは本当に出し方によって全然

ものではない。かといって、出さなければいいとい

違うと思います。今、まさに東京電力、あるいは政

うものでもないので、やはりここも全体として話

府が出している、辻元先生がいらっしゃる前で失礼

をしていかないと、今回みたいな大惨事というも

ですが、そういった情報の出し方によって、先ほど

のが繰り返される可能性があるので、ぜひ皆さん、

荒井さんがお話しされていたように、福島の方々が

それぞれに地域、あるいは学校で、いろいろとディ

何も信じられなくなってしまったということだと

スカッションしていただければなと思います。

思います。例えば、20 キロ圏内は出て避難しなさい。
通常であれば海外だったら、100 キロ圏内までは出

荒井

て行きなさい。でも、安全が保たれたから 80 キロ

実は、僕の父親も辻元先生と同じ、17 年前に当時

に戻します。60 キロに戻しますというやり方なら

の日本新党というところから、農水省の役人を辞

ば、これは不安が小さくなっていくわけですが、20

めて立候補しまして、今も民主党の衆議院議員で、

キロから 30 キロ、40 キロと拡大する国などはない

ちょうど菅さんのときには大臣もやっていました。

と思うんですね。ですから、私はやはり、この情報

個人的に、今回の震災の民主党の、僕が言うのも

の出し方ひとつで、みんなの感情というものは大き

あまりあれですけれども、やはり、すごく残念な

く変わるということが大事だと思います。

ことが多かったと、個人的にすごく多かったと思っ

それからもう一点ですが、この情報の出し方で、

極めてプライベートな話なんですけれども、

ています。そういった意味で、僕は結構珍しい立ち

私どもの地域がなぜこれだけ大きな被災をしてし

位置に正直いると思っています。父の事務所で働

まったかというと、国のほうで、あるいは専門家

いたことはありませんが、ある程度政治のセクター

の方々が、「想定宮城県沖地震というのが必ずあり

についても理解をしているつもりですし、学生時代

ます。30 年以内で 99％起こります、津波が来ます」

からこういったお祭りを通じて NPO もやってきて

という話をされていたんですね。ですから、我々は

いた。また、今は民間企業に勤めているという意味

訓練もしていましたし、自主防災組織もつくって

では、そちらのセクターのことも知っているという

いました。しかしながら、その情報というものが、

立場にいると思っています。その中で、すごく日々

例えば我々の避難所に指定をしていた市民体育館

感じていることは、政治というのは、極めて力は多

というところで 50 センチ、津波の浸水高は 50 セン

いのですけれども、政治家個人個人は、極めて現場

チという予想なんです。ですから、我々は 50 セン

を知らない人が多い。どなたかというわけではあり

チであれば 2 階に逃げれば人が死ぬことはないねと

ませんが、一般的に現場を皆さん知らなすぎる。選

いうことで、そこを避難所に指定した。しかし、今

挙区についてはご存じかもしれませんが、現場を知

度起こった地震というものは違うものなんですね。

らない。かつ、とにかく、ご承知のように政治家の

したがって、予想しない津波が来てしまった。その

事務所というのは、本当に零細企業のようなもので

体育館そのものが水に埋まってしまった。そこに逃

すから、手足がなさすぎるというふうに思います。

げていた人たちはすべて亡くなった。すべてとはい

一方、役所は、よりもっと細部で力は大きいです

20

ボランティア学研究

Vol.13

「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」

けれども、一人一人の役人の方々は志のある方もた

はなく、やっていかれる必要がすごくあるのではな

くさんいますが、とにかくもう組織が大きすぎて、

いかと思います。僕らは、例えば今、福島では先ほ

組織を回すことに精一杯になりすぎている。

ど申し上げたとおりやっているというところです。

でも、一方、今日はたぶん、ひとつの課題だと

あと一点だけ。情報提供の話がありましたが、そ

思っていますが、では、NPO はどうかと見たとき

ういった意味で僕は、実は僕自身はビジネスの身に

に、正直、僕は少し、16 年前、17 年前、自分が学

置いているとはいえ、商売ができるという人材だと

生のときに見ていた NPO と、やはりそんなに進ん

は思っていません。それは、孫さんのほうがはるか

でいないのではないかと実は今回思っています。17

に経営者としても、商売人としても上手だと思って

年ぶりにいろいろな東京の NPO の方々とお会いし

います。僕はある種、運動論としては二十歳のころ

ましたけれども、ほとんど既得権益になっていて、

からお祭りをつくったり、父の選挙も 7 回、家族と

その NPO の既得権益を守る側に立っているのでは

して手伝ってきていたりもしますので、そういった

ないかなと思うことが、実はしばしばありました。

中でひとつ、実は今回の震災に関して感じているの

NPO の方々も、すべてが悪いというつもりはもち

は、先ほどのスライドの最後に付け加えていたので

ろんありませんけれども、極めて正直、短視眼的な

すけれども、Facebook というツールだけは、ひょっ

ところが多いのではないかなと思うところが大き

としたら可能性があるのではないなというふうに、

いですし、それをマクロで見るという見方をあま

個人的に思っています。

り取られている人たちが少ないように見受けられ

ソフトバンクのほう、全く資本関係も何もあり

ました。かつ、どうしても NPO の場合、お金を回

ませんけれども、ツイッターなどもいろいろあり

す、要はどうやってファイナンスするかというとこ

ますが、Facebook だけは、ひょっとしたら可能性、

ろが、すごく難しいと思っています。寄付文化があ

もちろん Google ＋（グーグルプラス）とか何でも

るなしということもあると思いますけれども、そう

いいのですが、可能性があるのではないかと思って

いった中で、非常にお金に窮々としていて、結果的

いて、今、一生懸命 Facebook では、情報提供をし

に、何だか行政の下請け的なことになってはいない

ています。ソフトバンクという会社ですら、僕ら

かな、というところをすごく痛感しています。

今 17 人のメンバーで財団をやっています。その中

ただ一方、それでは民間が本当にいいのかという

で半分がプロパーの、ソフトバンクから出向しても

と、民間ははっきり言えば、お金のにおいがしない

らって、みんなエース級ばかり引っ張ってきていま

と、会社の組織としては動けません。これは、もう

す。また、2 名はもともと同じ世代の、役所のキャ

民間企業としての当たり前のところです。そのお金

リアでやっていた人たちを引っ張ってきて入って

のにおいがしないところを、どこまで取締役会です

もらっています。また、被災地から 4 人、それぞれ

とか、そういった意志決定機関で理解しうるのかと

出身の人に入ってきてもらっています。ただ、そう

いうのは、これは非常に難しいところです。つまり、

いった 17 人で一生懸命やっていても、今、ほとん

それぞれのセクターが、強みと弱みというものを極

ど 1 年たってくると、ソフトバンクの会社の中では、

めて持っているところを、どうやってつないでいく

「あれ、荒井はあれもう、どこいっちゃってるんだっ

のかというのは、これはすごく大事だと思っていま

け」というふうにしょっちゅう言われるんですね。

す。そういうことが、平時からそういうつなぐ関係

ですので、Facebook では一生懸命情報を提供して

性がないと、結局、こういう大事にドタバタつくっ

いますので、そこは活用方法があるかなと思ってお

ていっても、みんな自分たちの組織をどうも守って

ります。

いるのではないかという、最初から斜めの目線でし
か見ていっていなかったのではないかと思ってい

中村

ます。

いるので、お一人かお二人だけ。すみません、手短

もちろん、たくさん成功した事例もあると思いま

ありがとうございます。かなり時間が押して

にお願いしたいと思います。

すので、僕の見た、極めて至近な例かもしれません
けれども、本当に大事、平時からそういったコミュ

江原

ニケーションをつくる場を、どこが主導するとかで

します。私は基本的に医者なので、やはり、ベース

兵庫県で小児科を開業しています江原と申
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には人々の健康が一番根底にあるのではないかな

とおっしゃったのをまだ忘れないんですけれども、

と常々思っています。被災地におきまして、いろ

大変な中でもボランティア関係とか、それからいろ

いろなことをするのだけれども、やはり住民が健

いろな支援関係で、これはとてもよかったなという

康でないとあかんということは最優先されるべき

ことがあったら、お話を教えてください。

だと思います。例えば小児科でいえば、いろいろな
ワクチンとか。要するに病気になってから治療をす

中村

ると、非常に効率が悪いわけです。予算もたくさん

の回答も含めて、1 人 1 分でということで、よろし

必要ですから。やはり予防が大事。予防は治療に勝

くお願いします。

どうもありがとうございました。今の質問へ

ると昔からいいますので、やはり、そういう効率の
本当に 1 分で終わります。皆さんのお話を聞

いいやり方をやっていかないと駄目だと思う。しか

大西

も、特に被災地において、例えば子育てするのだっ

いていて、まとめて感じたことを述べますと、1 番

たら陸前高田というような、そういうような将来的

は緊急時と復興時をごちゃごちゃにして、今、議論

なビジョンがあって、そこへ行ったら何か子どもた

しているので、最初の半年の緊急時の失敗を、本質

ちがみんな元気になるよ、というような、それこそ

的にもう一回学習する必要がある。復興期は復興期

ここで語られなかったコミュニティデザインとい

で、また別に先例に習ってしっかり深く考察して備

うものが、ビジョンがやはりないと駄目だと思うの

える必要があるということです。これを一緒にし

で、そういう効率のいい、人々の健康を守る方法。

ている議論が、やはり政府の中にもあるので、ちゃ

被災地では確か皆さん、子どもたちも小太りになっ

んと分けて考えるべきだと思います。

てきて、運動していないというようなことも、いず

2 が、先ほどの先生がおっしゃったように、公益

れ将来的にはやはり成人病になっていくのではな

は誰が担うのかというところで、サードセクターと

いかというようなこともあります。あるいはお年寄

か市民社会的なものが出てきた。特に神戸から出て

りたちの生活習慣病なども、やはり治療するよりは

きたと思うんですけれども、日本は 2 つのセクター

それは絶対、予防したほうがいいに決まっていると

しかなかったかもしれませんが、3 つ目のセクター

いうようなことで、そういう観点からコミュニティ

がようやくできかけて、神戸以降おっしゃるとお

を考えていく必要がひとつ、あるのではないかと思

りあまり発展せずに震災を迎えてしまった。3 セク

います。

ターそれぞれが公益を担うというのが私の答えで

もうひとつは、やはり教育面ですね。あまり語ら

ありますけれども、そうなると、クロスセクターの

れなかったけれど、被災したことによって大学に行

協力、もしくはそれを促すような仕組みづくりとい

けなかった子どもたちとか、そういう人たちはいっ

うものが事前に大事になってくる。これは、現実世

たい今、今度 3 月になったら入試があるようだった

界のリアルプラットフォームということになると

ら大学に入るのに、行けるはずの学力の子が行けな

思うんです。それと同時に、先ほど荒井さんがおっ

かった。こういう人たちはいったいどうするの、と

しゃったように、IT 世界のプラットフォームをこ

いうようなことが、いろいろな被災地では語られて

れからそこにどう重ねるかという試みが、たぶん次

きたのですけれども、なぜかあまり表には出ていな

の大規模震災等に備えて必要になるというふうに

いというようなことが、ちょっと気になりました。

思っています。

そのあたり、よろしくお願いします。

アスベストの話は、当初から気になっておりまし
たが、十分な対策がまだやっぱり組めていない。震

内海

お茶の水女子大学の内海と申します。戸羽市

災を受けた地域は、やはりそれどころではないとい

長と辻元さんにお聞きしたいのですが、これまで震

うのが実態であるのですけれども、たぶん、10 年後、

災、悲しいこと、それから大変だったことばかりだ

20 年後、30 年後、50 年後に大規模な問題を引き起

と思うのですが、その中でもこれはよかった、とい

こす可能性があると思います。そこは、今からでも

うようなことがあったら、1、2、教えていただきた

やれることはやったほうがいいと思います。

い。私は戸羽市長と 2 度ほどお目にかかったときに、
辻元さんが 2 回も来てくれてとてもうれしかった、
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荒井

アカデミックとのつながりというのが、すご

「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」

く今後は大事ではないかなというふうに思ってい

の余裕があるときがあったら、一度被災地に来てい

ます。ちなみに、僕らのところには、実は今までア

ただいて、そして、気持ちを共有していただければ、

カデミックでいうと、ハーバード大学が一番お話

私どもはそれをバネにして頑張ってまいりたいと

を聞きたいということで来られています。そういっ

思いますので、今後ともよろしくお願いしたいと思

た意味で、たぶん、僕らにとっては海外の大学、特

います。

にハーバードなどは、この問題を非常に多角的にと
らえているんだなというふうに思っています。うち

辻元

は福島大学とも今度寄付口座をつくってやってい

一声が「今日はちゃんとした服着てるやん」と言わ

こうと思っていますが、やはり、アカデミックの世

れました。それがうれしかったです。それで、ひと

界との、セクターとの付き合いというのを、これか

つですね、これから復興に向けていくわけなんです

らも大事にしていきたいと思っておりますので、ぜ

が、地元のさまざまな団体が立ち上がってきている

ひよろしくお願いいたします。

というところが、私はうれしいことです。それは、

先ほど久しぶりに市長をお目にかかって、第

まだちょっとした芽なんですけれど。釜石に行った
戸羽

先ほど医療の話が出ましたが、正直申し上げ

ときに震災直後、大雨の日だったのですけれども、

て、県には県立病院というものがあって、私どもの

地元の人が何人か、もうつぶれかけて、今、余震が

ところにも県立病院があって今回被災をしていま

来たら私ら全員これでつぶれるかなといいながら

す。ですから、県の医療局と県の医師会、この関係

会合をしていたのですが、皆さん、お店を流された

が非常によくない。ここで言っていいのかどうか

り、ご家族を失った方々だったんですね。商店街の

分かりませんが、言ってしまったので言っちゃいま

人たちで街づくりの NPO をしていました。その人

したが、私どもとすると、県病がもう一回復活でき

たちが、今度は岩手全域のさまざまな NPO 団体や、

るのかどうか分からないときに、医師会のほうか

街づくりに取り組んできた人たちをネットワーク

らいろいろな難しい問題を投げかけられたときに、

して、「いわて連携復興センター」というものをつ

では、県病を捨てて医師会に走るか、あるいは医師

くって、仮設の見守りを自分たちで地域割りしてや

会を今回けっ飛ばして、そのあとに県立病院がやっ

ろうというような動きが出ています。また、福島も

ぱり建て直しできませんといわれたときにどうす

六カ所に、福島を六地区に分けて、地元の NPO の

るか。このはざまで非常に揺れました。結果的には、

人たちが、絆づくりセンター（正しくは絆づくり支

今、両方やっていただいていますが、しかし、なか

援センター）というものをつくって、何とか地元で

なか難しい問題がたくさん山積をしていて、これは

立ち上がって頑張れないかというような話が今、出

行政がどうのこうのというか、私のような力のな

てきている。そういうことは、外からの支援はもち

いものは、ちょっとどうしようもないところがあっ

ろんなんですけれども、中の人たちが底力を見せて

て、様子を見ながら流れに任せているというような

くださるのは、非常に私はうれしいなと思います。

状況でございます。

それと、もう一点は、官僚が少し変わったかなと。

それから、これはよかったという話。もうたく

最初は、いろいろなボランティア担当として、さま

さんありますね。本当に私たちは多くのものを失っ

ざまな会議、政府の会議に出るのですが、一番現地

て、まさに絶望というものを本当に肌で感じたわ

のボランティアの人たちが情報を、生の情報を持っ

けですが、先ほどおっしゃっていただきました。辻

ていたんですけれども、政府の会議で出しても「あ

元先生も、今日はこぎれいな格好をしていますが、

あ、それ、ボランティアの話やろ」と。ちゃうねんと。

普段は本当に小汚い格好をしてリュックサックを

ここが一番、もう現場の現場に避難所がどうなっ

背負っていらっしゃるんです。でも、本当にこれが

ているか知ってんねんからと。ところが、やはり

うれしいんですよ。政治家でありながら、本当に被

半年たったあとに、みんなが「それで、ボランティ

災地を心配されて。私たちが一番うれしいのは、お

アから何か情報入ってる？」というように、反対

金をもらったり何かをするのではなくて、やはり気

に聞くようになってきました。それは、少し変わっ

持ちを共有してもらうということです。ですから、

てきたのかな。

先ほどもお話ししましたが、ぜひ、もし時間とお金

それで、メディアは私たちです。一人一人がマス
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メディアに頼るのではなく、今、市長がおっしゃっ
たように、今、また行くことだと思います。それで、
自分の言葉で自分が発信するということが、私は
風化させないということで、テレビの特集をいく
らやっても、そうではなくて生の声だと思います。
ぜひ皆さん、今日来た人は少なくとも行きましょう
ね、全員。ねえ、そうだよね。行ってください。最
後にそれを申し上げたいと思います。
中村

どうもありがとうございました。まだまだお

話ししたいことはありますが、そろそろ時間です。
私が今日、お話を聞きながら 2 つのことを思いまし
た。先ほど辻元さんがおっしゃったように、本当に
地元の人が立ち上がっていて、今回の東日本大震災
で世界の被災地と大きく違う点が 2 つあります。
ひとつは、地元にこれだけ素晴らしい人材がいる
というのは、ものすごく大きなことです。もうひと
つは、先ほど戸羽市長もおっしゃいましたが、ボラ
ンティアを断る、途中で断るという勇気が持てたと
いうことは、やはり素晴らしいことだっただろうと
思います。
先ほどの質問にもありましたが、戸羽市長から
もぜひ来てくださいというお話もありました。国
際ボランティア学会でボランティア・コミュニティ
デザインということを考えながら、またみんなで陸
前高田に行ったり、チームでお邪魔したりして、そ
ういう形でこの学会が今日のシンポジウムだけで
終わらずに、今後も継続的にいろいろ続けていく、
そういう力になればうれしいなと思います。
今日はどうも皆さん方、遠いところからお忙しい
中お越しいただきまして、どうもありがとうござい
ました。
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「大学と震災とボランティアセンター」
【第 13 回大会】

国際ボランティア学会

第 13 回大会

トークセッション

「大学と震災とボランティアセンター」
日時

2012 年 2 月 26 日（日）13 時 30 分～ 16 時 00 分

場所

立命館大学

エポック立命 21

エポックホール

はじめに

本稿は 2012 年 2 月 26 日（日）に立命館大学びわこ・

赤澤

清孝

特定非営利活動法人ユースビジョン

其田

雅美

東北学院大学

八重樫綾子

いわて GINGA-NET

山口

立命館大学

洋典

視点から迫るにあたっては、阪神・淡路大震災が「ボ
ランティア元年」と呼ばれた背景を想い起こそう、

くさつキャンパス（滋賀県草津市）のエポックホー

ということになった。1995 年 1 月 17 日に発生した

ルで開催された国際ボランティア学会第 13 回大会

兵庫県南部地震による阪神・淡路大震災では、1 日

におけるトークセッションの抄録である。このトー

平均で約 2 万人、少なくとも 100 万人のボランティ

クセッションは大会実行委員会の企画によって実

アが現地で活動した。全国から現地に駆けつけたボ

施された。なお、開催にあたっては一般公開とし、

ランティア、また被災した当事者ながら地元のため

立命館大学サービスラーニングセンターとの共同

に活動したボランティア、それぞれに高い比率を占

主催とした。そのため、トークセッションの開催に

めたのが学生たちであったという。よって本トーク

先立ち、同センターおよび立命館災害復興支援室に

セッションでは、
「ボランティア元年」から 16 年あ

よる東日本大震災関連の支援活動の取り組みと、現

まり、果たして今次の大震災で学生は、また大学は、

地でのボランティア活動を組み込んだ正課科目「地

そして学内・学外を問わずボランティアセンターは

域活性化ボランティア〜減災 × 学びプロジェクト」

いかに機能したのか、あるいはしなかったのかが語

の受講生（黒田淳一・当時、立命館大学政策科学部

られていった。

4 回生）による宮城県気仙沼市大島での活動が紹介
された。

以下、「あの日」から 1 年を控える中でなされた
語りを誌上にて採録するにあたっては、当日のコー

トークセッションのテーマに「大学と震災とボラ

ディネーターを務めた山口（立命館大学サービス

ンティアセンター」と掲げられたのには理由があ

ラーニングセンター副センター長）が内容を構成し

る。まずは前日のシンポジウムが、東日本大震災と

た。まずは発言順に、其田雅美氏（東北学院大学学

ボランティアの関係について、政治的、地域的、政

長室事務課）、八重樫綾子氏（いわて GINGA-NET

策的、国際的に紐解く機会としたことがある。その

代表）、そして赤澤清孝氏（特定非営利活動法人ユー

内容については別稿に譲るところであるが、多彩な

スビジョン代表）からの事例発表をまとめる。続い

実践に取り組んだ登壇者から、各々の現場で直面し

て、セッションの名のとおり、登壇者のあいだで

た課題と今後の展望が議論された。よって、あえて

なされた対話と、会場から投げかけられた質疑応答

対比的な構図を置くとすれば、東日本大震災とボラ

を、テーマごとに整理する。なお、「はじめに」と

ンティアに対し、シンポジウムではマクロな視点か

「おわりに」以外の部分については、当日の議論を

ら迫り、トークセッションではミクロな視点から迫

追体験できるよう、口語（です・ます調）でまとめ

ることとした。

たことを申し添えておく。

何より、東日本大震災とボランティアをミクロな
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１．東北学院大学の取り組み

東北学院大学では 2011 年 3 月 29 日に「災害ボラ

ンティアステーション」という組織を学内に立ち

したが、ツイッターなどを使い自分たちができると
ころで始め、中には人海作戦で各避難所に赴いた学
生もいたようです。

上げました。この間、大学による各種ボランティ

避難所の開設支援と安否確認の後、沿岸部に向

ア活動のコーディートを学長室所属の職員として

かった学生がいました。何も持たず、自転車で仙台

担ってきました。また学内だけでなく、2012 年 2

市から 60km ほどに位置する石巻に向かい、2 泊 3

月の時点で全国 14 大学が参加する「大学間連携災

日で活動してきたのです。その学生は活動の後に

害ボランティアネットワーク」の事務局も担って

大学で何かできないかと訴えかけ、それが本学の

います。また、地域内での連携にも積極的に取り組

「災害ボランティアステーション」設置につなが

んでおり、「学都仙台コンソーシアム」による復興

るきっかけの一つとなっております。ただ、本学

大学という事業のボランティア部門のとりまとめ、

には県内各地の出身者も多いこともあって、自然

内閣府が立ち上げた「助けあいジャパン」による

な動きと捉えることもできますし、生まれ育った

ウェブサイトでの動画配信プロジェクト「情報レ

地元で活動する学生の自主的なサークルの動きな

ンジャー＠宮城」、また地元の新聞社「河北新報社」

ども出てきていました。

と人材育成企業「デュナミス」と本学の 3 者で連携

こうした学生の動きや教職員の活動では、ボラ

した学生ボランティア活動のボランティア活動者

ンティアという言葉を意識して動いたのではなく、

のヒューマンストーリーと被災地の現状を伝える

まずは目の前や周りの状況を見て動かなければい

ブログ「情報ボランティア＠仙台」などにも取り組

けないという感覚に駆られたのだと思っています。

んでいます。

しかし、無意識のうちに自分が住んでいる地域の

現在進行形で準備が進んでいる取り組みもあり

復旧・復興をと行動した人がいたからこそ、学生

ます。既に仙台市の若林区役所を拠点とした NPO、

ボランティアの自主性や行動力を支援する体制を

企業などとのネットワークが進んでいるのですが、

学内に設置して、地域の方々とつながることが大

そうした行政との連携も進んでいます。また、先程

事だと考えてきました。本学は平常時、つまり震

のデュナミスと仙台市と本学による人材育成のプ

災前にボランティアセンターはなかったのですが、

ロジェクトが検討されていますし、仙台社会福祉協

こうして活動支援に取り組んでくると、日頃から

議会と包括的な連携を組んでプロジェクトを立ち

行政や NPO と連携して、学生が地域社会に参画

上げていく予定です。河北新報社や NPO が行う震

できる積極的な場の構築づくりが重要だと実感し

災の記録化プロジェクトに協力、また本学独自で震

ました。無縁社会ということがよく言われますが、

災活動記録のアーカイブプロジェクトに取り組んで

日常的に顔の見える関係ができていると、何かあっ

おります。以上のように組織間連携を発展、継続を

たときにしっかりとした連携が取りやすいと今

行ってきているのですが、この間の活動で震災と大

思っています。

学とボランティアセンターという点で思うことを 3
点にまとめてお話させていただきます。

今後、このような学生が生んだ動きが継続的して
地元で展開され、支援活動が風化されないことが大
事なのですが、ひとりでも多くの学生が社会に巣

(1) 震災ボランティア活動で大きな役割を担う学生
震災後、学生の行動力に圧倒されました。そこで、

立っていく前に地域への関心、復興への意識を行動
に移していくことを期待しています。また、震災復

地震直後からゴールデンウィークあけまでの復旧

興ボランティア活動の中には、子どもの支援・学習

期、つまり授業が再開されるまでの期間のことをお

支援なども含まれていますので、それらが平常時の

伝えします。まず地震直後に何をしたかというと、

ボランティア活動として自然に根付いてくれればと

就職活動や課外活動などでキャンパスにいた学生

も思っております。それはボランティア活動を通じ

や教職員が避難所に避難したのですが、そこで誘導

た教育、学習も期待をしているからです。地域で支

や宿泊体制の整備など、積極的なリーダーシップを

え合うことが学生たちの身近な活動として根付い

発揮しました。次に始めたのが学生たちの安否確認

て欲しいですね。

でした。当時、電気や電話はつながっていませんで
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(2) 組織同士のつながりの重要性
今回日頃から学生や大学が地域とつながること
が大切だということを、学生たちの動きから実感
したのですが、そこには組織間連携も含まれます。

らの期待も大きい中で、今後も大学としてどうバッ
クアップしていくのがよいのかを考えていきたい
と思っています。
今後の課題でもあるのですが、当時の動きを記

そこで本学と仙台市社会福祉協議会（以下、市社

録して、次世代に残す・つなげるという重要な役

協）に設置された仙台市災害ボランティアセンター

割ということがあります。先ほど冒頭で申し上げ

との連携について紹介します。実は本学は震災の半

ました、様々な震災のアーカイブ化が図られてお

年前からボランティアセンター構想を検討してい

ります。本学でも、当時どのように学生が避難所の

まして、市社協の方からアドバイスをいただくなど

運営体制に関わったか、そのような記録化を今年に

の関係がありました。その他、平常時のボランティ

なって始めました。そういったことを記録し、次の

ア活動で学生たちが活動に行っていたこともあっ

震災防災マニュアルなどに盛り込んでいければな

たのですが、そのご縁も本学と市社協のビルが隣同

と思っております。そういったことが、若者の心を

士だったという立地条件が震災時の連携に大きな

育てる大学の 1 つの使命だと考えております。

影響を与えたと思っています。
今回、市社協も本学も、お互いに初めて震災や復

仙台市災害ボランティアセンターは、夏になると
仙台市沿岸部の津波被害に特化した「仙台市津波災

興のための組織を立ち上げることになりました。市

害ボランティアセンター」に、そして現在は「災害」

社協は仙台市災害ボランティアセンター、本学は災

が取れて「仙台市ボランティアセンター」の組織名

害ボランティアステーションという、お互い災害に

称に戻りました。組織の名称が変わりながらも、復

特化したボランティア組織を立ち上げたのですが、

興活動に関わるボランティア募集が現在もほぼ毎

やはり 1 つの組織だけで活動を完結させるのには無

日情報発信されています。本学は、津波災害ボラン

理があり、様々な組織が手を取り合って動くことが

ティアセンターが閉鎖するときには、活動備品を本

必然とされる環境でした。ちなみに本学は 3 つキャ

学の倉庫に保管させていただくといった関係を持

ンパスがあるのですが、多賀城市役所と多賀城キャ

ちました。また、冒頭で紹介した「情報ボランティ

ンパスも隣接していまして、包括協定も結んでいま

ア @ 仙台」の活動のように、企業とも連携しなが

した。今回の震災では、多賀城市にも津波が押し寄

ら、学生によって災害ボランティアセンター情報の

せ、市民はずぶぬれになりながら比較的高台にある

ブログを掲載したり、本学でも各メディアのサイト

市役所にまずは逃げたのですが、程なく庁舎も手一

を使って情報発信を行っています。

杯になり、その後は本学の多賀城キャンパスも避難
所として提供したという連携をとりました。
組織間のつながりは、お互いの組織がよい方向へ

(3) 地域のつながりから生まれる今後の活動展開と
課題

向かうために、悩んでいることを持ち寄るときに連

陸前高田市の戸羽市長が「現地に来て、現場を見

携が進むと感じています。例えば、災害ボランティ

て一緒に活動しましょう」と呼びかけておられまし

アセンターをいち早く立ち上げた市社協が運営ス

たが、離れていても全国でできる活動もあります。

タッフに困り、災害ボランティアステーションとい

そのとき、個々の組織が主体的に活動できなくて

う組織を立ち上げた本学が大学として責任を持っ

も、現地で復興支援活動を中継する機能があれば、

て活動していく場所はどこが適切なのかを悩んで

組織の団結によって復興への大きな力になります。

いました。そのような状況のときに、私たちは face

よく言われることですが、復興のためのキーワード

to face で毎日顔を合わせ、市内 5 区役所の災害ボラ

は「つながり」だと思っております。今後も、地元

ンティアセンターの活動希望者数と待ち時間など

の NPO やボランティア組織が結びつき、復興の輪

の提供情報をもとに、現地での復旧活動のみならず

を広げていくことが必要です。

後方支援も含め、ボランティア活動のマッチングな

ただ、次の震災に備えて、今回、こういう体制を

どを行っていくことにしました。若い世代のバイタ

組んで、こういう反省点があったということを記録

リティあふれる行動力を、どうすれば社会と積極

として残していかなければ、と思っています。市社

的な関わりを持つ意識の芽生えとなるか。社会か

協には相談しているのですが、地元のボランティア
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センターと大学間連携体制のマニュアル化ができれ

げての活動というお話の流れでさせていただきま

ばと考えています。単体の組織では活動に限界があ

す。私自身、岩手県立大学のまだ 4 回生で、今年卒

りますので、互いが手を取って息の長い活動ができ

業するのですが、卒業の後は、今年立ち上げました

るようなネットワークを構築していく、そうした活

NPO 法人いわて GINGA-NET の代表として、専従

動の広がりを、記録を通して情報発信していく重要

で仕事をしてまいります。岩手県立大学は滝沢村と

性を感じています。今後のことも考えながら、今な

いうところにあるのですが、県内でも特に被害の大

お屋外でのボランティア活動も残っている状況であ

きかった沿岸南部から 100km くらいの距離があり

り、ニーズが変化していく現地での活動に多くの若

ます。ですから、大学から沿岸部に支援に行こうと

い世代が参画していただくことも意識していきます。

しても、片道 3 時間ほどかかりますので、大学生た

既にこれからの世代につなげる仕掛けとして、冒

ちにとっても沿岸の支援は、時間的にも費用的にも

頭で申し上げました「学都仙台コンソーシアム」を

大きい負担感がありました。

ベースに、いくつかの動きがあります。まずは「復

私たちの活動では住田町というところに宿泊・滞

興大学人材育成教育コース」という名前で単位互換

在の拠点を置くことにしました。岩手県立大学では

制度による復興関連科目が開設されましたし、大学

大学として「災害復興支援センター」を立ち上げた

間連携で災害復興の学生ボランティアをコーディ

のですが、それとは別に学生たちが「学生災害ボラ

ネートする「復興大学災害ボランティアステーショ

ンティアセンター」
を 3 月 14 日に開所いたしました。

ン」では、行政や NPO からのボランティア情報を

それは震災前から「学生ボランティアセンター」と

一斉に配信して共有できるシステムを組みました。

いう学内の活動組織があったため、災害ボランティ

震災前の平常時には名ばかりのような連携で、実働

アセンターを開所してボランティアの受付をしよう

を伴って活動している体制ではありませんでした。

と、平時からの運営スタッフたちが宣言することに

復興を機に息の長い連携づくりをと考えて、2012

なりました。この「災害ボランティアセンター」の

年 4 月 1 日からこうしたハブ機能を本格稼働させて

活動から、いわて GINGA-NET が生まれました。

いきますので、地域間、大学間の緩やかな連携で日
本全国の大学生にボランティア活動が広まればと
思っています。

(1) 学内組織の事業からの発展
これまでいろいろなお話をお伺いして、学生たち、

ボランティア活動は学生が直接社会と結びつく

大学が動き出す際には、2 つのパターンがあると感

場であり、学生もそういった社会のつながりを実感

じました。ひとつは大学がいろいろな働きかけをし

していると思います。これからの社会を自分達が担

て、学生たちがそれをきっかけとして動き出すもの、

うんだと意識してもらえるよう、これからも大学

もうひとつがまずは学生たちが動き出し、その姿を

として活動をバックアップしていきます。本学災

見て大学が動き出すものです。もちろん、その 2 つ

害ボランティアステーションはオープンなスタンス

とも複合的に動くということもあると思います。た

です。学生が宮城県でボランティア活動をしたいと

だ、岩手県立大学は学生たちがまず動き出し、大学

いうことであるならば、本学にお越しいただければ

が徐々に動き出したのが特徴だと思っています。

宿泊所の提供や、ボランティア活動のコーディネー

「学生災害ボランティアセンター」がまず取り組

トも可能ですので、是非させていただければと思っ

んだのは余震時の地域見守り活動だったのですが、

ております。少しでも復興の力となるように、これ

設立から 1 週間後の 3 月 21 日に陸前高田市に、翌

からも地元・宮城県の大学として活動していきたい

日の 3 月 22 日に釜石市に、それぞれ災害ボランティ

と思っておりますので、これからもよろしくお願い

アセンターの運営支援に向かいました。実は私は

いたします。

3 月 11 日は国際ボランティアでフィリピンにいま
して、3 月 25 日から釜石に行きました。釜石では、

２．いわて GINGA-NET の取り組み

県外から応援で関東のブロックから派遣された方

今日は、自分自身が 3 月 11 日以降、学生ボランティ

と共に、社会福祉協議会（以下、社協）の職員さん

アセンターのスタッフとして活動を続けてきたこ

たちが災害ボランティアセンターを運営していま

と、それ以降に NPO いわて GINGA-NET を立ち上

した。学生たちは炊き出しをしたい外部の団体と避
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難所とを結ぶマッチングや、炊き出しを周知をする

るのですが、私たちは現地での活動のオリエンテー

などの活動を担当することになったので、学生どう

ションを行い、宿泊拠点での生活に必要なものをそ

しでシフトの調整や、行き来の車の手配をしました。

ろえ、食事やお風呂、バスの移動までを県立大学の

ゴールデンウィークの頃になると、徐々に県外か

職員、NPO 法人さくらネットや NPO 法人ユースビ

らのボランティアの対応をするようになりました。

ジョンなどと一緒にコーディネートしていきまし

例えば UNICEF さんとの共同で、沿岸の子どもた

た。ただ、活動では 30 ヶ所の仮設団地を回ったの

ちの遊びの支援をするボランティアバスを運行し

ですが、それぞれにやはり特色があり、ニーズも異

たときには、京都や神戸の学生など主に関西圏から

なっていたために、ルールを決めるなどして活動を

500 人ぐらいの学生が支援にやってきました。ちな

定式化をするのは難しかったため、何時から何時ま

みに岩手県立大学は通常より 1 週間くらい遅れて始

でこういうことをするといったプログラムの大枠

まったのですが、大学が始まると、それまでのよう

や、危機管理のルールなどの共有をすることにはし

に毎日シフトを組んで現地で活動することはでき

ていたものの、基本的には、その現地にいた学生の

ず、週末に集中して動くようになりました。ちょう

目でここではこういう活動が必要だと思うことを

ど 4 月下旬から仮設住宅が建設され始めたのもあっ

それぞれに組んで活動してもらうことにしました。

て、特に 5 月に入ってからは、仮設住宅のコミュニ

では、どうしてこんなふうな動きができたのか、

ティ形成を目的にサロン活動などによる生活支援

とりわけ素早く体制をつくり、学生から大学を動か

に取り組むようになりました。

しましたと言えるのか、それは発災前から学生たち

その後、現地の社協、ボランティアセンターとの

が「学生ボランティアセンター」を運営していたか

調整などを繰り返していく中で、夏休みに全国の学

らです。そうした学生が全部のスタッフを担うのは

生を受け入れるプロジェクト「いわて GINGA-NET

全国でも数少ない運営方法のようですが、それに

プロジェクト」がスタートしました。それは県外か

加えて防災を意識したワークキャンプや研修会な

ら学生が被災地に入って支援をしようと思ったと

どを、年に 3 回ずつは必ず実施をしていたことも、

き、滞在するための拠点の確保、移動の確保、そし

大きく影響しています。学生ボランティアセンター

て資金面など、自分たちで活動をコーディネートす

自体、まだ設立 4 年目という新しい組織ですが、初

るにはいくものハードルがあるため、現地で支援に

年度から地域の公民館のような場所をお借りして、

入ってきた岩手県立大学の学生災害ボランティア

地域の方にも呼びかけた「防災フォーラム」を実施

センターの学生が、それまでの経験をもとにして

していまして、みんなで炊き出しの訓練や宿泊も行

現地との調整などの役割を担うことにしたのです。

い、災害時のことを考えるワークショップなどを行

そこで 7 月 27 日からの 1 週間を準備期間、9 月 21

いました。2 年目には、大学が立地する滝沢村がも

日からの 1 週間を撤収期間として、そのあいだの 1

のすごく雪深いことから、地域のパトロールをして

週間ごと計 7 回のクールで受け入れを行い、初期は

雪かきをするといった日常の見守りの活動を始め、

約 80 名、最大で 200 名、合計で全国 146 大学から

さらに 2008 年の岩手・宮城内陸地震で被害を受け

1086 人の大学生たちが訪れました。

た一関市の民家を約 2 週間お借りして、滞在の間に
地域でニーズを拾い、自分たちでその日ごとに活動

(2) 平常時の動きが支えたもの

を組み立てるという、言わば災害ボランティアセン

災害支援のボランティアは瓦礫の撤去など力仕

ター開所の想定をしたワークキャンプもしました。

事などもありますが、「いわて GINGA-NET」では

また、センターでは普段、「チャリパト隊」と名

Community-Networking program の 頭 文 字 を と っ て

付けた地域の活動も行っています。ただ、活動と

CNP と呼ぶ活動を行っていまして、簡単に言えば

言っても、派手なチョッキを着て、自転車に乗って

人と人との対面の中でさまざまなニーズを拾って

地域をうろうろしているだけです。しかし、実はこ

きて、それを記録して、災害ボランティアセンター

ういう日常の活動が地域の防災になっていて、こう

につないでいくというようなコミュニティの形成

いう活動を続けることで、学生自身が自分たちの身

のお手伝いをする、というものです。参加するボラ

を守ることにもなるんです。なぜなら、地域の方が

ンティアは住田町の体育館に寝袋を敷いて 4 泊す

学生の存在を認知してくださって、地域の方が学生
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を守っていこう、自分たちのまちは自分たちで守ろ

そして現地への支援をつないでいきます。学生主導

うという意識が生まれるというようにつながって

のボランティアセンターと大学主導のボランティ

おります。

アセンターがあるように、大学間連携も学生主導と

また、DoNabenet（ドナベネット）という活動も

大学主導があると思います。ですので、岩手県の中

あります。その名前のとおり、土鍋でネットワーク

の学生たち自身が自分たちのネットワークを築い

をつくっていこうというもので、地域の方と集まっ

て、迅速に、柔らかく動いて欲しいと思っています。

て、お鍋を囲んでお鍋を食べるということなのです

今後、そういう動きを支えていく立場として、私た

が、こうした催しを実施するときには、地域を知ら

ちの法人は動いていきます。

なければできないんですよね。公民館はどこにある

実は先日、関西からいわて GINGA-NET プロジェ

のか、自治会長さんは誰か、そもそも鍋や調理器具

クトに参加した学生たちの有志が、
「復興カフェ」と

は公民館にあるのか、そうして必要な準備を進め、

いうイベントを主催しました。これまでの被災地支

一つひとつ調べていくことで、発災時には誰がどう

援をきっかけに、これから自分たちは何ができるか

いうふうに動けるんだろうかと発想を巡らせるこ

を話し合うもので、また岩手に行って支援する、こ

とになります。2011 年 3 月 11 日、そのとき安否確

れから何か災害があったとき今ここにいる自分たち

認ができたのも、そもそも普段から地域の方と集

から動く、そのときにこのネットワークをどうやっ

まって、どこに誰が住んでいらっしゃって、どんな

たら活かせるか、などが話題となりました。既にこ

方が困っていらっしゃるか、そういうお話ができて

ういうネットワークは関西だけではなく、関東、東

いたことが、すごく大きかったと思っています。

海と、いろんな地域で動き出していまして、被災地
への支援をきっかけに学生たちの目が自分たちの身

(3) プロジェクトから組織へ

近な地域に向いています。今後の支援も全国のネッ

私たちは今年度、これまでの災害支援の活動を

トワークも、それぞれまだ具体化していない大きな

きっかけに、岩手県立大学の OG・OB、そして現

概念ですが、それらが実際にどう動くか、どう継続

役の学生たちで、「NPO 法人いわて GINGA-NET」

をされていくか、これからの課題だと思っています。

の立ち上げに動いてきました。私たちの世代の岩手
県立大学学生ボランティアセンターのスタッフは 3
月 11 日以降、このように現地で活動を続けてきた

３．ユースビジョンの取り組み

ここまでの 2 人は被災県で、それぞれの地元で活

のですが、新潟県中越沖地震のときに現地で災害

動しているお話でしたけれども、私は遠隔地から

支援の活動を続けてきた OG・OB の方々もいます。

どのようなことを行ったかをお話をさせていただ

そもそもセンターは、そうした OG・OB が新潟県

きます。NPO 法人のユースビジョンという団体は、

で支援活動をしたことがきっかけになって設立を

1996 年に学生の有志でつくった「きょうと学生ボ

したという経緯があります。やはり組織の運営体制

ランティアセンター」が元になっています。私は阪

において、災害・防災・減災を意識してきたことが、

神・淡路大震災の 1995 年がちょうど二十歳で、立

今につながっております。

命館大学の衣笠キャンパスの近くに住んでいたの

この間、任意団体として活動してきていますが、

ですが、成人式にあわせて 1 月 15 日に実家のある

認証はすでに下りました。隣の宮城県では「学都仙

兵庫県伊丹市に帰り、友だちと飲んでしゃべって、

台コンソーシアム」で大学間連携が進んでいるよう

翌日 16 日に京都に戻りました。そうしたら、前日

ですが、岩手県はあれだけ広くても大学が 5 つ、学

使ったあの駅が、地震で倒壊し、これはちょっと人

生数は約 15,000 人という小さな規模です。ただし、

ごとではないと、そのときから阪神・淡路大震災の

やはりそれぞれの大学が被災地を支援しています。

支援の一部に関わらせていただきました。

県内のつながりがまだまだ弱い中で、もっと相互に

阪神・淡路大震災で神戸に行った学生たちの「今

ネットワークを組んで、継続的な被災地支援ができ

後も活動を続けたい」という声を聴き、また今まで

るよう動いております。

一緒にしょうもない話ばかりしていた友だちが、春

今後、被災地支援のネットワークを構築しなが

休みにボランティアに行って帰ってくると、ずいぶ

ら、全国の学生たちを受け入れる拠点づくり、運営、

ん見違えるように生き生きとしている様子を見て、
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「学生が地域に参加できる仕掛けが必要」と考える

方不明者が多いという特徴があります。またボラン

ようになりました。それで京都を拠点に、いくつか

ティアの数については、どちらも若者がボランティ

ボランティアとか NPO に関わる仕事を行ってきま

アの主力という共通点があります。ただ、阪神・淡

した。今日は、東日本大震災関連ということで、事

路大震災では発災後すぐにボランティアが現地に

務局を担当させていただいた 2 つの取り組みから、

入って、時間が経つごとに減っていったのに対し、

今後の大学とボランティアセンターについてお話

東日本大震災では最初は少なかったもののその後、

させていただきます。一つは「被災者を NPO とつ

緩やかに上昇して、その後もボランティアが現地に

ないで支える合同プロジェクト」、もう一つが先ほ

残って活動している状態が続いているという特徴

ど八重樫さんのお話にあった「いわて GINGA-NET

があります。

プロジェクト」です。

2 つの震災でボランティアの動向が異なったの
は、阪神・淡路大震災の災害ボランティアでは、が

(1) 2 つの震災のあいだ
阪神・淡路大震災の当時、私が学んでいた立命館

れきの撤去や炊き出しの支援など、初期の部分の活
動に注目が集まったために、仮設住宅に移ったら、

大学では「ボランティア情報交流センター」という

屋根もあるし、それぞれ生活もできるので、あまり

震災に特化したボランティアセンターを学生が立

外からの支援は必要ないのではと受けとめられた

ち上げていたのですが、この頃はまだ大学の中にボ

ためと思っています。ちなみに阪神・淡路大震災で

ランティアセンターを持っているところはほとん

は、発災から 40 日後ぐらいで神戸市で仮設の入居

どありませんでした。そこで、震災ボランティアの

が始まり、程なく発生した地下鉄サリン事件によっ

ためのセンターの経験を踏まえて、日常のボラン

て一斉にメディアの報道が移り、さらに大学の新学

ティアセンターができないかと大学と少し話をし

期が発災から 50 日後ぐらいで始まり、90 日後には

たんですが、学内での手続きが大変そうで、これは

自衛隊が撤退して、4 カ月後は神戸市の避難所が閉

いつになったらできるか分からないなと思い、先に

鎖というような変化がありました。一方、東日本

学生の有志でつくってしまおうと「きょうと学生ボ

大震災では、当初はガソリンが調達できない、沿

ランティアセンター」を立ち上げました。阪神・淡

岸地域までのアクセスが整っていない、ボランティ

路大震災までは学生のあいだではボランティアが

アが行く現場で宿泊拠点がない、あるいは放射線に

ほとんど話題になることはなかったと思うのです

よる影響がわからない、そういった理由で最初は少

けれども、京都ではその後にロシアのナホトカ号に

し出遅れていたものの、ゴールデンウィーク頃にな

よる日本海重油流出事故や、地球温暖化防止京都会

ると徐々にボランティアが増え、仮設住宅への入居

議などによって、学生が地域でボランティアとして

が開始されてからも、活動が続いてきています。こ

活躍する場が数多く生まれました。その後「きょう

の違いは、阪神・淡路大震災の被災者の記憶として、

と学生ボランティアセンター」は 2000 年に法人化

仮設住宅では孤独死をはじめとした暮らしの中で

し、学生ボランティアの活動拠点の整備をしたり、

生まれる生活の問題にボランティアが向き合わな

大学ボランティアセンターの設立や運営の支援、セ

ければという課題があって、それが今の状況と連動

ミナーの開催、NPO のインターンシップ・プログ

していると思います。

ラムの実施、NPO への就職や転職の支援、NPO を

また今回、学生や若者のボランティアが少ない

立ち上げようという若者の支援などに取り組み、活

という声も聞くのですが、18 歳人口を比べてみる

動の幅が広がってきたこともあって 2005 年に「ユー

と、1995 年が 177 万人、2010 年が 122 万人と、そ

スビジョン」に名前を変えました。

もそも 3 分の 2 ぐらいに減っています。一方で、65

事例を紹介する前に、阪神・淡路大震災と東日本

歳以上の人口は 1.5 倍以上に増えており、こうした

大震災の 2 つの震災について、特にボランティア活

データから、支えられるべき対象は増えているけれ

動の観点から比較しておきます。まず、阪神・淡路

ども、支える力が弱くなっているということがわか

大震災は地震による家屋などの倒壊や火災の被害

ります。また、阪神・淡路大震災のときには決して

が大きかったのに対し、東日本大震災は津波の影

景気がよくはなかったものの、神戸空港の建設など

響が非常に大きく、しかも広域にわたって死者や行

もできるくらい経済の力は残っていたのですが、当
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時に比べると日経の平均株価は半分、金利は 3 分の

せをして通院の援助をしてもらって、その後に行政

1 になっていまして、こういった経済的な側面の変

の保健師さんにつないで継続的な支援が受けられ

化によって、東日本大震災では被災地に回るお金の

るようにするとか、卵アレルギー等により避難所で

環境もよくはありません。そういう意味で、今回は

配られている炊き出しやパンなどが食べられない

復興に向けての活動は長引くのではないか、支える

という人や子どもたちを、日常的にアレルギーの支

側の力がちょっと弱いのではないか、そういったこ

援をしている団体や企業につなぐ、さらに外国人の

とがデータからも見てとれるかなと思います。

方で、避難所の管理者とやりとりがうまくいかない
場合に、必要となる辞書を渡す、そういう取り組み

(2) 緊急支援期の「つなプロ」と生活支援期の
「いわて GINGA-NET プロジェクト」

などをしていました。
避難所では毛布が配られたり炊き出しが行われ

こういった状況の中で、私自身が主に学生や若者

たりしていたわけですけれども、全員に提供される

たちと一緒に取り組んだプロジェクトが 2 つありま

ものだけでは避難生活を送ることが難しいという

して、1 つが「つなプロ」と呼ばれている「被災者

人も当然いますから、細かいニーズを調べて、そう

を NPO とつないで支える合同プロジェクト」です。

して明らかになった情報は連携先の NPO だけにお

これは宮城、東京、それから関西で活動する NPO

知らせをして、避難所全体の状況は行政や自衛隊

が連携し、これ以上の死者や状況悪化者を避難所

などによる全体の動きが促されるようにオープン

や仮設住宅で出さないことを目的に、2011 年 3 月

にするというのが「つなプロ」でした。こうしたボ

14 日に発足したネットワークです。阪神・淡路大

ランティアと NPO との連携とは違って、「いわて

震災のときでも、地震による直接の被害ではなく、

GINGA-NET プロジェクト」ではボランティアセン

避難所や仮設住宅でのケアが届かない状況の中で、

ターどうし、中間支援団体どうしが連携して、ひと

500 人以上の方がお亡くなりになったというケース

つのチームを組んだという事例です。成果として

がありましたので、避難先での困り事を調べて、専

は、やはり仮設住宅に暮らす住民組織で自治会など

門性を持った NPO につなぐ活動をすることにしま

が生まれるなど、住民同士の交流が活発となったこ

した。ですから「つなプロ」は、直接がれきを撤去

とです。例えば、避難所にいるときは、それぞれ壁

したり、側溝の泥かきをしたり、炊き出しをしたり

があったとしても低いついたてですから、お互いの

するのではなく、普段から地域で困り事を持った方

状況がよく見えていたわけで、お酒を飲み過ぎの人

に専門的な取り組みをしている NPO の力を被災地

がいたら「ちょっと飲み過ぎだよ」と注意するなど

で生かす活動です。

できたわけですけれども、仮設住宅に入ると家の中

「つなプロ」では、関西と東京にそれぞれ事務所

で何が起こっているか分からない状況が生まれて

を置き、仙台に置いた事務局が巡回ボランティアの

しまいます。そんな状況において、専門家でない学

募集とコーディネートをすることにして、3 月 17

生たちが仮設住宅にお邪魔すると、色々質問してく

日から 5 月 1 日まで宮城県内の 443 ヶ所の避難所

る専門家とは違って、住民の人が好きなことを話せ

を 2 巡して、避難所の管理者の方からアセスメン

るといった効果もあったようで、若さと体力がある

トシートに基づいて情報を集め、データベースに入

非専門家としての学生たちに、住民の自治会の方か

力し、専門的な機関につないでいきました。例えば

ら「イベントをするので、手伝いに来てくれないか」

避難所のアセスメントでは、手洗い場とかトイレ

といった声もあがったりという例もありました。互

が確保できているか、パーテーションによる仕切

いの条件がそろえば長期的な活動も可能な、いいポ

りがあるか、医療を受けられるスペースがあるか、

ジションが生まれたように思います。

調理できるようなガスコンロとかがあるか、という

2 つの事例を振り返ると、「つなプロ」は特に緊

具合に、避難生活を続けるために必要な環境が整っ

急支援期に NPO が特別な支援ができるために情報

ているかどうかということを調べ、さらにどんな避

提供する取り組みで、「いわて GINGA-NET」は仮

難者の方がおられるかを調べることにしました。例

設住宅での生活支援期にコミュニティ形成を促す

えば、精神障害者の方で移動手段がなくなって困っ

取り組みでした。また、参加した学生の層も異なっ

ていた場合は、まずは移動サービスの団体にお知ら

ていて、震災が起こってしばらくは、大学は危険な
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可能性のあるところに学生を送ることができない

を置いたり、学生が活動していたりするのですけれ

というモードで、特に「つなプロ」の時期には、参

ども、そういう文脈が置き忘れたままで、学内権力

加を控えるようなメッセージの発信もしていたた

のある人たちがここぞとばかりに新たな組織をつ

め、我々もこの時期にはあえて大学ではなく、日常

くるケースもあったりして、もったいないなと思う

的に活動をしている NPO メンバーに、自分の責任

こともありました。

で参加してと呼びかけました。一方で学生の夏休み

今回の震災を経て、阪神・淡路大震災の後のよう

に実施することになった「いわて GINGA-NET プロ

に、大学のボランティアセンターが増えると予想し

ジェクト」の時期には、基本的に参加したいという

ています。今、日本の大学全体で 120 ヶ所ぐらいボ

人であれば誰でも参加できる機会にしようと、大学

ランティアセンターがあるようですが、その 3 割近

などにも広く呼びかけました。実際、この頃になる

くが近畿地方で、一番多いのが兵庫県の 13 大学と

と、やはり大学もボランティア活動を促していきた

なっています。ここには阪神・淡路大震災の影響も

いというモードに変わっていましたし、時期によっ

大きく、今後、どんな形でこういうものが増えてい

てボランティアの呼びかけ方を変えようと意識し

くのか、私自身も注目していきます。阪神・淡路

たことが今回学習したことですね。

大震災の後には、2001 年がボランティア国際年に、
2002 年には中央教育審議会が「青少年の奉仕活動・

(3) 東日本大震災後の大学ボランティアセンターの
あり方

体験活動等の推進方策について」という答申をまと
め、ボランティア活動への単位認定等の推進や活動

東日本大震災では、ボランティア活動における

環境の整備などに触れ、さらに 2003 年度からの「特

大学と学生の関係について気になることがありま

色ある大学教育支援プログラム（特色 GP）」や「現

した。それは大学側が時期によって待ったをかけ

代的教育ニーズ取組支援プログラム（現代 GP）」、
「質

たり、促したりしたことを、学生側が結構そのメッ

の高い大学教育推進プログラム（教育 GP）」により、

セージを真正面から受け取っていたことです。これ

大学ボランティアセンターの設立のきっかけが多

まで、行くなと言われたとしても、それでも行く

数生まれました。ちなみに 2008 年度にユースビジョ

のがボランティア、と思ってきた部分もあったん

ンが取り組んだ大学ボランティアセンターの実態

ですが、大学の言うことをよく聞く、という印象

調査によると、設置の根拠は外部資金が付くかどう

を僕は持ちました。そもそも、阪神・淡路大震災

かが大きいようです。

のときには、大学は行けとも行くなとも言わなかっ

今後の学生ボランティアについて、遠隔地からで

たし、学生も大学が何を言うかを期待していなかっ

も活動を続ける大学や学生と被災地とが、うまく

たのですけれども、この 17 年間で、ボランティア

パートナーシップを組んで欲しいと願っています。

は組織されて行うものという認識に変化している

遠隔地の学生には、現地で活動して消化できない気

のかなと気になっています。

持ちや整理できない感情を抱えた学生や、何かした

また、東日本大震災では大学のボランティアの対

いと思いながら何もできていないともどかしく感

応窓口が多様化していました。ボランティアセン

じている学生のケアの場所も必要となるでしょう。

ターが設置されている場合に特別事業として対応

ただ、実際には当事者のニーズとかけ離れた活動が

しているケース、ボランティアセンターとは別に何

なされないようにする工夫も重要です。そこで、被

か震災支援の部署を立ち上げて対応しているケー

災地の学生には、復興に向けて出てくるであろう多

ス、学部や教員個人やゼミ単位で自主的に活動を始

種多様な生活課題に対応する活動を続けていくこ

めたケース、少なくとも 3 つはあったように思いま

とができるように、日常の課題に関心をシフトさせ

す。ただ、大学内でそれらが乱立し、連携されてい

ていけるかが大事だと思います。

ない場合もあって、「いわて GINGA-NET」の受付
時には同じ大学からそれぞれ違う人が違うルート
でお願いしてきたりというケースもありました。そ
もそも大学ボランティアセンターが設置されてい
るなら、こういう非常時にも対応できるように職員

４．フロアからの質問を受けて

(1) ボランティアの単位化について（愛知淑徳大学・
教員）
其田：2011 年 4 月 1 日付の鈴木寛・文部科学副大
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臣による通達に対するボランティア活動の単位化

ですから、大学が被災地の支援の活動へ参加を促す

については、そもそも授業の開始もままならない

のはいいことですけれども単位に認定しなくても

中だったこともあって、まずは授業時間の確保が

よく、むしろ単位にするプログラムならそういうプ

課題で、宮城県内の大学ではそんなことを考える

ログラムとして組んだほうがいいと思っています。

余裕がなく、動きませんでした。ただ、今後は「学
都仙台コンソーシアム」の復興大学というプロジェ

其田：今日の議論の中で、地震の直後はボランティ

クトが立ち上がり、復興人材育成教育コースという

アに行くことに規制がかかり行かなくてもいいと

ものが設置されましたので、2012 年 4 月からの試

いった声があってボランティアが少なかったとい

験的運用で復興の政治学や経済学などについての

う話がありました。地元の現場ではボランティアが

単位互換が進められるため、この 1、2 年で動きが

呼びかけられていましたし、本学でも学生たちがボ

あると思います。また、東北学院大学では 2013 年

ランティアで活動を行っていました。ただ、そうし

4 月から復興ボランティア関連の科目を 1 つ開講す

て自主的に、積極的に活動する学生たちの中で、
「ボ

る検討をしている段階ですが、本学が事務局を担っ

ランティア活動をしてきたので証明書をください」

ている大学間連携災害ボランティアネットワーク

といきなり尋ねてきた学生さんがいたので、なぜ

に参加している名古屋学院大学では、ボランティア

必要になったのかと理由を聞いたら、やはり震災復

活動を行うと成績評価の一部となる科目を開設して

興のボランティア活動に行って、何か証明書を持っ

いたと伺っております。

てきたら授業の評価点になるといったアナウンス
を行っている先生がいるようでした。今は活動報告

八重樫：岩手では、例えば国立の岩手大学が早くか

書というものを任意で出してもらえれば、その際に

ら動き、ボランティアに対して単位化していまし

本学の組織の印を押した証明書を渡すようにしま

た。岩手県立大学では、まだそういった動きはあり

した。また、本学の組織が紹介する活動に対しては、

ませんが、逆にボランティア活動はやる気や善意で

本学がボランティア保険を負担しています。現在、

やってきたと思っている学生も多いので、むしろ単

キャンパスの周辺にアパートや借り上げによる「み

位化に抵抗する雰囲気もあります。ですので、今ま

なし仮設」の世帯が数多くあると言われており、大

でやってきたことをそのまま単位にするというよ

学と地域と平常時のつながりを深めるという視点

りは、サービスラーニングなどの教育手法として位

からも、いくつか震災前からも話題に上がっていた

置づけるなど、ボランティア活動を組み込んだカリ

世代間交流のプロジェクトが進みそうで、それは単

キュラムとして何を学習するのかを事前に学び、活

位化などとは違う流れの中で展開されていくと思

動後の振り返りを通じて学びを次につなげていく

います。

というプロセスを組み立てる授業として開発して
いくことが大事でしょう。実際、そういう声が岩手

赤澤：やはり大学はボランティアの単位化という制

県立大学ではあがっているので、そういう方向に動

度づくりではなくボランティアをしやすい環境づ

いていくと思っています。

くりに取り組む方がいいと思っています。これは、
被災地支援だけでなく普段の活動もそうなんです

赤澤：僕は社会に関わるためのきっかけを大学が提

が、僕が大学生だったころに比べて忙しいという学

供することはあっていいでしょうが、そもそもボラ

生が増えていて、授業にちゃんと出ないといけない

ンティアは単位化となじまないと思っています。こ

ようになってきているし、授業があってボランティ

のあたりは、ボランティア学習とか、サービスラー

アに行けませんという人も多いんです。あるいは一

ニングなど、いわゆるボランティア活動を通じた学

昔前と比べると真面目な子が多いようで、授業は休

びの部分を重視して大学がプログラムをつくらな

めないんです、と言う学生もいます。もし授業を緩

いといけなくて、仮に大学の社会貢献活動に大学の

くするなどができないなら、ボランティア活動を単

一員として学生が参加しても、それはボランティア

位にしなくてもいいので、逆に単位のついている授

学習ではないわけです。ボランティアとは、自分で

業の方で多少休んでもしょうがないね、といった目

行きたくて行くもの、そう伝えればいいでしょう。

で見てもらえるほうがいいような気がします。
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(2) 大学に対する公的資金のボランティア活動への
活用について（お茶の水女子大学・教員）

りと、目に見える形で変化が起こってきた今、この
あとしばらくは、いわゆる行政の復興計画に基づい

其田：例えば科研費など、完全に研究のための補助

て、道路をどうするかとか、建物をどうするかとか、

金などであれば、学生さんがボランティア活動に行

いろいろなものが決着つかない段階ゆえに、まちづ

くために使えないルールがあります。ただ学生ボ

くりや子育てや高齢者の支援など、地域の生活を支

ランティア活動に使える助成金はいくつもあって、

えるためのサービスを住民の対話の中からつくっ

実際、本学も活用させていただいております。私は

ていく非常に大事な時期だと思うんですよね。そう

外部資金の担当もしているのですが、日本財団など

いったときに、地元の人たちが中心になって、問題

いろいろな助成金を獲得して、学生さんの交通費サ

を出し合ったり、課題を解決するということは非常

ポートを行うことは可能です。震災当初から昨年ま

に大事なんですけれども、やはり、なかなかそれら

でが募集のピークだったように思いますが、本学で

は今までしてきた作法でもないので、自分たちの力

はレンタカー代を外部からの助成から充当し、学生

だけでやりきるのは難しいわけです。こうした弱点

が負担しなければならない交通費をできるだけサ

を大学がアカデミックな方法で補っていくことと

ポートするようにしています。

いうのは、非常に大事なんじゃないかなというふう
に思います。

赤澤：事業計画や予算編成のタイミングと活動を始
めるタイミングが合わなかったこともあって、東日

其田：復興に向けた大学の役割に、やはり研究とい

本大震災に対する大学による災害復興支援の活動

う部分も大きいと思います。本学でもどれだけの教

では、開始時から内容と資金の調整がうまくなされ

員が研究者として活動してきたかを把握しなけれ

なかったことが多かったように思います。だからこ

ばと、2011 年 11 月に全学教員を対象にアンケート

そ、取り組みを始めた後で、その到達点や課題をき

調査を行いました。本学は総合大学ですので、理系

ちんと検証する必要があると思っています。私も、

の先生と文系の先生が同じ地域に入って、お互い

まだ何も計画や財源があるわけではないのですけ

の専門がリンクすれば、領域横断的な研究プロジェ

れども、今回、被災地支援に関連して、大学のどん

クトの促進が可能です。まずは大学として情報集約

な部署が、どんな取り組みを行ったかというのは、

を行っている状況ですが、場合によっては学内の研

何か横軸で比較できるような全国調査ができると

究助成設立なども検討されていくことになります。

面白いと思っています。そんな中から、本当に成果
なり、教訓なり、課題を導いていけると、あまりあっ

赤澤：何か地域の人たちの課題と、それぞれがリ

てほしいことではないですが、そう遠くない将来に

サーチしたい課題等をマッチングさせるような場

経験する大きな災害の備えになるでしょう。

があれば、研究だけの研究にも終わらないですし、
地域の人たちにとっても大学をリソースとして活

(3) ボランティア活動と研究との接続について（立
命館大学・大学院生）

用できると思います。ですので、地元の大学がコー
ディネート役になって、被災地以外の大学のリソー

赤澤：活動を研究にどう接続するかは、これから被

スも活用できるようになると面白いでしょうね。直

災地で長期的な活動がなされるにあたって、現状

接研究の推進ということにはならないかもしれま

をきちんと把握し、将来を俯瞰する上で必要になっ

せんが、大学ボランティアセンターは、学生中心か

てくると思います。これまでは、本当に目の前のこ

大学中心か、というだけではなく、大学によっては

とをどう対処しようかという段階だったんですが、

教員が中心な場合と職員中心の場合、また部署とし

これからは、中長期的な地域の復興に向けて活動を

ても東北学院大学のように学長室に直結している

積み重ねていくことが必要になってきます。ある人

ところもあれば、立命館のように教学機関として教

が「被災地は今、踊り場の状態にある」という話を

務関係に位置づけているセンターもあれば、学生の

されていたんですけれども、地震で建物が崩れて、

課外活動支援という位置づけで学生課が所管する

避難所ができて、それから仮設住宅ができたり、あ

ところなど、様々です。ですので、ボランティア活

るいは、復興商店街みたいな仮設の商店街ができた

動の現場と研究とを接続していく上で、大学ボラ
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ンティアセンターには NPO 出身者が専門職員など

うやって子育てしていこうかとか、地域の福祉サー

で雇われている場合がありますので、そうした人々

ビスはどうなっているかなどで迷われている方は

を接点として、対話の場などをすると、課題を紐解

多いでしょうが、それぞれの背景も異なるために、

いていくことができると思います。

必要な情報は似通っている部分と全く異なる部分
があると思うんです。そういう意味では、学生から

其田：大学の後方支援組織という現場で活動してい

「すごくやりたいんです」という相談を受けたとき、

て、今、課題として感じているのは、オープンなス

「君らは別に地域のこともよく知らないし、向こう

タンスで取り組んでいるために、ボランティアの要

の人たちが君らに相談する理由もない」といった話

請が組織レベルから個人レベルまで幅広く入って

をあえてするようにして、自分たちだけでやるより

くるなかで、基本的に断らずに受けているという

は普段から地域でそういった活動をされている方

ことがあります。時には、ある団体から断られてし

と一緒に行っていくと、それがそのまま地震の被害

まったが、何らかの支援をという相談を受けること

が落ち着いてからも、地域の活動に入っていけるの

もあります。そうしたときには教職員と学生がチー

では、と問いかけるようにしています。そうして地

ムとなってまず現場にお伺いし、状況把握と支援の

域での活動の担い手が増えると、一方で地域の人た

方法を探っています。大きな組織では手が届かない

ちからは、自分たちだけでなかなかサポートができ

部分にも、積極的に活動しているという状況なので

ないことも、何か一緒にやってくれるのだったらや

すが、こうした活動によって災害復興から日常の生

りたいといった声も出てくるので、お金の戦略だけ

活支援にどう展開できるかをきちんと考えたいと

でなく、そうした組織的な活動の展開も考えていっ

思っています。

てよいように思います。

(4) 復興支援の事業化にあたっての経営戦略について

八重樫：今、大学の職員として学生支援の仕事をし

（大阪大学・教員）

ている先輩や、社会福祉協議会でボランティアの担

八重樫：資金をどうファンドレイジングしていくの

当をしている先輩が、卒業後も私たちの NPO の仲

か、これは逆にご指導いただきたい部分です。今は

間として現役学生の活動をサポートする側に立っ

赤い羽根共同募金の災害ボランティア・NPO サポー

て活動されています。昨日に行われた特別シンポジ

ト基金や、若者の起業支援の団体助成に積極的に応

ウムのパネリストだった辻元清美さんも、本日ご一

募して、活動資金を獲得していますが、助成金ごと

緒させていただいている赤澤さんも、学生時代の経

に使途の制限があるのと、人件費などには用いるこ

験から仕組みをつくる側になって、大きな動きを起

とができないので、悩んでいるところです。また、

こしておられると思うのですが、私もそうして仕組

どうしても災害復興に限れば長くても 5 年ほどで助

みをつくる側に立っていきたいと思っています。ち

成プログラムもなくなってくるでしょうから、「い

なみに、今、この間の活動で出会った学生の中には、

わて GINGA-NET プロジェクト」に関わってくれた

社会福祉協議会に就職が決まったという学生や、関

全国の 1,000 人以上の学生たちや、今でも自分たち

西の学生だけど岩手で小学校の先生になるんだと

の地元に帰って活動している学生たちに、岩手に行

いう夢を語る学生もいます。そういった学生の存在

かずしても被災地を支援できるひとつの手段とし

に出会えたことを、そういった関係性を大切にでき

て、私たちへの寄付を選んでくれるような仕組みを

る仕組みをつくっていきたいと思っています。

うまく組み立てていくことができたら、と思ってい
ます。個人の寄付が寄付者も含めてみんなに還元で

赤澤：学生は基本的に 4 年で卒業するからこそ、有

きるような仕組みをと思っています。

志の学生団体の活動の継続をどうしたらいいのか、
これに悩む人も多いと思います。ちなみに阪神・淡

赤澤：学生の中でも、やはり現地まで行って活動

路大震災の当時の学生ボランティアたちは、ちょう

はできないという声はあります。その中で、避難

ど就職氷河期の入り口ぐらいのタイミングだった

をされてきた人たちを地元でサポートをしたいと

ので、むしろ NPO とかボランティアのほうが、何

いう話もあるのですが、新しい見知らぬ土地でど

か可能性があると思って飛び込んだ人たちが結構
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多かったんです。その当時のメンバーは、私と同じ

「数字で変化がわかるのか」といったことを、すご

ように NPO の世界に残っている人もいますし、教

く気にする方もいました。もちろん、そういうこと

員や議員になった人もいますし、役所や企業で働く

も大事なんですけれども、活動を評価して最後の仕

人もいますが、八重樫さんがこれから NPO で頑張

上げをするのは必ずしも学生たち、活動している私

る上で、今回の復興支援の活動でできた人の縁や出

たちだけではなく、現地の支援者の方も含まれる

会った課題を、何か自分の中で大事にしたいテーマ

と思っています。ですのでそうした地元の方にこう

にできれば、それが事業となって活動は続くと思っ

いう気づきがありましたとか、こういうものをまと

ています。そうした事業では、現場に行ってすぐ活

めましたということをちゃんとお伝えをして、支援

動ができる単純な場合もあれば、被災者と支援者の

をつないでいくということが、すごく大事だと思っ

間に立ちながらこういう活動をしていきましょう

ています。ですので夏以降、この年末年始の冬の活

と調整する場合もあるので、いずれにしても現場に

動でも、「気づいた課題に対処できなかった」です

近いところでプログラムをつくり、回せる人になっ

とか「発見した問題を解決できなかった」などと、

ていってください。

悶々と悩みを持ち帰ってしまう学生が出るんです
けれども、個人が抱え込んでしまうのではなく、そ

(5) PDCA サイクルの観点から見た復興支援ボラン
ティア活動の成果について（文教大学・教員）
赤澤：何を目的とした活動にするかによって振り返

れを地元の方も含めてつないで一生懸命になって
いこうと、3 月に行う 100 名規模の「春銀河」の活
動でも訴えていきます。

りの観点や中身は変わります。PDCA サイクルはよ
りよい成果にするために効果的な活動（つまり、ア

其田：復興活動で一番大事なのは、被災者をどれ

クション）にするために振り返り（つまり、チェッ

だけサポートできたかだと思っています。例えば、

ク）をしよう、という考えだと思うのですが、やは

仮設住宅の支援なら、自治組織ができて自立支援に

り活動の最中は何がゴールなのかが分かりづらい

向かうようなコミュニティづくりまで結びつける

ことが多くて、例えば「いわて GINGA-NET プロジェ

には、何を目標とすればいいのかを被災者の視点

クト」であれば、被災地のコミュニティ支援とい

に立って考えて設定しなければならないといけな

う活動においてはなかなか明確なゴールを見いだ

いでしょう。ただし、学生の活動参加者に対する

すことは出来なかったと思っています。そんな中、

評価は全く別な視点で行われる必要があって、具

ある学生ボランティアの話なんですが、「君はどこ

体的にこの点は単位認定の問題に直結するのです

どこに行って泥をかくのがミッションだ」と言われ

が、そのボランティア活動にどのような意味があっ

て、作業を終えて帰ってきたら、与えられた役割を

たのか、被災者にとってどうだったかという点だ

全うして終わったから「お疲れさま」とボランティ

けでなく学生の活動参加者にとってどうだったか、

アをやめていったそうです。それに対して「いわて

何が得られたのか、活動の手順を改善すべき点はな

GINGA-NET プロジェクト」では、そこに行った自

いか、などを考えていく必要も出てくるでしょう。

分たちでベストの策を尽くせと言っていたので、毎

ただ、私は優先順位としてはもちろん被災者の視点

晩その日の活動のシェアリングと次の日の活動計

だと考えております。目の前に困っている人がいる

画を練っていたため、作業を終えても活動は終わら

から助ける、特に活動の初期には Plan さえなく Do

ず、仮に現場を離れても、今、被災地の状況はどう

ばかりとなるゆえに、活動が支援する側からの押し

なっているのか、今できることは何かなど、問いや

つけにならないよう、慎重な評価と行動をしていか

解を与えられる側ではなく考えて行動する主体に

ねば、と思っています。

なる経験を導き、「住民の人たちどうしの関係性が
よくなる」という大きな成果をもたらすことができ
たと思っています。

おわりに

以上、2012 年 2 月 26 日に開催されたトークセッ

ションを誌上にて採録してきた。今次の大震災では
八重樫：「いわて GINGA-NET プロジェクト」の参

Twitter や Facebook など、ネット上で即時性の高い

加者の中にも「これをやると何がどうなるのか」や

情報発信が積極的になされたことが注目を集めて
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きた。しかし、そうしたフロー型のメディアが重視

質向上と、そのための工程管理のために導入された

される一方で、ストック型のメディアが相対的に軽

発想である。とりわけ震災ボランティアは行動す

視されてきたのではないか、とも考えられる。つい

る、参加することが圧倒的に重要である。だからこ

ては、発災 1 年弱のドキュメンテーションである本

そ、何をしてはならないのかも、同時に考える必要

稿が、後に東日本大震災のボランティアとは何だっ

があるだろう。この点は、今回の災害でもまた、い

たのかを紐解く一助になれば、と期待するところで

ち早く現地に駆けつけていくことを選択した被災

もある。

地 NGO 恊働センターの村井雅清代表（当時）によっ

震災に関するドキュメンテーションというより

て発災 3 ヶ月で上梓された『災害ボランティアの心

も、震災ボランティアのトレースとでも言った方が

構え』（ソフトバンククリエイティブ・刊）が参考

よいのかもしれないが、2012 年 1 月 13 日の朝日新

になろう。何より多忙な中で震災ボランティアに関

聞全国版に、東日本大震災に参加した 445 人のボラ

するジャムセッションを見せていただいた東北学

ンティアに対するアンケート調査の結果がまとめ

院大学の其田雅美氏、いわて GINGA-NET の八重樫

られていた。実は第一筆者（山口）も調査協力者の

綾子氏、そしてユースビジョンの赤澤清孝氏と、高

一人なのだが、そこでは東日本大震災関連でボラン

い関心と熱心に質問をいただいたフロアの参加者

ティアをした者の約 9 割が 1 回だけの参加に留まっ

の皆さんに敬意と謝意を表し、稿を閉じさせていた

たことと、活動に従事した者の 7 割程度がボラン

だくこととしよう。

ティアバスによって参加したという特徴を明らか
にした。これらを指して、調査設計の中心を担った
渥美公秀・大阪大学教授は、ボランティアバスによ
る「パッケージ化はボランティアを被災地に供給す
るのに有効ではあるが、当然、活動の期間や内容に
も制限も生まれる」ために「参加者が受け身になっ
てしまうのが課題として指摘できそうだ」と語って
いる。仮にボランティアバスというパッケージ化が
参加者の受け身化をもたらすとすれば、それはボラ
ンティア活動への参加者ではなくボランティアと
いう立場でのサービスの消費者になってしまうの
ではないか。
トークセッションの最後に、PDCA サイクルとい
う観点によって、活動の成果とプログラムの評価へ
の議論が展開された。上述の朝日新聞の調査によれ
ば、「また行きたいか」という問いに対して、ほぼ
9 割が行きたいと回答したという。しかし、同じく
9 割程度が 1 回だけの参加に留まっているというこ
とは、どこかで行かない理由が合理化されているの
であろう。実はボランティアのパッケージ化の陥
穽については、2012 年 4 月 8 日に開催された立命
館土曜講座第 3009 回にて第一筆者（山口）が「立
命館の復興支援活動：災害と学生ボランティアの 1
年」と題し、イヴァン・イリイチによる「逆生産
性（counter-productivity）」という点から考察してい
るので、その記録など別稿を通じて論を深めていた
だきたい。
そもそも PDCA サイクルは、製造業における品
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【研究ノート】

コミュニティ・サービス・ラーニング型社会調査の可能性について
－プール学院大学の実践を事例として－
森定玲子・蔡春花（プール学院大学）
【要旨】
サービス・ラーニング（以下、SL と略す）が学生の教育にとって市民的、人格的次元のみならず、学問的
次元にも良い成果をもたらすことについては予てより指摘されている。岡崎（2010）は、コミュニティ・サー
ビス・ラーニング（以下、CSL と略す）と組み合わせることで、市民性の強化につながる「市民的教養とし
ての社会調査」の効果的な学びが期待できると述べている。そこで、本研究では、社会調査に CSL の要
素を組み込んだ授業実践を CSL 型社会調査として位置づけ、その可能性について考察した。教員・保育
士と保護者の相互理解に貢献することを目的に、中国にルーツを持つ保護者を対象とした質問紙調査実
施を核にした授業実践は、教員・保育士と学生の双方に有益な効果をもたらした。コミュニティのメンバー
と協働して、コミュニティのために実施され、ふり返りを伴う社会調査は CSL 型社会調査と呼ぶことが
できる。「コミュニティの課題解決に役立つ」という考え方が持つバイアスの影響を十分に自覚し、その
考え方の限界を理解していれば、CSL 型社会調査は「市民的教養としての社会調査」を学ぶ最適な機会と
なると言える。
【キーワード】コミュニティ・サービス・ラーニング、市民性、市民的教養としての社会調査

1．はじめに

そこで、授業実践を詳細に記述することを通じて、

速に拡大してきた、サービス（貢献活動）を通し

CS としての社会調査を実施することで学生はどの

てラーニング（学習）を獲得する教育方法である。

ような力を習得できるのかということが浮かび上

2000 年代より日本の大学でも、SL をカリキュラム

がるようにした。

SL は、1990 年代よりアメリカの各学校段階で急

に組み込む大学が増加してきている。第 1 筆者は、

社会調査の設計・実施自体が CS となり得るのか、

授業実践の考察は、SL コーディネーターとして

2004 年から 2011 年まで、プール学院大学において

本授業実践の準備段階で協力し、学校現場での語学

SL のプログラム開発に携わってきた。授業科目と

指導員としての経験を持つ第 2 筆者との協働で行っ

しての SL を担当し、特に、地域のニーズを満たす

た。本稿執筆にあたっては、まず、第 1 筆者が草稿

ことを目標に学習が組織化される、CSL のプログ

をまとめ、第 2 筆者がそれを読み、両者で討議して、

ラム開発を担当してきた。また、SL の教育効果に

適宜加筆修正を加えて完成させた 3)。

着目し、他の担当科目においても CLS の要素を組
み入れることを試みてきた 1)。
本研究は、第 1 筆者が行った、社会調査に CSL

2．SL の 3 つの学習目標
日本では、SL の教育成果として市民性の育成が

の要素を組み込んだ授業実践を CSL 型社会調査と

強調される場合が多い 4)。しかし、図 1 が示すよう

して位置づけ、CSL 型社会調査の可能性について

に、SL は、単にコミュニティでのサービス経験だ

2)

考察したものである 。本研究が目指しているのは

けでなく、学問的内容とも深く関わっており、コー

「実践的研究」である。「ローカルな文脈を超え、あ

ス内容と実際の経験をつなげることに焦点を当て

る広がりをもった状況下で普遍的に通用する理論

ている。そこで、アッシュらは、SL の学習目標を

的知識」という意味での「トランス・ローカルな知」

人格的成長、市民的関わりの促進、学問的向上の 3

の創造（小泉・志水 2007：63-64）を目指している。

つの次元に分けている（Ash & Clayton 2004）。
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会調査の技法－地域問題解決をめざしたサービス、
この 3 つを有機的に組合せた学習方法を提示できる
と期待している。と同時に、岡崎は、「CSL 型社会
調査」は「専門研究としての社会調査」ではなく、
「市
民的教養としての社会調査」に近いと述べている。
社会調査士という資格認定制度ができ、「専門研
究としての社会調査」を担う人材育成のための社会
調査教育が大学で整備されてきた。その成果を認め
つつも、他方で、盛山は「市民的教養としての社会
調査教育」の必要性を指摘している（盛山 2009）。
「現代社会の行政、政治、そして経済の至るところ
（出典）Cress et al. 2005
図１

で、社会調査は不可欠の構成要素として組み込まれ

サービス活動を通して学ぶモデル

ている」にもかかわらず、社会調査についての知識
や理解が依然としておざなりになっている現状を、

人格的次元では、自分の人格的特徴を知り、生活

盛山は問題視している。この問題状況を改善するた

の様々な側面においてそれを利用したり改善した

めには、「市民的教養としての社会調査」を広く普

りするようになることが学習目標としてあげられ

及させることが必要だと主張している。

ている。市民的次元では、取られたアプローチが公

盛山と岡崎は、共に、社会調査を市民に必須な能

共善に照らして適切であったか、他にどのようなア

力として捉えているが、力点の置き方が異なる。盛

プローチが可能かについて考える力を育むことが

山がイメージしている「市民的教養としての社会調

主眼となる。学問的次元では、単にコースの概念を

査」に求められる知識は、「社会調査が現代社会を

使って SL 経験をより深く理解することだけでなく、

支えているしくみについての理解」と、「社会調査

コースの概念を現実の事象にあてはめていく力に

に基づくデータや報告を読み解く能力」の 2 つであ

加えて、現実の事象をより深く分析する道具として

る。岡崎がイメージしている「市民的教養としての

コースの概念を鍛え上げる力の習得に、力点が置か

社会調査」は、地域を良くしたいという動機に支え

れている。

られ、地域社会の中で主体的に社会関係を創りつつ

学問的次元から考えれば、SL は、理論や概念を

行われるものであり、そこで重要なのは「自己の役

現実に照らし合わせて学ぶ機会を提供するもので

割や立場によるバイアス」を自覚することである。

あり、あらゆる科目で導入可能な教育方法だと主張

すなわち、盛山が知識・スキルを重視するのに対し、

5)

されるのである 。CS を通じた「社会参加」を中核

岡崎の関心は倫理に注がれている。社会調査に向き

としているため、社会科学との接合の良さを指摘さ

合う市民としての倫理性こそ CSL を通じて習得で

れることが多いが、初等・中等教育段階では複数の

きると考えたのだろう。

教科内容と、高等教育段階では心理学や看護学、工
科系科目などと関連づけて実施される事例もある 6)。

4．プール学院大学の事例
4-1．授業実践の背景

X 地域一帯には、中国帰国者とその家族が約 2 千

3．CSL と社会調査
岡崎（2010）は、SL を導入した社会学教育に関

人居住している。中国帰国者の孫・ひ孫世代を受け

する研究をレビューし、SL には社会学教育を強化

入れる保育所や小中学校では、日本語学習支援や通

する可能性があることを指摘している。なかでも、

訳・翻訳のニーズが高く、そのような地域のニーズ

CSL における社会調査の意義に着目している。地

に応える形で、プール学院大学は多文化共生をテー

域の問題を解決するためには、地域の問題点やニー

マにした CSL を積み重ねてきた 7)。その実践の中

ズを客観的に把握し、行動の結果を正しく分析する

から、第 1 筆者は CSL と社会調査の結合の有効性

必要があり、社会調査はそれを可能にしてくれる。

に着目したのである。

岡崎は、「CSL 型社会調査」が、社会学的知識－社
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CSL は地域の課題に取り組むものであるが、多
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くの場合、何が地域の問題点やニーズなのか、その

ナー機関として A 保育所（定員 120 人）と B 小学

問題点やニーズを解決する手段として何が適切な

校（児童数 418 人）を選んだ。A 保育所も B 小学校も、

のかということを正確に理解することなく、さしあ

中国にルーツを持つ住民が集住している地域に位

たって必要とされるサービスに従事することにな

置し、在籍園児・児童に対する中国にルーツを持

る。現場のスタッフは、地域の問題点やニーズを直

つ者の占める比率が高い（A 保育所では約 1/3、B

感的に把握しているが、客観的なデータを集め分析

小学校では約 1 割）。本学は、A 保育所と B 小学校

するツールがない、時間的なゆとりがないなどの理

に、保育実習や教育実習に加えて、SL でも学生を

由から、客観的なデータを示すことができないとい

派遣していた。A 保育所は B 小学校に隣接しており、

うケースが多い。地域の問題点やニーズを客観的に

卒園児の多くが B 小学校に入学している。A 保育

把握するところにも、大学としての社会貢献が求め

所でも B 小学校でも、保育士・教師は、中国にルー

られると考えた。

ツを持つ保護者とのコミュニケーションに苦慮し

中国にルーツを持つ子ども達が通う保育所や小

ていた。SL で活動する留学生の中には、保護者面

中学校では、保育士・教師は、その保護者とのコミュ

談の通訳や保護者宛通信の翻訳に携わる者もいた。

ニケーションを課題として捉えていた。一つには、

B 小学校では、2007 年度～ 2008 年度、学生が児童

言葉の問題でうまくコミュニケーションが取れな

に中国文化を紹介する交流授業を行った 9)。

いためであるが、もう一つは、保護者が仕事に忙し

調査を担当した学生は、3 年生 3 名（留学生 2 名、

く、面談時間がなかなか取れないことも影響してい

日本人学生 1 名）。3 名とも B 小学校での交流授業

た。もともと、中国では共働きが標準であり、育児

に参加しており、うち留学生 1 名は A 保育所にお

はもっぱら祖父母が担い、子どもの教育は学校に全

いて SL で活動した経験を持っていた。

面的に委ねるという意識が強い。日本での生活は経

授業実践の過程の概要は表 1 の通りである。調

済的に厳しく、保護者は仕事優先の生活になりがち

査票は、A 保育所の保育士、B 小学校の教師からそ

であった。さらに、日本のように保護者が年に何度

れぞれ盛り込むべき質問項目について意見を伺い、

も学校を訪問するという習慣が中国にはなく、日本

それらを基に学生達が原案を作成し、再度、保育士・

の学校が行う面談や懇談は形式的で意味がないと

教師にチェックしてもらい、完成させた。中国に

敬遠される傾向が伺われた。

ルーツを持つ保護者の中には、日本語表記の調査票
では回答できない者もいると考えられたため、留学

4-2．授業実践の目的
教育・保育では、教員・保育士と保護者のコミュ
ニケーションは重要である。そこで、教員・保育士

生が中国語に翻訳した。保護者には日本語版と中国
語版の 2 種類の調査票を渡し、どちらでも好きな方
に回答してもらうことにした。

と保護者の相互理解に貢献することを目的に、中国
にルーツを持つ保護者を対象とした質問紙調査実
施を核にした本授業実践を企画した。質問紙調査に
よって保護者がどのような状況に置かれ、どのよう
な思いを抱えているのかを明らかにすることがで

表1

調査実践の過程

2009 年 9 月 Ａ小学校教員と B 保育所保育士に
対するヒアリング
11 月 保育所調査票案・小学校調査票案の

き、教師の保護者理解が一層深まると考えた。学生

提示

にとっては、社会調査の技法を習得することに加え

保育所調査票の完成

て、地域の課題解決に社会調査を役立てるセンスを

Ａ小学校教員に対するヒアリング

習得すること、地域の課題解決にむけた具体的アク
ションへの手掛かりを得ること、という教育効果が
あると期待された。

12 月 Ｂ保育所での調査実施
小学校調査票修正案の提示
2010 年 1 月 小学校調査票の完成
2 月 Ａ小学校での調査実施

4-3．授業実践の概要
本授業実践は、2009 年度、第 1 筆者が担当する

調査結果の集計
3 月 調査結果の報告

8)

専門演習 1 において行った。本授業実践のパート
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調査は、A 保育所では 2009 年 12 月に、B 小学校

違いに関心が向く。当初、保育所調査と小学校調査

では 2010 年 2 月に託送調査法を用いて実施した。

で同じ調査票を使うことを考えていた。しかし、そ

集計・分析は学生が行い、調査結果を A 保育所と

れぞれが盛り込みたい質問項目を一つの調査票に

B 小学校それぞれに渡した。

まとめるのは無理があると判断し、保育所用と小学
校用の 2 種類の調査票を作成することにした。

4-4．授業実践の過程

育児方法・教育観を尋ねる質問項目を作成する

（1）調査票作成

際、学生同士で議論になった。留学生は、学歴重視

学生達は、交流授業や SL で中国にルーツを持つ

の中国の教育事情を上げ、保護者の考え方に共感を

子ども達と接する機会を持っていたが、子ども達が

示していた。また、中国では両親とも仕事が忙しく、

直面している教育的課題や保護者が置かれている

子どもに勉強を教える余裕はなく、専門家である教

生活状況については、あまり十分な知識を持ってい

員・保育士を全面的に頼ることは当然のことだとい

なかった。そこで、まず、中国帰国者とその家族の

う意見を述べた。実際、中国では、学校の教員が別

生活状況や、中国にルーツを持つ子ども達の教育課

料金を取って、正規の授業が終わった後、夜遅くま

題に関する文献を講読し、具体的なイメージを掴む

で子ども達を自宅で勉強を教えるということがあ

ことにした。その後、A 保育所の所長と B 小学校

る。他方で、保育所での SL を体験した留学生は、
「中

の日本語教室担当教員に対して、調査実施の趣旨を

国の子どもより、日本の子どもの方が自立してい

説明し、調査票に盛り込む質問項目に関してヒアリ

る」と、生きる力重視の保育・教育の良さにも理解

ングを行った。

を示した。留学生の意見に刺激され、日本人学生は、

保育所や小学校は、行政機関や大学等から調査協
力の依頼を受けることが多い。その場合、調査実施
主体が自分達の調査目的に沿って調査票を作成し、

改めて、日本の保育・教育を相対的に見直す視点を
持つことができたようであった。
大半の質問項目は、保育士・教師の意見を反映

調査協力機関は完成された調査票を所属員に配布

したものであったが、一つだけ、留学生の希望で

し回収するだけとなる。しかし、本授業実践は、A

保育所調査の質問票に組み入れられたものがある。

保育所と B 小学校それぞれにおいて、保育士・教

「子どもは何人欲しいですか」という、理想の子ど

員と保護者の相互理解に貢献することを目的とし

もの数を尋ねる質問項目である。中国では一人っ子

たものである。調査によって明らかにしたいという

政策の下で出生児数が抑制されている。留学生は、

主体は A 保育所や B 小学校の側であり、学生達は

一人っ子政策の規制を受けない状況であれば、理想

それをサポートする側に立つことになる。あまり例

の子どもの数はどうなるのか知りたかったようで

のないタイプの調査なので、A 保育所の所長も B 小

あった。日本人学生は、子どもを持つという私的な

学校の日本語教室担当教員も最初は戸惑っている様

事柄にも政治が大きく影響することに、新鮮な驚き

子であったが、趣旨を理解してもらうことができた。

を持ったようであった。

ヒアリングによって、保育士・教師が中国にルー

調査票作成作業は、中国にルーツを持つ保護者が

ツを持つ保護者に対して違和感を抱いていること

置かれている状況について、留学生と日本人学生が

がわかった。一つは、保護者が他の何よりも学力を

それぞれの文化的コンテキストに依拠して理解し

重視することであり、もう一つは、子どもの保育・

たものをすりあわせていく過程であった。象徴的な

教育について保育所・小学校任せとなっていると感

エピソードとして、調査の説明文に関する議論をあ

じられることである。保育士・教師は、学力保障は

げることができる。最初、調査の説明文は以下のも

大切であるが、協調性や自立心といった生きる力を

のであった。

育成することも学力保障に劣らず大切であり、子ど
もの保育・教育は保育所・学校と保護者が協力して
担うものだという意識が強い。

今、日本では、様々な文化的背景を持つ人々
と一つの社会を作り上げていくことが求めら

上記のような共通点もあるが、保育士と教師では

れています。そのことによってどのような問題

関心の方向が異なることもわかった。当然のことな

が生じるのか、その問題を解決するためには

がら、保育士は育児方法の違いに、教師は教育観の

どうすれば良いのかということを、私達はプー
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ル学院大学で学んでいます。

・父親の 6 割が来日して 10 年以上であるが、母
親は半数以上が 10 年未満である。

この説明文に対して留学生は異論を唱えた。「日
本社会には既に様々な文化的背景を持つ人々がた

・家庭での言語は 5 割が「中国語と日本語の両
方」。「中国語」も 5 割近くいる。

くさん生活している」と。自分達留学生も、日本国

・子どもの友達について 7 割近くが「だいたい

籍を持っていないが、大学生として学び、アルバイ

知っている」と回答しているが、「まったく知

トとして働き、コミュニティの一員であると。多文

らない」と回答した保護者も 1 割いる。子ども

化社会は日本の将来の姿ではなく、日本の現実の姿

の遊び相手は「親戚の子ども」が最も多く、子

であったのである。留学生の意見を受けて、説明文

どもの人間関係が親族を軸に形成されているこ

は以下のように修正された。

とがわかる。
・子どもの就寝時間は 21 時が最も多いが、22 時

日本の社会は、今日、様々な文化的背景を持

以降も 5 割近くあり、夜型の生活になっている

つ人々によって構成されています。そのことに

子どもが多いことがわかる。しかし、子どもの

よってどのような問題が生じるのか、その問題

起床時間は 8 割近くが 7 時である。

を解決するためにはどうすれば良いのかという
ことを、私達はプール学院大学で学んでいます。

・8 割が朝ご飯を「毎日食べている」と回答して
いるが、2 割が「食べていない日もときどきあ
る」と回答している。

学生達は、一つのアンケートを作成する過程にお

・離 乳 食 の 開 始 は、「10 ヶ 月 頃 か ら 」 が 最 も

いて、異なる立場や文化を理解しつつ妥協点を探る

多 く、次いで「6 ヶ月頃から」「4 ヶ月頃から」

方法を学ぶことができたと言えるだろう。調査票

という順になっている。

は A 保育所の所長と B 小学校の日本語教室担当教

・子どもの健康面については、9 割が子どもの水分

員にチェックしてもらい、指摘を受けた箇所を修正

補給に気を配っており、8 割近くが 37.5 度以上あ

し、完成させた。

れば子どもに熱があると判断している。9 割以上
の保護者が、子どもに熱があると「保育所を休ま

（2）集計・分析
調査は、A 保育所では 2009 年 12 月に、B 小学校
には 2010 年 2 月に行った。A 保育所と B 小学校そ
れぞれに対象家庭数分の調査票を渡し、配布と回収
10)

せる」と回答している。子どもがケガをした場合
には、半数以上が「子どもの様子をみてから医者
の診察を受けさせる」と回答している。
・保育所で一番大事にして欲しいことについて

を依頼した 。回収数は A 保育所では 20 家庭であっ

は、「勉強」が最も多く、次いで「しつけ」「健

た。B 小学校では 28 家庭であったが、うち 1 家庭

康」となっている。最も低いのが「思いやり」。

は設問に回答せず、そのまま調査票を返却してい

中国と日本の教育を比較して、半数以上が「ど

たので、有効回答数は 27 家庭であった。調査票は、

ちらも同じ」と回答している。1/4 は中国の方

日本語版と中国語版の両方を渡し、どちらでも好き

が良いと回答している。

な方で回答してもらった。中国語版での回答は、保

・日本での生活に子どもがストレスを感じている

育所調査では 9 家庭、小学校調査では 13 家庭であ

と回答したのは 2 割。7 割近い保護者がストレ

り、どちらも約半数が中国語版を選択していた。

スを感じていないと回答している。9 割近い保

データはエクセルを用いて単純集計を出し、調査

護者が保育園の先生に自分の子どもを他の子ど

票に書き込まれた中国語によるコメントは留学生

もと同じように扱って欲しいと回答している。

が翻訳した。調査結果の概要は次の通りである。

・保護者の半数以上が日本食を「まったく作るこ
とができない」と回答している。保育園から配

保育所調査
・回答者の 9 割以上が母親。8 割近くが 30 代。
・家族形態は大半が核家族。子どもの人数の平均
は 1.84 人。8 割が希望の子ども数は 2 人。

布されるプリントを「読めるし、意味もわかる」
と回答したのは 1 割にすぎない。
・日本に来て一番嫌に思うこととして 7 割近くが
「言葉がわからないこと」をあげている。「子ど
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もは日本料理が大好きだけどあまりできない。

しかし、子どもの宿題を「全教科教えることが

その上にお弁当を作ることが一番難しい。」と

できる」と回答したのは 1 割も満たない。学校

のコメントもあった。

から配布されるプリントを「読めるし、意味も

・将来の生活の場として日本や中国を選択した保
護者はそれぞれ 3 割程度。5 割近くが「わから
ない」と回答している。

わかる」と回答したのは 5 割弱。
・日本に来て困ったこととして最も多かったのは
「言葉がわかならないこと」。しかし、5 割近く
が「ずっと日本で暮らす」と回答して、「中国
に帰国する」と回答したのは 1 割も満たない。

小学校調査
・回答者の 9 割近くが母親であり、8 割近くが 30
代である。

日本での生活を希望している。
・現在日本で生活していて困っていることとして

・家族形態としては大半が核家族であり、子ども
の人数の平均は 1.92 人。
・父親も母親も来日 10 年以上が最も多い。日
本での生活がある程度安定していると推察で
きる。

上げられているのは「日本語」。日本語の問題
で、子どもの勉強をみてやれないという意見が
目立った。
・日本に来て良かったこととして最も多かったの
は「環境が良い」こと。次いで、
「治安が良い」、

・家庭での言語は 6 割以上が「中国と日本語の両
方」と回答している。「中国語」と回答してい
る家庭も 1/4 以上いる。

「交通の便がよい」が続いている。
・アンケートは日本語版と中国語版の両方を用意
した。日本語版で提出したのは 14 名。中国語

・学校で大事にして欲しいことの第 1 位が「勉

版で提出したのは 13 名。懇談会での通訳の必

強」。次いで、
「自立心」、
「友達との関係」が同

要性は日本語版のアンケートにのみ入れてい

率で並んでいる。最も低かったのは「中国語・

た。「どちらかといえば必要でない」と「必要

中国文化」。

でない」をあわせると 6 割以上が通訳の必要性

・子どもの教育について、中国と比べて日本では

に否定的であった。しかし、13 名が中国語版

「自立心が養われる」と評価しているが、
「学力

のアンケート用紙を選択したことを考えると、

が身に付く」という点では中国の方が優れてい

同じ情報量を保障するためには通訳が必要だと

ると思っている。日本の教育についても中国の

言えるだろう。

教育についても「学力」にもっと力を入れて欲
しいと思っている。「学力」重視の考え方が強
いことが伺われる。

学生達は、調査結果を見て、ようやく中国にルー
ツを持つ保護者の実態像について具体的なイメー

・子どもの生活実態については、8 割以上が「毎
日朝食を食べている」と答えているが、「食べ

ジを掴むことができたようであった。一人の学生
は、レポートに次のように記述していた。

ていない日もときどきある」「食べていない」
という家庭も 1 割以上存在する。子どもの友達

アンケート結果から、将来とも日本での生活

についても 6 割近くが「だいたい知っている」

を希望し、子どもの教育にも熱心であるが、言

と答えているが、「まったく知らない」と答え

葉の問題から子どもの教育を十分にみてやるこ

ている保護者も 1 割存在する。子どもの友達は

とができない、
学校や保育所に「勉強」
「しつけ」

「クラスの友達」が最も多い。子どもの人間関
係は学校が軸になっている。

「健康」を期待している保護者の状況が浮かび
上がってくる。保護者が日本に来て一番困る事

・日本での生活に子どもがストレスを感じている

は、言語が通じないことであった。少数ではあ

と回答したのは 1/4。ストレスの原因として最

るが、文化や習慣が異なるため子どもがストレ

も多かったのは「生活習慣が異なること」。

スを感じている、と回答する保護者もいた。

・子どもの教育について、6 割以上が「中国語と
日本語の両方」を話せるようになって欲しいと
願い、大学まで進学させたいと希望している。
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ケートの回答に将来の自分達の姿を重ねてみていた。

例えば、保育士は、子どもの教育のために就学段

彼・彼女は日本での生活に満足し、卒業後も日本で

階で中国に戻ったり、子どもだけ中国に戻したりす

就職し生活することを希望していた。異文化の中で

る事例があることを経験的に知っている。しかし、

懸命に子育てしている保護者の姿を留学生達は共感

将来の生活の場を尋ねる質問に対して 5 割近くが

的に捉え、自分ならどのような生活を選択するのか

「わからない」と回答していることに大きな驚きを

自らに問い直していた。日本人学生も、保護者の選

感じたことだろう。中国にルーツを持つ家族は、将

択が幸せになりたいという誰もが持っている願いに

来の生活の場を描きにくい状況の中で日々暮らし

基づくものであることを改めて理解し、隣人として

ている。そのことへの理解は、保護者や子どもへの

自分に何ができるのだろうかと問うていた。

関わりに影響を与えると考えられる。小学校の教師
は、子どもに受けさせたい教育について、6 割近く

（3）結果報告

が「大学」を、3 割が「大学院」を挙げていたこと

調査結果は小冊子にまとめ、A 保育所と B 小学

に驚いていた。中国にルーツを持つ保護者が学歴を

校に、保育所調査と小学校調査の両方を職員数分

重視することを経験的に知っていたが、高学歴指向

印刷して渡した。現在保育・教育している子ども

を数字で突き付けられると、改めて希望と現実の

の保護者の思いを理解することはもちろんのこと、

ギャップの大きさを感じたようであった。

その後の年齢段階、あるいは前の年齢段階にある子

学生への教育的効果としては、何よりも現状認識

どもの保護者の思いを理解することも、意義がある

の深まりを挙げることができる。一人の学生はレ

と考えたからである。調査結果に対して、A 保育所

ポートに次のように記している。

と B 小学校の両方から、「参考になった」、「職員研
修に使いたい」との評価を得た。また、学生達は

親たちの考えは日本人の考えと似ていると

翌年度の大学祭で調査結果を展示し、学校現場での

ころもあるが、日本で生活する悩みを記述する

異文化理解の必要性を訴えた。さらに、中国にルー

親もいた。しかし、中国に帰国したいと考えて

ツを持つ保護者に配布するために中国版調査報告

いる親は少なく、多くが日本での生活を継続し

書の作成も試みたが、単純集計表の翻訳だけにとど

たいと答えていた。これからの日本はますます

まり、残念ながら、完成には至らなかった。従って、

多文化社会になっていくことが分かる。この事

調査対象となった中国にルーツを持つ保護者に、直

実をどれだけ多くの日本人が受け入れそして

接調査結果を示すことはできなかった。

理解していくかが大事であると考える。しかし
現状は、対応などが統一されていなく、中国に

4-5．授業実践の結果

ルーツをもつ親たちはこれからを不安に感じ

質問紙調査では、回答者の匿名性を確保してデー

ている。だからこそ、日本人も中国の文化や考

タを統計的に処理するため、誰がどのような回答を

えを理解していくことが大事であると考える。

したのかはわからないが、全体の傾向を掴むことが
できる。教師・保育士、は中国にルーツを持つ保護

SL や交流授業で中国にルーツを持つ子ども達と

者と面談しても、言葉の壁があり、保護者自身の状

関わったり、文献で彼・彼女らの教育課題について

況や考え方を把握するのは難しい。保育所調査で

学んだりしていたが、学生達からすれば、保護者は

も小学校調査でも保護者の約半数が中国語版の調

見えにくい存在である。調査票 1 枚 1 枚に目を通し、

査票を選択していることから考えると、調査結果に

データをエクセルに打ち込むことを通じて、保護者

は中国語版の調査票を用意したことで把握できた

のイメージが具体化してきたようである。文献を通

データが多数含まれていると言えるだろう。本調査

じて言葉の壁が大きいだろうと理解していたとし

は、教師・保育士が独力で把握することが難しい、

ても、保護者が調査票に書き込んだコメント程雄弁

中国にルーツを持つ保護者の状況や考え方を全体

に物語るものはない。

の傾向として示すことができたので、高い評価を得
ることができた。調査結果は、教師・保育士の保護
者理解を深めることに役立ったと言えるだろう。

子どもは日本で成長し、日本の学校で勉強し
ているが、親は日本に来てから仕事をするので
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しっかり日本語の勉強をしていないから、親と

らすものとして受けとめられるだろう。本授業実践

子どもとの交流が難しい。親として子どもに教

で行った実態調査のように、日本語と外国語との翻

えたいけれど、子どもが親にいろいろ教えてく

訳を伴う場合も、コミュニティのメンバーへの大き

れる。親は子どもの教育が難しい。

な貢献となるだろう。
第 2 に、調査実施のプロセスである。コミュニティ

ここに私達が取り組むべき地域の課題があるこ

のメンバーには実際にどうなっているのか知りた

とを、学生達は実感できたようであった。地域の問

いと思っている事柄がある。それを調査票に盛り込

題点やニーズを客観的に把握することに社会調査

むためには、コミュニティのメンバーと協働して調

が役立ち得ると思ったようであった。保育所と小学

査票を作成することが望ましい。学問的議論や理論

校の 2 箇所で調査を実施でき、それらの結果を比較

が現場の課題に関して新たな側面を照らし出すも

することによって、子どもの年齢段階で保護者の

のであり、そのような視点で調査票を作成すること

ニーズが異なることも理解できたようであった。

が現場の利益につながることもある。調査票作成

しかし、地域の課題解決に向けた具体的なアク

時に現場のスタッフと問題意識を共有していくこ

ションには繋がらなかった。小学校の方からは交流

とができれば、学術的調査であってもコミュニティ

授業実施の、保育所の方からは中国にルーツを持つ

のメンバーも「自分達のための調査」として捉える

保護者の交流会への参加の誘いもあった。しかし、

ことができるだろう。

学生達は、それらの誘いに応じたり、新たな企画を

第 3 に、ふり返りである。どのような体験であっ

提案したりすることはなかった。3 年の後期から就

ても、ふり返りがなければ学びに変換されない。社

職活動が始まり、調査実施と集計だけで精一杯だっ

会調査が CSL となり得るためには、単に、調査方

たようで、学生達が為し得たのは翌年度の大学祭で

法や分析等の学問的次元のふり返りだけでなく、人

調査結果を発表することだけであった。

格的、市民的次元のふり返りが必要である。調査を

以上のことから、当初の狙いと異なり、地域の課

実施しようとすると、様々な人々と関わることにな

題解決に向けた具体的なアクションには繋がらな

る。コミュニティのメンバーと協働して調査票を

かったけれども、本授業実践は CSL であったと評

作成するためには、彼・彼女達との良好な人間関係

価できるだろう。

を築き、信頼を獲得する必要がある。調査対象者が
直面している状況や抱えている思いがイメージで

5．考察

きなければ、課題に切り込む良い調査とはならない

プール学院大学事例を参考に、社会調査が CSL

だろう。もちろん、一緒に調査を行う学生同士の緊

となり得る条件を考察してみよう。その条件は 3 つ

密なコミュニケーションも必要である。そこには人

あると考えられる。

格的成長を促すチャンスが開かれており、それら

第 1 に、調査目的である。社会調査の実施その

についてのふり返りが必要だろう。加えて、ここ

ものが CS となる必要がある。社会調査は、その

で想定しているのは、CS として実施される社会調

目的によって、理論仮説を検証する学術的調査と、

査である。調査実践が有効な CS となり得たかを問

実態把握のための実務的調査の 2 つに大別できる。

うことは、市民的次元でのふり返りとなり、市民

CS と親和性が高いのは後者の方であろう。学問

的関わりを促すチャンスにつながる。人格的次元、

的議論や理論は現場が直面している課題と決して

市民的次元、学問的次元の 3 つのレベルでのふり

無関係ではないが、その関係性が見えにくく、コ

返りが組み込まれてこそ、社会調査が CSL となり

ミュニティのメンバーには学術的調査は自分達へ

得るのである。

のフィードバックが少なく単に負担を強いるもの

以上のことから、コミュニティのメンバーと協働

に映る可能性が高い。実態調査は、地域の問題点や

して、コミュニティのために実施され、ふり返りを

ニーズを客観的に把握し、次なるアクションを検討

伴う社会調査を CSL 型社会調査と呼ぶことができ

する材料となると期待できる。コミュニティのメン

るだろう。

バーがその必要性を感じていても業務が忙しくて

次に、CSL 型社会調査の長所と短所を考察してみ

実施できていない場合が多く、直接的な利益をもた

よう。長所として、まず上げられるのは、調査デー
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タの解釈が深まることである。調査が切り取るデー

視する考え方は、コミュニティの課題解決につなが

タは現実の一部に過ぎず、その調査データの解釈を

らないものを軽視する傾向になりかねない。「役に

通して私達は現実の全体像を掴もうとする。しかし、

立たないけど面白い」という見方を封じ込めてしま

一つの調査データに対して考えられ得る解釈は複数

う危険性がある。「コミュニティの課題解決に役立

あり、調査対象者の状況を理解していなければ、誤っ

つ」という考え方自体にバイアスが含まれることを

た解釈に導かれてしまう。CSL 型社会調査では、コ

自覚することによって、短所を最小限に抑えること

ミュニティのメンバーとの協働を通じて調査対象者

ができるだろう。

の状況をより良く理解でき、より妥当な調査データ
11)

の解釈に至り着くことができるだろう 。

すなわち、「コミュニティの課題解決に役立つ」
という考え方が持つバイアスの影響を十分に自覚

もう一つ、長所として上げられるのは、市民とし

し、その考え方の限界を理解していれば、CSL 型

て社会調査を実生活で活用する力が養われること

社会調査は「市民的教養としての社会調査」を学ぶ

である。岡崎や盛山が指摘しているように、社会調

最適な機会となるであろう。

査は今や市民に必須な能力である。そこでは、単に
社会調査を実施したり、調査データを読み解いたり

6．今後の課題

するだけでなく、社会調査によって地域の問題点や

本授業実践は試行的に CSL 型社会調査に取り組

ニーズに迫り、課題解決に向けてのアクションにつ

んだに過ぎず、教師・保育士との協働やふり返り

なげていく力が求められるだろう。そのセンスは、

の深さ、新たなアクションへの展開など、不十分

実際に社会調査を CS として役立てる中でこそ習得

な点が多々ある。今後さらに授業実践を積み重ね

できるものだと言えよう。

て CSL 型社会調査の授業モデルを洗練させていく

他方、CSL 型社会調査の短所は、学生自身の問
題関心を十分に引き出すことができにくいことで

必要があるだろう。今後の授業実践における課題と
して、次の 2 点を上げたい。

ある。調査目的や調査項目の選定自体「自己の役割

第 1 に、学問的議論や理論との関連性の強化であ

や立場によるバイアス」が入り込む。調査票の作成

る。本授業実践では、現場の教師・保育士の要望を

において、コミュニティのメンバーと学生の関心が

重視して実態調査に徹し、理論的な視点を調査票に

ずれることがある。本調査でも、一人の留学生は、

持ち込むことはしなかった。しかし、学問的議論

理想の子どもの数を尋ねる質問項目を調査票に盛

や理論が現場の課題に関して新たな側面を照らし

り込むことを希望した。中国の文化で育った人で

出すことがある。例えば、本調査が対象とした中国

あっても、一人っ子政策の規制を受けない状況であ

にルーツを持つ保護者の多くは、中国帰国者の親族

れば、理想の子どもの数はどう変化するのか知り

だと考えられ、従来の民族や国民というカテゴリー

たかったようである。理想の子どもの数と産児制

では把握できない現象を伴っている。彼・彼女らは、

限政策との関係は興味深いテーマであるが、教師・

単純に「日本人」か「中国人」のどちらかに分類す

保育士が直面する課題とは直接的な関連性が弱い。

ることはできず、日本国籍を取得している者もいれ

理想の子どもの数を尋ねる質問項目は保育所調査

ば、中国国籍の者もいる。それゆえ、私達は彼・彼

では採用されたが、小学校調査では削除された。保

女らを「中国にルーツを持つ保護者」と呼んだ。彼・

育所ではその質問項目は保育ニーズを把握するの

彼女らの中には日本での永住を決めた者もいれば、

に有効であると判断されたが、小学校では子どもの

その時々で生活の拠点を日本や中国、あるいは他の

生活実態や保護者の教育観の把握に関わる質問項

国に移すことを選択していく者もいる。国籍や居住

目ではないと判断されたからである。

地が異なっていても、共通の価値観を持ち、文化的

CSL 型社会調査では、コミュニティのメンバー

コミュニティを形成していると見なすことができ

の問題関心が尊重され、学生の問題関心は軽視され

る集団である。そのような集団に対して、トラン

る。学生の問題関心がユニークで新たな知見を生む

スナショナル・コミュニティ、文化的アイデンティ

可能性を持っていたとしても、コミュニティの課題

ティ、ディアスポラ・アイデンティティなどの概念

解決に関わるものであるかどうかで評価されてし

を適用して分析することは有益であろうし、調査設

まう。コミュニティの課題解決につながることを重

計やふり返りに取り入れることはできるはずだ。学
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問的議論や理論を現場の課題解決に活用していく

7．おわりに

CSL はコミュニティへのサービスを通して学習

ことも大学が成し得る一つの社会貢献である。
第 2 に、新たなアクションへの支援強化である。

を獲得する教育方法であるが、同時にコミュニティ

CSL 型社会調査は地域社会の課題解決の一助とし

に対する大学の社会貢献でもある。CSL を通じて、

て実施されるものである。単に実態を明らかにする

大学はコミュニティの機関と実り多きパートナー

ことで終わってしまっては不十分である。しかしな

シップを構築することができ、大学もコミュニティ

がら、学生達だけで新たなアクションを企画したり

の一機関としての働きを為すことができるだろう。

実施したりするのは難しい。現場の様子もわからな

CSL は現代的課題に向き合い、
学問の側からすれば、

いまま、調査結果だけで新たなアクションを企画し

その有用性を鍛えるチャンスである。本報告で検討

ては見当違いのものになってしまう危険性がある。

したように、社会調査と CSL は相性が良く、その

調査実施とは別に、現場のプロジェクトに参加する

結合には大きな効果を期待できるが、他の様々な科

など工夫が必要だろう。当時、本授業実践と並行し

目でも CSL の導入は可能だろう。

て、中国にルーツを持つ子ども達の学習支援や中国

しかし、コミュニティの機関との緊密なパート

語への通訳・翻訳等の CSL も行われていた。それ

ナーシップのもとで有効なサービスを提供しよう

らに参加する学生達と調査結果を共有し、新たなア

とするのは、継続的で大きな労力が必要である。複

クションについて検討することもできたであろう。

数の科目がばらばらに CSL を実施するのはロスが

CSL 型社会調査を有効に活用するためには、コミュ

多い。コミュニティへのサービスの種類は限定し、

ニティのメンバーとの協働はもちろんのこと、学内

それらに関連づけて複数の科目が CSL を実施する

の他のセクションとの協働も検討すべきであろう。

ようにすべきであろう。その成否の鍵を握るのは、

今後の研究課題として、次の 2 点をあげたい。第
1 に、CSL 型社会調査という概念の独自性を明確に

カリキュラムを統合し、コミュニティに貢献できる
大学の組織体制の構築であろう。

することである。SL とボランティア学習や参加型
学習との共通点／差異点はもちろんのこと、CSL
型社会調査とフィールドワークやアクションリ

【注】
1)

プール学院大学の SL プログラムの教育実践に

サーチとの共通点／差異点については、本研究では

ついては、今までに何度か論文や実践報告等の

明確に示すことができなかった。CSL 型社会調査

形で発表してきた。SL プログラムの導入の経

には、サービス体験と研究手法の学習の２つの要素

緯と狙いについては、森定他（2006）を参照。

が含まれる。サービス体験の側面では、ボランティ

CSL を組み入れた授業実践については、森定・

ア学習や参加型学習とどのように異なるのか、研究

関（2009）を参照。異文化間協働の理念とスキ

手法の学習では、フィールドワークやアクションリ

ルを学ぶ科目、異文化間協働基礎演習と異文化

サーチとどのように異なるのか。それについては今

間協働応用演習において CSL を組み入れた授

後の研究課題としたい。

業を行い、その教育的効果を考察している。

第 2 に、CSL 型社会調査と「市民知」の生成可能

2)

本研究は、CSL を組み入れた授業実践を考察

性との関連についてである。CSL 型社会調査は、学

の対象としている点で、森定・関（2009）と類

生が社会調査能力を備えた市民として養成される機

似しているが、本研究が取り上げているのは、

会を提供するが、他方で、協働のプロセスを通じて、

通常それ自体サービスとしてみなされにくい

地域のパートナーが社会調査リテラシーを習得する

社会調査を CS として位置づけた授業実践であ

機会ともなる。地域で活動する市民が社会調査能力

る。後述するように、社会調査と CSL の結合

を高めていく、もしくは社会調査の専門家との協働

による教育効果を岡崎（2010）も着目している

12)

を深めていくことは、
「市民知」

が生成される可

が、本研究は、実際の授業実践に基づいて考察

能性の向上につながると考えられる。CSL 型社会
調査と「市民知」の生成可能性との関連性について

している点で新規である。
3)

第 1 筆者と第 2 筆者との討議で特に留意したの

は、本研究では明確に示すことができなかった。今

は、事実に関する解釈において日中どちらかの

後の研究課題としたい。

文化的バイアスが強くならないようにするこ
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とであった。日本の学校文化では、授業や学校
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The Possibility of Community Service Learning-Style Social Research
: The Case of Poole Gakuin University
Reiko Morisada and Shunka Sai
(Poole Gakuin University)
Many researchers have pointed out that service learning promotes academic enhancement, personal growth, and civic
engagement for students. Okazaki (2010) suggests that if we would combine community service learning with education
of social research, students could learn “social research as civic liberal arts”, thus promoting their civic engagement.
In this paper we demonstrate the case from Poole Gakuin University where community service learning is combined
with education of social research, and consider the possibility of community service learning-style social research. In
conclusion, the community service learning-style social research is social research that is conducted for a community
jointly by the community members and accompanied by reflection on that experience. If we can become conscious of the
influence of bias in our thinking that “we are helping to solve community issues” and realize the limits of that thinking,
then it would give us the best chance to learn “social research as civic liberal arts”.
Keywords: community service learning, citizenship, social research as civic liberal arts
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地域参加型学習におけるコーディネーターの素養群
－大学生の異世代交流拠点でのアクションリサーチから－
藪

田

里

美（京都華頂大学）

山

口

洋

典（立命館大学）

【要旨】
本研究では、地域参加型学習の推進にあたり、地域と学生とのコミュニケーションをデザインする立場に
就くコーディネーターに求められる要素を明らかにした。研究対象は京都市中心部で展開された異世代交流
のために大学が設置した「でまち家」を拠点とした協働的実践である。2 年間にわたるアクションリサーチで、
第一筆者が身を置いた場面をエスノグラフィーとして再詳述した。そして、第一筆者の内省から得られた教
訓を、第二筆者が携えて現場に参入することで、人と人とを結ぶコーディネーターの行動規範を析出した。
さらに、社会での学びを通じて自己形成を図る上では、変化の察知、偶発の担保、緊張感の保持、情熱の
喚起の一群が重要であることを示した。また、こうした地域参加型学習の促進にあたって、プログラムを提
供する運営側に立つ大学の教職員、また活動の主体となる学生たち、さらには活動対象となる地域の方々と
のあいだで良い相互作用がいかに生まれるかにも注意を向けた。よって結論に示した素養群は、教育プログ
ラムの担い手のみに準用されうるものではない。フィールドに積極的に介入し、実践家と研究者の間で価値
の調整が伴うアクションリサーチの場面においても通底するものであるというインターローカリティーも提
示する研究である。
【キーワード】地域参加型学習、コミュニケーション、コーディネーター、素養群、大学職員

1.

変化の時代の地域の学び

関する実践的研究である。例えば、中央教育審議会

「学生から返ってくるもので、スタッフも変われ

の大学分科会（2008）が「学士課程教育の構造に向

るんですよね」。この言葉は、ヒアリング時に京町

けて」と掲げた文書には、大学生が習得すべき汎用

家を拠点にした異世代協同プロジェクト「でまち

的技能としてコミュニケーションスキルを取り上

家」（以下でまち家）のスタッフから発せられた言

げているものの、それは「日本語と特定の外国語

葉である。大学職員として勤務する第一筆者は、こ

を用いて、読み、書き、聞き、話すことができる」

こ数年で大学生の幼児化の進行をつとに実感して

こととしている。すなわち、金子（2007）が「大学

きた。しかし、マーチン・トロウの高等教育発展過

に入学したことが一定の学力を証明する機能をも

程論を引用するまでもなく、日本では最高学府とし

たなくなったことを意味する」もので「大多数の大

て知識と教養を深める場であった大学が大衆化し

学ではこれまでの教育はもはや機能しない」
（金子

た。今、大学は社会に出る最後の＜学校＞として、

2007: 124-125）と述べているように、もはや、大学

主体的な学習の意欲を喚起し、机上では学び得ない

は自己と他者の積極的な関わりを促していく場の

学びを講義室以外で得ることこそ重要なのだろう。

創出を積極的に担っていかなければならない状況

そこで本研究では、高等教育機関が学習者主体の

にある。

学びの場を構想、設計し、具体的に展開していく上

すなわち本研究は、このように構成員と社会的役

ではどのような概念が必要となるのかについて多

割の変化の只中にある大学において、そのマネ

角的に分析する。別の言い方をすれば、本研究は大

ジメントの担い手の有り様に迫ったものである。

学全入時代における学びのシステムとスタイルに

なお、本稿は同志社大学大学院総合政策科学研究科
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のソーシャル・イノベーション研究コース（以下、

く、感情を伝え合い分かち合うこともまたコミュニ

SI 研究コース）に在籍していた第一筆者が提出し

ケーションの重要な役割である」（斎藤 2004: 3）と

た修士論文に、掲題の内容に即して、当時、同研

述べている。もはやコミュニケーションとは情報の

究科に職を得ていた第二筆者が全体の推敲を重ね、

伝達、連絡、通信などを比喩的に用いた一方向の行

共同で執筆した。山口（2007）は「SI 研究コース

為ではなく、互いの意思が疎通し合う環境、あるい

で取り組む研究とは、問題を発見し、それらを当事

はし合うことのない環境、そうした局所的な集合体

者に提起し、具体的な対処方法を検討し、解決が

の動態における身体の働きの総体として捉えられ

なされたという状態に浸るまで実践的研究を展開

ているのだ。

すること」であると述べ、また杉万（2006）は「研

このように、一方向の情報伝達から、一定の集

究者が書く論文や著書も、実質的にはフィールドの

合体における相互作用へと、コミュニケーション

人々との合作である」
（杉万 2006: 16）と述べている。

の捉え方が拡張する中、広範な場面においてコミュ

これらを統合すると、本研究は京都市上京区の京極

ニケーションのあり方が問われるようにもなって

小学校区に位置する出町界隈において多世代の参

きた。高度情報化社会と少子高齢化の進展に伴って

加のもと展開された実践的研究であり協働的実践

個人主義、転じて能力主義が徹底されてきている上

の成果を、第一筆者、第二筆者らが代表してまとめ

に、新卒採用、年功序列、終身雇用といった伝統

た合作である。

的な就労環境ならびに就労観が変化してきたこと

本稿は本章で研究の背景と目的ならびに研究方

も相まって、企業等の採用時の選考基準としても、

法と論文の構成を示した上で、次のように論を展開

コミュニケーション能力がことさらに重視される

する。次章では第一筆者を中心に、本章の冒頭に示

ようになってきた。そこではコミュニケーションと

した研究の背景に関して、社会的な動向を踏まえつ

は個人の能力であり、他者に対して時に功利的に振

つ概念の整理を行った。続く 3 章では第一筆者に

る舞っていくことができるような高い交渉能力や、

よるエスノグラフィーを示し ､ 第 4 章にて現場で得

他者に対して自らの興味や関心を表現的に豊かに

られた知見に対し考察を重ねた。そして第 5 章では

示すことができることを求めているかのように見

結論を示した上で今後の課題と展望をまとめた。な

える。こうした雇用側のニーズから、激しい就職活

お、本研究は出町界隈を対象フィールドにした長期

動を経ながら数年で離職していく新卒者に対し、自

のフィールドワークをとおした実践的研究である。

己の判断だけで辞めることのないような若者を期

そのため、フィールドワークから得た信頼や人間関

待していると捉えられるだろう。

係から実践知を得て考察を行った。ゆえに、本研究

いずれにしてもコミュニケーションに対して興

は協同的実践の合作であるためエスノグラフィー

味と関心を向けていくことが現代の若者たちに求

及び考察の氏名は実名で記載し了承は得ている。そ

められていることは確かだ。ところが、溝上（2004）

の上で、第 3 章エスノグラフィーから、第一筆者を

は「ユニバーシティ・ブルー」とも呼ばれる「大

藪田、第二筆者を山口と記載する。なお、手紙や写

学生の憂うつ」が際立つ傾向を示している（溝上

真などの素材についても、関係者の了承を得て使用

2004: 25）。これは、高等教育の大衆化からユニバー

したことを付記しておく。

サル化に伴って、機会の拡大が保障されることで、
修学への明確な意味付けもなされぬままの入学生

2.

2-1.

コミュニケーションと場づくり
コミュニケーションへのアプローチ

まず本研究においてコミュニケーションをどの
ように捉えているか、その概念を整理しておくこと

が確実に拡大していることの証左でもある。また、
経済的事情を理由とした退学の場合にも、人間関係
が築けないことが関係している例も少なくないと
いう。

にしよう。そもそも 1980 年代に隆盛を極めたコン

そこで本研究では、コミュニケーション能力を個

ピューターメタファーによるコミュニケーション

人の絶対的な能力として他者に対する交渉や表現

概念は次第に棄却されつつある。実際、渥美（2009）

の力量として扱わず、いかに他者と相互作用的関係

は「シャノン・ウィーバーモデル」を批判的に捉

を構築していくことができるか、そうした素養とし

え、また斎藤（2004）も「情報を伝達するだけでな

て捉えていくこととする。よって次節では、コミュ
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ニケーションへの素養をいかに涵養できるか、上述

は、教員から学習者への知識伝達型の教育によって

してきた現代の若者にまつわる状況の中でも大学

専有していく情報群と、学習者が主体的に関与する

生に焦点を当てていく。具体的には、高等教育機関

コミュニティにおける学習活動から紡ぎ出される

は学生にどのような学びの機会を提供すればよい

素養群、その全般を指している。とりわけ後者では、

のかを述べていく。

行事参加やイベント企画など、必ずしも、進路選択
を中心とした活動ではない中で、成功や失敗、達成

2-2.

教育から学習への転換

感と挫折感、それらの両義的側面を得ることこそ成

2005 年 1 月、文部科学省中央教育審議会の答申

果であると捉えている。この点は、大田（2010）は「学

「我が国の高等教育の将来像」において、大学は教

習というものをむしろ先にもってきて、そしてその

育と研究に並ぶ「第三の使命」として社会貢献を

学習を介護していくのが教育の仕事」と、教育観の

担うべし、と明らかにされた。既に大学は高等教育

変容を訴えている議論とも重なるところである。こ

機関として、地域に対し、公開講座の実施や図書館

の点について、次節では学習環境への参加、とりわ

の開放など、多様な方法で地域社会に一定の貢献

け地域における参加型学習の環境についてまとめ

を果たしてきたが、昨今、こうした機関によるサー

ていくこととしたい。

ビス提供に加え、正課科目ならびに正課外活動の双
方で、大学生が大学のキャンパス外にて何らかの取

2-3.

地域参加型学習における学びの環境

り組みを行い、地域社会の活性化にあたる機会が増

大学による地域参加は、社会貢献の側面からの展

えてきた。上記の答申は、このような多様な実践を

開のみならず、また政策的動向による体験機会の創

踏まえつつ、大学が地域社会にその資源を提供する

出のみならず、世界的にも多様な教育手法として展

ことと、同時に実学の場を求め地域の教育力を果た

開されてきた。そこで本節では、そうした地域にお

す双方の役割を明文化したものと言えよう。とはい

ける学習環境の創出という観点から、地域参加型学

え、見方を変えれば、大学による社会貢献の促進は、

習という概念を整理していく。その際、まず確認

大学の教育力の再考をならびに再定義をも促すも

しておくべきことは、日本の大学教育においては、

のであるのかもしれない。

1991 年の大学設置基準の大綱化以降、各大学なら

例えば、政府による 1997 年 5 月の「経済構造の

びに学部を中心に、教養部の解体も含めて、専門教

変革と創造のための行動計画」及び 8 月の「教育改

育を重視した多様な教育が展開されてきたことで

革プログラム」以降、創造的人材育成という視点の

ある。

もとで多方面で推進されてきたインターンシップ

専門教育としての地域参加型学習ではなく、教

は、残念ながら体験の機会を大学在学中に地域社会

養教育としての地域参加型学習の意義を明快に示

において有することを促進したに過ぎず、直接には

し た 文 書 が、2010 年 7 月、 日 本 学 術 会 議 に よ っ

学習の機会を豊かにしたものとは言えない。実際、

てまとめられた「大学教育の分野別質保証の在り

武内（2003）は「近年、大学生に就業体験をさせる

方について」である。そこでは、「大学教育一般

機会としてインターンシップを行う大学や企業が

に関して、教師による Teaching 主体から学生によ

増加している」ものの、「初歩的で定型的な業務を

る Learning 主体へと力点を変えていく必要」のも

こなすことは、仕事全体の中で重要なことかもしれ

と、「従来の一斉形式の講義による授業だけでな

ない」が「そのような体験は大学生はすでに経験済

く、様々な参加型学習を実施する工夫」として、

みで」、
「大学生が知りたいのは、その先なのである」

「具体的には、ゼミ、セミナーなどの形態や PBL

と、学習機会として捉えた際のインターンシップ

（Problem Based Leaning）、サービスラーニングな

の限界を端的に指摘した（武内 2003: 70）。そこで

どワークショップ型の多様な教育形態」を挙げて

浮上するのは、インターンシップによる体験の「そ

いるのだ。そして、教養教育を専門教育に対する

の先」にある学びとは何なのか、という点である。

基礎知識の習得という観点にとどめず、「かつて

本研究はその点を生活者の知恵への畏敬と、学習者

の『豊かな人生』へのパスポートとしての市民的

としての無様さの省察として捉えていく。

教 養 で は な く、 自 律 と 連 帯 に よ っ て 公 共 性 に コ

なお、本稿において繰り返し述べている学びと

ミットする現代的な市民性を培う教養教育」とし
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て、意義の再定義がなされた。
前掲の日本学術会議の回答で注目しておきたい

街道 ｣ の終着点として、また同時に都のものを供給
する京都の北のターミナルとして栄え、戦後には、

のは、参加型学習等を通じた市民性の涵養にあたっ

同志社大学や立命館大学をはじめとする 5 つの大学

ては「非効率ともいえる営みを通じて、つまり隠

に囲まれ、学生街の中心を形成した。出町界隈の大

されたカリキュラムに見える『無駄の効用』を積

きな特徴の一つは、京都でも有数の規模の商店街を

極的に認める」ことが必要という指摘である（日

有している出町商店街があることと、行政の指導の

本学術会議 2010: 38-41）。これは地域参加型学習

もとに組織されている住民福祉連合会、少年補導委

の手法の一つであるサービスラーニングの観点と

員会京極支部学生班、消防団などのフォーマルな団

も符合する。サラ（2010）は「経験に対して正直

体に加えて、でまち倶楽部や京極歴史探偵団など趣

でなければ、経験から利益を得ることはできない」

味の団体やイベントをきっかけに組織されたイン

と示す（Sara ＝ 2010: 67）。この 2 つの議論は高等

フォーマルな団体が相互に協力し、多彩なイベント

教育機関に身を置く学生は、大学内のみに身を置

が開催されていることが挙げられる。

くのではなく、大学外にも学習者として、そして

そのため、近隣の大学も出町界隈に入り活動し

生活者として身を置くことが必然となることを確

ており、外部の団体のフィールドにもなっている。

かなものとする。

中でも同志社大学は格別の関係を有している。そ

とはいえ、地域参加型学習は、「ただ地域に行け

れは、2008 年に設置された「でまち家」1） の存在

ばいい」、
「ただ地域から言われたことをしていれば

のためである。「でまち家」は、文部科学省が 2007

いい」のではない。それはちょうど、サービスラー

年度新設の「新たな社会的ニーズに対応した学生支

ニングの鍵概念が「互恵と省察」であることを気

援プログラム」に学生支援プロジェクト（学生支

づかせてくれるだろう。学習者とその学習プロセス

援 GP）として採択され、学生はいわゆる「京町家」

をともにし、また生活者と学習者の双方に内省を促

と呼ばれる拠点への関わりの中で、生活上のルー

し、よりよい状況を導くために今後の展望を拓く存

ル、マナー、慣習などを地域の中から学ぶ。

在が必要である。教員は教育力、職員は教育支援力

でまち家の管理運営は、前述の学生支援 GP が根

で、前進する学生の可能性を最大限に生かさなけれ

拠となっているために、充実した体制が図られて

ばならない。教員と職員が担うべき仕事の役割を理

いる。そこで、でまち家がどのような特徴を有し

解しパートナーシップを築き、学生サポートを分担

ているのか、山口（2005）による地域資源の 6 要素

する同志としての実力が求められている。教育職員

の観点から整理しておこう（山口 2005: 36）。これ

として、大学の生きた資産である学生の可能性に対

は、3M と言われる「Man（ひと）
・Material（もの）
・

して責任を担うことは当然の義務である。そうした

Money（かね）」の 3 つに、情報、発想（アイデア）、

意味において、教員でも学生でもない職員の介入に

人脈（ネットワーク）の 3 つが加えられたものだ。

よるチームワークのあり様が重要なのである。そこ

特に 3M に恵まれていない NPO が多彩な活動を展

で本研究では、地域参加型学習環境においてコミュ

開しているということに着目した観点であり、「で

ニケーションデザインを担う人物がどのような素

まち家」については表 1 のとおりとなる。

養があるべきなのか、実践的研究から接近すべく、

次節以降は、でまち家において藪田が取り組んで

次章では、第一筆者のエスノグラフィーを示し、そ

きた 3 つの事例をエスノグラフィーにまとめてい

の後の考察の素材をとして事例を整理しておくこ

く。その際、人物に関する属性は表 2 のとおりで

とにしよう。

ある。なお、フィールドノーツからのエスノグラ
フィーの作成にあたり、3 事例を時系列にしたがっ

3.

3-1.

アクションリサーチの現場から
フィールドの概要

てまとめていくことを意図的に避けたことを記し
ておく。これは、3 つの事例から 4 つのトピックを

本研究のフィールドである京極小学校区・出町界

抽出することとしたためである。そしてその 4 つの

隈は、京都御所の北東に位置し、加茂川と高野川が

トピックは、第 1 章で示した研究目的に沿っての抽

合流し鴨川を形成する地点に位置している。大正・

出である。

昭和時代は福井・若狭から京都に海産物を運ぶ ｢ 鯖
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3-2. 「ほっとけない」から信頼、愛着へ

終了後、学生スタッフで初めてリーダー役を担っ

地域において濃密な交流が図られたかどうかは、

た八木望さんは、藪田に駆け寄り、「リーダーをさ

地域からの呼び名の変化にその端緒を見いだすこ

せてもらって、楽しかったです」と、自信に満ちた

とができる。例えば、でまち家の学生スタッフの

表情で語った。そこには打合せ段階から学生が参加

一人は、2010 年 12 月 22 日に藪田がでまち家にて

していたことも影響していたと思われる。要する

実施した研究構想発表会にて「最初は『でまち家の

に、単なるお手伝いではなくスタッフとしての当事

学生さん』と言われてたんですけど、どこかのタイ

者意識があったのではないか、ということである。

ミングで、西さんと呼ばれたのが嬉しかった」と

加えて、藪田が地域の方や学生を名前で呼び合える

語っている。こうした発言からも、「覚えてくれて

関係が構築できたことも、互いに協働を進めやすい

いる」、
「気にしてくれている人がいる」と思えるこ

要因を生んでいたと考えられる。

とが、地域への愛着、帰属意識を高めていくと考えら

何より、こうして学生が積極的に地域に参画して

れる。
そこで、本節では事例として出町界隈の公園で開
催された「お月見の会」の第二回目の実践を取り
上げ、学習者と地域がどのように関係を深めてい
くかを検討する素材として提示することにしよう。
この会は 2009 年 10 月 3 日に出町商店街が獲得し
た京都府絆・賑わい商店街推進事業補助金により実
施されたものである。2010 年 9 月 25 日のイベント
当日は、爽やかな秋晴れとなった。当日は 39 名の
体制で、学生が 12 名、地域から 9 名、また子ども
16 名と保護者 2 名という構成であった。以下、表
3 に当日のスケジュールを、図 1 に当日の様子を写
真で示しておく。

図1
表3
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いく素地を支えているのが、でまち家の専任スタッ

交歓が、学生の内省を進めていくことを、でまち

フの小宮結さんである。小宮さんは常に「片付けが

家にて 2010 年 3 月 13 日に実施された「タイムマ

できるようになってほしい」と学生に伝えてきたと

シン・クッキング 2）」を事例に見ていくことにしよ

いう。「片付けができるようになると言う事は、次

う。この催しは、昭和 30 年代前後を想定し、その

に使用する人のことまで想像しながら考えるとい

当時の商店街での買物体験及び調理体験を実施す

うことですから、それは社会に出た時の仕事の進め

る取り組みであった。そこには、参加者どうしの

方と通じるものがあると思うんです」。このように

まなざしの交歓が、家庭内でのまなざしの交歓を

語る小宮さんだが、現実はなかなか伴わないよう

も進めたことを明らかとすることができた。その

だ。それでも、「よく気がつくようになった学生も

証左として、以下に参加者の保護者と子ども（女子・

いますし、そういう学生の中には以前に比べて口

小学 1 年生）から寄せられた手紙の抜粋を紹介す

数が多くなっていく傾向があるかもしれませんね」

ることにしよう。

と、藪田が企画した研究構想発表会の折に小宮さん
は応えている。

先日は、タイムマシン・クッキングで親子

そうした学生の変化を地域はどのように捉えて

共々、大変貴重な体験をさせて頂き、心から感

いるのか。藪田による研究構想発表会での発言から

謝しております。あれ以来、出町商店街のファ

追っていこう。まず、でまち家の近くで喫茶店を経

ンとなり、しばしば通っております。特に娘は、

営する佐々木真さんは、「差というより個性がある

いづもやの豆腐が気に入ったようで、1 人でお

わなぁ」と語る。また、3 世代にわたり出町界隈に

つかいに行ってくれるようになりました。容

居住する山崎千春さんは、「いろんなことをする中

器を持たせ忘れると、娘にとても怒られます。

で顔がみえてきて、いろんな障害があったら急に関

しっかりエコの精神が芽生えたようです。（中

係が近くなるよね」と語る。こうした発言から、地

略）一年生なりに、この「タイムマシン・クッ

域は学生一人ひとりの個性にまなざしを向け、各々

キング」を隅々まで満喫し、何かを感じとって

の成長を見守っていることがわかる。

いることが、わかっていただけるのではないか
と思いました。（後略）

3-3.

まなざしの交歓から内省へ

前節では学生に対する地域のまなざしに視点を

きょうは、きょうとのまちやに、むかしのく

向けたが、反対に学生は地域に対してどのような姿

らしをたいけんしに行きました。（中略）かつ

勢で臨んでいるのだろうか。前述の小宮さんによれ

おぶしをつくりました。けずるのは、みんなを

ば、「子どもと話すことで、学生は自分の至らなさ

見ていると、むずかしそうだけど、じぶんが

を知ることになるんですよ」と語る。子どもと接す

やってみると、いがいとかんたんでした。そし

る上では、口を聞きたくなくとも無視できない、こ

て、子どもの中で、いちばんじょうずたったの

のことから学生は自ずと口数が増える。一方、小宮

は、かのちゃんです。だから、すごいなあと思

さんと共に、でまち家の専任スタッフを務める鳴海

いました。だから、じぶんもかのちゃんみない

信也さんは、
「学生にはものづくりの機会を提供し、

になりたいなあと思います。（中略）きょうの

特に年配の方との異世代交流を進めてきたんです

一日は、むかしのくらしは、たいへんつかれる

が、人の話が聞ける学生と接すると、あ、成長して

から、みんながんばっていきていたことをやっ

きたなと感じますね」と語る。こうした発言に呼応

ていたっていうのを、おしえてくれました。

するかのような語りを、でまち家の学生スタッフの
一人である八木さんが言っている。「でまち家の活

子どもの日記に出てくる「かのちゃん」は小学 6

動で学生は大人や子どもと交流することができる

年生である。このようにある体験を共にするのは初

し、そんな場があることで、できないことが出来る

めてのことであったとのことだが、「かのちゃんみ

ようになったり、視野が広がったり、気付きのきっ

たいになりたい」と憧れを抱いている。このよう

かけとなりました」。

な共通体験の場において生み出されるまなざしの

このように、学生と地域のあいだのまなざしの

交歓が、他者への憧れを醸成し、自らの成長イメー
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ジを具体化する契機となることを見いだすことが

をもっと考えないと」というコメントが寄せられ

できた。

た。また鳴海さんは「きちんと伝えてあげようと思
う気持ちがあれば、感情のある言葉でないと伝わら

3-4.

叱られる事への現実逃避から気付きへ

ないですよね」と述べ、自身の経験としてある卒

前節で取り上げたタイムマシン・クッキングは、

業生の例をあげ「人によって伸び代は違いますが、

2010 年 2 月 25 日に 1 回目の打合せが行われている。

学生たちは自分で限界を決めてしまうことがある」

既に本番まで 1 ヶ月を切っていたが、打合せは円滑

と続けた。さらに実践的研究の指導を担ってきた

に進み、交流会の名のもと飲み会へと移行した。た

谷口氏は、
「自分で気付けないこともありますから、

だ、薪ストーブでご飯を炊く実験が行われ、「ああ

それを誰かが見てくれていて、気付かせてくれるの

でもない、こうでもない」と各々に口を挟みながら、

が大事で、地域に入って顔の見える関係が結べたと

試行錯誤が続いた。その後、20 分程度で炊き上がっ

きが気付きになって、成果を確認できるチャンスが

たご飯は、おこげの匂いを漂わせふっくらと炊きあ

増えるというのはあるでしょうね」と語った。

がり、皆が「美味しい」と何杯もお代わりをした。
飲み会という場を借りての打合せが、本番に向けて
絶妙なリハーサルの機会となった。

3-5. 「思い」が「思い込み」へ
では、第 1 回のお月見の会の運営にはどのような

実は藪田は出町界隈において、催しのための打合

問題があったのか。2009 年 10 月 3 日、催しの当日

せで苦い経験を有していた。それは次節で取り上げ

は雨の心配もあったが、天候には恵まれた。そのた

る第 1 回のお月見の会の折のことである。大学職員

めスケジュールは何度も修正され、メインとなる灯

での日々の業務の形態に慣れていることもあり、藪

ろうづくりについては、担当する山崎さんが廃油

田は何度も打合せを重ねながら、議事録の作成をは

を使ったロウソクを何度も試作し、2 時間点灯実験

じめとして、いわゆる「ほう・れん・そう」と言わ

まで完璧に仕上げられていた。ただし、この「完璧」

れる報告や連絡や相談が交わされないことに強い違

と言える準備が、大きな失敗を導く要因となること

和感を抱いていたのだ。藪田によるフィールドノー

は予想だにしていなかった。とはいえ、
地域から 2 名、

ツにはその当時の様子が克明に記録されている。

でまち家の学生スタッフ 4 名、他大学学生 1 名、SI

その際、山口は藪田に対して「地域では全て被ら

研究コースの学生 5 名、総勢 12 名のスタッフ体制に

ないといけないんです」、
「地域を背負う思いが大切

より、当日は運営されることとなった。子どもの参

なんです」、
「自分で回さなくても、誰かが回してく

加は 24 名で、
京極小学校の児童（1 年から 5 年）
、
きょ

れますよ」と述べている。しかし藪田は口には出せ

うだいの幼児で、でまち家の常連であった。

なかったが、実際にその地域に住んでいないのに、

しかし、開始早々から、スケジュールと進行に問

背負えるわけないと痛切に感じており、その後 1 月

題が噴出した。まず、大人スタッフ 1 名が急遽軽ト

に記した文章にも「指示系統が定まっていない、報

ラックの運転に駆り出され、藪田が 1 チームのサ

告、連絡、相談のミスによるトラブル続き」と記し

ポートに入ることになった。その後、ロウソウが固

ている。山口はその文章に対して、「全て人のせい

まらないという問題が発生した。事前の準備は「完

にしてますよね。結局、自分で背負おうという気は

璧」だったゆえに大きな不安が藪田を襲った。とは

さらさらないんじゃないですか」と刺すような問い

いえ、その間に子どもたちには灯ろうのシェード部

を返してきた。そのとき初めて「自らの至らなさを

分の作成にとりかかってもらうことで、その場はし

人のせいにしていた」と気付かされた。以降、その

のいだ。ところが、一つ見本を作成していたものの、

言葉が脳裏から離れることはなく、常に自らの至ら

子どもたちの発想は見本に留まらず、個々に独創に

なさをどう補えばよいのか、熟慮の日々が続いた。

とんだシェード作成に熱中していくこととなった

そうして迎えたのが「タイムマシン・クッキング」

のだ。制作の場は「そろそろ止めて」とは言って聞

の打合せであった。この一連の背景を藪田の研究

くとは思えない熱気に包まれていた。気づいた頃に

構想発表会で紹介したところ、佐々木さんから「や

は既に予定から大幅に時間が超過し、鴨川公園に移

りたい気持ちを具体的にどうするのかで、『お願い

動して灯ろうの設置準備をしなければ、夕闇に間に

します』ということをどう伝えたらいいのか、そこ

合わないことが予測された。
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知ることによって自分が何者かをしることができ
る」という指摘が参考になる（宋 2009:83）。つまり、
価値観の異なる他者との多様性を受け入れ、お互い
の存在を認め合うことで他者理解と自己理解を促
進されると捉えられるのだ。
そもそも大学生というのは、学生であるのと同時
に社会人であり、彼らに必要な能力を学ぶ一端を担
うには、学内だけでは不充分だ。例えば、失敗学の
提唱者である畑村（2005）は「やはり体感・実感が
ともなった体験学習が必要で、失敗することを厭わ
ず、失敗体験を積極的に活用する必要があります」
図2

ろうそく作り（楊悠撮影）

（畑村 2005: 31）と述べていることからも、学ぶこ
との楽しさ、厳しさ、生涯を通して学ぶことの大切

ところが、鴨川公園に到着後、さらなる問題が発

さを体得するためには絶対的な体験が必須なのだ。

生した。健康油を使用したため、不純物がないゆえ

事実、中根ら（2009）は、カナダでの取り組みを

に、直ぐに蝋の部分が溶ける上に芯が沈んでしまう

紹介する中でカリキュラム以外の学習を「課外活動

のだった。藪田は突発的な対応に追われ、学生や

（extra-curricular activity）」ではなく、（『正課科目に

子どもの何気ない一言にすら気付くことができな

準じる』と言う意味で）-co-curricular と呼んでいる」

かった。それでも、イベント終了前に、司会者が小

ことを紹介する（中根・桜井 2009:285）。要は単位

学 1 年生の男子に「今日の灯ろうづくりはどうだっ

が付与されるか否かにかかわらず、各々が「単なる」

た？」とインタビューしたところ、元気に「楽しかっ

活動にとどめるのではなく、活動を学習の機会と位

た、来年も来たい」と答えていたことが、藪田を救っ

置づけられるかが成長を左右するのだ。

てくれた気がした。

とはいえ、第 2 章で述べたとおり、大学もまた、

「完璧」な準備、それはむしろ、突発的な対応を困

組織としては地域との密接な関わりを有してきた

難にさせる。それ以上に、
「完璧に」という準備への

とは言えない状況にある。そこで、渥美（2009）の

姿勢が、問題への予見を困難にさせてしまう。ろう

示す「コミュニケーションデザインの中心には、専

そく制作の準備にあたった山崎さんからは終了後、

門家と専門家でない人との間をどうつなぐかとい

藪田にメールが送られた。そこには「成功からより

う問題があります」という点への対応が求められる

失敗からこそ学ぶことは大きい」とあった。後に山

だろう（渥美 2009:34）。すなわち、高等教育機関

崎さんは「成功している時は、良かったなぁで終わっ

で地域参加型活動や地域参加型学習を展開する場

てしまうけど、失敗した時こそ、しんきくさかった

合、専門家と専門家でない人、つまり、地域と学生

なぁ、失敗やったなぁ、と思うことで距離が近づくっ

との間をとりもつ翻訳者の存在が必要となる、とい

ていうか、それが感動というか、良かったなと後味

う点である。

のよいものがあるなぁ」と藪田に語ってくれた。

では、地域と大学とのコミュニケーションデザイ
ンを担う立場として、でまち家のスタッフはその役

4．地域参加を通じて得られる学びとは
4-1.

地域参加型学習がもたらすもの

本章では、前章の 2 節から 5 節で記した各事例を、

割を果たせているのだろうか。小宮さんは学生との
向き合い方について、「しつけ的なこと、ちゃんと
挨拶をする、粗相のないように、失礼のないように

順に本章の 1 節から 4 節にて考察していく。その際

と、特別に言っていることはない」と言う。それは

の手がかりとするのが、地域活動の参加者における

「この商店街の方が大学生になれてらして、いろん

学習者の視点である。この点については、大阪のコ

な大学生を許容する懐の深さが、既にある」ためだ

リアタウンで修学旅行生の受け入れ対応を長年に

と言う。しかし場の担い手として、地域を通じた学

わたって担ってきた宋（2009）による「自分以外

生の変化と学生を通じた地域の変化には感覚を研

の他者の目に自分がどのように映っているのかを

ぎ澄ませている。また、鳴海さんは出町商店街で買
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い物をして、商店街の店主らと交流を図っている。

転じて、そうした場への学生以外の参加者はど

それは、学生と地域を結ぶには、まず自身が地域

のような知見を得たのだろうか。例えば、前章の 3

の一員となり、馴染み信頼を獲得しなければ学生は

節で紹介した手紙を寄せた親子にとって、以前は商

コーディネートできないと、生活者の視点から認識

店街で買い物をすることは非日常の出来事であっ

しているためである。

たという。しかし、その非日常の体験がその家族に

ドラッカー（2001）によれば「組織の目標を専

とっての新たな日常をもたらすこととなった。結

門家の用語に翻訳してやり、逆に専門家のアウト

果として、地域参加は、それまで現前していた風

プットをその顧客の言葉に翻訳してやることもマ

景の鑑賞者から享受者へのモードチェンジを促す。

ネジャーの仕事である」という（Drucker ＝ 2001:

しかし、そこにマニュアルや手続きは不要であり、

125）。この指摘にならい、専門家を地域の方々、顧

むしろ、それまでは参加してこなかったお祭りや季

客を学生とし、マーケティングとして商店街で買い

節毎の行事に触れ、ある非日常の場に浸ることが、

物を行っていると考えると、でまち家で起きている

新しい日常においてあたかも当然の事柄として地

事柄には合点がいく。つまり、地域においてコミュ

域の生活リズムとパターンを受け入れていく契機

ニケーションの場をデザインし、コーディネートす

となるのだ。

る「コミュニケーションの仕掛け人」の存在がやは

新川（2009）は「市民社会におけるコミュニティ・

り重要なのだ（藤原 2004）。加えて、そのコミュニ

デザインは、市民自身が自らの社会をデザインする

ケーションデザイナーとしてマネジャーが働くこ

ことを意味しています」（新川 2009: 30）と述べて

とによって、地域における小さな変化が見逃される

いる。まさに、このタイムマシン・クッキングは、

可能性が棄却されていくのだろう。

人と人とのつながりの関係性から、協力し合い、連
携を取りながら相乗効果によって新たなコミュニ

4-2.

異世代交流がもたらすもの

ティを創出し、その機能を高めたと言えよう。それ

前章ではコミュニケーションデザイナーとしての

は、市民社会の一員としての責任を育て、地域の問

スタッフに着目したが、ではそうしたコミュニケー

題を考え、解決していくような力、つまり市民力を

ションデザインの対象となる側の地域参加の有り様

つけ、自らの弱さに気付き助け合うことが求めら

はどうなっているか。この点を、地域に参加する側

れ、変化していかなければならないのだろう。

の呼ばれ方に着目して見ていくことにしよう。
タイムマシン・クッキングの取り組みでは非日常

4-3.

現場の創造への敬意

の空間が創出されたことで、参加者に対して日常生

ここまで地域参加活動における学習者や、その活

活の見つめ直しの機会が提供された。藪田自身も

動の参加者、さらにはその担い手となる専任スタッ

「少々スケジュール通りにいかなくても誰かが回し

フに関心を向けてきた。しかし、ここで改めて、藪

てくれるし、自分も楽しまないと、人を楽しませら

田が社会人大学院生として学生の立場にあること

れない」と心境の変化が導かれた。つまり、活動に

に注意を払うことにしよう。それは藪田もまた、地

おいては不測の事態、偶発的な出来事をも楽しみ、

域では社会人学生として学部学生と分け隔てなく

臨機応変に対応できる力量こそが必要であった。

叱られてきたためである。

地域での活動においてはマニュアルや指示系統

でまち倶楽部、京極歴史探偵団の一員として多彩

はなかった。しかし、そのことで、学生スタッフた

な地域活動を仕掛けている宇野通さんは、なぜ社会

ちが、その日知り合ったばかりの子どもたちと楽し

人学生と学生を分け隔てなく向き合っているのか、

く遊ぶことができたのではないだろうか。小宮さん

次のように述べている。「学生だから怒っているの

は藪田に「異世代交流ではなく、学生を育てるとし

ではないんですよ。若い衆がそういうことをすると

たら、結局会社で育てるのと同じになってしまう」

あかんぞと怒る」。つまり、現場の人々は、学生と

と語る。地域で学生たちは友人どうしの横のつなが

して接しているのではなく、一人の人として接して

りの関係だけでなく、子どもから大人まで異世代交

いる。そうした接し方の姿勢には、人生の先輩とし

流での縦の上下関係の中で場に浸る経験を培うこ

ての愛情を伴った叱責が根ざしているのだ。

とができるのだ。
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をくり返すことで、他者に対して想像力を働かせる

社会力の提唱者である門脇（2010）は、「“ 現場 ”

ことができ、その結実としてコミュニケーション力

である他者と相互行為する機会と場と時間が極端

が育まれる。それは、社会にでると多かれ少なかれ

に少なくなった」と指摘する（門脇 2010: 151）。そ

失敗や挫折は怒涛のように押し寄せてくるためだ。

れは、現場から問題を考えることで、人間力開発の

突然の大きな失敗や挫折は、ショック過多となって

背景にある発想を根源的に見直さなければならな

しまう。昨今とりあえず就職はしたが、叱られたり

いのではないのか。

失敗したりすると「自分には向いていない仕事だ」
と数カ月で辞めてしまう。なぜ選ぶのか、自分が何

4-4.

失敗からの学び

をやりたいのか真剣に考えていない。ようやく就職

前節で述べたとおり、藪田もまた、学習者として

しても、思い描いていた仕事のイメージとのギャッ

地域活動に参加してきた。ただし、活動を通じて

プ、理想と現実、挫折感から早期に離職してしまう

「地域の為に何かせねば」、「自分ができることを手

ケースが社会問題化されている。

助けしよう」と気負い、思いが思い込みに変化して

内田（2010）は「平たく言えば、『世のため、人

しまっていた。藪田の内省は、自らの社会人経験が

のため』に仕事をするとどんどん才能が開花し、
『自

悪い方向で反映し、現場の可能性をスケジュール

分ひとりのため』に仕事をしていると、あまりぱっ

管理という方法で型にはめていたことに到達した。

としたことは起らない」（内田 2010: 29）と述べて

冷静に考えてみれば、自身が楽しむ気持ちがなけれ

いる。この議論から言えることは、教育が社会制度

ば、他の人を楽しませることなど出来ないのだが、

化され、国や産業などの利害関係が絡み合い、自己

その一方で地域の人たちは、いつも活動を楽しんで

中心的になっているのではないのか、という点であ

いる。よって、藪田が失敗したと実感しているほど、

る。その結果、傷つきに耐えられない人が増え、自

地域の方々の実感はないのかもしれない。

殺や鬱など日本全体が孤立社会へと変容している
とは言えないか。

でまち家のスタッフは、イベント当日を迎えるま
では学生の積極性を喚起し、その一方で学生の言動

その一方で、でまち家で学生を支えているスタッ

に対して精緻な関心を向け、失敗を最小限に抑える

フは、学生との距離感が近く、叱っても信頼を築

準備をしている。もちろん、失敗を前提にはしてい

いていた。小宮さんは「何回も失敗や反省をして、

ない。学生への叱責が必要となった場合も、その対

社会に出た後に『はっ』と気付くことが、このプロ

象は学生の経験不足、スキル不足を踏まえたところ

グラムの特徴で、直ぐに反映されるものではないん

であり、存在の否定や役割への批判ではない。ただ、

です」と語る。つまり、経験値を重ねていくことが

学生の組織化にあたって、それぞれのベストをつく

緩やかな成長へとつながるのであって、さらに経験

しているのかと常に問うているにすぎないのだ。結

が自らの行動規範に翻訳されるまでには、一人ひと

果として、叱りはするが、決して安易には褒めない。

り異なる時間が必要なのだ。そうして、ある体験が、

そこには、もっともっと出来るはずだという期待が

失敗であっても成功であっても、一定の経験値を高

ある。

める何らかの学習機会となったとき、別の体験で向

無論、専任スタッフが学生の学びに関与するとは

き合う小さな失敗が大きな挫折になることは避け

いえ、それにより、学生の自由が疎外されているわ

られよう。

けではない。いわゆるローテーション人事により充

市村ら（2003）は「『経験』は主体が客体の他者

当される職員ではなく、職務と職責が明確に設定さ

や事物に働きかけ、その働きかけた結果が、
『経験』

れた専任職員が、学生と地域、学生と大学、学生と

の主体へと立ち帰ってくる」（市村・早川・松浦・

職員とのあいだに立ち、先述したとおり、学生によ

広石編 2003: 37）と述べている。このことからも、

る学生の組織化を促すのである。山口（2009）の表

学ぶ人が自分自身で実際に痛い目に遭い、叱っても

現を借りるならば、
「誰かのつぶやきが新たな実践

らうことで考え気付く機会こそが、体験が経験に変

へののりしろ」として、
ネットワーキングのコーディ

化し学習したと言える瞬間なのではないか。それ

ネーターをも担っているのだ（山口 2009: 141）
。

が、無意識にできるようになれば、経験値となるの
かもしれない。

この間、日本の教育は、自ら創造し工夫すると
いった能力よりも、正解を導き出す能力を評価して

ボランティア学研究

Vol.13

63

藪田 里美・山口 洋典

きた。その端緒は文部科学省の答申の随所に見るこ

アルは通用しないことが明らかとなった。よって、

とができる。事実、答申に並ぶ効果、成長、向上な

地域参加型学習を促進する大学職員に求められる

どの言葉は、学習者をモノ化しているとはいえな

第 2 の陥穽を、「人は機械ではない。マニュアルを

いか。それに対して、地域参加型の学習において、

強いるな（作成と使用を強要するな）」としておく。

失敗してもよい、今はできなくてもよい、失敗は恥

この 2 点は大学から地域への眼差しなのだが、一

ずかしいことではないと、学習者の奥ゆかしさが尊

方で地域から大学はどう見られているのか。4-3 で

重されている。そこでは学生と教職員と地域の人々

は、とりたててキャンパスの界隈にいない限りは、

による学びのコミュニティの形成が図られている

地域の現場から学生を学生として認識されるわけ

のだ。失敗や挫折を繰り返しながら学ぶ、そこには

ではないことに注意を向けた。端的に言えば、地域

準備された完璧な枠組みに都合良く収まるのでは

では「放っておけない」と感じた人々から、人生の

なく、むしろ、失敗を恐れず他者に触れ、自らの無

先輩としての愛情を伴った叱責が行われる。そこ

様さを糧に学びへの意欲を高めていくことが必要

で、地域参加型学習を促進する大学職員に求められ

なのだ。折しも今村ら（2010）は、地域コミュニティ

る第 3 の陥穽を「地域は温室ではない。簡単に一員

を支えているのは「お互いさま」や「お世話になっ

になれると思うな」とする。そして 4-4 では、地域

たから」というような気持ちによる、と述べてい

における学生の失敗経験は、その後の新たな挑戦の

る（今村・園田・金子 2010: 158）。こうして、学習

機会を奪うものではなく、むしろ新たな物事や出来

者もまた生活者の一人として、地域から受け入れら

事に挑戦する意欲を喚起させる契機となることと、

れたという経験が、よい社会を創造していく希望を

だからこそ小さな失敗を大きな挫折して学生が引

拓くのであろう。

き取ることがないよう、第三者の関与が求められる
ことを詳述した。仮に地域では適切な立ち居振る舞

5.

5-1.

おわりに

いの作法はあったとしても、完全かつ完璧な行動へ

結論

の法則はない。そこで、地域参加型学習を促進する

本論文は地域参加型学習の推進にあたり、地域と
学生とのコミュニケーションをデザインする立場

大学職員に求められる第 4 の陥穽として、「本気と
全力は違う。成功を安易に褒めない」とする。

に就くコーディネーターに求められる要素を明ら

以上の事柄を以下、表 4 に整理する。そして、表

かにしたものである。そこで結論については、地域

として整理するにあたり、藪田の得た教訓と、そこ

参加型学習を促進する大学職員の陥穽を導きだす

から携えていくこととしたルールを抽象化し、地域

こととしたい。つまり、「地域での活動ではこのよ

参加型学習の促進のために大学職員に求められる

うな傾向が見て取ることができる」といった藪田の

素養群として提示したい。

得た教訓をもとに、その背景にある学生の習慣から

上記のとおり、第 3 章の各節に対して第 4 章の各

「少なくともこうすべきでない」といった戒めを導

節で考察した内容は、結果として、地域参加型学習

き提示することにしよう。

を推進する上で職員に求められる素養として整理

第 4 章では第 3 章のエスノグラフィーを基に次の

ができた。そして、改めて一覧とすることで、各々

4 点を考察した。4-1 では、地域参加型学習がもた

の項目について、簡潔で平明な視点を析出すること

らすものについて述べた。そこでは、学生の気付き

が可能となった。そこで、上述した抽象化の視点に

の速度は個人によって異なることが明らかとなっ

ついて詳述し、結論としたい。

た。そこで、地域参加型学習を促進する大学職員に

以上の 4 点をもって、本稿で接近した「地域参加

求められる第 1 の陥穽として、「個人差は温度差を

型学習における職員の要素」において、それを推

生む。言動から目を背けるな」を挙げておく。続く

進する担い手に求められる素養群として位置づけ、

4-2 では、地域参加型学習が学生たちにとって非日

結論として提示する。ただし、これらの要素ならび

常の空間を生みだし、日常生活においては出会うこ

に素養群に対しては、特段に地域参加型学習に携わ

とのない自らの新たな一面を発見することが可能

る職員だけに求められるものではないのではない

となることに接近した。そこでは地域との豊かな関

かという指摘も受けそうだ。例えば、全ての大学職

係構築においては、形式的な手順を整理したマニュ

員に必要とされる素養ではないのか、転じて、地域
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表4

地域参加型学習の促進のために大学職員に求められる素養群

側で活動をコーディネートする者、また地域住民な

わりの中から感じられる。同志社大学の何万人と

ど、地域に関わる大人にあまねく求められる共通の

いる学生からすれば、数十人の小さなコミュニティ

素養ではないのか、といった具合の指摘だ。無論、

かもしれない。しかし、既に学生と地域とのコミュ

そういう捉え方もできるかもしれない。しかし、今

ニティは成立している。学生たちは、でまち家や出

後、少なくとも藪田は、これらの視点を携えて地域

町界隈に愛着を抱き、「関係を大切にしたい」と声

参加型学習等の促進に寄与し、またその際のスタッ

を聞く。こうした声は随所で聞くことができるだろ

フ・マネジメントにおいて、最適なありようを追求

う。難しいのは、これらの声をどのように受け止め、

する手掛かりとして、この素養群を携えて職務に就

事業の継続・発展、あるいは終了を導くのか、とい

いていくことを明確に記しておく。

うことである。
「新しい公共」など、新たな概念によって社会の

5-2.

課題と展望

構成要素と各主体の関係性の再構築が求められる

本研究は、地域参加型学習が学生のコミュニケー

中、大学はどのような公共性が求められているの

ションをどう育むのか、大学職員としてどう寄り

だろうか。知的財産のソフト面、施設・設備といっ

添っていけるのかを結論で提示した。学生にとって

たハード面、この空間は大学だけではなく、閉ざさ

一番身近な他者は、大学の教職員である。そのよう

れるものではない。現在、地域を含む社会では、様々

な身近な存在として、大学職員として何ができるの

な場面で人々が共有できる価値が失われつつある。

か。大学職員はジェネラリストとして、配置転換が

むしろ共有というよりは、孤立社会が進んでいると

ある。そして、全ての学生に対応することは困難で

言わざるを得ない。公共性といっても、新しい発想

あろう。しかし、少なくとも対応している学生に対

を作り出そうというのではない。多様化する社会の

しては、一人ひとりと向き合うことは可能である。

中で、人々が共有できる価値をともに見出し、創造

卒業後に「この学校に来て良かった」、
「ここに来た

し、発見や創造のためのプロセスを楽しみ、実現し

ら会える人がいる」と思ってもらえるように働きた

ていくためにともに考えることが必要である。そこ

いものだ。また、事務業務はアウトソーシングでき

には、新しい知恵が必要とされ、その翻訳者となり

る時代になり、今後は事務職としての職員は淘汰さ

うるのが大学の存在であろう。

れるだろう。その中で、学生に学びの視点を気付か
せ、ともに分かち合える関係を築くことが求められ

謝辞

るであろう。そのため、職員は学び続けなければな

この論文は地域の方々との、ともに悩み、ともに

らない。それは、学生を元気にし、大学を活性化す

学び作成できた協働的実践の賜物です。よって、学術

るためのものでありたいし、その一端を教員ととも

論文では積極的に用いられない「さん」という敬称を

に職員は担っている。改めて私たちは、人とコミュ

用いることとし、関係者を実名で紹介させていただい

ニケーションをする仕事をしている。

ております。この場をお借りまして、実践を支えてく

でまち家の存在も含め、懐の深い地域で活動がで

ださった皆さまに心から感謝を申し上げます。

きたことは言うまでもない。また、でまち家は GP
を獲得し誕生した。地域にようやく根付いたと、関
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日本への示唆．桜井政成・津止正敏編．ボランティ

1） 平 成 19 年 度「 新 た な 社 会 的 ニ ー ズ に 対 応 し
た学生支援プログラム」選定プログラムの概

ア教育の新地平－サービスラーニングの原理と
実践．ミネルヴァ書房．

要 及 び 選 定 理 由（ 地 域 コ ミ ュ ニ テ ィ に よ る

新川達郎．2009．市民社会におけるコミュニティ・

学 生 支 援 方 策 ） http://www.mext.go.jp/a_menu/
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会編．地域を活かすつながりのデザイン．創元社．

2） この取り組みについては藪田（2010）が pp.107109 において詳述している。
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地域参加型学習におけるコーディネーターの素養群

Social Skill Set for Coordinating Service Learning:
From the Action Research at "Demachi-ya" Operated by Doshisha University
Satomi Yabuta
(Kyoto Kacho University)
Hironori Yamaguchi
(Ritsumeikan University)
The purpose of this paper is to illustrate the skills required for coordinators to establish communication between the
local community and students, by means of action research. The research undertaken in this paper was conducted in
the neighborhood of Demachi in Kamigyo-ku, Kyoto, in order to promote service learning. In particular, the center of
such research activities was a traditional townhouse of Kyoto called “Demachi-ya” where intergenerational cooperation
projects are being carried out. This paper re-describes the first author’s two-year-long action research through
ethnography, and makes clear what social skills are required for university administrators engaging in service learning to
help students develop their own self-awareness by learning about society: being observant, being flexible, maintaining a
certain distance, and providing inspiration. This paper also asserts that service learning should not be concerned with the
division between the management side and the local community. After research is concluded these methods may not only
be used by the educational program, but also by the local community. Although the participants in the program and the
researchers, may have very different roles, may come from different backgrounds, or may have different points of view,
they can all utilise the methods outlined in this paper.
Keywords: service learning, communication, coordinator, social skill set, university administrator
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琵琶湖の環境改善を促進する仕組みづくりに向けて
【フィールドレポート】

琵琶湖の環境改善を促進する仕組みづくりに向けて
－環境通貨「びわ切符」システムの提案－
高

田

友

美（滋賀大学）

【要旨】
補完通貨（もしくは地域通貨）の取り組みは、1990 年代頃から日本全国で広まったが、現在は活動休止し
ているものや、運用中でもごく小規模・限定的な利用にとどまっているものが多い。本稿では、まず地域資
源を循環させていく上で補完通貨が果たしうる役割を確認した上で、県内におけるこれまでの補完通貨の取
り組みについて概観した。その上で、滋賀県が主導して、琵琶湖およびその周辺の環境を改善していくために、
新たに環境通貨「びわ切符」を導入する可能性を提示した。2010 年に補完通貨の権威であるベルナルド・リ
エター氏を招聘して受けたアドバイスも取り入れつつ、導入するための具体的なプロセスや各ステークホル
ダーにとっての利点などを詳細に説明した。提案後しばらく具体化に向けた動きは止まっていたが、リエター
氏の新著における言及、東近江市での新たな補完通貨の動き、また震災後の地方における柔軟な体制づくり
の必要性など、今改めて、動き出すべき機運の高まりを感じている。本稿を契機として、実現に向けた継続
的な動きを再スタートさせたい。
【キーワード】補完通貨、地域資源、県庁、琵琶湖、環境改善

はじめに

提案の経緯
滋賀県が「持続可能な社会」というビジョンを実

本学会誌では「グローバルとローカルの複眼的思
考」がテーマとして取り上げられており、その巻頭
言で山口（2011）が「ボランティア学研究においては、

現していくために、産官学民それぞれのボランタ

グローバル・ローカル、またマクロ・ミクロ、その

リー（自発的な）活動を引き出すような新たな仕組

双方の視野と視点とが積極的かつ意欲的に往復・交

みをつくることはできないだろうか。そのビジョン

錯されることによって、よりよい未来が拓かれる」

に賛同した滋賀経済同好会では、2006 年頃から様々

と指摘している。

な研究会を開催し、筆者もそのいくつかにコーディ
ネーターとしてかかわった。

県が主導して県民の環境活動を引き出すような
環境通貨の導入することができれば、「グローバル

同友会での研究会の成果の１つとして、地球温暖

とローカルの複眼的思考」にもとづくボランティア

化対策のために、グローバルな排出量取引の流れに

推進の仕組みだといえるのではないか。環境通貨

参加することも視野に入れつつ、まずは 2009 年に

「びわ切符」の構想は残念ながらまだ具現化してい

「しが炭素基金」というローカルな仕組みを立ち上

ないが、時代の変化とともにその重要性を改めて感

げ、県内の NPO や企業による二酸化炭素排出量の

じ、本稿では、その意義や制度設計を改めて見直す

削減取組を促進してきた。その後、生物多様性に関

とともに、その可能性と課題を検討したい。

する研究会では、生物多様性条約に基づく具体的な
取り組みを検討するグローバルな流れにどのよう

「補完通貨」の考え方

に貢献できるか検討しつつ、琵琶湖という滋賀県民

現代貨幣の用法に慣れきった私たちには奇異な

が誇りとする自然環境を保全するためのローカル

現象であるように思われるかもしれないが、ある単

な仕組みとして、企業が学び合いながら取り組みを

一の貨幣がすべての貨幣機能を果たすのではなく、

促進する「琵琶湖いきものイニシアティブ」を立ち

複数の異なった貨幣がそれぞれに別個の機能を受

上げた。

け持っていたことを、丸山（1995）は、近代から現
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代までの国内外の事例をもとに説明し、地域に固有

を破壊してしまうからといって、その存在を否定

の貨幣の存在には、物質循環の基礎の上に立った地

してしまうのではなく、「円による独占状態」から

域経済の循環を促進する上で重要な意味があるこ

脱却して、様々な補完通貨による多様性を生み出

とを、今改めて見直してみる必要を指摘している。

すことが大切だということである。どんな通貨を

滋賀経済同友会の研究会では、2010 年 4 月初め、

使うにしても、その目的に合わせて、適切なシス

補完通貨の世界的権威であるベルナルド・リエター

テムをデザインすること、そして同時に、その通

氏を滋賀に招き、滋賀県知事との懇談会を始め（図

貨の需要を作り出す仕組みを組み込むことが大切

１）、滋賀県琵琶湖・環境科学研究センターや滋賀

なのである。

経済同友会における勉強会などを開催して、県内の

リエター氏の滋賀滞在中にあちこちで実施した

NPO や行政、企業の方々と対話を重ねつつ、滋賀

勉強会を通じて、「持続可能な滋賀社会」というビ

県を持続可能な社会にするための通貨システムの

ジョンを実現するために、従来の法定通貨に加え

設計についてアドバイスを受けた。

て、コミュニティのつながりを生む通貨、環境保全

リエター（2000, 2001）は、地域内のやりとりの

のための通貨、中小企業を活性化するための通貨の

活性化を目的とした通貨だけでなく、もっと幅広

3 種類の通貨（図２）が加わることの可能性を検討

い概念として、補完通貨（Complementary Currency）

し、最終的に「環境通貨」の重要性と実現可能性を

という言葉を使っている。お金の多様性を「陰陽」

関係者一同で共有した。

にたとえて、一番「陽」の側にある日本円など一
般通貨、一番「陰」の側にある贈り物や物々交換、

補完通貨の活用状況

その間のどちらかというと「陰」寄りのところに補

日本での「地域通貨」の取り組みは 1970 年代か

完通貨を位置づけることができる。各国の中央銀行

らすでにあったが、1999 年にＮＨＫで放送された

が発行している「陽」の一般通貨は「中央集権的・

「エンデの遺言」という番組をきっかけに、各地の

統制的・不足・競争推進・持続不可」に基づき、広

市民活動などに地域通貨という呼び名や考え方が

範囲にわたる商業ツールとしては役立つものの、そ

広く知られるようになった。また同時期に、当時

れが地域経済の自立を妨げたり、コミュニティを崩

通産省の課長をしていた加藤敏春が、地域通貨の

壊へと導く側面もある。一方、いろんな団体や人が

システムの１つとして提唱した「エコマネー」が

発行できる「陰」の補完通貨は「オープン・民主的・

市町村や商工会議所などを中心に広まっていった。

効率性重視・持続可能」で、広い地域では流通しに

一口に地域通貨と言っても、規模も流通量も目的も

くいが、「住民の協力、相互信用、共生」の上に成

様々であり、その定義は難しいが、日本全国で（休

り立つので、「陽」のマイナス面をカバーして地域

止中のものも含み）662 の地域通貨が運用もしくは

経済の活力になるとの主張だ。

具体化されたといわれている（徳留 2011）。地域通

ただ誤解してはいけないのは、「円」が地域経済

貨ブームの最盛期であった 2000 年から 2006 年頃に
かけては、導入したい地域を対象とした入門書が出
版されたり、運用状況に関する様々な調査研究がお
こなわれていたが、現在、活動休止しているものや、
運用中でもごく小規模・限定的な利用にとどまって
いるものが多い理由を解明している網羅的に研究
している事例はほとんど見られない。ここでは、与
謝野ら（2006）による地域通貨に関する実態調査も
参考にしながら、今回の提案の舞台となる滋賀県内
における補完通貨の動きについて見つつ、取り組み
の休止・停滞の原因として考えられる主な 3 点を提
示したい。
1 つ目に、地域通貨の多くは、任意団体によって

図１
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滋賀県知事との意見交換の様子（筆者撮影）

ボランティア学研究

Vol.13

運営されており、属人的なシステムである場合が多

琵琶湖の環境改善を促進する仕組みづくりに向けて

（出典）リエターとの話し合いをもとに、筆者作成
図２

持続可能な滋賀社会ビジョンを実現するための補完通貨の可能性

い。そのため、主要な運営メンバーが諸々の事情で

彦根市の「彦（げん）」や大津市・NPO 法人 HCC グルー

組織を離れることになると、活動が止まってしまっ

プの「ほっこり」、草津市・NPO 法人子どもネット

た事例がいくつも見られる。地域通貨を導入するプ

ワークセンター天気村の「子どもエココイン」な

ロセスでは様々な問題が発生するが、そのときに自

ど様々な取り組みがある。しかし、こうした取組

分たちの持っている知識や経験を活用しながら何

は、使える範囲が自治体規模や一部の参加店舗に限

とか解決していき、その経験は暗黙知として運用担

られており、利用者の生活圏と必ずしも一致せず、

当者たちに蓄積されていった。こうした運用にまつ

利用者にとっての使いやすさが配慮された設計に

わる暗黙知が属人的な仕事につながらないように、

なっていなかった。

暗黙知を形式知へ変換していく作業、運用システ

3 つ目に、予算不足のため継続できなかった、と

ムに組み入れていくことが必要である。県内におい

いう理由もしばしば挙げられる。上述の県内事例の

て、また全国の先駆的な事例としてしばしば名前の

中には、助成金を得て期限付きでの社会実験として

挙げられるが、草津市の草津コミュニティ支援セ

導入されたものも多いが、本格的な実施に到る前に

ンターで 1999 年 6 月に導入された「おうみ」
（NPO

終わってしまった場合も多い。また、滋賀県全域と

法人地域通貨おうみ委員会）や、野洲市で 2001 年

しては、滋賀県琵琶湖環境部自然環境保全課が中心

12 月から太陽光発電装置の出資者に発行された「ス

となって、2003 年 3 月から琵琶湖の外来魚の再放

マイル」（エコロカル・ヤス・ドットコム）はどち

流禁止を進めるために「ノーリリースありがとう

らも、属人的な事情で、現在は活動を休止している。

券」を発行していた。滋賀県（2003）によると（県

2 つ目に、運用範囲の制限が挙げられる。地域経

政 e しんぶん）、500g の外来魚を初年度は 200 円券、

済の振興を目的とした滋賀県商工会連合の「におマ

2 年目は 100 円券に交換していたが、限られた県予

ネー」、守山商工会議所の「もーりー」、高島商工

算の中で継続していくのは難しく、2004 年 9 月末

会の「アイカ」、木之本町商工会の「天下 500」、
「新

をもって終了してしまった。運用の中で必要な資金

旭町商工会」の「アーロ」、棚田保全を目的とした

を捻出できる仕組みではなく、定期的に運用のため

甲賀市・大河原環境保全会の「カモシカ」、高島市・

の予算を外部から必要とするシステムになってい

畑棚田保存会の「畑（ハータ）」、米原市・曲谷営農

たというところに問題があったといえるだろう。

組合の「曲（マガ）」、地域活動の促進を目的とした

こうした過去の失敗・停滞から「地域通貨」とい
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う言葉に否定的なイメージを持つ人も多い中、滋賀

滋賀県内での適用について言及する。

県で琵琶湖の環境改善のための活動を促進するよ
うな「補完通貨」を導入することは有効なのだろう

1-4. びわ切符システムとは

か。またその場合、どのように導入することが可能

「滋賀県民は毎年、一定量のびわ切符（たとえば

なのだろうか。次の項では、こうした疑問も念頭に

1 家族 10 びわ）を貢献する」とする新しい条例を

置きつつ、リエター氏とともに同友会の研究会にお

滋賀県が制定する。目安として、だいたい 1 時間の

いて検討し、滋賀県知事に提案した「びわ切符」シ

環境活動を行うことが、１びわに相当するとする。

ステムの内容を紹介したい。

全ての世帯に対して、びわ切符の貢献が義務付けら
れる。（知事に提案した際には、
「障害者など適切な

1. 環境通貨「びわ切符」システムの概要
1-1. 背景

理由のある人たちは免除されること」としていた
が、県民全員が何かの形で活動に参加できるように

琵琶湖は、世界で最古の湖の１つであり、とても

多様な活動を設計していきたい。）

多様な生態系を有している。琵琶湖を中心とした長

滋賀県が毎年決定する何種類かの計測可能な環

い歴史の中で、滋賀県は、独自のライフスタイルや

境活動への参加に対して、滋賀県（もしくは県の研

産業を形成してきた。しかし同時に、現在、水源林

究センターなど適切な団体）から、びわ切符が発行

の手入れ不足、産業・農業・家庭からの排水による

される。県が指定した環境活動を実施した住民や

水質汚染、藻の大量繁茂、外来魚の増加など、様々

NPO には、報酬としてびわ切符が渡される。必要

な環境問題にも直面している。

なだけの環境活動に参加できなかった家族は、必要

滋賀県ではこれまで、琵琶湖をきれいにするため

量以上に活動している家族や NPO と交渉して、必

に、主に「規制」と「助成金」という二つの政策手

要な分のびわ切符を円や他のモノと交換で入手し

段を用いてきたが、本提案では「自治体に予算負担

てもかまわない。（ただし、県は、びわ切符と円の

増を強いることなく、より多く環境改善を達成でき

換金率を定めず、また県民は、びわ切符の代わりに

るような新たな政策手段はないだろうか」という問

円で県に納めることはできない。）

いに応えたい。

県民から貢献されるびわ切符の量と、びわ切符を
獲得できる機会のバランスをとることで、県にふさ

1-2. 目的

わしい様々な規模で「環境経済」を活性化すること

環境通貨「びわ切符」は、琵琶湖の環境を改善す

ができる。

ることを目的としている。そのために、滋賀県がさ
らに赤字予算を増やしたり、増税や借り入れをした

1-5. 段階的な実現アプローチ

りせずとも、県内の住民や NPO による環境活動を

滋賀県がびわ切符システムに着手すると決定し

促進できるようにすることを目指している。また、

たときには、次の 10 段階のプロセスに従って実施

しばしば補完通貨の目的とされるコミュニティ形

していくとよい。最初の 5 段階は、準備段階である：

成や雇用創出は、この通貨システムの直接的な目的
ではないが、そのようなメリットも副次的な好影響

1)

として期待したい。

滋賀県の主な環境問題を特定するために予備
調査を行い、生態系への影響、拡張の可能性、
測定可能性、実施の容易さなどの観点から優先

1-3. 対象とする範囲

順位をつける。

びわ切符システムでは、滋賀県内の住民や NPO

2)

1) で優先された問題を解決するために必要な

の活動を引き出すことに焦点を当て、企業のかかわ

環境活動のうち、測定可能な活動をリストアッ

りはあくまで間接的なものとする。また、このシ

プし、それぞれの活動に対して支払われるびわ

ステムは将来的に、複雑に関係しあう琵琶湖の様々

切符の価値を決定する。（たとえば、外来魚を

な環境問題の解決や、琵琶湖淀川流域全体への適用

1 匹つかまえるのに平均 1 時間かかる場合は、

も思慮にいれて設計されているが、本提案では、そ

外来魚を 1 匹駆除するのに１びわの価値がある

の最初の試みとして、いくつかの環境問題に関する

と推定することができる。）また、その支払い
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業務を行う NPO の手間賃として、何びわを支
払うのかも決定する。
3)
4)

5)

るのかを概観したい。
まず、1-1 でも述べたように、本提案では、追加

初年度のパイロットプロジェクトで実行する

予算を投入しないでも、様々な環境活動を促進する

活動内容や地理的範囲を選択する。

ことができることを大前提としていることが挙げ

選択した活動とかかわる行政の担当部署や研

られる。これは滋賀県にとって最大の利点であると

究センター、既存の市民団体や NPO など、全

考える。また、
「測定できないものは改善できない」

ての関係者を確認し、支援・協力してもらえる

という有名な原則があるが、このシステムを導入す

ようにする。

ることによって、環境活動の量を今まで以上に正確

びわ切符を導入するための条例を制定し、びわ

に測定できるようになる。そのことは、県民に対し

切符の発行や受納のための運営システムを確

て効果的に環境活動への関心を喚起し、活動参加を

立する。

促すことにもつなげることができるだろう。
次に環境活動に参加している NPO にとっての利

びわ切符システムを実際に運用するためには、以
下の５つの段階を進む：

点としては、活動の継続していく支えとなる可能性
がある。現時点では、環境活動に参加している個人
や NPO は、県を始め各種助成金に頼って活動を継続

6)

7)

8)

9)

初年度、各世帯が貢献すべきびわ切符の量（た

しているところも少なくない。しかし、余剰に獲得

とえば「10 びわ」なら、ほぼ 1 日分の活動に

したびわ切符を交換することで得られる利益を活用

相当）、びわ切符を発行する活動内容、各活動

して、NPO 活動の財源を確保することができるよう

への参加によって得られるびわ切符の量を決

になるだろう。また、Robert Wood Johnson Foundation

定する。

(1990) の研究によれば、補完通貨をボランティアの報

各環境活動に対するびわ切符を発行・管理する

酬として渡した場合、ボランティアをする人が増加

主体としていくつかの NPO を選定する。この

し、また、長期間活動に従事する人が増えることが

NPO は、この事業実施に伴う手間賃に対して

示されている。こうした２つの効果により、滋賀県

びわ切符で支払いを受ける。

内で対応の必要な環境問題に対して、様々な NPO 活

県民に対して、どのような環境活動に参加すれ

動が自然に立ち上がるようになることが期待できる。

ば、どれだけびわ切符を入手できるかを告知す

そして県民にとっての利点は、なんといっても、

るための広報活動を展開する。また、週末に 2

よりよい住環境で暮らせるようになることだ。現在

回程度、県と採択された NPO とで、気軽に環

でも他府県からは注目されているが、環境活動の取

境活動に参加してびわ切符を入手できるよう

り組みは一部の NPO 関係者にしか知られていない。

なイベントを開催する。

びわ切符をきっかけとして、様々な NPO の活動が

携帯電話のオンライン・システムなどを利用し

生まれることで、自分の関心や得意なことを生かし

て、びわ切符を発行し、県のオンラインの納税

た活動を選ぶことができるようになる。県民が皆、

システムでびわ切符を受納する。こうした電子

そうした活動に参加するようになることで、環境に

的なびわ切符の支払いの仕組みをつくること

対して先進的な取り組みをしている県として誇りを

で、各活動の進捗をリアルタイムで反映して、

感じられるようになる。そして、オンライン・フィー

参加者にフィードバックできるようになる。

ドバックの仕組みを通して、即時に環境改善の状況

10) 初年度の試験運用が終わったら、結果や問題点

を知ることができ、もっと活動して環境を改善した

などを振り返り、システムを微調整しつつ、年

い、という意欲を持ち続けることができるだろう。

毎に、びわ切符をもらえる活動の種類や地理的

最後に、直接的なかかわりは少ないかもしれない

範囲を広げていく。

が、県内で事業を行う企業にとっても、利点はある
だろう。一定額の円の予算が環境活動に配分された

2.「びわ切符」システムの利点
続いて本項では、「びわ切符」システムを導入し
た場合、各ステークホルダーにどのような利点があ

ときに、人件費の大部分をびわ切符システムでまか
なうことができるようになるため、実質的に、より
多くの備品や設備の購入が可能となる。その結果、
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今まで以上にたくさんの環境事業を実施すること

での推進体制づくりや、県民の理解を得るための

が可能になるだろう。

戦略など、必要なプロセスはまだいくつもあり、
行政としてすぐに導入に踏み切るのは難しいかも

3. 提案の実現に向けて

しれない。

2011 年 3 月の東日本大震災およびそれに続く原

一方でリエターは、滋賀で検討したこの環境通貨

発事故を受けて、中央集権という効率主義から脱却

の実現に、その後も関心を持ち続けていたようで、

する必要性を今まで以上に多くの人々が感じてい

2012 年 5 月にローマクラブから出版された『お金

る状況で、環境先進県として、滋賀県による補完通

と持続可能性』の英語版で、補完通貨の一つの可

貨を併用した柔軟な体制づくりは、ますます期待さ

能性として「Chapter VIII Examples of Governmental

れるところである。

Initiatives」の一例として「びわ切符」を Executive

第 1 章で挙げた課題に対応して、「びわ切符」の

Summary では、以下のように紹介している。

提案では、１）環境活動に取り組む NPO の協力も
得ながら県として運用することで、一部の人・団体

・Biwa Kippu: a proposal for the Biwa Prefecture in

の努力に依存しない運営体制をつくること、２）立

Japan to fund the labour components of the ecological

ち上げ当初は、県内一部の地域で実効性を確認しつ

restoration and maintenance of Lake Biwa, the oldest

つ、徐々に県全域へ、そして琵琶湖の水を使うこと

and largest lake in Japan. It could be either voluntary

でつながっている淀川流域の京都、大阪、京都へも

or obligatory for households in the area.

貢献を求め、システムを展開していくことで、様々
な場面・用途で使える地域通貨になっていくことが

リエター氏の新著を日本語に翻訳して出版する

期待できること、そして３）県の予算から拠出し続

準備もすでに始まっており、発行された暁には、滋

けるのではなく、地方税の新しい形として、県民か

賀県内外の関係者から「環境通貨びわ切符」への注

らの貢献をもとに活動を推進し、システムを運営し

目が改めて高まることが期待される。県内では東近

ていくことで、金銭的にも実現可能ではないか、と

江市が、地域資源を最大限に活用し、地域内で資金

考えている。

が循環する仕組みの構築を目指す「緑の分権改革推

この提案は、2010 年 5 月に嘉田由紀子・滋賀県

進事業」の取り組みとして市域での地域商品券の導

知事に提案し、同年 6 月 23 日に公開された「か

入を試験的に進めている。平成 22 年度は太陽光発

だ由紀子と県民がつくる滋賀の未来をひらくマニ

電の全量買い取り制度と連動した仕組みとして進

フェスト 2010」第 2 版にて以下のように言及され

められており、「びわ切符」の仕組みとは多少異な

ていた。

るかもしれないが、補完通貨に対する関係者の理解
や関心が高い地域として注目している。1-5 で説明

エコ【低炭素型の暮らしに転換して地球温暖化を
抑制します】
119

したように、「びわ切符」の初年度のパイロットプ
ログラムを地域や活動などを限定して試験的に実

資金循環の地域通貨の導入検討

着実に計

施していく上で、東近江市は有力な候補の１つにな

画を推進していくための仕組みとして地域通貨の

るだろう。また国内では、リエター氏の来訪と前後

導入を検討します

して、よろづ（神奈川県相模原市）や RINKA（三
重県鈴鹿市）といった新しい地域通貨の取り組みも

その後、2011 年 7 月 30 日に発表された、「滋賀
マニフェスト２０１０「もったいないプラス＋」に
係る取組状況について」では、以下のように報告さ
れている。

始まり、2 年あまり経った今も順調に運営され、様々
な波及効果が現れているという。
今後、各地域のしなやかな強さを引き出すため、日
本および各地域の特性を視野に入れつつ、産民官学各
主体のボランタリーな仕組みとしての補完通貨の可能

評価 C

庁内関係課による検討会グループを設置

し、具体的な制度設計等を研究（H22 年度～）
環境通貨の具体的な導入に向けては、県庁内外
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Towards Creating a System for Improving the Environment of the Lake Biwa:
Proposal for an Environmental Currency, “Biwa Kippu”
Tomomi Takada
(Shiga University)
The concept of revitalizing local economies by introducing complementary currency (or local currency) has spread
throughout Japan since the 1990s, but many of these efforts have been suspended or only operate on a very small scale.
Here, I briefly review previous approaches regarding complementary currency in Shiga Prefecture, after confirming the
potential role of complementary currency on circulation of local resources. In this paper, a proposal for Shiga Prefecture
is explained and examined. The proposal aims to fund environmental activities for ecological restoration and maintenance
of Lake Biwa and the surrounding area. This paper also suggests a step-by-step process and advantages for various
stakeholders, reflecting the advice of the currency expert Bernard Lietaer. Although action stagnated after its proposal,
the idea is gaining momentum after being mentioned in Lietaer’s new book, and a new approach to complementary
currency was launched in Higashiohmi City, and there is some demand to establish a decentralized governmental system,
particularly in the wake of the Great East Japan Earthquake. In writing this paper, I hope to move towards the realization
of this proposal.
Keywords: complementary currency, local resources, prefectural government, Lake Biwa, ecological restoration
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国際ボランティア論
【書評】

書評

はじめての国際協力―変わる世界とどう向きあうか

内海成治編著

昭和堂（2012 年）
澤

国際協力に関わる本は、最近ではたくさん見かけ
るようになった。そのような中で本書の特徴を端的
に言えば、研究成果を基礎としながら、若い学生な
らではの視点から、発展途上国の教育や保健など社
会開発分野の諸課題、さらに国際協力の可能性や限
界を探索していることであろう。そのような内容に
加え、編者などによるコメントが各章末に付されて
おり、これが本書の内容をユニークで厚みのあるも
のにしている。しかし、驚くべきことは、編者がほ
とんどのフィールドに自身でも赴いている点である。
逆に言えば、だからこそ、学生が短期間で一定の
質の調査ができたと考えたほうがよいが、これにつ
いて編者は、「私は教育学を学んだものとして、若
い学生でも、適切な指導と場が与えられれば、優れ

村

信

英（大阪大学）

での JICA プロジェクト（小島千尋）
第7章

戦争で傷ついた子どもへの支援 ― 北部

ウガンダでの NGO の活動から（豊永優美）
第8章

紛争後の教育支援のために ― 東ティ

モールの小学校の現状（植月綾子）
第Ⅳ部

伝統的社会と開発

第9章

伝統的社会の変化と学校 ― ケニア・ラ

ム島の子どもたち（佐川朋子）
第 10 章

教育ニーズの拡大と幼児教育 ― ケニ

ア・マサイの子どもたち（中川真帆）
第 11 章

子どもの通学を支援する ― マサイの生

活世界と学校選択（内海祥治・内海成治）
第 12 章

地域に根差した医療支援 ― ソロモンの

マラリア対策（渡邉紀子）

た調査研究を成し遂げることを信じている。もちろ
ん、個人の資質の問題もあるが、これまで一緒に調

学部学生の卒業論文がベースになっている章が

査した学生諸君に期待を裏切られたことはなかっ

半数ぐらいあり、本格的な研究の深みという点では

た。逆に学生諸君の真摯な調査から教えられること

自然と限界があるが、「研究者」として責任をもち

が多かった」（p.i）と本書のはしがきで述懐してい

ながらフィールドに入ることで、「旅行者」として

る。まさに研究を通した教育という考えが息づき、

訪問した経験の記述や実践活動の報告とは異なる、

実践されているのである。

微妙な香りが行間に漂っている。この「香り」が何

本書は、4 部、12 章から構成されており、その章
立て等は次のとおりである。

であるかは、次の編者の一文からうかがえる。「こ
うした調査を行う際に心がけたことは、そこに住む
人々と子どもに寄り添って調査することである。通

第Ⅰ部

国際協力の現在と課題

り過ぎる旅人としてではなく、人々や子どもの友と

第1章

変わる社会と国際協力の課題（内海成治）

して在りたいということである」（p.v）。分筆者が

第2章

日本の国際協力を考える ―JICA の教育

訪れたフィールドは、そう簡単に行ける場所ではな

協力の現状と課題（萱島信子）
第Ⅱ部

新しい国際協力の形

第3章

国際協力としての CSR― 東ティモール

での千のトイレプロジェクト（齋藤智美）
第4章

復興支援としてのフェアトレード ― 東

ティモールのコーヒー農家（川東真理）
第5章

国際緊急教育支援におけるミニマムスタ

ンダード（中川真帆）
第Ⅲ部

紛争後の復興支援

第6章

国内避難民の帰還支援 ― 北部ウガンダ

く、関連の情報も少なく、専門書としての読みごた
えもある。
このような学生中心に執筆された本書の中に
あって、第 1 章（内海）と第 2 章（萱島）は別格で
ある。これまで日本の教育協力と深くかかわってき
たからこその振り返りと、将来の協力のあり方に対
する新鮮な論考が随所にみられる。ここ数十年の激
動ともいうべき日本の国際教育協力、それに自身で
関わった経験を踏まえ、これまでの動向と課題がコ
ンパクトにわかりやすく整理されている。特に、第

ボランティア学研究

Vol.13

81

澤村 信英

1 章のコメントを萱島が、逆に第 2 章のコメントを

で心がけなければならないのは、そのような学生の

内海が担当しており、これらを読みあわせると現

研究成果の公表である。フィールドで他人を巻き込

場での躍動感が伝わり、より理解を深めることが

みながら、また人々から多大な支援を得ながら調査

できる。

する限り、若い学生とは言え、研究者としての責任

第 1 章は、編者自身による執筆であるが、本書の

が生ずる。しかし、将来のキャリアとして研究者を

副題にある「変わる世界」がキーワードである。ま

めざす学生はごく少数であり、その多くは学部や修

ず、自らも復興支援に関わっている東日本大震災か

士課程で学業を終え、就職する。こうした大半の研

ら始まり、そこからさかのぼりアフガニスタンにお

究は埋もれたままになるのが普通である。

ける緊急支援へとつながっていく。アフガニスタン

この場合、公表できるかどうかは、指導教員の手

を特に取り上げているのは、筆者が深くかかわり、

に委ねられることになる。編者も学生の研究成果

不安定な政情、治安の中で長期滞在し、日本の教

は、粗削りながら、光るものがあると感じたのだろ

育協力を考えるうえで、重要なメルクマールになっ

う。この点について、あとがきにおいて、「本書に

たためである。このような経験から生成された国際

よって学生諸君の汗と涙の結晶を広く知っていた

協力の今後の課題として、世界は変化し、従前の国

だくことができるのは指導教員としてこの上ない

際協力のあり方では対応が困難になっている現状

喜びである」（pp.323-324）と記している。

が強調されている。教育や医療はもはや開発の前提

本書は、まず国際協力や途上国での調査研究に関

であり、人々の意識の変化を注視し、柔軟な支援シ

わる学部学生、大学院生に薦めたい。特に各章末に

ステムおよび多様なアクターとの連携の必要性を

ある編者らのコメントと共に読み進めると、より

挙げている（pp.19-21）。そして、国際協力において、

いっそう研究への取り組みに対する理解が深まる。

そのような苦境にある人々の声、子どもたちの声を

また、このような学生指導にあたる大学教員をはじ

丁寧に聞き取ることが大切なのは、「こうした人々

め、NGO や地域で国際協力活動に携わる人々にも

と私たちが共に生きる世界を形成するための働き

示唆を与えてくれる書だと思う。

かけだからである」（p.21）と結んでいる。
第 2 章の著者の萱島は、国際協力機構（JICA）
人間開発部長であり、内海と二人三脚で日本の教
育協力を推進してきた人物である。本章ではまず
JICA の教育協力を概観し、そのアプローチや統計
データから見た現状を解説し、将来の協力のあり方
を考察している。なかでもグローバル化する世界、
まさに「変わる世界」で途上国における開発課題
と日本の課題によりつながりができ、日本の教育
協力の経験が日本自身のグローバル化に貢献する
ことを示唆している（pp.36-37）。それらを踏まえ、
著者が事務所長を務めたバングラデシュにおける
理数科教育改善プロジェクトを事例として、その効
果発現に向けての努力を淡々と記述しながらも、そ
の苦労が垣間見えてくる。ただし、著者自身の現在
の立場を考えると、責任ある実践者としてのブレー
キが利いているようでもある。
さて、学生による研究成果に戻ると、特に学部学
生の場合は、種々の課題があるのは当然である。事
実誤認や見方が一面的であるなど、研究としては未
熟であることは避けられない。大学で働く教員そし
て研究者として、国際協力や国際開発にかかわる中

82

ボランティア学研究

Vol.13

アクションリサーチ
【書評】

書評

災害ボランティアの心構え

村井雅清著

ソフトバンククリエイティブ（2011 年）
山

口

洋

典（立命館大学）

物事には旬がある。旬のもの、などと言えば食べ

実は評者も、今次の大震災では「今はまだ、現地に

ものが想い起こされることが多いかもしれないが、

行かなくていいんですよね」といった具合に、言わ

流行歌や流行語など、その時々にこそ響くものも

ば付加疑問文の構文によって、行動への判断という

ある。無論、ある事象を扱った学術論文や著書も、

よりも思考への承認もしくは賛同が求められた。上

その例外ではなかろう。そうした視点から見れば、

掲の「秩序化のドライブ」という指摘に重ねて言え

「初心者ボランティアも押し掛けていい !?」と帯に

ば、支援する側が自らの正しい判断に基づいて行動

掲げられた本書もまた、旬な書の一つと位置づけら

するという支援する側の秩序化への思考が先立つ

れる。

ことにより、肝心の被支援者側が置かれた状況や構

本書は 2011 年 6 月 18 日が初版第 1 刷であるから、

造から支援活動が切り離されてしまうのだ。

東日本大震災から 3 ヶ月のあいだに執筆され、世に

本書は海外との関わりの中で NGO という立場に

出たものだ。観測史上最大規模の震度を記録し、福

こだわってきた筆者が、改めて災害ボランティアと

島県と宮城県と岩手県を中心に広域に及ぶ被害を

は何か、さらにはボランティアとは何かを問いな

もたらした上、地震のみならず火災と津波と液状化

おした一冊である。なぜ NPO ではなく NGO とい

現象に加えて原子力災害を引き起こした複合型の

う存在に力点を置いているのか、それは前述の「被

東日本大震災への救援や復旧にあたられている最

災地責任」を拠り所とした筆者らの活動が、時に日

中に、「何でもありや」との言葉が帯に掲げられた

本国内では「政策提言」の意味で解釈される災害救

ことは、
「ボランティア元年」と呼ばれた阪神・淡

援の現場からの「アドボケート」
（advocate）にこそ、

路大震災以降の「秩序化のドライブ」
（渥美 , 2011）

重要な役割を見いだしているためだ。事実、「市民

に対する現場の叫びであったと推察できる。なぜな

の代弁・代理・代役」としてのアドボケートの活動

ら、評者は筆者および筆者の所属する団体と、いく

こそが支援の根本にあるとする筆者は、言語学者で

つかの現場で行動を共にする機会を得てきたためで

あるノーム・チョムスキーが「戦争を止めるにはど

ある。そして、それらの現場に対し、筆者らは阪神・

うすればいいのか」と問われた際「簡単なことだ。

淡路大震災によって被災した筆者らの「被災地責任

戦争に参加しないことだ」と答えたことに触れ、
「災

を果たす」
（p.185）という情念によって活動してい

害救援を実りあるものにするには、どうすればいい

ることを、評者は深く実感し、敬服を重ねてきた。

のか」と問われたら「簡単なことだ。救援活動に参

そうした中、筆者は「ボランティアは押し掛け

加すればいい」と答えたい、と示している（p.199）。

ていい」（p.54）というメッセージを、発災から 3 ヶ

阪神・淡路大震災を前後して議論されてきた組織的

月で掲げねばならなかったのである。それは「被災

なボランティア活動への法人格の付与に関する議

地に迷惑がかからないようにボランティアを管理

論は、1998 年の特定非営利活動促進法（いわゆる

しなくてはいけない、現地で活動する際の規範をマ

NPO 法）によって結実したものの、平常時の秩序

ニュアル化して守らせないといけないという方程

が乱れているとき、つまり行政によるガバナンスが

式が、いつの頃からかできてしまった」ため、「近

発揮できていない状況にこそ、NGO の立場からの

年、災害時にボランティアが果たす役割が注目を浴

行動が重要となることを、筆者は改めて本書を通じ

びるようになり、その重要性が認められば認められ

て論じたとも言えよう。

るほど奇妙なことに『災害直後に大勢のボランティ

本書は 5 章によって構成されている。第 1 章は筆

アが行くと、被災地が混乱する』という根拠不明の

者および筆者が代表を務める「被災地 NGO 恊働セ

言説が広がっていった」ためだと筆者は言う（p.27）。

ンター」による東日本大震災発災当初の活動の経過
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がまとめられている。続く第 2 章では阪神・淡路大

は「最後の一人まで救う」、予防期には「たった一

震災以降の災害ボランティアならびにボランティ

人でも救う」、共創期には「もう一つの社会をつく

ア動向が整理され、第 3 章において 16 年を経て醸

る」ことと筆者は構造化した。

成されてきたボランティア文化の批判が展開され

こうして、災害の発生から復興、さらにその先の

ている。そして第 4 章で「遠野まごころネット」な

未来に一つの時間軸を貫いて見てみると、東日本大

どネットワーク型の支援活動の有り様が、兵庫県佐

震災においては Twitter をはじめとしたソーシャル

用町での水害支援（2009 年）や新潟県中越地震（2004

メディアが活用されたものの、それらの活用によっ

年）やナホトカ号の重油流出事故への対応（1996 年）

て「今」を伝えていく表現は積極的になされた反

など、過去の救援活動と重ねて論じられた上で、第

面、相対的に見てみれば「未来」へと伝えていく

5 章にて筆者のライフヒストリーと諸外国への活動

表現は消極的になっていないか、とも考えられる。

展開の背景が綴られている。

経済的・物質的な側面だけではなく、社会的・文化

とりわけ第 2 章が、秩序が重視されていくボラン

的・精神的な側面も多くの喪失をもたらした東日本

ティアの現場への痛切な問題提起となっている。そ

大震災には、「文明災」（島 2011）であると指摘す

れを筆者は、ボランティアの「真骨頂」は「何でも

る声や、「ローカリズム」の視点から「復興のグラ

ありや！」の一言に尽きると、端的な表現でまとめ

ンドデザインは文学的に書かれなければいけない」

ている。具体的には、
特に災害ボランティアでは「経

（内山 2012, p.164）など、多くの語りを遺した。そ

験がない」人々が、
「逆に何でもできる可能性を秘

ういう意味で、本書が東日本大震災の発災から 3 ヶ

めている」ゆえに「その可能性にかけ、自由な行動

月で著されたことは、発刊時のみならず、発刊当時

原理に基づいて行動できた」と、阪神・淡路大震災

の現場の状態を後々に伺い知るための貴重な記録

以降の活動を総括する（p.75）
。その反面、社会福

として位置づけられるであろう。それ以上に、被

祉協議会を中心にした「災害ボランティアセンター」

災者一人ひとりに寄り添ってきた筆者が、「被災地

設置のマニュアル化と、
平常時の「ボランティアコー

NGO 恊働センター」という団体名を付けた折、「協

ディネーター」の育成も、多様な被災者のニーズに

働」ではなく「恊働」と、立心偏にて「ともに」と

対応していくことを困難にさせていないかと問いか

いう意味の漢字を選択した決意と覚悟に思いを馳

ける。この点については評者も同意するところであ

せ、評を閉じることとしたい。

り、他者が支援するという役割は大事だが、支援の
ための役職が必しも重要なわけではないだろう。
このように多方面からの考察を経て、筆者は災
害ボランティアの心構えとして肝に据えるべき事

渥美公秀．2011．災害ボランティア活動 : 被災地で
望まれる活動の仕方 . 財団法人集団力学研究所
ニューズレター 54: 3-6.

柄として「減災サイクル」（p.160）への理解を訴え

島大輔．2011．梅原猛・哲学者：原発事故は「文明災」、

る。この「減災サイクル」は応急対応、復旧・復興、

復興を通じて新文明を築き世界の模範に．東洋経

事前の備えの先に「自然との共生」（p.159）がもた

済オンライン

らされることを謳うものであり、これまで発災時を

[http://www.toyokeizai.net/business/interview/detail/

起点にして復旧・復興の段階を経て甚大な被害への

AC/14e6e18a6d22fe5395a8e2fb0784fdcd/]（2012 年

予防をもたらす「災害サイクル」に対峙させた概念

11 月 20 日閲覧）

である。すなわち、平常時から災害時、そして災害
時から平常時へと反復的な変化にいかに対応する
かというマクロの視点ではなく、災害ボランティア
の現場のミクロな視点に立って、例えば現在であれ
ば地域自立の経済や地域分権など、新しい社会像を
構想し、実現していくべきと説かれている。よって、
「減災サイクル」として捉えたときには 4 つの段階
の各々のボランティアに固有の役割があるとされ、
救援期には「もう一人のいのちを救う」、復興期に
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①第 1 ページには、日本語のタイトルと著者名、所属、英文のタイトルと著者名、所属、ならびに著者（代
表者）の連絡先（住所および電子メールアドレス）、投稿原稿の種類、謝辞のみを記す。
②第 2 ページには、日本語のタイトル、日本語の要約、日本語のキーワード、ならびに英文のアブストラクト、
英文のキーワードを記す。
③第 3 ページ以降に、日本語のタイトル、原稿の種類に続き、原稿本文を書くこと（著者名は書かないこと）。
④書評には、英文のタイトルは必要ない。
４．要旨とキーワード
日本語の要旨は 500 字以内、英文のアブストラクトは 300 ワード以内、キーワードは、日本語、英文とも
3 〜 5 語とする。ただし、書評には、要約・キーワード（日本語・英語とも）は必要ない。
５．投稿原稿の執筆要領
１）原稿はワープロ使用を原則とする。用紙は A4（縦置き・横書き）を用い、1 ページは、横 40 字（全角
文字で）×縦 40 行とする。
２）表記について
・平易簡潔な文体で、新仮名づかいおよび常用漢字を用いる。
・句点は「、」、読点は「。」を用いる。
・数字は半角で、算用数字を用いる。
・ローマ字は半角を用いる。
３）注記および引用文献は論文末に、注記・引用文献の順で記載する。
４）図表、注、引用文献の記述形式は、別添の「執筆要領〔図表表記・引用法〕」に従う。
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５）論文と研究ノートにおいて、章や節等は以下のように番号をつける。
（例）
１．ボランティアの意味 ― 現在から過去へ ―
1-1. ボランティア活動の類型
(1) 社会問題への対応
６．投稿原稿の送付
投稿は、電子ファイルでの投稿を基本とする。MS-Word で作成したファイルを学会の事務局のアドレスに
送付すること。ファイルは図表を含めて一つにまとめること。件名に「ボランティア学研究投稿原稿送付」
と明記する。
〔送付先〕「ボランティア学研究」編集委員会宛
E-mail：volsocio@hus.osaka-u.ac.jp
７．投稿原稿の審査
1 原稿ごとに 2 名の査読者を選定し、
投稿原稿の採否は、
編集委員会において決定する。審査にあたっては、
その結果を参考にする。査読者には、投稿者名を伏して依頼する。
８．著作権
学会誌に掲載された投稿原稿の著作権は学会に帰属する。
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「ボランティア学研究」執筆要領〔図表表記・引用法〕
１.

図表について
本文中の当該箇所に挿入する。ただし原則として、表と図はそれぞれ 400 字として数える。表には、表 1、

表 2 のように通し番号を付ける。表題は表の上部に付け、必要に応じ、注および出典を明記する。図の扱
いも表と同様にするが、表題は図の下部に付ける。
表1

ボランティアに対する意識（年齢別）

（注）
（出典）

（注）
（出典）
図1

ボランティア参加者数の推移

２．注について
注番号は、論文全体の通し番号で文中の必要箇所の右上に次のようにつける。
例）社会的相互行為 1) とは私たちが ･･･
３．引用方式
基本的に、論文中の引用方式を統一することが重要である。
（1）本文中での引用文献
文中の引用箇所には（第一著者の名字

西暦の発表年）を記載する。複数の場合は「；」
（全角）で区切る。

引用ページは、発表年の後「:」（半角）で区切り、明記する。また、数字は半角算用数字を用いること。
例）中田（2000）は、…
（中田 2000）
（木村 2002；Rothman 1997；田中 1998）
（WHO 1999）
（佐藤 2008: 211）
（2）翻訳のある外国書からの引用
原典から直接に引用する場合は、Thane（1996: 23-4）あるいは（Thane 1996: 23-4）のように記載するが、
翻訳書から引用する場合は、Thane（=2000: 34-5）あるいは（Thane=2000: 34-5）のように記載する。
原典と翻訳書からの引用を併記する場合は、Thane（1996: 23-4=2000: 34-5）あるいは（Thane 1996: 234=2000: 34-5）のように記載する。
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（3）短い引用
文献から短い文章を引用するときは、本文中に「
中に「

」が使用されている場合はその箇所を『

」でくくる形で引用を行う。その際、引用文
』に変える。

（4）長い引用（以下，□は空欄を表す）
本文・・・・・・
1 行空ける
□□□・・・・・・・・
□□・・・・・・・・・
□□・・・・・・・・。（佐藤 2008: 25）
1 行空ける
□本文・・・・・
・・・・・・・・
４．引用文献の記載方式（文末の文献欄における記載の方式）
①単著の場合
著者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
中田豊一．2000．ボランティア未来論 ― 私が気づけば社会が変わる．参加型開発研究所．
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.
〔注〕
ⅰ．ファーストネーム、ミドルネームはイニシャルだけでもよい。
②共著の場合
文献上の著者順．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
後藤武・佐々木正人・深澤直人．2004．デザインの生態学 ― 新しいデザインの教科書．東京書籍．
Kirk, Stuart and W. J. Reid. 2002. Science and Social Work: A Critical Appraisal. Columbia University Press.
③編書の場合
編者名．出版年．書名（タイトル ― サブタイトル）．出版社名．
（例）
内海成治編．2005．国際協力論を学ぶ人のために．世界思想社．
内海成治・勝間靖・中村安秀編．2008．国際緊急人道支援．ナカニシヤ出版．
Clark, Chris (ed.). 2001. Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers.
Hoffman, Susanna M. and Anthony Oliver-Smith (eds.). 2001. Catastrophe and Culture. School of American
Research Press.
〔注〕
ⅰ．欧文の場合、編著者名の後に、編者が１名の場合は ed. 複数の場合は eds. を入れる。
④編書論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．編者名．書名．出版社名．論文初頁 - 終頁．
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（例）
岡本榮一．2006．ボランティア = 自ら選択するもう一つの行き方．岡本榮一・菅井直也・妻鹿ふみ子編．
学生のためのボランティア論．大阪ボランティア協会．6-21．
Stalker, Susan. 2001. Inclusive Daytime Opportunities for People with Learning Disabilities. Clark, Chris (ed.).
Adult Day Services and Social Inclusion. Jessica Kingsley Publishers. 46-66.
⑤雑誌論文の場合
論文著者名．出版年．論文名．掲載雑誌（もしくは紀要）名

巻 ( 号 ): 論文初頁 - 終頁 .

（例）
小野晶子・山内直人．2002．経済学からみたボランティア．ボランティア活動研究 11: 50-66.
厚東洋輔．1999．ボランティア活動と市民運動．奈良女子大学社会学論集 6: 125-141.
Ash, Sarah L. and Patti H. Clayton. 2004. The Articulated Learning: An Approach to Guided Reflection and
Assessment. Innovative Higher Education 29(2): 137-154.
〔注〕
ⅰ．3 名を超える著者については 3 名まで連記し、それ以上は「ほか（欧文の場合は et al.）」で表記する。
ⅱ．雑誌名、紀要名は出版元に関する表記は原則必要ないが、その名だけでは出版元がわかりにくい場
合は表記する。
ⅲ．雑誌・紀要の巻・号については、たとえば第 42 巻第 2 号を 42(2) というように表記する。巻のみ、
もしくは号のみの場合は、たとえば第 25 号を 25 というように表記する。
ⅳ．掲載頁が年巻通算頁で記されているものは、その頁で表記する。その場合は、号数表示を省略してよい。
⑥翻訳書の場合
原典の書誌情報．（＝翻訳の出版年．訳者名．訳書のタイトル．出版社名．）
（例）
Goffman, Erving. 1961. Asylums: essays on the social situation of mental patients and other inmates.
Doubleday.（＝ 1984．石黒毅訳．アサイラム－施設被収容者の日常世界 . 誠信書房．）
〔注〕
ⅰ．外国語文献の書名、雑誌名はイタリック体で表記するが、和文献は普通体とする。
ⅱ．ファースト・オーサーのみ、ファミリーネーム，ファーストネーム
み）．で表記し、後は、ファースト

ミドルネーム（イニシャルの

ミドルネーム（イニシャルのみ）ファミリーネームで表記する。

複数の表示は and を使用する。
⑦初出誌の掲載誌と再掲編著書を共に示したい場合
初出誌に関する書誌情報（再録：再録編著書に関する書誌情報）
（例）
吉田民人．1974．社会システム論における情報：資源処理パラダイムの構想．現代社会学 1(1): 7-27.
（再録：1990．情報と自己組織性の理論．東京大学出版会．153-72.）
⑧報告書の場合
著者または組織名．刊行年．報告書名．発行組織名 .
（例）
ボランティア白書編集委員会．2001．ボランティア白書 2001．日本青年奉仕協会 .
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⑨政府刊行物等の場合
編集機関名．出版年．書名．発行元．
（例）
厚生労働省．2010．厚生労働白書（平成 22 年版）．日経印刷．
⑩修士論文・博士論文の場合
著者名．論文提出年．論文名．○○大学大学院○○学研究科修士論文（あるいは博士学位論文）．
⑪学会報告原稿の場合
著者名．発行年．表題．学会報告要旨集名（開催大学名）．原稿初頁 - 終頁 .
（例）
山口洋典・渥美公秀．2006．砂漠緑化活動のアフォーダンス：中国内蒙古自治区白二爺砂丘の 7 年．
第 7 回国際ボランティア学会大会発表要旨収録集（文教大学）．40-41．
⑫電子メディア情報の場合
著者名．公表年または最新の更新年．表題 [Web page]．発信元（URL, アクセス年月日）．
（例）
初等中等教育局国際教育課．2009．「日本語指導が必要な外国人児童生徒の受入れ状況等に関
す る 調 査（ 平 成 20 年 度 ）」 の 結 果 に つ い て． 文 部 科 学 省（http://www.mext.go.jp/b_menu/
houdou/21/07/1279262.htm, 2011.7.20）．
The International Society for Third-Sector Research. About ISTR[Web page]. The International Society for
Third-Sector Research Web site.
（http://www.jhu.edu/~istr/about/, January 19, 2004）.
⑬ CD-ROM の場合
Anderson, Shauna C. and Keila B. Poulsen (eds.). 2002. Anderson's Electronic Atlas of Hematology [CD-ROM].
Lippincott Williams & Wilkins.
５．文末における注リストの記載方式：片カッコ № を列挙する。
【注】
1）□・・・・・・・本文
□□・・・・・・・・・
2）
3）
６．文末における文献リストの記載方式
①文献リストには本文中に引用もしくは言及した文献のみを記載する。
②１文献ごとに改行する。
③著者（ファースト・オーサーのファミリーネーム）の ABC 順に並べる。日本人のラ行は R の位置につける。
④同一著者の複数の文献がある場合は、出版年の古い順に並べる。
⑤同一著者の複数の文献が同一出版年である場合は、
（出版年 a）
（出版年 b）
（出版年 c）という具合に並べる。
⑥同一著者が共著のファースト・オーサーになっている場合は、単著が終わった後に並べていく。
以上
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「回復運転」という言葉に始めて出会ったのは、JR 西日本による尼崎脱線事故に関する報道の折であった。
組まれたダイヤが乱れたとき、運転士が運行速度やブレーキの制動距離や駅での停車時間を調整して、元通
りのペースに戻すこと、その一連の営みが、そのように呼ばれていた。本誌「ボランティア学研究」では、
前編集長の時代に、発行の間隔が大幅に乱れてしまったのだが、それを現在の澤村編集長に代わってから、
見事に通常の刊行ペースに戻ることとなった。ここで、その労に謝意を表したい。
ペースメイク、などと言うとスポーツの世界を想像するかもしれないが、むしろあまり語られていない場
面にこそ重要な視点であろう。実際、学術研究も、また現場の実践も、ましてや学術論文の執筆も、一気呵
成にできるものではない。単純な比較はできないだろうが、ビジネス書やビジネス雑誌では多くのトピック
を幅広く扱って大きなテーマが取り扱われるのに対し、学術書や学術論文では一つのテーマで個々のトピッ
クが緻密に扱われていく。よって、本学会の研究発表や論文等によく見られるフィールドワークやアクショ
ンリサーチを通じた実践的研究では、一見、大きなテーマが扱われているように思われるが、現場に根差す
問題が丁寧に紐解かれ、その解決のための糸口が多数の人々と共に紐解かれていくこととなる。
本号では、「震災・ボランティア・コミュニティデザイン」をテーマに開催された、国際ボランティア学会
第 13 回大会における特別シンポジウムとトークセッションを誌上再録することで特集を構成することとし
た。開催時が東日本大震災から 1 年を迎える前であったことを鑑みれば、この時期にこのような語りがなさ
れたことの意味が、復興の過程の時々において検討、検証されていくであろう。ちなみに、自然科学の学術
雑誌では、受理された時点の秒まで記録、掲載されると言う。本学会の事務局が置かれている学部名をもと
にして、自然科学に対する学問分野を人間科学と掲げてみるならば、人間科学の学術雑誌においては「いつ、
何が」語られているかよりも、「誰が、誰を」語っているかの方が、その時、現場で何が大事にされているか
を理解できるという点で意義深いのではなかろうか。
「ボランティア元年」という呼び名が象徴するように、阪神・淡路大震災は日本国内におけるボランティア
に関する各種のエポックとなった。果たして、今次の大震災では何が語られ始めていくのだろうか。本号の
投稿論文で取り扱われたテーマから推察するなら、ボランティア学習やボランティアマネジメントを潮流と
して捉えることができそうだ。無論、それ以外のテーマもあるだろうから、次号以降の特集、ならびに投稿
論文に期待を高めたい。
（山口）
〔編集委員会〕
澤村信英（大阪大学、委員長）、小島祥美（愛知淑徳大学）、藤掛洋子（横浜国立大学）、
山口洋典（立命館大学）
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