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第５７回⼼⾝障害問題を考える集い 講演録より 
 

逃げ遅れた人たちにも 
優しい社会であるために 【Part１】 

 

NPO法人「抱樸」理事長 奥 田 知 志 
 
「抱樸」という言葉に託した思い ～絆は傷を含む～ 
 みなさんこんにちは。今紹介いただいた奥⽥と申します。今⽇は⼤切なこういう場にお招きしていた
だきありがとうございます。 
 今⽇は、「いのちが分断される時代に」というテーマでお話しします。それは、「私たちは何を⼤事にし
てきたんだろうか」を考えることとも⾔えます。 
 まず⾃⼰紹介です。抱樸（ほうぼく）という団体名ですが、抱樸ってこんなふうに書きます。抱くとい
う字と、ボクは⽊偏の樸なんですね。⽊偏の樸というのはあまり出てこない漢字で、抱樸という⾔葉は中
国の⽼⼦からもらいました。残念ながら聖書の⾔葉ではないです。⽊偏の樸というのが荒⽊とか原⽊と
いう意味で、荒⽊原⽊をそのまま抱くという、⾃然のまま、ありのまま⽣きなさいというのが、元々の原
意なんですけど、私たちはちょっとそれに解釈を加えました。１９８８年の１２⽉から活動を開始して、
今年３１年⽬になります。最初はおにぎりを握ってホームレス状態の⽅々の所を訪ねるという活動から
始まりました。ホームレスの⽅で⾔う
とアパートを設定（アパート暮らし）
した⼈が３４００⼈を超えました。「ホ
ームレスの⼈って、好きでホームレス
やってるんじゃないの」とか、「やる気
がなくて、ホームレスを続けてるんじ
ゃないの」と今でも⾔われているんで
すけども、案外少しの⽀援があれば、
全体の９割以上が⽴ち上がっていき、
その内の５７%が就労⾃⽴されていき
ます。 

ただ、問題は、ホームレスから⾃⽴
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しても、「⾃⽴が孤⽴で終わる」ということです。これでは何にもならないので、私たちは“出会いから看
取りまで”というスタンスで活動しています。私が牧師であるということもあり、お葬式も皆でやります。
残念ながら、ホームレス状態、あるいは⾃⽴された⼈でも家族が迎えに来るというのは１割２割程度で
す。８割ぐらいが家族がいても来ないという状態です。引き取り⼿のなかった遺⾻は、現在１００体ぐら
いになりますが、私の教会の納⾻堂に納められています。 
 もともとボランティア団体だったので、今ボランティア登録している⼈が１５００⼈。お互い助け合
う会を作ろうということでできた「互助会」の参加者が２８０⼈というところです。 

「抱樸」の意味ですが、樸とは原⽊とか、荒⽊です。⼭から切り出された原⽊をそのまま抱きとめる。
そういう出会い⽅をしましょう、製材所に運び込まれた綺麗な材⽊になったら引き受けるよとか、四の
五の条件をつけないということです。特に困窮状態にある⼈たちは、⾃ら相談に来るというのはすごく
苦⼿で、「なんでもっと早く相談に来なかったの」って⾔いたいんですけども、早く相談に来ない⼈が困
窮者なんです。ですから、こちらから出かけて⾏ってそのまま出会いましょう。⽇本の社会保障制度は、
『申請主義』を基本にしています。⽣活保護でさえ⾃分から申請しないと受け付けない。それでは出会え
ない。本⼈の意向を⼤事にするというのは良いのですが、孤⽴している⽅が多いので、「あなた何がした
いの」と⾔っても、なかなか分からない。原⽊は、やがて机になったり椅⼦になったり、それぞれの役割
を果たす時が来ます。「それまでは待とう」という姿勢ですね。当事者主体といってあまりせっつかない
ということです。さらに原⽊同⼠が出会っていくわけですから、多少傷つくということもあります。⼈間
と⼈間が⼀緒に⽣きていくとなると、原⽊同⼠ですからやっぱり多少なりとも傷つく。これは単なるシ
ャレなんですけど、絆って⽷偏に半分みたいに書くでしょう。ひらがなで書いたら、“き”と書いて、“す”
に点々と“な”で『きずな』ですけど、上の⼆⽂字は“きず”という⾔葉ですよね。だから絆は“きず（傷）を
含む”ということです。社会というのは、何のために社会を構成するかというと、どうしても⼈と⼈が⼀
緒に⽣きていこうと思うと傷つくので、その傷をいかに健全な傷にするか。社会とは健全に傷つくため
の仕組みです。今は⾃⼰責任論社会、「⾃分で責任とりなさい」、あるいは「⾝内が何とかしなさい」とい
うふうに、傷を⾮常に限定的に考えているわけですけど、社会というのは、傷がどう再分配されるかとい
うことだと考えますから、抱樸という名はそんな思いでつけました。⽼⼦からはだいぶ拡⼤解釈したわ
けですけども、まあそんな感じなんですね。 
 
自己責任論社会からみる二つの事件 
 さて、そこで今⽇のお話ですが、最近起こった⼆つの事件について、まず⾔及したいと思います。⼀つ
は川崎のいわゆる通り魔事件。バス停で⼩学校の⼦どもたちが襲われたという事件がありました。犯⼈
は５１歳の男性で、引きこもり傾向だったというような話が流れています。⼩学⽣の⼥の⼦が⼀⼈亡く
なって、お⽗さんが⼀⼈亡くなって、本⼈もその場で⾃死するという事件だったんですね。その直後に起
こったのが、元農⽔事務次官が⾃分の息⼦を殺したという事件でした。しかもこの元農⽔事務次官の⽅
は、川崎の事件を⾒て、「ひょっとすると、息⼦が」というふうに考えて殺してしまったということを証
⾔したんですね。その後テレビ、新聞は、この⼆つの事件をだいたいこういうキーワードで表したわけで
す。“⻑期引きこもり”とか、“社会的孤⽴状態”。あるいは最初の事件では、⾃ら死んでしまった５１歳の
犯⼈は、この⼈の⽣い⽴ちがとても⼤変だったと、おじさんとおばさんの家に預けられたという話だっ
たんですね。ただ、これは当たり前のことなんですけど、たとえこういう傾向があっても、⼀つの事件が
起こった時にその背景として、どういう社会的な課題が今あるかということを考えることは⼤事なんで
すが、それが事件と直結しているわけじゃない。 
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 引きこもりの⼈だけで⾔うと、この⽇本の国は、“中⾼年引きこもり”を⼊れると１１５万⼈ぐらいいる
のですね。じゃあ、１１５万⼈の⼈がある⽇突然包丁持って暴れるかというと、そういうことは当然ない
わけです。ここは直結させてはいけないというのは当然のことだけども、だが⼀⽅で、こういう事件を機
に、社会全体がどうなっているかということを考える意味はあるだろうとは思うんですね。“ハチマルゴ
ーマル（８０５０）”と⾔うことばをご存知ですか。８０歳の親に５０代の息⼦か娘が引きこもり状態。
今や“キュウマルロクマル（９０６０）問題”です。もうすぐすると“ヒャクマルナナマル（１００７０）
問題”になって…、そうすると、引きこもり歴４０年クラスの７０代の単⾝⾼齢者問題に変わるわけです
よね。 

今の引きこもり問題というのが、引きこもり当事者の問題だとみんな⾔うのだけども、 “家族が引きこ
もり状態”“家族がどこともつながっていない”という状態が、結構多いということです。ですから、引き
こもりということを考える時に、ご本⼈の孤⽴の問題だけじゃなくて、家族がなかなか相談できない状
態になっているということが問題です。元事務次官の⽅なんかは、典型的だったと思うんですね。良くも
悪くも事務次官まで⾏くと役所のトップですから、国の制度についてはある程度の当然知識もあっただ
ろうし、あるいは社会や国の制度に対する信頼感もあるから農⽔事務次官までやっているわけでしょう。
あるいはそこまで⾏った⼈だから、正直、例えば厚⽣労働省の知り合いに「ちょっと、うちの息⼦のこと
で頼むわ」と⼀⾔⾔えば、多分良くも悪くもいろんな⼈が⼀⻫に動き出す、そういう偉い⼈が⼀⾔⾔うと
周りが動く。そういう特別扱いをするというのは僕は嫌だけども、でも事実あったでしょうね。テレビを
⾒て⼀番衝撃を受けたのは、このお⽗さんの⼀代上の先輩事務次官がインタビューにこたえて「あの⼈
に息⼦がいたということを知らなかった」と⾔うんです。これはどういうことですかね。多分息⼦のこと
で何⼗年も苦しんできたのだけども、そのことをこのお⽗さんは、⾔えなかったんじゃないか。事務次官
というプライドでしょうか。社会的な地位が邪魔していたのかもしれないし、いや、単純に⽗親、もしく
は⺟親が抱え込み状態になって、“これは親の責任”というふうに、ずっと思っていたのじゃないか。親の
引きこもりというのは、そういうことなんじゃないかと思うのです。 

事件の背景として、私が⼀番気になるのは、常態化した『⾃⼰責任論社会』ですね。⾃⼰責任、あるい
は「⾝内の責任論社会」ということがこの３０年ほどで⾮常に強まったと思うのです。私から⾒ると、こ
の平成の３０年間で⽇本の⼟台が崩れたという感じがしてならない。徹底した⾃⼰責任論社会になった。
結果『“助けて”と⾔わない、もしくは⾔わせない社会』が出現した。助けない理由としての⾃⼰責任です。

「それはあなたが頑張らなかったから
だ」あるいは「⼦どもの⾯倒は親が⾒る
のが当たり前、親がちゃんとやれ」とい
うことを⾔ってきたわけですね。それが
いわば助けない理由になってきた。結局、
⾃⼰責任論というのは何かと⾔うと、周
りが無責任をし続けるための理由だっ
たわけですよね。「助けて」と⾔ってくる
⼈がいたら、「それはあなたが頑張らな
かったからでしょ」とか、もしくは「あ
なたが頑張るしかないんだよ」と、「あな
たの⼈⽣なんだから、あなたがやるしか
ないんだ」と。私はね、⾃⼰責任論の強
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調って⼀⽅で⼤事だと思いますよ。だって、私、野宿のおじさんたちと喋っていてね、「あなたの⼈⽣で
しょう。あなたが頑張るしかないんじゃないですか。あなた頑張りなさいよ」と⾔いますよ。⾔いますけ
どね、結局、野宿のおじさんに「あなた⾃⼰責任だから、ハローワークに⾏ってちゃんと働きなさい」と
いくら⾔っても、ハローワークに登録する住所がないわけでしょう。まさかハローワークに⾏って、「あ
なたどこにお住まいですか」と聞かれて、「名古屋駅です」と答えて、「いや、⽴派なところに住んでいま
すね」とは⾔われないわけでしょう。「まさか駅に住んでいるんですか？」という話になって、「ダメじゃ
ないの。それは就職どころじゃないよ」と⾔われるわけでしょう。その時に社会の側が、もしくは社会と
いっても国じゃなくて誰でもいいんですよ。助けるのは誰でもいいんだから、NPO でも、通りがかりの
⼈でもいい。すなわち社会の側が「家は何とかしましょう」「お⾵呂も⼊って下さい」「ご飯も⾷べて下さ
い」「そこまでは周りが何とかするから、このうえハローワークに⾏かなかったら、それはあなたの⾃⼰
責任だ」と、ここで初めて“⾃⼰責任”と⾔えるわけでしょう。けれど、この今の社会は３０年かけてどう
したかというと、周りが助けない理由として“⾃⼰責任”を語ってきたのですね。私は、この農⽔事務次官
のお⽗さんも、それだけ社会のことを、もしくは国の制度に精通していた⼈間が、やっぱり「助けて」と
⾔えなかった、⾔わなかったというのが、やっぱりこういう“⾝内の責任”というところに⾃分を置いてき
た。「⾮社会化の進⾏」がこの３０年続いた。現にこのお⽗さんは息⼦を殺した理由として、警察署でこ
ういうことを⾔った。これが痛かった。実は私は３⼈⼦どもがいて、⻑男もその下の⼥の⼦も不登校だっ
たんですよ。特に⻑男はひどい不登校で、中学２年⽣の時に⽣きるか死ぬかまでいったんですね。いじめ
が原因だったんですけど。⼤変だったです。そういう息⼦を⾒ているとね、「こいつ、どうなるんだろう
か」と本当に思うわけですよ。たぶんこの農⽔事務次官もそう考えた。彼が警察署で⾔ったのは、「周囲
に迷惑をかけてはいけないと思い、⻑男を刺した」と⾔うんですね。そのきっかけになったのが川崎事件
で、その⽇もすぐ家の隣が⼩学校で運動会をやっていて、その運動会の⾳がうるさいと⾔って息⼦は朝
から荒れていたわけですね。そして家族に暴⼒を振るっていた。この暴⼒が⼩学⽣に向いたら困ると思
って、これは⾃分で殺すしかないと思って殺したと⾔うんですね。“他⼈に迷惑をかけるぐらいなら息⼦
を殺そう”と思った。しかし、これは追いつめられた⽗親の問題なのか。あるいは、他⼈に迷惑をかける
ぐらいならば、親が全て背負うしかないと思わせる、いわば“⾃⼰責任”“⾝内の責任”ということを強調し
た社会の空気みたいなものがそこにはなかったのか。 
 息⼦を殺すのはどんな理由があっても当然ダメだし、あるいは、どんな⽣い⽴ちであろうが包丁を持
って⼩学⽣を襲うというのは、「何を考えているんだ、こいつは」と思うんだけども、⼀⽅で私たちの社
会の側は、やっぱりこの空気を、やっぱり我々はちょっと考えなきゃいかんのじゃないか。そんなにダメ
なんですかね、迷惑をかけるというのは。確かにね、「他⼈に迷惑かけていいよ」って⾔うのは、ちょっ
と乱暴かもしれない。「なるべく迷惑かけないでね」ってどっかで⾔いたい。でも「迷惑かけるぐらいだ
ったら、殺してしまった⽅がいい」「迷惑をかけるような奴は悪い奴だ」、３０年間、我々の社会は⾃⼰責
任論社会になって、その社会が⽣み出した道徳は、“迷惑は悪だ”ということでした。 

私この３０年間の活動でホームレス⽀援施設を作ったのですが、どこへ⾏っても反対運動でしたね。
強烈な反対運動でした。最後に建てた「抱僕館北九州」という⼀番最近建てた施設は、８ヶ⽉間に１７回
の住⺠説明会をやりました。その時のキーワードは“迷惑施設”でした。私は、地域に迷惑を持ち込む悪⼈
だったんですね。１７回の住⺠説明会をして、まぁ⼤変だったです。最後は「奥⽥、謝れ！」とか⾔うわ
けですよ。でもね、そこは３０年間私ずっと活動してきた地域なんです。それまでは、道を歩いていると
「奥⽥さん、頑張って！」と声をかけてくれた⼈たちがある⽇突然豹変したんですね。しかもその⼟地を
買った時のお⾦は、市⺠に「寄付をお願いします」と⾔って、４年かかってね、地元の⼈も加わってくだ
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さって、６３００万円集まった。それで⼟地を買って建てたのが、その施設なんだけども、その地元住⺠
が「いいことやってんだ、あなたたちは」「でも、ここではやるな」と⾔うんですね。ついに私、プレッ
シャーに押されて、⾔っちゃたんです。今ものすごく反省しているんです。住⺠説明会で何って⾔ったか
と⾔うと、「皆さんには絶対迷惑をかけません。この施設を建てても、皆さんに絶対迷惑をかけることは
ありません。信⽤してください」と説得したんですね。今から思うと、あれは嘘です。だってね、地域に
３０⼈も⼀緒に住むんだから、迷惑をかけるに決まっているじゃないですか。地域の⼈も迷惑かけてき
ますよ。地域って“迷惑をかける”というのが、⼀つのいわば基本属性みたいなものです。それをね、「こ
の施設は絶対迷惑をかけない」と、あのプレッシャーに負けて⾔っちゃったんですね。今反省しているん
です。次建てる時は絶対⾔わない。「はい、迷惑施設です。いかにこの迷惑を楽しむかってことを⽬指し
て、⼀緒にやりましょう」みたいなことを絶対次は⾔おうと思うんだけども。迷惑ってそんなにダメです
かね。上⼿に迷惑を分散する。社会というのは結局、その⼈本⼈か⾝内に全部傷を負わせてしまう。そう
いうことをしないで、みんなでちょっとずつ傷ついて、うまいこと傷ついていく。なんかね、ちょっとし
た傷が新しい社会を創造する⼀つの契機になるような、そういう考え⽅に変えないと、もう絶対今後⽇
本には施設というものは建たない。今、保育所すら建たないという時代になっているんですね。⼤変なこ
とになっている。 
 ある引きこもりの専⾨家の⼈と２年前に対談したことがあって、その⼈が私にこう⾔ったんですよ。
「奥⽥さん、引きこもりというのは⽇本独⾃の現象ですよ」と。それで私が「いや、先⽣そんなことない
ですよ。引きこもりってアメリカにもいるでしょう。ヨーロッパにもいるでしょう。そういう社会的に適
応がうまくできない若者って世界中にいるんじゃないですか」と⾔ったら、「いますよ。でも、⽇本の引
きこもりは独⾃現象なんです。国際学会に⾏っても、ローマ字で“HIKIKOMORI”と書くんです。それで
議論するんです」と。「じゃあ、先⽣何が⽇本独⾃なんですか？」と聞いたら、「ずーっと家族が引き受け
続けるのは⽇本だけなのです。ある⼀定のところに来ると社会化してくる。社会のところに居住も含め
て移していくというのが、⼀般的な対応なのだそうです。３０年も４０年も家族がずーっと⾯倒を⾒て
るというのが⽇本独特。社会が引き受ける仕組みが無い。どこまで⾏っても⾝内の責任でやらざるを得
ない。⼦どもの問題はたとえ８０歳になろうが９０歳になろうが親の責任。いわば社会の⽅が放置した
わけですよ。町内会にそういう家族がいても、「あそこのお⺟さん、⼤変ね」って⾔って皆んなやり過ご
してきたわけです。誰⼀⼈、「うちに連れてこい」という⼈はいなかったわけ。まずいのは、単に家族が
⾼齢化し弱体化しただけじゃなくて、⽇本の中の家族の⼒⾃体が落ちてきているんですね。なかなか、も
う⾃⼰責任や⾝内の責任では対応できないということになってきている。もし⾃⼰責任や⾝内の責任だ
けでいいと⾔うのだったら、もう国家も社会も要りません。施設も社会福祉法⼈も要りません。全部個⼈
でやってと⾔えば済む話なんです。でもそれはできないんですよね。私は、この⼀連の事件は悲劇であ
り、同時に社会の敗北だと、だから同情も称賛も危険だと思うんですね。あの元事務次官のお⽗さんに対
して、「親だから仕⽅がないね」とか、「責任感のある⽴派なお⽗さんだ」とか、勝⼿なことを⾔うテレビ
のコメンテーターがいました。あるいは、「⾃分の息⼦がもしそうだったら、⾃分もそうしていたかもし
れない」というコメント。でも、そうなんですかね。それでいいのですかね。 
 川崎の事件は、「他⼈を殺すぐらいなら、⼀⼈で死ね」というふうに⾔ったコメンテーターがいました。
私はこれはまずいんじゃないかと、こういうふうな感じ⽅になっていくんだと思ってたんですね。そし
たらその後に、社会福祉⼠の⼈が、「⼀⼈で死ねと⾔うのはやめてくれ」というコメントを出して、もの
すごい議論になったんですよね。この“⼀⼈で死ね”という⾔葉も、あるいは“息⼦が⼈に迷惑をかけるぐ
らいだったら、私が責任を取って私の息⼦を⾃分で殺す”というのも同じですよ。同じ発想。両⽅に共通
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するのは、社会が無いということですね。全て⾃⼰責任か、⾝内の責任。つまり「死にたいんだったら、
勝⼿に⼭の中に⾏って死んでこいよ」というのも⾃⼰責任論。あるいは、“息⼦が誰かを怪我させる”“誰
かに対して迷惑をかける”、そういうことに対して、親として責任を取って殺す。殺せと⾔う。これも⾝
内の責任論ですね。さあ、果たしてそれでいいんでしょうか。 
 
家族機能の社会化を図る 
 NPO 法⼈抱樸は、先ほど⾔いま
したように、出会ったおじさんたち
が、ほとんど⾝内がいない⼈だった
んですね。ホームレス状態の⼈って
⾝内がいない。そうすると、NPO 法
⼈抱樸はどんな仕事をしてきたか
と⾔うと、いわゆる制度を何かやっ
てきたわけじゃなく、制度の⼿前の
仕事をやってきたんですね。それを
⼀⾔で⾔うと、『家族機能の社会化』
ということをやってきました。制度
に乗らない事業ばっかりだったの
で、お⾦に関しては相当苦労しました。今もしていますけど。でもこのニーズは、この３０年で⾮常に⾼
まりました。 
 戦後⽇本の社会は、企業と家族がある領域を全部引き受けてきたというのが⽇本型社会保障制度と⾔
われているものなんですね。これ良いか悪いかは別ですよ、すなわち企業が男性働き主に家族分の給料
を出して、社会保障も年⾦も全て企業が家族丸ごとみますというのが⽇本型社会保障の仕組みだったん
ですね。ですから、企業がしっかりして、給料もある程度あって、ストック型の社会で、終⾝雇⽤制、⼤
学卒業⼀括採⽤で、だいた３０〜４０年働けるという、そういう仕組みを作って、サラリーマンの⽬指す
ところは⽣涯で家⼀軒建てるという、まあ、そういうふうなことできたわけですね。それで、厚⽣年⾦と
国⺠年⾦、あるいは企業の独⾃の年⾦があったり、企業の退職⾦というのがあった。家族が⽀えられなく
なったら、家族の限界が即制度の⼊り⼝につながっていた。これが３０年経ってどうなったかというと、
この家族と企業の役割がぐっと縮⼩したのですね。⼀番の縮⼩は何かと⾔うと、企業です。雇⽤が崩れた
んですね。ちなみに私たちが１９８８年の１２⽉に活動を開始した時、１９８８年のデータを⾒ると、正
規雇⽤の⼈の割合が８５パーセント超えていたんです。３０年経って、今どうなったかというと、正規雇
⽤の⼈は６割まで減ったんですね。⾮正規雇⽤が４割までになったんです。そうすると、労働⼈⼝の中の
約２０００万⼈が⾮正規雇⽤ということです。そうなると、こういう終⾝型の、企業と家族⼀体型の社会
保障制度というのが成⽴しなくなってきたわけなんですね。例えば年⾦制度にしても３号年⾦という、
サラリーマンの妻という独特なポジションがあったんだけど、肝⼼要のその男性働き主も終⾝で働く⼈
がどんどん減ってきて、安定雇⽤に就かなくなってくると、その年⾦制度⾃体は無意味なものになって
いくわけですよね。その時に、家族と企業が縮⼩して、ここの限界がきても、制度まではまだ随分間があ
る。この制度と家族の間に新たな隙間ができたというのがこの３０年なんですね。NPO 法⼈抱樸は、⾔
わばここを担ってきたんですね。制度を担っているんじゃなくて、家族がもう機能しないというところ
を⾚の他⼈がどう引き受けるかというのが NPO 法⼈抱樸の活動で、これが『家族機能の社会化』という
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ふうなことになったわけです。 
 それで、ちょっとめんどくさい話をすると、「じゃあ、家族の機能って何？」という話で、私たちの活
動を創る時に、家族機能というものを５つのモデルにし、１つの仮説を⽴てたんですね。家族って、５つ
の機能を果たすのが家族だということにしたわけです。 

それは何かと⾔うと、１つはですね、『家庭内サービス提供機能』ですね。⾷事を出してくれたり、ち
ょっとした病気になったら看護してくれたり、⼦どもの教育の場所であったり、そういう家庭内サービ
スを提供してくれるのが家族であるということですね。これ⾃体も家族の中でこれが全部できる時代が、
家族の機能がどんどん落ちてきた、企業とともに縮⼩したというところで社会化し始めるわけです。こ
の社会化の⼀番最たるものは何だったかと⾔うと、介護の社会化と⾔われているんですね。家庭内で介
護をしていたのを、社会化したということになるわけですね。それで介護保険制度というのが⽣まれま
した。あるいは、かつては家族ベースだったから、例えばスーパーに⾏って⿂を買おうと思ったら、１パ
ックに４切れも５切れも⼊っていたでしょ。今はどうなったかと⾔うと、コンビニに⾏くと、⼀⼈分の惣
菜を売っているわけですよね。ファミリーマートさんが最近“お⺟さん⾷堂”というのを始めたんですね。
あれなんかも、要するに、調理をしてくれるのは家族だったんだけども、その家族がいないから調理済み
惣菜の⼀⼈分というのをコンビニが扱う。これも家族機能の社会化なんですね。こういうふうに代替し
ようとしている。家族前提じゃない商品開発なんかをしてきている。 

家族機能の２つ⽬は記憶なんですね。『記憶の装置』だと。家族は記憶の蓄積の場所なんですね。記憶
というのは要するにデータベースです。それは⾃分のアイデンティティーとか、楽しかった思い出だけ
じゃなくて、実は、情報が蓄積されているので、今起こる様々な問題にどう対処していいかという選択肢
を持っていたんですね。例えば、中学⽣のお兄ちゃんに発疹が出て⾼熱が出ていると、「でもこの⼦は⽔
疱瘡は３歳でやって、⿇疹もやっているから、これは⽔疱瘡でも⿇疹でもない、じゃあ今流⾏りの⾵疹
か」という、こういう判断を家族はできた。これは（家族そのものが）記憶の装置だったからですね。こ
れがないと、実は⼈の⽀援ってめちゃくちゃ⼤変なのです。私たちは路上で倒れているおじさんにその
⽇出会った瞬間に⽀援が始まるわけですよね。「この⼈、いったい何歳なんだ」「この⼈、いったい何処の
⼈なんだ」「この⼈、いったいどんな病気持っているんだ」など、分からないまま⽀援が始まる。その記
憶の蓄積、データベースがない⽀援というのはものすごく⼤変。家族がいればそれを聞けるわけですよ
ね。介護保険制度も、今の病院の制度もほとんどすべてが、まだ家族ベースで進んでいますから、情報は
家族から聞く。本⼈が意識がなくても家族から聞くわけですよね。けど、この家族がいないという前提に
なった時に、じゃあ、我々は対応できるのかというのが、⼤きな課題でした。私たちは実は、今から⼗数
年前に北九州市と⼀緒になってデータベースを作って、北九州の困窮者、特にホームレスに関しては、今
全員分、まあ本⼈の同意の元ですが、６千数百⼈分のデータベースが我々の⼿元にあるんですね。今朝も
私がずっと⼀緒にやってきたおじさんが⼀⼈亡くなったんですが、昨⽇から危篤だったんだけど、今朝
亡くなったとさっき情報が⼊りました。多分、帰ったら私が⽉曜⽇か、⽕曜⽇にこの⼈のお葬式をしなき
ゃいけないのだけども、こういう家族が来ない⼈のお葬式をする時に、牧師である私にはですね、この⼈
が最初に路上で出会ったときからのすべての記録が届くんですね。それで、牧師である私はその記録を
葬式までに全部読むわけです。そうすると、この⼈が何処で何を⾔ったか、どんな事やってきたかとか、
うちの職員がどういう関わりをしてきたかなど全部記録に残っていて、私はそれをベースにしながらお
葬式の時の話を考えるという仕組みになっているわけですね。これが記憶の装置です。 

３番⽬は何かと⾔うと、家庭の中のサービスでは⾜らなくなった時に、家庭外の資源とつなぐ。家族は
『つなぎもどしの連続的⾏使』をしていた。社会資源とのコーディネートですね。それで、⼤事なのは“つ
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なぐ”という⾔葉は、実は福祉の世界ではもう２０年ぐらい前から皆んな⾔っていました。うちの福祉事
業所の１つの特徴は“多機関連携”でつなぐということですね。けどね、家族とそういう相談事業所の⼀番
の違いは“もどす”という機能が働かないということですね。家族はもどすんですよ。⾏った先の、例えば
病院がおじいちゃんを⼊院させたと、それまでは家で結構喋ってるおじいちゃんが、⼊院して１週間経
ったら⼀⾔も喋れなくなった。これ⼀気に認知が進んだということがわかるわけでしょう。それで⾏っ
てみたら何時もオムツがビショビショ。「あぁ、この病院だめだわ」ということになったら、家族は慌て
てもどす。もどして次の病院を探してまたつなぐという、“つなぎもどしの連続的⾏使”をいわば⾮常に⻑
期の関係の中で⾏なっていたのが家族なんですね。しかし、福祉事業所とか病院はつなぐだけでもどさ
ないから、⾏った先の施設が貧困ビジネス施設だったら、もう⼀巻の終わりですね。そこが⽕事になって
死にましたみたいな話や、もっと⾔うと、退院促進で医療ソーシャルワーカーが施設につないだんだけ
ど、そのつないだ先でその⼈がどうなったかは、もう医療ソーシャルワーカーの仕事じゃないから、誰も
追いかけないわけです。だからもどさない。だけど家族はもどしていたわけです。そういうことで、機関
連携じゃなくて伴⾛型の、ずっと横に付いている存在としての⽀援者というものをどう作るかというの
が NPO 抱樸の仕事なんです。だいたいね、この“もどす”という機能が働くと、社会資源が淘汰されるん
ですね。家族っていうのはね、例えばつないだ先の病院がどうしようもない病院だったら、町内会や地域
で、「あそこの医者は○○だ」という噂を流すわけですよね。「あそこの先⽣はヤブ医者。あそこに⾏った
ら命⻑くなるどころか短くなるで」みたいな話を⾔って回るわけですよ。⾔われると医者は困るから、ち
ょっとは勉強しようかとなるわけですよ。家族の“つなぎもどしの連続的⾏使”というものが、実は社会資
源の淘汰の機能も果たしていたということですね。	

１から３までが、どちらかと⾔うと、家族が助けてくれる機能なんだけど、４と５は助けてくれるだけ
じゃないんですね。４番⽬が『役割の付与』。家族というのは有り難いことに、⼦どもの時から何らかの
仕事を与えてくれたんですね。例えば、私の場合で⾔ったら、仏さんにご飯を上げてくるというのが、私
の⼦どもの頃のずっと仕事だったです。⼀⼈で仏間に⾏くのが嫌でね。怖くて、毎⽇毎⽇肝試しみたいな
ものでね。けど、そうやって私には役割があった。これが、〇〇相談事業とか〇〇⽀援事業ということの
中にはほとんどないんですね。助けることしかしない。逆に、その⼈にどう役割を果たしてもらうかとい
うことまでなかなかいかない。困窮者⽀援なんか特にそうなんです。 

５番⽬の家族の機能が、これが⼀番⽀援事業に⼊ってこない範疇で、『何気ない⽇常』なんです。家族
って何気ない⽇常なんですね。⽀援事業になると、何か事件が起こってないと、何か問題が起こってない

と機能しない。けど、家族っていうのは
問題が起こっていない⽅が⻑いんです。
何気ない⽇常というものをどう作れる
かというのが、制度外の強みなんです
ね。その何気ない⽇常の最後が葬式な
んですね。お葬式は⽇常の延⻑です。な
ぜかと⾔ったら、全員死ぬからですね。
例えば、失業というのは全員失業しな
いわけでしょう。病気も全員病気にな
らないわけでしょう。だからそれは⽀
援の対象になるわけだけど、全員そう
なることに関しては⽀援の対象になら
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ない。それは当たり前だからですよね。例えば、加齢とか、歳とるということは⽀援の対象ではないでし
ょう。歳とって体が動かなくなったら⽀援の対象になる。歳とることは全員がそうだから⽀援の対象じ
ゃない。つまり、お葬式は⽀援の対象になってこなかった。でもこれって、今、社会問題化しているんで
すね。『お葬式を出す⼈がいない問題』というのは⾮常に⼤きな問題になっていて、それは居住問題に跳
ね返ったんですね。国⼟交通省の調べでは全国には今８４０万⼾の空き家があるそうです。８４０万⼾
も空き家があるのに、 “住宅確保要配慮者”が多数いる。住宅を確保するときに配慮がいる⼈です。空き
家が⼭ほどあるのに、住宅確保ができない⼈が続出していることが社会問題化したんですね。住宅確保
が⼀番できない⼈は誰かといったら、⾼齢単⾝者なんですね。⾼齢単⾝者にはアパートを貸さないとい
う⼤家さんがいるわけです。⼤家さんの貸さない理由の筆頭が、「もしこの⼈が亡くなった時、誰がお世
話しますか。そのお世話する家族がいない⼈は引き受けません」ということです。単⾝⾼齢者の、これ業
界⽤語では“死後事務担当者不在”と⾔うんですね。嫌な⾔葉ですね、死後事務って。どこまでいっても物
の処分みたいな感じなんだけども、死んだ後の事務処理をする⼈がいない⼈は⼊居を拒否するというこ
とですね。そうなると、⾚の他⼈がお葬式を出すという仕組みを地域で作らないかぎり、住宅に⼊れない
⼈が続出するということが⾒えてきたんですね。NPO 法⼈抱樸は、 “互助会”という地域の⼈が誰でも
⼊れる会を作って、⽉々５００円の互助会費というのを皆んなで出して、私も出していますけど、やって
いる。来⽉は互助会のバス旅⾏がありますが、⽇ごろサロン活動をやったりとか、訪問活動をやったりと
か、お⾒舞いボランティアといって⼊院した⼈のお⾒舞いに皆んなで⾏くとか、誕⽣⽇カードを書くと
か、まあ、そういう⽇常活動もやるんだけども、互助会の⼀番の⼤きな役割は実はお葬式。『互助会葬』
というのをやるんですね。全くの⾚の他⼈がお葬式をやるという仕組みを１０数年前に作ったので、う
ちは⼤家さんからの⼊居拒否が無くなったんですね。遺品の処分まで全部互助会がやるから、「いいです
よ」ということになった。こういうところが、結局制度には乗らない、従来「家族がやっていたこと」で
す。「⾝内の責任」と皆んなが⾔ってしまいそうなところなんだけど、残念ながら企業と家族が縮⼩した
から、誰も引き受けない。こういう新たな隙間を誰が埋めるのか。そこを抱樸が『家族機能の社会化』と
いうことを考えてやってきました。 
 これから、地域はこういうふうなことになっていきますよ。⾝内に戻していたら、結局⾝内が“⼈に迷
惑かけるぐらいだったら息⼦を殺します”という社会になってしまった。この中で私たちは、新しい地域
の共⽣型社会をどう創っていくかということが問われているわけですね。 
 今後の対策における要点ですけど、引きこもり⽀援の強化というのを今、安倍さんが⼤号令かけて⾻
太⽅針で出しているんですね。参議員選挙前にそういう⽅針が出されましたね。やってくれるのは全然、
何やってもいいんだけど。でもね、施策の⽬的が何かですね。どうも国は、『このまま引きこもりをほっ
といたら、全て⽣活保護に流れてしまう。早めに就職⽀援させろ』ということで、今ハローワーク、⽣活
保護の就労⽀援、あるいは若者サポートステーション、このへんを使って「就労⽀援、就労⽀援」とやっ
ているんですけども、引きこもり状態の⼈の⽀援って何が⽬的なんですかね。家から出ることが⽬的な
んですかね。就職できるかどうかが⽬的なんですかね。私は、それはゴールではない、そんなの⼿段だと
思うんですね。最終的な⽬的は何かと⾔うと、⾮常にザクッとしたことなんだけど、やっぱりその⼈がそ
の⼈として⽣きていけるかということであって、もっと⾔ったら、何で引きこもりはダメなのかという
説明をちゃんとしないまま、引きこもりはダメだということだけで押し切っていく。それって⼤丈夫な
のかなと思うんですね。まあ、しんどいのは本⼈⾃⾝なんだと。でもね、私思うんですね、そのしんどい
状況で何年も何⼗年も⽣きてきたということに対して、ホームレスのおじさんたちにね「ともかく、お前
すごいな」と⾔ってやれよと。ホームレス状態を１０年続けてきたおじさんがいるわけですよ。私だった
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ら３⽇持たないなと思うわけですよ。そのホームレス状態で１０年２０年⽣きているおじさんに対して
はね、“偉い”っていうか、“すごい”っていうか、ちょっとリスペクトするんですね。だから、なんか“⼈
を⾒れば問題と思え”みたいなやり⽅で、「ともかく、ごくつぶしだから就職させろ」というやり⽅はどう
なのかなというふうに思うんですね。 
 ある会議に出た時に、それはどんな会議かというと、引きこもりの初動でどう就職させるかという、そ
んな会議だったんですね、最初ずっと聞いていたんですが、最後に「奥⽥さん、何か⾔いたいことあるか」
と聞かれたものですから、「国の施策、対策に対する⼀つの危惧だけども、引きこもり対策の成果指標を
どこに置くかをよく考えてほしい。まさか就職率何パーセント、就職増に施策の成果軸を置くんだった
ら、たぶん上⼿くいかない。２０年も３０年も引きこもっている⼈に半年間寄り添ったからと⾔って、就
職できたかどうかをその事業の成否の基準にするというのは、それは無理なんじゃないか。もっと、数値
化できない“幸せ”みたいなものを⼤事にしたほうがいい。そういうことで評価できるような制度設計は
できないのか」と⾔ったらね、その会議に引きこもりの会の親が来ていたんですよ。その親が最後私のと
ころに来てね、「いや、さっきのあの発⾔で私救われました。このままいったら、うちの⼦どもたちどう
なるんだろうかと思ってずっと聞いてたんだけど、最後奥⽥さんが“就職が全てじゃない、そいつが幸せ
に⽣きれるかどうかが⼀番問題だ”と⾔ってくれて、本当に救われました」と⾔って握⼿して帰られたん
ですね。どうも、このままいくと、“引きこ
もりは社会のお荷物”“引きこもりがいっぱ
い増えて、⽣活保護が増えると皆の迷惑”と
いうことで、引きこもり状態の⼈を中⼼と
した⽀援論じゃなくて、社会防衛上の⽀援
論が今進んでいるように思えてならないで
すね。そういう社会防衛上のニーズという
か、社会防衛上の問題で、⼀番⼤きな問題に
なったのが『津久井やまゆり園事件』だった
というふうに思うんです。後半は“津久井や
まゆり園事件とは何だったのか”ということ
を話したいと思います。 （次号に続く） 
                              ＜⽂責：あさみどりの会事務局 島崎＞ 
 

 

高濱先生が「会長賞」を受賞しました 
 

７⽉２２⽇に、社会福祉法⼈あさみどりの会の 
相談役でもある⾼濱潔⽒（前わらび福祉園園⻑） 
に対して、その永年にわたる知的障害者福祉及び 
地域啓発における活動とその功績をたたえ、⽇本 
知的障害者福祉協会より「会⻑賞」が贈呈されま 
した。 
 ⾼濱⽒は当法⼈の専務理事として、法⼈の体制 
整備に多⼤なるご尽⼒をいただき、愛知県知的障 
害者福祉協会会⻑、⽇本知的障害者福祉協会地域 
⽀援部会副部会⻑等を歴任されています。 
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第３７回 

ステージ 
バンド演奏など 

子ども天国 
ゲームなど 

模擬店 
みたらしなど 

バザー(～14時) 
手作り品、日用品など 

 

１０月１２日（土） 

１０時～１５時 

 
 

わらび福祉園 
 

わらび秋まつり 

みよし市三好町西荒田２８番地 
TEL(0561)34-5975 
FAX(0561)34-5976 

バザー品のご協力をお願いします！ 

ご家庭で不要の品がございましたら、 

ご出品いただけると幸いに存じます。 

なお、誠に勝手ではございますが、 

中古衣料、中古食器、電化製品、 

大型家具は受付しておりません。 

ご了承ください。 

バザー品による収益は、障がい者福祉推進

のために有効に活用させていただきます。 
 

ボランティア募集！ 

ボランティアとしてお手伝いしていた

だける時間帯を“わらび福祉園”まで

ご連絡ください。 
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第 44回 しんいけ盆踊り決算報告書 
 

収 ⼊  模擬店売上    ４４５，８４０円 
      寄 付 ⾦     １０，０００円 
             計 ４５５，８４０円 
 

⽀ 出  模擬店経費    ２８２、５７３円 
      諸 経 費     ７８，００３円 
             計 ３６０，５７６円 
 

差 引            ９５，２６４円 
 

 上記利益⾦９５，２６４円は、知的障害児（者）施設整備資⾦
として、あさみどりの会に寄付させていただきました。ご協⼒あ
りがとうございました。 

  しんいけ盆踊り実⾏委員会 委員⻑ 藤井夏鈴  
 
しんいけ盆踊り ご寄付・ご協力者（敬称略・順不同） 

 

新池北部町内会 
南⼭ボランティアサークル 
椙⼭⼥学園⼤学うぇるかむ 
同朋⼤学⼼⾝研 
中部善意銀⾏ 
愛知産業⼤学⼯業⾼等学校 
清林館⾼等学校 
菊華⾼等学校 
卒園児⽗親 
その他ボランティアの皆様 

さわらび園が開園して今年で47年目になり、 
この間にできた母親の会も17を超えました。 
それぞれの時代を共に過ごしたお母さんたちが
集い、懐かしい顔と出会い、語り合う、そんな
時間をさわらび園でもてたらと思います。 
また、この同窓会がそれぞれの時代をつなぎ、
交流を深める機会になればと思っています。 
ぜひ、多くの方のご参加をお待ちしています。 

と き 
２０１９年１０月１３日（日） 

１５：３０～１８：００ 
（受付１５：００～） 

�

ところ 
さわらび園 ２階 研修室 
�

内 容 
同窓会パーティー（各会紹介と近況報告等） 

 

【会費】２５００円 
�

問合せ・申込み：FAX 052-782-3513 
：TEL 052-782-2777 

E-mail  sawarabi@asamidori.net 
担当：山本 

 

申し込み締切：９月２５日（水） 

����	�
�������������

��
�
������ ������

210  

Mother’s festa 
さわらび園母親同窓会 

 

氏名 会名 

住所： 
 
TEL：     � � � � � � � � � � �

 

主 催 第75回ボランティアスクール実行委員会
社会福祉法人あさみどりの会

後 援 名古屋市・名古屋市教育委員会・愛知県社会福祉協議会
中日新聞社・中日新聞社会事業団（後援申請中）

第１・２・４講 各５００円
第３講 ８００円＋昼食代
Ｆｉｎａｌ １，５００円

イラスト：六鹿 香

講 座
ご案内

❖申込み・問合せ❖

あさみどりの会 スクール担当 ： 平野
〒464-0027 名古屋市千種区新池町1-18-2

TEL 052-782-2233 ／ FAX 052-782-3513
メール：sawarabi@asamidori.net

第１講 開講☆ボランティア塾！！

学生時代からボランティアに参加し、現在は社会人として各方面で活躍されている先輩ボランティア３名が登
場！！「ボランティアを始めたきっかけや続けているわけ」などを座談会形式で語っていただきます。会場の皆
さんと共に和やかな雰囲気でボランティアについて考えてみませんか。

先輩ボランティア （聞き手）

小林栞菜・伊藤沙也加・伊東宏崇

第２講 えほんの宅急便 ～ストーリーテラーからの贈り物～

子どもの頃どんな絵本を読んできましたか？鎰廣さんは絵本の読み聞かせを通して、子どもたちと幸せなときを
共有したいという願いを込め活動しています。今回の講座では、実際に読み聞かせやストーリーテリングを取り
入れつつ、ご自身の体験について語って頂きます。もう一度童心に戻って物語の世界へ飛び込んでみませんか。

鎰廣 みどり

第３講 Let’s volunteer!

障害福祉サービス事業所れいんぼうワークスにて開催される余暇活動で実際にボランティアに参加して頂く講座
です。利用者の方と一緒にみかん狩りに出掛けます。ボランティアでしか味わえない楽しさや出会いを、あなた
も体験してみませんか！？

第４講 社会を豊かに ～こうありたい地域社会とボランティア～

「地域で暮らす」ことを唄われている今日。私たちは地域の一員として、どうすればよいのでしょうか？ボラン
ティアの存在意義とは？その問いを地域社会学の先生と考えることで、新たな視点を見つけてみませんか。

椙山女学園大学 人間関係学部

教授 谷口 功

Final えがけ★彡無限の可能性

絵には人の心を動かす力があります。「口と足で描く芸術家協会」に籍を置く六鹿さんは、口を使って作品を生
み出し続けています。このチラシのイラストの作成者でもある六鹿さんのお話を聞いてみませんか。きっと絵を
通した素敵な出会いがあなたを待っています。

三重県立特別支援学校北勢きらら学園

卒業生 六鹿 香

氏名 歳 職業

住所 〒
TEL

参加に○を 第１講・第２講・第３講・第４講 ファイナル（講演会・交流会）

※ご記入いただきました個人情報は、社会福祉法人あさみどりの会のボランティア関係以外の目的で利用することはありません。

会
場
は
こ
ち
ら↑

↑
↑

べにしだの家
052-413-6531
担当：種田

あさみどりの会
（さわらび園） あさみどりの会

（さわらび園）
052-782-2233
担当：平野

さわらび園（名古屋市千種区新池町１－１８－２） べにしだの家（名古屋市中村区鴨付町２－４６）


