第１回
なかの地域福祉推進フォーラム
報告書
テーマ
「社会的孤立を生まない人と人がつなが
る地域づくりを目指して」
パネルディスカッション
「皆さんに知ってほしい。
私たちの活動と地域への第一歩」
日時 平成 26 年 11 月 28 日(金) 14 時 00 分～16 時 30 分
会場 帝京平成大学 ２２５教室
内容
基調講演 「社会的孤立といま地域に求められること」
首都大学東京 都市教養学部 准教授 室田信一氏
パネルディスカッション・活動報告
① 特定非営利活動法人リトルポケット 理事長 松田和也氏
② 中野区国際交流協会 常務理事 遠藤由紀夫氏
③ 中野区保護司会 保護司 田中玲子氏
④ 帝京平成大学 人間文化学科社会福祉コース
スクールソーシャルワーク教育課程 講師 米川和雄氏
練馬区学校教育支援センター ｽｸｰﾙｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ 浅野由佳氏
コーディネーター
首都大学東京 都市教養学部

主催：社会福祉法人

准教授

室田信一氏

中野区社会福祉協議会

社会的孤立を生まない人と人がつながる地域づくりを目指して

第１回なかの地域福祉推進フォーラムの開催趣旨
中野区社会福祉協議会は、ボランティア活動の推進、住民相互による有償家事援助サービスの
提供や、認知傾向にある高齢者等の福祉サービス利用援助など、様々な事業を通して中野区内の
地域福祉を推進し、誰もがいきいきと暮らせる地域社会づくりを目指している社会福祉法人です。
昨年度、今後１０年間を目標とした中野区の地域福祉推進の指針となる「いきいきプラン～中

野区民地域福祉活動計画～」を策定いたしました。策定委員には、区民の方をはじめ、委員長
に宮城孝氏（法政大学教授）、そして本日基調講演とコーデイネーターをお願いしている室田信一
氏（首都大学東京准教授）にもご参加いただき、地域での説明会や議論を経て策定に至りました。
委員会の議論の中で、各委員が課題として挙げたのが、「社会的孤立」の問題です。高齢者の不
在問題や「無縁社会」という言葉に象徴される「人と人とのつながり」の希薄化が、中野のまちで
も徐々に浸食し、助けあって暮らすことが少なくなっている、そんな危機感を私たちは感じてい
ました。中野の地域福祉を豊かにするためには新たな社会的つながりを育むことが必要であり、
区民、行政、関係機関・団体が連携してこの課題に取り組む必要があると考えました。その解決に
向けた取り組みの一つとして、地域で様々なつながり作りに取り組む方をパネリストに迎え、フ
ォーラムを開催しました。
本日ご来場の皆さんも、
「社会的孤立」を中野の地域福祉課題と認識され、お集まりいただいた
ものと存じます。また、今日は若い世代が多く住む中野のまちにふさわしく帝京平成大学の学生
の皆さんも多く参加されています。ぜひ、このフォーラムを第一歩として、皆さんと連携・協力
し、課題解決に向けての取り組みを進めてまいりたいと存じます。

いきいきプラン 基本理念：わたしたちがいつもいきいきと暮らすために
～社会的な孤立を生まない、人と人がつながる地域づくりを目指す～
の取り組み

いきいき
プランの
重点目標は
４つ

下記の重点目標に取り組み、
基本理念の実現を図ります。

重点目標①
多様な交流の場づくり
を進める
交流の場と担い手
を増やすことで地
域の活性化を図り
ます

重点目標②
幅広い層が担い手に
なる

誰 もが参 加でき る交流
の場を作り、人と人との
つ ながり や社会 とのつ
ながりを進めます。

重点目標③
困った時に助け合える
地域をつくる
誰もが参加しやすい地域の
活動の場を作り、地域の支え
合いに参加する人を増やし、
お互いに助け合える関係を
作ります。

重点目標④
解決しにくい課題に
みんなで取り組む

基調講演 「社会的孤立といま地域に求められること」
首都大学東京 都市教養学部 准教授 室田信一氏

「社会的排除」と「社会的孤立」
生活保護の受給率が高くなると共に低所得者層が増え、さらには経済的な面以外でも生きづらさを抱
えている人が増えている。少子高齢社会に加えて、40 代・50 代のニートや引きこもり状態に陥る人の存
在も見過ごせない。若者であっても生きづらさを抱えている人が増えてきている。
一昔前は、雇用の場としての会社が労働者の面倒を見たし、家族や地域のサポート機能を維持してい
た。しかし、現在はそうした機能が弱まり、生きづらさを抱えながら、どこにも対応してもらえない状
況の人がたくさんいる、これが「社会的な排除」と言われる状態である。
みなさんも、例えばカレンダーに何の予定もなく誰にも会わず、どこにも行くところがないとなると
何を楽しみに生きていくんだろうという気持ちにならないだろうか。そういう人が置かれている状態を、
「社会的孤立」というのだと思う。

個人主義は世界全体に広がっている

ひとりカラオケ

ひとりﾎﾞｳﾘﾝｸﾞ

ひとり焼肉

１９５０年代～６０年代のアメリカは、
おそろいのユニフォームを来て一緒にボ
ウリングをすることが楽しみであった。
しかし、近年アメリカでは、ボウリング
の競技人口は変わっていないが、おそろい
のユニフォームを着てボウリングをする
ようなチームは減ってきている。つまり、
今は一人でボウリングを楽しむ時代とな
り、まさに「個人主義」が広がってきてい
るのである。
日本でも、ひとりカラオケやひとり焼肉
など、
「個人」で楽しむ文化が広がってきて
おり、
「個人主義」が当たり前の社会になり
つつある。

「つながりづくり」の社会化―地域で求められること―
つながりづくりの社会化とは何か。昔は、向こう３軒両隣というように、隣近所と助けあいながら生活
をしていたが、今は集合住宅も増え、表札も出ていないなど誰が住んでいるかわからなくなってきてい
る。つまり、つながりが自然発生的に生まれにくくなってきている。
だとするならば、つながりを意図的に作っていく必要がある。サロンや居場所づくりは、つながりづく
りを社会的に作っている活動である。しかし、サロンのような互助活動だけではカバーできない現状も
ある。例えば、サロンに来られない人や来たくない人、サロンに馴染まない人などは参加することができ
ない。そこで、専門職による個別の訪問が必要な人が出てくる。
専門職の支援の場合でも、専門職が１人でその人の課題を解決することはできない。やはり地域の方
と一緒にできる支援は何かを考えながら対応していくことが大切だと思う。
今は支援の質が問われている。地域の活動は、皆さんも含め、かかわりを持つことで、その人にいつか
奇跡が起こることを信じて活動していることが多い。一人ひとりの思いや気持ちを大切に支援をしてい
くことが重要である。

活動報告① 特定非営利活動法人リトルポケット
理事長 松田和也氏
つながり続けることの大切さ
ひと言で、せせらぎ（地域生活支援センター）の役割を伝えると
「精神障害のある方々とつながり続ける」ことと「精神障害のある方々のつながる力を
再構築する」ことである。
そのために、相談支援やオープンスペースの運営をしている。
現状でいうと、つながったとたん切れてしまう方もいれば、電話相談は何度も受けたこ
とはあるが顔を合わせたことがない人がたくさんいる。
電話が来なくなったと感じていたら自宅で亡くなっていたという方もいる。「弱弱しい
つながり」ではあるが、このつながりを続けることが私たちの活動の役割と感じている。

スタッフの想いー地域の人へー
こうしたつながりを続けながら、地域とのつながりを作ることも重要である。
スタッフの側から何を地域の人にお願いをしたいかというと、地域の情報はとて
も重要である。私たちにいろいろな情報を教えててほしい。
私たちも情報を集めるが、私たちだけでは限界がある。情報を共有する中で、地
域の人との接点ができたり、新たな関係を築くことができる。

活動報告③ 中野区保護司会 保護司 田中玲子氏
犯罪の背景にある社会的孤立
「社会的孤立を生まない人と人がつながる地域づくり」が
今日のテーマであるが、アンパン１個を何度も万引きをして
捕まる高齢者がいる。地域にいるより刑務所にいる方が安心であるという現実があり、
刑務所が老人ホームになりつつあるという現状もある。
また、軽度の知的障害者も矯正施設ではなく、特性を理解してもらえる居住場所を確保
する取り組みも始まりつつある。担当したケースで、少年が歩いているときに肩が触れた
というだけで、相手を殴って傷害事件を起こした。面談を行う中で、心を開き、結果とし
て親元に戻ることとなった。
自尊心を傷つけられた少年は、自分を認めてくれる場所や人が見つかると更生が早くで
きるというのを何度も経験してきた。

地域のまなざしを変える
保護観察対象者は、自ら進んで保護司のところに来る人は少ない。言われたから来た、早く保
護観察期間が終わってほしいというのが本音である。決められた面談日に来なかったり、約束の
時間を守らなかったりなど、面談自体が上手くいかない場合もある。
マイナス１０から始まった少年がマイナス２になった状態は、他の人から見るとダメな人間と
見えるかもしれないが、マイナス１０を知る私から見ると成長したと感じる。
罪を犯した人が地域で生き直しをしようとするとき、このようなまなざしを持っていただくこ
とが必要である。つながりたくないという人もいるということを理解して、個性を尊重する地域
社会でありたいと私は思っている。
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活動報告② 中野区国際交流協会 常務理事 遠藤由紀夫氏
外国籍の子どもの課題とは
最近、中学校や小学校の学齢期に日本に来る子どもが増えている。
自分の意志で日本に来たわけではなく、親の都合で来た場合が多いので、
どのように日本の文化に溶け込んでいくかが課題である。そのためには、日本語の習得が必須である。
中野区では学校で６０時間日本語を学ぶことができる制度があるが、６０時間では足りないのが現状で
ある。当協会では、当初子どもの日本語指導を想定していなかったが、子どもの増加に伴い、２００４年
に火曜日の子どもクラス、２００８年に木曜日の子どもクラスを開設した。外国籍の子どもたちが大勢子
どもクラスで日本語を学んでいる。

多文化共生という考え方―地域とのつながりを作るために―
多文化共生とは、国籍や民族などの異なる人々が、互いの文化的違い等を認め合い、対等な関係を築
こうとしながら、地域社会の構成員として生きていくことと定義されている。多文化共生を実現してい
くためには、コミュニケーション能力が大きな問題である。日本語の習得をしていかなければ、地域社
会で生活をしていくのは難しい。外国人と日本人が対等な関係を築いていくためには、日本語学習が欠
かせない。
当協会のスタッフは５名しかいないため、日本語を教えることもボランティアの力で行っている。こ
うした時に大きな力となるのがボランティアである。
今までもボランティアの方々の力を借りて、様々な事業を行ってきた。日本語を教えることもボラン
ティアがいなければできなかったことである。ぜひ、興味のある方は当協会の活動に参加してほしい。

活動報告④ 帝京平成大学 講師 米川和雄氏
練馬区学校教育支援センター
スクールソーシャルワーカー 浅野由佳氏
氏
子どもの貧困の課題とは
経済的に困窮している場合、以前は高校に行かれなくてもしょうがないという現状があり、本人が高
校に行きたくないといえば、それでもよかった時代であった。しかし、今は高校の進学率は９８パーセ
ントとなり、今は高校に行くのが当たり前の社会となっている。中卒採用の企業はほぼなく、働くとこ
ろが限定される。生活保護世帯や困窮世帯の場合、進学や勉強することの意味を見いだせず（本来の意
味を理解しきれず）、進学をあきらめたり、高校を中退してしまうという結果がある。
貧困や虐待により、食事がとれない、勉強ができない（勉強ができる環境が整っていない）など、子
どもの置かれている環境が要因で、学校に行かれなくなってしまう現状がある。

事例①

パニック障害を抱える母親と小学５年生の母子世帯
（浅野氏が前職の子ども支援員としてかかわった事例）

子どもの居場所となる学童クラブは３年生で終わってしまい、４年生以降は結局何もすることが
なくなってしまった。家にいるとゲームやネットをしているだけなので何らかの居場所を作ってあ
げることが必要だと感じ、外に連れ出し勉強の場を作ることから始めた。さらに、食事を十分にとっ
ておらず、ほとんど買ってきたものだった。母親は調子のいい時しか作ることができなかった。月１
回は調理室のある公民館を借りて食事を一緒に作ることも始めた。
⇒学力の低下だけでなく、母親の障害、子どもの居場所、食事の問題など様々な課題が隠れている

パネルディスカッション・意見交換

外国籍の方との交流の課題とは
国際交流協会

遠藤由紀夫氏

日本の習慣と外国人の育ってきた環境や習慣との大きなズレがトラブルとなって起きている。
例えば、地域のゴミの問題や近隣とのトラブルが相談として入ってきている。先ほど話をしたが、
やはり共生社会の実現が重要となる。お互いを尊重し理解しあうことが求められている。
日本に来たのだから日本の習慣に従えという考え方もあるが、お互いに理解しあうという考え
方を持ってほしい。コミュニケーションを図りながら、お互いに理解する努力をし、差をうめる
というのも大切であると感じている。日本の社会についても外国人に理解してもらう場を持つこ
とも大切なので、今後も取り組んでいきたい。

学生の参加を促すには
特定非営利活動法人リトルポケット

松田和也氏

せせらぎでは実習生の受け入れを行っていて、実習生は外の風を入れてくれる数少ない存在である。
これは学生だけでなく誰でもできることである。私たちは、イベントを行うときは常に、外に向けて
参加してもらえないかと呼びかけをしている。ぜひこうしたイベントの時に皆さんも参加していただ
き、外の風を持ってきてほしい。

スクールソーシャルワーカーの今後の展望は（期待も含めて）
帝京平成大学

米川和雄氏

スクールソーシャルワーカーを今後１万名に増やしていくという方向性は出ているが、財源をどの
ように確保していくかが課題である。東京都では、４２の自治体が導入しており、今後、どの様に適
正な配置を捉えていくかが求められている。効果（不登校の生徒数の減少や学習能力の向上など）が
すぐに出る事業ではないので、実績及び実践を積み上げている段階である。

スクールソーシャルワーカー

浅野由佳氏

民生児童委員や主任児童委員との関わりは強い。その他、進学塾というよりは学び直しができる
塾を探すことが多く、地域でシルバー人材センターの方が行っている塾の協力などを得る機会があ
る。現在、２か所しかなく、練馬区の北と南の端にある。子どもたちが通うには、もう少し多くの
通える場所が必要であり、教員経験者などが行っている地域の塾につなげたいと感じている。

保護司の活動で大切にしてきたことは
中野区保護司会

田中玲子氏

保護司になるに当たり、特別必要なことはなく、子どもを立ち直らせてあげようという気構えは必
要ない。非行に走った少年を受け止める気持ちがあれば、どなたでもできると思っている。
一番大切なことは、自分の力の限界を知るということである。何でもかんでも引き受けるのではな
く、私の責任でできるところを引き受ける線引きをすることが重要である。
学生も社会に出ると、保護司の活動を忘れてしまうかもしれないが、生活が落ち着いたところで思
い出してもらえるとうれしい。

つながる地域づくりを目指して（パネリストから一言）
松田和也氏
一番大事だなと感じているのは、人ときちんと対話をすることである。
日頃の相談の中で、一番多いのは医療や病気に関する相談ではあるが、次に多いのは世間話や日
常の会話である。日常の話をするということがどれだけ大切かというのを、今実感している。人
と会話をしたり、対話をするということを、これからも地域の中で行ってほしい。

遠藤由紀夫氏
日本語教育つまり、日本語を教えるということに力を入れてきた。今後も必要性は高いと感じ
ており、事業として継続していきたいと考えている。しかしこれからは、地域とのつながりとい
うことで、外国の方が地域に受け止めてもらうための悩みや相談を受け止めながら、地域の一員
として生活ができるような支援をしていきたい。地域の皆さんとともに暮らすということができ
るようになっていくのではないか。今日、パネリストの方々と知り合うことができた。今後も横
のつながりを作りながら支援を行っていきたい。

田中玲子氏
今日の活動報告に対して、逆に会場にいる皆さんがどのように感じたか知りたい。
先ほど、室田先生の講義の中で、自分の家族が高齢になったときにどうするかという質問があ
り、私はその他に手を挙げた。まず浮かんだのが、
「自分だったらどうしたら良いか」と思い、そ
の他に手を挙げた。
近隣に８０過ぎの高齢者夫婦と５０代の息子がいる。認知症の８０代の妻がサービスを拒否して
いて、なかなか思うような支援ができない。ぜひ、会場にいる皆さんの意見を伺いたいと思う。

米川和雄氏
学校の先生も孤立している。学校に苦情を言う時は、苦情とともに「何かお手伝いできること
はありませんか」と付け加えてほしい。子どもたちもカッコイイ大人がどういう大人か知らない。
皆さんの生き様を見せて、カッコイイ生き方を子どもたちに見せてあげてほしい。

浅野由佳氏
社会的孤立というのは、ここ近年のテーマかなと感じている。ＮＰＯで働いていたときに、引
きこもりの方の支援を行ってきた。その中で、家族全員が孤立しているという現状があった。ち
ょっとしたことが相談できる相手が、自分の周りにいることで「社会的孤立」にならないのかな
と感じている。

地域福祉推進フォーラムが目指すこと
いきいきプランの目標を夢物語しないためには、みんなで考えて理解し、行動することが大切です。
中野区社会福祉協議会は、「地域での取り組みをみんなの力で進めよう」と呼びかけ、きっかけを作っ
ていく役割を担っています。第 1 回なかの地域福祉推進フォーラムは、「社会的孤立」がもたらす問題
を解決すべき中野の課題として受け止めていただくことをねらいに開催しました。今回のフォーラム
を経て、今後の取り組みを私たちと一緒になって、推し進めていく仲間を募集します。企画委員に、
「社
会的孤立」に関心のある方々に参加していただき、一緒に活動を拡げ、毎年、このフォーラムで区民の
皆さんに発信していきたいと考えています。

第 1 回なかの地域福祉推進フォーラム 参加者アンケート結果

参加人数
①一般
②学生（帝京平成大学）
③理事・評議員・いきいきプラン推進委員
④講師・パネリスト
⑤事務局職員

６２
４６
１３
６
１３

名
名
名
名
名

計１４０名

アンケート回答数：４０件（上記①、③のみ配布 回収率６４．５％）
（１）性別

男性：１５名（37.5％） 女性：２２名（55.0％） 無回答：３名（7.5％）

（２）年代
１０～２０代： ３名（7.5％） ３０～４０代： ８名（20.0％）
５０～６０代：１６名（40.0％） ７０～８０代：１１名（27.5％） 無回答：２名（5.0％）
（３）職業
勤労者

：１２名（30.0％）

学生：３名（7.5％） 主婦・主夫：１１名（27.5％）

無職・退職： ６名（15.0％） その他 ５名（12.5％） 無回答：３名（7.5％）

プログラムへの主な意見(感想)
精神障害の分野、保護司の方の体験例など自分がかかわったことのない方々のお話を聞くことがで
きた。
社会の中に、身近なところに色々な問題があることを知りました。
孤立化が進む中で、いろんな領域で生きづらい方々と向き合い、生きる助けとなっている実際が伝
わった。
次世代を担う子供達が負の連鎖にとりこまれている現状にとても危機感を感じています。その点を
知りたかったので、その部分においてはまず満足です。
人と人とがつながる地域づくりを目指して活動されておられる方々がどのように支援されている
かを知る事ができました。

今後新たに取り組みたいこと
社会的孤立を生まない社会は、これらの人々にもやさしい社会であると思います。力を得ました。
今日参加した組織の人たちのネットワークをつくりたいですね。
中野区に住んではいるがいずれは出てしまう方々を、いかに地域に溶け込んでもらえるのかを考え
たい。
子どもたちへの支援を行っていきたい。今回のフォーラムの情報を周りの人達に知らせたいと思っ
た。
新任の民生児童委員として活動できることを模索中です。
「地域」の「つながり」を築くためにはど
うしたらよいのでしょうか？課題が多く、どうしたらよいものかと思います。
「課題」の再確認とな
りました。

