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小和田： 
今日、お話しさせてもらうのは、『困りごとから始まる市民連帯 沼津市民のコミュニテ

ィ・オーガナイジングで社会を変える』ということです。後からまたお話がありますけれ

ども、私が CO を知ったきっかけは、津富さんからになります。それまでは全く知らなか

ったです。ただその前にも市民活動を先ほども紹介してもらいましたけれども、していま

した。 

今日なんですが、司会の方からコミュニティ・オーガナイジングについての 3 つの質問

をいただいています。1 つ目が、現代の日本の市民活動の中でどのようにコミュニティ・
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オーガナイジングの実践が可能なのかということと、実践でこだわっている部分、あと

CO でどのような点が重要だったのか、どの点で役だったのかということを、その視点を

基にレジュメを書いたつもりです。 
 

 まず、じゃあ、私の自己紹介をさせていただきます。初めましての方もいらっしゃるの

で、私は沼津市に結婚後 25 年間暮らしています。その前に、高校もそうですし、卒業して

から仕事をして 6 年間いましたので、約 30 年間ぐらい沼津市に関わっているというか、住

んでいるみたいなものですね。バブル絶頂期に成人しているので、本当に苦労をしないで

過ごしてきました。 
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就活もすごいスムーズにいって、結婚して、子育てをしてというときに、実家の不動産

業に入るんですけれども、不動産業も 25 年ぐらい関わっていたんですが、その間にバブル

崩壊もそうですけれども、リーマンショックとか、あと地域から無縁になった方の孤独死

に直面しました。その後、娘が不登校になったんですけれども、娘が摂食障害という病気

になったことで離職します。実家だったので離職といっても、行ったり来たりお手伝いも

したりとかはしていたんですけれども、その間に子どもの支援というのを、子どもが小さ

い時からしていて、沼津子ども劇場というところに所属していました。その中で、養護施

設で暮らす子どもたちに出会って、読み聞かせのボランティアをしたりとかしていました。 
認知症予防とか子育て支援をしている団体を、会社を辞めたことをきっかけに立ち上げ

たんですけれども、その後に津富さんが理事長をされていた NPO 法人青少年就労支援ネッ

トワーク静岡のサポーターになります。これは 2015 年からなんですけれども、私の娘のこ

とをちょっと心配してくださっている方がいらっしゃって、その方にちょっと相談したい

ということで相談に行ったつもりだったんですけれども、友人が NPO の職員だったという

ことで、「若者に本を読んでね」と言われて、私の相談というよりも、私にやってもらいた

いことというか、「これをやってね」ということを言われました。 
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 それから、あまり活動自体はそんなにしていなかったんですけれども、NPO が 2015 年

の春から自立相談支援事業を受けたことをきっかけに関わるようになってきて、サポータ

ーとして結構動くようになってきたんですけれども、2016 年の 8月に東京で行われた「連

帯社会研究交流センター」のミッドウエストアカデミーのワークショップに参加してみな

い？ということで津富さんに誘われました。その時に実質活動していたサポーター4名、結

構ビッグな人、私が一番やせて見える写真を使っているんですけれども、さっき言われた

んですけれども、3 日間のセミナーに参加しました。 
その時に気付いたのが、静岡方式で今までやっていたこと、「地域の編み直しだよ」とか

「再組織化だよ」と津富さんが言われたんですけれども、それがなんか合致するなという

ことで、すごい知らずに、コミュニティ・オーガナイジングしていたんだ、静岡方式って

という驚きがありました。もう一つ気付いたのが、沼津は、もともと市民運動が盛んで、

石油コンビナートの阻止運動だったりとか、新幹線の駅を誘致しないとか、あとごみの分

別化とかをしているんですけれども、そういう市民運動の中で、ちょっといろんなもやも

やしたフラストレーションがあったんですけれども、いろいろ関わっていて、それが一気

にクリアになったような気がしました。 
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というのは、市民運動で結構うんざりしていたんです。諸先輩がすごい運動をしていた

というのはすごい理解できたんですけれども、なんか東京のまねをしている運動、例えば、

SEALDs のまねをするんですけれども、もともと何のために運動しているか、見栄えだっ

たりとか、あと問題だとか、これがおかしいとかというんですけれども、じゃあ、どうし

たらいいのとか課題がよく分からないものだったりとか、あと組織ができて、トップダウ

ンであって、上から「こうしろ、ああしろ」と言われたりとか、内部の組織、要するに、

トップを決める抗争に巻き込まれてしまったりとか、あと「これが絶対正しいんだ」とい

う正しさをヒステリックに伝えてくる人たちがすごい多くて、時には反対する相手方に品

のない言葉を浴びせて、このところにいていいのだろうかみたいなことがありました。そ

の運動体の中でも、成功する運動もあったんですけれども、それがミッドウエストアカデ

ミーのチャート表に合致していたというのがすごい驚きでした。 
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そして、その時に Facebook にちょっと書き込んであったのが、ジュディ先生が言った言

葉で「正しければ勝つとは限らない」といった言葉があって、それがすごい深く、今後、

その後の運動とか市民活動に関与してきます。ここは、ちょっと書いてあるんで飛ばしま

すね。 
 

 
 これが 8 月の勉強会だったんですけれども、ちょっと知れば試したくなるんですよね。

市民活動で就労支援とかでもそうだと思って、毎日使っていたんですけれども、4月ぐらい

から沼津市長選挙の下準備みたいなのをやっていて、それで、これは選挙でも使っている
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から使えるんだよねということで、やってみようということになりました。戦略表を書い

て、いろんな人に会って話をしたりとかいうのを候補者としていくわけですけれども、実

際、この選挙は、3 期目を狙う現職と新人の一騎打ちだったんです。最初、到底勝てないよ

といわれていたんですけれども、無名新人の候補が現職に、ここに票を書いています。約

半分ぐらい圧勝しました。これはなんでなったのかというと、現職にもともと不満を抱く

市民がいたんですけれども、それを連帯させていったというのが圧勝の要因だと思ってい

ます。その中で主に私が関わったことが、図書館の指定管理者制度民営化阻止運動という

のに関わりました。これは本当に戦略表を結構作って、一緒に運動する人と共有してやっ

ていきました。これを後から振り返って思ったのは、私は今まで街頭演説に出たりとか、

署名運動をしましょうとかって、こういうのをよくやっていたんですけれども、一切なか

ったという運動です。もう一個は、子育ての支援を向上する運動をしましょうということ

をしました。楽しみながら、あまり敵、味方関係なく声をかけていくということを実践し

ていきました。 
 

 
 次なんですけれども、図書館指定管理者制度の阻止運動についてなんですけれども、6月
の段階、選挙になる 6 月の段階で、どうやら指定管理者制度が進んでいるようだ、何とか

したいという相談がありました。その時は、ちょっとあんまりぴんと来ていなかったんで

すけれども、その後、資料をいただいて、どうも民営化になってしまうと、その時、武雄

市ですよね。 
「スターバックスが図書館に入って、カレーの匂いがして、本なんか読んでいられないよ」

なんて話になって、「それ、ちょっと嫌だね」なんて話をしていたんですけれども、議会に

何回か足を運んでいって、その時に市長が個別の議員さんが質問していただいたと思うん
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ですけれども、一番ちょっとかちんと来てしまったのが、「今の図書館は、スマートフォン

とかタブレットが普及してきたので、あんまり必要ないんだよ。調べることは、スマート

フォンがあれば大丈夫だよ。だから、指定管理者制度を導入するよ」って議会で答弁した

んです。それでちょっと絵本の読み聞かせをしている人なんかは、図書館を使って、いろ

んな活動をしていたので、これはならんなということで、みんなの図書館を考える会とい

うのを立ち上げました。 
 この時に選挙もあるということで、どう運動していくかというところで、戦略で、「じゃ

あ、市長が変われば、きっと指定管理者制度を廃止してくれるよね」って、「そういう候補

に声かけようよ」ということで新人にお話に行って、「こういういきさつで、あなたを当選

させる代わりに、図書館を指定管理者制度じゃなくて、直営にしてもらいたい」というの

をお話ししました。その時に、「よく僕は分からない。本を読むんだけれども、よく分から

ないから」ということで、両候補者に質問状を選挙中に送ったんですけれども。質問状の

答えは、私たち団体で書かせていただいて、それで選挙はいろんな方に関わっていただい

て勝ったということなんですけれども、戦略の時に、市長が変われば、すぐに変わるかと

いうと、そうじゃないよねというのが、みんなで考えて、その後にどうしたらいいかとい

うので、結局、図書館の司書さんとか館長さんとか事務局長さんとか、あと図書館協議会

の議長さんとか 1 人ずつにお会いして、お話をしていって、指定管理者制度というのは、

よくないよというのを、レジュメを渡したりとかしてお話をしていきました。最終的には、

市長が就任した 12月の議会に指定管理者制度を白紙に戻すよというのを議会で答弁したこ

とで、これで運動は終わっています。これは、どちらかというと、選挙を利用させていた

だいて指定管理者制度を阻止したという運動です。 
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 もう一個は、選挙のためにやった運動です。子育て支援なんですけれども、そもそも沼

津が近隣の市町村に比べて、医療費とかちょっと負担が多過ぎるとか、あと公園がなくて

困っているとか、保育園が不足して困っているんだよというのを、これを子育て中の友人、

ちょっと年の離れた友人から伺って、「それは困るね」って。「どうしたらいい？」という

ことで、じゃあ、選挙で変えましょうということになりました。子育て世代のお母さんた

ちは、その時、あまり政治のこととか知らないし、隣町の状況がどうなっているかという

のは、よく分からないんだけれども、保育料も高いし、どうやら親戚とか周りを見ると、

沼津は高いよとか、暮らしにくいよというのは分かっているという、もうざっくりとした

ことしか分からない方がすごい多かったので、いろんなことも知ってもらう必要があるね

ということで、一番最初に新人候補に会っていただきました。その時に、何が不満なのと

いう、何が沼津市の中で困っているの？ということを皆さんに聞いたときに、医療費が高

いのでということで、その時、大沼さんという市長だったんですけれども、兵庫の明石市

の市長さんとお友達だったらしくて、公約とか選挙のマニフェストとかいろいろ相談され

ていたみたいなんですよね。18 歳までの医療費を無料にするのはどうだという話をして、

「じゃあ、それだったら、そうしてもらいたい」ってお母さんたちから言われて、公約に

18 歳までの医療費無料というのを盛り込みました。お母さんたちが新人候補に会ったんで

すけれども、それだけじゃなくて、やっぱり現職にも会ってみたいということで、現職に

もお話を伺いに行きました。お話を聞いているうちに、今度選挙になると、よく JC とかが

討論会をやっているんですけれども、お母さんの中で、JC の主催する討論会は、子どもが

いる世代だと、子どもが騒ぐし、ましてや夜だから、子どもがいると行けないということ

で、「何とか聞きたいんだけれども、どうしたらいい？」というお話があったんですけれど

も、JC の方たちは「モニターを用意するから、そこで部屋で見て」みたいな感じだったん

ですが、実際にその時間はちょっと行かれないので、候補者たちが何を話しているかを知

りたいんだよねということで、じゃあ、自分たちで討論会をやりましょうということで、

お母さんたちの主要なママ団体の人たちに集まっていただいて、討論会をやることになり

ました。ただの討論会だと、お母さんたち、政治に興味がないという方が多いので、ママ

友の中でリトミックをやっている方で人気講師の方がいたので、その方のリトミック付き

ですよとか、パンのお土産がありますよとかということで、お母さんたちをおびき寄せと

言ったら変ですけれども、来ていただいて、100名の方に参加していただいて、討論会をし

ました。この質問もお母さんたちにいろいろ考えていただいて出したものを各候補者に伝

えています。 
 この時に結構お母さんたちの投票の決め手になったのが、子どもに各候補者から読み聞

かせをしてもらったんです。その時の子どもの反応で、子育て支援、どっちの方がよくな

っていくかなという漠然としたものがあったらしく、お母さんたちが新人候補を応援しま

した。しばらくしてから、もう一回、討論会、座談会をやって、皆さんに子育ての世代が

割安になるよという感覚、投票に行くと、投票割というのができますよというのをお知ら
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せして、これも別の友達がやってくださったんですけれども、あと動画を拡散してもらう。

絵本の読み聞かせをやった時に動画を撮ったので、それを動画拡散していただいたりとい

うのをしました。最初お母さんたちは、私たちはあまり関係ないというか、よく分からな

いからという感じだったんですけれども、自分たちの利益に、自己利益になるもの、要す

るに、18 歳までの医療費が無料になるんだったら頑張るわということで、皆さんが運動、

活動してくださいました。当選してしばらくして、やはり公約実行ということで、18 歳ま

での医療費が無料になっています。これでちょっとレジュメのほうに書いていなかったん

ですけれども、面白いなと思ったのは、運動を進めていくときに、ちょっと異例だったん

ですけれども、保育園、幼稚園連盟から投票を促す手紙が出ました。今までの選挙でこう

いうのって無かったんですけれども、これは実際、この市長がどうやら動いたらしくて、

投票は僕に入れてくれというよりも、選挙に行ってくれということで運動しているみたい

ですね。 
 

 
 先ほど言いましたけれども、選挙の時に鉄道高架反対派の方から先に擁立された候補者

だったんですけれども、賛成派の方も応援することになりました。あと商店街、ちょうど

今、ららぽーとはもう開店しちゃったんですけれども、ららぽーとが来るよということで、

出店を反対している商店街の方とか、まちづくり団体の方とか、さまざまな団体が今の市

政がよろしくないということで繋がっています。一番面白いのは、この鉄道高架反対派と

賛成派の両グループが応援していて、同じ選挙の当選することを目標として繋がったとい

うのは面白いなと思っています。 
 あと私たちが関わっていた生活困窮者とか若者と出会ってもらうということで、いろん

な、例えば、街頭演説の時に一緒に出掛けてお手伝いしたりとか、ポスター張りもそうで
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すし、いろんなことも手伝ってもらって、ここからまた就労が生まれたりとかもしていま

すし、その後に地域に出て、出会うことがありました。あと選挙後のつながりの場として、

沼津市議会見た後会というのをつくりました。これはみんなで議会を傍聴しましょうとい

う活動をしていて、今までずっと議会傍聴が共産系の人たちは結構傍聴に来るんだけれど

も、他の人の議会を傍聴することはあまりないんだよねということが多かったんですけれ

ども、当初は、図書館運動もそうですし、市長を応援するということで、傍聴を促しまし

た。またこれは後でお話をします。 
 この選挙戦の時にこだわったのは、結構な方と 1 人ずつ会ってお話しをしていって、仲

間になってもらったということだったんですけれども、これは本当にしていたか分からな

いんですけれども、その新人候補がもともとアメリカの IBM にいたんですけれども、結構

アメリカ生活が長くて、選挙とかもやっぱり手伝っていたらしいんですよね。なので、も

しかしたら、CO を知っていたのかもしれないということで、ちょっと動き方とか戦略表と

かもすぐ理解してくださったので、きっと多分知っていたんではないかということです。

その時にやっぱり 1 人ずつ誰に YES、あなたを当選させるために動きますよって言ってく

ださるかということを考えながら動いて、誰が力を持っているかというか、そこの長とか

はもちろんなんですけれども、連帯させていくということをすごい考えながら動いて、声

かけをしました。 
 絶対的なのは、毎回選挙事務所の後ろ方に戦略表を張ってあって、それで、戦術をやり

たがる人はすごい多かったんですけれども、戦略で、きょうは、こういう戦略で動いて、

こういう気付きがあって、ここがこうなったからということで、毎日戦略表を更新してい

った覚えがあります。もう一個は、いつも楽しみながらやるということで、結構選挙に二

十歳ぐらいから関わっているんですけれども、大体あんまり雰囲気がよろしくないところ

が多いんですよね。結構押さえつけされていたりとか、やりたいことをやらせてもらえな

かったりとかというのがあったんですけれども、この選挙は、すごい楽しくできて、すご

い達成感のあった選挙でした。 
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 次なんですけれども、次は、選挙の話から NPO の話になります。先ほど言ったように、

2015 年から私はサポーターとして活動しています。最初の頃は、ほとんど活動していなく

て、本当に絵本を読むとか、ちょっと仲見世という商店街があるんで、そこを若者と歩く

ぐらいだったんですけれども、2016 年から生活困窮者のための自立相談支援事業というの

を NPO が受けたので、そちらの活動を応援することが多かったです。当初は、年間 350
人ぐらいの方がご利用されていたと思うので、出会うスピードもそんなにはなかったんで

すけれども、去年、私はサポーターではなくて有償で一時入っていたんですけれども、1,200
人くらいの方が新規でご利用されています。日々の人数だと、すごい人数になります。 
 ここの NPO の中でやった実践というのが、ごちゃまぜの伴走支援を意識しているという

ことで、支援者対被支援者、相談者と利用者さんという 1 対 1 の関係だと、実際限界があ

るなというのを目の当たりにして見ていたのと、後で紹介しますけれども、市民団体なん

ですけれども、そこにまた市民組織みたいな、ちょっとちっちゃい組織みたいなのをつく

ったんですが、サポーターさんが結局 1 対 1 でやっていくと、支えきれなくなって、「私、

もう無理」と言って離れていってしまうということがあったんです。なので、サポーター

同士で応援しようということを始めました。それがいろんな人が関わっていくと、セーフ

ティーネットになっていくということで、個々の伴走から、困りごとを真ん中にしたごち

ゃまぜの伴走支援に移行してきました。もう一個が、津富さんから有償さんに言われてい

ると思うんですけれども、自立相談支援センターの職員さん、有償サポーターって私たち

は言っているんですけれども、コミュニティ・オーガナイジングをしている実践者だよね

という意識を持つということです。 
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 ごちゃまぜの伴走支援のところなんですけれども、2016 年 2月です。子ども食堂をやり

たいよという方が、サポーターさんが出てきました。その方はやっぱり 1 人やりたいと言

っていたので、あと学習支援をやりたいという方も、また 1 人やりたいと言っていたので、

じゃあ、お友達とか仲間を増やしましょうということで、ミーティングなんかとかしてス

タートを切りました。5 月には、「サポぬま」という先ほど言った市民組織をスタートした

んですけれども、最初はサポーターしか入っていなくて、いわゆる利用者とか若者、私た

ちが若者と言っているんですけれども、は、一緒にはいなかったんです。最初の立ち上げ

の写真が上から 2 段目の写真なんですけれども、ほとんどがサポーターさんです。最初何

をやるかというか、「困りごとがありませんか、活動していて何か困っていませんか」とい

うことを聞いていたんですけれども、4月ぐらいから、これも津富さんから「この映画はい

いよ、サポーターさんと見てね」ということで映画鑑賞をしたりとか、あとサポーターさ

んの中で、「私、実はこういうことを困っていて」という方がいらっしゃったので、勉強会

を始めました。それで、8月にコミュニティ・オーガナイジングの研修をするわけですけれ

ども、その時にいたサポーターが何人かいるんですけれども、連帯をしていくというので、

サポーターだけじゃないよねということで、ごちゃまぜの場が始まったんじゃないかな、

これがきっかけだったんじゃないのかなとは思っています。 
 11 月ぐらいになると、自助グループが発生します。ごちゃまぜになったことで、サポー

ターも困っているし、利用者も困っていて、同じ困りごとがあったら、そこの人で自助グ

ループをつくってもらって、例えば、不登校の子を持つ親同士だったりとか、発達障害、

サポーターさん自体も発達障害を持っている。利用者である人も発達障害を持っていると

いう方は、じゃあ、そこで茶話会をやってもらいましょうとか、あとセクシャルマイノリ

ティーの相談とかがあったんですけれども、やっぱり何人か相談者がいて、私と同じよう
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な方に会いたいということがあったので、そこでまた組織化していってというので、縦横

無尽の自助グループがたくさん生まれます。自助グループもできたんですけれども、もと

もと活動していた沼津市ひとり親会という自助組織もあったので、こちらの応援も始めま

した。というのは、ひとり親だけでは、ちょっとやっぱり自分たちの活動がしきれないと

いうことがあったので、応援しましょうということです。 
 さらに、もうこの辺になっていくと、いろんな人がもうまぜこぜになってきて、いろん

な活動が始まっているんですけれども、このきらきらした写真なんかは、これは写真部と

いって、若者で、ちょっとスマホを上手にあれする子なんかは、写真が上手だったりする

ので、もともとカメラ屋さんに勤めていた方と一緒に写真部というのをつくったりとか、

私は高尾山古墳に関わっていたので、歴史が好きとかというのもあって、歴史部というの

を他のサポーターさんとか若者とつくったりして、ちょっとお出掛けみたいなのをし始め

ています。ちょっと分かりにくいんですけれども、上の写真なんかは、サポーターさんだ

け。最初の頃の写真なんですけれども、下は、もうサポーターさんのミーティングに若者

も入っているので、多いと、30 人ぐらいがミーティングを一緒にしていましたね。そこで

何をするかとか、また出会って、またどこかに行ってみたいな感じでした。 
 

 
 次ですね。ごちゃまぜの伴走支援が始まると、どんなことが起きるかというと、困りご

とと出会って、自発的な活動がもちろん増えてくることと、困りごとを真ん中にして、た

くさんの人が関わる。1 人だけじゃなくて、いろんな方がお手伝いしてくださることになり

ます。困りごとの真ん中だった人、本当困っていたんだよという人が、たまには、「それは

僕はできるから、あなたの困りごとを手伝いますよ」といって入れ替わることもあります。

困りごとを抱えた人も、他の困りごとを出会うと、勝手に動き出すというか、「僕も何とか
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やりたいです」とかいう方もいらっしゃるんで、活動が始まります。相談者さんが相談者

さんの相談に応じるという。相談している際中に気になった隣の相談者さんの相談に応じ

るとかということもありました。 
 困りごとって、ぐるぐるぐるぐる回っているので、そういうことが起きてくるんだろう

なとは思うんですけれども、そうすると、今度地域を開発するといったら変ですけれども、

つながっていくスピードが高まっていきます。自分たちの周りだけではなくて、地域にい

る人たちを巻き込むようになっていきます。最終的には、困りごとを抱えた人たちが人と

出会うことで、困りごとが解けていくというか、全くなくなるわけではないんですけれど

も、どんどんどんどん解かしている状態です。その出会う中で、自分たちは何が幸せかな

とかってお話ししたりとか、どんな社会になりたいのかなとかいうのを話しているうちに、

皆さん、お互いを信頼し合う、信頼し合う仲間を増やしていくということが始まっていき

ます。ここはちょっと見にくいですけれども、隣にあるのがサポーターの活動です。ちょ

っと見にくいと思いますけれども、真ん中に困りごとがあって、いろんな、ここは個別の

相談がいっぱいあるんですけれども、周りに地域の方、お寺さんが子ども食堂を始めたり

とか、学習支援が始まったり、外国人がいれば日本語教育が始まったりとか、いろんなこ

とが始まっています。 
 

 
 もう一個です。自立相談支援センターの職員は、コミュニティ・オーガナイジングの実

践者だということなんですけれども、センター長を含め、有償のサポーター、職員さんは

リーダーシップを取らないということを原則にしています。これは地域においてというこ

とになりますけれども、基本的には、自分で最初の相談は受けますけれども、全てを完結

させない、自分でやらないということを念頭に置いてやっています。じゃないと、もうす
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ごい勢いで窓口に相談者がやってくるので、全部まともに受けていたら、相談者さんは、

もうやり切れないです。実際、沼津に限らずですけれども、窓口相談員が鬱で離職すると

いうケースは結構あります。これを全部自分で抱え込まないということですよね。困りご

とを市民につなげていくことで、自分のできることを他の人にやっていってもらうという

ことです。そうすると、市民はどうかというと、自分たちの困りごとを、自分たち、市民

のものだということを認識し始めて、困りごとに出会った人たちを組織化していくことに

なります。最初は 1 人で動く人もいるかもしれないですけれども、一緒にやりましょうと

いう声をかけて、組織化していきます。 
 

 
 実際、こういうことが起きます。自立支援センターから、「仕事がなくて、お金がなくて、

食料がなくて困っていますよ」という方のメールとか SNS で発信があります。これが NPO
でサポーター登録している方に届いたりとか、例えば、私が個別に発信すると、SNS で友

達に拡散されたりとかして。これは私が有償の時のやつですけれども、6月の段階で、赤ち

ゃんを生む予定なんだけれども、お金がなくて、もうマタニティのものが買えなくて困っ

ていますという相談があったんです。これは自立相談支援センターで受けていると、じゃ

あ、お金を借りてくださいとかということになるとは思うんですけれども、そうではなく

て、地域に赤ちゃんが生まれている人がずっとその服を着ているわけじゃないから、余っ

ているはずですよね。なので、マタニティの服はありませんかとかいう声かけをします。

そうすると、マタニティの服を持ってきてくれる地域の方がいるんですけれども、そのと

きに、マタニティの服もそうですけれども、「おむつとかお産の用品も必要だよね」って持

ってきてくださったりとか、時には、相談者さんと持ってきてくださった方が窓口で会う

こともあります。そうすると、またおむつが届いたりとか、「生まれたの？」って気にかけ
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てくださる方がいたり増えていきます。 
 もう一方の写真はですね。これも冷蔵庫とか洗濯機がなくて困っているよという方がい

らっしゃったんですけれども、車はあるんですけれども、人手がなくて運ぶ人がいない。

どうしようといったときに、声をかけると、「じゃあ、僕がやるよ」って感じで手伝ってく

ださった方がいます。こういうのは、いろんなところで出てくるということなんですけれ

ども、こういう市民がどんな方かというと、もちろん困りごとを抱えていた、もともと当

事者であって、もともと当事者って変ですね。当事者であったりとか、もともとの相談者

であったりとか、もちろん有償のスタッフもいますし、市役所の職員が手伝うときもあり

ます。それは自分が休みのときだったりとかするときもあるんですけれども、あと議員さ

んだったりとか、地域のいろんな方、いい人たちが手伝いをしてくださって、そのうちに、

その方たちが市役所に「こんなことがあったんだけれども、市役所は何をやっているの」

と言ってくださったりとか、議員さんに、議員さんも動いているので、議会で質問をして

くださって、何とか解決しましょうという方向に動いてくださることも増えていきました。 

これは今までの NPO の関わりのちょっと一部の話なんですけれども、それと並行してなん

ですけれども、先ほど市長選があったお話をしたんですけれども、市民連帯がいろいろ始

まっていきます。 
 

 
市長選をきっかけにと言ったほうがいいというか、もともと市民運動が盛んなので、連

帯するベースがあるのかもしれないんですけれども、「沼津市議会見た後会」というのを選

挙後に発足しました。市長を最初応援するためだったんですけれども、傍聴席が 30席しか

ないんですけれども、60名ぐらいで押しかけて。60名ぐらいに、いろんな人に声かけてい

たらなっちゃったんですよね。モニタールームとかをつくって、いろいろ議会の見やすさ
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とかも提案してきました。トイレが男女兼用だったりとかしたので、女性が使えるような

トイレも入れてくださいみたいな感じで、要望書を作って、これを市長に渡していきます。

これが市民の小さな成功体験ということもあって、さまざまな活動がされています。これ

は今、話しているのが、「沼津市議会見た後会」で、議会について教えてもらいたいという

のを、その時の議長さんに来ていただいて、お話しているんですけれども、この議長さん

が今の市長さんになっています。前の市長さんは、ちょっと病気で突然亡くなられたんで

す。 

 
 次に、ブルーシートカフェというのを今、主催しているんですけれども、これは、若者

とかが「共謀罪って何なの？」なんていう話をしていて、「じゃあ、それだったら、みんな

でお話しできる場が欲しいよね」ということで、「じゃあ、どこで話す？」ということで、

その共謀罪が監視されているというのもあって、「じゃあ、公園で話そう」みたいな感じで、

「パブリックを利用して話しましょう」ということで、共謀罪について何だろうと思って

疑問に思っている人たちが最初は集まって、広場でできる勉強会という形で始めたんです

けれども、今は政治とか社会の疑問についてみんなでお話ししましょうということで、な

るべく外に出てお話をしています。公園であったり、駅前広場。これは、すごい暑かった

んですけれども、4月ぐらいだったかな。すごい日焼けしたんですけれども、いろんな人が、

「あれ？ 何をやっているんだろう」という感じで通りすがりの人が参加できるように。

ということで、公園、あとこれは商店街のところですね。ちょっと追いやられてしまった

んですけれども、そこでお話をして、結構通行人の人が、「私は政治のこと、こう思ってい

るのよ」なんて言って、交わってきました。あとは本を読んだりとかをしていますね。 
 これが影響されたのは、紹介しますけれども、工藤律子さんの著書で『雇用なしに生き

る』という本があって、スペインの広場で市民が政治のことについて話しているというの
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を見ていて、いいな、沼津もできるんじゃないかなみたいな感じで、ちょっとやり始めま

した。ここでももちろん生活困窮者の方が入っていたりとか、いろんな方もいて、議員も、

本当にごちゃまぜで動いています。 
 

 
 先ほど工藤律子さんなんですけれども、その後、2017 年の 11 月に津富さんが静岡のほ

うで、おちゃっこ会というのを主催されているんですけれども、スペインのポデモスの方

とオンライン、その時はすごいなと思ったんですけれども、スペインの方とお話をさせて

いただく機会があって、私と同じようなおばちゃんが画面越しにいっぱいいて、「あなたた

ちもできるわよ」みたいな感じでお話をしてくださっていて、その時にやっぱり政治を変

えて、暮らしを変えていくという市民の小さな集まりみたいなのを見ていて、すごいなみ

たいな。スペインができるんだったら、日本もできるんじゃないかみたいな、ちょっと浅

はかですけれども、そう思い込んでいました。市民同士が対話するというベースがなかな

かやっぱりできていない、特に政治の話をするというのはご法度みたいな風潮があったの

で、特に女性ですよね。女性が話をしているのをけしからんみたいなのが、沼津に結構今

までも市民運動の中であったんですよね。なので、オープンな場で、おばちゃんたちが結

構お菓子とかお茶を持って政治の話をしていくという活動が、ブルーシートで生まれたと

いうのはよかったなとは思っています。 
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 もう一個です。NPO の自立相談支援センターというのは受託事業なので、最初の 3 年間

は NPO で受託したんですけれども、去年、私が入る 2 年前、2 年間は事業者が変わりまし

た。人材派遣会社が受託したんです。なので、困りごとを抱えている人を、じゃあ、どう

したらいいの。せっかく繋がったのにどうしたらいいのということで、サポーターさんが

動き出すんですけれども、そもそもコミュニティ・オーガナイジングのオーガナイザーは

有償さんがやるという感じでやっていたので、それをできる人がいなかったので、ちょっ

と困りごとがあふれちゃったというんでしょうか。どうしたらいいんだろうと、このまま

だといかんなみたいな恐れがありました。 
 何とかする方法として考えたのは、一つ場所を、困りごとが来れるようにということで

つくり始めていたんですけれども。これを「サポぬま」、NPO だけでやろうとしたんです

けれども、とてもこれは経費がかかるし、時間も、事務員として私がいたとしても拘束さ

れるし、困りごとは結局は行政のほうに行くので、ここには集まらないなってことで、こ

の場はすぐにやめました。私たちができることというのは、地域に出てコミュニティ・オ

ーガナイジングをできる人を増やしていかなきゃいけないんだなというのをその時にすご

い気付きました。ここは、「わたなべだいすけ」って書いてあるんですけれども、これもサ

ポーターさん。選挙に出て、その後の事務所を使わせていただいていたんです。 
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 私たちは、取りあえず学びながら実践を繰り返すということで仲間を増やしているんで

すけれども、勉強会を幾つか参加させていただいているんですけれども、ミッドウエスト

アカデミーの勉強会に 2 回ぐらいサポーター数名と参加させていただいたり、室田先生が

沼津に来てくださった時は、それも津富さんの絡みの団体さんが主催されていたと思うん

ですけれども、サポーターさんと参加したりとか、主にサポーターさんと一緒に参加した

勉強会が多かったんですよね。いろんな市民活動とかをしていたので、その方たちに主体

的にちょっと参加していただきたいということで、津富さんが県大でやっている講座にサ

ポーターさんに行ってもらったりとかしていました。それだけでも足りないなということ

で、団体をつくって、市民連続講座として、コミュニティ・オーガナイジングを学ぶ場を

つくりましょうということで、2019 年から活動が始まりました。 
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 これが沼津市民シンクタンクの最初になるんですけれども、当初というか、活動の目的

というか、市民の、市民による、市民のための地域を理論的・具体的に構成する、実践を

するためのプラットフォームをつくり、地域づくりの基盤となる市民シンクタンク創設を

目指すということで、県大の研究室とか、沼津市に民間まちづくりファンドというのがあ

るんですけれども、その助成を受けて、コミュニティ・オーガナイジングとか、社会連帯

経済についての勉強会とかワークショップとか、あと韓国にも視察しに行かせていただき

ました。ここに書いてあるんですけれども、8月、9月とコミュニティ・オーガナイジング

の集中講座を市民、市民活動をしている方ですよね。20 名ぐらいに来ていただいて、勉強

会をして、あと県大の子は、工藤律子さんのコーディネートでスペインに視察に行って、

その報告を聞いて、スペインの場ってこんな感じですよというのを聞いて、みんな、「いい

ね」みたいな話を聞いたりとか、あと藤井先生にも来ていただいて、社会連帯経済につい

てお話をしていただいたりしました。 
 連続講座なので、いろんな講座があるんですけれども、明治大学の柳澤先生の視察先に

ちょっと連れていっていただいて、若者の支援の現場を見させていただいたりとか、シニ

ア支援をしているところを見せていただいて、こういうのがあるといいねということで、

韓国のそのコミュニティ・オーガナイジングの現場というんでしょうか。それを見させて

いただいて、12 月には、韓国のコミュニティ・オーガナイザーの方からお話も聞いていま

す。いろいろ勉強をしていくんですけれども、勉強だけをしていても、なかなか組織化は

できないので、皆さんに声をかけて、次の年度ですよね。 
 次の年度が、立ち上げの組織化のために工藤律子さんとか岸本聡子さんをお呼びして、

市民連帯の活動とかミュニシパリズムについて勉強して、県大の子にまた、いつも手伝っ

ていただいているんですけれども、手伝っていただいて、ちょっとその時は、まだ Zoom に



 23 

慣れていなかったので、Zoom を使ったワークショップをして、みんなが「こんな町になっ

たらいいね」みたいな共有をしていきました。そこで、その後は、もうオンラインとか対

面もそうですけれども、定期的にミーティングを繰り返して、じゃあ、立ち上げましょう

みたいな話になっています。 
 

 
その間なんですけれども、立ち上げながら実践というか、学びながら実践というのを繰

り返しているので、その前にもありましたけれども、去年の 3 月ですけれども、ちょうど

コロナで一斉休校になったこともあって、私たちが活動している沼津市ひとり親会の会員

さんが、コロナで大変で、休校で大変だよというお話を聞いたので、じゃあ、アンケート

を採りましょうということをサポぬま、ひとり親会とシンクタンクということで 3 団体で

アンケートを採って実態調査をしました。この時は、会員さんが 30世帯ぐらいだったんで

すけれども、結構リアルな声が聞けて、それで、お寺さんに「本当にご飯がなくて困って

いますよ」とか、「トイレットペーパーを買いに行きたくても、もう売り切れて困っていま

すよ」みたいな話をして、「じゃあ、僕たちが動くよ」ということで、学校給食を考える会

の方とかも一緒になって手伝ってくださっています。 
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 その後に 2020 年は教育長さんにその要望書を持っていって、学校休校中の図書館の利用

とかというのをさせていただいたりとかというのも、これはひとり親会だけじゃ、とても

できなかったと思うんですけれども、シンクタンクとか実際に動いているサポぬまとかと

一緒に連帯したからできたことかなと思っています。そういう市民連帯の実践の中で、ま

た 12月、1月、去年の年末ですよね。沼津市自立相談支援センターに関わっていた団体さ

ん、外国人支援をしていたりとか、子どもの支援もそうですけれども、11 団体で、沼津の

暮らしを守る市民連帯というのを組織化して、年末の困りごとを相談をしました。食料配

布とか労働相談とか生活相談とかをして、利用数とかちょっとあれなんですけれども、し

ています。年末だったんですけれども、高校生が手伝いに来てくださったりとか、新聞を

見たということで、急きょ物資が届いたりとかして、結構な参加がありました。3 月には、

沼津市民シンクタンクを創立するための総会を、連帯して組織化できてきたので行ったん

ですよね。ただこれが、目的が違う人がいたというのが後から分かったというか、総会設

立のちょっと前に分かって、1回ここでいったん解散しましょうということで、7月に 1回
解散して、今、仕切り直し中です。 
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 失敗から学ぶじゃないんですけれども、組織化できなかったということで、最終的に、

自立相談支援センターを、実際また 4 月から派遣会社さんが受託しています。私たちがす

ごい頑張ったんですけれども、頑張れば、じゃあ、事業が取れるかって、そういうわけで

はなくて、何か構造が違うんだなというのがふつふつとあります。やっぱりグローバリゼ

ーションの餌食となっているのは、私たちの事業もそうですし、もちろんつながった困窮

者の方であったりとか、実際私たちも弱い者へ、弱い者へって追いやられているというの

を、活動をしている中で感じているんですけれども、沼津市民シンクタンクというのは、

そういう困難な社会においても、いろんな多様性ある人たちと、LGBT の仲間だったりと

か、ひとり親の人たちであったりとか、生活困窮者、労働者の人たちがお互い弱い部分を

束ね合いながら、ばらばらで活動していても、やっぱり力はないので、一緒に連帯するこ

とで、地域の民主主義を、私たちの民主主義を実行していくという場のプラットフォーム

になればいいなってことで、勉強会を重ねて共有していたつもりだったんです。 
 共により暮らしやすくするにはどうしたらいいのかなとか、構造がおかしいんだったら、

どうしようかなとかというのを連帯しながら活動していこうというふうに思っていたんで

すが、やっぱり目的が違かったというのが分かったんですよね。 
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最後になりますけれども、市民のためのコミュニティ・オーガナイジングというのは、

今後どうしたらいいのかなというのを考えていて、沼津市民のコミュニティ・オーガナイ

ジングって、生活困窮者の困りごとを真ん中にした市民連帯とかだけではなくて、選挙と

か、この困窮者支援をやっている、例えば、市役所とかなんかは、非正規雇用の温床にな

っているわけですよね。ワーキングプアになっていますよね。そういうの、グローバリゼ

ーションとかに拮抗するために市民連帯とかに発展していくって考えています。実際、そ

ういう兆候というか、活動もしている方もいらっしゃいます。あと社会的連帯経済の学び

もあったということもあって、コロナで特にそうなんですけれども、お仕事を失った高齢
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者とか若者たちに何とかお仕事をつくってあげたいというサポーターさんがいて、例えば、

資源ごみを回収しているリサイクル業者さんがいらっしゃるんですけれども、そこの資源

ごみをうまく加工して、それをちょっと高い値段でメルカリで売れないかなみたいな感じ

でやり始めた方とか、あと地域で去年、不作でちょっと失敗してしまったんですけれども、

地域で収穫できない柿、取る人が高齢者になってしまって、取る人がいなくなってしまっ

た柿がいっぱいあるので、それをちょっとブランド化して干し柿にできないかなという人

が現れたので、「ちょっと地域のビジネスみたいなのをもうちょっとブランディングできて

いくといいよね」みたいな話をしています。 
 あとひとり親会では、市場からいっぱい大量の寄付でニンジンが毎回 120 キロぐらい届

いたりとかするんですけれども、100世帯なので、さすがに使いきれないんですよね。それ

をどうしたらいいのかなということで、いろいろ相談したら、「じゃあ、スープを作るとい

いよね」なんて話をしていたんですけれども、じゃあ、それを誰が作るかとなったときに、

結構会員さんの子どもで不登校の子がいて、やることがないとかというか、お母さんもお

仕事をしているので、どうしていいかが分からない子がすごい多いんですよね。「不登校の

子たちの居場所になりつつ、スープ作りつつみたいなことができるといいんじゃない？」

みたいなお話をしているんですけれども、やっぱりコロナの影響もあって、場を貸しても

らえなかったりとか、いろいろ制限が続いていて、どうしたらいいかなというふうに皆さ

ん、今、模索している際中です。 
 ただやっぱりみんなで集まるって、今ちょっとできないんですけれども、SNS とか電話

とか、この直前とかも結構連絡とかしていたんですけれども、あらゆるツールを使ってお

話とか対話だけは絶やさないようにしていこうとは思っています。その中で今、最近出始

めたのは、市長選が 4 月にまた行われるんですけれども、この時に、最初に戻ると、亡く

なられた市長さんと、応援するためと言ったら変ですけれども、市民政党、ポデモスみた

いな政党があると、お互いに私たちのこういう行政とか暮らしを変えていきたいというの

が早く進むよねという話をしていたので、いつか市民政党をつくって、市長さんとか議員

さんとかを民主的に擁立して私たちの社会を変えられるようになっていく連帯ができれば

いいなと思っています。沼津市民は、コミュニティ・オーガナイジングを知っている方っ

て、もう本当にまだ少ないので、やれる方というか、活動をしている中で、一緒にコミュ

ニティ・オーガナイザーとしてやれる方ってまだ少ないんですけれども、私たちの課題と

しては、このコミュニティ・オーガナイザーをやっぱり増やしていくというのが目標にな

っています。ありがとうございました。 
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（質疑応答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
司会： 
ありがとうございました、小和田さん。現在進行形のまさに活動について、必ずしも物

事がスムーズに進んでいるところだけじゃなくて、想定外のこともあるというところも、

でも、すごくそれが学びにつながるなと思って、お話を伺いました。では、最初に津富さ

んから少し何か補足する部分等あったら、お話しいただいてもいいですか。 
 
津富： 
聞いていただいて分かると思いますけれども、例えば、うちが NPO が委託事業を失った

りするとか、そういう文脈自体がやっぱりグローバリゼーションの中で起きていると。要

するに、ケアの商品化みたいなのが起きているという理解がもともとあって、だから、僕

らはローカルな展開をしていくんですけれども、特にミッドウエストなんかは、具体的な

今、この 1 種でこれを解決するんだよということで、一つ一つ戦略表を作っていくわけで

すけれども、僕らからすると、地域住民って何十年も一緒に過ごしていくので、CO を使う

ことが表に出る局面も、選挙とかありつつ、実際に背景にある市民連帯をどうつくるかと

いうことがすごく大事です。人間関係をどうつくっていくかということで、ただ人間関係

って友達になるとかではなくて、やっぱりいろんな運動を一緒にやることだと思うんです。 
 その時に、今のグローバリゼーションの話に戻ると、やっぱり地域が窮乏していくとい

う構造自体を問い直すということをしなきゃいけないなと思っていて、そういうことで、

僕自身の流れでもありますけれども、当初 CO を共有していくわけですけれども、途中か

ら、きょうも藤井敦史先生もおいでになっていますけれども、ミュニシパリズムとか社会

的連帯経済も共有していくという流れになっています。そういう意味で、いわゆる僕は CO
というのは、割合と理性的な運動だと思っているんですけれども、要するに、最初にあま

りにも旧来左翼の方々という言い方はよくないかもしれないけれども、あまりにも理性的

じゃないので負け続けているという。CO はそれをある意味合理化していく側面があるわけ

ですけれども、同時に、僕らのもともとの困りごとを中心にした地域づくりというのは、

すごくそこで起きている、現場で起きていることというのは、感情の交流だったり、放っ

とけないねというような生々しいことだったりして。ですから、chaotic だというか、カオ

スの中から人と人の連帯を生み出して、理性的にやらなきゃいけないところは、CO をさら

に表に出してやっていくということの連続運動化しているというのが僕の理解です。 
 だから、まだまだ頑張んなきゃいけないんですけれども、やっぱり地域そのものをつく

っていくというところは、かなり僕ら自身が本当にもともと烏合の衆としての市民ですの

で、烏合の衆としての市民が、実は、なんか助け合えると、さっきの話じゃないんですけ

れども、お産が助けられるよとか、そういうリアルな体験をいっぱい積み重ねるというこ

とをやっていくということが大事なんだなと。本当に身近なことをすごくたくさんやらな

いと、本当に大きな市民連帯として闘っていけないというのが私の理解です。ちょっとそ



 29 

れだけ補足です。以上です。 
 
司会： 
ありがとうございます。では、質問をしていただければと思いますが、どうでしょうか。 

 
参加者 A： 

2 つあるんですけれども、1 つは選挙運動の話のところとかで、戦略表を毎日更新しなが

ら、どんどんやっていったんだというふうなことをおっしゃっていて、すごい面白いなと

思ったんですけれども、戦略表を日々の実践の活動の中で更新していくというのは、具体

的にどういうことをやられていたのかなというのが、1 つ聞きたいなと思いました。 
 それから、もう一つは、静岡方式の特徴なんだと思うんですけれども、「困りごと」とい

う表現をすごくよく使われると思うんですよね。逆に言うと、「ニーズを解決する」とか「社

会問題の解決」という言葉に対しては、すごく忌避感というか、多分かなり否定的に捉え

られていると思うんですけれども、そこは実は結構大事なのかなと思っていて、そこを明

確に理解したいなと思っていて、その「困りごと」という言い方だとか、あと「困りごと

が解けていく」とかというふうな言い方をされていて、その辺がすごく面白いなと思った

んです。「ニーズ」とかという言い方をしちゃうと、CO の何か決まった一定のセグメント

があって、ある一定の人たちのニーズみたいなのが想定されているみたいな世界を想像し

ちゃうんですけれども、そうじゃなくて、そもそも最初の段階だと、すごく微妙な違和感

であったりだとか、何が原因なのかもよく分からないし、どうやって解決していいのかも

分からないような、しかも、すごくそれが個別の当事者、一人一人の主観的な思いとして

何かがあるわけですよね。そういう段階から、それをやっぱり解きほぐしていくというか、

それをどういうふうに考えていくのかみたいなことを寄ってたかって、ごちゃまぜで考え

ながら解決法を編み出していくという、そういうような在り方なのかなと。 
 だから、そういう中では当然困りごとを持っている人自体も主体化せざるを得ないとい

うか、主体的になっていくということが必要になってくるので、問題解決を専有できる誰

か人がいるわけではなくて、みんなで解決していくんだみたいなことも、そこには込めら

れているような気がしていて、すごく多義的な意味が込められているのかなと思っていて。

「困りごとを軸にして、それをみんなで解かしていく」という表現は、すごくいいなと思

ったんですけれども、そんな今言ったような解釈でいいのか、それよりもっとこういう意

味が込められているんだみたいなことがあれば、ちょっと小和田さんや津富先生から教え

ていただけるとありがたいです。以上です。 
 
司会： 
ありがとうございます。2 点ですね。戦略の更新について、それから、「困りごと」とい

う言葉の使っている意図について、まず小和田さんからお願いしてもいいですか。 
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小和田： 
選挙の戦略の課題の部分は変わらないんですけれども、YES となっていく人たちはどん

どん増えていくわけですよね。あなたは反対しているという人に対して、誰がというのが

やっぱり見える化していくのが必要だからということで、それがすごい更新をされていき

ました。何が起こったかというのを加えていったというのはあって、一番沸いたのが、「あ

なたを応援します」と言った時が一番沸きましたよね。なかなか山が動かなかったところ

が動いたということで、そういうことがありました。NPO に関しては、津富さんからのほ

うがいいとは思うので、津富さんから話を。 
 
津富： 
「解けている」と言ったのは小和田さんなので、そこは小和田さんなんですけれども、

僕の感覚というのは、困りごとを奪わないという感覚はとても強くて、困りごとは市民の

ものなので、ちゃんと市民に返すというか、これは話がちょっと違うかもしれません。僕

は犯罪学なので、犯罪学に修復的司法というのがあるのはご存じだと思いますが、修復的

司法の考え方のコアというのは、専門職、あるいは司法の専門家が地域の困りごとである

犯罪を奪わないという原則があって、それをやっぱり徹底しなきゃいけない。この困りご

とってみんなのことだ、みんなの困りごとだということだと私は思っています。 
 
小和田： 
そうですね。それに基づいて、自分たちというか、みんなでいろいろ考えて、さっき地

域課題はこうだといっているけれども、困りごとって人によって全然違うし、時によって

も変わっていくし、課題が解決とか、よく地域課題解決とかというんですけれども、困り

ごと解決って実際ならないんですよね。なので、私たちは、その困っているところの表面

上だけでもちょっとみんながやんややんや言いながら関わって、少し困りごとが小さくな

った。でも、ちょっと動くと、また困りごとが大きくなったりとかって、困りごと自体も

膨らんだり縮んだりとかというのもあったりするので、「解かしていく」という表現だった

りとかを使っています。地域課題解決って、藤井先生にも来ていただいたんですけれども、

沼津市のソーシャルビジネスセミナーで、よく行政の仕様書に書いてあるんですけれども、

ちょっとそれって、さっきも一緒にやっているスタッフさんと話をしていたんですけれど

も、やっぱりイコールお金というか、新自由主義となんら変わらないというか、そう思っ

ていて、そうじゃなくて、「単に私たちは地域の困りごとをみんなで解決、何とかしたいん

だよね」という、「目の前に困りごとがあれば、解決したいというか、何とかしてあげたい

んだよねというだけだよね」という話をしていたので、そのぐらいかな。ちょっとうまく

答えられないんですけれども。 
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参加者 A： 
よく社会的企業とかソーシャルビジネスだと、社会問題が解決するビジネスですみたい

な言い方をするんだけれども、逆に、リアルな本来的な社会問題というのは、そう簡単に

解決できるものじゃないわけだから。 
 
小和田：そうなんですよね。 
 
津富：1 人で抱えるよりもみんなで抱えるという感じですよね。 
 
参加者 A：なるほどね。ありがとうございます。 
 
司会：ありがとうございます。他、いかがでしょうか。 
 
参加者 B： 
小和田さん、本当にありがとうございました。今伺っている中でも、ちょっと興味を持

って、さっきちょっと思っていたことと繋がったので、ぜひ今と思ったんですけれども、

今、困りごとの取り扱いというような、取り扱いという言い方がどうかちょっとあれなん

ですけれども、「市民のもので市民に返す」という言い方のところがあって、返すという意

味が、ちょっと行き来がある意味なのかどうか、もしかしてそこは勘違いがあるかもしれ

ないんですが、そういう意味で、先ほどからのお話の中で「CO の実践者」という言い方が

結構入っていたと思うんですよね。それは「有償さん」という言い方でしたかね。そうい

う言い方であったと思うんですけれども、「有償さん」というのは、もともとその困りごと

を持ち込んだ人たちではなくって、それとは別の存在であって、CO の実践をするという「実

践者」という言い方だったと思うんですけれども、それはその困りごとを持ち込んだ人た

ちとやっぱり別の人たちがそれを担っていくという意味でそれを使っているのか、それと

も、そこの共感とかそういったものに基づいて、困りごとというのが、CO 実践者にどのよ

うに取り扱われた中で、これが進んでいったのかなというのをぜひちょっと教えていただ

きたいなと思ったのと、やはりその後、1on1 を重ねたり、戦略作りをしていく中で、行動

に移すというところの意思決定というふうなところは、そこからどのように行われていっ

たのかなというのを少し気になったんです。というのは、最後のほうで、これはやらない

ことになったとか、これはアイデアは出たけれども、しないということになったとか、で

も、今までの話の中だと、やっているものもあるわけですよね。そういったところの違い

というのもぜひ教えていただけたらありがたいなというふうに思いました。よろしくお願

いします。 
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小和田： 
CO の実践者って、有償サポーターと言ったんですけれども、それは、いわゆる、私たち

の NPO で言えば、支援員さんなんですよね。なので、持ち込んだ人と言ったら変ですけれ

ども、もともと相談を受けた人が、CO の実践者。それをどれだけ地域の方につなげられる

かというか、地域にあるソースと言ったら変ですけれども、それとうまく繋げられるかと

いうのが有償さんの役割で、繋げていく人たち、ハブだとは思っています。 
 
司会： 
小和田さん、今のそこで困りごとを抱えている人というか、その当事者というか、その

人はどういうふうに関わっていくのかというのが 1 つのポイントだったと。 
 
小和田： 
困りごとを抱えている人は当事者なので、当然最初は真ん中には置かれているんですけ

れども、最初は、私たち、困っている人を一緒に引き連れて、いろんなところ、地域を回

ったりとかするので、CO の中の課題の何になるんでしょうね。ちょっと何と言っていいか

分からないですね。津富さん、それって何になりますか。 
 
津富：困っていた人も、結局運動になっていくんだよね。 
 
小和田：最終的にはなるんですけれども、最初の部分って。 

 
津富： 
でも、小和田さんの話が典型例で、困っていた人のはずなのに、お話し会、お話の読み

聞かせをしなきゃいけなくなっちゃったんでしょう。 
 
小和田： 
そうですね。そういうふうになったりとか、いきなり…。だから、最初はどうだったか

って、人によってちょっと違ったりとかするのかもしれないんですけれども。 
 
津富： 
困り過ぎちゃっている人は、ちょっともう気力の問題とかいろいろとあると思うんだけ

れども、ただ僕らは、その人ができることは基本的に探しますよね。できることの中で、

僕らが持っている市民連帯の中で、その人が動けるようには基本的にしていきますよね。

ただそれはさっき言った、人によって多少違う。もうなんかすごい具合悪くて、すぐ病院

に連れていかなければならない人は当然いるので。 
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小和田：パターンが必ずあるわけではないとは思いますけれども…。 

 
津富： 
ただ延々、クライアントという役割を固定することはないよね。つながりの中に収まる

ようにするので、そのつながりが最初は純粋にかなり困っている人として収まるときもあ

れば、困っているけれども、こういうこともできるよねと収まるときもあるということだ

と思うので。 
 
小和田： 
そうですね。うちのサポーターさんは、結構いわゆるサポーターですって登録するより

も、もともと利用者だった方がサポーターになるケースは、だから、多いですよね。 
 
津富：僕らは分けないから。「元気になってきたんだから、手伝います」みたいな。 
 
小和田：「手伝って」ってなるので、その方が今度地域で動き出すこともありますしね。 
 
津富： 
きょうの話もちょっとあったかもしれないけれども、例えば、食べ物を配るというとき

には、もらう人自身がその食べ物を配る側に回っていくという。 
 
小和田：そうです。あとひとり親会の支援なんかは本当にそうです。 
 
津富：誰かが食べ物を整理してくれないと配れないからね。 
 
司会： 
ありがとうございます。2 点目の意思決定の部分はいかがでしょうか。誰がどのように意

思決定をして。 
 
小和田： 
意思決定は、みんなで「やる？ やらない？」という、ただそれだけですよね。ただそ

れだけだと思います。 
 
司会：そこの、やるやらないというのは、対面でみんなが集まる場があるとか。 
 
小和田： 
対面で集まってやったりとか、ちょっとコロナだったこともあって、例えば、組合の事
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務所のところに行こうという話になったときも、何人かに声をかけたんですよ。だけど、「え、

それはちょっと」という人が何人かいたので、じゃあ、やめとこうとかなったりとか、仲

間ができればやるわけですよ。3 人、4 人でも。 
 
司会： 
基本的には集まっているメンバーのコンセンサスというんですか。総意で決定している

ようなイメージですかね。 

 
小和田： 
なので、「もうやめた」と言えば、途中でやっていても、やめちゃうこともあるので。 

 
津富： 
全員がやらなきゃいけないわけじゃないですもんね。やりたい人がやればいいんですよ

ね。 
 
参加者 B： 
なるほど。それで、ちょっとさっきの話にも戻ってしまうんですけれども、そうすると、

CO 実践者という人のポジションというのが非常によく分かったんですけれども、例えば、

自分自身が困りごとというのを持っていた方々もいろいろポジションが動いていく中で、

有償サポーターに登録したりとかしていったりということで、他の方が抱えている困りご

ととか、そういうことにも CO 実践者として関わっていく姿というのも見えてきたりした

んですけれども、そういったところのモチベーションとか動機付けというところというか、

自分のもともと持ち込んだ問題というのは、もちろん変化していったり、変わらなかった

り、うまくいったり失敗したりとかいろいろありながら、そういう学びも持ってやってい

く中で、有償サポーターさんになって、CO 実践者の役割も担うようになってきたという中

で、また違う問題に向けて自分も参加していくというか、CO 実践者として関わっていこう

とする動機付けとか、そういったところは、どのように見ていらっしゃるかなというのを

ぜひちょっと教えていただきたいなと思ったんですけれども、いかがでしょう。 
 
小和田： 
自分と違う困りごとに遭うと、人って何とかしたいと思うというか、それで動き始める

んですよね。冷蔵庫がなくて困っている人が、サポーターさんに冷蔵庫を持ってきてもら

っていたときに、「すごいかっこいい」と冷蔵庫を持ってきてくれたサポーターさんに言っ

たんですよ。「僕もああなりたい」と言って、次にサポーターとして冷蔵庫を運ぶとか、そ

ういうのがあるので、困りごとに出会ったり、目の前に現れた自分に対してのスーパーマ

ンに憧れたりとかというのはあるのかもしれないですけれども、何となくそのぐらいでし
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ょうかね。 
 
津富：小和田さん、無理やりしばしば手伝わせるよね。 
 
小和田： 
それはごめんなさい。でも、私よりすごいもっと強引な人はいます。最初の写真に出て

きたちょっと大型の人たちの中には、ブルドーザーと言われちゃう人もいますからね。若

者を駆っていくというふうになって。 
 
津富：それはやめてください。 
 
小和田： 
「動いて、動いて、動いて」みたいな感じで、知らないうちに、「あれ、俺も？」みたい

な感じで動かされちゃったみたいな人もいます。 
 
司会：ありがとうございます。 
 
参加者 C： 
私は福祉領域にいるもんですから、すごく刺激を受けました。感想レベルでまず言うと、

福祉と政治って割と非常に遠いんですけれども、非常に密着しているというのが、これは

すごく福祉のほうに取り入れないといけない観点が 1 点。それと、これは私の範域ですけ

れども、私は、この関西では、箕面にある北芝というところの活動に学んでいて、この間

もちょっとヒアリングに行ったんですが、そこも生活困窮なんかをやっているんです。そ

このスタッフは、みんなコミュニティワーカーと言っているわけです。地域づくりの。そ

ういう人たちがこういう生活困窮の相談なんかに乗っていくときの手法がつぶやき拾いと

いう、ある意味では、きょうの「困りごと」というんですかね。それと結構参加者 A さん

が解説したところでいうと、同種の問題のつかまえ方というんですか。結構今回はそうい

う一般の事業者にという話でしたけれども、生活困窮のソーシャルワーカーとしてやる場

合には、やっぱりニーズという形で割と切り取って支援をしていくんですけれども、それ

やったら、やっぱり全く違うんで、北芝のやり方とここのやり方が割とよく似ているとい

う、非常にそういう感想を受けました。 
 本当はここでちょっと細かく聞いていきたいんですけれども、ちょっと今日は、それを

やめて、2 つご質問します。非常に小さいことで申し訳ないんですが、ごちゃまぜの場とい

う場をつくられましたよね。これというのは、非常に場の運営というのが、地域づくりの

中で非常に重要になっているんですけれども、これと CO との関係、組織化というのと、

やっぱり場の空間運営というのは、ちょっと違うような気がするんですけれども、ちょっ
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とその関連が、もしお言葉にできれば教えていただきたいというのと、それと、もう一つ

は、これはちょっと漠っとした質問で、きょうの津富さんのコメントの中にも要素が含ま

れているので、もしお答えにくかったらいいんですけれども、やっぱり沼津市という一定

の地域に限定された市民連帯という、この地域に限定されたというところと CO との関係

で何かコメントいただけるところはありますでしょうか。 
 
小和田： 
ごちゃまぜの場イコール CO かと言われたときに、違うかもしれないですし、でも、そ

こで起こっていることは CO だったりとかしますよねという感じでしょうかね、私が思っ

ているのは。CO をかけてごちゃまぜの場をつくるということは、選挙の中とかではありま

したけれども、実際この支援の中でごちゃまぜの場をつくるのに CO を使ったという感じ

でもないけれども、そこで起こったことについては使うぐらい。 
 
参加者 C： 
繋がっていく方法論みたいなものが多様化している中で、CO の組織化の方法論の中の幅

の広さという中にこういう方法をどう位置付けていくのかとか、どう関連するのかという

のに関心があったものですから、ちょっと聞きました。 
 
小和田： 
縦割りじゃ解決できないというのが、サポーターだけでは解決できないというか、そう

いうのがあったので、いろんな人を入れなきゃいけないなというのはあって、そこで多様

性を持たせたというのはありますけれども、その時にちょっと組織化するのに CO を使っ

たかというと、ちょっとそこは疑問かもしれない。 
参加者 D： 
今のごちゃまぜの場は本当なんかきょうのお話の結構鍵になる部分かなと思って伺って

いたんですけれども、その場自体のイメージがちょっとまだつかめないなというところが

あって。それで参加者 C さんのご質問もちょっとまだクリアになっていない感じなのかな

と思うんです。その場というのは、いわゆるケース検討会議みたいなものなのか、そこで

取り上げる課題は、A さん、B さん、C さん、多分 A さんだけのものではなくて、何人か

の方から見えてくる課題なんだろうなというふうには想像するんですけれども、それにつ

いてどうしようかと考える 1 時間とか 2 時間とか設定された場なのか、どういう場なんで

しょうか。 
 
小和田： 
例えばですけれども、固定化したごちゃまぜの場があるわけではなくて、私たちは居場

所があるわけではないので、地域活動の中に、例えば、ひとり親の支援なんかは、普通に
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考えると、事業費をもらうと、ひとり親の子どもと親と、いわゆるサポーター、支援者だ

けで行う活動がほとんどだとは思うんだけれども、そこに地域のおじいちゃん、おばあち

ゃんが入ってきて、そこにさらに生活困窮者が入ってきて、さらには、ひとり親の子ども

の友達が入ってきてみたいな感じで、それは、その中にそれぞれの困りごとを持っている

わけですよね。そこで話を聞いて、これがみんなの変えなきゃならないものだってなって

いって、例えば、擁護者変えるとかそういうのがあるので、そういうことでごちゃまぜの

場をつくっていると言ったほうがいいのかな。 
 
津富： 
さまざまな活動場面があって、活動場面がそもそもいろんな人がわさわさ入ってくるん

ですよね。だから、今はちょっと委託事業を持っていないですけれども、委託事業で言う

と、相談する自立支援センターというのがあるんですけれども、勝手にたまり場になって

いるんですよ、ボランティアの。生活困窮者の方も当然来るし、でも、ボランティアの人

も別に常駐しているわけではないので、出たり入ったりしているんだけれども、その場で

投げ込まれてくる問題をみんなでわさわさやっていくという。それは今みたいに自立支援

センターの受託を失った時点でも、例えば、こんなことがあるんだよねって小和田さんが

ある程度は個人情報は気を付けていますけれども、Facebook に適当に書き込むと、そこに

またわさわさと人が首を突っ込んで、「これはできるわ」と言える、全部それがごちゃまぜ

の場なんですよね。ケース会議というよりは、だから、普段の暮らしの中で、とにかくお

互いに首を突っ込みまくるという感じだと思うんですよね。 
 
小和田：ケース会議はやらないですね。 
 
津富： 
だから、対象者という発想が多分ないので、とにかく困りごと、困っているんじゃん。

じゃあ、何かなみたいな感じでお互いにやるという。だから、困りごとは、すごい端的に

布団がないとか表現されるときもあるし。それに首を突っ込むことで、また新たな展開が

出てくるので、僕らは、きょうはその言葉は使っていない。「化学反応」と言っていますけ

れども、なんか面白いことが起きたらいいよね。別にそこで布団の問題が解決するかもし

れないけれども、むしろなんか趣味が一緒の人がそこで発見されて、遊びに行ったりして

も全然いいと思うし。 
 
司会： 
それというのは、小和田さんが大抵そこにはいるものなのか、小和田さんが知らないと

ころでも、その化学反応がいろいろ起こっているということなんですかね。 
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小和田： 
もちろん私が知らなかったことはいっぱいあります。それこそ本当に相談者さんが帰っ

たかなと思ったら、立ち話して、何をしているのかなと思ったら、「今、私の引っ越しの荷

物をこの人が持っていってくれることに決まりました」とかふうに、後から報告されるこ

ともあったりとかしましたし、もう勝手に。ただみんな関わっているので、誰がどうなっ

ていて、ただ決まったけれども、じゃあ、それを誰が持っていくとかというのは、みんな

でやっぱり話をしたりとかというのはします。全部私が把握はできないです。 
 
津富： 
参加者 C さんについて言えば、CO という言葉を広く使ったり、狭く僕らが多分使ったり

しているので。それで混乱があるんだと思うんですよね。狭い意味での CO は、イシュー

ベースで僕ら、ミッドウエストのやり方を指していますけれども、広い意味で、僕らがも

ともとさっき静岡方式です、CO だったんだと言っているときは、ごちゃまぜの場を意図的

に普段の暮らしの中につくり出すことも含んでいるので、それがちょっと若干混乱してい

るのかと自分でも気付きました。 
 
司会：さっきの参加者 C さんの 2 点目については。 
 
参加者 C： 
先ほどのことで解決しましたけれども、要するに、地域という沼津市という限定された

ところでの CO 実践というのは何か特徴があるのかというご質問ですけれども、狭く限定

したり、広く限定したりしながら使っているということで結構です。 
 
司会：よろしいですか。じゃあ、参加者 E さんお願いします。 
 
参加者 E： 
すごく面白いのをありがとうございました。僕は、四半世紀前の学生時代に、とある選

挙事務所にがっちり入って、学生ボランティアをやっていて、その学生ボランティア主体

で選挙の前まではすごく市民主体のことをやっていたのに、その候補者が無党派層だった

んだけれども、とある労働組合から選挙の直前に支援を受けて、労働組合がどどっと入っ

てきたら、上からの形になってしまって、大変つまらない選挙活動になって負けたという

のを経験したことがあります。ただ一方で、その時に、実はそれは僕の卒論、ボランティ

アと政治という卒論も書いたんですが、一方で、小和田さんの話を聞きながら思い出した

のは、労働組合が非常にストラテジーががっちりしているし、もうはっきり言って、労働

者専従で選挙活動をやっている人もいっぱいいるので、確実に選挙活動について、要は、

動員を何人かけるんだとか、どういうルートでやるとかということにものすごくたけてお
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られて、それは学生ボランティアとか市民が、要は、手弁当でやっていた時代とは全然違

うような素晴らしい戦術ではあった。でも、戦術はあっても、魂がこもっていなかったよ

うに、学生ボランティアから見えて、その相克というのがすごくあったというのが、僕が

そういう CO みたいなものに四半世紀前に感じた原点だったというのを今お話を伺いなが

ら思い出していたんです。 
 それを踏まえて質問させていただきたいのは、一方で、なんか沼津のお話を伺っている

と、要は力を付けてこられたんだなというのは、話を伺っていて思ったんですが、一方で、

別に労働組合が全て魂がないわけじゃないんだけれども、でも、やっぱりそういう戦術は

あるけれども、魂がないに対して、魂はあるかもしれないけれども、戦術がばらばらにな

ってみているみたいな相克を沼津ではどんなふうに乗り越えてきて、市長を出せたり、高

めてこられたのは分かったんですが、なんでそれが市民に可能になったのかというのが、

ものすごく僕には興味があるし、それをよその地域でもどうやったらできるんだろうとい

うのがすごく知りたいところなんですが、よかったら教えていただければ嬉しいです。以

上です。 
 
小和田： 
私も労働組合員なので、労組の力に頼るところもあるし、もともとやっぱり選挙で何回

か労組だけじゃないんですけれども、そういう大きな票で持っている団体がどんと途中か

ら入ってきた。一気に選挙の状況が変わって、嫌気が差したということは私も何回も経験

していて、本当に嫌になっちゃうんですけれども。それもやっぱりお話をしていくしかな

いんです。いきなり入って、もう動き出しちゃったら止まんなくなっちゃうので、その前

にお話をしていくというしかなくて、沼津市長選挙なんかも、かなりの人と会って、かな

りお話ししていくという活動を、私 1 人だけじゃできないので、いろんな人に手分けして、

していくというのをしないと、人のメリット、動かなくてもいいようなメリットもつくっ

ていかなきゃなんないので、労組の人たちと私たち市民、アメリカなんかもそうかもしれ

ないですけれども、何を変えたいかというのは、生活面の中で一致しているところはある

と思うんですよね。そこをちゃんと見えるようにしていくというのがあって。 
 
参加者 E： 
もう一点だけ、それについて、逆に言ったら、きちんと労働組合の人も市民の人がそう

いうことをある種みんなで団結して、そういうふうに伝えていくことに理解してくれて、

変わっていったというプロセスがあったという理解でいいんでしょうか。 
 
小和田：変わっていったというか…。 
 
津富：妥協させたに近いんじゃない？ 多分やっていることは。 
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小和田：そうですね。 
 
津富： 
それを理解させていくということですよね。 

 
小和田： 
今回の県知事選挙なんか本当にそうでしたよね。そういう選挙もあるよというのを理解

はしているんです。私たちの市民だったり県民とかどうしたい？ ってなったときの課題

が、ちゃんとやれば、影で動きますというときもあるし。 
 
参加者 E：ありがとうございます。 
 
司会：他、いかがでしょうか。 
 
参加者 F：僕は全然質問じゃないんですけれども、感想なんですが、いろいろ何年か前に静

岡の話を、もうかなり前になると思いますけれども、伺ってから今の話を伺うと、すごい

随分、言ったらあれなんですけれども、いいところに来ているんだなということを本当に

思わされました。それも紛争も含めて、本当に思ったんですけれども、紛争があるという

ことは、それだけ深入りしているんだなということを強く思いましたし、日本の労働組合

なんかでもよくあるんですよね。いろいろと、例えば、労働問題を抱えてトラブルを抱え

ている人に相談をしながら、男女の仲になっちゃうみたいな話ってよく聞くんですよね。

それも 1 人、2 人じゃなくて、同じ女性に何人も相談すると、そういうことになっちゃうと

か話を聞いたりとか、本当によくない話なんですけれども、結構よくある話で、それがト

ラブルで労働組合が瓦解するなんて話はよく聞く話なんですけれども。しかもそういうの

に関わっている人が、皆さんもご経験があると思いますけれども、非常に解決的というか、

教条主義的というか、ちょっとコミュニティ・オーガナイジングって、男女というか、女

性の方が主流に立つほうがうまくいくような感じを僕は持っているんですけれども、どち

らかというと、男性主義的というか、マスキュリンなものがやっぱり労働組合は強くて、

70 年代の社会運動的なものをずっと引きずっていて、教えられるよりも教えたいという人

たちがすごく多くて、もう何でもかんでも教条主義的になりがちだという人が入ると議論

にならないということがあって。 

 特に恐らく有償ボランティアの方が入るようなタイプの労働組合だったりというと、多

分地域労組とかコミュニティユニオン系のものだと思うんですけれども、そういうと、な

おさら対決的に来がちなんですよね。これは、正当的な色合いとかも非常にあるんですけ

れども、これ、非常に相性が悪いというか、日本のよくない部分を引きずっちゃっている
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というか、共産党系の労働組合の人の話を聞いていると、若い人と OB とでセットで地方

に送られて、若い人が何もできなくなるということをよく聞くんですけれども、これ、本

当に駄目なパターンの典型だと思うんですけれども、それを何度も何度も共産系の組合は

繰り返しているんですよね。これは社会民主党系もみんな同じような形で持っていて、あ

んまりよくないんです。 
 静岡という地盤を考えて、僕も感想を考えていたんですけれども、恐らく何となくゼン

セン労働組合が強いのかなと思うところ。政治大好きな人たちで、選挙になるというと、

政治担当の人が本当にかばんにお金を詰めて地方を回るみたいな感じの人がわんさかいる

ので、若いうちからそういうのに慣れちゃっていて、僕は今から二十何年前に駆け出しの

政治担当の人がちょうど選挙前に地方に行くみたいな話を聞いたことがありますけれども、

まさにそういう話も伺っていて、よくない部分が本当にあるんですけれども、話を伺って

いて、例えば、アメリカなんかでも起こりそうな話。実は映画なんかでもよく起こってい

くような話ですけれども。だから、見たような『ブレッド＆ローズ』なんかでも、やっぱ

り労働組合の担当者が支持している、支援する人と恋仲になるみたいな話はよくある話で、

本当によくあるからいいとかって、ロマンチックだって話じゃなくて、あの映画も別にプ

ラスの話で最後は持っていっていないので、よくあると言えば、よくある話なんですけれ

ども。 
 例えば、建築労働者の組合と日雇い労働者を支援している組織というのが対立するとい

うこともよくあって、これは労働組合の縄張りでもっているような権益を持っている働く

場所というのを新しく入る人が奪ってしまうということで争いが起こるんですが、でも、

最終的には、そこをうまくこなしていくというのが実はあって、中央が、例えば、職業訓

練の場を日雇い労働者のほうに与えるみたいなことをやりながら解決していくということ

が起こるんですけれども、それをどうすればよかったって、結局地方レベルでなかなか解

決できなくて、やっぱりナショナルレベルでないと全て収めることができないなという、

県の連合みたいなところじゃなくて、むしろ、神保町にある、御茶の水にある連合みたい

なところが乗り出してこないと解決できないようなことがやっぱりあるんだなということ

を今お話を聞いていて思っていたんです。 
 だから、これだけ紛争が起こっているということは、むしろ活動が成熟してきたなとい

うことをすごく思っていて、紛争の起こり方とか紛争の中身というのが、僕が聞いてきた

アメリカの話とよく似てきていて、別に踏ん張りどころとかって、僕は分かりませんけれ

ども、この道を進んでいくと間違いないんじゃないかなというようなことを本当に思って。 
 
小和田：太鼓判押された。 
 
参加者 F：大変だと思いますけれども、だけど、話を聞いていると、なんかこのディープな

感じも含めて、アメリカで聞いた話とよく似ているところまで来たなというか、でも、こ
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の短期間でよく来たなというか。僕が聞いた話が大体 15 年ぐらいかかっている話ですけれ

ども、小和田さんがやられている話は多分 2～3 年ぐらいの話だと思うんですけれども、そ

ういうスパンでよくここまで突っ込んできたなって思うと、すごい本当に驚きながら聞か

せていただきましたけれども。 
 これを聞きながら、もちろんこれは社会福祉という分野ではありますけれども、多分こ

れは労働という分野で考えたりとか、社会政策という分野で考えると、誰も知らない話だ

ったと思うんですよ、きょう聞いた話って。これをどういうふうに、それは誰が書くかと

いうことはありますけれども、労働の分野とか社会政策という分野で、何かきちんと書か

ないといけないなと。今、静岡でやられていることも含めて書かないといけない段階に来

たし、まず持って、少なくとも労働組合でやっている人は、もう全然知らないんですよね。 
 お話を聞きながら、今、小和田さんがやられていることって、非常に政治の部分でマク

ロな話から、ミクロな労使関係みたいな話まで、全部いっしょくたんに入っているんです

けれども、労働問題を研究する人って、今、もうミクロなほうしかやらなくなっちゃって

きているんですよね。例えば、非正規労働がどうなっているかとか、請け負い労働がどう

なっているかとかやるんですけれども、マクロなところの視点ががくんと欠けてきている

んです。どうやってうまく学会とかできちんと還元していかなきゃないのかなとか、この

分野を研究する人を労働とか社会政策の分野で増やさなきゃいけないなということを本当

に痛感しながら伺っていて、もし例えば、シンクタンクとか新しくつくられるということ

があれば、何でも協力します。 

 
小和田：ありがとうございます。 
 
参加者 F： 
これは僕が聞いた話だと、これを簡単に、連合会長が聞かなきゃいけない話だというふ

うに聞いていましたから、僕が言っていた話は。ここの足元が変わらないと、多分労働組

合も変わらないですし、日本の社会政策みたいなことも全部変わらないだろうなとか。そ

れもアカデミーな部分も変わらないなと思いながら話を聞いていて。 
 要するに、もう一個だけ言いますと、本当に最近思っているのは、先週もちょっとお話

ししましたけれども、70 年代ぐらいまでの話って、やっぱり別にマルクスがいけないとは

別に思わないんですけれども、マルクス何とかというのにひどく影響された人たちが教条

主義的になって、いろんな運動を支配しちゃうという。だけど、コミュニティ・オーガナ

イジングって、どちらかというと、マルクス主義ではなくて、アメリカで言うと、制度経

済学という言葉に近くて、どうやって利害を調整していくかというスタイルなので、何か

を同じ色で塗り替えちゃうというスタイルじゃないんだと思うんですよね。だから、その

制度経済学的なものが多分日本には全然入ってこなくって、1980 年代というマルクス経済

が姿を消すところで、どうやって上書きされてしまったのかということが僕のもう一つの
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テーマでもあるんですけれども、それがないから、今、ものすごくマルクス的なものがま

たはやってしまうんですけれども、真ん中のいわゆる普通にアメリカがやっている利害調

整みたいな発想ががつんと欠けちゃっている社会で、わりかし 70 代の人たちとか教条主義

的な労働組合の活動家というのは、上からがんとかで、世の中はこうなるべきだというふ

うに、べきだ論をやたらやって。若い人が活動することが難しくなって、「俺が言っている

ことは間違っていないんだ」とぐいぐいやられてしまうということが、本当にあちこちで

起こっていて、それを何とかしなきゃいけないなということを本当に思っているんですけ

れども、すみません。長くなりましたけれども、感想としては、ちょっと僕に課せられた

ことが多くて、静岡の話でもちょっと勉強させていただきたいというか、自分の中でまと

めたいと思いますので、一度訪ねさせていただいても。どうぞよろしくお願いします。 
 
小和田：ぜひいろいろ伺いたいことがあるので。 
 
参加者 F： 
でも、もう本当にすごいというか、ちょっと静岡だけ突出…どなたがおっしゃいました

けれども、どうやって静岡のモデルを日本中に持っていくかというくらい、ちょっと考え

られないぐらい突出し始めたなという感じはしていて。いや、もう本当に突き進んでいた

だきたいんですけれども、あちこちで紛争しながら突っ込んで＜発言が重なり聞き取り不

能＞。いや、本当にトラブルが起こるというのはつらいことだと思いますけれども、やっ

ぱり聞いていると、トラブルの起こり方というのが、本当にアメリカで見てきた話とよく

似ているので、ぜひぜひ。いや、それは司会者さんなんかも、よくご存じだと思いますけ

れども、やっぱりトラブルは起こりますよね。いろんな変な人はいっぱいいますので、そ

れは起こりますけれども。 
 
小和田：本当にトラブルだらけです。 
 
参加者 F： 
いや、でも、本当にびっくりしました。よくここまで来たなと思って、本当にすごく関

心しました。どうもお話、ありがとうございました。 
 
司会：他に、いかがでしょうか。 
 
参加者 G： 
途中から聞いていたので、全体的なコメントとかできないんですけれども、やっぱりさ

っき参加者 F さんがおっしゃっていたことが全てかなと思っていて、コンフリクトが内部

にない組織というのを前提に進めていくのは、基本的にあんまりよくないというか、間違
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った認識になってしまうので、教条主義的なトップダウンでやりたいという、個人的にや

りたい人はたくさんいるというのもあります。それか、デモクラシーとフェミニズムみた

いな関係も、今、研究が進んでいますから、リーダーが女性が向いているか、向いていな

いかは別として、ただ実質的には男性の発言権が内部では強いとかという話もアメリカの

私がやっている faith base、信仰ベースの取り組みでは、やっぱり牧師さんが男性が多いの

で、結局は男性の牧師さんの意見が通ってしまうとか、そこで女性が黙ってしまうという

ような内部での、ある種、力関係みたいなのがやっぱり存在するというところが、どうし

てもやっぱりそれはなかなか突破できない。それがすごく日本でもやっぱり生々しいそう

いうのがあるんだなというのをきょう実感させていただいて、とても実りが多かったです。

ありがとうございました。 
 
司会： 
ありがとうございます。他どうでしょうか。 

 
参加者H： 
こんな話を伺うのもいいのか悪いのかとも思いながら、ちょっとどうしようかなと思っ

て悩みながらいたんですけれども、今回のお話、実践というところですごく伺っていて思

ったのが、やっぱりすごいエネルギーであったりだとか、あとこういう言葉で表現するの

がいいのかは適切じゃないのかもしれないんですけれども、労力とかというのがかかって

いるんじゃないかなというふうに思ったときに、お金の部分であったり、マネタイズとい

う言い方が正しいのかどうかは分からないんですけれども、やっぱり選挙運動をやってい

くということであったり、なんか活動を進めていくというところには、何かしらそういう

資金みたいなのも必要だったりしたんじゃないかなと思ったときに、その辺りってどうい

うふうにされていたのかなということをちょっと伺えたらなと思いました。 
 
小和田： 
お金はほとんどもらっていないので、皆さん、手弁当ですよね。有償だけは、事業費が

あるので、そこで人件費は出ますけれども、もらっているのは、何か事業とか助成金をい

ただいたときは、人件費という形とか駐車場代とかで出ますけれども、ほとんどはお金は

ないです。私に限らず、他の人もですね。 
 
津富： 
ある程度余裕があるというのも事実でしょうけれども、きっとこういう暮らしが楽しい

んですよね。 
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小和田： 
というか、困らないんですよね。例えば、野菜、食べ物を買うことに困っていますとい

う発信をするじゃないですか。すると、「これはあなたの分だから、これはあなた食べてね」

って持ってきてくださるんですよ。そうすると、私の暮らしは豊かになるんです。たまに

そういうふうなことが起きるわけです。全部じゃないですけれども。だから、そんなに洋

服とかも、これは自分で買ったわけじゃないので、結局もらったりとかするので、呼びか

けると、「ちょうどこんなでっかいサイズ着る人はあなたしかいないから」って持ってきて

くれたとかもあるから、お金は全部持ち出しというか、そうでもないしですよね。 
 
津富：結局つながりの中にお互いに取り込まれているんですよね。 
 
参加者H：ありがとうございます。 
 
司会：よろしいでしょうか。じゃあ、参加者 D さん、どうぞ。 
 
参加者 D： 
今日は本当に面白いお話をありがとうございました。私は感想になるんですけれども、

特に地域づくりですね。困窮者支援と言いながらも、それを入り口に地域がつくられてい

く。本当にコミュニティ・デベロップメントの取り組みそのものなんだなというふうなこ

とを思いました。お伺いしながら、やっぱり私が見てきたフィリピンでのコミュニティ・

デベロップメントとなんか違うなと思いながら伺っていて、思ったのは、コミュニティ・

デベロップメントするときには、やっぱり組織があって、そして、私たちが生活をよくす

るために必要な資源があって、それをどういうルールで動かしていくかというノームがあ

って、それが 3 つの主要な要素だと思っているんですけれども。生計を全体的によくして

いくという場合の地域開発の場合は、やっぱり地域の中の割と自然資源であったりとか、

あるいはファシリティであったりとか、そういった資源をどういうふうに協働で獲得し、

運営し、管理していくのか、そういうところをみんなで決めていくというそういう地域開

発が主流になるわけなんですけれども、今日お話しいただいたのは、やっぱりケアという

そこが課題であったわけで、それを解決するために必要な資源は、やっぱりその地域にい

るメンバーたち、自分たち自身がやっぱり自分たち自身のために動いていくという、そう

いうことなんだなというふうに思ったんです。そういうふうにみんなが動いていくために、

やっぱり何か共通のノームがあるはずなんですね。そこはやっぱり「お互いさまだから」

とか「自分ができるよ」というふうにどんどん言ってくるというところに、やっぱり文化

としてもう根付いていらっしゃるんだなというところがありまして、そこがやっぱり明文

化されない形でつくられてきていて、それをずっとメンテナンスされている。それは常に

あって、人と人がちゃんとあって、コミュニケーションを絶やさず、文化をつくってきて
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いるし、それが 1 対 1 での場面であったり、何人かで話す場であったり、そういったもの

が多様に組み合わされていて、いろんな場でそれが行われていて成り立っているんだなと

いうのをすごく勉強になりました。何年か前に津富さんから萃点というのをみんなで共有

しているんだよというふうに教えていただきましたけれども、本当にそれが生きているん

だなというふうに思いました。これのメンテナンスって結構大変だと思うんですよね。だ

から、そこをやっぱりどう絶やさずに文化として広げ、継承していき、開発していくのか。

そこがきっとこれから大事にしなくちゃいけないところなんだろうなということをお話を

伺っていて思いました。 
 あと 1 点ありまして、自己利益のための正義は信用をなくすというふうに書いていただ

いていて、本当にそのとおりだなというふうに思います。コミュニティ・オーガナイジン

グは、やっぱり自己利益というのがあって、人は動くんだというふうなことで、コミュニ

ティ・オーガナイジングの入門書にもやっぱりそういうふうに書いてあって、本当に腹落

ちしたなと思ったんですけれども、それだけだとやっぱり正義にはならない。一人一人が

自分の利益だけではなくて、やはり私たちの利益ということをある程度考える、理性的に

考える。できるだけ平和な生活、地域になるように考えるとか、そういう価値観というも

のがないと、自己利益ばかり追求するという人が、声が大きくなると、成り立たなくなる

ので、そういう意味でも、やっぱりそういう文化をずっと共有、広げるというか、つくっ

ていくというか、そういうことが大事で、そういうことを本能的にきっとされているんだ

ろうなというようなことも感じました。ありがとうございます。 
 
司会： 
ありがとうございます。じゃあ、最後、ちょっと僕からも一言感想ですけれども、途中

で CO の定義というか捉え方が 2 つあるってお話があって、でも、それはやっぱり絶対つ

ながっているものだなというふうに思いながら聞いていました。そのごちゃまぜをつくる

というのは、今の日本の福祉に限らずでしょうけれども、地域で活動する現場で、そのご

ちゃまぜをつくるみたいなことを進めようとしても、それは大変になる。カオスを恐れる

というか、余計大変になる、余計手間が掛かるというふうに捉えがちだと思うんですけれ

ども、実は、そのごちゃまぜのカオスを許容するという言葉がいいか分からないですが、

それをむしろ生み出していくというところが、多分考え方として一番大きな違いなんだろ

うなと思って、それがあるからこそ萃点というかもしれませんし、津富さんはフラクタル

構造が広がっていく動きというものが進んでいって、それこそ自分の知らないところで同

時多発的に何かが起こっているみたいな状態が起こっていくと、パワーがどんどん高まっ

ていくと思うので、それを許容するというか、それになじめるのかというところがオーガ

ナイジングになるのかならないのか、大きな違いかなと思って。日本の現場だと、どうし

ても管理する、リスクを管理するみたいなところが強くなってしまうので、オーガナイズ

になりづらいなというのはすごく感じて、でも、やっぱりそのオーガナイズにする有機的
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な広がりを許容するからこそ紛争みたいなことも起こる。でも、それも含めてオーガナイ

ジングの動きなんだというのをすごく感じて、参加者 F さんがおっしゃっていたように、

すごくアメリカではこういう感覚でオーガナイジングしているんだという、すごくなじみ

のある感覚だなと思ったので、こういうものなんだろうなと思って。だからこそ、いろん

な可能性がオーガナイジングの中にはあり得るし、リスクも同時に付いてくるということ

なのかなと思います。 
 でも、そこでさすが、津富さんがリーダーシップを発揮して、それは起こったら、それ

を受け止めるというか、それに対してどう対応するのかというふうに、さらに次に進むよ

うに対応されていたところも、とてもさすがだなと思いながら、お話を伺いました。とて

も勉強になりました。ありがとうございました。 
 今日は以上で終わりたいと思いますので、改めて小和田さん、それから、津富さん、あ

りがとうございました。 


