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表紙うら（巻頭挨拶）

ミカンジュース１２号を編集するにあたって

早いもので、今年11月でM-CANが事業開始して丸10年が経過しました。本来

ならば「１０年記念特集号」とでも題して、M-CANの軌跡を振り返るニュースレタ

ーをと考えてもみたのですが、なかなか資料整理も進まないことから、これは次

号以降の楽しみと期待していただき、今号では、地域福祉にこだわった政策提

案を中心に特集をすることといたしました。改めて原稿執筆を依頼していて、M-

CANの活動には実に多彩で多方面な皆さんの協力があることに、今さらながら驚

きと喜びを痛感しています。

この10年、M-CANの実践は、三島という地域にこだわり、そこにある地域課題

にこだわり続けてきたような気がしています。それは、これまでの福祉の持つ教

条や固定概念にとらわれることなく、たった一人に表れる不幸や悲しみに、ストレ

ートに向き合ってきた実践だったと自負もしています。だからこそ今回、今さらな

がらにも係わらず、地域福祉を提案することは、やっぱり最もM-CANらしいことだ

と考えたのです。

多くの皆さんから寄稿いただいたことで、今号のボリュームは大変大きなもの

となっています。「字ばっかりや！」とご意見・苦情をいただくことは目に見えていま

すが、良ければ私達の思いをご一読いただき、M-CANに対するご意見・提案も

頂戴できれば幸いでございます。

M-CANが10年を迎えることが出来ましたのも、行政の皆さんのあたたかいご指

導・ご鞭撻や地域の皆さんの支えがあったからであり、改めて心から感謝を申し

上げます。これからも私達の諸活動をあたたかく見守り、叱咤激励をくだされば

有り難く存じます。これから寒い日が続くようです。また、年末にかけて慌ただし

い時間が過ぎていきますが、どうぞお身体をご自愛下さり、元気でご活躍くださ

いますよう祈念いたしております。

拝

NPO法人 三島コミュニティ・アクションネットワーク

代表理事 岡本 赳夫
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茨木市「高齢者施策総合的再構築」の議論に寄せて

M-CANの

主 張(1)

国は、消費税の８％への増税を来年４月から実施することを明言した。この消費増税

による国の増収予想は約５兆円程度であり、このうち３兆円弱は、基礎年金の財源の不

足分に、１・５兆円弱は高齢化で自然に医療・介護費などが膨らむ分などに、２千億円は

税率引き上げに伴い診療報酬などの支出が増える分に回すらしい。何のことはない、こ

れらの合計４・６兆円の大半は、社会保障のために国が借金を重ねてきた財政赤字の

穴埋めに使われる形であり、社会保障の「充実」というかけ声からはほど遠い厳しい財政

状況がかいま見れる。今後の消費増税の影響が、市民の生活や福祉にどの様な影響を

与えるのか注視していかなければならないだろう。

このようなパラダイムシフトとも言える社会変化の中において、M-CANの地元である茨

木市において、これからの将来を見据えた高齢者施策の抜本的改革を目指す審議会

が開催されているらしい。「超高齢社会の新しい都市モデルを創造する」という、行政に

は珍しい意気込みのこもったキャッチコピーに惹かれたこともあり、ホームページから議事

録を覗いてみた。

今回の茨木市の再構築提案は、老人福祉センターや敬老祝い金の様なこれまでの

高齢者施策を大胆に見直して、これまではサービスの「受け手」としてしか認識されてこ

なかった高齢者の存在を、これからは超高齢社会の「担い手」として位置付いてもらうた

めの、仕掛け作りに主眼をおいた施策に切り替えて行くというもので、その際、街かどデイ

ハウスのような地域福祉拠点を多様に整備していくことで、「高齢者の「居場所」と「出

番」を創造する。」と提案されている。これは、国の高齢社会

対策大綱や社会保障制度改革の流れと軌を一にするもので

あろうことは容易に想像できる。問題はこの提案が「絵に描い

た餅にならないか」という視点である。

茨木市も昨年９月についに高齢化率が２０％を超えたらし

い。国の平均よりはまだまだ若いものの、このままの高齢者施

策を漫然と続けていけば、市の財政は間違いなく破綻すること

は誰の目にも明らかである。国が前述のように、どうしようも無

いところにまで追い込まれてから施策の再構築をしたように、

国と同じような「後追いの施策」であっては、本当の効果は薄

まってしまうだろう。だからこそ茨木市がこの時期に、「高齢者
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施策の総合的再構築」を標榜したことは評価ができる。しか

しどうも議事録を見ていると、利用者ニーズに幻惑されて、

本当に大事な「志」が右往左往しているように思えてならな

いし、提案する側も単なる費用抑制のみに埋没する危険性

を感じざるを得ない。いずれパブリックコメントもされることらし

いので、これからの市民の議論に期待するものの、先走るよ

うだがM-CANとしての主張をしっかりと提案しておきたい。

今回の茨木市が進めようとしている高齢者改革の目指すべき方向と理念は、「日本の

福祉感とそれに付随する高齢者像の変換」であり、これまで福祉を支えてきた行政の福

祉スタンスの転換でなければならないだろう。

アメリカ３５代大統領ケネディの演説に「あなたの国があなたのために何ができるかを

問うのではなく、あなたがあなたの国のために何ができるのかを問うてほしい」という有名

なフレーズがあることは周知の事実だが、一言でいえば、今回の高齢者施策の再構築

は、この言葉に示された理念を、超高齢社会の到来を前にした持続可能な社会の実現

という極めて難しい課題として、市民に問うているのだと理解すべきものだと考える。

しかし、それは流行の新自由主義的な「自己責任論」に依拠するのではなくて、「連

帯」と「博愛」を基礎とした、「お互い様」という意識を介在させた上での「連帯社会」の実

現を基礎とした地域社会づくり、にその改革目標が置かれるべきものであるとあえて主張

したい。そのために審議会の資料でも書かれているとおり、高齢者を含めた市民意識の

改革が最も重要になるのであり、ともすれば前市長時代のように「駅前３丁目（市役所）」

だけで施策決定がされるのではなく、改革素案を作っていくプロセスを大事にして、市民

と行政が議論と知恵を出し合っていく経過の中に、当事者の意識改革が結実することを

期待しながら、丁寧な説明と公開が実施されることを強く望みたい。感覚も経験も違う集

団の質や意識を変えて行くには、「共通の認識にしていく」という地道な作業から始まるこ

とを、今一度大切にすべきだと改めて主張したいと思

う。

言い換えれば、今回の改革の理念は、「金がないか

ら地域や市民に事業の肩代わりをしてもらったり、我慢

してもらったりする」というスタンスではなく、効率的だか

らという経済的視点だけが先行するものでもない。
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それは、地域や市民がこれまで無責任に、「行政」という代執行機関に任せきりになっ

ていた様々な権利としての「自治」を、自らに取り戻すためへの統治構造の転換への呼

びかけであり、当然そこには、これまで第三者に転化してきた煩わしい「義務」について

も、自らのものとして認識していくための助走期間（訓練）なのだと理解すべきものである。

だからこそ、市民と真正面から胸襟を開いて趣旨を説明し、理解してもらうプロセスの中

から信頼を勝ち取り、協働のテーブルについてもらうことを仕掛けて行く必要がある。

そのために「何のために」を、当事者に真摯に説明しなければならないのであり、地域

主権、住民自治の育成とは、そこに住む住民に決定する権利と、責任への覚悟を問うも

のであることを私達自身がしっかりと認識すべきものなのだろう。

少しアカデミックになるかも知れないが、もう一つ別の方向

から今回の改革論点を主張したいと思う。それは、今回の再

構築は日本の福祉施策の長年の懸案であった、福祉の意

識改革に本格的にメスを入れるものであることを理解すべき

である。だからこそ、ここ数年、茨木市で用いられてきた政策

決定手法のような、トップダウンと官僚的プロセスで決定すべ

きでないと強く思う。でないと、今回の改革は単なる事業縮

減になってしまうと真剣に危惧をする。

それでは一体何がこれまでの懸案であったのだろうか。

日本の福祉政策はイギリスの社会保障政策を真似ることで発展してきた。その元にな

ったのが1942年に、Ｈ．ヘバリッジが書いた「社会保険及び関連サービスについて」という

リポートだった。いわゆるヘバリッッジリポートであり、1950年の社会保障制度審議会の勧

告は、まさにこのリポートが下地になっていることは、福祉を学ばれた方なら周知の事実

だろう。しかし、ヘバリッジが、1948年に書いた「ボランタリーアクション」のことはあまり知ら

れていないし、誰も教えてこなかったのだろうと思われる。ヘバリッジは、このボランタリー

アクションの中で、「国や行政が社会保障制度を確立していくことは当然のことであるが、

それだけでは真の問題解決にはなり得ない。市民に向かって「あなたはどの様な役割（ボ

ランティア）をするのか？」を問うことが重要だ。」と述べている。つまり、施策と責任を市

民に返すことが福祉の原点であることをのべたのだ。このボランタリーリポートは極めて重

要な意味を持っている。「ゆりかごから墓場まで」と、国家の福祉施策を社会保険制度を

基礎とした総合的システムで解決することを主張したヘバリッッジが、最後にはボランタリ

ーな市民力が不可欠であることを改めて問い直したのだから。
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それは、福祉とは社会的困難者の救済だけに視点があるのではなく、これらの困難者

の存在を通じて社会の持つ矛盾や制度の不備について、市民一人ひとりが考えることで

あり、社会的責任をともに連帯することが重要なのだと言いたかったのだと考える。

この視点は1968年に発表された、「シーボムリポート」にも通じる。このシーボムリポート

は「地方自治体の福祉の再編とサービスのあり方」として、日本の在宅福祉と行政の福

祉施策の仕組みづくりに実に大きな影響を与えた。しかし同時期の1969年に発表され

た、「エイブスリポート」のことは余り認識をされていないし、議論されていない。このエイブ

スリポートは、「ボランティアの役割に関する報告書」と言われ、シーボムリポートとエイブ

スリポートは、欧米では自治体の社会福祉政策指針の「両輪」として認識されている。実

際、イギリスにおいては1601年にエリザベス救貧法ができたのと合わせて、同じ年に「公

益信託法」が成立しているが、この法律は「国民が慈善、博愛等に寄付をする場合は、

たとえ女王といえども税金を取らない」とした。それほど、欧米にはボランタリーな活動や

市民の役割を重用視してきた歴史がある。

しかし、日本の福祉はどちらも片方の制度設計、いわゆるヘバリッジリポートやシーボム

リポートの様な「行政の責任の明確化」という視点のみからの知恵を吸収したに過ぎなか

った。そこには、日本の伝統的儒教観もあったのだろうし、敗戦からの復興という混乱期

であったことも大きな原因であったのだろう。いずれにせよ、後発民主主義の悲しさから

か、しっかりとした熟議のないまま、憲法８９条の呪縛もあって、全く国民や市民の役割を

問うことをしなかった。だからこそ、福祉は「一部の落ちぶれた弱い人の問題」として恩恵

・慈恵観で形づくられ、戦後６０年間続けられてきた。

だからこそ、今回の改革においては、「福祉」は決して弱い人だけの問題ではなく、市

民一人ひとりが社会の重要なシステムとして、役割と責任を果たすべきものなだという問

いかけと、「富の再配分機能」としての行政の有り様を考える出発点にしたいというのが今

回の信念であって欲しいと願う。
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このように、今回の改革はこの戦後６０年続いてきた悪しき

教条と慣習を改革する絶好の機会なのだが、一方で国の財

政破綻という社会状況もあり、新自由主義的思想が台頭する

中でこの理念が曲げられて、「自己責任論」に転化される危

険性を心配している。これは茨木市がここ数年にわたり形作っ

てきた官僚主導型政策決定のスタンスと同じようにも見える

し、そのことが、地方自治における住民自治の役割と意味を

曲解して理解しているように思えてならない。

決めることは市民がその責任も背負いながら判断すること

であり、行政は、その選択肢を出来るだけ多様に市民に提示し、そのメリットとデメリットを

詳細に説明する中で、議論することの経過を通じて、相互の役割と責任を見いだしていく

べきものだ。このプロセスこそ近代的民主主義であり、戦後６０年間忘れてきたものだろ

う。行政のすべきことは、ファシリテートであり、コーディネートでなければならない。

もう一つの高齢者改革のアプローチは「隣の人に思いを馳せる」という、いわゆる「博

愛」観念の醸成でもある。「博愛」の言葉はこれまでの歴史から誤解を生み出す危険性

があることを承知しつつも、介護を必要とする高齢者や社会的孤立に陥っている高齢者

の存在を、元気な高齢者が自らの問題・課題として考えることの出来る社会意識を作る

ことに主眼がおかれるべきものだと考え、これを「博愛」として表現することとしたい。

日本は憲法１３条で「すべての国民は幸福を追求する権利がある。」という幸福追求

権を謳った。この幸福を追求する権利は、アドボガシーの機能が社会システムとして保

障されていなければ有効に機能しない。つまり、自由・平等権の追求の帰依は「博愛」の

思想であり、これは現在のノーマライゼーションやソーシャルインクルーションにつながる

思想でもある。この「博愛」という思想を意識しなければ、日本の地域福祉やソーシャル

ワークは揺らつき、福祉は「チャリティ」のまま慈恵観を払拭できずに、新自由主義の虜に

なってしまうのではと危惧をする。

今回の再構築は地域を基礎にして「隣の人に思いを馳せることのできる社会」を作るこ

とに主眼があるが、それは人としての生物的客体が市民という社会的客体に変わるプロ

セスそのものだろう。つまり、今回の再構築は、元気で頑張れる高齢者には出来るだけ

自立してもらい、できれば「支え手」として役割を担ってもらうようエンパワーメント支援を

行うけれども、一方で、本当に支援の必要な人には徹底した福祉を活用することを、当

然の権利として認めることの出来る市民の合意づくりなのだ。「私も８８歳になったから貰
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う権利がある」として、敬老祝い金を当たり前のように受給する社会や高齢者ではなく、

「自分はまだまだ元気で自活できるから、もっと必要な人に支援して・・」と振る舞うことの

出来る高齢者を積極的に評価し、その行為に追随できるような社会意識を、どのように

創っていくのかが今回の改革の主眼なのだろう。

老人福祉法は第２条において「老人は多年にわたり社会の進展に寄与してきた者とし

て、かつ、豊富な知識と経験を有する者として敬愛されるとともに、生きがいを持てる健

全で安らかな生活を保障される」と、高齢者の権利を高らかに歌い上げた。しかし一方、

第３条で、「老人は老齢にともなって生ずる心身の変化を自覚して、常に心身の健康を

保持し、又は、その知識と経験を活用して、社会的活動に参加するように努めるものとす

る」と記載して、高齢者の責任を述べた。そして３条２項において、「老人はその希望と能

力に応じ、適当な仕事に従事する機会その他社会活動に参加する機会を与えられるも

のとする」として、社会参加することを責務ではなく権利として表現した。その上で、行政

や市民は高齢者のこのような機会を保障することが、責務であることにも言及したものだ

と考えられる。

老人福祉法は昭和３８年に策定されたから、今から５０年も前にこのような視点で法律

が書かれていたことに驚きを禁じ得ない。今回の再構築はこの第３条に意味を持たせる

ものでもあり、３条２項が指摘した、高齢者が社会参加することのできる多様な機会の創

造を積極的に支援していくことを具現化するための改革なのだということを、強い自覚と

責任のもとに発信していってほしい。

そのためには、今回の再構築における「高齢者の居場所と出番を用意する」という視

点は、「何のための居場所なのか」、「どのような出番なのか」、「誰のための再構築なの

か」を、もっと真剣に議論した方が良い。それが福祉に携わるものの責任であり、社会的

正義でもあるのだとM-CANは主張する。
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今回の再構築の柱である「高齢者を担い手へ」と

いう提案は、一方でインフォーマルサービスの条件整

備を整えることに他ならない。また、もう一つのテーマ

である「学びを実践に」という生涯学習の課題につい

ても、高齢者の学びと実践がセットで用意されなけれ

ば、決して効果的ではない。そのためにも社会福祉

協議会や老人会の役割がもっと議論され、「学び」と

「実践」が繋がるような総合的支援策として表現され

なければ意味を持ち得ない。

近代公教育の基礎を作ったフランスの教育学者コンドルセは「公教育の原理」の中

で、「子どもの教育以上に大人の教育を公の金でやるべきだ」と指摘している。また、福

沢諭吉は、「学問のススメ」の中で、自分の生活のためにだけ学ぶのは「蟻」と同じであ

り、社会と他人の役に立ててこそ、学問の意味があると説いている。

福祉や博愛という崇高な理念を具現化するには、社会契約の重要性を大人（高齢

者）こそが学ぶべきもので、自身が持っている内なるエゴイスティックな思想と闘うことを、

学びと実践の中から見つけていくべきものなのだ。つまり、生涯学習の原点は、高齢者の

皆さんが社会契約出来る力を獲得し、社会における自らの役割と責任を認識する過程

を持たなければ意味がない。その意味で、「実践」としてのフィールドが用意されることが

重要なのであり、それは社協や老人会という社会活動に見いだすものであり、したがっ

て、この福祉の重層的なネットワークの中にいかに、この人達を組み込むかが議論され

なければ、本当にもったいないと思うのである。

今回の審議会での再構築議論の方向性は決して間違ってはいない。だからこそ、決

定と合意を取るというプロセスを大切にして、全体の審議が進められることを期待したい。

一方、我々市民の側も、いつまでも行政

に「やってもらう」という行政依存スタンス

から卒業し、「やっていこう」という自立し

たポジティブな発想で議論参加すること

が求められている。議事録からは、そのよ

うな委員の積極的発言も見られることか

ら、これからの議論が実に楽しみだ。
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茨木市における高齢化率は、20.9%（2013.6.30.）、とりわけ一人暮らし高齢者の

割合は、約６％と年々占める割合が増えてきています。三島地域も例外ではなく、

高齢者のみの世帯やひとり暮らし高齢者の方々も増えてきています。

「いつまでも安心して住み慣れた地域で生活したい」と思っていても、家族や知

人など身近に頼れる人がいなかったり、災害や緊急時のいざという時に困るという

声も聞かれます。また、何日も誰とも話しをしていなかったり声をかけられてないこ

とで、地域からの孤立感や孤独感をもたれることも少なくありません。そんな生活

を続けていくことで、孤独死や自死に至ること、老老介護のうえ高齢者虐待に結び

つくことも想定されます。

そんな人とのつながりのない寂しいまちにはしたくない、ただ一方で、見守りや

支援がお仕着せで、監視されている、お節介と負担に感じる生活では、窮屈で居

心地がよくありません。

改めて、生活されている方の意志やライフスタイルをより尊重し、「さりげない見

守りと安心感のあるまち」～お節介だけれどお節介と感じない、お節介を焼いて欲

しいと思える安心ある地域～をめざして、地域住民、関係団体の方々等と「まちづ

くり学習会」を開催し、いっしょにまちづくりを進めていきたいと思います。

これまで、三島地域の「ふくし」が目指すべき

『５つの機能』が示されています。

一つは、「隣のしんどさに気付く誰かの存在」と

表現される『発見機能』。

二つ目には、『相談機能』。相談窓口があると

いう表面的なことではなく、人と人とのつながりの

中で相談できる関係づくりの機能。

三つ目は、地域や社会で安心して暮らしていけ

る『居場所機能』。
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四つ目は『相互扶助機能』。自助・共助・公助。特に「おたがいさま」と言える地域

の共助の気運を育むこと。

五つ目は、いざというときの誰も見逃さない『緊急時体制機能』。

これらの機能を改めて確認し、その具体的な実践の事例として、例えば、今ある

電話回線を使って、ひとり暮らし高齢者や災害時の安否を確認する見守り支援シス

テム「おたずねフォン」の実践があります。これは、身近にある電話機を通して、「自

分は孤独ではない。いつも少しでも気にかけ見守られている」という安心感を創出

し、孤独感、疎外感が軽減できるものと言えます。

幸い比較的安価な設備投資で、利用者の負担なく、何よりも、普段の面識や信

頼関係があれば、事実上顔の見える対話となりうるシステムで、三島地域での導入

にはピッタリな仕組みとも言えるのではと思います。

もちろんこのシステムですべて解決するということではありませんが、こうした具

体的な課題を地域の方々と一つひとつ一緒に考え、実践に結びつけていくことが、

「いつまでも安心して住み慣れた地域で生活したい」という思いに応えることだと思

います。

《「おたずねフォン」のイメージ》 ＊株式会社数理技研ＨＰから



「街かどデイハウス」という名称は「デイサービス」と勘違いされる事が多く、「私らまだまだ」

とおっしゃる方がいらっしゃいます。

今、街かどデイハウスは介護認定を受けていない、少し虚弱な高齢者を対象としています。

しかし、街デイを必要としている高齢者は介護認定を受けていない人だけでしょうか？

私たち日向のスタッフは、地域の助け合いをモットーとしています。例えば、介護保険の利

用者は点数制で、週何回かのデイサービスの利用、ヘルパーの利用ができるのですが、それ

以外の曜日で、一人暮らしをされている方などはどう過ごされているのか…。

こういう方こそ支援を必要としているのではないかとずっと以前から悩んでいます。少し認知

症の症状が出始めておられた方が日向に来られるようになって、他の利用者さんとお話をさ

れたり、手芸を楽しまれたりするうちに認知症の症状が進むことなく、かえってしっかりされてき

たという例もたくさんあります。



先日、近くの老人会に乞われて街デイの内容を説明にいきました。その時、「料金」の問題

が出て、行きたくても行けない場合もあるとおっしゃった方が何人かいらっしゃいました。今後、

利用料は一律ではなく、収入に応じての料金設定も考えていきたいと思いました。

今、ひなたでは行事のない月（2月､3月､5月､6月､7月､10月）は外食ランチデーの日を設

け、皆で外出します。また、毎週火曜日はご希望があれば、お買い物ツアーの日にしておりま

す。

商店街がなくなっていっている昨今、自分でお買い物をしたくてもできないという方が増えて

います。自分の目で見て欲しい物を買う・・・女性はいつまでもお買い物好きなもので、その日

はいきいき買い物されています。外へ行く事によっておしゃれもされるので、お年よりずっと若く

見える方がたくさんおられます。

「ひなた」に入会することが高齢者の一種のステータスになる事を目指して頑張りたいと思

います。

また、配食サービス「ひざし」がなくなって一年、ずっとお弁当

を頼んでいますが、今後はひなたで食事を作って提供できたら

と考えております。スタッフ全員が他の街デイに見学に行き、方

針を検討中です。食事を作っていただく方も家庭料理の延長と

して、年齢制限なく今募集しておりますので興味のある方は、お

気軽にお問い合わせくださいませ。
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少子高齢化が社会問題とされて久しいですが、政権交代などを経ながらも、子育て支援に

関して様々な制度改革が進められてきています。

平成24年8月に成立した「子ども・子育て支援法」「認定こども園法の一部改正法」「子ども子

育て支援法及び認定こども園法の一部改正法の施行に伴う関係法規の整備に関する法律」い

わゆる「子ども子育て支援三法」に基づき、「子ども子育て支援新制度」が始まります。この制

度は消費税が１０％にアップされる増税分による財源が当てられ、平成27年4月からの実施が

予定されています。

国においては平成25年4月に「子ども子育て会議」が設置され、新制度における「基本指針」

等が議論されてきています。市町村では国が定める「基本指針」に基づいて、地域の保育ニー

ズを踏まえた「子ども子育て支援事業計画」を定めることとされています。

茨木市では「地方版子ども子育て会議」が9月議会で条例制定され、平成25年10月25日(金)

に第1回の会議が開催されました。

「子ども子育て支援新制度」でとても大事なことは、これまでのように就学前の子どもたちの

支援を保育所か幼稚園かという選択肢だけで議論するのではなく、社会環境や経済状況の変

化によって多様化している保育や子育て支援のニーズを、きちんと把握して、支援策へとつな

いでいけるようにすることや、そのニーズ把握においては、「すべての子どもと子育て家庭」に

支援を行き届かせるという目標から、当事者の方々の参加と声が届く仕組みにすることです。

ぜひとも茨木市における「子ども子育て会議」が多くの当事者の声を受けて進められるようにと

願っています。

時代の変化に伴い、今回のニーズ調査のひな型には「父親の子育て支援ニーズ」について

の項目が入れられています。茨木市の会議では第1回の会議にはニーズ調査の項目について

までは議論が進まなかったので、このあたりがどうなるのかも注目しています。父親の子育て

支援にはいくつかの重要な意味があるといわれています。

これまでの日本社会では希薄だった、父と子の関係構築に関する支援は、母と子の関係構

築に関する支援よりもっと大変な課題です。子どもの育ちにおいては家庭という場で信頼関係

M-CANの

主 張(2)
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を築いていける相手が多いほど良いはずです。社会経済環境の変

化の影響で家庭の在り方も多様化してきており、父親が子育てに関

わる必要も大きくなってきています。特に2人目の子どもを持つか持

たないかの選択において、父親の育児への参加度がかなり大きな

影響を持つことはいくつかの調査で明らかになっています。現役の

働き手が減少する中で仕事ばかりに縛られて生活をするのではな

く、社会全体で働き方の見直しをすること（ワークライフバランス）も

子育てを考える上ではとても重要なことであると言えます。単に調査

結果を見てだけでなく、社会背景をも踏まえた視点で、会議の議論

が展開されることを願います。第1回会議で、母親が子どもを置いて

夜の会議に出ることについて、また、子ども福祉の視点から子ども

にとって長時間保育、病児病後児保育はどうなのかとの発言もあり

ました。しかしながら、夜も、たとえ子どもが病気でも働かねば暮らし

が成り立たない現状におかれている子育て家庭にとって、そしてそ

の家庭で育つ子どもたちにとって、どんな支援が必要であり、支えと

なるのかを、真摯に課題として会議で取り上げてほしいと思います。

もう一つの視点は、数で計れないニーズへの対応をどうするのか

という点です。今回のニーズ調査に現れる、いわば数の計れるニー

ズは多くの方々に共通する思いであり、そのニーズに合う支援を計

画に挙げながら対処出来うるものではありますが、もう一方で数に

計れないニーズというものが存在します。そもそも支援を必要として

いるご本人が、一番何に困っているのかを明確にできないもの、た

とえば子どもが周りの子どもにたいして暴れて困っているという話か

ら、実は経済的な課題を抱え、その裏に健康問題や家族の抱える

問題や家族の抱える状況が実はとても行き詰ったものであったよう

な場合、虐待が潜んでいると思われるような場合、子どもへの支援

だけでは不十分で、保護者に向けた支援も必要となり、その結果、

単一の子育て支援サービスには当てはまらないので、サービス利用

ができなくなる場合や、保護者自身が自身の抱える課題を認められ

ない場合はそちらの支援を受けたがらない、ひいては子どもの課題

も解決しないということにもなりかねない場合もあります。はたしてこ
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んな場合を考えると、本当にニーズ調査だけを頼りに支援計画を作

成していいのかという疑問が残ります。

多くの立場の方々の意見を吸収して欲しいと願っていますし、幾

重にも重なる課題が一人にのしかかっている場合などは、内容とし

ては個別に違っており多岐にわたるものでもあり、個別の聞き取り

などから把握するしかないとも思えますが、もはや子育て支援の範

疇だけでは対応できないのは明らかだと思います。隠れたニーズに

関する向き合い方を本当にどうするのかを、子育て会議でも議論し

て欲しいですし、地域福祉全体の課題としてもっと広い範囲で議論

しなければならないとも思います。

保育所待機児童の問題は茨木市ではとても大きな問題です。毎

年4月に100人を超える待機児童がいて、今年度も4月時点で126人

の待機児童が存在しました。しかし実際にはこの待機児童数は厚生

労働省の基準による児童数であり、国基準に当てはまらない待機児

童数は茨木市においても355人もおられて、合計で481人の方が保

育所入所できていないのが現状です。果たして潜在ニーズと呼ばれ

るこれらの方々のことは、今回の計画においてはどのように考えら

れるのでしょうか。

新制度では保育所と幼稚園の良さを併せ持つ、「認定こども園」

の普及が進められます。保護者の就労如何に関わらず、就労状況

が変化しても継続して利用できます。すべての子どもを対象に短時

間保育や長時間保育を選べる仕組みです。また、子育て相談など

の支援を受けることもできます。これまでの保育所などの保育を「施

設型保育給付」として実施し、それに加えて、「地域型保育給付」と

呼ばれる「小規模保育」や「家庭的保育（保育ママ）」など様々な保

育に対して財政支援を行い、保育ニーズにこたえるサービスを充実

させていくことになります。

新たな子育て支援メニューである「地域型保育給付」に関しては、

前例がないこともあり、茨木市では取り組みが進んでいません。

ただ、これらの支援メニューを、単に待機児童のための受け皿として

だけ見るのか、或いは、新たな支援メニューとしてこれまでの支援で
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は拾えなかった隠れたニーズに対応できるものになるのではないかとみるのかで取り組み方

も違ってくるのではないかと思われます。茨木市の「待機児童解消方針」を見ている限りでは、

この「地域型保育給付」のうち触れられているのは「保育ママ」制度であり、それは「施設型保

育給付」を使っても待機児童が解消されなかったときに使うという、待機児童解消のために限

定された消極的な表現になっています。

私たちは、多様なニーズにこたえるためにも、多様な支援の形が選べること、その中で様々

なニーズを発見できるのではないかと思っています。その最たるものの一つは「一時預かり」で

はないかと思います。「理由を問わない一時預かり」このことをお話しすると「親が甘えている」

というご意見などをお聞きすることが多いのですが、子どもを預けて離れるということは、実は

親にはとても切羽詰った状況なのではないかと思うのです。子どもを託す、預けることはなか

なか簡単にはできない事です。それをあえて預かりにお願いしようと思うとき、その背景にある

ものとして、社会活動で、通院や介護で、仕事の求職に、そして煮詰まった子どもとの関係をリ

セットするためになど様々な事情が考えられます。それらの事情がキチンと解決されない先

に、乳幼児の虐待が存在している場合もあるのではないでしょうか。

私たちは、新たな支援策など多様なメニューは行政直営だけでは担いきれないと考えてい

ます。「地域型保育給付」にある「小規模保育」や「家庭的保育」また、この計画で話し合われ

る「放課後児童健全育成事業」などの子どもの居場所事業などは、まさに地域が受け皿となり

実施すべき事業ではないでしょうか。子どもたちが地域で育ち、地域で見守られている、その

中に様々な支援メニューが存在します。地域の団体や地域のNPOが、子どもたちの育ちを支

えていく、見守る子どもたちの中に見えてくる様々な課題は、実は保護者の課題であり地域の

抱える課題でもあります。それらを地域課題として受け止め、見守り支えられる地域づくりこそ

が、一番ベースに必要とされていることだと改めて実感します。

高齢者の課題、子どもの課題と分野別に話題にされますが、結局はだれもが、安心して暮

らせるためには、おせっかいでお互い様の地域があってこそだと思います。

地域づくりのキーになる団体や個人は地域ごとに

様々でしょうが、地域の皆さん、特に元気な

高齢者の皆さんのここは出番なのではない

かと思っています。

これからも茨木市の子育て会議の経過を

見つめていきたいと考えています。
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こえんひろばを開設（2005年4月）して９年が経過しました。 今では、三島中学校区の

子育て支援の拠点として、多くの皆さんに支えられながら、その役割を担っています。

国の子育て支援施策が大きく変わろうとしているなか、こえんひろばの９年間から見えて

きたことや今後地域で必要と思われる子育て支援や、支援者としてやってみたいことを考え

てみました。

ひろばを利用された親子から、「ひとりで

孤独だった。誰かとしゃべりたかった」「子育

て情報が欲しかった」「同じ年頃の友達が欲

しかった」などの声を聞いたり、ひろばの利

用者さん同士知りあって友だちを作り、その

後一緒に公園で遊んだり、幼稚園～小学

校と長いつきあいが続く人も多いようです。

一方で、転勤などで各家族単位で茨木

に引っ越してきた人の割合も高く、そんな利

「見えてきたこと」 「あっ用者さんの声から と

をまとめてみました。たらいいな」

Ａ．乳幼児版民生委員

現在茨木市では、生後２～３か月時の「こんにちは赤ちゃん事業」が

行われており、そこでの情報（支援が必要と思われる家庭等）について

は、現行のひろばでは把握することができず、⑥の様な実態もなかなか

把握しにくい。

また、赤ちゃん訪問終了後に茨木市に転入してきた人や、自治会に

入っていない家庭も多く、地域にどのような子育て家庭があるかを、地

域スタッフが把握することで、より細やかな支援やサービスを提供する

ことができると考えています。

あったらいいな！見えてきたこと
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Ｂ．子育ておたすけ Phone

この土地に引っ越してきて、知り合いや頼れる人がおらず、

子どもが病気になった時の近所の小児科情報や、幼稚園・

習い事の情報が欲しい。インターネットで検索するよりも、人の

口と心で情報提供をする場を作ることで、「子育てに関する

情報はＭ－ＣＡＮ（仮称）に聞いたら教えてくれる」と、安心し

てもらえたらいいなぁと思う。

Ｃ．一時預かり、プレ幼稚園

ひろば利用のママ達の声で一番希望が多い。

働きたいが、職探しや面接の時に子どもを預ける場所はなく、あきらめにつながっている現

状もある。また、ママ自身が体調が悪い時、上の子や下の子を病院や習い事、学校や幼稚

園の参観や行事のときなどにも、身近で必要に応じて対応できる場が必要だと思う。

プレ幼稚園については、子どもの発達の道すじとして、子どもは３歳前後から少しずつ友

だちと遊ぶ楽しさを感じはじめ、親（保護者）の見守りの中で、子ども同士で遊ぶ姿が見られ

るようになる。幼稚園や保育所に入る前段階として、週に数回でも同年齢の集団を経験す

ることで、入園後の集団生活をスムーズにスタートできると予想されるし、やむを得ず3年保

育を選択している親子も地域で友だちを作り、地域の幼稚園（２年保育）で一緒に大きくな

る事にもつながると思う。

Ｄ．子育てネットワークの構築

地域で子育てをしていくなかで、たくさんの人たちに見守られ、助けてもらいながら大きく

なり、５年後・１０年後、子育てが一段落したら、今度は自分が地域の一員として、できるこ

とで参加する。そんな地域づくりを進めていくために、「こえんひろば」は地域の子育てに関

するさまざまな団体（民生委員・福祉委員・児童委員・地域の保育所・幼稚園・学校の役

員やＰＴＡ・自治会・こども会）をつなぐキーステーションとなり、団体間の連携を取りながら、

地域の子育て家庭と支援団体をつなぐ顔の見えるネットワークの構築をしていきたいと思

う。

Ｅ．要支援児のいる家庭やひとり親家庭、多胎児・未熟児家庭への支援

通常のひろばとは別に、共通した悩みや課題をもつ親子がつどい、互いに悩みを話し合

える場が提供できたらいいなぁと思う。
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室田 信一

M-CANの実践ってなんだろう？

以前M-CAN Juiceの第4号にM-CANの実践こそが三島地域の特産品なのだと書

いたことがある。なぜなら、（あたりまえのことであるが）世界中探しても他にM-CAN

の活動とまったく同じ活動を見つけることはできないからだ。「街かどデイハウス日

向」で出迎えてくれるスタッフのステキな笑顔、身近な地域で安心して子育てができ

る環境を整えようと取り組む「こえん広場」の強い信念、地域住民を「孤独にしない・

させない」をモットーに献身的な見守り訪問を繰り返す民生委員さん、住民目線で相

談にのり、軽いフットワークで地域をつなぐコミュニティソーシャルワーカー、個人的

な話題から哲学的（鉄学的？）な話題まで三島から世界に向けて情報と思いを発信

し続けるインターネットラジオ、住民みんなが主役になれる手作りの地域イベント、そ

してM-CANを彩る個性あふれる（私も含めて？）理事のメンバー。これこそが三島の

特産品である。

人口3万人に満たない小さなまちに年間200万人もの観光客が訪れる富良野市の

まちおこしの様子を描いた『フラノマルシェの奇跡』という本があるが、その本の中で

地元の食材を使った特産品開発の話が出てくる。200万人もの観光客を満足させる

ため、趣向を凝らした様々な特産品が開発されているということである。残念なが

ら、三島地域には来訪者のおなかを満たすような美味しい特産品は（今のところ）な

いが、来訪者はもちろん地元住民の心を満たしてくれるM-CANの活動がある。

そんな、三島の住民が誇れるM-CANの活動であるが（自画自賛？）、実は、街か

どデイハウスや子育てサロン、コミュニティソーシャルワークといった事業に関してい

えば、大阪に限らず日本のいたるところで同様の取り組みを見つけることができる。

それらの事業は、当初は地域発の試みであったものが、社

会的な評価を得たことにより、現在では政府の施策として進

められるようになってきた。したがって、三島地域に限らず、

日本のあらゆる地域でM-CANのような特産品が開発されて

もおかしくないし、事実、全国にはM-CANに引けをとらない
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すばらしい活動実績のあるのある地域がたくさんある。ここでは、それらの地域実践

よりもM-CANの実践の方が優れている、というような話をしたいわけではない。特産

品とは、その地域ごとの特色を活かすというところに重きが置かれるべきものであっ

て、一番を競うものではない。むしろ、M-CANの実践とは一味違う実践が全国各地

で展開されることこそが、日本を豊かな国にしてくれるだろう。

そこで以下では、M-CANという特産品を理解する目的

で、その背景にある「地域福祉」という考え方が小学校

区という範囲の中でどのように実を結ぶのか、M-CANの

実践を参考に考えてみたいと思う。

日本の福祉政策はどこを向いてきたのか？

茨木市の人口がまだ10万人にも満たない高度経済成長期のまっただなか、経済

的な成長こそが国民に幸せをもたらしてくれるものだと信じられていた。その具体的

な方策として、政府は日本をヨーロッパにみられる福祉国家にするべきだと考えてい

た。例として、1961年の厚生白書には次のような記述がある。「福祉国家の建設は

国民の願いであり、わが国においても、福祉国家建設のための努力を重ね、福祉国

家建設を政治の最高目標に掲げ、この基本的大方針のもとに、もろもろの施策を進

めることを念願としている。」

しかし、第一次石油ショック以降の低成長経済のなかで、国の財政赤字は増大

し、そのような政策目標は見直されることになった。政府の方針も、福祉国家を目指

すものから「日本型福祉社会」を目指すものへと転換された。「日本型福祉社会」と

はヨーロッパの福祉国家の価値観と相反する価値観を備えるものであった。福祉国

家という考えは、国家による福祉への積極的な介入を肯定するものであるのに対し

て、「日本型福祉社会」という考えは、国家の代わりに家族や企業が福祉を担うこと

を基調とするものである。すなわち、政府による公的な支援は最低限のものとして、

国民は、家族による支え合いや雇用をとおした生活の安定というように、自助努力

によって福祉の向上を図ることを規定のものとする考え方である。

ところが、1990年代になると、「日本型福祉社会」を支えていた家族と企業という２

つのファクターが不安定になったことを受けて、「日本型福祉社会」の考え方は方向
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転換を迫られた。家族の面でいうと、単身世帯やひとり親世帯の増加など、家族形

態が多様化した。企業の面でいうと、終身雇用と年功序列、新卒一括採用という日

本型雇用慣行は過去のものとなり、派遣や日雇いといった不安定な雇用形態が増

大した。

その一方で、ボランティア活動や住民活動が盛り上がってきたのが1990年代であ

った。阪神淡路大震災がおこった1996年は日本におけるボランティアの夜明けとも

称される。1998年にはNPO法人の根拠法である特定非営利活動促進法が施行さ

れた。そうした背景から、「日本型福祉社会」の「社会」にあたる部分がかつての家

族や企業からボランティアやNPOへと移行したのである。

近年、地域福祉という考え方が強調されるようになったのも、そのような背景から

である。地域を基盤にボランティアやNPOが主体となり、行政や専門機関、既存の

地縁組織などと協力して社会福祉の活動を推進する。そうした仕組みを地域の中

につくっていくことが今日における地域福祉の考え方の中心的なものである。M-CA

Nの実践はまさしくそのような政策的な潮流の中に位置づけることができるだろう。

三島小学校区という有機体

地域福祉を推進する際に必ず登場する概念として、圏域という考え方がある。圏

域とは、福祉活動を推進するための地理的な範囲のことであり、茨木市という広い

圏域から、自治会という狭い圏域まで大小様々に設定されることがある。日本の福

祉の特徴は、住民活動や相談のための拠点を、校区という圏域を用いて実施する

ことが多いということである。たとえば、コミュニティソーシャルワーカーは概ね中学

校区ごとに配置されているし、福祉委員の活動は小学校区ごとに組織されている。

公民館やコミュニティセンターも小学校区ごとに整備されて

きている。日本全国には約2万の小学校があり、高齢者や

子育て中の親子のためのサロン活動は、把握されているだ

けで全国に2万6000以上存在する。なかにはサロン活動が

一切おこなわれていない小学校区もあるが、平均すると、1

つの小学校区では最低1つのサロン活動がおこなわれてい

る計算になる。
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そのような観点から、日本の地域福祉は、小学校区などの小地域を基盤に推進

されるものとして捉えることが重要だといえる。住民の生活を支えるために社会資

源を整備し、住民活動や福祉サービスを充実させる、その舞台となるのが小学校区

なのである。

また、そうした校区の活動の特徴は、地域の中で資源が循環することにより持続

可能な活動が展開されているということである。福祉国家による福祉とは、徴税に

よって集められた資源を国家が管理し再分配する方法で推進されるのに対し、日本

における地域福祉の実践は、地域の中で見いだされた資源を地域の中で循環させ

る方法で推進されることが望ましいと考えられている。そのように資源が循環する

地域は、まるで1つの有機体のようでさえある。

環境工学の世界では1990年代からビオトープという考え方が注目されるようにな

った。ある本によると、ビオトープとは「一群の野生生物種の存在によって特徴づけ

られる生息環境」と説明されている。別の言葉ではハビタットという言葉が使われる

こともある。よりわかりやすくいうと、外部から人工的に手が加えられなくても、生存

し続けることができる自然環境ということである。最近では、小学校の敷地の片隅に

ビオトープの環境を整えるような体験学習がおこなわれていたりもする。

私は、以前からこのビオトープという考え方が、日本

の地域福祉を理解する上で役に立つのではないかと

思っていたが、M-CANの実践に関わるようになり、そ

の仮説は確信へと変わった。

住民参加型サービス

M-CANの実践はどれも地域住民が参加することによって成り立っている。「日

向」や「こえん広場」をはじめ、M-CANのスタッフはほぼ全員が三島校区もしくはそ

の周辺の地域に住んでいる。地域のことを良く知り、地域に愛着を持っている人た

ちによって構成されている。そして、M-CANのサービスを利用する人たちもまた、地

域住民がそのほとんどである。つまり、支援を提供する方も、支援を受ける方もどち

らも地域の住民からなるということである。このような活動は住民参加型サービスや

生活支援サービスと呼ばれる。
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一昔前の共同体は助け合いの文化によって成り立っていた。とりわけ産業化以

前の農村や漁村においては「ゆい」や「もやい」と呼ばれる相互扶助の習慣があり、

田植えや屋根葺きといった作業を住民同士が協力しておこなうことが当然であっ

た。農村部などでは現在もそうした文化が残っているところはあるものの、人口の都

市化と産業構造の変化により、相互扶助の文化はいつしか失われていった。

しかし、三島地域の中では、M-CANがネットワークのハブとなり、まるでかつての

共同体のように住民同士の助け合いの仕組みが成り立っている。かつての共同体

と違う点は、そうした助け合い活動が自然発生的には成り立たないということであ

る。M-CANが存在し、助け合いの機会を提供することで、住民が積極的に活動に

参加することができるのである。

先に紹介したビオトープの中心には沼や池が存在することが多い。沼や池が資

源循環の基点となり、周辺の生命が育まれるのである。三島小学校区というビオト

ープでは、小学校や公民館、そしてM-CANなどが住民活動の拠点となり、沼や池

のように生命を育み資源を循環させているのである。

インキュベーション・センター（駄菓子屋）

M-CANは新たな活動が生まれる場所でもある。2010年5月、

かつて散髪屋だった地域の空き店舗に駄菓子倶楽部みかん

屋が開店した。昔から駄菓子屋という場所は子どもたちにとっ

てのたまり場であり、地域の象徴でもあった。しかし、みかん屋

はただの駄菓子屋ではない。駄菓子屋では週に1回インターネットラジオの収録が

おこなわれていたり、地域住民のお茶会が開かれていたり、最近では手作り商品を

委託販売する棚が設置されたり、たまにスタッフの飲み会が開かれたりしている。

人が集まり、新たな活動が生まれる、そんな生命の源泉のような場所である。

少し難しい言葉では、そのような機能のことをインキュベーションという。インキュ

ベーションの語源は卵を孵化させるという意味で、そのような場所には、まさしく新

たな生命が宿り、生まれるための条件が整えられているということである。

みかん屋から生まれたインターネットラジオは、今やM-CANにとってなくてはなら

ない活動にまで成長した。そして、インターネットラジオの活動から新たに「jiji」の活
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動が始まり、みかん屋でヴェネチアン・ガラスの体験・販売をおこなっている。その

活動はまだみかん屋という「保育器」を必要としているが、インターネットラジオDJの

さだちゃん曰く、いつかはM-CANから巣立っていってほしいという想いでサポートし

ているということである。

そのようにして、みかん屋には新たな人材が集まってきて、新たな活動が生まれ

ている。まさに、三島小学校区というビオトープにおける生命の源泉となっている。

「奇跡のM-CAN」

2013年夏、「奇跡のリンゴ」という映画が公開された。絶対に不可能といわれてい

た無農薬のリンゴの栽培に成功した青森のリンゴ農家の実話に基づく話である。無

農薬のリンゴを育てるには、自然に最も近い環境を整え、土を生き返らせることが

重要であった。主人公は何度も失敗しながら10年以上の歳月をかけて奇跡のリン

ゴを栽培することになった。

成功の鍵は、リンゴが本来もっている生命力を発揮できる環境を整えることであ

った。M-CANの実践にも同様の考え方が成り立つ。地域の中で生きづらい思いをし

ながら暮らしている人、孤立している人、何か活動したいと思いながらもそのきっか

けを見つけられない人。そんな人たちが集まり、ありのままの自分で時間を過ごせ

る場所、本来もっている能力を発揮できる場所がM-CANである。まさに「奇跡のM-

CAN」といえる。

2万を数える全国の小学校区で三島小学校区のような活動がおこなわれるように

なれば日本は変わるだろう。ただし、それはM-CANと同じ活動をするべきという意

味ではない。M-CANは三島の特産品である。各小学校区にはそれぞれの特徴が

あり個性がある。ブナの林があればガジュマルの林があるように、その土地その土

地には個性豊かな資源（人材）がある。その資源が循環するような環境を整えるこ

とがこれからの日本の福祉にとって重要になるだろう。

室田 信一(むろた しんいち)

M-CANのCSWとして地域福祉に関わり、
様々な提案をしてきた。
現在、首都大学東京准教授。

（M-CAN監事）
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インターネットラジオ『M-CAN Juice』は、2011年2月の放送開始から早いもので2年

半が経ち、おかげさまで放送回数136回（2013/10現在）を超えるコンテンツに成長し

ました。

放送開始当初は、「ラジオ部=福祉の話題を取り上げるインターネットラジオ番組の

制作・配信」を目的としていましたが、M-CANでのラジオ部の存在意義に疑問を抱えた

まま放送は回を重ねていきました。

ある時期からラジオ部ではTwitterなどのSNS（ソーシャルネットワークサービス）を利

用し「気になる人探し」。 つまり、ツイート（書き込み）から「何か問題を抱えているな」と

か「何か悩んでいるな」と思った場合、こちらからアプローチする体制を作りました。

これは、私自身「福祉サービス」の多くは「待ち」の状態であること。何かに悩み困っ

ている人は相談に行きたくても、どこへ行けばいいかわからない。そもそも相談窓口があ

ることすら知らない。などという理由で相談に行かない（行けない）現状を日頃より目に

していたからです。

ラジオ部では、M-CANが運営している各事業を補完する形で、まずは30歳以上の

引きこもりの方や精神的に不安定な方、生活に困っている方に絞ってアプローチをする

ことにしました。

たとえば、近年、学生・若年層（18～30歳）の方に対しての自治体は、ひきこもりサ

ポートの充実をしてきましたが30歳を超えた方への引きこもりサポートは、ほとんどありま

せん。特に就学期間を終えた方の引きこもりについては実数の把握さえできません。未

就労者数の把握ができたとしても、その中の引きこもりの数は把握できないのです。

一方、インターネットは、そういう方の(いい意味でも悪い意味でも)逃げ道になってい

る場合が多く、ひきこもりではあるが、ネット上では人とコミュニケーションがとれている場

合があります。

NPO法人 三島コミュニティ・アクションネットワーク (M-CAN)

ラジオ部 貞岡 実
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ラジオ部では、そこに着目しSNSを利用した、要支援者の人探しを開始しました。昼

間に自宅から連続してツイート（書き込み）をしている茨木市および、その近隣地域に

住む方へのインターネット上でのアプローチとしてTwitterを利用した「ラジオ収録へのお

誘い（気軽に遊びにおいで）」活動を始めました。

ただ、ほとんどの引きこもりの方の特徴として一度や二度のアプローチで簡単に出て

きてくれる状況ではないということがあります。ラジオ部では「世間話」などの基本的なコ

ミュニケーションを長期間にわたり根気よく続けることにより、まず「ネット上でのお友達」

になることから始まります。

そして、少しずつ心を許してくれる状態になったタイミングを見計らって、「ラジオ収録

へのお誘い」を行います。始めは「参加したいときに来ればいい」という程度の緩い環境

を作り、焦らず少しずつ、その方に合わせた対応を考え支援につなげるためのきっかけ

作りをするようにしています。

また、参加しても、いつの間にか来なくなるということもあります。その場合は、頃合い

を見計らって再アプローチを行います。この繰り返しをしながら信頼関係を構築しリアル

な付き合いに発展していきます。

これをお読みの方の中には、「甘い」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、

私は「心に傷・悩みを抱えた方」や「孤独の中で長い間過ごしてきた方」への支援には、

常に「気長に・慎重に・寄り添い合い・寄り添い続ける」ことが必要だと考えており、インタ

ーネットラジオという活動をうまく利用した、様々な支援体制の確立を目指しています。

次に現在、ラジオ部で実施している活動と支援体制について少しご紹介します。

◆ インターネットラジオ「M - CAN Juice」制作・配信事業運営

毎週土曜日21:00～駄菓子屋「みかん屋」2Fスタジオにて、ラジオ収録を行って

おります。配信は毎週火曜日インターネットラジオ「M-CAN Juice」ブログ（http://w

ww.m-can.net/radio/）やiTunesを利用したiPhoneやiPod、iPadなどの携帯デバイス

に対応するため Podcast（https://itunes.apple.com/jp/podcast/m-can-juice/id

415462848）での配信を行っています。

◆ SNS（TwitterやFacebook）による情報発信

TwitterやFacebookによるM-CANの活動内容の情報

発信を実施しています。
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◆ ホームページリニューアルと内容の充実化

現在M-CANホームページのリニューアル作業を実施しています。M-CANの事業

内容や日頃の活動をもっと多くの方に知っていただき、市民活動への参加やNPO事

業への理解へつなげられるコンテンツを目指して制作を進めています。

◆ 他地域（和歌山県白浜町）との交流活動

ラジオ部では、和歌山県白浜町内の各団体との交流活

動を続けています。白浜町で行われるイベントへのボランテ

ィア参加や各団体との交流を通じ双方刺激を受けながら、

より活発な市民活動の在り方についての情報交流を続け、

毎年夏には白浜町社会福祉協議会を始め町内の各団体

や町民のみなさまのご協力をいただき、活動内容の発表や

座談会、地域視察などを行う、二泊三日の「南紀白浜サマ

ーキャンプ」を実施しています。他地域と深く交流すること

は、その地域を俯瞰的に見ることができ、俯瞰的に見ること

により問題点の発見につながり、それが自地域の問題発見

にもつながる場合があります。そういった問題発見を相互に

情報交換し関わり合う交流活動として機能しています。

◆ 引きこもり・生活困難者支援

Twitter等のSNSを利用した「引きこもり・生活困難者探し」と「インターネットラジオ

への参加促進」、「生活相談」、「生活サポート」などを実施しています。

◆ 就労・事業支援

総持寺本通商店街で大阪府が実施した「緊急雇用・空

き店舗活用事業」で閉店に追い込まれた店舗への事業継

続支援、経営指導、駄菓子屋みかん屋

の空き部屋の提供、駄菓子屋スペ

ース内に雑貨委託販売スペースの

新設・運営などを行っています。

現在、ラジオ部では、ヴェネチアンガラスの制作・販売・体

験を行っている「jiji（ジジ）」の事業支援を実施しています。
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◆ 社会復帰支援

公助（生活保護や障害年金などの公的補助）で生計を立てている方で、自助（自

らの命"収入"は自らが守ること"自らで稼ぐこと"）で生計が立てられると判断した場

合、自助へ向けた社会復帰支援を行っています。ラジオ部では、福祉に対し専門知

識を持ったスタッフを配置しておりませんので専門知識が必要な場面ではM-CANの

スタッフなどと連携しながら支援にあたります。

このように、ラジオ部では単なる情報発信の場だけでなく「来るもの拒まず」・「寄り

添い続ける」をキーワードに「まず見つける。見つけたら、みんなで考え、みんなで行

動する。」という、共助（共に助け合うこと）の体制づくりを同時に進めています。

さて、ここからはラジオ部の可能性について書きたいと思います。現在のインターネッ

トメディアは日々目まぐるしく変化しています。ラジオ部では、次世代の情報発信への対

応なども視野に入れ、Ustream（双方向型映像ライブメディア生放送）を使った書評会

や座談会などの中継配信、イベント生中継などいろいろな試みをしてきました。インター

ネット技術の急激な進歩によりラジオ部では、この変化に敏速に対応できるよう、M-CA

Nホームページ（http://www.m-can.net/）のリニューアル作業を始め、Twitter（http:/

/twitter.com/m_can_juice/）やFacebook（http://www.facebook.com/npo.m.can/）

などのSNSによる情報発信等、インターネットメディアを使った広報活動を実施していま

す。これら様々なインターネットを活用した情報発信は、地域活動の広報や情報発信

にこれから多く寄与すると考えており、まずは知ってもらうことから始まり、市民活動に参

加するきっかけづくりの手段として、ラジオ部だけでなくM-CAN全体で取り組む必要が

あると考えています。

1. 地域住民が気軽に自由に情報発信できる場づくり（地域住民参加型ラジオ）

地域住民の方々が気軽にラジオに参加していただける

には、しっかりした場づくりと広報をしなければなりません。

今後、広く地域住民の方々に聴いていただけるラジオ

として、また地域住民が自由に情報発信できる場として、

広報やスタジオの整備、インターネットラジオだけでなく、

ライブメディアコンテンツの充実化を図っていかなければ

ならないと考えています。
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2. 双方向ライブメディアへの発展

昨今、Ustream・ニコ生・YouTube Live・ツイキャスなどインターネットを活用した双

方向ライブメディア（生放送）が注目されており、ラジオ部でも Ustreamを活用した座

談会や書評会、イベントの生中継などを行ってきました。現在、ラジオ部で行っている

インターネットラジオは、PodcastやM-CAN Juiceブログからの録音配信となっていま

すが、トレンドの変化や技術の進歩、通信回線の高速化により、今後ライブメディア、と

りわけインターネットを利用した映像型生放送に置き換わり、視聴者とのやりとりをしな

がら放送する形が主になってくると予想されています。それに備え、今後も実験的な

放送と機器導入を随時実施していかなければならないと考えています。

3. 他番組展開

現在、インターネットラジオ「M-CAN Juice」は、毎週土曜日21:00からの収録。週

末から週明けにかけ編集・配信準備、火曜日深夜配信開始（Podcastでは月曜日より

先行配信）の週１本配信体制で運営していますが、今後参加者（運営・技術スタッフ）

が増えた場合は、多番組展開（週2～3本配信）も視野に入れています。これにより、

放送内容もバラエティに富み、番組ごとに個性的な内容が展開されることが期待され

ると共に、様々な問題を抱えた方の窓口や支援体制の強化、市民活動への入り口に

もつながると期待しています。

4. リーダー養成

ラジオ部では、リーダー養成が喫緊の課題となっています。現在、運営・技術スタ

ッフは一名で、とても脆弱かつ多忙な中で限界ギリギリの線で運営しています。今後、

ボランティアスタッフを増員も必要で、さらにその中から最低でも3～4名の技術スキル

をもった、運営・技術スタッフやリーダーの養成が必要だと考えています。
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5. 運営資金の調達

ラジオ部は、自主事業として現在までほとんど金銭的・人的補助を受けずに運営し

てきました。また、スポンサーのない放送を続ける中、スタッフはすべてボランティアで

構成され、インターネットラジオ制作・配信の中枢を担うPC機器やソフトウェアもスタッ

フが無償提供しているのが現状です。その中、機器やソフトウェアの老朽化による更新

や先に書きましたとおり、運営・技術スタッフ・リーダーの不足が喫緊の課題となってき

ました。ラジオ部では変な話ですがボランティアによって実施される営利事業による収

入源の確保に努めないといけないのが現状で、今後スポンサー枠を取り入れるなどＣ

Ｍ枠の営業・販売やＰＣ（メディア配信）関連講座開催による事業収入も視野にいれて

います。

さて、ここまで、いろいろと書きましたが常にラジオ部のやりたいことはいっぱいありま

す。また、しなければいけないことも多い。…と同時に、その運営には課題が山積してい

ます。現在、ラジオ部は5名（うち要支援者3名）体制で活動しています。まだまだ人手不

足で思い切った大きな展開はできませんが、その中でも常に自分ができることをコツコツ

と活動し続けています。

また、同時にまだまだ「福祉」という言葉が正しく理解されていないと私は感じていま

す。もっとライトな感覚で「福祉」を語れる場が増えることにより、その理解は深まるものだ

と思って、インターネットラジオ「M-CAN Juice」はライトに大胆に、そして本音で「福祉」の

話題を取り上げ続けると同時に、今後ももっとアクティブに大胆にアクションを起こさなけ

ればならないのかもしれません。そのためには、できるだけ多くの方にラジオ部へ関わっ

ていただき、ご協力をいただきながら、時代の流れに沿った形で変化・成長していけたら

と思っています。

もうひとつ、ラジオ部の役割は「市民活動」への入り口という側面を持っていると思って

おり、従来の枠にとらわれない、もっと自由活発なラジオ部へ育てないといけないと感じ

ていると同時に時代に合わせフレキシブルに変化できる体制を早急に整備する必要があ

ると感じています。

これからの少子高齢化社会の中、人生経験豊かなシルバー世代のセカンドステージ

としての「市民活動」への参加は、とても重要なことだと思っています。ラジオ部でも今

後、シルバー世代の方もどんどん参加していただき、その豊かな経験を取り入れさせてい

ただきながら、よりよい放送へ育てていくと同時に、インターネットラジオというメディア

を通して、街づくり、人づくり、地域活性化に取り組んでいきたいと思っています。

今後とも、ラジオ部へのご支援・ご指導賜りますよう、よろしくお願いいたします。
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人権のまちづくりに関わるようになった経緯を教えてください。

学生時代に影響を受けたフィールドがきっかけですね。まずは、大阪市恵美須町の下寺・

日東地区にあった軍艦アパートとの出会いです。このアパートは、戦前の昭和4～９年にかけて

進められた不良住宅地区改良事業によって建設された公営住宅なのですが、60数年間、人

がそこに住みつづけ、集合住宅としてその場所にありつづけてきた建物に圧倒されました。建

築デザイナーが企画した建築空間に、当時では最先端の技術を用いて建てられた近代的な

集合住宅を、時代とともに人が変化させていくのを目の当たりにしたとき、建築家とは何かと感

じたのです。そこには、住戸の窓という窓から増築や、共有部の占有という形で生活がにじみ

出ていました。一般的には、混沌で無秩序な問題エリアとして捉えられることが多かったようで

すが、私にとっては逆でした。設計したときが完成ではなく、人が空間を変えていったり、生活

の変化を受け止めていったり、まち全体でそれが機能したり、そういう空間のあり方や人が関わ

るコミュニティのあり方、時間のデザインに興味をもちました。

住んでいる方々にお話を聞いているうちに、長い時間をかけて自然に成り立ってきたルール

にも興味をもつようになりました。パブリック空間とプライベート空間がきっちり分けられたもので

はなく、関係性のなかでお互いの場所をみつけながら、ゆるやかな共用スペースの専有化に

よって空間をつくりあげていました。コミュニティの問題を解決するための暗黙のルールがあっ

たり、お好み焼き屋さんの出前が見守りになっていたり、喫茶店が自然な居場所になっていた

り。僕がもっていた既成概念や固定概念が変化していきました。

次に影響を受けたフィールドとしては、阪神・淡路大震災です。とくに私は公園に避難してい

る人たちのコミュニティ支援に関わりました。遠くにつくられた仮設に移らずに、元々の居住地の

1990年代から被差別部落やマイノリティエリアの

まちづくりに関わりつづけてきた寺川政司さん

（近畿大学建築学部）に、「人権のまちづくり」に

ついてお話をうかがいました。

（聞き手：熊本理抄）
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近くで生活しながら元のまちや生活に戻っていくというふうに、段階的に復興しようとしていた人

たちの支援です。日本は高度な社会システムをもっている国ですが、法律や制度のなかで

は、こうした人たちの思いがつながりません。しくみのなかにのらないと支援が受けられないとい

う矛盾があります。結果的には、公園を占有していることで「居住権」の問題につながりました。

このときにいろんな人たちと出会いました。

そのひとつがアジアのスラム地域のまちづくりでした。専門家が主導してなにかをつくっていっ

たり、用意されたものに住民をあてがうのではなく、住民たちの力をどのように高めながらまちを

つくっていくか、そんなしくみづくりやつながりづくりを学びました。その経験もあって、居住をテー

マにした国連会議に参加して被災地の人たちと現状を訴えたり、居住権の運動をしている人

や、アジアのスラムのコミュニティリーダーたちを被災地に呼んだりもしてきました。

こうした一連の流れのなかで「人権のまちづくり」をはじめるのですが、そのきっかけは、東洋

大学の内田雄造先生（都市計画の専門家）との出会いだと思います。1993年頃だと記憶して

いますが、大阪に軍艦アパート視察のためにこられた際に、「関西では部落でおもしろいまちづ

くり運動をしていますよ。」とご紹介いただいたことを契機に、浅香で人権のまちづくりにとりくんで

いた山本義彦さんに出会いました。そこで、軍艦アパート・被災地・アジア・被差別部落のまち

づくりがつながっていきます。そのうち、内田さんから、大阪で人権のまちづくり運動を推進する

部会を立ち上げるので、専門家として入るよう声をかけられ、部会のリーダーたちと各地にフィ

ールドワークに行き、フィールドノートという冊子を作成したのが人権のまちづくりに関わる決定

的瞬間だと思います。

部落のまちづくりがおもしろいと思ったのはどんなところでしたか？

正直のところ、部落のことは詳しくは知りませんでしたし、あまり関係ないとも思っていました。

でも、部落のまちづくりに出会ったとき、自分たちで運動をし、住環境整備もやっていて、「自立

的なすごい力をもっている」と感じました。被災地では、高度な社会がもっているシステムの危

うさや限界を感じていたところでしたので、人権のまちづくりに興味をもったのは、専門家がつく

ったものにあてがうのではない、人の生活は変化する、まちは人がつくりあげていく、主体的にま

ちに関わることがまちの強さや人の生活の質を高めることになるということでした。
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人権のまちづくりに関わっている人たちの魅力はどんなところですか？

一生懸命僕に説明してくれたり、「わかってほしい」とつながりを求めたり、人として熱いですよ

ね。それに、現行事業や制度・法律などにも明るく舌を巻くことも多々ありました。また、「おまえ

は何者や」という雰囲気から入るまちの人も多くいます。それは差別されてきたからこそもって

きた相手との対峙の仕方だと思います。一度入り込んだときの、一度お互いに受け止め合った

ときの熱さや深さが、僕がまちに関わるときに大きいものだと思います。

20年を経て、人権のまちづくりの課題はどこにあると思いますか？

課題などと偉そうなことを言える立場ではありませんが、「なぜやるのか」という原理や原点に

こだわるところがかなり強いですよね。それが、運動体や地域のなかで十分に整理しきれてな

いと感じています。まちなか（日常）の非常に価値のある部分や魅力ある部分を使いきれてい

ません。

まちづくりに関わっていて思うのは、変化を受け止める強さやしたたかさの重要性です。原理

や原点は失わずに多様な主体を巻き込んでいく。いちばん重要なポイントをおさえつつも、変

化も受け止めながらつむいでいく。そうすると、化学反応が起こったり、自由度が増したり、人が

巻き込まれたり、ということを生み出していきます。チャレンジの環境づくりをもっとすればいいの

ではないかと思っています。

全国でまちづくりが広がるなかで、今、「人権のまちづくり」がめざす価値や理念、魅力は

どこでしょうか？

僕自身は、意図的に「人権のまちづくり」を推進しているわけではないかもしれません。今起

こっているまちづくりの事例や状況を伝えるだけです。今参画させていただいている被差別部

落、被災地、ウトロ、釜ヶ崎も同じです。これら地域は、あまりまちづくり系の専門家が入ってい

ない場所です。この地域の経験は一般化できない（特殊解である）とか、政治的にも社会的に

も複雑な問題があることで、関わる側にも影響が生じる可能性があって難しいなどと言われた

こともありますが、僕たちは問題を抱えている地域にこそ

入る役割があると思っています。困っているところがあ

れば、声がかかったらどこにでも行きます。「一緒に考え

ましょうか」と。
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「人権のまちづくり」と意識的にやっているわけではないということですか？

結果として人権のまちづくり的なことをしているという認識です。自分らしくいれるところ。そこ

に何かしらの壁や弊害がある。そのときに、今の既成概念や固定観念、あるいは社会システム

が本当に正しいのかどうか分からない部分もあります。それは変化していくはずですし、そこに

合わない人が排除される場合もあります。「ありのまま」とはいったいなにか、を僕自身もまちと

関わりながら考えさせてもらっています。まちが抱えている課題や今悩んで

いることがあれば、その分野で得意な人を呼んでくることもあるし、自分

ができることを探します。僕がまちに入るときは、いなくなるかもしれない

ことを前提に入ることが多いですが、熱く化学反応しようと思って入ります。

まちづくりをやっている専門家にとって必要なことは、自分が主体的に関わらないこと、自分

からはなにも決めないことだと言われます。当事者がなにを思っているか、その人たちがやりた

いことはなにか、が大事なので、ちゃんとその人たちがやれるまで何もしないで待つのが仕事だ

と一般的に言われます。８割はそうだと思いますが、２割は違う部分もあると思っています。上

から目線の専門家みたいなかたちでまちに入るよりは、お互いが人と人として対峙する部分が

まちづくりだと思います。一度入り込んで、自分もさらけだしながら、向こうにもいろんな思いを出

してもらいながら、でも最終的にはそこにずっといるわけではないということを考えて入っていま

す。

人権のまちづくりで住民たちにとって難しいことや大切なことはなんでしょうか？

関わったまちの多くでは、厳しい時代を経てきた高齢者と、これからを生きていく人がもって

いる思いやトラウマの違いがあると感じます。まちづくりの主体性やテーマも時代とともに変化し

ていきます。時代や人を継承していきながら、どう今につなげるか。マイナスのイメージをプラス

に転換したり、もしかしたらマイナスがプラスかもしれない、という再価値化をまちのなかでして

いくことが大事です。まちの人は、自分のまちがあまりにも近すぎて、意外にその価値に気づい

ていない。他のまちがいいと思っていたり、自分のまちにはなにもないと感じています。

その価値に気づくのは住民だけでは難しいことでしょうか。

時間がかかればできるかもしれませんし、あるきっかけがあればできることがあるかもしれま

せんが、そこにヨソモノが必要です。最近まちづくりでは、「風の人」「水の人」「土の人」の必要
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性が言われています。いろんな人が関わることで当事者性が考えさせられます。

とくに部落には、歴史的に施設が整っているし、ストックは多い。あとはそのストックをどう活用

するか、使い方やシステムの問題です。それに、他のまちに比べると、動こうという人、動ける

人が多いのではないかと感じています。

以前に、「自爆しないシステムづくり」とおっしゃっていましたよね。

マネジメントや事務局機能をもつ人が、自分たちがやらねばならないということになっていて、

日々それをやっていかれていると思いますが、活動や思いを譲渡できていないと思います。専

門家と地元との関係と同じように、地元のリーダーと住民とが入れ子状態です。人権は重要で

決して侵されてはいけないことです。だからこそ、人権のまちづくりは、チャレンジできる、任せて

いく、失敗もいい、そんなふうに自分たちでゆるやかに、今ある価値観や固定観念を包含す

る、一回受け止める場面をつくっていく。それが、人権そのものを高めていくきっかけになるので

はないでしょうか。

「人権」を前面に打ち出しすぎると、住民たちとの間に齟齬が起きてくるようにも思います。

僕は、人権のまちづくりをやることがおもしろいということを伝えることが重要だと感じていま

す。「人権」を語るとそれぞれの立場で違うイメージがあり、違いが浮き上がってきますので、

たんたんとやっていることをちゃんと伝える。まわりをうめることで、「人権」がぼやーっと出てく

るようなことをやっているような気がします。人権のまちづくり

と声高には言っていないかもしれませんね。

それはどうしてですか？

社会的問題になって生活感がなくなるからです。まちづくりは生活です。人権課題は生活に

直結していますし、日常生活のなかであらわれる問題ですが、現在の人権運動は日常的な生

活そのものにはなっていないように感じます（昔の部落問題は日常に密着していたと思いま

す）。日常をどう豊かにするかが重要です。「こんな怪獣（人権問題）がいる」と言った瞬間に、

怪獣そのものが議論になってしまいます。怪獣はいないというのはおかしいですし、隠すわけで

もありませんが、怪獣があらわれないようなまちをいかにつくるかです。人権は運動としてやって

いくことも大事である一方で、まちづくりの観点では、日常のなかに怪獣があらわれないような、

楽しい、そんな自分の生活の質を高めるまちをつくる。それが結果的に怪獣のあらわれにくい
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環境をつくる。いろんなまちがそんなことをやって広がっていったら、社会全体として怪獣があら

われにくくなるかもしれません。

まちづくりのなかで、結果的に日常的に住民が幸せだと思えたらいいという感じでしょうか。

人権のまちづくりはめざすものではなくて、それはそれぞれがつくりあげていくものだし、結果と

してあらわれるものですよね。自分らしくいれるまちをみんなが自分たちでどうつくりあげていく

か。それはいろんなレベルがあっていい。違うことがいい。違うことが魅力になっていく。

ただそのときに、社会システムのなかでこぼれおちていく人たちや社会的弱者など、大きな

流れのなかで見えなくされていく人たちや、社会システムの見えないところにちゃんと光を当て

るのが人権のまちづくりの可能性だと思います。そういう可能性を部落は持っています。意欲や

思いのある地域です。今からでもできることがたくさんあって、それは日常のなかにあるものだと

思います。そういうまちをつくることが結果的に人権のまちづくりにつながるかもしれません。人

権が侵されないようにしよう、社会的に排除させないようにしよう、という解放運動が社会運動

としてやるべきこともあります。人権のまちづくりに重要なことは、一つひとつのまち、一人ひとり

の生活の質を高めること、まちづくりのなかで、まずできることからやる。そして同じ問題を抱え

ている場合には運動で解決をめざすことであるように思います。

それがまちや住民のエンパワーメントにつながる、と？

とくに解決のためには、自分たちの強さを自分たち自身で高めていく活動はセットですよね。

社会が変わらないからって放置できません。そのためには、人々が時間的・空間的につながる

ことのできる居場所づくりからはじめるまちづくりが重要ですね。いろんなつぶやきが、居場所を

通じてつながる、ヒト・モノ・コトをつむぐ場所づくりのプロセスが、まちや住民のエンパワーメントに

つながると思っています。

熊本理抄(くまもとりさ)

近畿大学教員。M-CANでまちづくりを楽しもうと、
2007年の春に、「えいっ！」と三島に引っ越して
きました。（総持寺在住・M-CAN監事）
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医療法人清風会 法人事務局長 山岡恭博

１．赤屋根の病院

昭和27年に当時「堺脳病院（現在堺市にある財

団法人浅香山病院）茨木分院」として出来て以後、

当病院は「赤屋根の病院」として知られ、いや恐れら

れていた、という表現が妥当でしょう。私自身も多くの

地域の方々から「赤屋根に入れるよ！」と言われる

と、「兎に角恐ろしかった」というお話を伺ったことがあ

ります。

当時、精神衛生法という法律の下で精神科の治療は、世間から「隔離」された病院の中で入院を

中心に行われていました。公衆衛生的施策から、精神病院に入院（隔離）治療させるという時代背

景やこころの病や精神障害のことを啓発（正しい知識の普及に務める）することもありませんでしたの

で、世間で精神障害が分かりにくかったのも当然と言えます。そういう中で、病院創立以後「怖いとこ

ろ」のシンボルとして茨木病院は知られ、三島小学校区の多くの人々に「茨木病院はどういう病院か」

ということは実際には知られない時代が長く続きました。「そういうところ（精神科病院）も必要なんだろ

うけど、近くにあるのは嫌」といった存在だったのでしょう。

２．三島小学校の通学路

昔から、三島小学校の通学路が茨木病

院の前後の道であるということが、地域の中

で保護者の不安としてあり、小学校としても

どんなふうに説明をするべきか、悩みもあっ

たようです。地域としても「子どもの安全」は

重要な問題であり、大きな関心事でもありま

す。「茨木病院の前を子どもが通って大丈

夫なのか？」と、そういう不安があることに対

して、茨木病院として何が出来るのか？と

考え続けてきました。
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もちろん、患者さんの社会参加・社会復帰において、地域社会の理解は欠かせません。「入院が

中心」であった時代から「開放的な治療」が精神科治療の主流になり「障害者のリハビリテーション」

や「在宅支援」を見据えた治療を行うようになった昭和50年代後半から、茨木病院としても地域にお

ける精神科病院のあり方を模索するようになりました。

3．三島小学校のボランティア体験

平成8年、当時三島小学校で養護学級を担当して

おられた先生と意見交換をしたことをきっかけに、三

島小学校との地域交流が始まりました。三島小学校

区において茨木病院は「近くでも遠い存在」だったの

を、「お互いをよく知る」ことから始めよう、ということで

あります。

平成10年から夏休みのボランティア体験として6年

生の児童を受け入れることになりました。

「百聞は一見に如かず」茨木病院がどんなところか、外来患者さんのリハビリテーション施設である

デイケアセンターで直接体験をしてもらおうということです。これについては、「精神障害とは・・・云々」

難しい勉強は意図していません。精神科でのリハビリテーション活動に一緒に参加してみる、という実

体験です。今年で16年目になりますが、説明会には6年生全員に来ていただくので、16年間でおよ

そ1,400余りの児童が参加したことになります。最初の頃に来た児童はすでに27～28歳ぐらいになる

はずです。中には、この経験から精神科の専門職になった児童もあるという話も聞きましたが、それ

はうれしいことです。参加した児童からは「なんや、友達にしゃべるように普通にしゃべったらええん

や」などの声も聞かれます。それだけ、茨木病院は地域にとって距離の遠い存在だったのだろうと思

います。患者さんにとっても緊張のひと時で児童を迎えることになります。患者さんにとっても「地域の

知らない人と普通にしゃべる」経験ということです。

4．「こころのバリアフリー」ということ

三島小学校区における当院の存在の意味を考えまし

た。一つには当然、地域のみなさんの心の健康に寄与した

いこと。

昨今、心の病気は身近な問題となり、特別な疾病では

なく、だれにでもなりうることも認識されてきています。しかし

一方では、相談しにくい問題であることも事実です。今は

「病気になったら、又は悪化したら病院で診てもらう」だけで
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なく、「心の病気」の治療とともに、身近な地域の中で相談が出来る場所があり、こころの病を持ちな

がら、「地域で暮らしたい」「仲間作りをしたい」「就職したい」等、生き方に合わせて支援を受けること

が必要です。菜の花では地域における障害者の相談、民生・福祉委員の方々との連携等が出来る

施設です。

○ 訪問看護ステーションそよかぜ

この11月1日に設立したばかりです。

当ステーションは精神障害を中心に地域の介護保険

施設や関係機関と協力をして在宅支援を進めていくつ

もりですので、気軽にご相談ください。

○ 就労支援センターオンワーク

精神障害者が一般企業に就職できるよう作業訓

練、評価を行い、就職への支援をしています。茨木病

院以外の施設はどれも茨木病院通院の方でなくても利

用できますので、それぞれの目的に応じてご利用下さ

い。

さて、もうひとつ茨木病院の三島小学校区における存在理由として、校区のコミュニティの中で街

づくりや暮らし、という視点で心のバリアフリーについて共に考え、安心して暮らせる医療・福祉の豊か

な街づくりに寄与することだと考えます。

当院に面した道が通学路になっている話に戻ると、保護者の方々が感じられるすべての疑問に応

えられるかどうかは分からない。しかし、この地域の中で「茨木病院がどういう病院か」6年生のボラン

ティア体験だけでなく、様々な機会を用い「お互いをよく知る」ことから始めたい。街づくりや地域の皆

様のこころの健康や生き方に寄与することが出来れば、当法人の存在意義が見出すことが出来ると

考えており、これが法人の理念でもあります。



裏表紙うら （入会のお願い）

三島コミュニティ・アクションネットワーク愛称M-CAN（ミカン）

は、三島地域の助け合いの仕組みとして組織され、今では安威

川東部エリアにおける福祉の拠点として位置づいています。

街かどデイハウス「日向（ひなた）」や在宅親子のつどいの広

場「こえんひろば」など、地域福祉にこだわった事業を展開し、

「共生のまちづくり」など、住民一人一人が輝いて生活できる仕

組みづくりを目指しています。

M-CANでは、設立主旨を理解いただき、一緒に「まちづくり」「地

域福祉」を創って行く方を募集しています。
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会員には情報誌「M-CAN Juice」をお届けします。

また、M-CANが実施する様々な行事の案内や事業活用が行え

ます。

個人・団体正会員については、総会での「議決権」が保障さ

れ、M-CANの意思決定に参画することが出来ます。



M-CANは提案する

M-CANの主張(1)＊

「連帯」と「博愛」に支えられた地域福祉の構築を目指そう
茨木市「高齢者施策総合的再構築」の議論に寄せて～～

さりげない見守りと安心感のあるまちをめざして＊

～まちづくり学習会の開催～

街かどデイハウス「日向（ひなた）」＊

～理念と今後の方向性について～

M-CANの主張(2)＊

子育て支援制度のこれからと地域の役割
～茨木市子ども子育て会議の開催にあたって～

「見えてきたこと」と「あったらいいな！」＊

～「こえんひろば」の９年から～

M-CANはめざす

地域福祉というビオトープ＊

インターネットラジオの可能性とこれからの夢＊

人権のまちづくりは日常のなかに＊ （インタビュー）

M-CANはつながる

三島小学校区における茨木病院の存在とその意味＊

裏表紙

WVF印刷： / デザイン：株式会社プリントパック
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