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第６回ヒロガク福祉創造フォーラムを終えて 

社会福祉学部長兼学長 吉岡利忠  

 
このフォーラムは、2013（平成 25）年 11 月 10 日（日曜日）の午前から夕

方まで開催された。副題として「つながろう福祉の輪」であった。創造フォー

ラムは、学部開設以来、一時期、中断もあったが通算 13 回を数える。 
3 年前の大地震の後、東北地方だけではなく日本全国「絆」ということが強

く叫ばれ、さまざまな場面において本当の絆が感じ取られたし、そして積極的

でありかつ心のこもった行動が至るところで見られた。 
 災害時だけではなく国民・県民・市民への保健医療福祉のため質の高い社会

福祉を担うことは専門職として必要なことであり、弘前学院大学の社会福祉学

部学生が身につける最も大切な態度や知識である。講義や実習・体験学習にお

いては指導者からの受動的な指導も必要であるが、やはり自分自身で問題を見

つけそれに対して解答を得ようとする能動的な学習・勉学が社会福祉の現場で

は大切な事である。学生自ら企画し開催された本フォーラムは、正しく能動的

学習であろう。 
午前中の学生による発表 2 題は、文献検索や図表の内容を見ても系統的によ

く纏まっており、少し手を加えれば論文として可能である。この報告書を見て

頂きたい。昼に開催されたワークショップは、社会福祉の古典・名著、を読む

という興味深いものになった。午後の 4 演題の発表は、社会福祉と温泉に関す

るもの、生協に関するもの、虐待と親子関係という難しい内容のもの、被災地

と障がい児の問題など、これらも多くの示唆に富んだ内容であった。是非、こ

の報告書を手に取り、再度、よくかみしめて欲しい。報告書は学生、教職員の

みならず関係施設の方々、一般の方々の目に触れる。そして、いくつかの反応

があるかも知れない。それらは大切なものであり学生自身のこれからの勉学に

応用して欲しい。 
 学生、一般市民の方々、関係施設の先生方、また教職員の参加で、今回のフ

ォーラムはかなり盛り上がった。それはアンケート結果にも反映されている。

来年のフォーラムの開催を心まちにしている。 
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ご挨拶 
 
 
学生代表 社会福祉学部 3 年 佐藤大貴 

 
第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラムが終わり、早くも 1 ヶ月余りが過ぎました。周りの

様子も冬の便りがあちらこちらで見受けられます。 
昨年、「第 5 回ヒロガク福祉創造フォーラム」を終えて学生間で「来年もやろう」と意気

込み、年明けから学生間で「第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラム」に向けて新たに活動し始

めました。新 1 年生に向けてリトリートで発表し、5 月から具体的な内容を決めました。内

容を決めるにも数えきれないほどの困難に衝突してきました。プログラム内容の枠組みも決

まり、グループに分かれてそれぞれ歩みだし、勉強し始めました。先生方にご協力を頂きな

がら、夜遅くまで残り、発表に向けて準備してきました。時には、メンバー同士でぶつかり

合い、意見が合わない時もありました。初めは、まとまりがない集団でしたが、本番が近付

くにつれ、お互いに支え合い、協力し合い、乗り越えてきました。前日まで準備に追われ、

先生方と共に会場を作り上げました。 
フォーラム当日、あいにくの天気で朝から豪雨でした。前日に駐車場に引いた白線は雨に

流され、駐車場係は、雨にうたれながらもお客さんを迎えてくれました。あいにくの天気で

も、朝早くから多くのお客さんがお越し下さいました。また、当日ボランティアで参加して

下さった学生の皆さんにも感謝申し上げます。当日お越しになったお客さんからは、「大変

勉強になった」「良い勉強になったのでまた来たい」といった声があげられました。私たち

学生が主体となり、作り上げてきた「ヒロガク福祉創造フォーラム」は、学生だけでは決し

て作り上げることはできませんでした。先生方や卒業生、学生、地域住民、普段お世話にな

っている方々の力が無ければ決して 11 月 10 日を迎えることはできませんでした。本当に

ありがとうございました。今回のフォーラムを通して、私たちがテーマに掲げていた「つな

がろう福祉の輪」の人と人、地域をつなげるための一歩となったのではないかと思います。 
さて、この度、第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラムの『報告書』を作成いたしました。各

グループ発表当日報告した内容を紙面で残しました。当日頂いた意見も踏まえ、各グループ

改善していき、より充実した内容となっております。皆様の手に渡ったとき、きっと第 6
回ヒロガク福祉創造フォーラムがよみがえってきます。共に笑い合い、苦しみ合い、助け合

い、泣き合った学生スタッフのみなさん。この『報告書』を通して，人生の岐路に立ったと

き、156 教室での活動を思い出して、一歩踏み出してみて下さい。今後も「ヒロガク福祉創

造フォーラム」が日々の学習の積み重ねを大切にして継続されることを願います。 
最後になりますが、『報告書』を作成するにあたり、ご協力いただいたみなさん。お忙し

い中、ご協力いただきましてありがとうございました。 
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 21 世紀の社会福祉を担おうと当学院大学社会福祉学部社会福祉学

科で学んでいる学生たちが主体となり、市民や社会福祉に携わって

おられる専門職の方々の知恵やアドバイスをいただきながら地域の

新たな福祉の創造を試みる場です。 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．私たちが住んでいる地域の福祉を学習する。 

２．学生だけでなく地域の方とも福祉について共に感じ合いたい。 

３．弘前学院大学からヒロガク福祉創造フォーラムを通じて福祉に

関することを発信することで人と人、地域をつなげていきたい。 
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高齢者の生活を考える―地域とのつながりの中で― 
 

社会福祉学部3年 渡辺佳央里 

奈良和樹 

相内香菜 

2年 三上佑佳子 

山川美咲

 

 

１ はじめに 

 

（１） テーマ設定理由 
今回，私たちは「高齢者の生活を考える－地

域とのつながりの中で－」をテーマとし，地域

における高齢者の孤立予防の方法について着目

した． 
近年，日本では高齢化が進み，高齢者の単独

世帯や高齢者夫婦世帯が増加している中で，最

近は孤立死や老老介護，寝たきり高齢者の増加

などの問題が注目されている．また，高齢化が

進み，プライバシーなどの問題から，かつての

ような地域における住民同士の支え合い機能の

低下，コミュニティ形成の不十分さなどから孤

立に陥りやすい人が増えているのではないかと

考えられる． 
 そこで，従来の孤立予防のみならず，地域の

良さや特徴を資源と考え積極的に活用していく

ことで，高齢者の孤立予防を増進することが可

能になるのではないか．  
 弘前市は，城下町として栄え弘前 4 大祭りを

筆頭に様々な祭りが開催されており，観光客も

多く，人と人の関わりの機会が多い街とも言え

る． 2013（平成 25）年現在，人口 180,833 人

の市で，65 歳以上の人が 49,078 人と 4 人に 1
人が高齢者であり，弘前市の調査によると高齢

者数は年々増加傾向にある．また，2006（平成

18）年の合併（旧弘前市，旧岩木町，旧相馬村）

により，山間部まで行政区画が広がった． 
弘前市において高齢者の生活を考え，支えて

いくことは住民全体の生活を支えることにも繋

がるのではないか．さらに，弘前市で生活をし

ている高齢者が地域の人々と交流し，その人ら 
 
しい生活を営むことが出来た時，弘前市自体の

活性化にもつながるのではないかと考えられる．

今回は高齢者の孤立予防を核とし，高齢期にお

ける人と人とのつながりの構築や，さらに将来

高齢者となるミドル・エイジの視点から孤立し

ないようにするための長期的予防について報告

したい． 
 

２ 用語の定義 

 
今回，報告の上で用いる用語の定義を以下の 

通りとする． 
高齢者とは高齢者虐待防止法で「高齢者」と 

65 歳以上の者と定義される（高齢者虐待防止

法第 2 条第 1 項）． 
社会的孤立について，浅野仁（1992:28）は， 

「人と人との間に必要なコミュニケーションが

不十分なために，感情や経験を交流することが

少ない」こととしている．感情や経験の交流と

いう面においても孤立について考察する面があ

ると考えられている． 
セルフ・ネグレクトとは，大阪の高齢者虐待 

防止研究会の定義(2004)では，「高齢者が通常一

人の人として生活において当然行うべき行為

を行わない，あるいは行う能力が無い事から，

自己の心身の安全や健康が脅かされる状態に

陥ること」である． 
 

３ 高齢者を取り巻く現状 

 

（１）介護・虐待における問題 
近年，日本では高齢化が進み，高齢者の孤立
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死や老老介護，寝たきり高齢者が増加している．

そのような現状の中でプライバシーの問題や地

域間での交流が少なくなり，社会との関係が切

れがちになる．そうすると，介護者との閉鎖的

空間が生まれ，このような状況は虐待が起きや

すくなり，なかなか少なくならない問題である． 
介護や虐待による孤立問題についてだが，虐

待というと叩く，蹴るなどの暴力行為を想像す

る人が多いだろう．これを身体的虐待と言うが，

高齢者虐待防止法ではこれも含め５つの虐待を

定義している．介護・世話の放棄・放任（ネグ

レクト），心理的虐待，性的虐待，経済的虐待が

あげられる．ネグレクトとは，必要な介護サー

ビスを利用させない，世話をしないなどの介

護・世話の放棄・放任のことをいう．心理的虐

待とは，暴言や無視，嫌がらせのことである．

性的虐待とは，高齢者に下着を履かせないなど

恥辱を味あわせること．経済的虐待とは，介護

者等が勝手に高齢者の資産などを使うなどの行

為である．また近年では，「いつ死んでもいいの

でどうでもいい」というように自暴自棄になっ

てしまうセルフ・ネグレクト（自己放任）も虐

待の定義に加えた方がいいのではないかという

ことも研究論文で指摘され始めている． 
介護による虐待では介護を受ける側が助け

を呼べないという現状がある．子どもと同居す

る親からすると面倒をみてもらっているからと

引け目を感じてしまうところがあるのかもしれ

ない．また子どもが可愛い，あるいは寂しさか

ら子どもとの生活を続けたいなどの理由から虐

待を受けることを許している親が多く存在して

いることがある． 
虐待をする続柄として息子が多いという傾

向があるが，その要因の一つに就労状況の問題

があるだろう．虐待していた人の就労状況をみ

ると，6 割が無職であり，男女別にみると男性

は 7 割が無職で女性よりも高い現状にある． 
また介護の負担感が虐待に結びつく要因と

なっている．虐待に至ったケースでは，虐待し

た相手は介護していた人が約 7 割を占め，この

うち主な介護者だった人の 6割強が介護の協力

者がおらず，7 割以上が介護疲れを訴えていた．

定期的に得られる年金は子供達にとって親に依

存しやすい 1 つでもあるようだ． 

孤立問題と聞いてひとり暮らし高齢者を思

い浮かべる方が多いと思うが，一人でいること

だけが孤立ではなく，家族と同居していても外

との交流を断ち，閉鎖的空間が出来上がること

で外から見えないことも一つだろう．家庭を閉

鎖的空間にしないようにすれば虐待の発見もし

やすくなり，介護・虐待による孤立は少しでも

減るのではないか． 
 

４ 孤立と地域の問題の原因とは 

 
（１）個人が形成する壁 
 人にはそれぞれのプライドや相手を気遣う気

持ち，他の人より優れていないところを見せる

のは恥ずかしいとする気持ちがあると考えられ

る．これらにより，地域での活動などに誘われ

ても「迷惑をかけるかも」と断る方や，一度断

ったことで「参加する」と言うことが言いづら

くなってしまうこともある．自分のプライドや

相手に迷惑をかけまいと気を遣うこと，恥ずか

しいと思う気持ちが地域に対する壁を作るきっ

かけとなることもある．プライドや気遣うこと

は大切なことだが，「ある程度」でなければ悪い

方向に転じてしまうこともある．現在は家族内

でも「嫁や息子，娘に介護等で迷惑をかけたく

ない」という人が増えている．そのことを考え

ると，地域への気遣いはそれ以上に考えてしま

うものだろうと推測できる． 
（２）地域が形成する壁 
地域住民間の関係の強さは各地域によって

異なるものである．この地域住民間のつながり

が弱いとお互いを助け合う力(相互扶助)も弱ま

ってしまう．昔は近所同士で足りない物の貸し

借りをして助け合うことが頻繁にあったが，今

ではあまり見かけない．世の中が豊かになり，

物を借りる必要がなくなったことの表れとも取

ることが出来るが，目に見える人との関わりの

希薄さを感じ，寂しく思うところでもある．ま

たプライバシーのことを考え，近所の人達と深

い関わりをすることも少なくなったと感じる

「あの人最近見ないね」という異変に気づいて

終わるだけでなく，その異変に関わっていこう

とすることが大切なのではないか．関わろうと
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しても壁を作ってしまっている人もいるだろう

が，そこで関わることを止めてしまうと，こち

らからの壁を作ってしまうことにもなる．壁を

作るのではなく，いつでも関われるようにオー

プンな状態を作ることが地域の中で望まれる． 
（３）地域特性から形成される壁 
弘前市をはじめ，津軽の地域特性として積雪

が多いことが挙げられる．高齢者の方にとって

除雪は体に大きな負担がかかる大変な作業だが，

雪が積もると地域の人々はそれぞれの除雪作業

だけで手一杯になってしまう．そうなると除雪

が困難な高齢の方は，「私の家の除雪を手伝って

ほしい・やってほしい」ということを言いづら

くなると考えられる．このように積もった雪が

地域との壁になる状態が出来上がってしまう．

しかし，このことにはすでに「除雪ボランティ

ア」という取り組みが成されており，高齢の方

の不安が解消されるだけでなく，ボランティア

との交流が楽しみになっているという声も出て

いる．もう一つの地域特性として，地域的人間

性を挙げる．青森県は自然等の生活の厳しさの

せいか，忍耐を美徳とする人が他県に比べて多

いとされている．他にも「初対面の人と会うの

は気が重い」や「意地っ張り」（津軽の方言で言

うとじょっぱり）である等がある．これらの地

域的な人間性が孤立につながってしまうことも

否めないだろう．地域的人間性を理解した上で，

どのような対策をとっていくのかを考えなけれ

ばならないと感じる．これらがすべての要因と

いうわけではないが，こうした要因があること

で自分の殻に閉じこもってしまう方は多く存在

しているのではないかと考えられる．  
 

５ その人らしい生活を送るためには 

（社会的役割の確立） 

  

（１）農業のつながりと健康 
農業は自然に家族や仲間と協力して活動し，

近所同士で会話をするきっかけにもなるため，

絆づくりにふさわしい空間であると考えた．家

族と離れて暮らしていたとしても収穫物を送っ

たり，受け取ったりと関わりを保つことも出来

る．また，農業の持つ可能性として収穫物を分

け合い食べたりすることで喜びや達成感を味わ

うことが可能となり，幅広い年齢層が関われる

活動であるため，世代間交流によって地域の人

のふれあいを高めることが期待できる．健康面

から考えると，農には保養力，健康増進力，治

癒力(癒しの機能)などがあると言われている．

自分で収穫した新鮮な作物を食べることで栄養

を蓄えられ，また農作物を育てる際自然と外に

出る機会が増えることから楽しみながら運動不

足を解消出来る．毎日決まった作業，決まった

時間に目的をもったメリハリのある行動するこ

とで生活リズムが整い，計画を立てるなどの頭

や身体を使うために認知症予防にもつながると

考えられている．そして，自然の中で作業する

ことでストレスの解消や精神的安らぎを得るこ

とが出来る．こうした様々な効果をもつ農業の

力は大きいのではと考えた． 
農業が盛んな弘前市においても農業を通し

た家族，人間関係の構築，身体機能の維持が期

待できるだろう．例えば，休耕地を有料で貸し

出すシステムにより農業に触れるという方法も

あるのではないか．実際にＮＰＯ「日進野菜塾」

代表理事の熊谷正道さんは農家の休耕地を借り，

共同菜園として都市の住民に耕作の場を提供し

ている．この農園に参加している方は子どもか

ら高齢者までおり，親子での参加も多い．「体力

がつき病気をしにくくなった．」，「いろんな方と

関わることができた．」という声も上がっている．

このことから農業は世代間交流の場となり，人

と人をつなげる力を持っていると見ることがで

きる．農業に定年はなく，歳をとっても社会参

加ができ，社会の一員として存在していること

を確認し，生きがいにつながるというところが

農業の魅力であると考えた． 
（２）ボランティア，地域活動への参加 
ボランティアを活発に行う地域は孤立状態

の方が少ないということが文献や調査などで挙

げられ，その中でも地域的活動はより効果的で

あると考えられている．この地域的活動として

挙げられるのは，清掃活動や町内単位で行われ

るねぷたなどではないかと考えた．こうした活

動に積極的に参加することで住民の方を自ら知

ること，相手に自分を知ってもらうことになり，

お互いに興味，関心を持つきっかけともなるだ
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ろう．また，こうした活動は目的があって行わ

れるものということから，同じ目的を住民同士

が共有することで小さなコミュニケーションか

らでも図ることが可能となるのではないか．そ

のため，この活動が活発に行われることが孤立

予防の一歩になるのではないかと考えられる． 
しかし，実際には参加を自ら望む人が多いの

ならばこれらのことは問題にはならないだろう．

参加を促すために何が必要になるのか．例えば，

地域の中にはいわゆる「おせっかいさん」と呼

ばれるような人がいると推測されるが，民生委

員や町会長，老人クラブの会長さんなどだけで

はなく，高齢者の中でも元気に様々なことに参

加し活動している人もいる．そうした人が地域

のマンパワーとなり，周りに声をかけたりする

などの働きかけをしてくれるならば，そこから

つながりの構築が出来ると考える． 
（３）友人作りと近隣ネットワークの構築 
地域で生活する高齢者は家族と生活する人，

一人で暮らしている人など様々な生活のスタイ

ルを持っている．そうしたとき，一人で暮らし

ている人にとって一番身近になる存在は誰にあ

たるのかは考える必要がある．その場合，近隣

に住んでいる方や友人というネットワークが一

人暮らし高齢者にとっての一番身近なコミュニ

ティとなるのではないか．こうした人とのつな

がりを持つためには先ほど話したように地域活

動に参加するなど人と関わる機会が必要となる．

この関係を形成するためには，日頃から声を掛

け合うこと，特に挨拶などが一番簡単なコミュ

ニケーションとなるだろう． 
 友人を作る，近所との関わりを持つことは当

たり前にできることかもしれない．その当たり

前のことや周りに誰かがいることが人にとって

の安心や支えとなり，大切なものであることを

改めて気づくことが私たちにとって必要なので

はないかと考えられる． 
 

６ 生活習慣の改善を考える 

 

生活習慣を整えることは，今，そしてこれか

らの生活をよりその人らしいものにするために

は大切なこととなるだろう．高齢期になっても，

自分の足で歩き，いろいろなものを自分の目で

きること，感じることは生きる上での幸せとも

考えられる． 
青森県は飲酒率，喫煙率，塩分摂取率，肥満

率が高い．また，病院への通院は全国的に見て

低い現状がある．これらは寝たきりの状態や介

護を必要とする状態になる１つの要因にもなる．

厚生労働省が調査した「要介護度別にみた介護

を必要となった主な原因の構成割合」によると

要介護者では脳血管疾患が最も多く、次いで認

知症が高い現状にある．寝たきりなどの状態に

なることで家に引きこもる方や認知症になる方

もいるだろう．そこでカップラーメンとご飯だ

けの食事をやめ，少しでも野菜のあるお昼にし

ではどうだろうか．これがいきいきとした老後

につながるのではないかと考え，提案する． 
また，弘前市には弘前公園やねぷた祭り，岩木

山などの観光スポットがある．弘前市の観光ス

ポットを歩くことは１つの生きがい作りにつな

がるのではないか．すこしの距離を歩き足腰を

鍛えることで，運動不足の解消，ストレス解消，

さらに様々なものを自分の脚で歩き見ていくこ

とと仲間をつくることでコミュニティ形成のき

っかけにもつながるのではないか．  
さらに，弘前市では「健幸ひろさきマイレージ」

制度というものがある．これは，検診(健診)を
受診することで，健康に関する事業やイベント

に参加することによってポイントを獲得し，応

募することで健康グッズや地場産品などの景品

がもらえる制度である．検診を積極的に行うこ

とで体の異常を早期に発見し，早期治療にも繋

がることから，健康に日々を過ごすことにもつ

ながるのではないか． 
 

７ まとめ 

 

 以上ように，私たちの提案，考えを述べさせ

ていただいた．これらは「当たり前のこと」な

のかもしれない．しかし，当たり前に生活をし

て当たり前に人と関わっていることは本当にあ

りがたいことで大切にしなければならないこと

なのかもしれない．家族であれ近隣の方であっ

ても変わらず人を大切にするということは忘れ
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ることはできない．そのために「地域での輪の

構築」と「長いビジョンで考えること」が大切

になるのではないだろうか． 
声かけとして挨拶をする，時には顔を見に行

くということも地域の中では効果的であり，そ

の人にとって社会とのつながりを認識できる機

会にもなるのではないかと考えられる．地域活

動の参加機会として，地域の清掃活動や社協の

支援で行われている「ふれあいいきいきサロン」，

ねぷた祭りなど様々なものがあるだろう．さら

に，子どもに対する文化継承活動や登下校見守

りなどボランティアとして役割を担う機会もあ

ると考えられる． 
また，高齢層が 1 人ひとりできる限り健康で

生きがいを持ち，生涯を送ることも大切である．

生きがいとは，その人自身が人と関わりながら

喜びを感じることができるもの，あるいはその

人の生活においてなくてはならないもの，趣味

と考える．こうした生きがいを長い人生の中で

見つけていくこと，周りにいる人と共に見出す

ことが大切である．人と関わる過程と生きがい

を見つける結果がその人の喜びを増やすことや

孤立予防における一つの方法にもなるのではな

いか．また，寝たきりや介護が必要になること

で外出を避ける方もいるということで食生活の

改善や運動として弘前を歩いてみることを提案

し，健康で活力のある老後を送るなかで気軽に

足を運べる場が弘前に増えたらよいのではない

か．こうした中で高齢者の生活を身近なことか

ら考えていくことが大切なのではないか． 
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障がい者の生活に関する現状と課題について考える 

―障がい者にとって生活を保障するための雇用問題を中心として― 
  

社会福祉学部 3年 佐藤大貴  

     2 年 関貴之

 
Ⅰ．はじめに 

 
 ボランティアに参加したときに，障がい児の「一

人暮らしをしてコンビニでアルバイトをしたい」

という声を聞き，障がい者雇用について勉強した

いと思うようになった．このテーマを発表しよう

と考えたのは，障がいのある子のそのような保護

者の声を聞いたのが契機である．  
障がい者雇用を進めていく根底には，「共生社

会」実現の理念があると言われている（厚労省：

2013）．障がい者がごく普通に地域で暮らし，地

域の一員として共に生活できる社会を実現する

ためには，職業による自立を進めることが重要

と考える． 
また，2012（平成 24）年の障がい者雇用状況を

見ると民間企業で常用労働者 56 人以上の規模の

企業は，法定雇用率 1.8%の障がい者雇用を行うこ

とになっている．しかし，2011（平成 23）年 6 月

1日現在の調査では，民間企業の実雇用率は 1.65%
であり，雇用率達成の割合は 45.3%であり，半数

の企業がこれを達成していない．     
また，2013（平成 25）年 4 月 1 日から法定雇

用率が，民間企業 2.0%，国，地方公共団体等 2.3%，

都道府県等の教育委員会 2.2%となった．   
そこで，本稿では，2013（平成 25）年から法定

雇用率が引き上げられたが，引き上げることによ

って障がい者雇用が進むのかどうか．また，障が

い者の雇用率をあげるためにはどのような方法が

考えられるのか．障がい者雇用を地域での問題と

して捉えたときに，住民として何をしていかなけ

ればいけないのかの 2 点について考察する． 

 

 

Ⅱ．社会的背景・状況 

 
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機（2007：

12）によると，日本が障がい者の雇用に取り組む

ようになったのは，第一次世界大戦後多数の傷痍

軍人を対象とする雇用の場を確保するための施策

がとられてからである．それが「他の障がい者に

も広まっていった」と言われる．そのような流れ

は，わが国を含め各国同じような経過をたどった．

1960（昭和 35）年には，身体障害者雇用促進法が

制定された．この法律では障がい者雇用率は，官

公庁・現業機関で 1.4%，非現業機関で 1.5%，民

間事業所・現場事業所で 1.1%，事務的事業所で

1.3%であった．雇用率の義務化が行われたのは

1976（昭和 51）年で，一般民間企業の雇用率は

1.5%となり，雇用納付金制度が創設された．1987
（昭和 62）年には「障害者の雇用の促進等に関す

る法律」（以下「障害者雇用促進法」とする）と名

称の改正が行われ，一般民間企業の雇用率は 1.6%
となり，知的障がい者も実質的にカウントされ，

特例子会社制度が創設された．1997（平成 9）年

の改正で知的障がい者の雇用の義務化が行われ，

一般民間企業の雇用率は 1.8%となった．2002 年

には障害者就業・生活支援センター事業，ジョブ

コーチが実施された．2006（平成 18）年には精神

障がい者について実雇用率の算定対象となった．

このように障害者雇用促進法は，身体障がい者の

雇用から始まり，知的障がい者および精神障がい

者へと拡大された． 
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Ⅲ．用語の定義 

 

１．知的障がい者 
法律に規定はないが，2000（平成 12）年の知的

障がい児（者）基礎調査においては「知的機能の

障がいが発達期（おおむね 18 歳まで）にあらわれ，

日常的に支障が生じているため，何らかの特別の

援助を必要とする状態にあるもの」と定義されて

いる． 
2．身体障がい者 
身体障害者福祉法第 4 条には「『身体障害者』と

は別表に掲げる身体上の障害がある 18 歳以上の

者であって，都道府県知事から身体障がい者手帳

の交付を受けた者」とされている．別表にある障

害とは，視覚障害，聴覚障害，平行機能障害，音

声，言語またはそしゃくの機能の障害，肢体不自

由，心臓，じん臓，呼吸器，ぼうこう，直腸，小

腸の機能障害，ヒト免疫不全ウイルスによる免疫

機能障害，肝臓機能障害である．  
3．精神障がい者 
精神保健福祉法第 5 条において，「『精神障害者』

とは統合失調症，精神作用物質による急性中毒又

はその依存症，知的障害，精神病質その他の精神

疾患を有する者」とされている． 
 

Ⅳ．本発表の取り組み 

 

本発表は以下の手順により取り組んだ 
1． 7 月～10 月は Cinii・医中誌・WebcatPlus を

利用し，先行研究の検索を行った． 
2．青森障害者職業センターの職員へお話しを伺っ

た． 
3． 11 月 10 日「第 6 回ヒロガク福祉創造フォー

ラム」において報告を行った． 
 
 
 

 

Ⅴ．障害種別による就労の傾向 

 

1．知的障がい 
知的障がい者は 2013（平成 25）年 9 月に厚労

省が発表した「最近の障害者雇用の現状と課題」

によると 74.1 万人いる．雇用施策対象者である

18 歳から 65 歳未満までの知的障がい者数は 40.8
万人である．従業員 5 人以上の規模の事業所に雇

用されて働いている知的障がい者は 7.3 万人と雇

用施策対象者の約 20%となっている．職種におい

ては 2013（平成 25）年度版障害者白書（以下「障

害者白書」とする）製造加工業 15.7％，農・林・

漁業 3.9％，御売小売業 3.3％と多くの業種に分か

れている（図 1）．収入面は，賃金の平均月収は 11.8
万円とかなり低い水準となっている．在宅の知的

障がい者（18 歳以上）の家事手伝いや作業所等で

の就業を含めた就労月収は，月収なしを合わせ約

60％が 3 万円以下となっている（図 4）．以上のこ

とは，知的障がい者の就労の場として社会福祉施

設や作業所での就労者が多いということが影響し

ていると推測することができる． 
 
図 1 

 
資料 厚労省（2005）「知的障がい児（者）基礎調査」 
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図 4 

 
資料 内閣府（2013）『障害者白書』 

       

 
2．身体障がい 
障害者白書によると身体障がい者の賃金及び収

入は，事業所で雇用されている者の賃金の平均月

額は，常用労働者全体の 26.1 万円に対して身体障

がい者の賃金の平均月額は 25.4 万円と若干差が

ある（図 4）．  
業種については，就業している身体障がい者（18

歳以上）の職種を見ると，視覚障がいではあんま・

マッサージ・はり・きゅう（29.6％），聴覚・言語

障害では生産工程・労務（21.8％）の割合が高い

（図 2）．これに対し，肢体不自由と内部障がいで

は，職種に際立った特徴は見られない．雇用にお

ける現状については事業所を対象とした調査によ

ると，従業員 5 人以上の規模の事業所に雇用され

て働いている障がい者は，身体障がい者 34.6 万人

である．2012（平成 24）年度において 18 歳以上

の身体障がい者の人数は 356.4 万人である．した

がって従業員 5 人以上の規模の事業所に雇用され

て働いている障がい者は全体の約 10％である． 
 

 

 
図 2 
 
 
 
 
 
 
 

 

資料 厚労省（2006）「身体障害児・者実態調査」 

資料 厚労省（2008）「身体障害児・者実態調査」 

 

3．精神障がい 
 「最近の障害者雇用の現状と課題」によると 20
歳から65歳未満の精神障がい者は172.4万人いる．   
また，従業員 5 人以上の規模の事業所に雇用さ

れて働いている精神障がい者は，2 万 9 千人と 20
歳から 65 歳未満の精神障がい者の約 1.7％である．   
就業の実態としては，2007（平成 18）年のデー

タによると，1 番多い職種は授産施設・作業所等

で 37.7％，次に常用雇用で 32.5％，その他 13.2％
と精神障がい者の就職先は幅広くないことが伺え

る（図 3）． 
また，収入面では職に就くことができても平均

月収が 12.9 万円と低い水準になっており，経済的

にも厳しい状況にあることが伺える（図 4）． 
 
図 3 
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資料 厚労省（2006）「身体障害者、知的障害者及び精神障害

者就業実態調査」     

 

Ⅵ．障がい者にとって働くことの意義と雇

用率 

 

厚生労働統計協会（2012：134）は次のように

述べている．障がい者が働くことは，生活の糧を

得ること，生きがい，所得保障，社会参加などの

意味からも重要な事柄である．また，障がい者雇

用の目的は，障がい者が社会適応能力，問題解決

能力，生活能力を身につけることと述べている．     
黒井（1982：79）は，障がい者が働くことは，

日々の歓びであり，生きがいでもある．生活を維

持するには収入がなくてはならなず，そのために

は働かなくてはならない，と述べている．小林

（2006：327）は，障がい者にとって働くことは

生きることと述べている． 
 次に障がい者の雇用率について述べる．「障害

者雇用促進法」では，事業主に対して，その雇用

する労働者に占める身体障がい者・知的障がい者

の割合が一定率（法定雇用率）以上になるよう義

務づけている（精神障がい者については，雇用義

務はないが，雇用した場合は身体障がい者・知的

障がい者を雇用したものとみなされる）．同法に

よると，民間企業において2.0%，国，地方公共団

体等2.3％，都道府県等の教育委員会2.2%以上と規

定された． 2011（平成23）年 6月1日現在の調査

では，民間企業の実雇用率は1.65%であり，雇用

率達成の割合は45.3%で, 半数以上の企業がこれ

を達成していないのが現状である．工藤（2008：
11）によると障がい者雇用率制度に関して以下の

ような弱みがあると述べている．①制度を運営す

る上で障がい者というラベル・烙印づけを伴う．

②企業の態度は，障がい者雇用よりも納付金を強

制・強化するための効果的制裁を設定することが

難しい，④雇用の質ではなく量的規制であるため

低賃金や不完全雇用を温存しやすい，⑤多種類・

多様な障害者のニーズに対応することが難しく，

「切れ味の悪い道具」である，⑥障がい者雇用を

拡大・促進したという証拠はない，⑦完全雇用の

状態では機能するが，経済不況下では効果が減殺

されてしまう．つまり，障がい者雇用率制度は，

障がい者が全従業員のうちの一定割合を占めるよ

うにすることをねらいがあり，仕事をする上での

障がい状態や障がい者が職場において直面するバ

リアに対処するものではないといえる． 

工藤（2012：17）によると障がい者が就業する

上でのバリアを取り除くことによって，障がいを

持つ労働者の従業員全体に占める割合を高めるた

めの措置を講ずるよう雇用主に義務づける「就業

平等化対策」を検討することが重要であると述べ

ている． 
 

Ⅶ．障がい者の就労・雇用形態における問

題及び課題 

 

障がいのある人の就労・雇用形態には，一般就

労と福祉的就労がある．「一般就労」とは，企業へ

の就職や公務員として働く「雇用」と「自営」を

合わせて「一般就労」と呼ぶ．「福祉的就労」とは，

授産施設や作業所など，特に障がい者のために設

けられた場で働くことを総称する． 
手塚ら（2011：416）は，障がい者を雇用する

方法における障がい者の雇用・就労の全体的に見

た体系は 5 つに分類できるとしている．第一は企

業などへ就業する「一般雇用形態」，第二は「自営」

による就業形態，第三は雇用形態をもちながらも，

保護的環境を配慮した「保護雇用形態」，第四は福

祉などでの就労による「福祉的就労形態」，第五は

直接生産活動を目的としないが，就労を通して社

会参加と生活の豊かさを求める「作業活動形態」

である． 
 障がい者の雇用問題に関しては，一般企業の雇

用率が少なく，厚労省障害者雇用状況の集計結果

によると（2012：3）法定雇用率を守っていない
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企業は 40,614 社と多い．その理由として雇用義務

があるものの，同時に経営的な視点から見て障が

い者雇用を行うことはコストがかかることが多い

ためである．例えば，身体障がいの人を 1 人採用

すると，そのためにトイレを改造したり，エレベ

ーターをつけなければならないことが考えられる． 
雇用に関する課題については，渡邊（2010：39）

によると，次の 3 点を指摘している．第一に企業

は軽度の身体障がい者を採用したいと考えている

ため「採用することが困難」である．第二にコミ

ュニケーションの問題などがあるため「教育をす

ることが困難」である．第三はどのような仕事を

してもらえばよいのか分からないことや行える仕

事が単純な軽作業になってしまうため「仕事を作

り出すことが困難」という課題があると考えるこ

とができる． 
 第一の「採用することが困難」であることは，

知的障がいの場合，上村（2012：15）によると社

会的ルールの指導や対話・声かけ，管理職や職員

に対する啓蒙などの必要性が他の障がいと比べて

高い．精神障がいの場合，自己判断や臨機応変な

対応が苦手，仕事や職場に慣れるのに時間がかか

る，人とのコミュニケーションや自己表現が不得

手，環境の変化やストレスに弱く体調や作業効率

が一定しないといったことがあげられる．そのた

め，軽度の身体障がい者を多く採用している． 
 第二の「教育をすることが困難」については，

コミュニケーションの問題がある．「何をしたいの

か」「どうしてほしいのか」「どうしたらわかって

もらえるか」「心がけても伝わらない」「返事はす

るがわかっていない」と上村（2012：21）は述べ

ている． 
第三の「仕事を作り出すことが困難」について

は，厚労省 2008（平成 20）年度障害者雇用実態

調査の結果によると，身体障がい者 ・知的障がい

者・精神障がい者ともに最も多い課題となってい

る． 
 

Ⅸ．企業や障がい者の視点で見た障がい者

雇用 

 

厚労省（2012）障害者雇用状況の集計結果によ

ると 2011（平成 23）年 6 月 1 日現在の調査では，

民間企業の実雇用率は 1.65%である．雇用率達成

の割合は 45.3%で半数の企業がこれを達成してお

らず，働き口が少ないのが現状である．その原因

としては考えられるのは，企業の負担が大きいと

いうことである．その理由としては，障がい者を

1 人雇うのと雇わずに納付金を納めるのとでは納

付金を納めるほうが安くついてしまうという現状

がある． 
次に企業が始めから障がい者を雇用しようとす

ると，個々の障がいの度合いや状態によって準備

が必要になるという理由がある．コストやリスク

等を考えると，新しく障がい者の雇用を作り出す

のではなく，元からある仕事，つまり一般社員が

行う業務と同じように仕事ができる障がい者を雇

おうとする． 
また，企業に設けられている障害者の雇用率が

越えられなかった場合，障害者雇用納付金制度に

より 1 人につき月 5 万円ほどの納付金を国に払わ

なければならない．他にも企業が改善の傾向がみ

られない場合，厚労省により，障害者雇用促進法

第 47 条に基づき企業名をさらされる場合もある．

実際に 2010（平成 22 ）年 3 月に 1 社が公表され

ており, 他にも公表されている企業がある．その

ため，大手企業は厚労省による公表を避けるため

に軽度の障がいを持った者を積極的に雇用しよう

とするのである．ある地域では，大手企業は経度

の障がい者を雇用しようとするため，中小企業の

雇用率が上がりにくくなっているという意見もあ

る．つまり，軽度の障がい者の方々は障がい者雇

用において雇いやすいため，好条件を提示できる

企業が雇用しやすい状態になってしまう．中小企

業の条件では大手企業の条件に勝る条件の提示が

難しいために中小企業の雇用率が上がりにくくな
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るのである．企業ではこうしたリスクやコスト，

生産性の低下などを考えると障がい者を雇用しな

い方向へ考える企業が多いといえる． 
また，青森県障害者職業センターの方によると

障がい者は「障がいをわかってもらって働きたい」

「障がい者という感じでみてほしくない」「切り捨

ててほしくない」「相談できる体制を整えてほし

い」などといったことがあげられる．つまり，一

人の人として同じように雇ってほしいということ

が伺える． 
 

Ⅹ．考察 

 

今年度から法定雇用率が引き上げられたが雇用

率未達成の事業主は，障害者雇用納付金制度によ

り 1 人につき月 5 万円ほどの納付金を国に払わな

ければいけなくなる．この納付金制度は変わって

おらず，企業にとって障がい者を雇うことより納

付金を支払うことの方が安いということがいえる．

よって，障がい者雇用は，現行の障害者雇用納付

金制度では進展しないということが推測される．   
また，障害者雇用率制度は，工藤（2008：11）

によると現行の雇用率制度では，仕事をする上で

の障がい状態や障がい者が職場において直面する

バリアに対処するものではないと述べている． 
障がい者雇用や雇用率をあげるためには，現行

の障害者雇用納付金の額を倍の 10 万以上に増額

する．企業側の障がいに対する意識の改革をする

ことも必要なのではないかと推測する．また，健

常者や障がい者という概念に囚われるのではな 

く，一人の人として受け入れることが必要なので

はないだろうか．例として，企業は，障がい者の

ことをその人は，障がいをもっているため切り捨

てるのか，逆にこのような点が苦手なため周りで

サポートをしようという意識に変わるかの違いで

はないであろうかとも推測する． 

次に地域での問題として捉えた時に，何をして

いかなければいけないのかについては，「共生社

会」の実現なのではないだろうか．青森職業セン

ターの方の話でも「障がいをわかってもらいたい」

という声もある．具体的に我々にできることとし

て障がい者の就労支援のボランティアに参加する

ことや障がい者とのレクリエーションに参加する

ことで「障がい」を理解することが可能ではない

かと考察する． 
障がいの有無にかかわらない「共生社会」につ

いて内閣府の 2013（平成 25）年の「障がい者に

関する世論調査」結果は次の通りである．「共生社

会」という考え方を知っているか聞いたところ「知

っている」と答えた者の割合が 40.9%，「言葉だ

け聞いたことがある」と答えた者の割合が 24.2%，

「知らない」と答えた者の割合が 35％となってい

る．前回の調査結果 2007（平成 19）年 2 月の調

査結果では，知っていると答えたのが 40.2%，言

葉だけ聞いたことがあると答えた者が 21.2%で上

昇し，「知らない」と答えた者の割合が 38.6%と

低下している．以上の結果より，「知らない」と答

えた者の割合が全体の半分である 50％に達して

いない．そのため，より多くの人々が地域での行

事などで障がいを持つ人たちと関わり，共生社会

について理解することが必要なのではないかと推

測する．  
 

Ⅺ.おわりに 

 

働くこととは，単に生活の糧を得るための手段

だけではなく，自立した人間として社会に参加す

ることであり，貢献することである．これは，全

ての人に共通して言えるのではないだろうか．障

がい者もその働く場にいることによってそこの人

たちと出会えたり，その間の通勤・移動の間にい

ろんなところに行かれるなどあるため，お金のた

めに働くことも考えられるが，働くことはその人

の生きがいになるのではないだろうか． 
障がい者雇用は，雇用率を達成するために障が

い者を雇う企業のほうが多い．障がい者雇用を推
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進し，助成や制度を利用している企業でも，雇用

管理が上手くいかないことや職に就いても上手く

いかなくてすぐ辞めるといったこともあげられて

いた．何よりも障がい者雇用を推進していくには

現場の理解が大きいということが示唆された． 
これまで障がい者の雇用問題を中心に述べてき

た．山下（2011：13）は障がいのある人とない人

が共に社会参加できる「あたりまえ」の社会を作

るための第一に雇用推進と福祉サービスの充実が

必要と述べている．本稿では障がい者の地域での

居住や就労など日常の生活の質の向上を図るには

雇用問題の考察が不可避と考えた． 
2016（平成 28）年 4 月 1 日より改正障害者雇

用促進法に基づき，障がい者に対する差別禁止，

合理的配慮の提供を規定する．差別の主な具体例

として，身体障がい・知的障がい・精神障がい・

車いすの利用・人口呼吸器の使用などを理由とし

て採用を拒否すること等．賃金を下げること．低

い賃金を設定すること．昇給をさせないことなど

が想定されている． 

今後障がい者のさらなる雇用推進には障がいの

ある人とない人との相互理解が不可欠である．そ

の理解がさらに深まり社会全体に浸透すれば真の

「共生社会」実現も可能になると考える． 
なお，2013（平成 25）年 11 月 19 日に発表さ

れた，厚労省平成 25 年障害者雇用状況の集計結果

によると，民間企業に雇用されている障がい者の

数は，408,947.5 人である。前年度より 7.0%増加

している．また，法定雇用率未達成企業の状況は，

48,901 人である．障がい者を 1 人も雇っていない

企業が占める割合は，59.6%となっている。雇用

障害者数，実雇用率ともに過去最高を更新し，伸

び幅も過去最高となった． 
最後に，報告書にご協力いただきました皆様に

深く感謝申し上げます．そして報告書を完成させ

るにあたり，社会福祉学部の先生方や玉井さんに

は多大なるご指導を賜りました．心より御礼申し

上げます． 
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「社会的入院」の解消がもたらす「住宅問題」 

―精神障害者の社会的入院の背景として― 

社会福祉学部３年 工藤鮎子

 

 

Ⅰ．はじめに 

 
 数か月前のことであるが，病院見学をした際に，

30 年ほど入院生活を続けている人がいた．その人

の「また来てね」の言葉が印象に残った．「また」

ということは，入院生活を望んでいること，ある

いは退院をあきらめてしまっていることかもしれ

ないと思ったからである．筆者が精神障害者の社

会的入院に関心をもったのはそのような些細な出

来事がきっかけである． 
 さらに，筆者自身入院生活を送ったことがある

が、その生活は苦痛な思い出しかない．それは，

帰る家があり，期間が定められていて，支える家

族がいたからこそ，そう思えたのではないかと考

える． 
 なぜ，精神障害者の地域での生活は進まないの

であろうか．さまざまな要因が考えられる中で，

今回は，住宅確保の問題に焦点をあてて考えたい．

そもそも当事者は地域での生活を望んでいるので

あろうか．しかし，退院して良かったことや、苦

労していること、これからやってみたいことなど、

入院生活では感じられない「ふつうの生活」の中

で，「あたりまえの生活」を望んでいるのではない

かと考えた． 
 そこで本論では，社会的入院と地域生活におけ

る現状と課題，用語の定義，地域移行に向けての

阻害要因，調査の目的，考察，残された課題，お

わりに，について記すことにする． 
 

 

Ⅱ．社会的入院と地域生活における現状と課題 

 
 今日，日本には約 6 万 9000 人の社会的入院患

者が在院しているとされている．社会的入院とは， 
入院による治療の必要がないにもかかわらず，家

族の高齢化により受入条件が整わないなどの社会

的な理由により入院継続を余儀なくされているこ

とを指す．精神保健福祉法の改正や「障害者プラ

ン」など，精神障害者の社会復帰に関するさまざ

まな制度が整備されつつあるが，他の分野よりも

立ち遅れているのが現状である．それは，入院生

活が中心であったため，精神科へ入院した人は「死

ぬまで病院」という状況も多かった．また，施策

が身体障害や知的障害者福祉に比べて精神障害者

福祉はあまりにも脆弱であったとされている．そ

の理由として，精神障害者保健福祉手帳の交付が

遅れていたことや手帳を持っていても身体障害や

知的障害と比べて JR 旅客運賃割引や有料道路の

割引が適用されないという格差が存在する．また，

有効期限が２年と短期間であり，更新には必ず申

請が必要であるとされている．精神障害者福祉法

が制定され，精神医療は入院中心医療から地域精

神医療へと移行を示しているが，社会的入院患者

が減少しないのが現状である．その主な理由とし

て，退院後の家族や地域の受け入れがなく，住宅

や就労先が得られないため入院生活を余儀なくさ

れていることが指摘されている．また，中には退

院促進に関わる全ての者が社会的入院患者を退院

させた経験がないという患者の人権侵害を伺わせ

る状況も生じている．  
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 そして，日本の場合，各国が精神科病床数の削

減をしている時期にも病床数が増え続けているの

である． 
 
他国と日本の精神科入院患者の入院期間の比較            

（入院日数） 

  1990(年)  1993  1996  1997  

フランス  8.2 7.3  

ドイツ  46.7 40.2  

イタリア 23.3 18.5 14.1 14.4 
日本 325.5 333.3 330.7  

韓国 89 99 93 96 
イギリス 195.6 86.4   

アメリカ 12.2 10.3 8.5  

出典：2000 年度「OECD の保健衛生統計」より 
 
そのため入院患者は世界的に見ても上位である．

また，入院患者のみならず，平均在院日数が諸外

国に比べて圧倒的に長期であること，またその理

由として「家族や社会の受け入れ体制が整ってお

らず，社会的入院の意味合いが強い」という意識

が約 9 割を占めている．以上のことを鑑みると入

院が長期に亘る者の中には多くの社会的入院患者

を含んでいると考えることができる．したがって

日本の場合不必要な入院を防止し，入院率と入院

月数削減をめざす「脱施設化」が積極的に実施さ

れているとは言い難いと考えることができる．こ

こでいう「脱施設化」とは，制約が多く孤立など

入院生活における否定的な側面と個人の権利擁護，

さらに経費の高騰などを背景として登場した．し

たがってこのアプローチは，精神障害者が必要最

小限の環境上の制約のもとで生活し，できる限り

ノーマルで自立した生活を営む権利を有すること

を基本原理としている．また，地域社会のなかで

適切なサービス開発を志向するものと考えられて

いる．  
 精神障害者の社会的入院の減少や脱施設化には

居住支援などの活用が不可欠である．地域生活を

送るために住宅の確保は重要なことであると考え

る．しかし，仮に住宅を確保することができたと

しても新たな問題が発生するのではないかと考え

ることができる．その一例が地域からの孤立であ

るが，精神障害者の場合は精神症状が直接的な原

因となって，そのような状況に陥りやすい．その

孤立させない環境づくりが必要と考える．地域で

暮らすということは，食事や入浴，買い物などの

基本的な生活ができるだけでは不十分である．生

き生きと自分らしく，生活の中身も作っていかな

ければならない．そこで今回は，社会的入院の解

消がもたらす住宅の問題，そして地域での孤立を

防ぐための方法を考察する． 
 

Ⅲ.用語の定義 

 
今回の報告書の中で使用する用語の定義は「精

神障害者」と「社会的入院」についてである．「精

神障害者」とは，精神保健及び精神障害者福祉に

関する法律の第五条では，「統合失調症，精神作用

物質による急性中毒又はその依存症，知的障害，

精神病質その他の精神疾患を有する者」をいう．

次に，「社会的入院」とは，「入院による治療の必

要がないにもかかわらず，さまざまな社会的要因

によって入院を継続していること」と定義づけさ

れている（松本 2003:11）．また，井上（2008:30）
は，社会的入院患者のことを，「症状が落ち着いて

いても何らかの理由で退院できない状況にある者」

と定義している．そして，印南（2009:14）による

と，社会的入院を「不適切な入院」と定義し，①

社会的入院継続（入院医療を継続する必要がなく

なった（小さくなった）のに，社会的な（非医学

的な）理由によって入院を継続すること）②社会

的新規入院（医学的な必要性がないにもかかわら

ず，病院に新入院をするケース）③不適切な転院

（入院医療を継続する必要性がなくなったため退

院するが，本来退院すべき先（在宅や介護保険施

設，あるいは，療養病床）ではない先に退院する
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こと）④未完退院（入院医療を継続する必要があ

るのに，社会的な理由（診療報酬による在院日数

の短縮化等）により退院するケース）⑤社会的再

入院（不適切な転院ないし未完退院を行い，病状

が悪化したりして，入院医療の必要性が生じ，再

入院すること）と述べている． 
 

Ⅳ．地域移行に向けての阻害要因 

 
 古屋（2012:106）によると，精神障害者が退院

し，地域移行を図り再定住するには次にあげる①

から⑤の阻害要因が存在するとしている． 
① 患者側の要因：帰来先（帰る場所）の喪失．

在宅生活支援者の喪失，患者本人の退院意欲

と生活技能の低下，病状不安定・病識不十分

による服薬中断と再発のリスク，長期在院に

よる施設症化の問題 
② 家族側の要因：両親（保護者）の高齢化，核

家族化と世代交代，家族側の支援力の低下，

経済的貧困，患者の自宅への引取り困難，患

者の病状悪化時の心的外傷体験（トラウマ） 
③ 病院側の要因：乏しいスタッフ配置，職種間

の連携不十分，スタッフ側の退院への意欲減

退とあきらめによる不作為，退院に向けての

ノウハウ・システムの欠落，地域移行にかか

わる責任所在の不在，地域からの病院の孤立 
④ 地域側の要因：障害福祉サービス事業所等の

地域における居住福祉施設の不足，賃貸アパ

ート契約の困難，居住生活を支える相談支援

を担うケアマネジャーの不在，エリア内の異

なる法人機関同士の連携不足，地域における

精神障害者に対する根強いスティグマ（偏

見・差別） 
⑤ 行政側の要因：隔離収容入院志向の歴史的背

景と現行法体系，自治体の障害者支援施策の

遅れ等が退院を阻害する要因として考えられ

ている． 
 

Ⅴ．調査目的 

 

 今回，「社会的入院」の解消がもたらす「住宅問

題」を調べるにあたり，グループホームに入所す

る精神障害者の方にインタビューの機会を設けた．

社会的入院を余儀なくされた当事者は，病院が生

活の拠点となっている場合が多いのではないかと

推測する．そのため，「病院から地域へ」と最終ゴ

ールを目指すのではなく，日常生活の能力を身に

付けるため，グループホームを利用することが有

効的であると考えた．その実際を把握するため，

精神障害をもつ当事者と，グループホームで働く

方へインタビューを行った．また，病院で働く精

神保健福祉士の方からのインタビューを通して，

社会的入院の現状を把握することにした． 

1） グループホーム利用者へのインタビュー結果 

精神障害を抱える方がグループホームでの生活

を送っていた．その期間中に，地域生活を送るた

めに何を行っているかと伺うと金銭管理というこ

とであった．その他に，日常生活を営むための能

力，他者とのコミュニケーション能力，また交通

手段の活用も重要視されている．また，精神障害

を抱える方は，生活保護を受給している方もいる

という．しかし，交通手段の活用ができないため

に，タクシーで移動せざるを得ないということも

ある．それは，バスの利用の仕方がわからないこ

とや時間まで待つことができないということがあ

げられる．そのため，地域での生活を送るために，

グループホームの期間中に身に付けておくべきも

のなのではないかと感じられた． 

2)グループホームで働く方からのインタビュー結

果 

 グループホームの退所後は，ほとんどの方が家

族と同居することは少ないようである．そのため，

一人暮らしをする，または病院に戻ったり，施設

に入所することが多いようである．精神障害者の

方も高齢化しているため，高齢者施設に入所する

場合もある．また，グループホームでの活動では，
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弘前市の地域特性を活かした活動もある．それは，

りんご園を借りてりんごもぎを行う機会や，ボラ

ンティアをする機会もある．普段はボランティア

を受ける側であるが，ボランティアをする側にな

ることにより，役割認識が芽生える機会にもなる

のではないかと感じられた．また，精神障害を抱

える方が地域に出るということはリスクを伴うこ

とのようである．それは，テレビの影響もあり，

差別や偏見は未だに残っているのが現状であるか

らだ．そのため，間違った捉え方をされているた

めに生活しづらい環境になっているのではないか

と推測する．グループホームでの期間中で，啓発・

啓蒙運動を行い，精神障害者が地域生活に復帰で

きるように，また地域住民からの理解を促すべき

であると考えた． 

3)精神科病院で働く方へのインタビュー結果 

 精神科病院では，社会的入院を余儀なくされて

いる方がいるのが現状である．また長期的に入院

を要する方がいることも理解しておかなければな

らない．社会的入院が生じる背景として一番の要

因は，患者本人が退院を諦めてしまっていること

が多いようである．そのため，患者本人に働きか

けることが重要なのではないかと感じられた．ま

た，地域住民からの理解を得るためには，知って

もらうことが有効的なことである．それは，精神

障害に対する知識や理解はもちろん，誰もが成り

得る可能性があるということを把握しておくべき

だと考えた．それを踏まえ，実際に一緒に活動す

ることにより，つながりが得られると推測する．

それは，わからないと不安であり，またメディア

の情報を信じるしかないからだ．そのため，その

機会の提供が必要なのではないかと感じられた． 

 

Ⅵ．考察 

 
 本稿では，精神障害者の社会的入院が解消しな

い原因として住宅問題を取り上げた．それは病院

以外に住む場所があれば，退院して地域生活を送

ることができるのではないかと考えていたためで

ある．しかし，住宅の確保ができたとしても新た

な問題が生じるのではないか．地域で生活すると

いうことは，金銭管理，食事や洗濯などの日常生

活を行うことはもちろん，近隣住民とのコミュニ

ケーションや余暇活動まで含まれる．それは，入

院生活が長ければ長いほどその感覚が失われ，社

会復帰から程遠いものになってしまうのではない

かと考察する．食事を作ることが出来なければ，

栄養を摂取できず，体調不良の恐れがある．それ

は，服薬管理にも大きな影響を与えるのではない

だろうか．また，掃除の習慣がなければ，ごみ屋

敷につながり得ることも推測される．それゆえ，

地域では精神障害者に対する差別や偏見が根付い

ているために，地域からの孤立が新たな問題とし

て発見されるのではないだろうか．家族と同居す

るにしても，一人暮らしをするにしても，生活す

るための能力は不可欠である．しかし，病院から

退院していきなり地域で生活をするというのはあ

まりにもハードルが高いのではないかと考えた． 
そのため，例としてグループホームでの生活を

送り，地域生活を送るための能力を身に付ける機

会を設ける．そこでグループホームの積極的な設

置を提案する．グループホームとは，少人数の入

所者が，地域社会の通常の家屋で職員とともに居

住し，そこでの生活をとおして社会福祉ニーズを

充足していく社会的養護の一形態である．家庭的

な生活，地域生活とのかかわりなど豊かな生活を

体験できる利点がある．中でも筆者自身は市街地

での生活が望ましいのではないかと考える． 
社会的入院を余儀なくされた人にとっては，病

院が居場所になってしまっている．そのため地域

生活に魅力を持てないのではないかと推測する．

したがって地域で生活したいと思えるような環境

が求められるのではないか．その方法として，弘

前市の地域特性を活かすことも考えられる。例と

して，りんご農家で働く場と住む場を設け，地域

に存在しているという役割認識を与えるという方
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法もあるのではないか．その他就労訓練としてパ

ン工房を営んでいる場所が多いが，それを住民の

手に渡るように，地域に進出する方法もあるので

はないか．例えば本学の場合，生協店舗に主に知

的障害者が作っているパンの販売を行っている．

これをさらに拡大して主に精神障害者が就労して

いる施設と連携を組むことも可能ではないかと考

える．社会的入院を解消するためには，本人のみ

ならず，地域住民，医師やソーシャルワーカーな

ど専門職のサポートが必要である．そして何より

筆者を含め社会福祉を学ぶ学生こそが，その情報

発信役を担うべきなのだと考察した． 
 

Ⅶ.残された課題 

 
 精神障害者の社会的入院の多くは高齢者に偏っ

ているのが現状である．それは，若年層の方々は，

早期に退院し，地域生活を送ることが可能である

からだ．そのため、年齢層の違いを元に社会的入

院を考察するべきであったと感じられた．また，

精神障害に対する理解の活動について，認知され

ていないのが現状である．そのため地域とつなが

りをもつということは，今後の課題になるのでは

ないかと考えた．また，弘前市で精神障害者の理

解に対する活動が，進んでいないことがあげられ

る．他町村では，相談援助の機会を設けていると

ころもあるが，弘前市では，相談援助は呼ばれれ

ば訪問するということである．それは，弘前市の

地域特性により，相談援助を行うことが難しいよ

うである．そのため地域とどうつながっていくの

かというのは現在も取り組まれるべきことだと感

じられた．地域住民に精神障害に関する理解を促

すと共に，社会福祉を学ぶ学生が情報発信役を担

うことができれば良いのではないかと考えた． 
 

Ⅷ.おわりに 

 
 これまで社会的入院が生じる背景として，患者

側の要因，家族側の要因，病院側の要因，地域側

の要因などさまざまな要因が考えられることを述

べた．そしてその中で，住宅の問題について取り

上げた．退院後仮に住む家があったとしても孤立

という，新たな問題が生じる可能性のことも述べ

た．また，入院生活が長ければ長いほど，社会復

帰がしづらい環境になってしまう．その環境を作

り上げてしまっているのが現状である．しかし、

それには年齢層の違いによって社会的入院が生じ

る背景は異なるということも理解しなければなら

ない．そして，長期入院患者は，生活の拠点が病

院となっているために，日常生活を送るために必

要な能力が身に付いていないことが多い．それで

は，地域での生活は程遠くなるばかりである．そ

のため病院から地域へという最終ゴールを一気に

目指すのではなく，その間に，グループホーム等

を積極的な設立と有効活用が必要と考察した．ま

た，精神障害者自身が日常生活の能力を身に付け

たからといって，地域での生活が円滑に進むとは

限らない．それは地域住民の理解や協力が不可欠

だからである． 
明日から精神障害者が退院し，隣の家に住むと

いったら，どのように捉えるだろうか．地域住民

のみならず，医師やソーシャルワーカーなどの専

門職間の連携を含めて，地域全体でサポートする

環境の整備も必要と考える．誰もが地域の中で暮

らす．その居場所を確立することができたのなら

ば，社会的入院の解消につながる一歩なのではな

いかと考察した． 
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温泉で育む健康とコミュニティ 

 

    社会福祉学部 3 年 小田桐亜衣 

外 川 真 礼 

    2 年 竹 内 汀 

 1 年 三上健次郎 

 

 

Ⅰ はじめに 

 

１．テーマ設定の背景 

（１）平均寿命調査からみる青森県民の健康 

近年，青森県民の平均寿命の短さが問題とな

っている．厚生労働省が発表した 2010 年の都

道府県の平均寿命調査では青森県が男女とも全

国最低であった（厚生労働省 2013）． 
 
資料１ 平成 22 年都道府県別生命年表（一部抜粋） 

 男性 女性 
1 
2 
3 
4 
5 
： 
： 
43 
44 
45 
46 
47 

長野 
滋賀 
福井 
熊本 
神奈川 
 
 
長崎 
福島 
岩手 
秋田 
青森 

80.88 歳 
80.58 
80.47 
80.29 
80.25 
 
 
78.88 
78.84 
78.53 
78.22 
77.28 

長野 
島根 
沖縄 
熊本 
新潟 
 
 
岩手 
茨城 
和歌山 
栃木 
青森 

87.18 歳 
87.07 
87.02 
86.98 
86.96 
 
 
85.86 
85.83 
85.69 
85.66 
85.34 

厚生労働省（2013）「平成 22 年都道府県別生命年表」大臣官

房統計情報部人口動態・保険統計課 

 

青森県健康増進計画「健康あおもり 21」最終

評価報告書では，がん・心疾患・脳血管疾患・

糖尿病といった生活習慣病が，本県の平均寿命

に大きな影響を与えているということが原因の

一つとしてあげられる．死因別の死亡状況につ

いては，平成 22 年都道府県別の年齢調整死亡

率によるとがんが 47 都道府県中，男女とも第 1
位であり，心疾患は男性 1 位，女性 8 位，脳血

管疾患は男性 2 位，女性 3 位となっており本県 
では 3 大死因がいずれも全国の上位を占めてい 
る．男性は，肺炎，じん不全，糖尿病において

も第 1 位である．男性に対する健康対策は特に

急務となっている．  
 
（２）青森県民の生活習慣の課題 

青森県民(以下，県民)の生活習慣に焦点を当

てると，男性の肥満者・喫煙者・飲酒習慣者の

割合が全国比較した結果，上位群にある．また，

1 日の食塩摂取量は男女ともに上位群であり，

野菜摂取量や 1 日の歩行数は男女ともに下位群

にあるなど，生活習慣に課題の多いことがうか

がわれる（青森県健康福祉部がん・生活習慣病

対策課 2012：5）．このことから，県民の健康

意識を高める取り組みが必要であると推測され

る． 

 
（３）ストレスと病気の関係性 

 現代社会はストレスで溢れているとよく聞く。

ストレスは心身の両面で様々な病気を生む。例

えば、ストレスを受けると、心拍数や心拍出量

（心臓が全身に送り出す血液の量）が増加する

ので、心臓に負担がかかる。血管が収縮して、

血圧も上がる。その結果、心臓病や脳血管疾患

が起こりやすくなる。血糖値も上がるので糖尿

病にもなりやすい。 

 

（４）県民の健康診断受診率 

 青森県においては検診率の低さが県民の健康

に大きな影響を与えているとされている．中路

によると，「健診受診率がかんばしくないのも理
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由の一つです。過去１年間の健康受診率（がん

検診を除く）をみても、青森県は中位から下位

グループに属しています。（中略）青森県民は病

院受診も遅いようです。つまり病気が進行した

状態で受診するため，命を取られる確率が高く

なる。例えば、糖尿病では有名な三大合併症（網

膜症，腎症，神経障害）がありますが、青森県

の糖尿病患者はこれら合併症を持つ患者が明ら

かに多いというデータがあります（青森県糖尿

病実態調査、2006（平成 18）年）。くわえて、

病院にちゃんと通っていないということも言え

そうです。」（中路 2013：72）と指摘している．

健診受診率が低いことが青森県の全国最短命の

原因であるがんに影響を与えている．（青森県に

おけるがんの発症率とがん検診率）また，がん

にかかったことで，通院で会社を休んだり，仕

事の生産性が落ちたりして，年間最大約 1 兆 8
千億円の労働損失が生まれている可能性が，厚

生労働省研究班の研究で分かった．入院や通院

で会社を休んだ場合など治療による直接的な損

失は約 4,500 億円．うち女性の乳がんは約 550

億円と最も多かった．乳がんは 40～50 代の働き

盛りの年代で発症する人が多い上、術後も通院

期間が長いことが理由として考えられる．労働

損失が多いことからも是非とも予防したい．そ

のためには生活習慣の改善や，健康診断受診を

受け早期発見に努めるべきではと推測される

（『朝日新聞』2013．9．25 朝刊）． 

 

２ 国内有数の「温泉県」 

 このような背景の中で，私たちが住んでいる

中津軽郡ではどのような健康意識を高める取り

組みができるのだろうか．この地域の特性を生

かした健康意識の向上を啓発する事は出来ない

だろうかと考えた結果，温泉という社会資源に

行きついた．青森県は国内有数の「温泉県」で

ある．谷口によると，源泉総数は 1095 本で全

国第６位，温泉地数は 129 か所で全国第 5 位で

あり，その他に温泉利用公衆浴場数（温泉地数

に日帰り温泉施設や共同浴場が加わる数）は

284か所で全国第 8位である（谷口 2012：3）．
これらが青森県が「温泉県」といわれる所以で

ある． 

 
（１）家計に占める「温泉・銭湯入浴料」 

 青森県民がいかに温泉に通っているのかとい

うことを裏付ける事が出来る可能性があるデー

タとして，2011 年にタウンページデータベース

において調査された「日本一、お風呂好きの都

道府県」の中の，家計に占める「温泉・銭湯入

浴料」年間支出金額に着目してみる．家計に占

める温泉や銭湯の入浴料は全国平均が 2,426 円

であるのに比べてわが県の県庁所在地の青森市

では 3 倍以上となる 7,604 円である，2 位の富

山市が 5,478 円，3 位の松山市は 4,980 円であ

り，青森県は突出していえるのではないか．青

森県の大人入浴料金は 420 円（物価統制令によ

り都道府県知事が設定した最高限度額）である

ため、月 1.5 回は公衆浴場を利用している計算

となる．逆に支出額最低は南国・沖縄の 107円，

3 年に 1 回利用するかどうか，というところで

ある． 
 
資料 2 家計に占める「温泉・銭湯入浴料」年間支出金

額（2011） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
タウンページ データベース（2011）「日本一、お風呂好きの

都道府県はどこ？～温泉・銭湯から入浴文化をたどる～」

（2013 年 11 月 3 日取得，http://tpdb.jp/townpage/order? 

nid=TP01&gid=TP01&scrid=TPDB_GP01,）． 
 

（２）弘前学院大学付近の温泉・銭湯 

 また，その地域により温泉がいくつか点在し

ていることがある．弘前学院大学の近辺だけで

も桔梗野温泉・桜ケ丘温泉・おおびらき温泉・
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本学
本学

桔梗野温泉

桜ケ丘温泉

せせらぎ温泉

白馬龍神温泉

せせらぎ温泉・白馬龍神温泉と 5 つもの温泉が

点在しているということが分かった．この地域

の住民は日や気分によって５つもの温泉に入り

分けることが可能なのではないか． 
 
 
資料 3 弘前学院大学付近の温泉 

 

 
 
 
 
 
 
 
Yahoo！(2013)「Yahoo！地図（取得 2013年 11月 5日，http://maps 

.loco.yahoo.co.jp/maps?p=%E5%BC%98%E5%89%8D%E5%AD

%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD%A6&lat=40.5842147

&lon=140.4677892&ei=utf-8&datum=wgs&lnm=%E5%BC%98%

E5%89%8D%E5%AD%A6%E9%99%A2%E5%A4%A7%E5%AD

%A6&idx=5&v=2&sc=3&uid=3bf5a8d06528d25bd6b71d2fe23931

1d16884331&fa=ids，）． 

 

（３）日本一入浴時間が長い青森県民 
温泉に通うことで生まれるつながりもある

のではないのか．他人と同じ場所で同じ時間を

過ごすことでつながりが形成されやすいのでは

と考える．つまり、温泉に入る時間が長いと，

他人とのコミュニケーションを多く取れる可能

性があると推測する．こちら weather news に

よって調査された冬のお風呂事情調査の中の日

本人の入浴時間について一部抜粋したものであ

る．これによると最も入浴時間が長いのは青森

県で 36 分 17 秒であった．日本一入浴時間が長

い青森県，他人と同じ浴室にいる時間が長い可

能性も考えられる．このことから，温泉におい

て日本一人と人とのつながりが形成されやすい

のではと仮説を立てることもできる．ちなみに，

全体的にみると寒いエリアほど，比較的長くお

風呂に入っているのではと考えられる．寒さが

厳しい北国では温泉で身も心も温まっている人

が多いのではないだろうか． 
 

資料 3 お風呂場にどれくらいいるのか？ 

順位 都道府県 入浴時間 
1 位 青森県 36 分 17 秒 
2 位 富山県 34 分 33 秒 
3 位 山梨県 33 分 08 秒 
4 位 北海道 33 分 14 秒 
： ： ： 

44 位 山口県 27 分 40 秒 
45 位 鹿児島県 27 分 36 秒 
46 位 沖縄県 24 分 24 秒 
47 位 島根県 23 分 51 秒 

Weather news（2012 年）「冬のお風呂事情調査 結果発表」

（2013 年 11 月 3 日取得，http://weathernews.com/ja/nc/pre 

ss/2012/120124.html，）． 

 
温泉には効能で体調を整えることだけでは

なく馴染みの温泉に通いそこでのコミュニケー

ションから繋がりや生きがいがうまれるのでは

ないかと推測する．2008 年の曽根の報告によれ

ば生きがいがある人よりない人は死亡リスクが

1.4 倍となりえる，とある． 
  

Ⅱ 温泉とは 

 

１ 温泉に関する法律 

 そもそも温泉とは一体何なのか．温泉の利用

として，古くは日本書紀各地の風土記に記述が

みられる．草津，嬉野，酸ケ湯等といった温泉

地は鳥や獣が湯峪をしていたことが温泉発見の

動機となっているなど千年以上も前の伝統のあ

るものもある． 

昔から温泉には「休養」「保養」「療養」の「三

養」とよばれる３つの効能あるとされてきた．

昔から人の生活に深く関わってきたものが温泉

である．温泉法には，温泉とは地中から湧き出

る温水，鉱水および水蒸気，その他のガスで，

法律で定められた一定量の成分，ガス状成分，

あるいは特殊な物質を含有しているものを鉱泉

といい，その温度が 25 度 C 以上であるものと

定義されている．温泉法の目的は 2 つある．1
つは温宣源の保護であり，もう 1 つは温泉の適

正な利用の確保である．温泉源の保護について

は，源泉の掘削，増削，動力装置の設置を規制

おおびらき温泉 



2013 年度 第 6回ヒロガク福祉創造フォーラム 報告書 

27 
 

する事によって行うこととされており，これら

の行為を行おうとする場合は都道府県知事の許

可が必要となる． 
厚生労働省によれば，公衆浴場法は公衆浴場

を「温湯，潮湯又は温泉その他を使用して，公

衆を入浴させる施設」と定義している．入浴料

金は、物価統制令によって統制されている。ス

ーパー銭湯や健康ランド等も、料金を支払って

入浴する銭湯の一種であるが、飲食施設や無料

休憩スペース等が強化された業態をさし，国民

大衆にとって日常生活における必需品に対して

規制する物価統制令の制限を受けない．この公

衆浴場法の適用を受ける公衆浴場は，一般公衆

浴場とその他の公衆浴場に区分している．この

区分は物価統制令の適用を受けるかに違いがあ

る．一般公衆浴場とは，地域住民の日常生活に

おいて保健衛生上必要なものとして利用される

施設で，物価統制令によって入浴料金が統制さ

れているいわゆる「銭湯」の他，老人福祉セン

ターなどの浴場がある，その他の公衆浴場とは，

保養・休養を目的としたヘルスセンター・健康

ランド型のもの，ゴルフ場やアスレチックジム

等スポーツ施設に併設されるもの，工場などに

設けられた福利厚生のための浴場、サウナ，個

室付き公衆浴場（蒸気、熱気を使用する施設），

移動入浴車，エステティックサロンの泥風呂等

がある，この区分に該当しないものもあり，他

法令に基づき設置され衛星措置の講じられてい

るものは公衆浴場法の適用外とされており，労

働安全衛生法による作業場に設けられた浴場や

労働基準法による事業付属寄宿舎，旅館業法の

適用を受ける宿泊施設の浴場等がある．また、

専ら他法令、条例などに基づき運営され衛星措

置の講じられている，病院や老人保健施設のデ

イケアとして使用する浴場，国や自治体によっ

て寝たきりの老人等を対象に入浴介助を伴った

入浴サービスに使用される浴場等がある．なお，

遊泳プールに付帯する採暖設備やもらい湯など

は公衆浴場に該当しない（厚生労働省 2013a）． 
 

２ 人は温泉で健康になるのか 

身体への影響としては，血行の促進，運動機

能障害訓練の補助，体内の循環促進があり，化

学成分による効果は様々あるのだが，例として

炭酸泉での血行の促進というものがあげられる．

一般的な効能と呼ばれるものについては，筋肉

痛・神経痛・関節痛・五十肩・関節のこわばり・

運動麻痺・うちみ・くじき・冷え性・慢性消化

器病・疲労回復・痔疾・病後回復・健康増進な

どに効果があるといわれている． 
最後に，このように温泉の泉質には，様々な

効能があるが，それは効能があるとされていて

も必ず効果があるというものではない．また，

同じ泉質でも，含まれる成分の濃度によって，

それ以外の成分の有無，アルカリ性か酸性の違

いなどにより，効能は変わってくる．その効能

にあった状態の人が特定の温泉に入ることによ

って初めてその効能が発揮されるが，温泉によ

っては禁忌症がある場合もあるため，温泉は入

り方を間違えてしまうと，健康になるどころか

悪影響を起こしてしまうため，温泉に入浴する

際は，この点も留意することも重要である． 

 

３ ストレスの軽減の可能性 

入浴は体を清潔に保ち，リフレッシュできる

だけでなく，ストレス社会と言われる現代にお

いて重要な役割を果たす可能性が秘められてい

ると考えられる．入浴の体への効果は，循環器

や呼吸器，内分泌系などへの影響についての研

究は数多くある．しかし最近では，入浴は人の

心理にも大きな効果を与えることが明らかとな

っている． 
入浴によって体温が 38 度くらいにまで上げ

ると，ヒートショックプロテイン（以下，HSP
という）というたんぱく質が発生して，傷つい

た細胞の修復や免疫機能の強化をしてくれる．

この HSP とは，細胞が強いストレスに侵され

た時に多くなるタンパク質の一群で，ストレス

タンパク質とも言われる．これは，紫外線やア

ルコールなどのストレスに対し細胞を保護する

作用が強いことがわかってきた．入浴により，

体温を平熱より 1.5 度くらいあげると HSP を

簡単に増加させることができる． 
HSP の増加により様々な効果が得られると

言われている．例えば HSP にはコラーゲンの

減少を止める働きがある汗をかくことで老廃物
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も排出され美肌効果も期待される．また身体を

温めることでリンパ球が増加する．リンパが持

っている免疫増強効果によってウイルスに感染

しにくくなり，治癒力や免疫力も高まることが

期待される． 
このような性質から，入浴することで様々な

ストレスを軽減することができるのではないか

と考えられる．毎日の入浴は体の疲れなどとい

った身体的ストレスばかりでなく，試験，試合，

発表会など精神的ストレスの大きさも軽減でき

るのではないかと考えられる． 
このような効果を高齢者だけでなく，とくに

若い世代や女性に知ってもらうことでもっと入

浴という習慣を定着させたり，温泉へ足を運ぶ

きっかけになるのではないか．最近では湯船に

浸かるというよりシャワーで済ませるという人

が増えている．湯船に浸かることは体温を上昇

させ，HSP の増加につなげることができる．ま

た入浴を習慣化させることにより，生活に張り

を持たせることで生活のリズムを整えることに

もなるのではないか．ストレス社会といわれる

現代において入浴することは，様々な効果が期

待されているとともに，私たちの生活において

欠かせないものとなると考えられる。 
 

Ⅲ 温泉での聞き取り調査 

 

１ 藤崎町「西豊田温泉」での聞き取り調査 

私たちはコミュニティが形成されているか

どうか調べるため，藤崎町老人福祉センター「西

豊田温泉」と尾上地域福祉センター「猿賀南田

温泉」で聞き取り調査を行なった．以下，藤崎

町老人福祉センター，尾上地域福祉センターと

省略する． 
 藤崎町老人福祉センターは営業時間は朝 7 時

から夜 9 時までで，定休日は毎月 15 日である。

入浴料は大人料金で 250 円となっている．藤崎

町の老人福祉センターの特徴として，町内在住

の，65 歳以上の方に対して，100 円で入浴可能

になる，「いきいき入浴手形」を発行している． 
 今回私たちは女性 12 名の方にインタビュー

をすることができた．住んでいる場所は皆町内

で，無料の送迎バスを利用していた．いつから

温泉を利用しているかという質問に対しては，

10 年前が 2 名，5，6 年前が 2 名と，4 名の方

ははっきり答えていただけたのだが，あとの方

は，はっきりとした年数を覚えておらず，「だい

ぶ長い」とおっしゃっていた．来はじめたきっ

かけは，全員あまり意識せずにいつの間にか来

ていたようで，「強いて言うならボケ防止」と 1
名の方に答えていただけた．週何日利用してい

るかという質問に対しては，全員週 2～3 日利

用していて，バスが運行しない，土・日・祝日

以外の日のいずれかに利用していた．温泉に一

緒に来る人はいるのか，また，温泉の中で話す

人はいるのかという質問には，藤崎町老人福祉

センターでは全員ある，と答えていた．「温泉で

こんなのがあったらいいな」という質問には，

全員要望がほぼ無く，その中には「この施設が

こうやってあるだけで満足」とおっしゃってい

る方もいた．     
 調査して分かったこととして，施設利用者の

方々の様子については，とても元気で，全員明

るい表情をしていた．利用者の方の中に介護保

険の中の，要支援認定を受けている方がいらっ

しゃったのだが，それを前向きにとらえていて，

自分の持ちネタのようにしている方もいたこと

が印象的であった．この藤崎町老人福祉センタ

ーの周りには，町役場，病院，文化センター，

イオンといった様々な施設があり，利用者の

方々は温泉に入ったついでにこれらの施設を利

用する人も多く見受けられた．また今回聞き取

りにご協力いただいた方々は，無料の送迎バス

を利用しているということもあり，このバスを

とても重宝していた． 
 最後に，聞き取り調査をしていた中で気にな

った言葉があり，それは○情報交換の場である

という，「文化センターの方でさ，老人のクラブ

の発表会あるんだよーどかお互いにこうやって

情報交換でぎんだよね」という言葉や，○名前

が分からなくてもあいさつや話ができるという，

「名前わがんねぐても顔っこみれば（あ，あの

人が）ってわがるはんで，別にここじゃないど

ごで普通に会っても挨拶しだり、話でぎるんだ

じゃ」という言葉．一回ここへ来ると、帰るま

でずっと話をしているという，「わぁだぢだっき
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ゃさ，行ぎのバスで話すじゃな，して着いだら

湯さ入りながら話っこしで、昼のまま食いなが

らも話っこして、んで帰りのバスでもくっちゃ

べりながら帰るんだや」という言葉が気になっ

た．これらの結果から，私は温泉でコミュニテ

ィが形成されているのではないかと考えた． 
 

２ 尾上地域福祉センターでの聞き取り調査 

 尾上老人福祉センターとは，65 歳以上であれ

ば無料で温泉を利用することができ，社協のデ

ィサービスセンター，在宅介護支援センターや

児童館などが隣接されている． 
我々がインタビューを行った尾上老人福祉

センターの利用者の方々は，年齢は 70 代～80
代の町内の方々であった．交通手段は車で来て

いる方もいたが，ほとんどの方が徒歩や自転車

で来ているようだった．週に一回，木曜日に無

料の送迎バスが出ているが，このセンターが比

較的近いということで私たちがインタビューし

た方々の中には，利用している方はいなかった．

「週何日利用しているのか」という質問に対し

て，ほとんどの方が毎日来ているようだった．

この尾上老人福祉センターでは，65 歳以上であ

れば無料で温泉に入ることができるということ

で，毎日の利用につながっているようだ．「温泉

に一緒に来る人はいるか」という質問に対して

は，ほぼ全員の方がいないようだったが温泉に

来て話す人は皆いるようであった．大広間など

で皆話をしながら，ご飯やお菓子を食べ，休憩

しているようだった． 
インタビューを行った中で印象的だった事

柄や言葉三つ程あった．一つ目は「温泉でこん

なのがあったらいいなという要望はあるか」と

いう質問に対しての利用者の返答である．我々

の予想は「食堂が欲しい」だとか，「何かお菓子

やパンなどの食料品を売って欲しい」など様々

な要望が出るのではないかと思っていたが，ほ

ぼ全員が「湯っこがあればそれで満足だ」とい

う風におっしゃっていたのだ．「しいていうのな

ら，カラオケが好きなのでカラオケが欲しい」

という方も数名いた．二つ目は「温泉に来ると

情報交換ができる」と 70 代男性のある方がお

っしゃっていたことである．その男性によると，

温泉で趣味の話や仕事の話，政治の話などをよ

くするようで，お互いが持っている情報を共有

することで勉強にもなり，いい刺激になるよう

だ．三つ目は「名前が分からなくても友達」と

70 代女性のある方がおっしゃっていたことで

ある．その方に一通りインタビューを終え，お

礼を言い，玄関までお見送りしたところ，調度

その方のお友達が温泉に来たようだった．その

時に我々に向かって「この人の名前は分からな

いけど友達なんだ」と笑顔でおっしゃっていた

のだ．私たちにとってこの言葉はインタビュー

を行っていて特に印象に残った．我々の中では

友達と言える関係において，名前がわからない

ということはあまりない．しかし，この言葉を

聞いて，名前がわからなくても毎日温泉で会い，

自然と会話をするようになる．どこの誰である

とかどんな仕事をしているなどお互いの素性を

気にしない．そのような人間関係だからこそ，

人が気軽に集まることができるのではないか．

これこそ温泉ならではの人間関係なのではない

かと感じた． 
 

Ⅴ 考察 

 

１ 温泉でコミュニティは形成されているか 

以上のインタビュー結果を踏まえ，私たちは

温泉でコミュニティが形成されている可能性が

あると推測する．その要因として３つのポイン

トから考察したい． 

1 つめは一緒に来る人はいないが会話を楽し

むことができるということである．会話をして

いる相手の名前も分からない，けれども温泉に

来て顔なじみの人と会話を楽しんでいるという

方が多い．温泉に入っている時はお互いの素性，

身分，社会的立場と言ったものも脱ぎ捨てるこ

とができるのではないか．相手の事に深く踏み

込まない人間関係だからこそ気楽に毎日のよう

に会うことができている．そこで私たちは温泉

特有の「ゆる～いつながり」を感じることがで

きた．そのような気楽で気軽な繋がりだからこ

そ，一歩温泉から出てみると外での交流がない．

毎日来ている人がある日突然来なくなったとし

ても，「○○さんどうしたのかな，みんなで家に
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行ってみよう」と思うよりも，「今日は病院にで

も行っているのかな」というように注意レベル

を上げるということはあまりないようだ． 

2 つめは，毎日お湯につかり友達と会話する

事が楽しみという点である．温泉に入り友達を

会話する事が毎日の生活リズムになっている方

が多い．規則正しい生活を送ることができてい

る．また，ここに来ることが楽しみであるとい

う方も多いことから温泉が日々の生きがいとな

っている可能性も高いのではと考える．生きが

いを持つことで生活に張りが出る． 

3 つめは、温泉で短命県返上ができるのでは

という点である．上述した青森県民の健康状態

と温泉を組み合わせ，短命県の返上ができるの

ではと考える．まず，自分の力で施設まで訪れ

入浴し友達を話すという，いわゆる身体活動や

社会活動を頻繁に行うことで脳への刺激となり

認知症予防になるということも考えられる．ま

た，尾上地域福祉センターの温泉では週 1 回の

バスの利用者に対して簡単な体操やレクといっ

た介護予防事業を行っている事が分かった．ま

た，尾上ではデイサービスや在宅介護支援セン

ターが隣接されているために，温泉利用者はお

風呂に入るついでに気軽に職員に相談をするこ

とができ，必要なサービスや制度に繋がる．藤

崎町では保健師による健康相談が平日は毎日行

われており，血圧を測ったり，健康状態につい

てチェックできる．日々の自らの健康状態に気

を使うことで病気の予防や早期発見にもつなが

るのではないかと考える． 

温泉での効能の現れ方には人それぞれ違い

がある．一概に温泉に入るだけで健康になると

は言えない．従って，入浴する事と何かを合わ

せることで，より有効的に健康増進を進めるこ

とができるのではと考える．何かとは，ゆった

りとくつろげるロビーであったり，健康相談に

対応してくれる保健師さんであったり，体操や

レクといった様々なものが考えられる．温泉が

健康を増進させ，コミュニティを形成するとい

う意味合いではなく，温泉をきっかけに健康や

人と人とのつながりといったコミュニティを広

げる役割を果たしているのではと考える． 

 

２ 新たなコミュニティの定義 

 辻によると，「現代日本では人と人とのつなが

りが希薄になってきているといわれている。か

つて人々が貧しかった時代は、身近な人同士で

助け合わなければ生きられなかった。それが「地

縁」「血縁」を必要とした。隣近所で助け合い、

大家族の中で暮らす。人々が変えるものは限ら

れていた貧しい時代、そして行政サービスも未

発達だった時代。だから助け合わなければ生き

ていけない、人と人とが密に繋がっていた時代

であった。（中略）社会が豊かになるにつれて、

「地縁」や「血縁」で助け合う必要がなくなっ

てきた。家電製品の普及は、家事の手間を大幅

に減らしてくれた。育児も教育も、病人の世話

も介護も、行政サービスや有料の民間サービス

が充実してきた。家族の姿も、大家族から核家

族へと変わり、そして家庭の中でも個室で暮ら

すようになった。（中略）個別化が進む中で、他

人の干渉を受けること、他人に気を使うことも

なくなった。個別化した生活、他人に関わらな

い生活ができるようになって、私たちは人間関

係の煩わしさから解放された。しかしそれは、

人と人とのつながりを失わせるものであった。」

（辻 2010:219）と指摘している．そんななか私

たちが出会ったのは温泉でコミュニケーション

を取り合う人々の姿であった． 

 温泉についての学習，入浴施設での聞き取り

調査を行い，温泉の良さ・温泉での人々の温か

なつながりやコミュニティの存在を実感した．

温泉でコミュニケーションを取り合う集団を社

会学的に当てはめてみた．機能集団とは家族・

地域等，自分で選ぶことのできない自然発生的

な集団のことである．一方，自分から選ぶこと

ができ何か目的を共有している集団（例えば会

社や草野球チーム，サークル的なもの）のこと

を機能集団と言う．温泉に入りにきている集団

をこのどちらかに当てはめようとすると，基礎

集団ほど強い強制力はなく，機能集団ほど目的

を共有しているとは思えない．しかし，私たち

が感じたそのコミュニティやつながりを示す言

葉がまだないことに気付いた．そこで私たちが

感じた温泉でのつながりやコミュニティを新た

な定義として言葉で表したいと思う．温泉でコ
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ミュニケーションを取っている集団，温泉で情

報をキャッチするネットワーク，名前が分から

なくても友達，深く踏み込まない人間関係，そ

の「ゆるーいコミュニティ」の事を「ぽかぽか

こみゅにてぃ」と新たに定義する．このコミュ

ニティは自然発生的なものであり，気付いたら

できていたということがある．むしろ気付かな

いほうが多いのではとも考えられる．この「ぽ

かぽかこみゅにてぃ」は青森県民の心も体も温

めることのできるものなのではと考える．今後

は，この新たなコミュニティを活用し，県民の

健康意識の向上に取り組むことをすることが，

健康寿命アップの鍵になるのではないか．末尾

になるが，藤崎町西豊田温泉の利用者・職員の

皆様，尾上地域福祉センターの利用者・職員の

皆様，資料提供して頂いた方々にお礼を申し上

げるところである． 
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生協と福祉 

社会福祉学部３年 木村俊介 

   

Ⅰ.はじめに 

 

最初に、生活協同組合いわゆる生協についてど

のような印象を抱いているだろうか。生協を福祉

に結び付けることは難しいのではないかと考えら

れる。確かに、私自身弘前学院生協学生委員とし

て 3 年間活動しているなかで、福祉と関連がある

ように思う活動は 2011 年に弘前駅前で東日本大

震災の募金活動を行ったことだけである。 
しかし、新学期には新入生ウェルカムパーティ

ーの企画・運営や店舗装飾などの活動を行った。

これらの活動には、組合員が大学生活をより豊か

に過ごして欲しいという願いや生協店舗をより身

近に感じてもらいたいといった願いがあった。ま

た、弘前学院大では活動はほとんどなされていな

いが、共済の活動、特に予防提案の活動を見ても、

全国の大学生協では健康相談会や自転車点検など

組合員の生活に根差した活動が広く行われている。 
このように大学生協の活動を見ていくなかで、

福祉とは直接的な関係を見出すのは難しい。しか

し、大学生協で行われている活動には「組合員の

よりよい生活のため」にという願いがあることが

前提となっている。ここにある「組合員」を「利

用者」に置き換えてみると生協と福祉に結び付き

があることが分かりやすくなるのではないか。ま

た、これは利用者主体であるべき福祉が目指す目

的・理念に沿うのではないかと思う。利用者の生

活を支えていくことは、福祉の根本的な目標では

ないだろうか。 
この前提を踏まえたうえで、生協が社会福祉の

進展にどのように関わっていったのかを見ていき

たい。 
 
 

Ⅱ．生協の起こり 

 

賀川（1946）の『協同組合の理念と実践』から

生協の起こりについて見ていく。 
 

協同組合として最初に成功したのは、1844
年マンチェスター市にある織物工業の町、ロ

ッチデールだった。当時は産業革命の中で機

械化が進み、織物職工は失業の恐怖と低賃金

にあえぎながら、商人の提供する悪質な食料

品などを買わされていた。このような状況を

打開するために、自分たちで店舗を設立し、

経営すればいいのではないかと思いついた

28 人の織物職工たちが、1 ポンドずつを出し

合って小さな店を組織したことが始まりであ

る。これはロッチデール公正開拓者組合

（Rochdale Society of Equitable Pioneers）
と呼ばれた（以下、「ロッチデール組合」とす

る）。そして、ロッチデール組合の組合員は自

分たちでこれを運営し、利用していった。利

用の例として、生活に必要な食料品の共同購

入を行ったことが挙げられる。 
組合員は年齢や社会的地位には関係なく完

全なる平等であることを原則としていた。こ

れは人に富みを集中させず、また、富みを搾

取しないことが基本的な目標だったためであ

る。ここから、ロッチデール組合の組合員ら

は資本主義からの脱却を目指したということ

ではないだろうか。また、ロッチデール組合

は「来たれ、助けよ、投票せよ、批判せよ、

働け」をスローガンとしていた．（賀川 1945：
p21-22） 

 
これは、大学生協の理念の「協同」「協力」「自
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立」「参加」に当たるのではないかと思っている。

このロッチデールの思想は大学生協のみならず、

形を変えつつも生協全体の理念として世界各国に

広がっている。 
 

Ⅲ．我が国での生協の起こり 
 

 我が国での生協の起こりを『現代日本生協運動

史 上巻』から見ていくことにする。 
 

我が国の生協の歴史は 1879（明治 12）年

に始まる。その時期にできた生協とは呼ばず

「商社」と呼ばれていた。商社は出資金が 1
口 20 円と当時としては高額で、組合員になる

には経済的、社会的地位が必要だった。しか

し、この時期にできた商社は不況による経営

困難の中で解散していった。また、これらの

商社はロッチデール組合の方式を採用してい

たが、労働者階級の形成による社会的な要求

や運動によって誕生したものではなかった。

さらに、我が国はイギリスと異なり、政府に

よって産業革命の促進や資本主義的企業の育

成がはかられた。そのため、政治家や各団体

の指導者にあたる人たちが、生協の運営より

もそれぞれの事業や政治に専念していたこと

も短命で終わってしまった理由に挙げられて

いる。 
我が国の生協がロッチデールのような労働

者生協になるのは 1894（明治 27）年の日清

戦争の頃だった。この時期は、下関条約の賠

償金で八幡製鉄所が建てられたように、工業

化がより一層進展した時期だった。そのため

工場や工場労働者が倍増したことや戦後の物

価沸騰によって労働争議が多く起こった。こ

のような状況の中で、片山潜らによって労働

組合期成会が設立され、各地に「共働店」と

名のる生協が設立されていった。中でも、造

船・鉄道・兵器などの機械工らによる労働組

合である鉄工組合は、ロッチデール方式を採

用した組合として注目され、これら組合は短

期間で東日本を中心に広がっていった。しか

し、共働店は 1900（明治 33）年の産業組合

法の制定と同時に制定させた治安警察法によ

って、社会主義的組織だと考えられ、職員の

逮捕など数多くの弾圧のもとに衰退していっ

た。悲惨な例では、戦時期に学生消費組合（現

在の大学生協）の学生委員やノートを買いに

来た学生でも検挙されたという。 
大正期には、町ごとに小さい生協が設立さ

れることが多くなった。これを支えたのが「御

用聞き」である。これらは日常的な手伝いを

行うことや共同購入の注文を聞いて回った．

（日生協創立 50 周年記念歴史編纂委員会

2002：26-36） 
 
このような「御用聞き」が地域社会の共同体を

強くしていったのではないかと思われる。また、

生協によってはその地域の特産品や酒なども供給

したという記録も残されている。経営状態が悪い

所も多々あったというが、この時代の人と人との

繋がりを共同購入によって強固にしていったので

はないかと考えられる。 
 

Ⅳ．医療利用組合 
 

ここでは、最初になぜ明治時代から昭和時代に

かけて医療が必要とされたのかという社会的背景

を見ていき、医療利用組合がどのようにして拡大

していったのかを『農村医療活動と農協』から見

ていくことにする。 
 

明治時代から大正時代にかけての戦争や不

作などが続いたことにより小作農民は疲弊し 
ていた。お金が無く、生きるために娘を売る

などしなければならなかった。しかし、その

ような中でも租税などの税金は取られていた。
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そのため、満足に食事を取ることができず、

たとえ病人であっても医師にかかることがで

きなかった。このような人々が医師にかかる

機会があるとすれば、医師から死亡診断書を

もらう時以外には無かった。このように、貧

しいことが多くの病気の原因を持ちながら、

貧しいがゆえに医師にかかれないという悪循

環が続いていた。しかし、開業医制が施行さ

れていたために当時の医師は利益が出る都市

に集中して、利益が出ない農村は医師のいな

い状態が続いていた。ある村が診療所を設立

しても、患者となる農民は診療費や治療費が

払えないことが多く、医師を確保する資金も

尽きて閉鎖するということが後を絶たなかっ

た．（細江 1982：80-82） 
 
農村の医療は昭和時代に入るまでこのような状

態が続いていた。このような状況では、我が国の

社会や経済を支えている農民が年々疲弊していく

のは目に見えており、戦争を行っていく基盤を確

立させることが政府の課題であった。 
 
医師がいない状態の農村が多い中で、農村

医療のみならず医療制度自体に大きな影響を

もたらしたのは、青森県の利用組合である。

当時の青森県は、医師が比較的多くいたが、

貧しいために診察を受けることのできない人

が数多くいた。1927（昭和 2）年に青森市を

中心に東青信用購買利用組合が設立された。

この組合は東青病院とのちに呼ばれ、複数の

村が協同で出資して建設した小規模な病院だ

った。小さい病院はすぐに経営困難に陥って

しまうが、設立者の 1 人である岡本氏が私財

を売却し、それで得た資金を用いて援助を行

った。彼の支援により病床数が増え、当時の

最新医療を取り入れた組合病院が完成し総合

病院となった。 
その後、東青病院は周辺の農村に診療所を

設置し診療を行った。これは地域総合病院を

中心とした各地に農村診療所を配置するとい

う新しい農村医療の確立につながった。この

ような組合を広区域医療利用組合と呼ぶが、

これは東北から始まって、関東・信越・東海

というように全国に広がった。これらの広が

りは、これはかつてのような天皇などの「お

上」による慈恵的、救済的な社会事業から、

農民・労働者の自由と自発的協同によって、

医療や保健施設を利用しようとする社会事業

となったことに起因している。 
次に大きな影響をもたらしたのは東京医療

利用組合だった。これには賀川豊彦や新渡戸

稲造などが関わっていて産業組合法を法的根

拠に設立された。東京医療利用組合は医師な

どの反対運動の中で広く国民に知れ渡るよう

になった。東京医療利用組合の設立趣意書に

は「協同組合病院は、斯く個人としての医師

の及ばない経済上の問題を解決し、更に医療

上に於いても各専門医の協力と綜合による組

織的医療を行い得ること、進んで治療の根本

問題であるところの組合員の保健即ち予防医

学まで、誠意を以て徹底的な貢献を為し得る

点に於て特色を持つものであります。」．（細江

1982：83-88）とある。 
 
ここから、医療利用組合は医療のみならず保健

事業へも展開していったことが分かる。 
『協同組合を中心とする日本農民医療運動史 

前篇・通史』には、その保健事業について述べら

れている。 
 

保健事業で行ったことは、保健婦の育成の

他に、都市や農村へ保健婦を配置し、彼女ら

がその地域の組合員の保健指導や生活指導を

行うなど、その地域に住む組合員の生活の 
隅々に及んでいた。さらに、医療利用組

合はこのほかに保健資材、医療資財、栄
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養食品、家庭薬の配給を購買組合と共同

で行っていた。 医療利用組合の病院が

当時の国民の保健衛生と医療や食生活の

改善などで大きな役割を果たしていった．

（全国厚生農業協同組合連合会 1968：
p380-397） 

 
Ⅴ．生協による福祉活動 

 
戦後の生協は焼け野原に生まれた。我が国は食

糧不足に陥り、闇市が所々で開かれている中で、

組合員のためにより良い食糧を確保し、より安く

提供していくことから始まった。協同組合として

の事業が拡大していく半ばには、政府や企業との

争いが絶えなかった。当時は現在のような地域生

協ではなく職域生協などが主体だった。 
『現代日本生協運動史 下巻』 から 70 年代以降

の生協の活動について見ていくことにする。 
 

70 年以降に入ると、地域生協が設立される

ようになり、共同購入の他にも、核兵器廃絶

運動や平和活動、ユニセフ活動、環境にやさ

しい商品の開発、消費税導入反対運動などが

行われていった。このように生協の活動は組

合員の生活にそった活動だけではなく、時代

や政治の動きの変化、組合員の持つニーズに

沿った活動を展開していくようになる．（日生

協創立 50 周年記念歴史編纂委員会 2002：
17-18） 

 
その中でも「消費活動」、「地域福祉」、「高齢者

福祉」、「障害者福祉」の分野でどのような活動を

していったかを見ていく。 
最初に「消費活動」についてである。 
 

戦前戦後も組合員の小さな集団の班によ 
る共同購入や産地直送による販売などが続い

ていた。70 年代以降は、今まで以上に班によ

る共同購入が広がって行くことになる。その

理由として、生活必需品やサービスの値上が

りによる貧困が生み出されていたことや不

良・有害商品が多くあったこと、大企業が消

費者に高い価格を押し付けていたことが挙げ

られる。さらには、核家族化の進行や新興団

地の建築などの社会環境の変化によって、地

域住民の関係が希薄化していったことが、地

域の支え合いを必要とする主婦層のニーズに

繋がっていた。また、新興団地などの住宅地

付近にある商業施設の不便さや交通状況の不

便さがあった。共同購入はこれらのニーズを

受け入れて広がっていったと考えられる。ま

た、この当時の組合員が商品に対して求めた

のは、価格の安さよりも商品の安全性だった。

産地直送は商品の安全性の確保でき、生産者

との交流を持つことも可能になった。このよ

うに、生協による消費者運動は、食の安全性

と消費者間のコミュニケーションを図り、生

産者と消費者間のコミュニケーションも生み

出した．（日生協創立 50 周年記念歴史編纂委

員会 2002：53-67） 
 
現在、食品に対する信頼性が問われているが、

このような生産地と消費の繋がりは食の信頼性を

高めることに繋がっていると考えられる。 
また、現在行われている取り組みについて、『生

協の社会的取り組み報告書 2013』を見ていく。 
 

現在では共同購入を越えた取り組みとして、

高齢者や自分で食事作りが困難な方へ弁当や

おかずを届ける個別宅配事業。過疎や高齢化、

被災地の仮設住宅で暮らす方への買い物支援

のための移動販売が行われている。また、地

域を消費によって活性化するため地産地消の

活動が行われている．（日本生活協同組合連合

会 2013：p20-23）） 
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次に、「地域福祉」についてである。 
生協による地域福祉を支える資源としては「く

らし助け合いの会」がある。 
 

1983（昭和 58）年に灘神戸生協で「コープ

くらし助け合いの会」が発足し、組合員同士

のくらしの場での助け合い活動を広げること

になった。そして、これが契機となって、全

国の生協に「コープくらし助け合いの会」が

始まった。これは「組合員同士の気軽なちょ

っとした助け合い」で活動内容は高齢者・障

害者・子育て中の家族などに対する買い物や

食事作り、掃除、洗濯といった家事援助や外

出時の介助といった「くらし助け合い活動」、

介護講習や福祉講座などの学習・研修を行わ

れたり、施設ボランティアや手話・点訳など

のボランティア活動や「ふれあい食事会・配

食活動」などが行われたりしている。くらし

助け合い会活動は「生活は、1 人では守るこ

とも高めることもできないものなのだ、だか

ら協同していこう」という協同の中で人間ら

しい「くらしづくり」を行っていくことに繋

がっている。このような福祉活動に生協が取

り組み始めた理由として、介護を担う組合員

の願いや組合員の高齢化がある。また、生協

のようなほぼ非営利に近いサービスは営利サ

ービス供給者対して「サービスの適切な質、

価格のレベルの維持させる」という事業者と

しての社会的な役割の期待がある。現在は「く

らし助け合いの会」を利用する人が増加して

いることもあり、介護保険制度のみならず、

地域福祉活動を支えていく役割も期待されて

いる．（安井 1999：117-130） 
 

3 つ目に「高齢者福祉」についてである。 
 

生協が行っている活動は、福祉用具供給事

業や高齢者にやさしい店舗づくり、介護保険

などの福祉情報を提供するサービス、通所介

護サービスや在宅介護サービス事業の設置・

運営、社会福祉法人と提携して特別養護老人

ホームなどの福祉施設の設置・運営を行って

いる。また、全国各地に小規模デイサービス

センターが開設されている。中でも、特別養

護老人ホームでは組合員がボランティアとし

てレクリエーションなどに参加するなどの活

動が行われている生協もある．（京極 2002：
71-79、95-137） 

 
さらには、個別宅配事業の特徴を生かして高齢

者の見守りを行う「地域見守り」が全国各地で行

われている。この地域の高齢者を見守っていく事

業は、社会福祉協議会などと連携して行われると

大きな効果が表れるのではないか。 
最後に「障害者福祉」についてである。 

 
生協が行っている障害者支援には、共同作

業所と提携して生協まつりなどのイベントへ

の参加、障害者の生協職場への実習の受け入

れや実際の雇用、作業所の製品のカタログ販

売、店舗販売、資源回収事業での提携が行わ

れている。これを行う生協は年々増加してい

る。生協の障害者雇用の特徴は 1 人 1 人の能

力にあった形でその人の労働力を生協全体の

労働力編成の中に位置づけを行っている。ま

た、その地域との連携としては、社会福祉法

人と連携して共同作業所を開設している生協

もある。このように障害者が地域へ出てこら

れるような機会や能力を生かせる場所を提供

し、社会へ参加することでその人自身が生き

がいをもって生きていくことができる機会を

提供している．（川口 1998：p31-46） 
 
ここにあるように、生協は自ら法人を立ち上げ

るなどを通じて、早期から障害者の就労支援を行

っていたことが分かる。 
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ここまで消費組合の活動を主に見てきたが、『生

協の社会的取り組み報告書 2013』には、医療生協

などの活動にも触れている。 
 

医療生協では高齢者の介護事業やグループ

ホームの運営のほかに、高齢者を対象とした

「買いもの班会」を 1 人暮らしの高齢者の見

守り活動と並行して行われている。これ以外

では、子どもを対象にした「子ども保健学校」

が長期休暇などに行われている。その他にも、

児童の分野にも生協が事業を展開している。

子育て支援や託児所が「くらし助け合いの会」

の人が主となって行われている．（前掲：

p28-29） 
 
児童分野には、まだ事業として行っている生協

は少ないが、利用数は共働きの増加などの理由で

年々増加傾向にあるということもあり、これから

期待される分野なのではないか。 
 

Ⅵ．おわりに 
 

ここまで我が国の生協による福祉的な活動を見

てきたが、生協の福祉事業に関して橋本はこのよ

うにまとめている。 
 

「生協福祉の最大の特徴を整理した社会福

祉法人生活クラブ理事長である池田氏の『①

無償の組合員活動、②有償の制度外地域福祉

サービス、③介護保険事業等の制度サービス、

④制度外ビジネスの４つの事業を一体的に行

うことができること』と指摘を踏まえたうえ

で、組合員の理解と合意を『一体的』に作る

場としての生協コミュニティーの特質につい

て提起している」．（橋本 2010：130） 
 
これら以外にも、生協の活動は環境活動や平和

活動、ユニセフ、共済などの多くの分野にわたっ

て行われているが、共通していることは障害者や

高齢者、子どもといった様々なライフステージに

立っている 1 人ひとりが安心して暮らせる世の中

にしていくことである。つまり、社会共同体の全

ての構成員にとって、生涯を通じて暮らしやすい

社会を創っていくことが生協の目的でもあり、「福

祉」を多角的な視点から見ていく中でも共通して

みられる目的なのではないだろうか。 
さらに、地域生協をはじめとする協同組合は他

機関連携として地域に質の高い福祉を創っていく

ためのパートナーとしての可能性を無限大に秘め

ている。地域住民の組織化を図っていくための土

台を築いていくものとして「くらし助け合いの会」

の存在が大きいのではないかと考えられる。これ

は地域福祉を担っていく人的資源や社会関係的資

源としての期待に応えていける力を持っている。

また、これは現在の公的扶助を前提とした福祉を

支える要素といっても良いと考える。まとめると、

地域生協をはじめとする協同組合が行う福祉活動

には「くらしの最低限を守る地域福祉活動」とし

ての役割が共通してあると思う。 
また、特定企業の利益のために働くのではなく

誰かために働くという「ワーカーズ・コレクティ

ブ」という新たな働き方も今後注目されていくべ

きなのではないかと思う。これが広まっていくと

地域の結束が強まり、今回のような震災があった

としても、互いに手伝い合うことによって早期に

人間関係の復興がなされていくのではないかと考

える。 
最後に、これからの社会福祉を考えていくと、

これまで以上に他職種との連携を図ることは大切

な要素になっていくのではないかと考えられる。

しかし、この「他職種」という中にはどのような

職種が入っているだろうか。連携が求められる相

手として医療や教育・法律・行政といった専門職

が挙がってくるのではないかと思う。これからは、

これまで地域福祉を支えてきた民生委員や各町会

長、老人クラブ以外にも、生協が築いてきた事業
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にも連携の手を差し伸べていく必要があるのでは

ないかと考える。また、生協が築きあげてきた地

域の力を生かしていくことでより利用者のニーズ

に沿った支援を行っていくことができるのではな

いかと思う。 
生協と福祉の連携が進むと、公的扶助に頼らな

ければ生活することができない住民は減少してい

き、高齢者や障害者が進んで地域の場に出てくる

ことに繋がるのではないかと思われる。そして、

これらが達成されたときには、地域福祉の更なる

充実が図られ、地域の活性化にも繋がっていくの

ではないかと期待している。 
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虐待に見る親子の関係―学生に何ができるのか― 

 
社会福祉学部３年 奥崎萌美  

中田昌宏 

２年 相坂裕司 

 

Ⅰ．はじめに 

 

 報告者は，「虐待に見る親子の関係－学生に

何ができるのか－」というテーマで発表した．

テーマの設定理由として，子どもにとって親

は信頼できる存在であるが，虐待を受けてい

る子どもたちは親子関係が上手く構築されて

いないと考えられる．そこで，虐待問題から

親子関係とはどのようなものか考えたいと思

い，設定した． 
 また，子ども虐待を取り上げた理由として

後ほど述べるような，子ども虐待に関しての

ニュースが多く報道されていて，将来，親に

なりうる者として，目を背けることが出来な

い問題だと考えたからである． 
 報告者は，障害者虐待・高齢者虐待・児童

虐待の３種類あるうち，児童虐待について学

習を行った．法律的なことを述べる際には「児

童虐待」，それ以外は「子ども虐待」と区別し

て使用する． 
現在，子ども虐待問題がニュースなどで多

く報道されている．児童虐待の防止に関する

法律（以下，「児童虐待防止法」）が 2000 年

に制定されるまで，日本では社会的にも子ど

も虐待という概念があまり広く知れ渡ってい

なかった．最近では，和歌山県和歌山市で２

歳児が虐待死するという残酷な事件が報道さ

れていた．死因は外傷性くも膜下出血で，逮

捕されたのは，26 歳の父親であった．父親は

容疑を否認している．子どもは前にも太もも

の骨折により入院していた．一時は退院した

が，再度同じような状況で入院したため，そ

の後和歌山市の児童相談所は父親の虐待を疑

い，２歳の長男を一時保護し，乳児院へ入所

させた（『産経新聞』「２歳長男虐待死 児童

相談所「対応甘かった」子煩悩な態度“評価”」

2013）．施設等に子どもが入所すると多くの 
保護者は子どもとの面会や外泊を滅多にしな

い傾向がある．しかし，この父親は頻繁に面

会や外泊，外出をしていた．また，子どもも

父親が面会にくると，笑顔で甘えていたとい

うことがあった．そのような状況を見た児童

相談所は良好な親子関係が築かれていると判

断し，退所を決定したが，その 1 か月後死亡

してしまうという結果になった． 
そこで報告者は，子ども虐待が発生しやす

い要因から探索することにした．さらに将来

親になり得る報告者が子ども虐待問題の解決

に向けて何ができるのかを考察することにし

た． 
   

Ⅱ．最近の動向 

 

厚生労働省の 2012 年の児童相談所におけ 
る児童虐待相談対応件数等の報告等によると，

児童虐待に関する相談件数が全国で 66,807
件であった．そのうち，青森県では 842 件も

の相談があった．また，子ども虐待による死

亡事例等の検証結果等についての報告では，

児童虐待防止法制定前の 1999 年の 11,631 件

に比べ，2012 年においては 66,807 件と約 5.7
倍の増加傾向にある．欧米では 1960年代に，

子ども虐待問題が社会的に認知され，取り組

み始めた．日本は，1990 年代とかなり遅れて，

社会的に認知されるようになった。内田

（2006：32）によると，日本では，子ども虐

待が社会的に認知されるまでは，絶対虐待は

起きないといわれてきた．そして，子どもを

殺してしまうような親は，特別な親だとし，

子ども虐待などという問題はないと，軽視し

てきた時代が続いてきたと述べている． 
それまで子ども虐待に対応する法律は児童
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福祉法のみであった．ただし，児童福祉法に

は子ども虐待を禁止する条項は無かった．し

かし，子ども虐待が急増したことを背景に

2000 年にようやく児童虐待防止法が制され

た．したがって，子ども虐待は児童虐待防止

法ができ，社会的な認識が深まったため，そ

れが顕在化したことにより急増したと考える

ことができる．また，日本で子ども虐待が社

会的に認知されなかった要因の一つとして，

親権者は絶対であり，親が自分の子どもに対

して行うことに他人が口をはさむものではな

いという意識が社会を支配していたと述べて

いる． 
児童虐待防止法が制定されてから 2004年，

2007 年，2012 年の３回改正された．その過

程で顕在化した課題として，一時保護された

子どもたちのケアの不備，虐待の発生予防の

ための母子保健の不備，親子再統合のための

親への再教育システムの不備，親権を制限す

る規定がないことなどがある．同法の制定に

よりそのような課題の「発見・通告・保護」

については一定の対応ができるようになった． 
しかし，それより前段階の子ども虐待防止

で最重要視されている「虐待の予防」と後の

段階の「介入後の子どものケア，親子再統合

へむけた親への指導支援」については社会的

議論が未だ高まっているとは言い難いと考え

る．先の事例も児童相談所が関わっていなが

ら起きた悲劇である． 
 

Ⅲ．用語の定義 

  
児童虐待防止法の第 2 条に「児童虐待とは，

保護者（親権を行う者，未成年後見人その他

の者で，児童を現に監護する者をいう．以下

に同じ．）がその監護する児童（18 歳に満た

ない者をいう．以下同じ．）について行う次に

掲げる行為をいう．①児童の身体に外傷が生

じ，または生じるおそれのある暴行を加える

こと（身体的虐待），②児童にわいせつな行為

をすること又は児童をしてわいせつな行為を

させること（性的虐待），③児童の心身の正常

な発達を妨げるような著しい減食又は長時間

の放置，保護者以外の同居人による①，②又

は④に掲げる行為と同様の行為の放置その他

の保護者として監護を著しく怠ること（ネグ

レクト），④児童に対する著しい暴言又は著し

く拒絶的な対応，児童が同居する家庭におけ

る配偶者（内縁関係も含む）に対する暴力そ

の他の児童に著しい心理的外傷を与える言動

を行うこと（心理的虐待）」としている． 
また，同法第 3 条には「何人も，児童に対

し，児童に虐待をしてはならない」と虐待の

禁止を明記している． 
 

Ⅳ．子ども虐待の起こる原因 

  
子どもの虐待問題の要因は一つではなく重

層化した問題が背景にあることが多い． 
 松本（2013：6）は，子どもの虐待問題は，

家族における生活の不安定と貧困，養育者の

心身の疾病や障害などが複合的に連鎖するな

かで生起し，あるいは深刻化すると述べてい

る．子どもの側からみれば虐待問題は「子ど

も期」の健全な成長と発達の阻害とも言える．

一方，養育者側からみれば，養育能力の不十

分さと親自身の家族，親せき，近隣とのつき

あいの希薄さが虐待問題の基底にあるのでは

ないかと考える． 
 さらに，今日の子ども虐待問題の背景には

貧困があると考えられている．2005 年，2009
年の東京都保健福祉局や全国児童相談所長会

などによる個別の調査では，低所得・貧困の

関連が示されている（松本 2013：15）．阿部

は貧困と子ども虐待の関連で，懸念されるの

はそれが子どもの自己肯定感を奪うこととし

ている．またセーブ・ザ・チルドレン・ジャ

パンが児童福祉の関連者などに行った調査で

は，子どもの貧困が「自尊感情が低い」，「不

安」，「自己肯定感が持てない」など心理面へ

の影響を引き起こしているとの指摘が多数報

告されていると述べている（阿部 2012：57)．
セーブ・ザ・チルドレン・ジャパンとは，1919
年にイギリスで，エグランタイン・ジェブと

いう女性が，妹のドロジー・バクストと二人

で第１次世界大戦後の飢えで苦しむ子どもた
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ちの惨状をなんとかしようと始めた活動であ

る． 
 最近の，父母のいずれかが継父母であると

いう，ステップファミリーが父母世帯全体の

半数弱であるとしている．ステップファミリ

ーとは，継親子関係を含む再婚家族（子連れ

再婚親子）のことをいう．再婚による家庭の

再形成では，夫婦関係に加えて，子どもと継

父または継母との関係の葛藤に直面すること

が多い． 
 また，山田（2013：43）は「子ども虐待の

重要な要因の一つに親との安定した愛着関係

を形成できなかったこと」と述べている．虐

待を受けた子どもは，愛着関係が形成されず

この基本的信頼関係が獲得されないとされて

いる． 
 

Ⅴ．虐待に見る親子の関係 

  
山田（2002：43）は，愛着について「愛着

は子どもに『愛されるにふさわしい自己，他

人は信頼できるといった基本的信頼感』を獲

得させる．親子の愛着関係が形成できずに虐

待を受けた子どもは，この基本的信頼関係が

獲得されていないことになる」と述べている． 
 子どもにとって豊かな生活とは「いろいろ

な経験」「豊かな人間関係」「地域とのつなが

り」であると考える．その基盤となるのは家

族のつながりであり，親と子どもの関係であ

ると考える．愛着関係の形成は子どもが愛さ

れるにふさわしい，他人を信頼できるという

思いが形成されることにもなり，虐待の原因

となる基盤の改善ともなる． 
 この愛着関係の形成には子どもに手を伸ば

して触れてみることなど出産直後からの接触

の機会を増やすことで，母性的な行動を促す

ような刺激が親に与えられることになる．結

果，その後の愛着行動が増え，親子の関係が

より強いものとなる． 
 親と子どもが互いに喜びを与えたり，与え

られたりして，お互いに影響しあいながら成

長していき，親子で関係を築いていくことが

重要となる． 

 また，西澤（2010：32-33）は，大人と子

ども，とりわけ親などの養育者と子どもの関

係の根底には，常に子どもの欲求というのが

基本となると述べている．しかし，子どもに

とって不適切と判断した場合には，子どもの

欲求を制限することもあると考えられる．だ

が，子どもの欲求が関わりの基礎になってい

ることに変わりはないとされている．これら

に関することで，母親が自分の欲求を優先し，

子どもより男性と過ごすことを優先させる親

も少なくないのである．また，好きな男性が

自分の子どもを叩いているのを見て，止めら

れない親には，子どもよりも男性に対する依

存欲求や愛情欲求の心理がうかがわれると考

えられている． 
 適切な親子関係で育ってきた子どもたちは

子どもの幸せを考えて育児することができる

が，虐待やネグレクトを受けて育った子ども

たちは，自分の欲求を優先してしまいがちで，

虐待してしまう傾向にあると考えられると述

べられている（西澤 2010：83）． 
 また，シェリル（2001：95-137）は，子ど

もは出会った人を誰でも信頼する傾向と，何

事に対しても疑いを持たない無邪気さを持っ

て生まれてくると述べている．子どもはこの

ような性質を持っているので虐待のターゲッ

トとなりやすい．そのため，虐待を受けた子

どもたちは情緒的に不安定で傷つきやすい状

態となり，再び虐待の犠牲者となるように自

分を追い込んでいってしまうと考えられてい

る．そのとき子どもは「安全である」という

感覚を失っており，加害者が子どもの信頼し

ている大人の場合には，裏切られたという感

情が大きくなっていくのである． 
子どもは生まれてきて，成人するまで親が

いなければ生きていくことはできないと考え

る．そのため，子どもは親を信頼しているの

だと思う．しかし，虐待を受けている子ども

たちは信頼を裏切られてしまっているので，

親を信頼し続けたいと思っていても信頼でき

ない． 
 このことは，虐待を受けていない子どもや，

大人にもあり得ることだと考える．つまり親
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子関係というのは，親が子どもの欲求を優先

的に考え，応え，自分の欲求は二の次にする

とよい親子関係が築かれると考える．しかし

子どもの欲求を常に応えていてばかりでは，

自分の欲求が満たされないので不満が溜まっ

てくると考える．だから，親せきや地域との

つながりを持ち，自分だけでストレスを抱え

込まないことが大切だと報告者は考えた． 
 そのようにすることによって，親も子ども

も虐待に関して悩む必要が無くなり，良好な

親子関係が構築していくのだと考える． 
 このように，愛着形成や子どもの欲求が第

１に優先するなどと，親子関係について述べ

てきた．これらのことから，子ども虐待の防

止に関して，学生に何ができるのかを考えて

いく．また，現在学費や生活費の面で扶養し

て頂いている子どもとして，親にはこのよう

であってほしいということを，次の項目で述

べる． 
 

Ⅵ．学生に何ができるのか 

  
学生に何ができることに関して初めに考え

られることは，児童養護施設や情緒障害児短

期治療施設などにボランティアや社会福祉実

習で訪れたときに，何も先入観がない学生が

何気ない会話の中で子どもと悩みや将来につ

いて話をすることだと考えた．ここでの先入

観とは，施設の職員であれば子どもの入所に

関しての情報を詳しく知っているため，一人

ひとりの対応の仕方が変わってくる．また，

施設に入所している子は毎日関わる人が，施

設職員，同じく入所している子と限られてい

る．そのような状況の中に学生が実習やボラ

ンティアで施設を訪れた際には，子どもたち

は新鮮に感じると思うし，喜ぶと報告者らは

考える．報告者の中に，児童養護施設にボラ

ンティアに行き，情緒障害児短期治療施設に

社会福祉実習に行った学生がいる．彼女は，

「初めは，虐待を受けてきた子どもと関わる

ということで，自分自身も関わる際には緊張

していた．子どもの中には，大人が怖くて学

生と関わらない子どもがいたり，逆にすごく

甘えてくる子どももいた．」と感想を述べてい

た． 
 ここから，報告者は，虐待をされていない

であろう子と虐待をされている子の対応の仕

方については深く考えた．児童館等にいる子

どもたちと施設等にいる虐待をされた子ども

たちを区別してどのような対応をすべきかを

考えていたが，それは偏見による見方だとい

うことに気がついた．偏見がすべて悪いこと

ではないが，虐待によって傷ついた子どもた

ちと考えるのではなく，ひとりの子どもとし

てとらえることが必要となるだろう．確かに，

被虐待児と接するときだけ言葉使いを気をつ

けたり，行動を制限したりするのは適切では

ない．したがって，あまり虐待という言葉に

とらわれない方がよいと考える． 
 これらの学びから，新聞や雑誌，ラジオ，

テレビ，インターネットなどを活用して最新

の情報を知る必要がある．しかし，このよう

な情報は出典が見つからない場合や正確では

ない情報が含まれているため信用性は低い．

そのため，次の段階として文献を読んで勉強

し，子ども虐待について，また，それが生じ

る社会構造について，よく知ることが重要と

なる．それと同時に，法律からその定義を調

べるなど自主的に勉強し，考察していく．そ

して最後に，調べたことや勉強したことを筆

者らが大学から発信し，地域の方たちととも

に虐待防止に向けた勉強を重ねることが現在

の筆者らにできることであると考える．   
 勉強をすることは，自分がその分野に関し

て興味がなければ詳しくできないが，ボラン

ティアや実習などで施設を訪れて，子どもた

ちと関わることによって虐待に関しての考え

方などを得ることは，学生しかできないこと

だと考えた．だから，学生の方たちにはボラ

ンティアなどにいき，虐待を受けてきた子ど

もたちと関わることが，もっと虐待に関して

の知識を深められる機会だと報告者らは考え

る．そして，報告者自身も機会があれば，施

設にいき，子どもと触れ合いたいと思う． 
 これまで，学生にできることに関してのメ

リットのみを述べてきたが，デメリットもあ
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る．それは，職員のように専門的知識がまだ

ないため，子どもが不穏になったときなどに

対応に困ることもある．その時は，職員の方

のように専門的知識が無ければ対応ができな

いということも考えた．だから，ボランティ

アなどに行った際に，対応に困った場合は，

きちんと職員の方に質問することも大切だと

思った． 
 また，学生は親子関係に踏み込むことが出

来ないと考え，近隣の方も虐待が起きていれ

ば通告は出来るが，他の家庭の親子関係には

踏み込めないと考えた．だから，誰もが親子

関係に踏み込むことができているのであれば

虐待は起きないと考える． 
そのため，学生は安易に虐待問題を考えるこ

とは出来ない．けれども，虐待の予防に関し

て学習することは出来ると考える． 
 そして，今日このフォーラムで自分達がこ

の春から一生懸命考え，色々な文献から学び

仲間と何度なく議論し，本学の先生方や専門

職の方からいただいたアドバイスを踏まえて

発表することも報告者の出来ることだと考え

発表させていただいた． 
 
Ⅶ．おわりに－出産前の支援について－ 

 
 2013 年 11 月 10 日に開催されたヒロガク

福祉創造フォーラム発表の質疑応答の際に，

青森県の小児精神科の方から，感想とアドバ

イスをいただいた． 
報告者は，初め，子ども虐待といえば福祉と

いう考えがあった．しかし，小児科という新

しい目線もあるということを知った．アドバ

イスの中には，子ども虐待は子どもの安全を

守ることが優先であるが，親への支援も必要

である．そのことに関して出産前の支援も大

切になってくるとのことだった． 
 報告者は，子どもの保護や関わり方などに

ついてこれまで述べてきたが，出産前の親へ

の支援についてを考えていく． 
 女性は，妊娠をするとうれしい反面，様々

なストレスを抱える．例えば，趣味や仕事を

諦めなければならない，それまでの交友関係

から遠ざかってしまうのではないかという，

心理的喪失感であったり，「母親」という役割

に対して不安になったり，妊娠に関して相談

する相手がいない等の悩みを抱え，ストレス

となってしまっている．そこで，新道（1998：
46-48）は，３つの支援があるとしている．1
つ目は，母親になるための準備についての知

識を得て，準備行動を起こすことである．こ

れは，分娩経過や育児に必要なものを学んだ

り，胎児への愛着を育てるというようなこと

を行うのである．また，父親（夫）と相談し，

育児における役割分担を行うことも大切であ

るとしている．２つめは，夫や実母，姑など

の家族の支援を受けることとしている．これ

は，妊娠中の生活を快適にするために，必要

な支援（例えば，経済的支援など）を家族か

ら得たり，妊娠しているつらさや悩み，生活

上のつらさや悩みを話せる相手を得るという

こととしている．３つ目は，妊娠中か育児中

の母親である仲間と交流を行うこととしてい

る．これは，妊娠中の悩みを話し合ったり，

おしゃべり等の交流によって体験を共有する

楽しさ，喜びを体験することとしている． 
 これらから，やはり親になるということは，

うれしくもあり，難しいということを報告者

は学んだ．妊娠中は，社会と疎遠になってし

まい，悩み等を誰にも話さずに抱え込んでい

る方もいる．また，望まない妊娠で産まれる

子どももたくさんいる．そのように，命が産

まれてくるためには、人それぞれ色んな過程

を経てくるが，虐待を起こさないためには，

出産前のケアも必要であるということを学ん

だ． 
 渡辺（2001：９）は，赤ちゃんは生後三年

間の間に様々な分離体験をしながら，1 つの

個体となってくると述べている．そのため，

この間に虐待などが起きてしまうと，子ども

の中には，良い親の像が残らなくなってしま

う．そのためにも，悩みを 1 人で抱え込まな

いように，また，同じ境遇にある方と接する

ことによって安心できるのではないかと考え

る． 
 本学習にご協力いただきました施設の職員
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の皆様に深く感謝申し上げます．そして，報

告書を作成するにあたり，ご指導いただいた

皆様に心から御礼申し上げます． 
 

文献 

  青木康子編（1998）『母子保健をめぐる指導・教育・相 

談-そのⅡ-《マタニティ・サイクル編》ライフ・サイ      

エンス・センター 

 阿部 彩（2012）「第３章 子どもの格差‐生まれた時か

ら背負う不利‐」橘木俊詔『福祉＋α 格差社会』    
ミネルヴァ書房 53－71 

 遠藤 浩・小木曽宏・山田勝美（2007）『虐待を受けた子

どもへの自立支援～福祉実践からの提言』中央法規出

版 

 春日喬編（2010）『虐待のメカニズム～その予防と対策』

おうふう 

 西澤 哲（2010）『子ども虐待』講談社  
 松本伊智朗編（2013）『子ども虐待と家族「重なり合う

不利」と社会的支援』明石書店  
 高橋重宏（2001）『子ども虐待』有斐閣  
 竹中哲夫・長谷川眞人・浅倉恵一・ほか編（2004）『子

ども虐待と援助～施設・児童相談所のとりくみ～』 

  ミネルヴァ書房 

 内田信也（2006）「児童虐待防止法で変わったこと，変

えていくべきこと」『季刊 地域精神保健福祉情報』

14 (1 )Review 32－33 
 渡辺久子・橋本久子編（2001）『《別冊発達 24》乳幼  
  児精神保健の新しい風』ミネルヴァ書房  
 渡辺久子（1987）「特集② 乳幼児精神医学の最近の動  
  向」杉田信夫『発達通巻 第 32 号』  
 山野良一（2008）『子ども最貧国日本  学力・心身・社会

におよぶ諸影響』光文社  
 『毎日新聞』 2001（平成 13）年 ８月 22 日  朝刊  

  「虐待対策に家庭訪問」 

 『陸奥新報』 2001（平成 13）年 ８月 19 日  朝刊 

  「虐待児専門の里親」 

 『陸奥新報』 2013（平成 25）年 ６月 29 日  朝刊 

  「相談窓口を一本化」 

 『東奥日報』 2013（平成 25）年 ５月 27 日  朝刊 

  「被害者保護か、実名制裁か」 

 『東奥日報』 2013（平成 25）年 ９月 12 日  夕刊 

  「心理的虐待が過去最多」 

 『東奥日報』 2013（平成 25）年 ９月 19 日  朝刊 

  「「子ども」「子供」どっち？」 

 『東奥日報』 2013（平成 25）年 ６月６日  朝刊 

 「児童虐待 発見者には報告義務」  
 厚生労働省（2000）「児童虐待の防止等に関する法律」  
  厚生労働省ホームページ（2013 年６月 29 日 http:// 
    law.egov.go.jp/htmldata/h12/h12h0082.Html)                            
 厚生労働省（2012）「平成 24 年度の児童相談所での児  

童虐待対応件数」厚生労働省ホームページ（2013 年  
10 月 28 日 http://www.mhml.go.jp/stf/houdou/2r98 
520000037b58.html) 

 セーブ・ザ・チルドレン・ジャパン（2010）「子どもの  
  貧困に関する全国意識アンケート調査を実施：SOAP」 
  （2013 年 11 月７日 http://www.savechildren.or.jp 

/sc-activity.php?d=164) 
 

 



2013 年度 第 6回ヒロガク福祉創造フォーラム 報告書 

 

45 
 

触れ合いから被災地を知る 

-障害児専用ｽﾍﾟｰｽ「めぐみｷｯｽﾞﾊｳｽ」の子どもたちとの関わりを中心として- 

社会福祉学部 4 年  中野基 

1 年 土岐裕哉 

浅利太地

 

Ⅰ はじめに 

ボランティアグループは，被災地支援に興味

を持った．はじめに岩手県大槌町にて障がい者

とともに仮設住宅周辺の草刈りをするというボ

ランティア活動に参加した．被災地では，就労

や住宅などの生活基盤が失われ，心のケアを必

要とする人が多くいる．現在，復興という言葉

を聞くが，実際はどのような状況にあるのか．

次に，宮城県気仙沼市で障がい児と関わった．

筆者ら自身障がい児との触れ合いがあまりなく，

わからないことや疑問，実際の現場を知りたい

と思っていた．障がい児と関わっていく中で必

要なことは何か，また関わりの必要性を知るこ

とで，何気ない日常生活を見直すことができる

のではないか．そして，現状を見ることで,自分

自身の価値観やものに対する見方が変わるので

はないか． 

筆者らはそれらの疑問から端を発し，特に次

の3点について焦点をあてて考察した．第1は，

不自由な生活を強いられている被災者の住環境

について，第 2 は，ボランティア活動を通じて

の障がい児との関わりについて，第 3 は，ボラ

ンティアで感じた専門職としての支援者につい

てである．  

 

Ⅱ グループでの活動 

1 事前活動 

(1）光の岬こどもデイサービスセンターおよび

児童デイサービスきらりにてボランティア

を行う． 

8 月 8 日児童デイサービスきらりのボランテ

ィアを通して，高校生 Y さんと関わった．はじ

めはどのように接すれば良いのかよくわからな

かった．しかし同じ時間を共有していくにつれ

て，「こういうことが好きなんだ」とか，「今

の表情はこれを現している」など，ほんの少し

だがわかったような気がした． 

 

2 被災地での活動 

(1）釜石・大槌自立支援協議会生活支援部会主

催による「みんなでボランティアしましょう

～サロン活動『しゃべる場隊』～」に参加し

た． 

筆者らは，8 月 10 日岩手県大槌町の仮設住宅

へ行き，仮設住宅周辺の草刈りのボランティア

活動をした．ボランティアをするきっかけは本

学の先輩で自立支援協議会の一員として地域の

復興に貢献されている TD さんからのお誘いを

受けてである．そのボランティアは障がい者も

支援をするという画期的なものである．TD さん

はボランティアが活動しやすいように裏方の仕

事をしていたように思う． 

そのボランティア活動後に，大槌町生活支援

相談員の K さんにお話を伺った．被災地でのボ

ランティア活動はとても助かるが，ほとんどの

ボランティアは，短期間や 1 日の活動のものが

多く，地域に根付かない．今，被災者に必要な

のは自立支援である．支援者が地域に根付き，

そこから経済活動が生まれると良いそうである．

K さんによると，仮設住宅を利用できる期間は 3

年間で，その後は震災復興住宅(以下「復興住宅」

と記す)に移住したり，元々暮らしていた場所に

戻ったり，人により様々である．今井らによる

と「復興住宅とは，東日本大震災で失った自宅

を自力で再建できない被災者に提供されるもの

で，正式には『災害公営住宅』という」と述べ

ている(今井・石川 2013)． 

さらに K さんのお話しでは，震災瓦礫の処理

に追われていたことや，用地取得の難航，人材・

資材不足などより仮設住宅の利用が延長される．

復興住宅に移りたいと希望するが，応募数が多

いと希望に添えないこともある．抽選結果で仮

設住宅から出る人もいれば，残る人もいる．仕
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方のないことだが，ここにも被災の長期化によ

る地域のつながりの途切れや，孤独感・孤立を

深め，さらにストレスを抱えることにもなり，

課題がある． 

被災地の沿岸部で暮らしていた人のほとん

どが，住居を津波に流されてしまい，中には住

宅ローンを支払い終えていない人もいる．その

ため，復興住宅の家賃は低く設定されており，

大槌町管理用地課建築住宅班によると「家賃は

世帯収入と間取りにより入居世帯ごとに決定す

る」と述べている．さらに，復興住宅は誰でも

入居出来るわけではなく，大槌町の復興住宅に

は入居条件があるといった決まりがある． 

今井らは「念願かなって得た新居だが，喜ん

でばかりもいられない現実もある．それは，住

民同士の付き合いがあまりないことである．狭

い仮設住宅では，高齢の住民らが自然に家から

出てきて集会所やベンチに集い，交流も深まっ

た．だが，復興住宅は居心地がいいのか，住民

がなかなか外に出てこない」と述べている(今

井・石川 2013)．仮設住宅は，隣との境がベニ

ヤ板 2 枚という環境で，暮らしづらくストレス

もある．それに比べ，復興住宅の環境は，生活

しやすいものと考える．環境が改善される一方

で，住民同士のつながりが希薄となり，孤独感・

孤立を感じてしまう恐れがある． 

 

(2）気仙沼市の障害児専用スペース「めぐみキ

ッズハウス」にて障がい児とのキャンプのボ

ランティアに参加した． 

①障がい児と過ごして学んだこと（土岐裕哉） 

障がい者と健常者の境目とはどこにあるの

だろうか．筆者らは障がい者と健常者の境目を

考える機会があった．障がいというと，例えば

言語がおかしい，耳が聞こえない，奇声を発す

るなどを連想する人が多くいるだろう．障がい

のある人とそうでない人の境目とはどこにある

のか．  

筆者らは「めぐみキッズハウス」のキャンプで

のボランティア経験を通し，多くのことを学ぶ

ことができた．その主なものを二つ述べる．  

はじめに，ほめ方叱り方についてである．そ

れについては山口がほめることによる成功感，

成就感を味あわせることの大切さを強調してい

る．また，そのことにより子どもの自己肯定感

を高めやる気を起こさせるとも述べている（山

口薫 2011：18）．叱ることについては，短くき

っぱり叱り，ほめて終わらせることである．そ

れまで叱られていたことを直し，ほめられれば

子どもにとっては嬉しく、良いことと悪いこと

の判断力が養われると考える．実際に現場を体

験し，職員の方からいただいたお話しや子ども

たちとの関わりの中に，前述のようなポイント

が見られた． 

次に「表現」の大切さについてである．「め

ぐみキッズハウス」で 8 月 11～12 日にキャンプ

のボランティアを行なった時，多動な小学生 S

君と関わった．彼はどこにでも走っていってし

まい，崖など危険な場所でも平気で走っていく

子であった．すばしっこい彼に寄り添ったり，

時には追いかけたりするのは，彼のことを理解

できずにいたためたいへんであった．しかし，

捕まえるたびに「タッチ」と言って逃げていく

ことから，これが彼にとっての遊びであり，筆

者とのコミュニケーションの取り方だったので

ある．懸命に寄り添い続けた結果，徐々になつ

いてくれた．夜，就寝時に彼は，左手親指を口

に加え右腕を筆者の左腕に絡ませてきた．そし

てしばらくそのままにしていると，すっかり寝

入ってしまった．正直，昼は彼の動きについて

行くのが精いっぱいで「疲れたな」と思うこと

があった．しかし，彼の寝顔を見て「可愛いな」

と思い直すことができた．昼だけ接していたの

では理解できない貴重な経験をすることができ

た． 

12 日の夜は，児童発達支援管理責任者の KK

さんから「表現できるだけでもいい」と教えて

いただいた．ほかにも KK さんから教わった重要

なことは多々あるが，最も印象に残っているこ

とを述べる．それは，「人間のコミュニケーシ

ョンのうち 7 割が非言語的コミュニケーション

で 3 割が言語的コミュニケーション」というこ

とである．そして何より前述の問い，障がい者

と健常者との境目について KK さんは「障害者手
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帳」を持っているか否かが境目であることを教

えてくださった． 

 

②T さんの朝の行動（浅利太地） 

「めぐみキッズハウス」のボランティア中の

ことで1つの出来事について考えた．Tさんは，

朝食後にジュースをこぼし，テーブルを倒して

興奮状態になっていた．椅子に座りながら奇声

をあげたり，自分の手を噛んだり，頭を足に叩

きつけていた．その後，椅子に座っている T さ

んの近くに，S さんが来た．まだ興奮がさめて

いなかった T さんは，近づいてきた S さんの頭

を２回グーで殴った．その直後，職員の方が，T

さんと S さんの間に入り，T さんの体を抑える

ように抱え，S さんを別の場所に移した． 

筆者はその場に居たが，少し離れた場所から

ずっと見ているだけであった．正直なところ，

その場にいて何をすればよいのかわからなかっ

たからである．T さんは職員の方としばらく一

緒に居て，落ち着きを取り戻し，静かに椅子に

座っていた．そこで驚いたのが，職員の方が T

さんに注意しなかったことである．T さんの近

くに居て，一緒に考えて，話を聞いていた．し

て良いことと悪いことの区別は出来なければな

らないので，悪いことをした時は教える必要が

あると思う． 

しかし，職員の KK さんのお話を聞いて考え

が変わった．きちんとしたい自分がいるのに，

様々なストレスが重なり合い，頭が混乱して誰

でも我慢できなくなることがある．そういう時

健常者は，愚痴を言ったりしてストレスを解消

するすべを持っている．しかし，彼らは，その

はけ口を見つけてストレスを解消することが出

来ない．そういう時に注意しても意味はないそ

うである．彼らの興奮が収まるまで一緒に居た

り，注意をせず，して欲しいことを伝える．こ

れは全ての人に言えることだと思う．相手との

距離をつめて話を聞いたり，一緒に考え行動す

る方が，良い方向につながり，その方が利用者

の心が変わるかもしれない．この時に一番重要

なことは，何でそのようになったかの原因をた

くさん考えることである．そのようにすること

で利用者の興奮を沈めて，落ち着きを取り戻す

ことの助けになる． 

いずれにしても相手の気持ちを推測する力

が重要だと思う．KK さんが述べていたように，

何故そうなったのかを多様に考えることが，相

手の気持ちを確認する上で欠かせないと考えた． 

 

③ボランティアで感じた専門職としての支

援（中野 基） 

筆者は被災地の子どもたちには，関わりを慎

重にしていかなければいけないと思いながら，3

日間のうちにプールやアスレチックで遊んだり，

一緒に温泉に入ったり，焼き肉を食べたり，お

泊り会をした．その３日間の中で，子どもたち

を見ていて，震災にあった子どもたちとは思え

ないくらい元気いっぱいで，筆者自身が津波被

害のあった気仙沼にいることを忘れてしまいそ

うになるほどであった．もし，子どもたちが心

に大きな傷を持っていながら無理やり元気な姿

を筆者らに見せていたのであれば，その時，ど

ういう関わり方をしたら良かったのかと考えれ

ば考えるほど，悩んだ． 

筆者はボランティア活動の中で，子どもたち

の心に抱えている問題を見つけるこが出来なか

った．しかし，支援する職員を観察していくと，

「見えないところの支援」を徹底していること

に気付いた．支援の専門職の方々は，目に見え

る支援ではなく裏方の支援をすることで，子ど

もたちが過ごしやすいような環境を作る配慮を

されていることを学んだ． 

 

3 事後活動 

(1）光の岬こどもデイサービスセンターにてボ

ランティアを行う． 

8 月 20 日には，「光の岬こどもデイサービス

センター」でボランティアをした．そのとき関

わった軽度の障がいを持っている小学生 B 君と

は会話ができた．彼とはレゴブロックで遊んだ

り，テレビゲームの話しをしたり，買い物で一

緒にお菓子を選んだりした．彼と接していると

「めぐみキッズハウス」の K さんから「表現で

きるだけでもいい」と教わったことを思い出し
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た． 

筆者は「きらり」の Y さんや「めぐみキッズ

ハウス」の S 君，「光の岬」の B 君らに支援の一

端を担うつもりでボランティアに参加した．し

かし，実際にボランティアをして感じたことは，

彼らを支援したというよりも，彼らから多くの

学びとなる気づきの機会を非言語的コミュニケ

ーションで発信されていたのではないか，とい

う自分への問いである．それをつかみきれなか

った自分自身の勉強不足を感じた． 

 

(2）先行研究を参考にボランティア活動の振り

返りをしつつ発表原稿を作成する． 

  

Ⅲ おわりに －将来への展望－ 

1 不自由な生活を強いられている被災者の住

環境について 

被災者の住環境について復興住宅集会所が

あれば良いと考えた．仮設住宅に集会所があっ

たように，復興住宅にも集会所はあるべきであ

る．公営住宅法によると，復興住宅集会所は「入

居者の共同の福祉のために必要な施設」と述べ

ている(法庫 2013)．  

そこで，復興住宅集会所でのボランティアを

提案する．心と体のケアができ，ストレス改善

の効果もあり，そして，つながりを深める交流

の場にもなるボランティアである．それは，バ

ランスセラピーを中心とするストレッチである．

美野田によるとバランスセラピーとは「心と体

の両面からストレスケアを行う方法」と述べて

いる(美野田 2013)．ストレスは心の中だけの問

題ではなく，肉体的な変化を伴うものである．

ストレスの影響を受ける部分を正常な状態に戻

すことでリラクセーション状態をつくり出し，

ストレスを改善する．バランスセラピーでは，

簡単にリラクセーション状態を生み出すために，

その反応を的確に引き起こすストレッチを採用

している． 

そして，ストレッチは，寝たきり予防にもな

る．高齢になれば誰でも，腰や膝など関節部の

軟骨が摩耗
ま も う

して，介護が必要になったり寝たき

りになるのは仕方がない，そう思いこんでいる

人が多いのではないだろうか．健康なうちから

ストレッチを地道に行っていれば，関節部の痛

みや違和感を感じずに生活することが十分可能

である．そのようなことから，バランスセラピ

ーによる心と体のケアができる．そして，復興

住宅集会所に地域住民が集まり，いろいろな人

が交流を深め，簡単に心と体のケアをしながら，

皆で楽しめるようなバランスセラピーを行いた

いと考えている． 

しかし，これは孤独感・孤立を深めないため

の一つの手段である．つながり作りやコミュニ

ティが生まれる活動であれば，ボランティアの

活動内容はそれほど大きいものではないように

思う．それは，復興が求められるのが，当たり

前であった人と人とのつながりだからである．

震災前は当たり前だった人と人とのつながり，

それまでの当たり前が，震災が起きてから，こ

んなにも楽しいことに気づかされる．それをボ

ランティアが作り出すのは，非常に難しい．な

ぜならばボランティアの多くが短期間の関わり

しかもてないからである． 

だが，人によってはイベントに参加したこと

が，小さなきっかけになるかもしれない．何気

なく参加したイベントで関係が深まり，徐々に，

自らつながり作りに動くようになる．この動き

をやりやすくするような活動が，ボランティア

に求められていると思う． 

バランスセラピーは，心と体のケアができる

手段であるが，目的はつながり作りである．こ

のストレッチを続けているから健康になれる，

ということではない．イベントに参加して得た

ものを自分たちでできるようになり，そこから，

自分たちで教え教わるようになる．そういう人

が一人でも増え，それがつながりの復興になる

と考える．施設や港などの修復はもちろん必要

だが，復興を最も必要とするのは被災者である

と思う．ボランティアに期待されている被災者

のコミュニティづくりや，地域づくりを一層す

すめていく住民相互の活動は大切である．入居

者自身が新たなコミュニティづくりに参加でき，

入居者同士のつながりを支援する場の一つであ
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る復興住宅集会所は重要に思う．  

 

2 ボランティア活動を通じての障がい児との

関わりについて 

筆者が障がい児との関わりで学んだことは，

障がいのあるなしではなく，バリアのあるなし

でもない．コミュニケーションの取り方が少し

違うだけで，同じ位置に立つ平等な人間関係で

あるということである． 

障がい児・者のすべての特徴を消滅させ，み

んなと同じような情緒をもつことはできなかも

しれない．障がいがある人は，不自由な部分を

抱えているだけで，邪魔をしたり悪い影響があ

る人ではない．そのため，普通と言われる生活

を送ることができる人々の理解や配慮が重要な

はずである．一人の人間として尊重しながら，

肯定的に言葉を掛け，丁寧に関わっていきたい

と考える． 

 

3 ボランティアで感じた専門職としての支援

者について 

筆者らの先輩である光の岬の KN さんをはじ

め職員の方々，釜石・大槌自立支援協議会の TD

さん，「めぐみキッズハウス」の KK さんはじめ

職員の方々，さらに「めぐみキッズハウス」の

キャンプの際にバスの運転をしてくださったり，

活動の後方支援をしてくださった KS さんらに

はある共通点があると思う．それは障がい児や

被災者などいわゆる弱者と言われる人への配慮，

さらにその後方支援をする仕事ぶりについてで

ある．障がい児や被災者のことを中心に考えて

の配慮や裏方の仕事をさりげなくこなされてい

た．物語の主人公が活躍し，皆のヒーローや人

気者になるには，その主人公を支える陰の存在

が大きな役割を果たすように，福祉の現場でも，

当事者がその人らしく生活していくためには，

支援者が見えない支援を徹底する必要があるの

だと考えた． 

 

4 将来への展望 

復興は進んでいるが，完全な復興まではまだ

まだ程遠いと思う．それを成し遂げたとしても，

被災者の心の深い傷は一生残る．大槌町や気仙

沼市へ行ってこのような震災があったことを忘

れてはいけないと強く思う．それと同時に見て

きたこと，経験してきたことを伝える役割があ

ると痛感している．そして次の世代，さらに次

の世代へと伝えていき，またこのような大震災

が起きても大丈夫なように対策していくことが

必要だと思う． 

筆者自身，大震災の様子をテレビや新聞など

から知り，現場の様子を「大変なことになった

な」と，イメージすることは出来たが，正直実

感が湧かなかった．その気持ちを持ったまま被

災地に向かい，実際の様子を見たとき，想像を

超えた現実があることに気付かされた．この経

験から，足を運んでみることの必要性もこの場

で伝えられたらと思う． 

障がい児との関わりについては，ボランティ

アを通じて障がい児に対する印象が変わった．

初めは，どのように接すれば良いかわからず，

正直偏見があった．しかし，今はそのような偏

見はない．関わり方のポイントはあるが，普通

に接することができた．一人一人，障がいの重

さは異なるが，それを理解することで，互いに

分かり合うことができるということを学んだ． 
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３ 当日アンケート結果 
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第 6回ヒロガク福祉創造フォーラム（来場者アンケート調査） 

  

 第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラムに訪れる来場者を対象に、ヒロガク福祉創造フォーラムに関して

アンケート調査を行い、フォーラムの課題や要望を抽出した。 
 
■調査数 
 ・来場者アンケート調査 
 ・11 月 10 日（日） 39 件 
 
■担当スタッフ 
 ・当日ボランティア 
 ・学生スタッフ 
 
 
 
 
 
 

来場者アンケート 集計結果 

 

 

 

項目 件数 割合 

長い 2 5.1% 

やや長い 9 23.1% 

ちょうど良い 24 61.5% 

やや短い 0 0.0% 

短い 0 0.0% 

無回答 4 10.3% 

合計 39 100% 

Ｑ1．フォーラムの全体の長さはいかがでしたか。 



2013 年度 第 6回ヒロガク福祉創造フォーラム 報告書 

 

52 
 

 

  

Ｑ3．施設販売はいかがでしたか。 

 

 

 

 

項目 件数 割合 

広い 0 0.0% 

やや広い 1 2.0% 

ちょうど良い 24 61.0% 

やや狭い 10 26.0% 

狭い 1 3.0% 

無回答 3 8.0% 

合計 39 100.0% 

項目 件数 割合 

大変よかった 8 20.0% 

良かった 19 49.0% 

普通 3 8.0% 

良くなかった 0 0.0% 

大変よくなかった 0 0.0% 

無回答 9 23.0% 

合計 39 100.0% 

Ｑ2． 会場の広さいかがでしたか。 
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Ｑ4．今回のフォーラムはどこで知りましたか。（複数回答可） 

 

 

 

 

 

Ｑ5．各グループに対する評価 

 

  大変良い 良い 普通 あまり分からなかった 分からなかった 無回答 合計 

高齢者 12 16 2 0 0 9 39 

障害者 14 15 2 0 0 8 39 

温泉 20 9 4 1 0 5 39 

生協 10 12 9 1 0 7 39 

子ども 14 15 3 0 0 7 39 

ボランティア 13 13 4 0 0 9 39 

合計 83 80 24 2 0 45 234 

 

項目 件数 割合 

チラシ・ポスター 18 43.0% 

新聞・広告 1 3.0% 

ラジオ 0 0.0% 

友人 8 19.0% 

講義 13 31.0% 

その他 1 2.0% 

無回答 1 2.0% 

合計 42 100.0% 
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Ｑ6．年齢 

 

内容 件数 割合 

10 代 8 23% 

20 代 14 41% 

30 代 4 12% 

40 代 2 6% 

50 代 3 9% 

60 代～ 3 9% 

合計 34 100% 

 

 

Ｑ7．来場者別内訳 

  

一般 卒業生 学生 

外部の方 30 1 期生 2 社会福祉 1 年 15 

教職員 12 2 期生 2        2 年 5 

               3 年 35 

        4 年 7 

合計 42 合計 4 合計 62 

合計 108 名 
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その他、報告やフォーラム全体への意見や感想 
 

・移動が面倒だった。     

・入り口が分からなかった。    

・部屋が暑かった。     

・生徒さん達が一生懸命やっていて好印象を持ちました。これからもいろいろな問題・疑問等多々出て

くると思いますが、ぜひあきらめる事なく前進して行って下さい。皆さんの若いエネルギー、ヤング

パワーに期待し応援しています。弘前学院大が地域一番の大学として活躍される事を心から祈ってい

ます。  

・学生だけでなく専門の方の話を聞くことができて勉強になった。  

・温泉で短命県返上という祖（不明）いよい。      

・研究・調査されたことを、今後は是非実行に移してほしいと思います。本日は大変勉強になりました。

ありがとうございました。   

・どの報告も勉強になるものばかりでした。お疲れさまでした。   

・一つ一つの報告の中に、たくさん勉強されているということがたくさん伝わってきてほんとにすごい

と思いました。ほんとにお疲れさまでした。私も実習を終えてきて、今回のフォーラムでの発表をき

いて、実習のときのことを思いだしました。とくに、笑顔については、実習でもよくテーマとか、自

分の目標の中で挙げていたことで、ほんとに大事だと思いました。 

・話すスピードが早い人がいた。    

・寸劇や映像（パソコン）を使っている所はとてもわかりやすかった。  

・資料や図を使っている発表の所は、もっとくわしく図をつけて説明すべきだったと思う。 

・どれも興味深い発表だった。    

・全般によく調べ勉強していると思いました。    

 また、説明の中で私自身良い勉強になり ありがとうございました。  

・本当に素晴らしかったです！感動しました。福祉を学ぶ者の 1人として勉強になりましたし、良い刺

激を受けました！！こうゆう素晴らしいものを１から考えて、取り組んで発表して…。本当に大変だ

ったと思いますが、お疲れさまでした！心の底から尊敬しています！    

・良い勉強になったので、また来たいです。 

・よく勉強していました。  

・とても勉強になりました。  

・全体的に内容はとても興味深く、とても面白いと感じました。 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

４ 活動記録 
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フォーラムを通しての感想 

社会福祉学部 4年 

中野基 

今回のフォーラムで、被災地である気仙沼市や大槌町などに行かせていただく機会がありました。改めて震

災の恐ろしさを感じたと同時に、そこで生活されていた住民の方々の様子を伺うことができました。めぐみキ

ッズハウスでのボランティアでは、障害を持つ方々との交流を通して、「障害を持つ人」としてではなく、「支

援を必要としている人」として接することの重要性をボランティアを通して、学ぶことができました。 

 

社会福祉学部 3年 

佐藤大貴 

 この半年間を振り返り、何度も辞めたいと思ったり逃げたいと思いました。私が、逃げないで続ける

ことができたのは、周りに支えられていたからであると思います。何度も泣き、笑い合い、怒り、喜怒

哀楽すぎるくらい感情を出しすぎていたが、自分を見つめなおすきっかけにもなりました。多くの方に

感謝の気持を伝えたいと思います。 
 
渡辺佳央里 

今回のフォーラムでは、何を知り、何を伝えたいか最後まで探し続け取り組んできました。高齢者の

生活について調べてきた中で、地域として、学生として何が出来るか考えてきたが、みんなで考えてき

た時間は少しずつの前進だったが、充実していました。また、フォーラムを終えても更に勉強していき

たいと考えられるようになった自分に驚いています。このフォーラムを通して様々な人との繋がりが出

来たことに感謝したいです。 
 

小田桐亜衣 

このヒロガク福祉創造フォーラムに関わることになって、私の学生生活ががらりと変わりました。も

し、参加していなかったらここまでたくさんの方と関わることはなかったと思うし、参考に挙げた文献

を開くこともなかったでしょう。準備にかけたこの 9 カ月は、私や他のメンバーにとって特別な時間に

なりました。この経験を活かせる時がきっと来ると思います。全ての出会いに感謝です。 
 

奥崎萌美 

私は、初め勉強に関して右も左も分からない状態でいました。しかし、このフォーラムを通して文献

の探し方や、文章の書き方など基本的な勉強の仕方を学ぶことができ、とてもいい経験になりました。

また、私は自分のリーダー性の無さも実感しました。周りの人達を動かせず、効率よく仕事することが

出来ませんでした。笑いあり、涙ありのフォーラムでしたが最高の仲間がいたからできたのだと思いま

す。フォーラムに関わってくださった皆さんありがとうございました。 
 

奈良和樹 

今回のフォーラムを通して、多人数で同じものを作り上げることの難しさを知った。去年の先輩の意
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志を受け継ぎ、フォ―ラムに挑んだが大貴を始め、多くの仲間に迷惑をかけてしまったと反省していま

す。ただ、高齢者グループがトップバッターとして成功し、発表を終えた時の感動は心に残っています。 
 

外川真礼 

私は 3 年生からフォーラムの活動に参加し、最初は何も分からず不安なこと、大変なこともありまし

た。フォーラムメンバーをはじめ、先生方、地域の皆さんの助けや支えのおかげでフォーラムを作りあ

げることができたと思います。フォーラムメンバーと一緒に過ごした時間は私にとってかけがえのない

ものになりました。フォーラムに入って本当に良かったです。 
 

相内香菜 

私は、途中から参加しましたが、知識もなく、右も左もわからない状態でとても迷惑をかけたと思い

ます。そんな私と向き合い、支えてくれた皆さんには感謝しています。また、フォーラムを通して、貴

重な経験を多く得られた事、素敵な仲間と出逢えた事は一生ものです。フォーラムに参加できて本当に

良かったです。 
 

工藤鮎子 

私は、フォーラムを通して勉強する楽しさ、仲間と同じ目標に向かって一つのものをつくりあげる達

成感を学ぶことができたと思います。それも支えてくださった仲間や先生方、地域の皆様に感謝の気持

ちでいっぱいです。また、ここで得た知識を今後の学校生活に活かしていきたいと思います。かけがえ

のない一時を過ごすことができました。フォーラムに参加することができて良かったです。 

 

中田昌宏 

最初、このフォーラムに入ったときは、「他のメンバーと上手くやっていけるのか」、「活動についてい

けるのか」といった不安ばかりだった。私が、活動を始めた時期は他のメンバーと比べると少し遅めで

あったため、「みんなが築いてきたものを壊さないように…」と、慎重になりすぎていて、積極的に活動

することができなかった。そのため、フォーラム全体にも、私が所属している子どもグループのメンバ

ーにも負担をかけてしまいました。 
 それからは、グループごとの勉強を徹底すると同時に事務的な仕事も覚えています。すると、いつの

まにか不安も消えていて、活動が楽しくなっていきました。 
 私は、このフォーラムのメンバーと一緒に活動できたこと、フォーラムを成功することができたこと

を誇りに思っています。そして、とても良い仲間にめぐり合えたと感じています。 
 

社会福祉学部 2年 

山川美咲 

私はフォーラムに参加することで、福祉への関心を高めることが出来ました。興味のある分野を調べ

るだけでなく問題点を探し出すこと、問題の原因を考えることで理解を深められると学びました。フォ

ーラムに参加しなければ学べなかったことがたくさんあり、何より先輩たちの様々な意見やアドバイス

はとても為になりました。また、福祉について考えること勉強することは楽しかったです。 
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三上佑佳子 

私はフォーラムに参加して、社会にある様々な問題について考え、調べることの大切さと楽しさを知

ることができました。積極性に欠けていたと自分で感じるが、フォーラムに参加したことで成長できた

と思います。フォーラムに参加していなかったら、何かに取り組むことの楽しさも大変さも体験するこ

とはできなかったと思います。フォーラムで学んだことをこれからの学びに生かしていきたいと思いま

す。 
 

関貴之 

フォーラムに参加し、様々なものを得ることができました。先輩や先生方との出会いや学ぶことの楽

しさや達成感などを感じることができました。辛いことや悩むこともあったが、何とか乗り越えること

ができたことはとても嬉しいことでもありました。フォーラムを振り返ってみると辞めたいと思うこと

が多くあったが、最後まで発表まででき、今となってはフォーラムを頑張ってきて良かったと感じてい

ます。 
 

相坂裕司 

私はこのフォーラムを通して学び、伝えることの大切さを学ぶことができました。児童虐待について

学び学生だからできることを考え発表し少しでも地域の方に知ってもうことができました。協力しいろ

いろな方の支援のもと一つの形として地域の方々に発表できたことはとても良い経験になりました。 
 

竹内汀 

途中参加であったが、参加したことによって、調べる、学ぶことの大変さを改めて実感することがで

きました。また、大変さと同時に楽しさも感じることができました。特にインタビューをして実態を調

べていくうちに、だんだんとその施設利用者の心を知ることができたことの部分が楽しさを感じました。 
 

社会福祉学部 1年 

土岐裕哉 

フォーラムの発表を初めて聞いたのはリトリートでした。被災地についての発表でしたが、大学生っ

てなんかすごいなという印象を受けました。そんなフォーラムに関わることができて嬉しかったです。

また、フォーラムを通して多くの人に出会い、学ぶことができてよかったです。 
 

三上健次郎 

私はフォーラムで温泉について調べてみて、地域の人たちとコミュティを作ることが可能であること

を学んだので、これから将来福祉の仕事に携わるうえで何らかのヒントにつながるのではないかと思い

ます。また、これで終わるのではなく自分なりにワンステップと新たに考えていきたいです。 
 

浅利太地 

大槌町の仮設住宅や気仙沼のめぐみキッズハウス、光の岬こどもデイサービスセンターや児童デイサ
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ービスきらりでボランティア活動を行いました。多くの方と関わることができ良い経験が出来ました。

先生方とのお話会では、様々な意見を聞くことができ勉強になりました。ボランティア活動に携わって

いただいた方々，ありがとうございます。 
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第 6回ヒロガク福祉創造フォーラムスタッフメンバー 

 
学生 

所属 氏名 役職 
社会福祉学部 4 年 
社会福祉学部 3 年 

〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 
〃 

社会福祉学部 2 年 
〃 
〃 
〃 
〃 

社会福祉学部 1 年 
〃 
〃 

中野基 
佐藤大貴 
渡辺佳央里 
奥崎萌美 
奈良和樹 
小田桐亜衣 
相内香菜 
外川真礼 
工藤鮎子 
中田昌宏 
山川美咲 
三上佑佳子 
相坂裕司 
竹内汀 
関貴之 
浅利太地 
土岐裕哉 
三上健次郎 

サポーター 
学生代表 
副学生代表 

広報 
会計 
総務 
広報 
会計 
総務 
広報 

副学生代表 
総務 
会計 
広報 
会計 
広報 
会計 
広報 

 
卒業生 

所属 氏名 
社会福祉法人七峰会 

障害者支援施設 旭光園 
社会福祉法人弘前愛成園 自由ヶ丘 

デイサービスセンター 

松尾友記 

福士千紘 

 
職員 

所属 氏名 
社会福祉教育研究所 

〃 
玉井厚 

佐々木実香 
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活動記録 
 

月 日 主な活動内容 備   考 
2 月 4 日（月） 第 1 回 学生会議 リトリートの発表について 
2 月 13 日（水） 
 

第 2 回 学生会議 
 

リトリートのプログラム決め 
ウェルカムパーティーでフォーラム宣伝 
年間活動計画案作成 

3 月 7 日（木） 第 3 回 学生会議  
4 月 5 日（金） 新入生リトリート参加 新入生向けに、災害時における要支援者の避難について発表。 
4 月 17 日（水）  フォーラムスタッフ募集 
4 月 23 日（火） 第 4 回 学生会議 一年生勧誘のため基礎ゼミ訪問の準備 
4 月 26 日（金）  フォーラムスタッフ締め切り 
5 月 15 日（水） 第 5 回 学生会議 第 6 回フォーラム具体案決め 
5 月 22 日（水） 第 6 回 学生会議       〃 
5 月 29 日（水） 第 7 回 学生会議       〃 
6 月 5 日（水） 第 8 回 学生会議       〃 
6 月 12 日（水） 第 9 回 学生会議       〃 
6 月 14 日（金） 第 10 回 学生会議       〃 
6 月 19 日（水） 第 11 回 学生会議       〃 
6 月 21 日（金） 打ち合わせ    
6 月 26 日（水） 第 1 回わくわくお話し会 第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラム 

プログラム（案）、スケジュール（案）、予算（案）、       

各グループ計画（案）等 
7 月 3 日（水） 第 12 回 学生会議 第 1 回わくわくお話し会の反省会 

各グループ発表計画案を再度見直し 
7 月 10 日（水） 第 13 回 学生会議 各グループ、広報、総務、会計進捗状況 

7 月 17 日（水） 第 14 回 学生会議 第 2 回わくわくお話し会の確認 
7 月 24 日（水） 第 2 回わくわくお話し会 各グループ発表計画案、スケジュール、予算案、広報 
9 月 26 日（木）  ・施設販売電話依頼 

・ポスターチラシデザイン完成 
9 月 27 日（金） 第 3 回わくわくお話し会 活動経過、施設販売、ポスターチラシデザインについて、

ポスターを配る施設学校一覧、グループの進捗状況確認 
10 月 2 日（水）  ポスター・チラシ完成 
10 月 3 日（木）  学校・施設に電話でポスター・チラシの掲示依頼 
10 月 7 日（月）  ポスター外部に配布開始、施設販売正式文書 fax で送信 

（ゆいまある・エイブル 
10 月 8 日（火）  陸奥新報・東奥日報にフォーラムの告知依頼 
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10 月 9 日（水） 第 15 回学生会議 各役職より進捗状況確認、中間報告会詳細確認 
10 月 16 日（水） 第 16 回学生会議 各役職より進捗状況確認、中間報告会詳細確認 
10 月 17 日（木）  エイブルさんが施設販売辞退のため、大石の里さんに 18 日

（金）急遽電話依頼。21 日（月）に返答。出店不可。 
10 月 23 日（水） 第 17 回学生会議 今後の展開についての話し合い 
10 月 28 日（月）  広報ひろさきに告知依頼 
10 月 30 日（水） 第 4 回 

わくわくお話し会 
各グループ報告、当日のスケジュール確認、各役職から報

告。ポスター掲示依頼終了 
10 月 31 日（木）  パンの予約締切。旭光園さんが施設販売承諾。 
11 月 4 日（月）  「ヒロガク福祉創造フォーラム」題字完成 
11 月 8 日（金）  パンフレット印刷完成 
11 月 9 日（土） 第 6 回 

ヒロガク福祉創造フォー

ラムプレ企画 

「明日をめざして～知の旅への誘い～」 
「議論に親しみ・議論を楽しむ～社会福祉・白熱ディベー

ト 2013～」 
・会場準備、リハーサル 

11 月 10 日（日） 第 6 回 
ヒロガク福祉創造フォー

ラム 

 

11 月 12 日（火）  評価会議に向けて資料作成 
11 月 15 日（金） お礼状発送 陸奥新報、東奥日報、旭光園、ゆいまある 
11 月 20 日（水） 第 18 回学生会議 総括会議に向けて話し合い 
11 月 27 日（水） 総括会議 156 教室にて実施 
12 月 18 日（火）  各グループ報告書文書提出 
1 月 14 日（火） 報告書完成  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５ おわりに 
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おわりに 
 

2013（平成 25）年度第 6 回ヒロガク福祉創造フォーラムを無事開催終了することが出来

ましたことを心から感謝申し上げます。 
 このフォーラムは、社会福祉学部学生が主体となり、企画したもので、これまで本学部

出身の先輩、在学生らによる多くの報告・発表がありました。本フォーラムのねらいは、

地域の皆さまに本学学生などの報告・発表を聞いて頂き、いろいろとご指導を仰ぎながら、

ご要望に応え、どのような教育内容が最も適切であるかを模索するために開催されたもの

だとお聞きしております。 
 さて、今回会場にお越しいただいた皆様、今年のフォーラムはいかがだったでしょうか。

今回も学生の皆さんは２月に実行委員会を立ち上げ、約９ヶ月間夜遅くまでフォーラムの

運営から、報告するテーマ、情報・文献収集など大変努力されてきました。私も今回で５

回目の参加でしたが、これまでないアカデミックでオリジナリティ溢れるテーマ、報告内

容だったと感心しながら聞いておりました。 
 また、報告を聞くうちに私の中で、本フォーラムのテーマである「つながろう福祉の輪」

が、フォーラム終了時には、「つながろう福祉の輪、笑顔ある地域づくりを目指して」と変

革していました。 
 それは、市民の方々をはじめ、学生などの活発な意見交換を聞くうちに、「若い人たちが

社会に対して変革の目を持ち、ソーシャルアクションしながら、笑顔の耐えない街づくり、

地域づくりを目指してほしい」という願いが多く聞かれたことによるものでした。 
 すなわち、学生にはこのフォーラムをゴールとせず、学んだことをしっかり社会に出て

活かしてほしいことや、多面的に見る視点を養い問題意識をもって、豊かな街づくり、地

域づくりに努めてほしいと思ったからです。 
 最後に、本フォーラムを通して、人（住民、当事者、関係機関職員、学生仲間、教職員

など）、文献（書籍、先行研究論文など）等々様々な出会いがあったことと思います。その

出会いを大切にしながら、今後も学ぶ姿勢をもち続けていってしてほしいと思います。そ

して、このフォーラムを来年、再来年と、いつまでも継続し力をつけ、ヒロガクから地域

に向けて様々な福祉の情報・文化の発信のアクションをしていってほしいと願っておりま

す。 
  
2013（平成 25）年 12 月 

弘前学院大学 社会福祉学部 葛西久志 
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編集後記 

 
 ようやく第 6回ヒロガク福祉創造フォーラムを終えることができました． 

 今年は全部で 6グループ 7つの発表がありました．どの発表も学生が精いっぱい調査，ボランティア，

そして勉強を重ねた成果がよく現れていたと思います． 

 出席してくださった方のアンケート結果を見ると「たいへん良い」「良い」を合わせて 70%を超えたの

が 4 グループ，約 67%が 1 グループ，約 56%が 1 グループとたいへん高い評価をいただきました．記述回

答の中には「弘前学院大学が地域一番の大学として活躍されることを心から祈っています」「一つ一つ

の報告の中に，たくさん勉強されているということがたくさん伝わってきてほんとにすごいと思いまし

た」など，たいへんご好評をいただきました． 

 ここに至るまでいろいろなことがありました．ある時ある先生が「玉井さん，156 教室にフォーラムの

学生がたくさんいるのにシーンと勉強していた！」と驚いて教えてくれたことがありました．二人で「明

日は雪降るかもしれませんね」と冗談を言っていたら翌日本当に雪が降って苦笑してしまいました． 

 活動が本格的になってくると様々な事情で社会福祉教育研究所（以下「研究所」とします）に来る学

生が絶えませんでした．葛藤を抱えて泣いた者もいました．やらなければならない作業量に必死に耐え

てがんばっていた者もいました．自分自身右往左往しながらみんなのことを一生懸命思いやって活動し

ていた者もいました．勉強やフォーラム全体の係の仕事を粛々と絶やさずがんばり続けた者もいました．

先輩たちの姿を一生懸命追ってがんばっていた後輩たちもいました．そして……筆者自身この弘学に来

て初めてと思うほど思いきり叱った学生もいました．でも，その学生も本番では見事な発表をしてくれ

ました． 

そのような過程の中で多くの者が毎晩遅くまで残って勉強や作業をがんばっていました．筆者が特に

驚いたことは，開催日が近づけば近づくほど，勉強や作業の遅れの焦りがある中聞こえてきた学生たち

の屈託のない笑い声でした．お互いの凸や凹をかばい合い，支え合い，ホントはそれぞれきついだろう

に聞こえてくる笑い声……みんな素敵でした． 

 

 ヒロガク福祉創造フォーラム．以前は「つがる福祉創造フォーラム」と言っていました．このフォー

ラムを発案されたのは研究所の所長をされていらっしゃった千葉智正先生です． 

 本学社会福祉学部設置の趣旨に「人材養成について，本学は，社会福祉の専門職と呼ばれるにふさわ

しい知識と技術を保持した人材が多数必要となる時代状況が到来することと認識し，社会的要請に応え

た人材養成に努めることにしたい」と書かれています．今まさにその時代が来ています．今回の発表で

は市民や地域の支援者の知恵やアドバイスをいただきながら高齢者の孤立や虐待，障がい者の雇用，精

神障がい者の社会的入院の解消がもたらす住宅，温泉を生かしての短命県返上，生協が取り組む地域福

祉，児童虐待，障がい児との関わりを中心とした被災地支援など様々な問題に取り組みました．地域の

福祉ニーズの把握と利用者を理解した上で実践されている支援者に直に触れ，サービスを必要とする人

のために貢献する学生を養成する．それを千葉先生はたいへん考えていらっしゃいました．そうして誕

生したのがこのフォーラムです． 

フォーラムに参加した学生のみなさん…… 

♪一生忘れないようなフォーラムになったかい？♫ 

 

玉井 記 
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