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地域社会のエンパワメントと CO の役割・課題 
NPO 法人 地域づくりの学び舎 大濱 裕 

 
 本報告で論じる「参加型地域社会開発（PLSD）」は特許庁に登録（第 4976236 号：商標

ならびに役務（第 41 類・42 類））されています。本資料および９項以降のスライドの無断

転用・転記はお控え下さい。 
 
大濱： 
皆さま、こんばんは。よろしくお願い

致します。私個人の背景とかにつきま

しては、ハンドアウト程度のものなん

ですけれども、それをご準備させてい

ただいておりますので、専門の領域だ

とか背景とかそういうようなことにつ

きましては、ご承知いただいていると

いうことを前提にさせていただいて話

を進めてまいりたいというふうに思う

んですけれども、一言だけ申し上げま

すと、私の背景というのは実は開発のほうなんです。ですので、皆さまのご専門の領域と多

少ちょっと距離があるのかもしれないなという感じは正直言ってするんですけれども、例

えば開発とは言いながら、例えば私のほうがやってまいりましたのはセクター別に捉える

と、社会開発という部分に近いんですよ。そうすると、皆さんがお仕事されておいでの例え

ば今、地域福祉の領域が専門ですというふうなお話を聞かせていただきましたが、そことか

なり近似値のような形になる部分があるんですね。ですので、若干遠い存在ではあるけれど

も、内容を深掘りしていくと「なんだ、一緒じゃないの」というふうなところが出てくると

私は認識をしております。 
 今日はいろいろと皆さまに私なりの経験、見方というのをご紹介させていただきながら、

CO というものがこれから地域というふうなものを考えていく上においてどんな役割を果

たしていかれるのかなという、これは私も在職中からずっと気になっておりましたけれど

も、まだまだすぐには答えが出ない、非常に大きな問題だなというふうには認識しているん

です。ですので、そこのことを今日はまずは、問題意識の所在というところから始めさせて

いただいて、そしてそれに対して私はどんなふうな考え方というもので現場での活動をや

ってまいりましたということをお話しさせていただいた上で、それを踏まえて CO という

のはどう捉えたらいいんだろうかというふうなところをまずはちょっとご紹介させていた

だこうかなと思います。 
 皆さまのお手元に配らせていただいております資料の最後になりますが、「自立性・持続
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性・強靭性」という最近のキーワードですけれども、それの実現における CO の可能性、こ

このところを皆さまのご経験、アイデア、お考え、いろんなことを聞かせていただきながら、

私もまた自分なりの考えの整理をしていきたいなというふうに思っているということでご

ざいます。ですので、今日、私のほうから何か正面切って「これですよ」みたいな形の話は

とてもできません。実際上、今まで 40年現場で地域ということに取り組んできたそれを振

り返りながら、CO というのは本当に何がやれるんでしょうねというふうなことをお話しさ

せていただけたらと思います。 
 私が一番この間、気になってきておりますのが、こういった福祉の問題にしろ、今、問題

になってきている環境のことにしろ、あるいはいわゆる経済的な活動のことにしろ、いろん

な取り組みがされてきているんですけれども、基本的には「場の理論」がないんじゃないの

という感じが実はするんです。この間の地域福祉学会、そちらに参加させていただきました

ときも、やっぱりそこというのは話題に上ってこないなというのは正直、感じました。口は

災いの元といいましょうね。いらないコメントをしちゃったせいで D さんに引っかかっち

ゃったんですけどね。そうはいいながら、私にとりましてもこういうアイデアを聞いていた

だいて議論をしてという場は本当に今、限られておりますので、逆に今日は私は非常に楽し

みにしているんですね。今、申し上げました「場の理論」というものの欠如、あるいはその

脆弱性というふうなものは、いろいろな活動ということが 1 つには目的合理性に欠けてい

るんじゃないかというような部分、それと表裏一体になりますけれども、活動の実効性とい

ったところでやっぱり問題を残しているんじゃないか。要は、いろんな活動はいろいろ工夫

してやられてはいるんですけれども、それが展開される場の固有性、そういうことに対して

ほとんど目が向いていないんじゃないのかなという、そこが私は非常に気になっていると

ころなんです。現在、私は、大学は身を引いておりますが、NPO 法人地域づくりの学び舎

というものを E さんたちと一緒に立ち上げまして、本来の私の領域である開発の分野、地

域福祉の分野、そして地域自治の分野のこの 3 領域で、まさに地域というもの、あるいは地

域づくりというのをベースにした展開の仕方というのはどういうふうに考えていったらい

いんだろうというふうなことを今、自治体の方々とか福祉の施設の方だとか、大学の先生と

いった方、あるいは開発の現場の人間たちと一緒にそれをいろいろ議論したり、講演会をや

ったりとか、そういう活動をさせてもらっております。それらの 3 領域を捉えてみまして

も、やはり開発の分野という私の専門のところで捉えましても、参加というふうなこと、そ

れと非常に関わります CO ということが消えてしまっているんですね。正直なところ、ない

んです。90 年代の初頭に体制が変わっていった中で、開発の現場におけるアプローチその

ものもずいぶんと変わってしまいました。要は、問題の解決といったところに、地域という

暮らしの場の在り方とその背景となっている社会的な、経済的な構造の問題というふうな

ものは全て捨象されてしまって、目先の活動というものをどのように組み立てていくのか

というそこに対して住民の参加みたいなことをどのように実現していくのかという、皆さ

んの中でもご承知な方は多いかもしれませんが、現場でのプロジェクト計画づくりのため
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のツールと申しましょうか、いわゆる PRA（Participatory Rural Appraisal）だとか PCM
（Project Cycle Management）だとかというそういうツール論ばかりがもてはやされて、

そこではもう CO すらないんですよね。組織づくりというものは、それこそアリンスキーア

プローチにしろ、パウロ・フレイレのアプローチにしろ、やっぱりきちんとステップを踏み

ながらつくり上げていくというのが前提のはずなんですけれども、そういうことは全部す

っ飛ばして、要は資金を提供するから、資材を提供するからその受け手として自らを組織し

なさいというようなことというのが現場なんですよね。結局は、プロジェクトをやっても、

実は持続性というのはほとんどない。どれだけ何億という金をつぎ込んでも、1年、3年し

たら、皆、消えていくんです。まさに金の切れ目が縁の切れ目と申しますか、風と共に去り

ぬと申しますか、どれだけ無駄が今、現場で起こっているか。それは何かといったら、やっ

ぱり持続性とか自立性とかということを担保していくような要素要件をきちんと鍛え上げ

るということをしていないからなんですね。まったくそこには目を向けない。これは非常に

時間がかかりますし、労力もかかりますし、やっぱり人が、コミュニティが変わっていくプ

ロセスというのは一朝一夕にはできません。決してオーバーナイトではできないことです

よね。そこに対して働き掛けていくという協力する側の胆力と申しましょうか、気力と申し

ましょうか、それがもうまったく欠けてしまっている。これは、今の惨憺たる現場というの

があります。それは、開発の現場だからでしょうというふうにお思いになる方がいらっしゃ

るかもしれませんが、私の目から見ますと、いやいや、日本だって一緒ではないのというよ

うな感覚を実は持っております。先ほど、B さんから、地域福祉のことに関するお話という

のもございましたね。実は、私も日本福祉大学で 30年教鞭を執っておりましたが、その間

に社会福祉あるいは地域福祉の先生方と話をしても、今、私が申し上げた点というのは全然

理解されないんです。分からないんです。後ほど、お話しさせていただきますけれども、今

の地域福祉の中でもいわゆる個別支援とか地域支援という表現が結構出てまいりますよね。

認識はされているんですけれども、残念ながら実態は個別支援を寄せ集めているだけであ

って、地域支援にはなり得ていないんですね。その基本は何かというと、地域が分かってい

ないからです。それと同時に今、また、地域自治のほうにも私は関わってきておりますけれ

ども、新しい見方として、小規模多機能自治というふうなものというのも登場してきている

んですよ。だけど、これもやっぱり現象的な、活動の側面を一緒に集めてやったらなんとか

なるよと。つまり、小学校区という小地域の中でさまざまな問題・課題に参加・協働しなが

ら解決を図っていこうというそういう仕組みづくりが大事なんだよというふうに。うん、そ

うですよね。それが実現するというのは大事ですよ、本当に。だけど、それが展開される場

というのは、どのような能力、経験や仕組みを内在化してきているんですか、蓄積してきて

いるんですかという問い掛けは何もなされていないわけです。集まって何かやったらいい

よというアイデアは出てくるけれども、じゃあ、それを持続的に展開していくときの要素要

件というのは何ですかと言ったら、何も出てこないんですよね。果たして、これでいいのか

というのを私は実は今、感じているところなんです。 
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 それで、皆さまにお配りさせていただきましたハンドアウトの 1 のところで、ちょっと

簡単にご紹介させていただきたいんですけれども、そうしたものを考えていくときに私た

ちの暮らしというところに目を向けてみますと、基本的な 3 領域があるというふうにそこ

に書いてあります。暮らしの経済という側面、生活、並びに環境という、これはどこの国で

あってもどこの地域であっても、例えば家庭そのものであったとしても、これは基本的な 3
領域ですよね。この 3 つの側面、領域というもののバランスをなんとかとりながら暮らし

ていくというのが、実は私たちの暮らしそのものであろうかと思うんですが、ここには書い

ておりませんけれども、経済というのは基本的に 1 年のサイクルで動きますよね。と同時

に、概念はフローという概念でもってこれは動かされていく。生活福祉の側面というのは、

実はこれは世代というものを考えますと 30 年ないしは 30 年プラスアルファぐらいなタイ

ムスパンの中で循環しながら動いていく、そういう再生産をやっていくということになり

ます。一方、環境のほうというのは実はそんな短いスパンではなくて、まさに維持、再生産

を考えていくと 100 年単位です。また、その概念もフローだとか循環ではなくて、むしろ

ここはストックというふうな考え方というのが中心になってこようと思います。実はこう

いった基本的な 3 領域というのが、それの再生産に必要なタイムスパンというものと、そ

れを動かしていく原理と申しましょうかそういうふうなものというのがそれぞれ違うとこ

ろでバランスを取るというのは、本当に大変なことなんですよね。最近よく語られますこと

が、「安全・安心の暮らし」というようなことがよく言われるわけなんですけれども、まさ

に「安全・安心の暮らし」という私たちの幸せの根源という部分は、この 3 領域のところ、

つまり経済、生活、環境の間の調和とバランスというもの、これによって左右されてしまう

ということになります。 
 私たちは、ご承知のとおり資本主義というシステムの中で暮らしを営んでいるわけです

けれども、資本主義というシステムの中で、経済・生活・環境というこの 3者間の関係とい

うのは、基本はいわゆるトレードオフの関係なんですね。決してウィン・ウィンじゃないん

ですよ。経済というところにプラスというふうな形でドライブをかけていくと、それは実は

環境にマイナスではね返ったりだとか、あるいは人々の暮らしにマイナス影響を及ぼして

いくというふうにですね。例えば、私たちは今、愛知県で暮らしておりますけれども、ちょ

うどここと伊勢湾を挟んでお向かいのところに三重県の四日市というところがありますね。

ここの四日市ぜんそくというのは、大変有名な公害の一つでしたね。そういったのは結局こ

の関係でも見えるんですね。経済的なところの発展というものを国策の一つとして追求し

ていった結果、それは大気汚染というものをもたらし、それが結局のところはぜんそくとい

う形にはね返っていくというふうに、どこかがプラスになれば、他にマイナスが出るという、

こういうどうにも避けようのない資本主義の宿命のような形の中で、トレードオフといっ

た関係の中で私たちは暮らしている。そこでのバランスの取り方というのは、本当に難しい。 
 じゃあ、このバランスというのはどうやって実現していくのかというのは、個々の家庭に

求めてもそれはなかなか難しいですよね。あるいは、近隣グループのところだけでやれるか
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というと、それも難しい。やっぱりそこにはさまざまなステークホルダー、例えば住民もあ

れば、行政も企業もあるし、あるいは NPO、いろんな人たちが一緒になって、そうした 3
者間のバランス、調和というものを考えていかなきゃいけない。また、それを実現し、維持、

担保していかなきゃいけない。そうすると、何が大事になるかというと、やっぱりその暮ら

しの場である地域社会というものをしっかりと鍛えていかないと、私たちの暮らしの安全・

安心とかということを支えるというのは非常に難しいというふうに言えるだろうと思うん

です。 
 そうした問題が、今、ものすごく顕在化してきているというのが、結局は SDGSというこ

とだと思うんですよね。皆さんもご承知のとおり、17 のゴール、169 のターゲットという

ふうなものが掲げられておりますよね。それをずっとチェックしていくと、今申し上げた経

済、生活、環境の部分に直接関わるか、あるいはこれらの間で間接的に働きかけていくかと

いうそういうものが提示されてきております。しかしながら、ああ、やっぱりなと私が思い

ますのは、残念ながら、地域というふうなものにほとんど目が向いておりません。いろんな

現象に対して、それを改善するために働きかけなきゃいけないんだというふうなことは言

われておりますけれども、それはあくまでも個人レベルのところでありましてね。やっぱり

その根幹、ベースになる地域というものとの関係においてそれを捉えていくというふうな

視点というのは、あの SDGSの中にはまったくありませんね。そういう部分の限界というの

も、一方で今の状況は生み出している。もう一度言いますけれども、私たちはこの暮らしの

場である地域社会というふうなものに一方できっちり目を向けながら、個別の活動という

ふうなものを捉えていかなきゃいけないんだろうというふうに思うんです。 
 皆さんにもちょっと振り返っていただきたいんですけれども、今ほど SDGS ということ

を申し上げましたけれども、それぞれの生活に関わるもの。A さんのお話の中に、例えば労

働組合運動というものがございましたね。労働組合運動というのをここに載せたらどこに

行くんだろうというと、これは経済と生活の間の部分にかかってくる課題だと思うんです

よね。これをどういうふうに働きかけていくかという部分だと。結局のところ、私たちが今、

地域づくりだ、まちづくりだというふうなところでいろいろな議論もされ、活動もされてい

るわけですけれども、多くの提案されている活動が生活福祉の部分でいろいろありますよ

ね。例えばまちの空き家を利用して高齢者の方々の語らいの場をつくってそこから何か発

展させるだとかいうようなこと、あるいはさまざまな福祉課題を解決していくために、多く

の社会福祉協議会だとかさまざまな事業所だとかそういうところが連携をしつつ問題解決

をやっていこうという試みだとか、あるいは環境の側面というところであれば、災害云々に

対する強靭性を増していくためにこういう活動をしましょう、あるいは環境美化のために

こういうことをやりましょうという、そういう活動はいっぱいあるんですよ。あるんだけれ

ども、その活動の向こう側に場の在り方というものを問うていくようなそれがありますか

といったら、私は、ほとんど今、ないなというふうに思っているんです。こういったところ

を考えてみますと、じゃあ、地域社会が大事だ、でも地域社会はあればいいのかというと、
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地域社会というのはみんな、違うんですよね。切っても切っても金太郎じゃないんですよ。

地域社会というのは本当に違うんです。何が違うかというと、そこにも書きましたが、日々

の暮らしというものをそれに関わる資源や施設という基本的な財を共同で利用し、管理し

ていくという能力とか経験、あるいはその具体的な仕組みだとか、それらを支える価値規範

というものは地域によって全然違うんです。本当にこれは違います。でも、外部の人間は、

そこをすっかり見落とすんですね。考えないんですよ。自分たち外部の人間、専門家が考え

ることが、暮らしを担っている人たちよりははるかに優れているんだという前提。こんなも

のはある意味、妄想ですけれどもね。それを外から、上から押し込んでいくというのが実は、

この開発の分野であってもいろんなところでも、いわゆる近代開発論というものをベース

にした捉え方といったところでは、一般化されてしまってきているんだなというふうな気

がするんです。住民参加とかなんとか言いながら、住民不在というのはいくらでもあります

よね。住民参加を語って展開しているというのは外部の NPO であったり、行政であったり、

研究者であったり。じゃあ、住民はといったら、そこにはまず基本的にはいなかったり、あ

るいは参加していてもそれはジョインであって、パーティシペイトにはなっていないとい

うふうな限界を露呈しているということがあります。 
 そのような千差万別ではあるんですけれども、しかし私たちが日常的なところで調和と

バランスというものを鍛えていこうとしたら、本当に足腰の強い地域社会、これをどのよう

に日々の暮らしの中で、個々別々の問題解決を通じながら地域のベースというものを鍛え

上げていくか、いわゆるエンパワメントというそこをどう取り組んでいくかというのがす

ごく問われているというふうに感じてきております。その捉え方といったときに、ちょっと

これは表現としてはどうかなと思いますけれども、よく使いますのが、ハンドアウトの（2）
のところをご覧になっていただきたいんですけれども、「個別課題の改善・充足」というと

ころにフォーカスをした活動ですよね。これを私は「蟻の目」と称しています。蟻の目とい

うのは小さいから駄目ということじゃなくて、具体的なところを 1 つ 1 つ確実に押さえて

いく、それはすごく大事なことなんです。でも、もう 1 つ要る。それが展開される「場」と

いうふうなもの。それをいかに構築、強化していくのかという、これは蟻に対して鷲の眼と

いう。つまり、具体的な活動、蟻の目を総合的にその中にコンテクチュアライズしていくこ

とができる、俯瞰していく、地域というものを関係性を捉えていく目ですよね。この両方を

明確に区別し、と同時に統合しないと、今の在りようではなかなか実効性が高まらないだろ

うというふうに感じているというのが、私の問題意識の所在なんです。1）のところで、「蟻

の目、鷲の眼の区別」ということを若干簡単に書かせていただきました。蟻の目というのは

問題解決、ニーズ充足を目的とした活動で、それは現象に対する対応にすぎない。しかも、

その対応というのは資源、サービスの外部からの提供を短期的に追求するというそういう

方向でしかないです。ところが、一方の鷲の眼というのは、その問題を解決する、ニーズを

充足していくということを通じて地域社会のエンパワメント、能力・経験を鍛えていく仕組

みをきちんとつくり上げていく、あるいはそれを支える価値規範を鍛えていくという、そう
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いうふうな部分に目を向けていく。したがって、現象ではなく本質を見ていくといいますか。

そして、また部分ではなく、全体、トータルな仕組みをきちんと見ていく。そして、アプロ

ーチの仕方も資源・サービス提供だけではなくて、これは後ほど触れますけれども、能力形

成の部分だとか意識変革だとか、連携の構築だとか、資源ベースの強化だとか、そういう部

分を全てトータルに含めて見ていく。ここに CO が深く関わってくるというふうな認識を

私は持っております。一方で、じゃあ、それらをきちんと区別する。図 1 で捉えていただき

ましたら、生活や経済や環境のところにおけるセクター的な活動というのは、私が申し上げ

る蟻の目です。これらをどのように総合的にそれらを捉えていくか、しかもそこのところで

は能力や経験や仕組み、価値規範というもの、これは目に見えません。見えないけれども、

ものすごく大事な部分なんですね。自立性を担保するためにも、あるいは持続性を担保する

ときも、強靭性を担保するにも、この見えない部分というのをどれだけ鍛えていくか。鍛え

る前に、対象となっているコミュニティが、コミュニティ・オーガニゼーションというとこ

ろがここではテーマですけれども、その対象となるコミュニティはどのような能力、経験を

持ち、どのような仕組みを内在化させ、それらがどのような価値規範によって維持・再生産

されていっているのかというそこを分析せずに、外から一方的に CO のノウハウだけで働

き掛けるというわけにはいかないはずなんですよね。 
 そういうところというのにきちんと目を向けましょう、区別をきちんとしてですね。でも、

区別するだけじゃ駄目です。蟻の目は、問題解決やら改善というものを捉えていく変化、こ

の変化を実現していくことに対しては非常に重要な手段なんです。手立てなんです。これな

しにはとてもじゃないけれども、具体的な活動はできません。と同時に今度は、鷲の眼とい

うのは今申し上げましたように、活動・プロジェクト展開の場、すなわち与件という言い方

をしてもいいですけれども、そこをきちんと見定めながらこの活動やプロジェクトの有効

性、妥当性のよりどころとして認識していく。さらに、それをより強化していく。この両者

の統合ということが今問われているというふうに、私は感じてきております。あまりにも、

今のアプローチが蟻の目レベルのところにすぎないかというのが、ちょっとチャレンジン

グではありますけれども、私はそれを皆さまにも考えていただけるといいかなというふう

に思うんです。 
 学生の教育をする場合でも、学生に「キャンパスの外が地域だ」なんて言うんじゃなくて、

学生が、まさにその地域の住民の人たちの中で本当にいい仕事をしようとするのであれば、

その地域がどのような生活を管理していく能力や経験を培ってきているのか、どういう仕

組みを自らの経験の中からつくり上げてこられているのか、そしてそれをどのような規範

が支えてきているのか。つまり、規範というのは人々の発想の仕方、行動の仕方というもの

を決めてきますのでね。そこをちゃんと見た上で、それらの上に問題・課題が生じてきてい

るわけなんですよね。制度・システムも含めて。 
じゃあ、的確にそれに働き掛けていこうとしたら、どの要素要件に働き掛けていくことが

必要なのか。つまり、プロジェクトを組むというのは、その地域のあり方と無関係じゃない
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んですね。問題・課題というのは、地域のあり様から起こってくる部分が結構あります。制

度・政策から起こってくる部分もあります。でも、制度・政策の足りない云々ということは

論議されますけれども、地域の在りようから起こってくる必然的な結果については、ほとん

ど見られません。まるで地域というのは、行政システムの中の領域空間でしかないような、

あたかもそういう取り扱いをされてきているというのが現状だと思うんですね。ですので、

それを超えていく。蟻の目と鷲の眼という。私の認識では今、大概が蟻の目しかない。個別

具体的な活動しか見ていない。それらがよって立つところの「場の理論」というのをどのよ

うにかませていくかという、ここを鷲の眼がないというのが基本的な認識です。じゃあ、蟻

の目と鷲の眼の 2 つの両方を持てばいいじゃない？というふうに考えると、それも違いま

す。蟻の目と鷲の眼というのは、こういうふうに連動しながら 1 本の糸により合わさって

いく、それが必要です。先日もある地域での講演会でお話をしたんですけれども、物事を見

るときというのは私たちは 2 つの目がありますね。右目、左目があるからきちんとそれが

働くことによって、距離感だとか立体感だとかそういうものを瞬時に判断して行動という

ことができます。同様に、福祉であれ開発であれ、自治であれ、物事に的確に働き掛けてい

こうとすれば、何が要るかというと、両方の目をちゃんと持つということです。右目だけ、

左だけある、それだけじゃ通用しないということなんです。それは現場は理解できないんで

す。人々の暮らし、人々の思いは。人々の対応できる能力や経験は形にはありませんから、

そこを見定めた上で的確なアプローチを考える。それを人々とともに組み立てていく。どう

一緒に考え、どういうふうにそれを見いだし、組み立てていくかというそれが CO の一つの

機能でもあるというふうには私は捉えております。そういうことを含めまして、私たちはど

んなふうな地域の捉え方をしているかというところをこれから簡単にパワーポイントを画

面共有をさせていただきながら、簡単に紹介させていただきます。 
 実は、この「参加型地域社会開発（PLSD）」というのは、私はもう 25年にわたりまして

第三世界のアジア、アフリカ、ラテンアメリカの専門家たちに研修を 6週間、7週間一気に

やるんです。毎日英語でストレートディスカッションで 6時間、7時間。それを掛けて 6週
間、7週間やって彼らがああと納得するという、ちょっとその意味では複雑ではあるんです

けれども、でもこれからちょっと簡単に要点だけ、お話しさせていただきます。 
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 私たちは、地域社会というものを捉えますときに、自己組織力という概念をまず中心に持

ってきて地域を捉えようとします。すなわち、自己組織力というのは何かというと、さまざ

まな変化に対して自らの地域の要素というふうなものを組み換えしながら、自己再生産し

ていかれる、つまり存続していくことができるそういう能力。これは強靭性ということでも

あります。自立性というものを形成する、あるいは持続性を担保していく。そういう基本的

な能力というふうに考えます。ここにも書きましたように、外部条件というのは私たちの暮

らしの中ではどんどん変化していきますから、その変化を選択的に取り込んで、従来の資源

利用管理のパターンを自立的に組み換え、新たな型を創造することによって、自らの再生産

基盤を維持していく能力。 
 この自己組織力というのは、個人でもいえます。家庭でもいえます。地域でもいえます。

地域コミュニティでも。あるいは地域社会でもいえます。いずれにしても、このようなセル

フ・オーガナイジング・ケイパビリティという言い方を英語ではするんですけれども、ここ

に焦点を当てて地域を理解しようとします。 
 
 
 
 



 10 

 
 
 この地域住民の自己組織力を構成するには、5 つのサブ概念ということを私たちはセット

しています。1 つ目は開発の 3要素ということ、2番目には家庭の基本構成要素、3番目は

地域社会システム、それから住民活動の機能類型、そして社会領域単位。これらは全部連動

した形で自己組織力の内実を形成していくものというふうになります。 
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 3要素というふうに捉えますものは、実はこれです。1番目は資源、いわゆる人・物・金

といわれる資源ですね。これは誰でもすぐ理解できることだと思うんです。でも、資源はし

ょせん資源である。資源はいくらあっても目的達成に向かって何かできるということはあ

りません。資源はしょせん資源です。絶対に必要ですけれども、資源です。じゃあ、その資

源を目的達成に向かって動かしていく主体としての組織が、次の段階では必要になります。

この組織というふうなものが、資源とともに存在したらそれでオッケーかといったら、そう

じゃない。もう 1 つ大事なものがある。これが規範なんです。目的達成に向けて資源を利

用・管理し、組織の成員の行動等々、責任を伴う役職ということをきちんと実施していくこ

と、それをリードすることができる組織規範ですね。この 3 つがそろわないと物事は動か

ないということが非常によく分かりました。 
 私は UNCRD（United Nations Centre for Regional Development：国際連合地域開発セ

ンター）という国連の組織で研究員をやっておりましたころに、世界中の国連機関からこの

失敗例、成功例の事例を 120 ぐらい集めました。そこで分析をかけていって、うまくいっ

ているところのプロジェクトはこの 3 つの要素がきちんと、ある組織原理に基づいて動い

ています。うまくいっていないところは、この 3 つの要素のどこかが足りないか、あるいは

故障しているか。あるいは、1 つだけではなくて 2 つかもしれない。資源はいくらあっても

組織規範が動いていないから、全然どうにもならない。 
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 これの典型的な例がどこかの番組であります。「愛は地球を救わない」という番組です。

資源のことしか考えていません。「愛は地球を救わない」というのは私が言っているんです

けれどもね。資源のことしか考えないから、全然動きません。資源が有効に使われるときは、

それはそれが提供される場にそれをきちんと維持管理していくことができる組織とそれを

動かしていく規範が成立しているときに、資源が生かされます。ああいう番組のように、資

源を提供したらなんとかなるという考え方というのは、なんともならないんです。ですので、

最近は、「愛は 24時間しか続かない」と私は笑っているんですけれどもね。 
 そういうところというのが、実は日本におけるいろいろなプロジェクト、考え方の中にあ

りませんかということ、ここはちょっとリマインドしておきたいポイントなんです。 
 

 
 
 まず、私たちは家庭というものが暮らしの基本になりますけれども、家庭が再生産をして

いくときの基本的な要素資源は何ですか、構成要素。これを資源の側面で捉えてみますと、

横軸に物財、人に関わる要素、資本に関わる要素。縦軸に活動の領域。生活活動、生産活動、

管理活動というふうにセットしております。家庭というものが極めて安定的に維持再生産

されていくときには、3×3 の 9 つの領域の構成要素が充足され、バランス良く存在してい

るときにその家庭というのは安定的になります。けれども、ご承知のとおり、貧困層だとか

というところで捉えてみますと、彼らが持っているのは人に関わる要素だけであって、物財
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や資本に関わる要素というのは非常に欠落しております。したがって、それは結果的に生活

が不安定になるというような形になるということですね。 
 じゃあ、家庭というのはどこでも一緒なのではないか？というふうに思うかもしれませ

んが、それはそうではない。この 9 つの要素資源が全て流動化している。流動化していると

いうのは、言葉を換えたらマーケットで処分調達できるというものです。こういうものは、

その家庭が私有という形の私有財産としてこういうものを持っている場合に成立します。

ところが、これらの要素の中の一部の要素が固定化されている、つまりコミュニティか社会

集団による所有というふうな形で存在している場合。例えば日本の地域共同体の中に見ら

れる入会地だとかため池だとか、そうした共有の資源というふうなものが部分的に組み込

まれている家庭もあります。あるいは、3番目には全ての要素が固定化されている、これは

かつての中国・人民公社のような形で全ての要素が国有というような、そういう形もありま

す。しかし、これは現実的にはありません。要は、1 の場合か 2 の場合かという。家庭とし

てもやっぱりそれぞれ違う状況の中にあるということです。 
 

 
 
 これは、家庭が日々の暮らしを営んでいくときにどのような場、チャンネルでもって必要

な要素資源の調達・処分というのを行うかということを示しています。家庭が主体ですから、

そこから見たときに、地域コミュニティというふうなものと地域の行政というもの、地域市
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場というもの、これが日々に必要な要素等を処分・調達していく場になります。 
 コミュニティというものは、家庭が主要な構成メンバーでありますから、そこでの意思決

定に関して直接影響を行使することができると同時に、実はそこで決められたことは守っ

ていかなきゃいけないというそういう関係性を持っています。ですので、ここを内部システ

ムと捉えます。一方、行政や市場というのは、家庭から見たときには外部システムです。行

政のプログラムに影響を与えること、こんなプログラムを作ってくれと言うことはできま

せん。あるいは、市場価格に介入することもできません。利用することはできますけれども、

コントロールはできません。そういう関係性にあるのがこの 4面体で構成されているもの。

この全体を私たちは、人々の暮らしの場、地域社会のシステムとして捉えます。この地域社

会のシステムというのは、切っても切っても金太郎じゃないというのは先ほど申し上げま

した。こういうきれいな 4面体の形も現実的には存在します。 
 

 
 
しかし、こういうのもあります。タイプ B のような形。内部システムと外部システムが

非常に離れていて、相互間の間というところが、実質的な関係性が形成されていないような

システム。これも現実的にはあるんです。例えばパプアニューギニアだとか、あるいはイン

ドの少数民族の人たちだとか。そういう場合には、実は地域社会のシステムがこんな形にな

っているんです。 
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もう 1 つあります。これは非常に多くのところで見られます。こういう形です。家庭が

日々の暮らしをどこで営んでいるかといったら、コミュニティとはほとんど関係なく、行政

と市場との関係の中で日々の暮らしを営んでいくというそういう関係性というのも、最近、

この市場経済化というようなことがどんどん拡大していく中で起こってきております。 
 コミュニティというのは形式上あるんだけれども、ほとんど実質的に伴わない。だから、

これは破線で示してあるんですけれども、こういう場合にコミュニティ・オーガニゼーショ

ンというのはどうやるのというふうな、そういう課題というのも 1 つあります。 
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 次は 3 番目のところで、先ほど申し上げました内部システム、コミュニティのシステム

というのを捉えるときに、コミュニティは同じじゃないということをどう見るかというこ

となんです。つまり、機能的な違いがコミュニティにはあるということなんです。 
 ここで A、B というふうなものを紹介しております。A は相互扶助、B は資源のプールと

いう言い方をしています。福祉でよく相互扶助というのを言いますよね。学生諸君に、「相

互扶助って何？」と聞くと、お互い助け合うことみたいなことを言うんです。間違っていな

いけれども、それで定義になるかなというと、私たちは相互扶助というのは、例えば一番シ

ンプルな形態ですけれども、どういうふうに定義するかといいますと、個人の資源を個人の

目的のために 2 者間で互酬性という原理に基づいて、アドホックな形式で利用し合うとい

うそういうパターンなんです。A も B も個人の資源を個人で利用するだけという経験を持

っているパターンなんです。次の C と D というのは、共有総有の資源の利用管理というこ

とがきちんとできるレベルをいいます。これは共有の資源を共同の目的、全体の目的のため

に、明文化されたルールに基づいて組織的に日常的に管理していくものです。利用するので

はありません。管理していくものなんです。この能力があるか、ないかというのは決定的に

違うんです。そして、自治による全体利益の促進というのは、ビレッジ・オートノミーとい

う言い方をしますが、実は AB のグループと CD のグループを内包している在り方という

のを私たちはビレッジ・オートノミーというふうに捉えています。その下にマトリックスを
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作ってあります。それぞれの形態の活動というのがどんなものがありますかというのを、コ

ミュニティタイプ ABCD というふうに振ってあります。 
 結論的に申し上げますと、多くのコミュニティ、第三世界といわれるところのコミュニテ

ィでは、9 割以上がタイプ A なんです。個人の資源を個人で利用するだけの経験しかコミ

ュニティにないんです。そういうところなんですね。そこで開発プロジェクトを実施しよう

としてもできないんですよ。経験がありませんから。多くの開発プロジェクトというのは、

要するに例えば安全な飲み水を確保しましょう、学校を造りましょう、コーポラティブを造

りましょうというふうにそういうものを挙げますよね。そうすると、学校だとか飲み水だと

か井戸なんていうとアセットマネジメントのところですね。あるいは、コーポラティブを作

りましょうといったら、4番目の余剰形成に向けた利用管理というのが関わってきます。経

験がないところではできません。無理なんです。そして、多少経験を積んできたところはタ

イプ B で、小さな形での資金を共同管理するというところに到達してきているところもあ

ります。あるいは、タイプ D にいきますと、これは十分に自分たちでなんとか管理をして

いかれる状態にまでなっています。タイプ E になりますと、これはほとんど見られません。

日本のある特定の地域でもってこういうコミュニティが発見されます。 
 CO の絡みでいいますと、これはどうでしょう。そもそもやっぱりタイプ A とかタイプ B
のような、あるいはタイプ C も含めていいんですけれども、こういったところでどう組織

化するかというところで CO は働きますよね。大事になりますよね。しかしながら、一方で

こういった地域コミュニティというのが、自分たちの能力経験の蓄積の中から形成されて

いくといった場合には、CO というのは本当に関与する場があるんでしょうか。というよう

な問いかけにもこれはつながるんです。 
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 これは簡単にいきますけれども、社会領域単位というのがコミュニティの中には必ずあ

るんですね。福祉にしても環境にしても、いろんなプロジェクトを組みますけれども、プロ

ジェクトが形成されるレベルユニットはどこですかという考え方、これはすごく大事なは

ずなのにほとんどやられないんです。この上の領域単位のところで注目すべき点は、行政村、

自然村というふうに切り分けしてあります。政府の外部のプロジェクトが、NPO も多くの

場合そうですけれども、入っていくときには必ず行政の末端単位の行政村に入ります。とこ

ろが、人々の伝統的な能力経験が培われているのは、行政村の 1 つ下、自然村の単位なんで

す。日本でいえば集落という単位になります。こういったところにきちんとプロジェクトを

入れていく。プロジェクトと私が申しますときには、そこにはもちろん CO というコンポー

ネントが入ってきます。存在していないところでつくるために働きかける CO、あるいは既

に存在しているものを活用していく CO、どういうふうにそれを展開しますでしょうかとい

うことというのは、この文脈の中からは出ていないです。 
 今、ざっと表面的ではありますけれどもお話をした部分で申し上げたいのは、地域のコミ

ュニティのシステムとか云々というのはかくも違うんです。みんな違うんです。切っても切

っても金太郎ではないんです。ここが、ほとんど無視されてきています。本当にコンサルタ

ントといわれる人たちも、開発を論じている多くの教員もまったく見てはおりません。こう

いう状況に今、あります。 
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 そうは言いながら、こういう状況がありますよと言いますけれども、結果として、この状

況のゆえに問題・課題が引き起こされてきている。ニーズがある。じゃあ、それを解決する

ためにはどのような方法論がありますかといったときにそこに登場してくるのが、私ども

のほうでは PA（Participatory Approach）なんです。PA というのは、室田さん、アメリカ

のほうでは PA という言葉というのは使われていますでしょうか？ 
 
室田：あまり僕の経験の中ではそこまで使われなかったですね。 
大濱：そうでしょうね。ちょっと確認させていただいたんですけれども、実はこの PA とい

うのは、まさにスタートしたのがパウロ・フレイレの論からスタートしているわけなんです

よね。これは1971年だったと思います。ちょうどアリンスキーアプローチが登場した後に、

パウロ・フレイレのほうから、いや、違うこういうアプローチの仕方もあるということを提

案してきた部分だというふうに私は理解をしておりますが、いずれにしてもこの PA という

ものが掲げている目的の部分。「PA の本質」のところを行きましょうか。 
  

 
 

PA の目的というのは何ですかと。本質ですけれども。それは 1 つには、個別具体的な生

活上の問題解決、ニーズの充足ということは確実にあります。だけど、それだけではなくて、

実は貧困層といわれる住民の人たちの主体形成。開発とかいうふうなもの、日々の暮らしの
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改善というようなことを自ら展開していく主体をどう形成するか。そして、その先に社会構

造そのものの民主的変革というものをどのように展望するかという、これが実はあるんで

すね。 
 ですので、本質はどこにあるんですかというふうにそこに表現しましたのは、地域住民が

活動のあらゆる側面に主体的に関与し、その中で能力の育成、組織の形成、意識の変革とい

うものを自らの直接的体験を通じて獲得し、内在化していく。その経験的学習のプロセスを

支援、展開するというのが、現場の PA のとして理解されてきております。私もフィリピン

の現場でこれを学び、身に付けてきたということがあるんですけれども。 
 

 
 
 PA の方法論のところではいろいろありますので、今日はとてもそこまでの踏み込んだお

話はできませんが、PA の本質というものを考えていくときにまずは、ここがあります。PA
の本質は何ですかというと、経験的学習プロセスということです。キーワードは 3 つです。

経験ということ、学習あるいは気付き・学び、そのプロセスということなんです。この 3 つ

が極めて重要である。では、この経験的学習プロセスというものの内実はどのように構成さ

れているかというと、まずは意識化。これはコシエンティーゼーションという言い方をした

り、アウェアネスビルディングといったり、スリランカ等あたりではアニメーションという

ような言い方もしますけれども、いずれにしても意識化。つまり、現状をどのように客観的
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に、あるいはクリティカルに認識するか。現状を認識し、背景の原因を把握し、それをどの

ように変革していくのかというそういった一連のものを描いていくこと、これは最初の段

階での意識化といいます。当然、それを実現していくための組織化、オーガニゼーション、

ディべロップメントというふうなことが起こり、そして次に資源投入といったところを伴

いながら活動を通じて能力の形成を図っていくと同時に、自立性、持続性を担保するための

ネットワーキングということを展開するという、この 4 つの側面をチャレンジしていくと

いうのが PA の基本的なところなんです。それと同時に、この 4 つの中で極めて重要なの

が、意識化と組織化です。この部分を通称 SP（Social Preparation）といいます。これはソ

ーシャル・プレパレーションという言い方をしまして、日本では、私がこれを JICA に紹介

した後に、日本語にするというので「社会的準備」みたいなまさにそう、右左の英語みたい

なものを英語から日本語をつくったんですけれども、日本語ではちょっとしっくりしませ

んよね。私は当初から、SP でいきましょうというふうに言っているんですけれども、今の

ところは両方が使われているようです。いずれにしても、この意識化、組織化というふうな

ところをきちんとやるかどうかということが、プロジェクトの成否を決めていく、そういう

ものになります。先ほど私は 3要素といったことで、資源、組織、規範というのをご紹介い

たしました。これは、それに対応しているんです。通常プロジェクトというのは、基本的に、

資源投入でもってサービス供与でもって問題解決を図ろうとします。でも、そうじゃない。

PA は、資源、組織、規範の資源は一番最後なんです。最初は意識化なんです。意識化をし

て、その中から問題解決に向けて人々のレディネスとかいうふうなものをきちんとつくり

上げていく 1 つの結節点として組織化という。つまり、土台づくりですね。これができた上

で、資源を投入していく。そして、その資源の利用、管理能力というふうなものをプロセス、

実践を通じて鍛えていく。それらを維持していく、展開していくために組織の連携というの

をつくっていくという。これをスパイラルな形で展開していきます。ワンショットではない。 

 ワンショットといったところで、ちょっとこれはもう一度、室田さんに確認したいんです

けれども、私のアリンスキーの理解というのは、1980年代後半のものに限られております。

不勉強でして、その後、全然アリンスキーの事例分析などというのをやった覚えはないんで

すけれども、ただ、あの当時でいいますと、フィリピンでアリンスキーアプローチというの

がものすごく評価された時期があったんです。それはご承知だと思いますが、ZOTO（ゾト）

という、Zone One Tondo Organization というこれは、世界銀行と当時のドイツ政府とフィ

リピン政府が、スクオッターといわれた貧しい人たちの、いわゆるスモキーマウンテンとい

うのをご存じでしょうか。ごみの山で四六時中煙を上げているところですね。あの地域一帯

を Tondo（トンド）といいますけれども、あそこを工業団地化するということでデモリッシ

ョンをかけると。強制退去させるということを政府が仕掛けた、それに対してコミュニティ

の人たちが結束して立ち上がって、それを長い時間をかけて戦いながら撤回させたという

歴史がフィリピンではあります。したがいまして、その方法論として導入していったのが実

はアリンスキーアプローチだったんです。 
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 私はその当時に、アメリカ人でありますけれどもデニス・マーフィーとか、その嫁さんで

あるフィリピン人のアリス・マーフィーとか彼らといろいろと話をしながら、アリンスキー

アプローチというもののポイントは何なのというふうに話をしていくと、やっぱり問題・課

題というのを解決していくときに、フィリピンではポリタイゼ－ションという言い方をし

たんですけれども、政治化というふうな部分が大事だと。そして、それを変えていくのは住

民自身なんだというふうなところで、それは分かるよねと。でも、じゃあ、その後なんで終

わっちゃったのという。結局、そこからフィリピンでは、アリンスキーアプローチというの

が実はほとんど消えていくんですよ。フィリピンで消えたものがどこへ行ったかというと、

タイに行きました。タイの中でもしばらくは動いたんですけれども、例えばタイの有名な

NGO であります NGOコードというグループがあるんですけれども、そこの連中と話しし

てみても、いや、もうアリンスキーのアプローチは使わないということで、その後、消えて

いった。インドはもちろん PA のメッカですから、そこには入れませんでしたけれども、パ

キスタンに流れた経緯があるんですね。アジアの中では、そこで終わっちゃったんですよね。 
 その辺の経験というか知識しか、私の中ではアリンスキーアプローチというものに対し

ては実はないんですけれども、ただ 1 つ、PA との比較といったところで私が感じましたの

は、マーフィーたちとの話を踏まえてみますと、ワンショットの問題解決なのか、あるいは

ロングスパイラルプロセスで人々の能力育成、意識化、組織化というものをプロジェクトを

繰り返し繰り返し積み上げながらやっていくというそれの違い。PA というのは、プラクシ

スという言葉がありますけれども、アクション・リフレクション、アクション・リフレクシ

ョン、これもアリンスキーのほうでも言っていると思うんですけれども、それを本当にスパ

イラルに展開していく。ある意味、エンドレスですよね。それを徹底的にファシリテートし

ていく、支えていくというそういうアプローチを基本にするんですね。ですので、問題解決

だけを見るのではなくて、実はそれをきっかけにして地域コミュニティのエンパワメント

をどのように CO として継続的に展開するのか。それが CD をといわれる、コミュニティ・

デベロップメントというふうなものにどのように展開し、連動されていくのか。そこのとこ

ろを突き詰めていこうとしていたのが、少なくとも私が経験したフィリピンやインドでの

パーティシペイトリー・アプローチなんですよね。 
 ですので、実はこの議論は次の展開につながるんですけれども、CO というものがどんな

役割を果たせるかというのは、先ほど私が申し上げました蟻の目、鷲の眼という言い方をし

ましたね。要するに、個別具体的な現象として表面に現れてきている問題を解決していくた

めの主体形成に向けた組織化なのか、あるいは地域社会のエンパワメントという非常にこ

れは中長期的なロングスパイラルなプロセスを仕掛けていくための、あるいはそれを支援

していくための方法論としての CO なのかということ、これはちょっと違うというふうに

現時点では私は感じています。 
 ですので、アリンスキーの考え方云々というのも、今の新しい解釈もあるかもしれません。

いろんなまた労働分野での活動というものを積み重ねてこられて、またその考え方という
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のも変わってきているということも大いにあり得るんだろうと思うんです。ただ、私の経験

の中で申し上げますと、やはりそうした個別具体的な問題解決のための CO なのか、あるい

は地域社会という場をきっちりと構築していく、鍛えていくための、あるいは鍛えることに

つながっていく CO なのか。そこというのは、私の中では非常に大きな課題なんです。これ

をどういうふうに捉えるか。そして同時に、これは最後のところで申し上げますけれども、

今のようにグローバリズムで世界中がむちゃくちゃになった中で新たなものを考えていこ

うとしたときに、さて、CO はそこの新たなパラダイム形成に対してどういう役割を果たせ

るんだろうというふうなこと、これは大きな課題として実はあるんだというふうに思って

います。 
 時間がちょっと過ぎちゃっているんですけれども、次のところだけちょっと簡単に触れ

させてください。3番目のところで、私は今のお話を CO に絡めてどういうふうに捉えてい

ったらいいのかということを書きました。3 です。大きなところで、「コミュニティ・オー

ガニゼーションの機能的役割とその意味、意義」というふうに書きましたところ、（1）（2）
（3）というふうに並べてあります。1 つには、これはずっと議論されてきていることでは

あるんですけれども、そもそも、コミュニティというのをどういうふうに捉えるんだと。オ

ーガナイズするというその対象となるコミュニティというのをその性格というか機能性と

いうかその点で捉えると、よく言われてきたのは、テンニースのゲゼルシャフト、ゲマイン

シャフトというような考え方というのは一般的にあるわけです。もちろん、今の状況の中で

はこれだけではなくて、ゲノッセンシャフトといわれる協同組合への動きというのが当然

射程に入ってくるべきですけれども、話を簡単にするために、ゲゼル、ゲマインというふう

なところで捉えてみますと、ゲゼルシャフトの考え方というのは、かなり特徴的にあるのは

市民的な権利主体というふうなものがベースになって、そこが共通の目的、課題、関心、そ

ういうものを実現するために集まっている部分。したがって、そこでは変化を志向していく

というふうな特徴を持っているかなと。一方で、地縁とか血縁とかというものに表されるゲ

マインシャフトというのは、これというのはむしろ権利主体的な見方ではなくて、住民的な

生活主体というふうなものがそこの中では問題になってくるんでしょう。そうすると、変化

というよりはむしろ安定を志向するような、そういう体質というものがここにはあるのか

もしらんというふうなものというのを簡単に出した部分です。 
 それから、次の「CO の機能的な役割」といいましたところには、もうこれは既に先ほど

から触れてきております問題解決型の CO なのか、ニーズ充足のための組織形成の CO な

のか、あるいはコミュニティだけではなくて、実は地域社会のエンパワメントプラス住民の

主体形成を目指す CO なのかというこの 2 つの捉え方があり得る。 
 3番目には、最近つとに話題に上ってまいりましたコモンという考え方ですね。グローバ

リズムに対するアンチテーゼというふうな位置付けもで今日かと思いますが、このコモン

の議論というのは、新しくて古いといわれるまさにそうした議論ですね。 
 最近、ちょっと手にしました本でも、皆さんもたぶんお読みになっているんでしょうと思
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いますが、『「人新世」の資本論』という斎藤幸平さんが、すごく面白い本を書かれましたね。

この中なんかでも論じられているコモンというのが、今、特に EU、ヨーロッパを中心に出

てきているわけですけれども、彼のところで論じられた、紹介されたコモンというこの考え

方というのを今の私の理解の中では、私的な資源といいますか、そういうものを市民的な共

同の利用管理といった方向で打ち出していこうとする、共同関係というものを創出してい

こうというそういうアイデアのように思えるんですよ。それは、資源、組織、規範というと

ころから見ますと、規範・考え方、ものの見方、価値観、それをベースにして出てきている

ものだと思います。これの具体的な事例としては、バルセロナなんかのミュニシパリズムみ

たいなものが当然、今、出てきているというふうに言われておりますね。なるほどなと思っ

て読みました。 
 一方では、実は伝統的な、特に東洋的な部分を考えますと、共有資源の共同体的な利用管

理という部分が、これはまさに ROA の資源、組織、規範でいうならば資源をベースにした

ところで、まさにこれは共同関係というものの維持強化というふうなものを捉えていく。こ

れは、宇沢広文先生なんかも論じられておいででしたけれども、コモンというのが一般的な

開放空間の中で成立するわけではないわけですよね。コモンというのはあくまでも特定の

資源、財というものをめぐって特定の人々によって、特定の範域の中で利用し管理されてい

くというそういう性質のものであるという位置付けというのがされますね。 
 ざっとこれを出してみますと、今、（1）（2）（3）と並べたものの中の片括弧の部分、1）
の部分、これをざっと通しで見てみますと、個人、市民、市民的個人の外縁的な協力連携の

拡大による社会の改善とそういうふうにくくれるのかなと思うんです。2）のところにいき

ますと、これはそうではなくて、住民というコレクティブな集まり、集団的な存在、これの

暮らしの場の内縁的な充実・強化による社会基盤の変革という方向に向かっているんじゃ

ないか。つまり、市民という非常に個というものをベースにした、またその理念・哲学・思

想というものをベースにしたネットワーク、連携というものを外縁的に、外に向かって広げ

て拡大していく。そこにおけるたぶん CO があり得ると思うんです。新たな価値観というも

のをどのように共有化していくかという意味で。一方で、2 のほうになりますと、これは先

ほど来、触れてきましたように、内実というかコミュニティ、暮らしの場をどのように鍛え

ていくのか、強化していくのかという。つまり、そこに暮らす権利主体としての市民ではな

くて、生活主体としての住民が自分たちを自己組織しながら、生活に欠かせない共有資源と

いうものを利用し管理していく仕組みや経験、能力をどう紡ぎ出していくのか。こういう 2
つの方向性がどうも出てくるというふうに、今の私にはそのように思えるんです。実態はこ

んな単純なものじゃないのだろうと思うんですけれども、整理していくとこういうことな

のかなという気がするんです。結局は、これらは 2 つは違うというのではなくて、いかにこ

れを統合していくのかということが、恐らくは現代社会を生きていく上においてものすご

く重要なことなんじゃないか。 
 ちょっと単純な言い方をしますと、人に例えていいますと、下半身、足腰の部分は恐らく
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住民という地域自治の部分になると私は思うんです。上半身も、頭があり腕がありというと

ころというのは、これはいろんな価値規範を共同しながら、手をつなぎ合いながら広げてい

く、つながり合っていくというそうした市民的な開放的な動きというふうなものに恐らく

はつながっていくんだろうと。これは両方がつながってなんぼのもので、どっちがというん

じゃないんですけれども、あえて言うならば、実は足腰の部分というのは、つまり暮らしの

場に根を張ってきちんと自分の存在というものを維持・再生産していくためのものと、さら

にそれをより良きものにしていくために発展的に参加・協働しながら展開していく、そうい

った形での市民的な在り方、これが統合されていくというのが、これからの社会を考える上

では本当に必要なんだろうというふうに私は思っています。 
 すみません。本当に時間管理ができませんで、話をどんどんしちゃいましたけれども、4
番のところは、どうぞ皆さまのほうからのご意見というものもぜひお聞かせください。4番
のところで一番ありますのは、CO というところに限りますと、4 の（2）にあります自立

性、持続性、強靭性の要素要件とその充足ということを考える上での CO の機能的役割は何

なんだろうという。これはやっぱり考えていかなきゃいけないことだろうと思うんです。そ

の中でも、2番目に挙げております、具体的実践のところでプロジェクトの調査・計画・実

施評価のそのプロセスにおける CO の位置付け。コミュニティ・オーガニゼーションという

のはまったく独立したものじゃありません。1 つのプロセスの中で重要な役割を担っていく

ものだというふうに私は認識しております。プランニングと CO が別かというと、そんなこ

とはない。これは非常に連携している。あるいは、エバリエーションのところで CO とまっ

たく別かというと、そんなことはない。エバリエーションの仕方、誰が何をどのようにどう

展開するか、ここのところでは CO が果たす役割というのは非常に大きいはず。というふう

に、いい展開というものを考えていくときに、どういうふうにこれを考えていくのかという

ことがあります。 
 最後のところは、これはプラスアルファの話ですけれども、今のこの時代性を考えたとき

に、新たな社会パラダイムを構築していく、どういうふうな役割を CO はそこに果たせるの

かということというのを実はちょっとお話をしたいなと思いましたけれども、時間がちょ

っと来ておりますので、過ぎてしまっておりまして、私の報告というのはそこで中断をさせ

ていただきます。すみません、よろしくお願いいたします。 
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・・（質疑応答）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
室田： 
大濱さん、ありがとうございました。大濱さんの本を読ませていただきながら、分かるよ

うな、しっかり理解が及んでいないような部分が僕の中にあったんですけれども、今日のお

話でかなり、特に場というところの捉え方とか、そこにこだわることの重要性がとても僕の

中では理解がすごく進みました。ありがとうございました。 
 コミュニティ・オーガナイジングとコミュニティ・デベロップメントの関係性とかそこら

辺も少しディスカッションしながら、整理できるといいなと思いましたが、まずは皆さんの

ほうからどうでしょうか。時間は限られていますので、ご質問を頂ければと思いますが、ど

うでしょうか。いかがですか。じゃあ、A さんどうでしょうか。 
 
A さん： 
お話はよく分かるところがあるなということが 1 つあって、先ほど、労働組合のお話を

ちょっとしていましたけれども、システムというか制度はすごく整っているんですよね。ど

ういうところで会議をするとか、どういうことを決めるとか、どういう段階で誰を選ぶとか

という制度はすごい整っているんですけれども、その決め方が参加するという形で決まっ

ていなくて、形骸化して、なるべく早く決めるという方向にどんどんなっていくと、全体の

組織の存在意義もどんどん薄れていくんです。今、ちょうどずいぶん時間をかけてやってい

ることは、そもそも皆さんが何を考えているのかという話を聞いて、意見を交わすというと

ころでやっているんですけれども、それがとても時間がかかる。ものすごい時間がかかると

いうことが分かってきて、手間暇かけても何時間かけても終わらないというぐらい。いろん

な会議をやっているんだけれども、だいたいいつもは 40 分ぐらいで終わっていた会議を今

は 3 時間ぐらい延ばして、毎週やっているんです。やっとなんとか展望が開けるかなとい

う感じが出始めているという感じなんですが、そういう作業はとても大事だなということ

は 1 つ思っているところではあるんですが、もう 1 つ、用語のところでいろいろ感じたこ

とがあるんです。これは質問というよりコメントにちょっと近いところなんですが、オーガ

ニゼーション・デベロップメントとか、ヒューマン・リソース・デベロップメントとか、言

うならば人的資本開発みたいなところというのは、企業の人的資源管理にすごくよく似て

いるなということをつくづくと感じていて、そこが非常に上手になっている本が事例とし

て 1 つあるんです。『How Google Works』という本が日本でベストセラーで翻訳されてい

る本があるんですが、これのほとんどページで割かれているのが、どうやって人と人がつな

がるかという事例で、一番面白い事例があったんですけれども、人は 1 回では分からない

ので、20回話しても分からないから 20回でも 30回でも話をしろみたいなことが書いてあ

る。どう人をつなげるかというところにものすごくページが割かれているんですけれども、

言うなれば、蟻の目ということよりも、どっちかというと鷲の眼に近いところにものすごく
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時間が割かれている。それは企業ベースの話ですけれども。案外、労働組合みたいなところ

というのは、制度が整っちゃうとそこに乗っかってしまって何もしなくなるというところ

があるのかなという感じでいて、手間暇かけるところが非常に大事なんだなということは、

お話を伺っていて私もちょっとつくづく感じておりますけれども、やっぱり企業がとても

これをうまく使っているなという印象を私のほうでは持っておりました。だから、先ほどの

市場というのはどういうふうに位置付ければいいのかなと頭の中で考えていたんですけれ

ども、それは途上国の話で市場というふうに考えているんですが、先進国の場合、市場とい

うところに企業があって、企業の内側で働いている従業員みたいな立場があって、案外企業

の従業員としてのまさに鷲の眼みたいなところが実はすごく活性化しているのかなとかと

いうことを思いながら、いろんなことを考えながらお話を伺っていました。ありがとうござ

います。 
 
大濱： 
今、基本はダイアローグをどのように展開するかということであるんですけれども、実は

最初、お話をしました SP というソーシャル・プレパレーション、ここの部分はどれくらい

時間がかかるかと思いますか。 
 
A さん： 
僕は、労働組合で 1年やって大してうまくいっていないので、3年ぐらいかかるんじゃな

いかなと正直思っているんですけれども。 
 
大濱： 
なるほど。それは会議ベースでやられてということですよね。実は現場のフィールドワー

クでやるときには、これはコミュニティワーカーがアウトリーチではなくて、セトルインタ

イプでやる場合、つまり住み込んでやる場合ですけれども、最低半年です。住み込んで、週

に 1 回とかじゃなくて日常的に、あるコアグループ、あるいはセクターが違うグループで

話を始めて、小さなグループから次第に大きなグループに展開させていって、共通の課題と

いうようなところを見いだしていく。課題だけを見いだすのではなくて、その課題の背景に

なっている理由というふうなものを個人、家庭レベルだけではなくて、コミュニティと同時

に社会の政治・経済構造と結び付けながら理解をしていく。それを踏まえつつ、じゃあ、問

題の所在はどこにあるのか。現象としての問題はこうだけれども、原因としての問題の所在

はどこにあるのか。私たちはそれに何ができるのか、できないのか。そういうことを整理し

ながら、では当面の課題を解決するためにここのところからスタートしようという、このダ

イアローグのプロセスの中で人々は問題、自分の状況というものを客観的に把握し始める。

同時に、それは、「俺だけそう思っているのと違うねんな、あんたもそうかい？」という感

じで、共通の認識というのを少しずつつくり上げていくんですよ。そして、それを少しずつ
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拡大していく。最終的にはある特定グループの、あるいはあるコミュニティの全体的な共通

理解として議論をまとめ上げていって、そこでやるべきことをみんなで決定すると同時に

それの主体として組織化を図る。こういうプロセスをずっと展開するんです。でも、これは、

それを働きかけていくコミュニティの経験の在り方、自分たちのコミュニティマネジメン

トの仕方、仕組み、経験、そういうふうなものを見定めながらやらないと、マニュアルがこ

うだからこういうふうにというにはいかないんです。コンサルタントは、そこをやらないん

ですよ。面倒なんでしょうね。はっきり言いますと、彼らにしてみたら、成功しようがする

まいがそんなのは関係ない、もうかればいいというのが基本ですから。だから、要は資源を

ぶち込んで形を作ったらそれでよしということになるわけです。そういう部分を捉えます

と、本質的には第三世界だから時間がかかるんだではなくて、恐らく日本でやっても一緒だ

と思うんです。地域の中で、暮らしの中で何が課題かというのをみんなで見いだして、議論

して、そして何をやろうかというのをつくり上げていく、そのプロセスというのは本質的に

何ら変わらないんですよ。先ほどコミュニティの機能類型というお話をちょっと簡単にし

ましたね。個人の資源を個人の目的のために利用し合うだけという部分、これはすごく多い

んですね。9 割以上あると言いました。日本もその形態に今、なってきていますよ。例えば、

大都市の生活を考えてください。皆さん、東京、大阪、いろんな大都市で暮らしておいでだ

と思いますけれども、大都市の生活というのは実は、4面体とご紹介しましたシステムでい

いますと、行政と市場とはつながっているけれども、コミュニティはほとんどない。実質的

に存在しないというようなところじゃないですか。そういうところで暮らしている人たち

というのは、共有する資源や施設がないんですよ。ないから、個人の持っている資源を個人

で利用し合うだけという経験しか実はないんです。これが地震とか津波があったときに、も

ろに出ました。神戸の真野地区と私たちは 20年近くお付き合いがあるんですけれども、あ

そこは 50年にわたってそうした活動を展開しておいでの地区ですね。そうすると、阪神大

震災でぶっ潰れたとき、あのときもいち早く立ち上がっていく。それで、その前には何があ

ったかというと公害運動、独居老人への福祉的な対応、そういうことをずっと経験を積み上

げられながら組織化をしていきながら、実はその経験がベースになって阪神大震災のダメ

ージからの復興というのも、行政の支援なしで当初は自分たちで立ち上がるというのがで

きた。これは経験の再生産です。 
 結局、そういうことができてきているというのは、やっぱりご自身たちの経験の蓄積とい

うことがある。それをご自身たちで自己組織してこられたんですよね。そこが CO という点

から見たときに、どうでしょう。室田さん、その辺の研究というのは、皆さんの間ではされ

ておいでですか。 
 
室田： 
そうですね。経験がベースになって、それがアクションに結び付くというのは、結構コミ

ュニティ・オーガナイジングの中ではよく議論されることかなと思うんですが、今の点でち
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ょっと質問させていただくと、先ほどのソーシャル・プレパレーションが、対話をして意識

化をして組織化をしていくというお話だったんですけれども、それに地域に入っていくと

きに半年間時間を費やしてというお話がありましたが、例えばまだ意識化、組織化が不十分

だけれども、アクションを取ることでそれが意識化にリフレクシブにそれこそ働くみたい

なそういったことというのはあるんでしょうか。そこは、それともまずは意識化を徹底的に

やるということなんでしょうか。そこはどういうふうにお考えですか。 
 

大濱： 
少なくとも私が今まで経験してきた PA、あるいはそれをやっている活動のところの経験

からしますと、SP がしっかりしないうちというのは、次の段階には進みません。それをや

ると、非常に中途半端な形になって崩れていくことのほうが怖いですよね。どうしても、一

般的にやられるコミュニティ・オーガニゼーションだなんだというのは、オーガニゼーショ

ンという組織をつくるところに目的がどうもあるんですよ。そのためには、人の関心を呼び

集めるみたいなところで、よくある話をご存じでしょうか。外部者がプロジェクトを持って

コミュニティに入ると。これをやりたいと。じゃあ、皆さん、これに参加してくださいとい

うときに、例えば帽子を配る、Tシャツを配る、文房具を配るなんたらかんたらして人の関

心を買うわけですよね。関心を買って、じゃあ、これ欲しい、そう、だったらメンバーにな

って。だったら、もっといろんなものが手に入るよというような形でつくっちゃう組織化と

いうのもあるんですよね。実は結構それが多いんです。そういうことをやっちゃうと、もう

全然自律的な部分で自分らでがんばろうなんていうのは当然望めませんから、やっぱり基

本の部分というのをきちんとやっていくというのは PA をやる人間たちはそれは当たり前

のこととしてやっていきます。ファシリテーションというのは、まさにそれなんですよね。

つまり、自分たちがプロセスをうまく管理するためにというんじゃなく、むしろコミュニテ

ィの側の人たちがどのような気付き、学びというのを自分たちで紡ぎ出していくか。そのプ

ロセスをどのように支援するかという形になりますんで、これは時間がかかる。ですので、

最低 6 カ月ぐらいはそれに十分時間をかけます。早く進めるということを必ずしもよしと

しないんです。外部のプロジェクト、日本の JICA だとか ODA でやる人たちは契約期限が

決まっていますから、その範囲の中で形を作らなきゃいけないということで資源投入にが

っと入ったりするんですよね。それをやると、プロセスがぶっ潰れてしまいます。基本的に

は PA ではそれはやりません。 
 
室田： 
分かりました。この議論はたぶん他の方もいろいろしたいと思うので、どうでしょうか。

フ B さんとか、いかがでしょうか。この点に関してでなくても、今、神戸の話題も出てい

たので。 
B さん： 
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はい。非常に勉強になりました。先生の地域福祉に対しての見解も、私も同様に非常にそ

こを危惧している一人です。それで、ちょっと小さい質問を。私はその中で 1 つ、この自己

組織力というのも非常に賛同しまして、ちょっと私たちの方法論になってしまうんですけ

れども、自己組織力の地域診断というんですか、地域構造を見ていく際の視点をこのように

構造的に示していただいたというのは、非常に参考になります。そこら辺が、地域福祉のと

ころのコミュニティを見る際の視点にずっと欠けているというのは、先生のお話も聞いて

痛切に感じたところです。 
 小さい質問をまず 1 つさせていただきたいのは、先生の暮らしの基本の 3 側面ですね。

この要素の中に政治というのが小さい疑問でありました。というのが、先ほどのキーワード

の中に主体形成とか自治とかいう中には、どうしても地域社会の中では権力構造の問題が

どうしてもありますので、このあたりのところの関連でそれをお聞きします。 
 それとあともう 1 つだけ質問で、これは非常に素朴なんですけれども、非常に今の地域

社会が脆弱になっていて、孤立化している状況の中でその中で先生のご質問も、地域社会を

持続可能な強靭なコミュニティの場をつくるにはどうすればいいのかというのに、ちょっ

と途方に暮れているところがありまして。その中に、実はコミュニティもそうなんですけれ

ども、僕は、先生が内部システムの中に家庭をしっかり捉えて考えられているというのは非

常に賛同なんですけれども、この家庭そのものが単身化になったり、脆弱になっているとい

うところをどのように組織化との関連で捉えるのか。そのところをむしろ先生にお考えを

お聞きしたいなと思っていました。 
 
大濱： 
分かりました。第 1 点のところの政治、権力構造の問題ですね。この部分につきまして

は、実は地域社会というふうなものの捉え方の中に組み込んであります。あくまでも経済と

か生活、環境というのは、それに働きかけていく対象領域というふうな位置付けとしてこれ

は組み立てておりますので、働きかけていく主体というのは、地域社会システムの中に 1 つ

のそこのシステムをコントロールする権力というふうな位置付けで捉えております。です

ので、この権力というのが行政権力なのか、あるいは市場のパワーなのか、あるいは逆に住

民のほうの下からのボトムアップのそうした住民権力というふうなのを育て上げていくと

いうところと、実はここの部分というのが、例えば今日はちょっとお話はできませんでした

けれども、内発的発展論というふうなものが提示している非常に重要な側面でもあろうか

と思うんですね。最初の質問についてはそのように考えておりますということです。 
 それから、2番目にご指摘いただきました、4面体というふうなものの中で家庭というふ

うなものの変容というものをどのように見るのかということですよね。これは本当に実は

悩ましいところなんです。変容していくといったときに、考え方としては私は基本的には変

わらないと思うんです。要するに、家庭というものが要素資源の所有主体であり、そしてま

たそれの分割だとかいうふうなことを判断していく、また統制していくという主体である
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ことに間違いありません。最近の議論では、そうした住民というふうなものを代表する、例

えば自治会なんかの話でもありますけれども、要するに家庭というものをベースにしてみ

たら、出てくるのは年寄りの男ばっかりでどうのこうのというような議論があって、保守的

であると。そうじゃなくて、興味関心というものを共有化した個人が集まって 1 つのアソ

シエーション的なものをつくっていくのが今の時代の趨勢だみたいな言い方がされますよ

ね。それも 1 つの在り方としてあってもいいんだろうと思いますけれども、でも日々の暮

らしというふうなものを支えていく基本単位というのは、私はやっぱり家庭だろうと思う

んですよね。といいますのは、家庭というものが一つ持っている金融資産にしろ、人的なも

のにしろ、物的なものにしろ、それの所有主体でありますし、処分主体でありますね。そう

いう部分というのが個人とは言えないんです。これは、個人というふうに言ってしまいます

と、ハウスホールドというのがシステムとして捉えられなくなるんですよ。個人というのは

システムじゃありませんから。つまり、個人と言ったときには、私のように引退してしまっ

た人間も個人だし、私の息子が世帯を持って生活しているそれも個人ですよね。つまり、生

活を支える当事者で能力を持っている。じゃあ、赤ちゃんが生まれましたと、生まれた者も

カテゴリーでいえば個人でしょう。でも、それは責任を担っていく、暮らしを担っていく主

体にはなり得ませんよね。そうした二世代、三世代というものが一緒に暮らしているという

1 つのハウスホールド、つまりかまどを共有化している、それが活動の単位のはずなんです

よね。ですから、そこが今の議論の中ではなんか便宜的にかっこいい部分を出してきている

んだなというふうには思うんですけれども、私は頑固ですから、主体はやっぱり家庭である

というふうには思います。それは変わりません。だけど、おっしゃるとおり、核家族化して

きて、家庭というものが所有する資源というものもだんだん限られてきている。特にグロー

バリズムの中でどんどん貧困化が進んでいく中では、家庭そのものを存続していくという

こと自体が難しくなってきているというのがここにありますよね。そうした中で、家庭とい

うふうなものが、地域を構成する 1 つの主体として本当に望まれる役割を果たし得るのか

という視点で見ますと、だんだん難しくなってきている。それは、都市部においては関係性

が非常に希薄であるというような形に現われてくるのかもしれませんけれども、例えば限

界集落だとかなんとかという話がかつてありましたよね。ああいった地域での基本的には

共同体的な形でまだまだ協力をし合いながら暮らしているというところが、だんだん人口

減少ということによって、お互いが参加協働しながら自らの地域を、ベースを再生産してい

く、それに必要な機能集団というものを維持できなくなっていくんですよね。だんだんでき

なくなっていく。年を取ってきて「腰がもうあかんねん」と言い出したら、何が起こるかと

いったら、米作りをしているようなところで水路の管理だとかさまざまな労働というのが

だんだん難しくなってきて、そしてそれができるところに手間替えをしてもらわざるを得

ないみたいな形がどんどん出てきますでしょう。いろんな側面で、やっぱり日々の暮らしを

お互いが組織をつくり、役割を担いながら支え合っていくというそういう仕組みというの

が、おっしゃるとおり、だんだん希薄化するというか、脆弱化してきているんですよね。そ
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うすると、コミュニティが維持されなくなってくる。 
 この問題というのは恐らくは、中山間地にしろ、都市部にしろ、かなり出てくるなという

ふうに私も実は思っております。ただ、どうするのかということになると、双方からのアプ

ローチがやっぱり要るんでしょうね。双方というのは、外部システムとしての政治というか

施策というところによって、そこに手厚い何らかの保護ないし支援というのをどれだけ組

めるかという問題と、もう 1 つは内発的に、内部システムの中で自らの暮らしをどのよう

にみんなで協力し合って立て直していくのかという。こういった試みというのは、最近、い

ろんな地域住民の人たちがこんなことやっていますというふうな事例報告がされてまいり

ましたよね。ですので、そういうことというのを参考にしながら、自分たちの地域の中では

どんな課題があって、それはどのように解決し得るのか、背景も含めてですね。自分たちが

できることを自分たちでやる。できないところは、できれば外からの支援をお願いするとい

った形で。1 つの集落で完結しながら昔と同じような形をというのは、ちょっと難しくなっ

てくるんでしょうね。消滅はしないでしょうけれども、機能的にはやっぱり変わってこざる

を得ない。ただ、面白いなと思いましたのが、社会学者の方で山下祐介さんでしたっけ。限

界集落なんていうのはないというふうな、あり得んというふうな話を展開されているんで

すけれども、あれはプロパガンダというふうにおっしゃっているんですけれども、結局そこ

で暮らしている人たちが少なくなっても、つまり人口が減っても世帯数は減らないという

この現実をどう見るかと。そうすると、老夫婦がそこに残ったとしても、娘たちが近隣で暮

らしている、あるいは息子がちょっと離れた都会にいるというような家庭の形態に変わっ

てきている。だけど、そこで暮らせるというところは、近くにいる娘がこういうケアを、週

1回来たり、月何回か来たりでやる、長男が帰ってきてやるみたいな形で、こういう問題に

ついては、暮らしの場の範域というのが実は広がってきていると。それを希薄化していると

いうふうに見るのか、広がってきているというふうに見るのか、軸足の置き方によって変わ

るんだろうなとは思うんですけれども、そういういろいろな対応の形が生まれてきている

んだなというふうには思うんです。その意味で、今、本当に過渡期にあるんだなというふう

には思うんですけれども、ただ私は、やっぱり地域社会というものをどのように自立性、持

続性のベースに本当になるようにしていくかというふうなことを考えていこうとすると、

「場の理論」というのをもう一回見直しをしなければ駄目だろうと。その文脈の中で CO と

か CD というのをきちんと位置付けていくというふうにも考えていくことが要るんだろう

なと。ここで、アリンスキーの手法による CO が有効性を持つところと、そうでなくて逆に

PA的な、PCO というんですけれども、パーティシパトリー・コミュニティ・オーガニゼー

ションというんですけれども、それが有効性を発揮し得る部分というのは、ちょっと違うと

思うんです。問題が違うからどっちがいいじゃなくて、どのような活動に対してはどれを活

用し、どのようにそれを連動させていくことによって、最終的に地域というベースを鍛え上

げていくか。そこを考える時代に今、来ているというふうに私は思うんです。ですので、最

後のところで、SDGSのこともちょっと書かせてもらいましたよね。SDGSというのは、絶
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対と私は思うんですけれども、達成できません。あれは無理です。幾つか理由があるんです

けれども、1 つは、あのような状況を生み出した原因には一切触れません。そこには目を向

けさせません。なぜならば、そこでおいしい思いをしてきた人たちが SDGSを仕掛けていま

すから、UNDP（United Nations Development Programme：国連開発計画）だとかジェ

フリー・サックスだとかいうようなああいう類いの人たちが SDGS の裏側にいるわけです

よね。相変わらずグリーンビジネスだとかなんたらというようなことを言っている。これが

1 つです。 
 第 2番目は今日は私、ちょっとすっ飛ばしてしまいましたけれども、ハンドアウトの 2ペ
ージ目のところにこれがあります。これをご覧ください。このダイアモンドモデルです。こ

のダイアモンドモデルというのは、実は自立性、持続性を担保する要素と要件として見てい

るものです。これを作るのに本当に 10年かかりました。これを理解していくのに。結局の

ところ、SDGSはなんであかんかと言ったら、サステナビリティーという言葉を使いながら、

サステナビリティーを実現・担保する要素・要件について何も言いません。ちちんぷいぷい

でやればすぐ実現するという。とんでもない。自立性というふうに言ったら、持続性と言っ

たら、既にそれが実現されたかのような錯覚に陥って、あれをやる、これをやるとやってい

ますけれども、そんなものできるわけないですよ。自立性を担保する、持続性を担保してい

く要素要件は何かということを明確に定めて、そこに働き掛けていかなかったらできませ

ん。 
 3番目のポイントは、SDGSの発想の中に、地域がまったくないということです。周りの

活動ばっかりを言っていますが、それに持続性を付与する地域というベースに対する見方

がまったく存在しないということです。最後の点でいいますと、バックキャスティングの計

画論というのを主張していますよね。将来実現するために今、何をやるかというこれが大事

だと言っていますが、それも要りますけれども、足りませんね。何が足りないかといったら、

今、どんな能力、経験を持っているのか、何ができるのか、何ができないのかをまったく捨

象して、ただ実現したいということに向かって、今これをやりましょうなんていうようなこ

とを言ったところで、そんなものは現実性を持たないです。グラウンドがないです。 
 これらのことを総合的に考えますと、SDGSというのは絵に描いた餅にすぎません。あん

なものは。開発の現場を多少知っている人だったら、あんなものはまったく相手にはしませ

んね。という状況になっている。ここでもやっぱり地域なんです。そういう地域をどのよう

に鍛えていくかというときに、何度も言いますが、CO が今、何を果たせるんだというのが

私は本当に気になるんです。第一線から退いてはおりますけれども、やっぱりそこは気にな

ります。 
 
 
室田：C さん、いかがでしょうか。 
 



 34 

C さん： 
ありがとうございました。今ちょうど大濱さんが、これまでも何回も繰り返して言われた

フレーズですけれども、「地域を鍛える」というのは、私はとてもいい言葉だなと。もう少

し広げて、最初におっしゃられた「場を鍛える」というですね。もちろん、個別の人とかも

のを強くするということもあると思うんですが、私はやはり、おっしゃるように今必要なの

は「場を鍛える」という発想だろうなと。それを今日の話の中ではいろんな言葉で言い換え

ていただいて、それぞれ非常によく分かりました。例えば下半身、インフラというふうに言

ってもいいんだと思うんですけれども、私もやっぱり今、特に CO がやるべきことはそっち

の下半身であり、インフラであり、それを「鍛える」という言い方、ケイパビリティという

言い方もできると思うんですが、やっぱり「鍛える」というのが日本語の感覚としてはよく

分かるというんですかね。当然、鍛えるというのは 1 日でできるものじゃないですし、長年

にわたって続けなきゃいけない。しかも、同じエクササイズを同じ場所ばっかりじゃなくて、

いろんな運動をすることによって体全体が鍛えられていくという、最近の言葉でいうホリ

スティックな考え方ですね。いろんなことをしながらいろんなところを鍛えて、それが全体

として力になっていくというそういうイメージも湧いてきます。 
 今日のお話はどこが特にというよりも、大濱さんが常にそれをいろんな言葉で言い換え

ていて、だけど結局、場を鍛えることが大事で。私なんかはそういう話を聞くといつも農業

というか畑や田んぼが非常にいい状況で再生産されていれば、いい作物ができるというそ

ういうイメージを話を聞きながら感じたんですが、そのことを強く、何度も何度も言葉を言

い換えて訴えていただいたところが、私には今日、本当に学びとなりました。ありがとうご

ざいました。 
 
大濱： 
ありがとうございます。そこの部分、本当に大事なところをきちんと受け止めていただい

て本当にありがたいと思います。本当は今日は、私、一番時間をかけてお話をしたかったの

は、2枚目にあります 4 のところなんですよ。今、C さんのほうから「鍛える」ということ

が大事だというふうにおっしゃっていただきまして、じゃあ、鍛える対象は何かということ

を示していったのが、ダイアモンドモデルと私たちが通常言っているものなんです。要は、

資源の側面というのは目に見えやすくて、鍛えるのも結構鍛えやすいですよね。ところが、

規範だとか能力、連携だというのは、そして真ん中に来ている主体としての組織というのは、

鍛え上げていくというのが本当に大変なところなんです。見えませんからね。組織というの

は一応形はできますけれども、その能力だとか経験とか、連携のネットワークの在り方だと

か、あるいはその組織を動かしていく規範、価値規範、ルールとかそういうものというのは

目に見えません。鍛えるのは、見えないところなんですよね。こここそ、私たちは見ていか

ないといけない。だから、見学の「見」というのは蟻の目なんですよね。観世音菩薩の「観」

という字が鷲の眼になっていく。でも、蟻の目の部分をしっかりやらなかったら、鷲の眼は
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鍛えられないんですよ。蟻の目だけやっていても、鷲の眼がなかったらそこでおしまいなん

ですよね。三途の川に石がごろごろ転がっているだけという状況になってしまいます。それ

をどのように結び付けていくのかというのが、蟻の目と鷲の眼の統合という考え方なんで

すね。そこのところをちゃんとご理解いただきましてありがとうございます。 
 
室田： 
ありがとうございます。そしたら次に D さん、ここまでの議論も踏まえてどうでしょう

か。 
 
D さん： 
ありがとうございました。私は、コミュニティ・オーガナイジングについて話すときはや

はり、組織化、意識化というのが一番コアであるということをいつもお伝えするようにして

いるんですけれども、大濱先生のお話を聞いて学んだからこそ、そうなんだなということを

今日は確認したなというふうに思いながら、お話を伺っておりました。私は、このフレーム

ワークも 10年以上前に学ばせていただいて、その後の取り組みでも常に振り返りながらや

ってきたつもりではありますけれども、ただ、福祉の領域でコミュニティ・オーガナイジン

グを援用していこうといった場合に、福祉用語がものすごく出てきます。そして、福祉の機

関であるとか制度であるとか、福祉施策としてつくられてきている仕組みというのがもの

すごく勝つんですよね。まずそれがあってというところから話が始まるので、地域がとても

見えにくくなってしまうというのがあります。どうしても、この RON をずっと頭に置きな

がら考えようとするんですけれども、組織というところが、やはり行政の組織、社会福祉協

議会、NPO とかそちらのほうがメインになって、本当の人々の暮らしの中にある、暮らし

を規定している組織は一体どこなのかというところがやはり見えず、そこが。商店街みたい

なところがあると、商店街の組織みたいなところが見えやすいわけですけれども、あるいは

農業とかそういった産業と密着している地域であれば、産業の組織というところが地域組

織のコアとして捉えられるのかなというふうになってくるんですけれども、そうでない場

合、どうしても社会福祉協議会を RON の「O」というふうに見てしまったりとかして、な

んかそぐわない感じになってくるんですよね。とても悩ましいなと思って。でも、今日、お

話を伺いながら、ここが問題だなということを改めて確認をしたところでございます。この

あたり、社会福祉協議会がやはり地域福祉を考える上でどうしてもコアになる組織として

見られる、ここは大濱先生はどのように捉えていらっしゃいますか。 
 
大濱： 
いや、捉えるというか、組織というふうなものを、どう言えばいいんでしょうね。やっぱ

り、もう一度言いますけれども、活動が主体なんですよ。だから、具体的活動を担うのはど

こかというようなところの発想で社協だとか、あるいは地域包括センターだとかいうよう
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な具体的なそれを持ってきがちなんですよね。それはそれでいいんですよ。いいんですけれ

ども、ここでお示しをしたダイアモンドモデルというのは、実はそのことを言っているので

はないんです。これは、どんな活動をするにおいても、あるいは地域社会というものを見て

いくにおいても、このダイアモンドの関係性というのをどういうふうに使っていくかとい

うことなんです。これは使いようがいくらでもあるんです。 
 例えば、D さん、この真ん中に社会福祉協議会というものを持ってくると、その社会福祉

協議会はどのような能力、経験を持っていますか、どのような連携の仕組みを持っています

か、規範はどのようなものをベースに動いていますかというふうに、要素要件というのは、

その 1 つの組織を捉えて解析していくときのフォーカルポイントなんです。例えば地域に

置き換えるとしたら、この「組織」というところに例の 4面体、地域社会システムを持って

くればいいんです。そうすると、地域社会システムが持っている能力レベルはどういうんで

すか、経験は、仕組みはというふうにこれで解析していくことができる。「この地域、すご

い」と言うだけでなくて、何がすごいんですか、どこができていて、どこができていないん

ですかとかそういう部分を見ていくためのものなんです、これは。ですので、現場のところ

で考えていかれるときに、すぐに特別のあれというふうに持ってくるんじゃなくて、それは

いろいろ調べて、いろいろ議論して考えて、最後のところでこうじゃないかなというふうに

持ってくればいいだけの話で、その状況をまず把握するためにそれぞれの組織云々という

ようなところでこれをベースに見ていったらいいんじゃない？というのがある。 
 これについては E さん、どうですか。あなたは現場で PLSD をすごく勉強して、現場で

も使っていらっしゃるあなただけれども、今の D さんのご質問についてはあなたはどう思

われますか。 
 
E さん： 
今、とにかく日本の地域福祉の中の一番大きな課題というのは、今日の大濱先生の説明の

中で言わせていただくと、内部システムと外部システムがいかに協議協働しながら一緒に

なって問題解決ができるかというところだと思うんですよね。やっぱり社会福祉協議会の

役割というのは、そのど真ん中にいて、いかにつないでいくか。だけども、多くの地域は内

部システムがすかすかになっているので、つなぎようがないという。ですから、社会福祉協

議会が内部システムにどう働き掛けていけるのか、または外部システムとどうつないでい

けるのか、これが地域包括ケアシステムというところでも非常に大きな課題なんじゃない

かなと。社会福祉協議会がそういう能力をどの程度持っているのかというのをこのダイア

モンドモデルから分析していく必要があるのかなというふうに思います。 
 

大濱： 
D さん、今、E さんがいみじくも言ってくれたことはどういうふうに捉えるかというと、

ここにあるダイアモンドモデルを内部システムのダイアモンド状況として 1 つ押さえます。
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外部システムの行政だとか、あるいは社会福祉協議会だとかいうふうなところの状況とし

て 1 つ押さえます。これを連携というところでドッキングさせたら、連結ダイアモンドモ

デルができるんです。連結させたときに、規範として何を共有化していますか、組織の構造

としてどのような仕組みで結び合っていますか、資源は双方から何が提供され、どのように

共同管理がされていますかというそこの部分につながってくるんですよ。だから、そういう

ふうに広げて捉える。協力しますよというのは、単純に言葉だけで言うんじゃなくて、協力

を担保していく規範は何ですか、組織的なセットアップの状況はどうですか、資源はどのよ

うになりますか、それを一緒にやっていくためには双方にどのような能力が必要ですかと

いうふうに具体的に押さえていくんです。福祉の議論の中ではほとんどそういうことがな

いでしょう。だから、成果がなかなか出ないんですよ。 
 

D さん： 
なるほど。今伺っていて、E さんが、地域包括システムは内部システムと外部システムを

結び付けるシステムであるというふうなことをおっしゃって、なるほどそうだなというふ

うに思いました。福祉のシステムが、地域を捉えるというところで浮いてしまって、どう捉

えたらいいのかなというのがちょっと悩みだったんですけれども、今、それを伺って理解で

きてですね。その規範はというと、こうだよというふうに一応システムとして制度的に決め

られた規範というのがあるわけですけれども、一体、じゃあそこにいる人たちは、そこに関

わる人たちは本当にそこをそういう意味で実態としてどう機能させているのか、どういう

ふうに能力を蓄積しておられるのか、そこがやはりちょっと空洞化しているのかなという

感じがしてですね。そこに気付くための枠組みがやはり、今日ご提示していただいた RON
と能力、連携のところのフレームワークだと思うので、ここを現場の皆さんとどう分かりや

すく押さえて議論していけるか。そこが、進む道なのかなということを伺っていて思いまし

た。ありがとうございます。 
 
室田：E さん、どうでしょうか。 
 
E さん： 
大変興味深いお話をどうもありがとうございました。コメントになってしまうんですけ

れども、私自身の背景というか、私もソーシャルワークと、あと多様な主体による活動とい

うものをどういうふうに評価できるのかというところに関心を持って、今、研究をしたりだ

とかしている中で、今日の PA のパーティシパトリー・アプローチのところで、共通的な経

験学習のプロセスを支援展開するというお話があったかと思うんです。ここのプロセスが

すごく私も共感するところで、経験の再生産とか自己組織とかをしていくにあたっては、た

ぶんそこにいる人たちがその意義とか意味とか価値というのを認識していないと、恐らく

再生産されなかったり、前に進んでいかないんだろうなというふうに思ったときに、私自身
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がたぶんここの価値をどういうふうに引き出せるのかというところで評価的な考え方とい

うところを使えないのかなということを日常的に考えていたところと少し重なるお話だっ

たかなというふうに思ったという点がまず 1点。 
 あとは、最後のコメントの中でもありましたけれども、地域とか場を鍛えていくというと

ころが、私もすごく今日印象に残ったところで、まさに鍛え上げていくものの対象というの

が見えないところにあるよねというところは、そうだなというふうに思ったんです。ここで

やっぱり地域づくりとか場をつくっていくというところに必要なものというのは、モデル

とかというものでは恐らくなくて、1 人 1 人の技みたいなものと、それは何を鍛えたらその

ちょっとした技が、個人の技がどうなるというよりかは、場に起こる相互作用を鍛えていく

みたいなところがあるなというふうに思ったときに、私はそこをすごく見える化したいな

というふうに思うところに今すごくドライブがかかってはいるんですけれども、そこを明

らかにしたりだとか、何か捉えられることによって地域づくりにつながっていくエッセン

スみたいなものが見えてくるといいな、なんていうことをちょっと思いました。というとこ

ろで感想です。 
 
大濱： 
ありがとうございます。ちょっと 1 つ、コメントを私のほうから返させていただきたい

んですけれども、今おっしゃられていたポイントについては、評価をどのようにやっていく

のか。つまり、プロセス評価ですよね。そこのところをどのように見るのか。スーマティブ、

フォーマティブな両方の評価というのが当然あるんですけれども、ただ、プロセスを評価す

るといったときも、プロセスの中で何を評価するかが明確にならないと評価になりません

ね。そのときにダイアモンドが使えるということでもあるんですよ。規範がどんな経験する

ことによってどのように変わっていったのか。あるいは、能力が、どのような能力が何を経

験することに、あるいはインプットすることによってどのようにエンハンスされたのか、あ

るいは連携の仕組みが、どの活動を通じてどことどこがどのレベルにまで連結できたのか。

資源ベースはどのように強化されたのか、あるいは組織のマネジメント能力はどのように

変わっていったのかというふうに、この質の部分を評価するんです。従来の評価は、資源側

面がだいたいそうなんですよ。物に見える、量的に把握できる、短期的に把握できるという

ふうな形の評価が一番やられている。それもあっていいんですけれども、もっと大事なのは、

地域を鍛えるといったときには、このダイアモンドの部分の何がどのように強化されたの

か、変化したのか、それを引き起こしたインプット、要素要件は何だったのか、そこを明確

にしていく、評価していくことによって見える化していかれるはずなんです。 
 実際、PLSD はそれももう作ってあるんですけれどもね。評価枠組みということでね。で

すので、その辺をちょっと参考にされますと、それは 1 つのサジェスチョンにすぎません

よ。だけど、従来型のプロセス評価といったときに、ディスクリプティブな形の評価とアナ

リティカルな形の評価というのがあるじゃないですか。プロセスというのはわりとディス
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クリプティブに書かれていく。いつ、何をどうやった、どうやったといっているのが結構あ

る。それも大事だけれども、その結果、何がどのように変わったというアナリティカルな部

分を入れていかないと、本当の意味での次につながっていくラーニングというかレッスン

というかそれは引き出せないんじゃないかなという気が私はしていますね。要するに、この

ダイアモンドというのは、いわばリアリティー、現状がどうなっているのかというのをまず

は押さえる。改善に向けて、どこに問題があり、どこを押さえていったらいいのかを明確に

する。計画を作ったときに全部に漏れがないかをチェックしていくリストでもある。あるい

は、プロセスがプロジェクトインプリメンテーションの段階で進んでいくときに、これらの

間のインタラクションが想定されたとおりに進んでいるか、進んでいないか、進んでいなか

ったら何が問題か、どうしたらいいかということを全部チェックかけていくリストがちゃ

んとできているんですよ。最終的に評価。何をどう評価するか。アウトプットだけでなくて、

PLSD なら 4 面体で内部システムがどう変化したか、外部システムがどのように変わった

か、内部システム・外部システムのトータルの地域社会システムが質的に、量的にどのよう

に変わったか、何が課題か、次のアクションは？というふうに展開していく。そのための 1
つのフレームワークでもあります。ご参考にしていただけたらいいですね。ありがとうござ

います。 
 
F さん： 
今日は貴重なお話をいただきまして、どうもありがとうございました。本当に興味深いな

と思って伺っていた部分でいうと、最後のほうの質疑のところでも出てきたんですけれど

も、実際、私自身が限界集落でのコミュニティ・オーガナイジングの実装というところを今、

科研で取り組んでいるところで、先ほどのお話でいうと、家族という力がほぼ見えなくなっ

ているような、1 人暮らしの高齢者の方とか高齢のご夫婦の世帯、実際に言うと 260 人の村

なんですけれども、133 人が 75歳以上の地域で、1 人暮らしの方も非常に多い中で何がで

きるのか、ここでいうところの地域住民の皆さんのエンパワメントというところをどのよ

うに CO で実現可能なのかということに取り組んでいるところなんです。 
 1 年間たったところで、1 年間ずっと、ここでいうところの SP、ソーシャル・プレパレ

ーションというところかなと思うんですけれども、ずっとそれを 1 年間やってきたという

ところです。そこで一応 CO の実装ということでプログラムをしてやっているので、ワンオ

ーワンの取り組みを 1 年間を通してさまざまな人や機関の方々とずっと続けてもらうとい

うことを現地に人を配置して、実は社会福祉協議会の職員、ソーシャルワーカーを週に 4 日

間という非常にセトルインというような状況ではまったくなくて、週 4 日間行ってもらう

という状況で 1 年間続けていただいて、ここでいうところの組織化まではいかないと思う

んですけれども、とにかく 1 年間、意識化ということを一生懸命やってきたということな

のかなとか、そういうふうに CO で取り組んでいるというふうに自分たちが思って、実装と

いうことでやっているというところと、今回いただいたお話というのは重なってくる部分
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というのがかなりあるんじゃないかなというふうに思いながら伺っていました。 
 その 1 年間の成果としても、そういった家族というところがない中で非常に難しいとこ

ろもあるのかなと思いつつ、いろんなものがやっぱりつながってきたところで、そこにパワ

ーが生まれてくるということをすごく実感する 1 年になりました。今、またそれをちょっ

と続けてきているところではあるんですけれども、まだまだこのソーシャル・プレパレーシ

ョンという時間が週 4 日の人たちで、半年では終わらないというそういうところを今日も

実感させていただいたところでした。そんなところで非常にやぼな質問で、ただ自分の関心

があるというところでお許しいただきたいと思うんですが、私はそういったところを今回、

社会福祉協議会の職員のソーシャルワーカーに委託して週 4 日ということでやってきてい

るわけなんですけれども、実際、今回、先ほどのセトルインにしてという話もあったりした

ところで、誰がそこに参加型開発手法とか、言葉が適切じゃないかもしれないんですけれど

も、PLSD を活用していくのか、その活用していく人は誰なのか。活用してというか、例え

ばセトルインしてというふうに考えるんであれば、そこに住み込む人は誰なのかというこ

とと、その方がどのようなトレーニングを受けている方なのかという、本当に個人的な関心

が入っているので非常にやぼな質問かなというふうには思うんですが、ぜひ、ちょっと実際

のところとかを教えていただけたらありがたいと思いました。どうぞよろしくお願いいた

します。 

 

大濱： 

私が今からご紹介できるものというのは、いわばアジア、アフリカの現場で仕掛けてきた

実践のことですので、日本でそれをどういうふうに使っていったらいいのかはちょっとお

考えいただきたいなと思うんです。誰がやるのかというのは、基本的には NGO であった

り、日本でいえば NPO であったり、あるいは政府職員でコミュニティのフロントで働いて

いる人たち。ただ、エクステンションワーカーの人たちというものだけでは駄目です。エク

ステンションワーカーというのは、言い換えたら今おっしゃった社会福祉協議会。つまり、

特定の知識・技能というものを持っていらして、それを普及していく、伝えていくという役

割を持っている方々のことをエクステンションワーカー。農業の普及員だとか、生活普及員

だとか、日本でもありますよね。そういう人たち。つまり、A というナレッジとかいうよう

なものを普及していく、エクステンドしていくというそういう部分ですよね。ですので、そ

ういう専門の方々は、A を 2A、3A、5A、10A、100A と拡大していくのが役割なわけです

よ。A をね。つまり、専門知識、マニュアル等々というようなものをね。これはちょっと限

界があるんです。 

 現場のところでのファシリテーションというものは実は、これもちょっと触れたほうが

いいかな。ファシリテーションという言葉が日本では誤解されています。日本でやられてい

るファシリテーター養成講座だとか何だというのは今、いっぱいやられていますけれども、

あれはプロジェクト作りをするときに住民の人たちとどのようなお話をしますか、意思決
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定をしていきますかというそういった、プロジェクト形成のミーティングをどうマネジし

ますかという意味でのファシリテーションにすぎないわけです。PA でいっているファシリ

テーションというのは、本当に住民が暮らしの中で意識化、組織化というふうな部分を、そ

して能力形成、連携構築というこの長いロングプロセスをどのようにサポートしていくか

ということであって、プロジェクトをうまく作っていく、回していくためのいわゆるツール

論じゃないんです。それがやれる人間がファシリテーターなんです。ですから、私がここで

書きましたファシリテーターというのは、今、日本でいわれているようなファシリテーター

を想定されますと、ちょっと違います。これは全然レベルが違う話ですので。 

例えばスリランカというのは、第三世界の中でも珍しく、政府がこの PA を正式に取り上

げて現場に導入していった国なんですよ。NGO に先駆けて。そこでは、これはハンバント

タの IRDP、Integrated Rural Development Program という統合農村開発計画の中で作ら

れたものなんですけれども、政府がファシリテーターを養成するプログラムを導入します。

あのときは 39週間でした。39週間、どうやってやるかというと、コミュニティに入ってい

くところのいわゆるラポートビルディングから入って、人々と対話をして基礎的な情報を

集めてというふうな部分、これは最初のところですよね。関係づくりをして、コミュニティ

にセトルインするというようなところから、だんだんコミュニティのプロファイリングづ

くりに入り、人との対話を仕掛けていくというそういうことというのをステップバイステ

ップでやっていくんです。 
 これをどうやったかといいますと、39 週間という時間をかけて、まずは 2 日、3 日、こ

ういうことをやるんだよ、これが大事だよということをたたき込んで、それぞれの現場に放

り込むんです。放り込んで 1週間から 10 日ぐらいしてから、そこで与えられたタスクをこ

なしてくる、結果を持ち帰ってくる。それを集まってきたときにどんな経験をしたか、何が

課題だったか、どうだったか、どういう対応をしたか、なぜかというようなことをみんなで

議論する。つまり、アクションやって、リフレクションなんです。次の課題を与えられて、

また村に戻っていく。そこでやってみる。さあ、そこで直面した、経験とかなんとかという

のを持ち帰ってきてみんなで共有化して、議論して、そこからラーニグポイントを引き出し

ていく。さらに、次のタスクを与えられて、また現場に入っていく。さらに、次のタスクを

与えられて、また現場に入っていくというふうに進めていくんですね。これがまさにアクシ

ョン・リフレクション、アクション・リフレクションの繰り返しで、PA ではこれをプラク

シスシステム、PRAXIS と書いてプラクシスと言うんですけれども、これをトレーニング

の中で、今風にいえばオン・ザ・ジョブ・トレーニング、OJT ですよね。それを繰り返し

て、最終的に一人前のファシリテーターとして認められるというプロセスを作り上げてい

くんです。これはサバイバルレーション 10％あるかないかです。サバイバルというのはど

ういう意味かといったら、最初にトレーニーとして入って、訓練を積んで最終的にある意味

パスして、それだったらワーカーとしてファシリテーターとして現場で、一人前で働いてく

れというような形で任されるというのが 10％を切ります。そのプロセスの中でどんどんド
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ロップアウトしていきます。やっぱりパフォーマンスが伴わないとか、結果を出せないとい

うようなことがあるわけですよね。そういう訓練をきちんとやってから入れ込むんです。だ

から、誰でもいいわけじゃないんです。やっぱり日本では、どうしてもそうした職能的なプ

ロの方々が現場で多いですから、そうした方々がそれを担わざるを得ませんよね。だけど、

そこには限界があるということ。エクステンションワーカーとファシリテーターは違うん

です。先ほど言いましたように、エクステンションワーカーは 2A、3A、5A、10A と A を

拡大していくのが役割なんです。そこには、現場の人の経験や考え方や希望やそういうもの

はなかなか入らないんです。もうフィックスされたものなんです。出来上がったものなんで

す。これで行きなさい、だったら成果が出るよというのがエクステンションワーカー。とこ

ろが、ファシリテーターはそうじゃない。ファシリテーターが持っている経験や知恵という

A と対象となるコミュニティの人が持っている B とそれをすり合わせしながら議論をし合

いながら、現場にフィットインできる、そしてより良い成果を出せる C を作り出していく

というのがファシリテーターなんです。A を拡大するのがファシリテーターじゃないんで

す。したがって、現場で本当は、今最近、第三世界でもとにかくやれと言って僕らが関わっ

てきている現場では、エクステンションワーカー、プロフェッショナルなセクターのプロフ

ェッショナルとファシリテーターをペアで入れるんですよ。組ませるんです。本来はこれを

1 人でやれたら一番いいんですよ。でも、それは難しい。本当に難しい。 

 要は、そういうプロジェクトを仕掛けていく側が、その必要性というのをきちんと認識し、

認知して、その役割を担う人を養成しなきゃ駄目。日本では恐らくまだまだそれは難しいと

いうのが、私なりの今の感覚です。NPO、NGO にお願いしようとしてもできません。NPO、

NGO はどこを見ているかというと活動しか見ていませんから。資源投入だとかサービス提

供だとかそれしか見ていませんから、その向こう側にある意識変革をどのように引き出す

か、能力形成をどのように進めていくか、ネットワークビルディングをどのようにステップ

バイステップで組み上げていくか、そのプロセスをマネージするかということは、残念なが

ら日本の NGO、NPO ではできません。だから、ずばり言いますと、第三世界の現場では日

本の NGO は役に立たないとはっきり言われます。ごめんなさい、話が長かったですけれど

も。 

 

Fさん： 

いや、非常に本当に今、参考になって。ただ、社会福祉協議会に委託しているということ

はあるんですけれども、全然社会福祉協議会としての仕事はしてもらっていなくて、今、最

後に言っていただいたような役割をそこに配置している方にはやっていただいている。福

祉とかということを例えばエクステンションしていくような配置の仕方というのは一切し

ていないんですね。なので、今、伺っていて、自分はその方とずっとやりとりをしていると

いうのが、アクション・アンド・リフレクションで毎週やりとりをしているんですけれども、

毎回、このようにやってきてくださいということをして、毎週やっているというところとか、
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何を目指してやっているかというところが、非常にファシリテーターとしての能力、技術と

か実際の考え方が不十分だというのは今伺っていてよく分かるんですけれども、ただ社協

に所属しているからといってもエクステンションワーカーではないというふうなことを逆

に、今、お話を伺って確認できたような気持ちでいました。逆に言うと、福祉という言葉は

ほとんどリフレクションのときに出てこないんですよね。 

 

大濱： 

そういう方が 1 人でもこれから育っていかれるというのが、本当に大事だと思います。

本当にそう思いますよ。 

 

Fさん： 

もう 1 つ、追加で質問させていただきたいのが、先ほどおっしゃっていた 39週のファシ

リテーターのトレーニングを受けにいらっしゃる方というのは、どのような方なのかとい

うことなんですけれども。 

 

大濱： 

これは基本的には、NGO、マアタラ州政府がつくったときに職員、実は職員だったんだ

けれども、NGO の組織に移籍したというのがいるんですよ。あるいは政策的に移籍させた

んです。その彼らをファシリテーターに育て上げていくということをまず第 1 段階でやり

ました。第 2 段階では、彼らが育てた村人を村の中でのファシリテーターに育てていくと

いうトレーニングに入ります。そうやって、専門職でやった人たちはいろんなところの村に

移動して仕掛けていく。でも、その作業というか活動が終わった村では、じゃあ、さよなら

ではなくて、村人自身がコミュニティファシリテーターとして継続展開できるようにそこ

を支援してつくっていくという、そういう仕掛けをスリランカではあの当時、やりましたね。 

 

Fさん： 

ありがとうございます。まずは、そうすると NGO とかそういったところの職員さんであ

って、村人が最初からということではないということですね。 

 

大濱：ちょっとそれは難しいです。村人の経験していくプロセスが要るんです。最初からそ

れをやっても難しいんです。 

 

Fさん：ありがとうございます。 

 

大濱： 

村人の場合には、自分が暮らしている場そのものですから、いろんな人間関係やらしがら
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みやらがありますから、そこはきちんと見定めていきながら、優秀であると同時に本当にア

プロプレイトな方をセレクトしていかないといけない。これはやっぱりちょっと時間がか

かるんですよ。 

 

Fさん： 

ありがとうございます。専門職性というところとか、専門性みたいなところまでも見えて

くる部分があるのかなというふうに思って、またちょっとそういったところもぜひ、今後、

お伺いできればなと思いました。ありがとうございました。 

 

大濱：ありがとうございました。 

 

室田： 

ありがとうございます。かなり時間を予定よりも超過してしまったので、ここら辺でお開

きにしたいと思います。Eさんもご参加いただいてありがとうございました。本当はもう少

しいろいろディスカッションを全体でできればよかったんですけれども、ここら辺で今日

は終わりにしたいと思います。 

 僕も、大濱さんのお話を伺いながら、豊富な実践現場の経験からこういったコミュニテ

ィ・オーガナイジングとかソーシャル・ディべロップメントの実践を整理して伝えることと

いうのはすごく難しいなと思っているんですけれども、それを説明するための枠組みをこ

のように開発されていて、それが何度も恐らく現場の中で、これで通じるのかということを

まさに鍛えられて、この今のダイアモンドモデルとかの枠組みができたんだなというふう

に改めて理解しました。また、先ほど Bさんがおっしゃっていたところ、地域の分析をする

上での枠組みとか、非常に参考になるものがたくさんあるなというふうに思いました。 

 僕が最後に思ったのは、僕がこの研究会なんかでも言っているコミュニティ・オーガナイ

ジングというのは、たぶん結構広い意味でコミュニティ・オーガナイジングという言葉を使

っていて、大濱さんのお話の中で、コミュニティ・デベロップメントとコミュニティ・オー

ガナイジングと分けられていたと思うんですけれども、僕の中ではコミュニティ・オーガナ

イジングは全部包括するような意味合いで使っている部分があって、そういう意味で、少し

何をもってしてコミュニティ・オーガナイジングとするのかというところも、ちゃんと整理

していかないといけないなと思いました。また、大濱さんがおっしゃっていた、どちらのア

プローチも大事であって、どういう問題、どういう課題に直面したときにどちらのアプロー

チをしなくてはいけないのかということを地域の人たちと一緒に考えながら、それを進め

ていくということが、まさに僕も思っていることですし、僕の博士論文はまさにそこをテー

マに書いた博士論文だったので、今日お話を伺いながらすごく納得しながら聞かせていた

だきました。それをどう整理するのかということのやり方がたくさんヒントが散りばめら

れていたなと思いますので、またこれからも、自分の研究、またこの研究会の研究に反映さ
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せていただきたいと思いますし、ぜひ交流を続けていただければと思います。 

 改めまして、大濱さん、ありがとうございました。 

 

大濱： 

ありがとうございました。つたない話で本当に申し訳なかったなと思うんですけれども、

これを機会に興味がおありで、この辺も聞きたい云々ということがございましたら、いつで

もまたご連絡をしていただけますと、可能な範囲でお若い世代の方々にお伝えをしていき

たいと思います。老兵は去りゆくのみという形にならないように、もうちょっとはばかって

やろうかと思っておりますので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。 

 

室田： 

ありがとうございますでは、ここで今日は終わりたいと思います。皆さん、ご参加、遅く

までありがとうございました。大濱さん、ありがとうございました。 

 


