
 1 

 
藤井： 
連帯の技法としてのコミュニティ・オーガナイジングというふうにタイトルを付けてお

きました。これは、以前に配布させていただいた、NPO 学会に出した論文のタイトルと同

じものになっています。 

 
 最初に自己紹介的なことから少しお話しさせていただこうと思うんですけれども、僕自

身、現在どういう研究をしているかというと、ずっとこの間、社会的企業というものの研究

をしてきていたんですけれども、元々は、この後お話しするように、社会運動の研究をして

いて、そこから、阪神淡路大震災の後に仮設住宅でどうやってコミュニティがつくれるのか
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みたいなことを研究している中で、コミュニティビジネスの研究になっていったんですね。

そこで神戸のコミュニティビジネスを見ていくと、そう簡単じゃないというか、やっぱり一

般的なビジネスと性質が全然違うし、生産性もそんなにあるわけでもない中で、今でいった

ら社会的起業家論みたいな、ああいう割とビジネス性の高い議論でもって説明するのは、た

ぶんすごく難しいんじゃないかなというふうに思うようになっていって。で、そういうコミ

ュニティビジネス的なものが成り立つような制度的な基盤だとか、市民社会の基盤という

のはどういうものがあるんだろうかみたいな、そういうことを考えるようになっていって。 
 そこから、イタリアの社会的協同組合の取材をするようになっていったりとか、韓国の社

会的企業に行ってみたりとか、そんなことをやっていく中で、今現在は、日本で社会的企業

というと、一般的にソーシャルビジネスなんていうふうにいわれるみたいに、割と市場メカ

ニズムを社会問題に適用していくみたいなイメージが強い部分があるんですけれども、そ

ういった方向性じゃなくて、むしろ連帯的な経済関係みたいなものをどうやってつくって

いけるのかみたいなところに主たる関心が、非常に強くなっていきまして、今の僕の研究と

いうのは、たぶん社会的連帯経済というあたりが一番メインの研究になっています。その社

会的連帯経済については、僕も今本を書いているんですけれども、結局のところ、連帯とい

う言葉が入っているみたいに、じゃあいったい誰がどうやってその連帯をつくり出すんだ

というふうな話に当然なってくるんですね。そういう中で、例えばアメリカの連帯経済の運

動のインタビューとかをしていったりすると、やっぱり背後にコミュニティ・オーガナイジ

ングが結構あったり、労働者協同組合をつくり出していくときに、実は CO というのが結構

大事な意味を持っているんだというふうなことがあったり。ブラジルとかなんかの話を聞

いていると、やっぱりパウロ・フレイレの話が出てきたりとか、人々の関係性とか連帯をつ

くり出していくような、そういう手法とか考え方というのがだいたいベースにあるんだろ

うなというふうに考えるようになってきまして。そこでやっぱりコミュニティ開発にかな

り関心を持つようになっていったというようなことで、研究しています。 
 あと、一応NPO で、PARC という、アジア太平洋資料センターというかなり老舗の NPO
があるんですけれども、ベ平連なんかの反戦運動の流れから出てきたような NPO なんです

けれども、今そちらの理事をしていまして、社会的企業についてのビデオをつくったりとか。 
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 それから、実は社会的企業研究会というのをやっていまして、ついこの間だったかな、3
月になって 109 回目をやったんだったかな。今年から部会制になって、いろんな部会でみ

んなが活発にやるようになったら、なぜかみんな、すごくがんがんやり出して、今年はもう

9回か 10回ぐらい研究会をやっているんですけれども。やっぱり主たるテーマは社会的連

帯経済ということになるんですけれども、国際交流をしたりとか、それから人材育成みたい

なことも今いろいろやっていて、協同組合のインターンシップを、明治と立教と法政とか、

いろんな大学の学生を 20 人ぐらい集めて毎年インターンシップをやっています。今年は

Zoom でだったんですけれども、参加者 C さんのところのゼミ生さんも参加をされたりと

かというふうなことをされています。あと日本の事例としては、協同組合陣営のワーカーズ

コープだとか、それからワーカーズ・コレクティブの人たちなんかがかなり参加をしていて、

生活困窮者の自立支援とか就労支援なんかに、そういった団体がどういうふうに関われる

のかみたいなことを、テーマとして掲げてやっているような、そんな感じです。今、「社会

的企業研究会」というこのタイトルの下にホームページが出ているんですけれども、今年は

会費がタダで、あと録画とかもタダで見られるようになっていますので、もしご興味がある

方がいらっしゃったら、さっきペストフのこととかも言われていた方もいたと思うんです

けれども、昔ぺストフさんとかも呼んだりしているんですよね。もしかしたら割と面白いネ

タとかもあるかもしれないので、よかったらのぞいてみていただけるといいかななんてい

うふうに思います。 
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 それで、今日はどういうことをしゃべろうかなと思って悩んでいたんですけれども、前々

回の議事録とかを読ませていただいて、社会運動と CO との関係とかをどう捉えたらいい

だろうかみたいな論点が出ていて、そこにちょっと触発された部分もあって、最初に、僕自

身が何でコミュニティ・オーガナイジングに関心を持つようになったのかという話をしな

がら、社会運動の議論と CO の関係の話とかを少しさせていただけるといいかななんてい

うふうに思っています。その上で、実はイーストロンドンでインターンシップという形で…

…インターンシップといったって、別に就労ビザを取れるわけではないんで、基本はスタデ

ィツアーみたいなものなんですけれども。コミュニティ開発をイギリスの現場で学びまし

ょうみたいなプログラムを毎年やっていたんですね。コロナになって今年度はできなかっ

たんですけれども、だいたい 5年か 6年ぐらいやっています。実はそこで Citizens UK と

いう団体に出会ったんですね。この団体が、後でご報告するみたいに、やっぱりソウル・ア

リンスキーの流れを受けていて、例の産業地域財団からの輸入という形でコミュニティ・オ

ーガナイジングを導入していって、リビングウェイジキャンペーンみたいなものを中心に、

いろんなキャンペーンを展開してきているんですけれども。そこの今のディレクターをや

っているマシュー・ボルトンさんという人の、原題は『HOW TO RESIST』というタイト

ルなんですけれども、法律文化社に相談したら『社会はこうやって変える！』というような

タイトルにしたほうが売れるんじゃないかというようなことで、あまりタイトルが関係な

いかもしれないんですけれども、そういう本の訳を出させていただいたんですね。 
 なので、Citizens UK におけるコミュニティ・オーガナイジングというものの、構造とい

うか特徴みたいなことをちょっとかいつまんでお話しさせていただいて、その上で、僕もい

ろいろ学ばせていただきたいなというふうに思っていますので、最後にぜひ、コミュニテ

ィ・オーガナイジングをめぐって、皆さんに教えていただきたいことというか、考えたいよ
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うなことというのを何点か論点として出させていただくという、そんな感じの流れできょ

うはいきたいと思います。 

 
 早速その本題のほうに入っていきたいんですけれども。僕自身が何でこういうコミュニ

ティ・オーガナイジングに関心があるかというと、元々、僕は社会運動の研究をしていたと

いうか、社会運動をしていたんですね。僕は神奈川県の鎌倉で生まれて、逗子というところ

にずっと住んでいたんですけれども、1980年代の中頃ぐらいから、池子米軍住宅建設反対

運動というのがありまして、親がそれの結構主要なメンバーだったりしたということもあ

って、僕自身もその選挙運動に参加しながら、それを卒論で書いたというのが、実はこれが

研究の原点になっているんですね。当時、富野市長さんという市長が生まれる運動側が出す

んですけれども、一応彼が高校の先輩だったりしたということもあって、そこで実際に参与

観察をしながら、選挙運動をやって票読みとかをやったりとか、そんなことをしていたこと

があったんですね。で、さらに、そこに関わっていた生活クラブ生協という生協があるんで

すけれども、これが代理人運動という市民派の地方議員を出して、代表関連でいったら、バ

ーク流の代表観じゃない強制的委任みたいな、そういう、選出母体の側の意思を代理するよ

うな候補を出すというふうなそういう運動をやっていて、結構、緑の党なんかにかなり影響

を受けているところもあるんですけれども。実はその代理人運動というものの研究という

か調査を修士論文のときにはやっていたんですね。同時に、この逗子の運動もそうだったん

ですけれども、結構社会運動が分裂していくみたいなこととかも経験して、せっかく議会で

多数派を握ったりとか、首長も出したんだけれども、出した側と選出母体の間にやがて溝が

生じてきて、分裂をしていって、運動としては最後はかなり失敗していくような側面が出て

きたということがあったり。それから生活クラブ生協の代理人運動なんかについて言うと、

どうしてもすごく同志的な結合というか。主婦が中心の運動だったんですけれども、やっぱ
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り非常に同志的な人々の連帯という側面があって、それを外側になかなか超えていけない

ような問題というのは、かなり当初からいわれていたんですよね。で、こういう問題はどう

やって解決できるんだろうかという、潜在的な問題意識というのはやっぱりずっと持って

きていたんだと思うんですね。 
 で、こういう住民運動とか市民運動を研究しようと思っていたので、やっぱり分析するた

めには社会運動論を学ばないといけないなというふうに思って、結構、修士の頃まではほぼ

社会運動論の勉強ばかりしていたんです。僕の指導教官だった人が、地域社会学者で、『住

民運動の論理』というのを昔書いた似田貝香門さんという人だったんですね。似田貝さん自

身は、ある種、マルクス主義の運動論という立場に立つ人だったというふうに思うんですけ

れども、ある意味、小熊英二さんが『社会を変えるには』という新書を出していて、その中

で、戦後の日本の社会運動の特徴というのが 3 つぐらいあるよという話をしていて。1 つ

は、すごく強烈な絶対平和志向で、もう 1 つはマルクス主義の影響が非常に強くてという

ことと、それから 3 番目が、非常に倫理主義が強いというような側面を言っていたんです

けれども。特にやっぱりマルクス主義の影響と倫理主義の強さというのが強い先生だった

んですよね。それと個別の社会問題への取り組みというより、それが資本主義の変革に至る

のかどうかということで常に見ているというようなところがあったんですね。とにかく社

会運動というものの捉え方というのを、彼はイシュー・アプローチだとか、あと、コミュニ

ティ・オーガナイジングの課題という、イシューということをすごく大事にするんですけれ

ども、「問題の問題提起、課題化」と言って、「プロブレムのプロブレマティックへの転生」

とか、そういうことを言ったりして、一見ちょっと似ているのかなというところがあるんで

すけれども、結局は、住民運動というか社会運動というのは、ある種、社会運動の展開過程

を説明するというよりは、どちらかというと、社会問題とそこから生まれる新しい社会、構

造みたいなものの認識根拠として社会運動を捉えているということであって、個々の社会

運動の展開過程だとか、それがどうやったら成功するのかというようなところはあまり問

題関心にしていないということがありまして。それからあと、他にも社会運動論の中には、

今はあまりはやっていないと思いますけれども、集合行動論だとか資源動員論だとか、新し

い社会運動論だとか、いろいろあったわけですけれども。集合行動論というのは、構造機能

主義とかがベースになっていて、社会構造上の危機から運動を説明するというようなこと

だったと思うし、資源動員論というのは、社会運動をめぐる資源廃止みたいなところから説

明をするというふうなことだし。新しい社会運動論というのは、具体的な政治過程というよ

りは、文化主義的というふうなこともいわれているようなところがあって、基本、具体的な

社会運動の戦略だとか、そこでの技術というふうなことに関する関心というのは、社会運動

論というのは実はかなり希薄だったのかなというふうな印象を持っているんですね。それ

からあと、実際に社会変革というときに、具体的にどう政策を変更させていくのかというこ

とが大事だと思うんですけれども、基本的に社会運動論で説明しようとしているのは、大衆

同意のところまでであって、具体的なロビイングだとか、政策をどういうふうに変えていく
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かみたいなところの話というのは、確かに実証もしにくいところがあるんですけれども、そ

のあたりになっちゃったらもう政治学の世界の話だよねというふうなことで、すごく記述

的にもなるし、そういうところはやりませんみたいなところが結構強かったんですね。今は

社会運動論もいろいろすごく変わってきて、たぶん現状ではもっと新しい動きがいっぱい

出ていると思うんですけれども、僕が 90年代とかの当時に勉強していた頃というのは今申

し上げたような状況が非常に強くて、社会運動論というもの自体では実際の具体的な運動

のプロセスとか、どうやったらそれが成功していくのかみたいなことというのは、あんまり

なかなか説明できないんじゃないかというような問題意識をずっと持っていました。こう

いう状態だったので、やっぱりソウル・アリンスキーの議論とかも当時はほとんど聞かなか

ったですね。社会運動論の中でソウル・アリンスキーの議論とかはあまり取り上げられてこ

なかったような印象をとても強く持っています。なので社会運動論との関係でいうと、すご

くそこに限界性があるなと思っていたので、それをどう乗り越えられるのかなという問題

意識は一つあったということですね。 
 

 
 それからあとは、その後、社会的企業とか社会的連帯経済の研究に入っていくんですけれ

ども、そこで主たる対象になったのが、労働者協同組合が中心になるんですけれども、労働

統合型の社会的企業といわれるような、労働とか仕事というものを介して社会的な包摂を

可能にしていくようなことをミッションにしている社会的企業ということで、調査研究を

していったんですね。その中で、社会的な排除の問題の当事者の人たちをどうやって自立支

援していくのかというところで、基本的にはこの労働統合型社会的企業というものがやっ

ぱり目標になるわけですね。そうすると、いろんな意味で、やっぱりコミュニティをつくっ

ていかないといけないんだということがすごく見えてくるわけですね。社会的排除という
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のは、要は、経済的な貧困だけではなくて、関係性レベルでの貧困ということが起こってく

るし、その中で自己否定的なアイデンティティーが形成されてきたり、非常に複合的な不利

の連鎖だとか不循環が起こってくるという現象だと思うんですけれども。その中で、一方で

は、生きづらさを表出できるような親密圏といえるようなミクロなコミュニティがすごく

必要になるし、それから、いろんな問題が複雑に絡まっているので、単に就労支援だけをす

ればいいという話ではなくて、生活支援とか居住支援だとか、いろんなものを複合的に組み

合わせながら多様にエンパワーメントのプロセスを用意していくというような必要も出て

くるだろうし。それから具体的な制度とか政策というものとぶつかってくる側面というの

もあるので、やっぱり社会運動的なことも必要になってくると。それから、社会的企業自体

が存続可能であるためにも、市民社会を基盤とした連帯的な経済関係みたいなことも必要

になってくるというようなことで、総じて、要するに、当然ミクロな当事者のコミュニティ

みたいなものをつくる必要はあるんですけれども、同時に、いろんな異なるアクターを巻き

込んで、法制的な地域コミュニティを同時につくり出していって、そのことでエンパワーメ

ントをしていくというようなことが大事になるんだろうと思っていて。そういうのをコミ

ュニティ・エンパワーメントなんていうような言葉で使って説明をしたりしています。 
 

 
こんな感じで図を描いているんですけれども。そのときに問題としてとても出てくるの

が、地域社会の中で、いろんな行政との関係もあるだろうし、福祉や医療機関や支援組織だ

とか、地域経済とか教育機関とか NPO や協同組合との間で、じゃあどうやって具体的に横

の連携を生み出していけるのかということがすごく大きな課題になるわけですね。連帯関

係をどうやってつくり出していけるのか、誰がそれをつくり出していけるのか、あるいはど

うやってそれをつくり出していけるのかということが、やっぱり非常に大きなテーマにな
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るので。社会的連帯経済の研究とかをしていると、1 つは、この真ん中に書いてある中間支

援組織、インフラストラクチャー組織なんていうふうにイギリスではいっていますけれど

も、横の連携をつくり出していくような市民社会の結びになるような、そういう組織という

のがすごく大事になってきていて。イタリアの社会的協同組合なんかを見ていくと、そうい

ったものとして、コンソーシアムというのがすごく大事な働きを示していたりするし、協同

組合の世界だと、イギリスなんかでもやっぱり Co-operatives UK だとか、中間支援の部分

が、人材育成だったり経営支援であったり、それから政策提言であったり、いろんな機能を

果たしているんですね。こういった中間支援組織を研究していくというのが、一つの僕の研

究の方向性なんですけれども。もう 1 つ、同時に、じゃあどうやって連携そのものをつくり

出していくのかという手法で考えていったときには、コミュニティ・オーガナイジングを含

んだコミュニティ開発というところに研究上の焦点がきているということになっています。 
 

 
Citizens UK の話にぼちぼち入っていきたいと思うんですけれども、そういう問題関心で

何をしてきたかということなんですけれども、写真が出ていまして、これは、イーストロン

ドンで移民女性の自立支援をミッションにしているような団体なんですけれども、アカウ

ントスリーという労働者協同組合がありまして、立教大学のコミュニティ福祉学部という

私の学部で、2014年から始めたんですかね、毎年ここにお世話になりながら、ここにお願

いして、ここでインターンシップのプログラムを行わせていただいているというふうなこ

とをずっとやってきました。ここは福祉相談とか就労支援や起業支援や語学教室だとか、い

ろんなことをやっているんですね。 
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 このあたりはちょっと流します。 
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これはテムズ川の地図ですとか、タワーハムレッツという区なんですとか、そんなのが出

ていたりとか、あと、昔の貧困地図で、非常に貧困だった地域なんだみたいなことで、これ

は学生に授業で伝えるときなんかに使っている地図なんですけれども、イーストロンドン

で、特にタワーハムレットという区なんですけれども、非常に貧困や格差が大きいところに

なっていまして、失業率も結構高いのと、それからあと移民がすごく多い地域なんですね。 
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 バングラデシュ系の移民が 32％ぐらいで、これはバングラデシュの独立戦争か何かがあ

った時期に、大量にこの地域にバングラデシュから人が来ていて、一時期、区長さんなんか

もバングラデシュ系の人がやっていたりというようなことで。汚職で捕まっちゃったりし

たんですけれども。そういうことだとか、それからあと、今、ソマリアの難民だとかシリア

の難民なんかもかなり入ってきているような、非常に移民が多い地域になっています。で、

そのアカウントスリーという団体は、こういったタワーハムレットという区で活動してい

まして。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
これがマップで、ベスナルグリーンという地下鉄の駅があるんですけれども、その近くに

いろんな団体がいっぱいありまして。社会福祉のほうだと、有名なトゥインビーホールとい

うのがありますよね。ソーシャルワークのご先祖みたいな、セツルメントのご先祖みたいな

団体ですけれども、あれがまだ元気に活動していまして。「昔オックスフォード大学の学生

がここに住んでいたのよ」みたいなことを教えてもらったりとか、すごい小奇麗なカフェが

あったりするんですけれども。そんなところも含めて、非常に古いセツルメント系の団体も

あれば、協同組合もあれば、イスラム系のいろんなコミュニティ組織もいろいろあって、徒

歩圏の 10 分ぐらいのところでいろんな団体を回れるんですね。こういうところでプログラ

ムの展開をしていまして。いろんなコミュニティ開発の在り方が見られるんですね。 
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最初はこうやって、そもそもアカウントスリーという団体が移民向けの英語クラスをや

っていまして、ここに学生たちを放り込んで、午前中は英語をみんなで勉強して、それから、

日本人の区役所の職員さんがいるので、その方にいろいろ概要を伺ったりしながら準備を

していって、で、コミュニティ開発のいろんな手法を学ぶんですね。参加型調査の手法なん

かで、Participatory Appraisal なんていう手法をちょっと学んで、ワークショップのやり

方とかがちょっと変わっていたりするので、そういったものを学んだり。 
 

 
それからあと、ハウジングがすごく大事なんだということをすごく学べるところなので、
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ハウジング・アソシエーションという、ソーシャル・ハウジングという日本でいったら公団

住宅みたいなところに貧困者がすごく集中しているんですけれども、そういった居住支援

と、ここに就労支援と生活支援がすごく有機的にミックスしているような感じの支援の仕

方をしているんだということが学べたり。 
 

 

 
それから、コミュニティセンターだとかコミュニティガーデンみたいな、ある種のコモン

ズとしての空間だとか場所というふうなものが、実は結構大事な機能を果たしているんだ

というようなことを学んだりとか、そういうところでみんなで飯を食うというのは結構大
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事だよねとかいう話をしたりとか。 
 

 

それから、今、協同組合のほうだといろんな新しい動きが出ていて、プラットフォーム型

の協同組合なんていうのが結構生まれていて、オンラインで活動していくような協同組合

が生まれていたりします。そういうものが見えたり、それから資金調達の方法とかも、クラ

ウドファンディングを用いたコミュニティシェアという手法なんかがかなり出ていたりと

いうようなことがあって、いろいろ面白いものがあるんだということが学べるような、そん

な場所になっていて。 
 実はこの中の一つの要素としてコミュニティ・オーガナイジングに出会ったんですね。こ
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のプログラムをやっている中で、TELCOというんですけれども、The East London Citizens 
Organization の訳で TELCO というふうに呼ばれているんですが、これが Citizens UK の

イーストロンドンの支部に当たる組織になります。ここのスタッフで、通常バプティスト教

会の牧師が自分の主たる仕事になっている人なんですけれども、フィルゴ・オーバートンさ

んという人がいまして、この方にいろいろ話を伺っていく中で、Citizens UK の出している

本で『HOW TO RESIST』なんかも教えてもらうというふうな流れになっていました。 

 
 この右側は、Citizens UK は結構多く YouTube の映像をアップされているんですけれど

も、最初の画面のところがオバマ元大統領になっていますが、YouTube でこの URL を見て

いただくと、Citizens UK がどんな活動をしてきたのかということが、だいたい 5 分ぐらい

の映像で流れています。リビングウェイジキャンペーンのことだとかもそこから見ていた

だけるのかなと思います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 19 

この Citizens UK という団体なんですけれども、1988年に前身の団体が生まれているの

かな。Neil Jameson という人が、この方はインタビューしていないのでちょっと分からな

いんですが、彼が創設者なんですけれども、この方はたぶん、アメリカの例の IAF、

Industrial Areas Foundation とのつながりが非常に強い人だと思うんですが、アメリカの

アリンスキーの流れのコミュニティ・オーガナイジングをイギリスに輸入してきたような

人になります。この方が Citizens Organizing Foundation というのをブリストルで立ち上

げて、そこから始まるんですけれども。で、96年に、さっき申し上げたその TELCO とい

うのが設立されて、で、2000年に London Citizens という、もうちょっと広がったロンド

ン全域の団体というかネットワーク組織が生まれるという流れになっています。 

 
その後、2001年からその生活賃金リビングウェイジのキャンペーンが開始されていくん

ですけれども、特にこれが、Citizens UK の非常に有名なキャンペーンの大きな柱になって

いるものになっています。ただ、リビングウェイジだけをやっていたわけではなくて、2005
年にはロンドン・コミュニティ・ランド・トラストという――コミュニティ・ランド・トラ

ストというのは結構、社会的連帯経済の中でもよく出てくるんですけれども、アフォーダブ

ルなハウジングですよね。手頃に住める住宅を確保するために、地域住民が土地だとか建物

を所有して、それで安い価格で住める住宅を建ち上げるような、そういう運動なんですけれ

ども。これを、ロンドンのセントクレメンツというのは、これは元々は昔の精神病院か何か

だった場所で、NHS か何かが持っていたんですけれども、老朽化してもう使われなくなっ

たものを譲り受ける形で、それをリノベーションしてコミュニティ・ランド・トラストをつ

くるというようなことをやっていったりします。それから 2008年にはアサイラムコミッシ

ョンというのを開始して、移民の人たちの受け入れだとか、移民とか難民の人たちをどうや

って英国の社会にうまく入っていってもらえるようにするかというようなことで、
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Strangers into Citizensキャンペーンというのを始めるんですね。やっぱり、こういう移民

とか難民の問題というのはすごく大きな柱になっています。それから 2010年に国勢の総選

挙の集会というのをやって、ここで各党の党首を呼んで、Citizens UK のいろんなマニフェ

ストの提案をするとか、そういうふうなことで、結構、選挙運動のときに市民の側が各党の

党首を目の前にして自分たちのマニフェストを発表するという、こういう運動スタイルが

このあたりから出てきます。それを受け入れるか受け入れないのかみたいなことを、市民が

6,000人とか集まっている前で宣言させるという、制約させるという、そういうことをやる

んですよね。Citizens UK はそういうのが非常に多いですね。それから 2011年に生活賃金

財団という、Living Wage Foundation というのを設立しているんですけれども、これが何

かというと、要するにリビングウェイジを支払っている企業を認証する機関なんですね。い

ろんな研究者とかを巻き込んで、そもそもロンドンとかで生活がまともに成り立つように

するために、いったい幾ら賃金が必要なのかということを、いろんな世帯別の調査とかを重

ねていく中で、生活賃金が水準としてこのぐらいだというのを調べて。 
 で、それが支払える企業を認証して増やしていくという、そういう戦略を取るんですね。

だから、いきなり国が定めている最低賃金を上げるというのではなくて、「生活賃金をちゃ

んと払えるんだろう、あんたたちは」という、そういう企業をターゲットにしながら、どん

どんそこを拡大していくという戦略なんですね。ここもちょっと面白いやり方なんですけ

れども、そういうことでやってきています。その後も、Citizens UK そのものが 2010年以

降かなり広がっていくんですね。最初はロンドンが中心の活動だったと思うんですけれど

も、バーミンガムとかニューカッスルだとか、いろんなところにこのチャプターができるん

ですよね。そういう中で、全体のカウンシルというか、協議会みたいなものが 2014年には

つくられています。あと、シリア難民の家族を地域で受け入れる Refugees Welcome グルー

プなんていうのもその頃からつくられるようになっているし、2015年には、若者の雇用に

関しての Good Jobキャンペーンというのが開始されたりとか。あと 2016年にはロンドン

市長選に際して、市長候補、ミエラルアセンブリというのを開催して。これも、さっきの選

挙運動のときのキャンペーンですけれども、そういうものをやったりとか。あと、2017年
は難民家族のサポートネットワークを構築する Sponsor Refugeesというものを設立したり

というようなことで、いろんな活動をしています。この他にも、いろんなヘイトクライムの

問題を取り上げたりとか、各地域、地域で選ばれたイシューをベースに、いろんな活動が展

開していくというようなことになっていまして。 
 2018 年時点で 14 の支部があって、450 団体の市民社会組織をメンバーとするような、

非常に巨大なネットワークに成長しているというふうなことになっています。やっぱり、リ

ビングウェイジのキャンペーンというのはすごく有名で、この団体が有名になった非常に

大きいキャンペーンだったんですけれども、先ほどちょっと紹介した『HOW TO RESIST』
という本の著者は、このリビングウェイジキャンペーンを率いていた人物なんですね。この

リビングウェイジキャンペーンについていうと、先ほど申し上げたイーストロンドンの
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TELCO の構成団体である、いろんな教会なんかで、ダブルジョブ、トリプルジョブを掛け

持ちしてワーク・ライフ・バランスが全くないような感じで、本当に疲弊している信者さん

がいっぱいいて、そういう人たちが非常に多くなっているということを、牧師さんだとかモ

スクのイマームの人とか、そういう人たちが気が付いていって。そこから 1on1 ミーティン

グなんかを開始して、彼らが抱えている問題というものを把握して分析をしていくという

ようなところから始まっています。 
 結構大きな依拠が生まれた契機になっているのが、HSBC という大きな銀行があると思

うんですけれども、最初はここに交渉しに行ったら断られるんですけれども、自分たちで株

を買って、株主総会に出向いていって、清掃員の人たちが自分たちの状況というものを株主

総会で話をするというようなところが、メディアにかなりカバーされたりとか、そういう中

で HSBC がリビングウェイジのエンプロイヤになっていくんですね。それが結構大きいき

っかけになっていって、どんどんいろんな企業がこの生活賃金を支払う事業者になってい

くということになっています。ちなみに、ロンドンリビングウェイジというのが、ロンドン

での生活賃金の水準というのが、2021年の 1月にホームページを調べたときには、時給が

10.85ポンドというふうに言っていましたんで、140円換算だと 1,519円ぐらいです。 
 それから、2015年には保守党政権がこの生活賃金のキャンペーンに影響を受けて、生活

賃金を、彼らの、Citizens UK の生活賃金よりは低いんですけれども、最低賃金よりは高い

全国生活賃金というものを設定するようになっていったり。それからあと、地方自治体が委

託契約の現場でも生活賃金というものを重視するようになっていって、特に 2013年か何か

に、Social Value Actという、社会価値法という法律がイギリスではできるんですけれども、

それは、地方自治体が委託契約をするときに、社会的な価値を考慮しなさいという法律なん

ですね。そのときの一つの重要な論点として、この生活賃金というものが結構重視されるよ

うになってきているというようなことがあります。で、2020年の 1月段階で、Living Wage 
Foundation のホームページを見ると、今、だいたい 6,091 ぐらいの企業とか団体ですね。

団体の中には NPO とかも含まれますけれども、これがリビングウェイジのエンプロイヤと

して認証されています。先ほどの、マシュー・ボルトンさんという著者にインタビューをし

たときには、いろんなことを含めて、政府が全国生活賃金なんかを設定したとか、そういう

ことも含めて、総額 10億ポンドぐらいの賃金上昇に寄与しているんじゃないかみたいなこ

とを言っていました。で、先ほど申し上げたように、最低賃金をいきなり上げるということ

を目指すんじゃなくて、市民社会の側で生活賃金基準をつくって、それを満たすことが可能

な企業を順次ターゲットとして徐々にそれを増やしていくという戦略を取っているところ

が、非常に特徴的なのかなというふうに思います。 
 随分しゃべり過ぎて、すいません。まだ全然途中なんだけれども。ちょっと飛ばしていき

ますが。 
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この本なんですが、これが原著ですね。『HOW TO RESIST』という本ですね。『社会は

こうやって変える』という、これは翻訳した本になっていまして。 

 
 著者はこんな感じの人です。Skype でいろいろミーティングをしたりしたときの画像な

んですけれども、結構まだ若い、イケメンな人ですね。非常に優秀な人だなと思うんですけ

れども。この本自体はこういう、1章から 9章までの構成が、こういうふうな感じになって

いまして。で、大ざっぱに、じゃあ Citizens UK ではコミュニティ・オーガナイジングと

いうのはどういうプロセスとして考えているのかということをちょっとまとめてみたんで

すけれども。 
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 まず序章で言っているのが、まず民主主義との関係ということでいうと、彼らは民主的な

ポピュリズムということを非常によく言っていて、ソウル・アリンスキーの議論なんかとも

たぶん通じるんだと思うし、そこでのラディカルだとかポピュリストというようなことと

通じるんだと思うんですけれども、とにかく、ブレグジットだとかトランプ現象に象徴され

るような、そういう分断としてのポピュリズムではなくて、民衆の参加パワーと参加を強め

ることに主眼を置いた、ある種のラディカルデモクラシーなんだという主張をしていると

いうところが特徴的なのかなと思います。それからあと、結構この本の中ですごくやり玉に

上がるのが、リーマンショック後に起こったオキュパイ・ウォール・ストリートをまねて、
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ロンドンでもオキュパイ・ロンドンという運動が起こるんですね。あと 2003年 2月に、イ

ラク侵攻に対する反戦運動とかがすごく盛り上がったりしたこともあったんですけれども、

じゃあ単発的なデモというのが、果たして何を生み出したのかといったときに、このオキュ

パイ・ロンドンなんかは、セントポールズ大寺院か何かの前でテントを張っていろいろやっ

ていて、そこの牧師さんが何人か辞職したとかということしか、別に結果は残さなかったじ

ゃないかみたいなことを言って、かなり手厳しく批判をするんですね。そういった、象徴的

に資本主義の問題を提起したようなデモというものでは、やっぱりなかなか社会というも

のは変えられないだろうと。で、われわれはデモを超えて何ができるんだろうかという問い

かけをしていて。古くは、公民権運動のときのバス・ボイコットで有名になったローザ・パ

ークスさんだとか、それからあと、ロンドンでの生活賃金キャンペーンのときにかなり有名

になったアブドゥル・ドゥラーンという人がいるんですけれども、こういう人たちの背後に

あったのは実はコミュニティ・オーガナイジングなんだよというようなことで、これから説

明するというわけですね。 
 それからもう 1 つ、後でちょっと議論できたらなと思うんですけれども、これはアメリ

カでもそうなのかもしれないですけれども、この Citizens UK のメンバー構成というのを

見ていくと、宗教団体とか、それから地域の労働組合だとか、あと病院とか学校とか既存の

地域組織だとか、いろんなものが入っているんですけれども、51.4％はやっぱり宗教団体な

んですね。それも、キリスト教の中でもいろんな、バプティストだとかカトリックだとか、

ユナイテッドリフォームチャーチだとかいろんなものが入ってくるし、あとイスラム系の

団体もいっぱい入っていたり、ヒンズー系のがあったりとか、「グッド・インターフェース・

ワークなんだ」みたいなことをフィル・オーバートンさんという人が言っていたんですけれ

ども、宗教団体が非常に多いんですよね。で、宗教団体のプレゼンスが非常に強いというこ

とは、いったいどういうことを意味するんだろうかみたいなことは、少し考えたいなと思っ

ている論点でもあります。 
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 Citizens UK のコミュニティ・オーガナイジングのプロセスというのはどういうものなの

かというのを、かいつまんで表にしたらこんな感じになるかなと思って表にしてみたのが

この図になっているんですけれども。これはたぶん、基本的にはアリンスキー流のコミュニ

ティ・オーガナイジングであると思うので、たぶん皆さんがご理解されているコミュニテ

ィ・オーガナイジングと、ほぼほぼ同じなんだろうというふうに思うので、そんなに深くは

言わなくてもいいのかなとは思うんですが。基本、僕らが非常に面白なと思ったのは、やっ

ぱり自己利益というところに非常に注目をしているというところは、非常に面白いなとい

うふうに思いました。やっぱり自己利益がないと人は動かないというか、ある意味、そうい

う当事者性みたいなものがないと、やっぱりなかなか人というのは動かないんだというふ

うなことであると同時に、それからこの本の中の第 9 章で、アイアンルールという章があ

るんですけれども、その中でも言っているんですけれども、とにかく当事者を中心に据える

ことで、初めて本当に具体的な課題というものが見えてくるし、どこが意思決定の場で、ど

こにターゲットを絞っていかないといけないかということがよく分かるんだというような

ことで、当事者を中心に据えて、構造的にその問題を把握するんだというふうなことをすご

く主張しているんですね。 
 同時に、「慈善ではなく正義を」というのがこの Citizens UK の一つのキャッチフレーズ

になっているんですけれども、自分たちはとにかくサービス供給団体じゃないんだと。サー

ビス供給をするんではなくて、とにかく重要なのは、人々の能力とかリーダーシップを伸ば

していくということであって、そこに自分たちの努力を集約するんだというふうなことを

言うんですね。なので、自己利益であるとか当事者性ということを極めて中心において関係

性をつくっていくということになります。 
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そのあたりでちょっと面白いなと思ったのが、このパワーのあたりの話はたぶん皆さん

ご存じだと思うのでちょっとあれなんですけれども、パワーの理解のところでも非常に面

白いなと思ったのは、道徳的な正しさを自分たちだけが独占していると思い込むなという

ようなことをすごく書かれていて。 
 これは本当に日本の、先ほど、僕が社会運動論で勉強していてすごく限界を感じたという

ところの話と、まるでつながるんですけれども、そういう、自分だけが正しいと思っている

ような人たちが周りにいっぱいいたんで、それがまずいというのはやっぱり本当だよなと

いうのが、ちょっと刺さったところではありました。 
 それから、自己利益という先ほどのところなんですけれども、とにかく協働性とか公共性

というもの自体というのは、やっぱり抽象的に何か存在するものではなくて、誰かの個人的

な利益というもので、その個人的な利益というのは、自分の家族を食わせたいとかそういう

自己保存欲求もあれば、自分の尊厳を守りたいとか、いろんな自己利益というのは個人が多

層的に持っているんだと思うんですけれども、そういうものの共通部分を見出していくこ

との中からしか、協働性とか公共性というのは生まれないんじゃないかということを言っ

ていて、それもまさにそうだなというふうに思ったところなんですね。 
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そのときに面白かったのが、その自己利益を見出すためのいろんな手法があるんですね。

ワークシートみたいなものがあって、これはスティック・パーソンというんですけれども、

人型がありまして、その周りに 7 つぐらいの問いがあるんですね。あなたにとって最も重

要な人々は誰か？とか、最も重要な組織とか場所は何なのか？とか、自分を自分らしくさせ

ている瞬間とかストーリーは何なのか？とか、そういういろんな問があって、これを明らか

にしていく中で、自己利益というものが結構浮き彫りになるよみたいな話をしていて。これ

は、自分自身の自己利益というのは考えてみるとよく分からないところがあるので、学生な

んかに就活の前とかにこれをやらせたりすると、結構いろいろ発見があったりして面白か

ったとか、そんなことも言っていました。 
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 それとあと、よくコミュニティ・オーガナイジングというのは、とにかくサシで話を、一

対一で対話をするということをすごく大事にしていて、Citizens UK では、適切な時間は 45
分間ぐらいだとかという、具体的な時間も言っていたんですよね。あまり長くしゃべると次

のときにしゃべることがなくなるよなんていうことを言っていたりしましたが。それとか

らあと、やっぱりパワーアナリシスというのをすごく重視していて。パワーというのは、要

するに、公式の組織図には表れないようなインフォーマルなパワーというのもいろいろあ

るので、それがいったいどこにあるのか。それから公式的な意思決定のプロセスには表れな

いんだけれども、実際にアジェンダを設定しているのは誰なのかとか、いったいどういう場

でそれが決まっているのかとか、そういうことを分析していくんですね。そういうパワー分

析みたいなことがとても重要になってきています。 
 それで、さっきの図に一回戻るんですけれども、その後、そうやって自己利益をベースに

関係性をつくり出していって、最初は本当に小規模なチームをまずはつくり出すというこ

とから始まって、そこから幅広いネットワークをつくっていって、さらには意思決定のパワ

ーを持っている意思決定者との関係性をどうつくっていくかという、たぶん 3 段階ぐらい

の関係性というのはあると思うんですけれども、そういうものをつくっていきながらパワ

ーを高めていくというふうなことがまず非常に大きなベースになっていて。その上で問題

を課題化していくというふうなことは、要は、抽象的な問題設定ではなくて、本当に具体的

な、対処し得るような形での課題をうまく切り出していくというようなことをしっかりや

りながら、で、アクションをするときには、これはアリンスキーの言葉だそうですけれども、

「リアクションを引き出すアクション」というふうなことで、要するに、社会運動というの

は状況に対して反応的なものになりがちなんだけれども、そうじゃなくて、逆に、意思決定

者である相手がどういうリアクションをするかということを戦略的に考えながらアクショ

ンを考えないといけないよという、そういう戦略論みたいなことを言っているんだと思い

ます。こういうふうにやりながらアクションをしていって、最終的な社会変革につなげてい

くというのが大きなポイントになっていて。 
 だけどそれも、そう簡単に一朝一夕にできるものではないので、実際にやってみて、それ

がうまくいかなかったら、もう一回、じゃあどこのパワーが足りなかったのかとか、どうい

う意思決定者の自己利益をもっと見ないといけないのかとかということで、本当に試行錯

誤をループしながらというふうな形で、前進的に社会変革を目指していくという、そういう

ものなんだろうなというふうな感じがします。だいたいこういうものとして語られている

んじゃないかと思います。 
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 最後に、たぶんここの研究会の多くの方たちは、アメリカのコミュニティ・オーガナイジ

ングのほうをずっと見られてきていると思うんですけれども、ぜひ皆さんに伺いたいなと

思うことだけ、ちょっと出させていただいて終わりたいと思うんですけれども。コミュニテ

ィ・オーガナイジングの中にもいろんな流派があると思うんですけれども、特に室田先生と

か、コミュニティ・オーガナイジング・ジャパンというようなことで、やっぱりマーシャル・

ガンツのコミュニティ・オーガナイジングについてかなり造詣が深いと思うんですけれど

も、そういったものと、こういうイギリスの Citizens UK のコミュニティ・オーガナイジ

ングというのはどういう差異があったりとかするんだろうかというようなことを伺えると
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いいなと思っています。僕は参加者 C さんのミッドウェスト・アカデミーのテキストを用

いた研修とかは受けさせていただいていて。で、それとの違いというのは、確か参加者 C さ

んの研修のときには、戦略表みたいなものが出てきたりとか、それから組織間のアライアン

スの問題とかも結構やられていたんですけれども、どうやら、Citizens UK のボルトンさん

に話を聞いたときに、今回の先ほど紹介した本では個人間のコミュニティ・オーガナイジン

グをベースにしていて、組織間のところは次の本で書くんだとか言っていたんで、たぶんそ

こは手法としては Citizens UK も実際には持っているんだろうなと。アライアンスの仕方

というところはすごく重視しているような気がするので、かなりそこは近いのかなという

気がしています。あとマーシャル・ガンツさんのコミュニティ・オーガナイジングというの

は、僕が見る限りでは、やっぱりすごくパブリック・ナラティブを重視されているのかなと。

そこをすごく重視されているところが特徴なのかなという感じがするし、エモーショナル

な側面みたいなこともすごく重視されているというところが特徴なのかななんていうふう

に思ったんですけれども、そういう理解でいいのか。どのあたりが同じで、どこから違うと

ころがあるのかみたいなことは、ぜひ知りたいなというのは一つあります。 
 それからあと、コミュニティ・オーガナイジングというのが、いったい日本にどういうふ

うに需要されてきていたのかということもかなり興味があって。というのは、1冊だけ、『市

民運動の組織論』という、アリンスキーが 1940年代か何かに書いた本の翻訳が出ているん

ですけれども、それを訳した長沼さんという人の、訳者の最後の解説とかを読んでいると、

アリンスキーの議論というのは、日本の反戦運動とか反公害闘争なんかにも影響を与えて

いるみたいなことを書いていて、そうなんだ、という。べ兵連の運動とかともちょっと関係

しているんじゃないかみたいなこともちょっと触れてあったので、すごくそのあたりが、あ

まりよく分からないもんですから、どうなんだろうという。 
 それからあと、宗教関係の動きなんかで、立正佼成会なんかがコミュニティ・オーガナイ

ジングをちょっと学んでいたみたいな話とかも出ていて、そういう動きが……。社会福祉の

ほうでも、社協を中心に、たぶん受容してきた部分もあると思うんですけれども、受容して

きていたとしたら、何でそれが日本では断絶してしまったんだろうなという。社会学の中で

は、やっぱりマルクス主義の影響とかもあったのかなという気もするんですけれども、その

あたりの、日本での需要と断絶というのはいったいどういうことだったんだろうか。これは

韓国なんかと比較すると、韓国だとコミュニティ・オーガナイジングはすごく根強く入って

いるんですよね。で、アリンスキーの弟子みたいな人が、韓国とかフィリピンには結構影響

を与えているという議論が出ていて、それが参与連帯なんかにもつながっているし、今でも

住民運動研究院とかそういうところでコミュニティ・オーガナイジングの研修をかなりや

っているみたいなんですよね。 
 なので、このあたりの、日本での需要と断絶というのはどういうことなんだろうというの

がすごく知りたいところです。 
 あとは、さっきのコミュニティ・オーガナイジングと宗教団体との親和性というのはすご
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く面白いなと思っていて。ボルトンさんなんかと話をしていると、自分たちの主張というの

は結構、左派的な主張だったりもするんだけれども、あえてやっぱり伝統的な言語を用いて

主張をしているところがあるんだということを言っていて。伝統的、あるいは歴史的、宗教

的な文脈というのを実はかなり重視して、そのことによって広げていくことが可能なんだ

という、かなり戦略的に宗教を使っているという感じもすごくするんですけれども、このあ

たりをどう考えたらいいのかなというのが、考えたいこととしてあります。 
 もう 1 つは、室田先生が、ビッグ・ソサエティのイギリスの施策の中で、コミュニティ・

オーガナイジングが制度化されていったんだけれども、それが結局小地域開発にしかなら

なかったというふうな問題について、論文で指摘されたりしていて。全くおっしゃるとおり

で、コミュニティ・オーガナイジングが制度化されていったときに、社会運動としての特性

が失われていくみたいな側面が結構ありそうなんですよね。そういったことを Citizens UK
はかなり批判をしているんですけれども、社会運動としてのコミュニティ・オーガナイジン

グを維持していく条件とは何なんだろうなというのはすごく重要かなと思っていて。

Citizens UK の場合は、資金調達の構造が、基本、団体会費で支えるという構造になってい

て、公的資金にできるだけ依存しないような形で独立性を確保するという形を取っている

んですけれども、こういったあたりは結構大事なのかななんていうふうな気がしたので。 
 以上、4点ぐらい問いかけをさせていただいて終わりたいと思います。以上です。 
 
 
（質疑応答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
司会： 
ありがとうございました。論点を出していただきましたし、それ以外でもコメントや質問

や気付きの共有などをしていたければと思います。 
 今の 4点目の資金のところで。むしろ僕は、先ほど、Citizens UK が株を購入したという

話なんかもあって、会費だけでそれほどの資金を持って、オーガナイザーを雇用して活動し

ているというのが、本当に会費だけなんですかね？ そこらへんがすごく気になったんで

すけれども。 
 
藤井： 
それが結構な額なんですよね。組織別に、でっかい大学とかが。僕は実は 2012 年にイー

ストロンドン大学というところでちょっとビジティング・リサーチャーみたいな感じでい

たんですけれども、そのイーストロンドン大学も一応 Citizens UK の会員組織になってい

て、かなり大きい額だったんですよね。今何ポンドと出てこないんですけれども。 
 
参加者 A： 
その大学は私立ですか？ 公立、私立どちらですか？ 
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藤井： 
私立じゃないですかね。ただ、会費を出すと、その大学の関係者だったら、非常に安い値

段で研修が受けられるという、誰でも研修を受けられるという感じになっているんで。僕も

そのとき、一回だけその研修に参加させてもらったことがあったんですけれども。ハックニ

ーという非常に貧困な区があるんですけれども、そこで、駅の近くのところに行くとマネー

ショップみたいなものがいっぱいできていたりとか、賭け事をやるところとかが。そこで飛

び込み取材をしろみたいな。こちとら英語もよく分からないのにさ、みたいな。そういうよ

うなことをやらされたんですけれども。ただ、そのときにすごく思ったのは、研修自体も、

だいたい 6 日か 1 週間くらいの研修が結構メインになっているんですけれども、そこでそ

のイーストロンドンの地域のいろんなモスクとか教会とか、いろんな教育機関だとか、いろ

んな人たちがそこに来て、一緒に研修を受けるんですよね。一緒に研修して、しかも一緒に

そうやって現地調査とかフィールドワークもさせられて、一緒に飯食って。で、その研修自

体が結構組織間のアライアンスの基盤になっているのかなという印象は非常に持ちました。

なので、結構、各団体が、意味があると思っているから、たぶんそれだけの額のお金を出し

ているんだろうなというふうな感じは持ったんですけれどもね。 
 
司会： 
そういうことですね。マイケル・ギーカンさんの IAF の話の中でも、教会関係から 800
億円、8億ドルを集めて土地を買って開発したなんて話がありましたけれども、そこらへん

がやっぱりうまく民間組織のコーリーションというんですかね、連合体をつくって、そこで

お金、会費を集めるみたいなところが、強い民間の運動的要素も含めたコミュニティ・オー

ガナイジングを支える基盤になっているのかなというのは、それは IAF なんかからずっと

引き継がれたものかもしれないですね。 
 

藤井： 
そうですね。それとあと、僕はイギリスの調査というのを結構、労働党政権のときからイ

ーストロンドンに時々入ったりしていたんですね。2011 年にキャメロン政権になって、保

守党、自由民主党の連立政権になった時点で、ドラスティックに補助金の流れとかが変わる

んですよね。労働党政権のときは、イーストロンドンの貧困地域とかは、Never good 
renewal Found だとか、いろんな資金や補助金がいっぱい流れていたのが、それを全部ス

トップするんですね。ストップしたもんだから、かなり多くのチャリティー団体がつぶれた

りするし、それからあとパートナーシップ施策も、労働党のときには、地域戦略パートナー

シップだとか、それからコンパクトというのをやっていて、ボランタリーセクターと政府の

間の協定を結ぶみたいな動きがすごく盛んになってローカル・コンパクトとかやっていた

んですけれども、そういうパートナーシップ施策も一気に後退するんですよね。で、中間支

援組織に流れた金もなくなり、みたいな感じで、相当ショッキングな状態が市民社会に訪れ
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るんですけれども。そのときに一番強かったのがやっぱり宗教団体なんですよね。やっぱり、

特にイーストロンドンで移民が多い社会なんで、どうも、やっぱり宗教コミュニティという

のは、移民が入ってくるときに、まずそもそも入っている、一番アクセスするコミュニティ

だということもあるし、そういう点でも、コミュニティ開発していくときに、宗教コミュニ

ティをどうつないでいくのかということはまずベースにあるんですけれども、それと同時

に、宗教コミュニティはやっぱりかなりちゃんとお金を信者が払ってくれるんで、お金を持

っているんだなという。だから、そこを動員できるというか、巻き込めるというのは、やっ

ぱりかなり強みがあるし、かつ、そういう宗教的な組織が入ってくることで、生活賃金の運

動とかも、左派的な主張だというふうにみなされるよりは、やっぱりそれはちゃんと宗教的

にも正しいことなんだよねみたいな感じで受け入れられやすいとか、そういう意味がある

のかなというふうな感じで考えていました。 
 
司会： 
ありがとうございます。他にいかがでしょうか、皆さん。 
 
参加者 B： 
よろしいでしょうか。僕も、情報共有と質問をしたいことがあって。Citizens UK につい

てちょっと聞きたいことがあるのは、連合の人が TUC（Trades Union Congress：イギリ

ス労働組合会議）の人を招聘していて、Citizens UK と TUC のつなぎ役の方を紹介してく

れたことが以前にあったんですけれども。TUC との関係はどうなのかなという。かなり太

い関係があるんじゃないかなというふうには思ってはいるんですけれども、それはいかが

なのかなということが一つあって。 
あと情報共有なんですが、僕自身は主としてアメリカの労使関係とか企業関係の話をず

っとやりながらきたんですけれども。IAF とかコミュニティ・オーガナイジングというのを

初めて知ったのは、この『ワーキング・イン・アメリカ』という本で、トーマス・コーカン

とかオスターマンとかピオリとかいう、労働関係では結構著名な人たちなんですけれども、

どうやってアメリカの壊れた労働社会というものを立て直すかというようなことの中に、

コミュニティ・オーガナイジング組織がわんさか出てくるんですよ。これを目にしたのが

2000年代の後半ぐらいで、で、ここに出ている組織を、3～4年間ぐらいかけてしらみつぶ

しに全部調査したんですね。そこで初めて知りましたというのがそのきっかけで。アメリカ

の IAF のいきさつなんかもここに詳しく書いてあって。たぶんここに書いてあるオスター

マンがかなり IAF については詳しいのかなというふうに思っています。これは情報共有と

いう感じで。 
もう一つは、これも情報共有なんですけれども、これは『Global Civil Society Yearbook』

(2009)という本なんですけれども。これに、基本的にはイギリスの話が書いてあるんですけ

れども、このイギリスの Living wages in London のところに、IAF とのつながりが書いて
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あります。デュラサン・ラングという人なんです。これはワシントン D.C.にいるんですが、

D.C.からロンドンにしばらく派遣されていたはずです。ご本人にインタビューしたんです

けれども、行っていたという話をしていたんで。これも情報共有という感じです。 
 それと、これは日本の、アリンスキーについてどういうことがあるのかなという。これは

どうやら元々、中公新書だったっぽいんですけれども、澤田昭夫さんという、キリスト教か

つ国粋主義みたいな感じの学者がおられて、この方が、「横浜雙葉にアリンスキーの考えを

持った教員やカトリックの司祭がいて、非常によろしくない」ということを延々とこの新書

の中で展開するというですね。で、1980年代ぐらいに何があったという話がかなり詳しく

書いてあって。何が面白いかというと、アメリカでアリンスキーが教会の中でどう受け入れ

られていたかというような話まで、結構詳しく書いてあって。どうやら、1970年代のアリ

ンスキーが亡くなる直前ぐらいには、かなりアメリカの教会は分裂していて、話を聞くとよ

く分かるんですけれども、日本の小乗仏教と大乗仏教みたいな感じで、要は、自分自身の魂

の救済という話と、社会を救済するという話は別物で、そっちにいってはいかんという組と

そうじゃない組が分離して。ところが、澤田さんはどっちかというなら小乗仏教派で、宗教

というのは個人のものなので、人を助けるものじゃないみたいなことを延々展開し出した

んですね。これが一つ面白い話として出てきて。で、見てみると、かなりイエズス会系とか

そっちのほうにも関わりがあるのかなというのが、これも一つの面白い話として挙げられ

るということです。日本での受け入れられ方ですけれども、今手元に資料がないのでなかな

か言えないんですが、1970年代ぐらいに、日本でいうとちょうど労働組合運動といわゆる

貧困運動みたいなことが分裂するという時期があって、労働組合はどうやら IAF の方に入

らず、社会福祉の領域のほうでアリンスキーは入ったのかなという。ただ、その後の展開で、

それがどうなったかは、ちょっと僕も追えなかったんですけれども、そういうことがあるの

かなということで。なかなかちょっと分裂があるのかなと。 
 あと韓国の話ですけれども、韓国の話でいうと、やはり教会かなというのはあって。韓国

は貧民運動というか、貧困運動に対する拠点が、だいたい 1970年、80年にあったかと思い

ますけれども、その拠点がカトリック教会にあって、その教会をベースにしながらアリンス

キーが入っていったと。で、アリンスキー自身も 1970年代に日本を訪れて、その後韓国に

行っていますので、韓国とのつながりはかなり IAF としては強かったのかなというような

ことが思われます。そんな感じのことをちょっと情報共有として思ったところです。 
 一番初めの質問について教えていたければと思います。 
 
藤井： 
詳しい情報をありがとうございます。僕もあんまり TUC そのものには詳しくはないんで

すけれども、TUC がかんでいることは絶対かんでいると思います。TUC の名前は聞いたこ

とがあるし、かなり労働組合は入ってきているということがあって。その労働組合と宗教系

の団体がこうやって仲良くやっているのは面白いなというふうなのをすごく思ったという
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ことがありました。 
 あと、韓国の運動についていうと、本当におっしゃるとおりで、貧困、選挙というんです

かね、貧困関係の運動というのはかなり教会が担ってきていたところが結構あって、韓国の

社会的企業とかも、基本、貧困地域に宣教で入っていくというふうな人たちの神父さんとか

牧師さんの運動というのは結構大きな基盤になっているんですよね。あとは民主化闘争の

ときに、教会というのがある意味、踏み込まれずに一応いろいろオーガナイジングできる唯

一の場だったみたいなところもあるのかもしれないんですけれども、そういうことで、かな

り教会がオーガナイジングとか担っていたんだろうなという感じがします。そのあたりに

結構詳しいのが、日福大の穂坂先生と朴兪美さんだったかな。いろいろ本や論文とかも書か

れていると思うんですけれども、そこでかなり韓国でのコミュニティ・オーガナイジングの

需要のことは書かれています。 
 
参加者 B： 
ありがとうございます。今ちょっと思い出したことがあって、先ほどご提示いただいたミ

ッドウェストとマーシャル・ガンツの違いという話は、これはミッドウェスト側に聞いたこ

とですけれども、1on1 とか一対一の関係をつくっていくということに対する考え方が、や

っぱり大きく違っているという話を説明は受けました。それは、あくまでも戦略的につなが

っていくということを重視するので、全て教えてまで個人的に仲良くなるとか、そういうよ

うな発想じゃないんだという話をよくされていて。その例え話に、例えば話をするきっかけ

として、高校のときにどんな部活をしていたかみたいなことで話し合いをすれば必ずきっ

かけになるよみたいな、そういうテクニカルな話をするんですよね。だから、心底心情的に

仲良くなるとかいう話までやっちゃうと、むしろ深入りし過ぎるというようなことを話さ

れていて。で、若い人はどっちかというと 1on1 が大好きなので困っているのよねみたいな

話をされていたというようなことを聞いたので、そこはかなり大きな違いだと思いました。

以上です。 
 

藤井：それがそのミッドウェストのほうなんですか？ 
 
参加者 B： 
ミッドウェストのほうですね。それはもちろんガンツさんのほうの話は聞いたことがな

いので、ミッドウェスト側はそういうふうに認識しているということですね。例えば連携す

る組織についても、極端に、例えば他に連携する組織と悪影響を与えるような極端な思想を

持った組織とはあえて連結しないというようなことまではっきり言っていて、非常に目的

合理的な発想を。1on1 についても目的合理的な話をされているし、やっぱりあくまでもゴ

ールを勝ち取るというところがあるのかなというふうなことは強く感じます。 
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藤井： 
なるほど。でも Citizens UK も全く同じだと思いますね。この本の中でも 1on1 の話が出

てくるんですけれども、あくまでパブリックな関係性なんだというようなことをすごく言

っていて。笑い話なんかでも、1on1 で結婚しちゃったような誰とかがいるんだよねみたい

な。でもそれはすごく例外的な話だから、そういうことをしちゃ駄目だよみたいなことで。

やっぱり、あんまり深入りしてというふうなことではないですよね。友情関係とかプライベ

ートな関係性を築くということではないんだということは強調されている印象は持ちます

ね。 
 
参加者 B： 
トレーニングの中で、見学していたんですけれども、オーガナイザーが車座になって床に

座りながら、指導をしているリーダーみたいな人に自分の抱えている問題を質問していく

んですけれども、それも非常にテクニカルな話で、こういう人とこういう状況であってうま

くいかないんだけれどもどうしたらいい？みたいな。じゃあこういう場合はこういうふう

にするんだよみたいなことを言われていて、人間的に仲良くなるというような話じゃない

感じでした。それは非常に合理的で、僕はすっきりしていていいなと思いましたけれども。 
 

藤井：確かに。ありがとうございます。 
 
参加者 A：よろしいですか。 
 
司会：ありがとうございます。 
 
参加者 A： 
先ほど、韓国にコミュニティ・オーガナイジングが入ってきて、今でも随分と継承されて

いるという、そのところなんですけれども、先ほどお話しになった穂坂光彦さんと朴兪美さ

んが書かれている『地域アクションのちから コミュニティワークリフレクションブック』

というのが数年前に出ましたけれども、この中の解説に、どういう経緯で韓国にコミュニテ

ィ・オーガナイジングが教会を通して入っていったかというのが書かれているんですね。こ

れは、私もその流派の中でフィリピンで研修トレーニングを受けていたので、とても親近感

を持って見るんですけれども。シカゴのアリンスキー系の教会の宣教師たちがアジアに派

遣されていったというのが 60年代なんですけれども、フィリピンの場合はマニラの貧困層

が排除されるというので、そこの組織化をしていったわけですけれども、他に韓国とかバン

グラデシュとか幾つかの国々に派遣されていくんですね。その後、アジアのオーガナイザー

だとか、それをサポートする NGO だとか、そういったものが組織化されていっているんで

すね。今はちょっと活動停滞しているなというふうに思いますけれども、韓国はコネットと
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いう団体ができて、ずっと韓国の場合はそこがとても強く、自己発展をその後どんどんして

いっているなという感じがしますね。トレーニングはやっぱり、現場でトレーニングをする

という、そういう形でずっとその流派はどこもやってきているんですけれども、このコネッ

トはちゃんとプログラム化していきているというところが面白いなと思って見ています。 
 

藤井： 
そうですね。その社会的企業研の中に、コネットとつながりのある人が韓国に 1人いるも

んですから、コネットの話も一回しっかり詳しく聞いてみたいななんていうふうに思って

いるんで、そのうちたぶん研究会をやると思うんで、またそのときは広告させていただきま

す。 
 
司会： 
ありがとうございます。この研究会でも穂坂さんは、2年ぐらい前ですかね、この本が出

た後にお招きしてお話を聞いて。よかったら一緒に何か。 
 

藤井：いいですね。ありがとうございます。 
 
司会：他はいかがでしょうか。 
 
参加者 A： 
先ほどの 1on1 のお話なんですけれども、ガンツさんも、やはりパブリックな関係を構築

していくために 1on1 を使うというところは同じですね。コミュニティ・オーガナイジング

は基本的にそういうことなのかなというふうに私も理解しておりますが。ガンツさんの場

合は、1on1 で何を目指すかというところで、抜かせないポイントとして何を言っているか

というと、価値観を共有するというところなんですね。ここの価値観を共有するというとこ

ろの重点の置き方がボルトンさんとちょっと違うんですね。ボルトンさんは自己利益でな

いと人が動きませんというところで、その人にとって何が自己利益なのかというのを見出

すという、その 1on1 をするんですけれども、ガンツさんもそこを無視するわけではないけ

れども、価値観が同じであれば、自己利益というところがなくても人は動くだろうという、

そういうところがありますね。つまり、貧困層の運動は自己利益でないと絶対人は動かない

というところがあると思うんですけれども、もう少し広いフィランソロピーまで含むよう

なところ、あるいはアライでの活動とかそういうところまで視野に入れると、価値観の共有

というところで、当事者ではなくても動いていくという、そういうところを視野に入れてプ

ログラムが建て付けられているというのが違うところかなというふうに思います。 
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藤井： 
なるほどね。参加者 C さんなんかとも一緒に、シーズの代表をやっていた松原明さんと

いう NPO 法をつくったときの立役者になった人が、協力のテクノロジーという研究会とい

うのを以前やっていて、そのときに、彼なんかの手法は、どっちかというとセルフ・インタ

レストに近いんですよね。松原さんはちょっと面白い人で、彼は、元ネタは何なのかという

ことを聞くと、中国古典だとかというふうに言って、合従連衡だとかああいう話を持ってく

るんですよね。特に合従連衡の中でも連衡といって、要するに、同じじゃないんだけれども、

お互いの目的とか究極的な価値観とかは違うんだけれども、それがある部分では目的を共

有できるみたいなタイプのやり方をするんですよね。だから、同志的な価値理念とかを共有

して、というふうなタイプではないようなことを松原さんなんかは結構言っていて。たぶん

そういうものと、いろんなパターンがあるんだなということなのかなというふうに、聞いて

いて思いました。 
 
司会：ありがとうございます。他はいかがでしょうか。参加者 C さん、よかったら。 
 
参加者 C： 
今の続きですけれども、松原さんの第サンコウというのは、てこみたいな感じの、一個挟

むと動くみたいな感じの考え方なので、それはすごい面白いなというふうに思います。今の

参加者 A さんのお話を聞いていて、非常に共感を強く求めてくる感じがしますねガンツの

場合は。このナラティブがあって。僕が行ったミッドウェストでは、全くやらないわけじゃ

ないですけれども、でもナラティブとかいうのはほとんど時間を使わずに行われていて、

1on1 はあるんですけれども、やっぱり重点の置き方がだいぶ違って、さっきも確認したん

ですけれども、自己中心性と無私性の中間に自己利益があるということですよね。だから、

極端な共感も求めないし、要するに無私、自分は何でも欲するみたいな、極端に自己利益な

どを求めないというところの中庸で連携するんだということをミッドウェストは言ってい

るので、ここらへんは大きな違いなんでしょうね。だから、逆に、今 SNS なんかがあって

共感が取りやすい時代みたいになっているところで、ガンツ流のものが少しきているのか

なというのは、聞いていて思いました。すごく言説がばーっと走っていくので、目の前で聞

く以外の走り方がいっぱいあるので、若い人たちは 1on1 以外のところで特に署名を取った

りとかいろんな形でやっているようなのと合わせているので若い人たちは。そこは違うの

かなと感じました。僕は、地域ベースじゃないというのが一番、若い人の動きを見ていると

思うことで。いわゆるリアルな、住民運動とか、静岡だと最近ついに産業廃棄物の処理場を、

9 割の住民投票を取ったところがついにひっくり返したんですけれども、そういうのとちょ

っと違うんですよね。土着のとこと。だから、やっぱり使い分けていかないと、問題によっ

て手法というのは思います。 
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司会： 
ありがとうございます。僕も、ガンツさんのパブリック・ナラティブが、あれはトレーニ

ング上の学びとしてあって、それが実践のときにどれぐらい原理原則かというところは、た

ぶんもっと現場では柔軟なんじゃないかと思いますけれども。ただ、たぶん現場で対話をす

るとか、ダイアログを 1on1 でするときに、ああいうノウハウを持っていると、オーガナイ

ジングを経験していない人にとって非常に比較的使える技法というふうに、それぐらいで

捉えていますけれどもね。ガンツさんも、もちろん教える立場上、それはパブリック・ナラ

ティブにこだわっていますけれども、たぶん実践で、みんなナラティブを語って、みんな共

感をしてという感じではないのかなと思いますけれどもね。他はどうでしょうか。 
 
参加者 A： 
今日のお話の中で、日本では福祉の領域での社会運動が継承されてきたのかどうか、どう

して断絶したのかというところについて、参加者 D さんのご意見を伺えればと。 
 
参加者 D： 
なかなか難しいですね。日本の CO とかコミュニティワークは、やはりほぼ多くは社協が

担っていましたけれども、やっぱり 1980年を境に、国の要請で、どちらかというと、在宅

福祉のサービス開発の組織化みたいなところにぐっと移るわけですよね。そうすると、きょ

うの話のように、コミュニティ開発とかじゃなくてサービス開発のほうに軸足がいったと

いうことですね。これはひとえに、きょうの財源の問題で、これは社協だけじゃなくて日本

の社会福祉組織はほぼ公費で賄われていますから、そういう政策に非常に弱いということ

ですよね。ただ、社協の運動というか活動だけを見ると、国とか行政の要請はあるんですけ

れども、もう一歩、住民とか当事者の社会運動が活発なときには、むしろそこに軸足が置け

たわけですけれども、それ自体も衰退していっている中で、この CO の実践そのものが社協

の中で弱くなってきていたし、他の社会福祉機関はそのことはほぼ無縁であったというの

が現実ですね。一方、司会者さんも書かれているように、小地域福祉活動、すなわち小地域

開発みたいなところは、やっぱり伝統で進んでいたわけです。それも日本の国民性で、ある

意味では郡部もそうだし、都市部でも、次男坊が都会でふるさとづくりをしていたというの

が、70年代、80年代、90年代ぐらいで、それはそれで非常に意義があったんだけれども、

その人たちがもう 70歳ぐらいになって、若い世代は 1990年以降の生活困窮が、まさに日

本の雇用関係が変わる中での貧困化の中で、そこが運動化されていないし、日本のコミュニ

ティワークとか CO は小地域モデルだけれども、それがもう高齢化して、今は少し。じゃあ

若い世代は何でもって結び付くかといったときに、たぶん CO がもう一度着目されている

んだけれども、さあ、さてそこまで行き着けるか？という、日本の現実的な土壌もあると思

います。ちょっと雑ぱくですけれども、そんな感じ。 
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司会： 
ありがとうございます。参加者 D さん、前もお話ししましたが、僕も学びましたけれど

も、同志社大学の井岡先生は、日本でアリンスキーの公演を生で聞いたと話していたんで、

さっきの参加者 B さんがおっしゃっていた、日本に来たときに本当に来ていたんだなとい

うのを、直接聞いたときに思いましたけれどもね。 
 
参加者 D： 
日本の社会福祉のテキストでも、70 年代ぐらいまでには参考文献にアリンスキーは出て

いたんですよね。ところが 80年代以降はもう皆無ですね。 
 
司会： 

87 年に社会福祉士が国策化されて、教科書も随分そこからは様変わりしたというのはあ

るんじゃないかなとは思いますが。 
 
参加者 D：もう決定的ですね。 
 
司会： 
他はいかがでしょうか。ちなみに、参加者 E さんは、今、社会福祉士の国家資格のカリ

キュラムにコミュニティ・オーガナイジングを入れるのに結構ご苦労されて。でも教科書に

入れていただいたりして、少しずつ、徐々に陣地を取り戻そうと画策しているというところ

はありますけれどもね。 
 
参加者 E： 
そうですね。ありがとうございます。ただ、今の流れを伺って、今、陣地を取り返してい

くという感覚が、今の社会福祉士という範囲には恐らく入っていなくて。入っていなかった

という感覚ですよね。それを今加えているという感覚がまだまだあるのかなというふうに

思うので、そういう歴史的な流れというものを踏まえた状態にはなっていないのかなとい

うふうに思うんですよね。ソーシャルワーカーのスキルとして必要のものということがま

ずそこには出てきているのかなというふうには思います。だから、議論のスケールが違うな

という感覚は持っていて、で、それでいいのかということも、今議論を伺っていてちょっと

感じたところではありました。つまり、もっとしっかりスケールの大きな意味での、もっと

大きな、ソーシャルワークと社会福祉とかいう中で議論されてきたコミュニティ・オーガナ

イジングということだけではなくて、もっと広い視野で見たときにどういうことがあるの

かということをきちんと見て、カリキュラム等にきちんと位置付けていく必要があるなと

いうふうには感じたところでした。すいません。 
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司会： 
ありがとうございます。参加者 F さん、いかがですか。 
 
参加者 F： 
藤井さん、きょうはありがとうございました。やっぱり宗教の話なのかなというのが、き

ょうのお話の第一印象というか、思いというかね。キリスト教には、ソーシャル・ゴスペル

という教会で必ず唱えるお祈りの中に、「御国を来たらせたまえ」という。これを文字どお

りに理解すれば、社会を良くすることになるわけですよね。文字どおりに解釈すればですよ。

ただ、もちろんそこにはいろいろあるわけですけれども。ですからキリスト教の運動の中に

は、こういう運動をやらなくてどうするという、やらないという選択はないだろうというの

がやっぱりあるというのが、いつの時代も。もちろん、おっしゃったように、心の問題だか

らいいんだという、やらなくていいとは言わないけれども、いや、それはまずは個人でしょ

うという、この 2 つがあざなえる縄のように、周期的に、あるいは同時並行で強くなったり

弱くなったりするわけですよね。ですから、いわゆる社会福祉が盛り上がるとき、例えばト

ゥインビー・ホールは、そういうイギリスのキリスト教のソーシャル・ゴスペル的な動きを

用意した流派がつくったものだし、アメリカでもソーシャル・ゴスペルが盛り上がったとき

にやっぱりシカゴのジェーン・アダムスのあれができたり、だいたい、そういう社会福祉の

盛り上がりとキリスト教のそういうソーシャル・ゴスペルが強くなるのがだいたい並行し

ていると。韓国もたぶん同じだと思います。しかも、もっと露骨に言うと、キリスト教は勢

力争いですから、やっぱりカトリックは弱くなったときに、じゃあ社会へ出ようという、第

三世界へ出て解放の神学をというのも、一つはそういうことで。プロテスタントが中産階級

化し、個人の心の問題へいったときに、じゃあ俺たちは貧困の社会問題へという。特にイエ

ズス会というのは、言ってみれば歴史上、組織化の最大の戦力部隊ですから、そういうふう

に出ていくのは当然だろうなという。ですから、やっぱりキリスト教がいるところの話とい

うのはどうしても抜かせないんだろうなと。で、日本はどうなんだろうといったときに、は

たと。駄目なのという、そういう話じゃないだろうなと思うんですよね。だから、それに代

わる何かがあったし、今もあるのかなという、そこをずっと考えているんですが、私はやっ

ぱり 70 年代までと 70 年代以降のそういう社会福祉や社会運動の大きな流れが変わってき

たとすると、その背景には労働運動の変化があると思うんですよね。日本の労働運動は、70
年代までは他の国に比べて異様に社会に関心があった。社会福祉の部分までやっていた部

分があって、それは参加者 D さんが前にお伝えいただいたような、社会福祉の組合運動に

典型的に表れたわけですけれども。あの社会運動的な労働運動は、70 年代にそうではない

方向に転換したのとちょっとリンクしているのかなという、そういう歴史的なつながりは

感じたんですけれどもね。ですので、きょうは別にすぐにどうこうこうだねとか、これはど

うなんですかねというお話の以前に、やっぱりそこかというのはお話を聞いていて思いま

した。でも本当にありがとうございました。 
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藤井： 
ありがとうございます。本当に同感です。で、やっぱり社会的連帯経済の研究とかしてい

ると、ラテンアメリカも保護法はやっぱり解放の神学がすごくベースになっていて、宗教の

問題はすごく大きいなというのは思うんですけれども、ひるがえって、じゃあ日本はいった

い何をそういった観念体形としてそれに代わる何があり得るのかなというのは、ちょっと

悩ましいというか。どう考えたらいいのかなといつも考えているので、すごく同感です。 
 
参加者 F： 
ただ、ないものねだりというよりは、私たちは誰でも、よしこれをやろうといったときに、

いや、昔こういうのがあった、私たちはその後継者だと思えると力強くなる場合があるんで。

私はやっぱりずっと賀川豊彦を勉強しているんですが、賀川豊彦というのはずっと忘れら

れていますよね。それと、彼がやったいわゆる日本のソーシャル・ゴスペルという……特に

彼は神戸のセツルメントをやり、下町のセツルメントをやり、その彼の運動の基盤には、イ

エスの何とかという強力なキリスト教信者団体があったわけですよね。だから、日本もない

わけじゃないんですよね。もちろん仏教のほうも。大阪なんていうのは、仏教のお寺とキリ

スト教教会がある意味で競い合っていましたのでね。ですから YMCA もある時期まで非常

に強かったし、宗教という点でも日本がなかったわけじゃないと思うんですけれどもね。 
 
司会： 
ありがとうございます。今チャットでリンクを送るんですが、これはギーカンさんがその

後送ってくれたもので、デューク大学の Luke さんという神学の研究者なんですけれども、

この方が Listen Organize ACT！という Podcast をやっていて。で、エピソード 1 にギー

カンさんが登場して、この前聞けなかったような、個人的な、何でオーガナイジングするよ

うになったのかもそこで話してくれていますけれども。今、きょうはもう離れられましたが、

参加者 G さんはこの Luke さんとお知り合いで、どこかの段階で Luke さんともつないで、

Luke さんの話を聞ければなということを言っているので。今のアメリカでの神学とコミュ

ニティ・オーガナイジングのあたりをもう少し詳しくお話ししてもらえるといいかなと思

いましたので、そんなのもアレンジしていきたいなと思います。 
 お時間なので、最後に藤井敦史さんから一言頂いて締められればなと思いますが。参加者

H さんに何も触れていなかったですけれども、もしその前に何かコメントでも感想でも頂

ければ。 
 
参加者 H： 
ありがとうございます。今、いろんな皆さんの意見を聞いていて、「おー」とか「うーん」

とかうなりながら聞いていたんですけれども。ファンドレイジングという背景もあるので、
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Citizens UK がどんな感じでファンドレイジングしているんだろうみたいなことも聞きな

がら今見ていたんですけれども、年間の収入が日本円にすると 7 億円ぐらいあるんだなみ

たいなことがあって。でもやっぱり半額が寄付とレガシーという遺贈寄付の寄付があるん

だななんていう話を見ていると、やっぱり、たぶん宗教的なコミュニティから入ってきてい

る資金の流れというのが相当あるのかなという話とか、結構ストラテジックにファンドレ

イジングもやっているな、みたいなことを、WEBサイトも見ながら拝見していったときに、

やっぱり日本はコミュニティ・オーガナイジングだけじゃなく中間支援がファンドレイジ

ングをするのはすごく難しいので、そういう部分でもすごい関心があるななんていうふう

に思って聞いていたというところと。 
 あとガンツさんとミッドウェストと、そのあたりの違いに関しては、何となくまだ私の中

ではもやもやしていて。今。若い人たちに起きているのって共感性なのか、オーセンティシ

ティみたいなほうが大きいんじゃないかななんて思ったときに、今後、本当に共感が渦にな

ってムーブメントが起こっていくのかななんていうこととか、そこらへんを、今、感覚とし

て持っているものを、今あるものとどう結びつけていけるかななんて思って聞いていたと

ころでした。 
 
司会： 
いえいえ、ありがとうございます。実は参加者 H さんとは、イギリスも含めていいのか

もしれないですが、アメリカのコミュニティ・オーガナイザーにファンドしているようなフ

ァンデーションの人なんかとネットでつないで一回お話を聞くみたいな機会を一回つくれ

ればななんてちょっと相談していたんで、Citizens UK もどうやってお金を集めているのか

すごく気になるので、そこらへんもうまくこの研究会で知見をためていければなと思いま

すので、よろしくお願いします。 
 じゃあ藤井さん、最後にお願いします。 
 
藤井： 
きょうは本当にありがとうございました。たぶん、この研究会自体の着地点というか、ど

ういう方向性を今目指しているのかなみたいななんていうのも、ちょっと興味を持っては

いるんですけれども、やっぱり実践的に考えると、じゃあ日本でコミュニティ・オーガナイ

ジングみたいなものをどうやったらうまく定着させていけるのかななんていうふうにはす

ごく思うんですけれども。そのあたり、さっき賀川豊彦の話とかも出ましたし、協同組合学

会なんかでは、賀川豊彦は本当にヒーローみたいな人で、すごい大好きな賀川マニアみたい

な人がいっぱいいるんですけれども、社会的には忘れ去られていますよね。たぶんいろんな

隠された文脈というか、忘れてしまっているようなコンテキストみたいなものというのは

いっぱいあると思うので、そういうものをどういうふうにうまくもう一回復活できるのか

とか。 
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 あと宗教の問題とかも、よく NPO 論という授業で、法人数というのは幾つぐらいあるの

かクイズとかやると、非営利の法人で一番多いのは宗教法人ですよね。18 万団体とかとい

うと「えっ」とか言っていたんで、そんなに多いんだというあれなんですけれども。そこに

はやっぱりお金もいっぱいあるし、そういうところともちゃんと連携を組めるようなこと

というのはすごく大事かなと。僕なんかは NPO の研究をしてきて、やっぱり連携する相手

というのを最初からすごく狭く見過ぎているんじゃないかなという感じがしていて。もっ

と市民社会はすごく幅が広いので、宗教とかも含めていろいろ考えていくようなことがで

きないといけないんじゃないかなというふうにはすごく思っていて、そんなことを今後も

考えていきたいと思うし、今後ともいろいろ勉強をぜひさせていただければと思います。あ

りがとうございました。 
 
司会： 
ありがとうございました。 


