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○はじめに 

 

 生きているととても素敵なことに出会う。挨拶、笑顔、美しい音楽、気持ちの良い風。

例えば、聴力に障害があったとしても、きれいな花をみることができる。あるいは、重度

の重複障害をもつとされても、生活において他者の愛を感じ取れるのではないかと思う。

そういうのが人間の生活である。そこには、生きがいがある。それなのに、そういうこと

を忘れているのではないかと考えさせられる人と出会うことがある。例えば、他者を傷つ

けたり、自殺したりと。人間に「生きがい」を忘れさせる状況はいかがなものかと思う。 

いろいろと不幸なことが起こり、理不尽なことも多い世の中だと感じることも確かにある。

そういう時に「福祉ってなんだろう」と考えてみる。そして、たいした根拠もなく「福祉

なら自分を含めて多くの人を幸せにできるのではないか」と探ってみる。現に、福祉に支

えられて生活している人がいる。福祉は一面では、私たちを支える力を持っている。福祉

について探れば、生きがいや自らの存在理由が見えてくるのではないだろうかと感じる。

本書で、その福祉を探りたい。 

差別や偏見、多くの社会的排除が存在する中で、そこに福祉という価値が生まれたのな

ら、その福祉の価値というものを知れば、私たちの生活はある一面で豊かになるように思

う。人類の歴史において、多くの悲劇があり、現在においてもそのような悲しい歴史が綴

られている。しかし、そのような中で福祉を担った人がいることを忘れないでおきたい。 

福祉の価値とは、「あの素敵な笑顔は、地位や名誉よりも価値がある」というものである。

その価値観は、これからの社会のあり方を大胆に概念化する一つのあり方を示す。例えば、

現代社会は、多くの人の不平や不満にどれだけ応えているだろうか。どれだけ素敵な笑顔

をプレゼントしているだろうか。そういうことを考えながら社会のあり方を考察してみる。

福祉の価値観のもとでは、どのような社会が築かれるのか。そこでは、貨幣による労働力

の搾取はなくなるかもしれない。お金そのものが不要かもしれない。 

さらに、なぜ悲しみや苦しみがあるのだろうと考えてみる。そこから、「福祉」は、私た

ちに何を教えてくれるだろう。「福祉」って何だろうか、その根源を感じてみたい。そして

福祉の専門性のイメージを表したい。それは、「福祉は誰にでもできる仕事」なのかという

問いでもある。人びとは、悲しみや苦しみを何によって乗り越えてきたのか。それをサポ

ートする専門家が必要であって、その専門家は専門教育を受けなければ育っていかないの

か。私たちは、社会福祉の専門家に何を期待し、期待すべきなのかを考えたい。 

また、「読者を明るくしたい」という思いも込めて執筆した。どれほど、それに応えられ

たかは疑問だが、その意図があることをここで述べておきたい。 

「福祉って何？」と問われて、どう応えるべきか。辞書で調べて、それで答えとするに

は、あまりにも実生活とかけ離れている。「福祉って何？」への答えは、広い視野をもち、

日常生活により添いながら、実感が伴いつつ伝えられなければならない。 
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Ⅰ．「福祉」って何 

 

 

福祉の言葉 

 

「大切な人がいなくなるかもしれない」という喪失の恐怖とはどういうものだろうか。

人は、「心」を使って、いろいろと想像ができるから、言葉にできなくてもそれを理解して

いることがある。おびえている人に、「何がそんなに怖いの？」と聞いてもなかなか答えが

返ってこないことがある。緊張している人に、「どうして緊張するの？」と聞いても返事に

困っていることがある。たとえ、言葉にできなくとも、確かにおびえたり、緊張したり、

そこにその人の「心」がある。「心」とは、言葉よりも、もっと多くのことを語っている。

福祉がかかわっていくのは、そういう「心」だと思う。考えにくいことだが、「心」が言葉

となり、そのすべてを表現できたなら、この世は「愛の言葉」であふれてしまうかもしれ

ない。それとも、「憎しみの言葉」が飛び散るか。いろいろと工夫をして「心」の叫びを言

葉にしようと努力する。それが、詩を生み、音を生み、歌を生む。それでも、「心」は表現

しきれない。伝えたいけれども、伝えられないことの苦しみは、そうやって文化を築いて

きた。そのような「心」とどう向き合うか。福祉関係者は、そのような「心」と向き合え

ているだろうか。言葉だけを聞き、態度だけを見て、それで「心」をわかったつもりにな

っていないだろうか。深く、深く、どこまでも相手と向き合う。相手の内面を自分の内面

で再現する。それは、言葉にできない深さだが、確かに浸透する。そのような実践ができ

ているだろうか。そこにこそ、福祉の専門性があると思う。福祉とはこういうものだから、

なかなか理解できないし、されないと考える。仮に、答えがみつかっていても、それを言

葉で表現できない。そもそも答えなんて、存在するのかもわからない。だから、福祉の専

門性に対して、疑問がもたれるのかもしれない。しかし、そのような「心」は、確かに存

在している。 

「福祉」って、不思議な言葉である。「幸せってなんだろうか？」、自分ではベストだと

考えて人生を歩んできて、多くの選択肢から現在の自分の生活を選択して、それでも「不

幸だ」という人がたくさんいる。「なぜ不幸なのか」、「あなたは何を後悔しているのか」。

まずは、言葉にできない苦しさにこそ、福祉の対象がある。しかし、それだけではない。

福祉とは、幸せを意味する。より素敵な人生を送るためのものである。だから、すべての

人を対象にする。そうして、はじめて福祉の意味が見えてくる。言葉にできない「苦しみ」

があるように、言葉にできない「喜び」がある。涙を流して、他者との出会いに感謝をす

る。そういう「喜び」の意味を考えたとき、自ずと福祉の重要性がみえてくる。誰もが共

に手をつなぐところにこそ、福祉がある。「なぜ？」と聞かれたその答えは、実体験を通し

て、自分自身の経験によって導かれている。 
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社会福祉という言葉のイメージ 

 

例えば、高校卒業後の進路選択で「社会福祉」を選ぶと、周囲から「法学や経済学、文

学にしたら…」というメッセージが送られてくることがある…。 

「社会福祉」に暖かいイメージを持つのは、今のところ少数派のようで、ボランティア

や支えあいという暖かいイメージに先行をして、例えば「介護労働への過酷なイメージ」、

「生活保護をめぐる暗いイメージ」、「差別や偏見に対して争うイメージ」が想像される。 

『そんなことは関係ない。苦しいときに求めるものは、「お金」ではなく「地位・名誉」

ではなく、「福祉」なのではと思う。それを社会的なつながりによって築く「社会福祉」は

とても明るいものだ。』と言ったところで、一般的には、暗いイメージが先行している。 

「社会福祉」という言葉にどういう意味を付け加えるのかは、あたかも物語をつくるよ

うなもので、「社会福祉」というタイトルの小説を書くようなものだ。世間一般が書く小説

「社会福祉」は暗い物語になる。福祉関係者が書く小説「社会福祉」は、マイナーな物語

である。こういう小説の書き方（概念化の方法）は、教えられているだろうか…。 

生まれたときから、この社会で生活をしているから、他にどのような社会が存在するか

なんて、考えてもみなかった。先生から「資本主義」やら「社会主義」について話を聞く

が、たいてい子どもたちは「何して遊ぼう」とばかり考えている。テレビで、「戦争」やら

「飢餓」に関する番組・ニュースが流れていても、それらに恐怖することはあっても、遠

い世界のことのように考える。すぐ身近に高齢者や子ども、障害者また生活困窮者へ対す

る福祉施設があるのに、「あの建物は何？」と考えることすらなく、子どもたちは生活をし

ている。でも、それでよかったのだと思う。子どもは、何も知らなくて、純粋にそこで生

活をする。それでいいと思う。ただ、いずれは世の中のことが見えてくる。すると、涙す

ることもあって、とても辛くなる。悲しく辛くて涙するというのは、誰に対してというの

ではない。だったら、自分自身の罪に対して苦しむのかというと、そうでもない。どうし

て、人には苦しさがあるのだろうかと考えたり、どうして人は傷つけあうのかと考えたり

していると、悲しくて辛くなる。そういうときに、福祉の営み・存在に目を向けてみると

「社会福祉」の暖かいイメージが感じられるのではないだろうか。そういう教育（福祉教

育）は、社会福祉を学ぶ人だけでなく、福祉教育として、学校教育で行われていただろう

か…よく覚えていない。決して、単なる“きれいごと”で終わることなく、厳しい目と『暖

かさ』で社会的諸問題へ対応する学びの機会が必要だと考える。福祉関係者が「社会福祉」

にもつイメージは、この『暖かさ』にあると思う。それを胸に抱いて「社会福祉」をイメ

ージしている。 

 さて、社会福祉という目的に対して、その目的を達成するための手段が生じる。具体的

には、介護技術や保健・医療またソーシャルワークなどが手段としてあげられる。その手

段はどのようにイメージされているだろうか。「目的」に対して暗いイメージが持たれてい

ると、それらにかかる「手段」も暗くイメージされてしまう。 
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幸せにおいて不幸せの状況を考えさせる福祉 

 

 お金持ち、健康、楽しい、明るい、そういう状況には、常にそれと反対の状況が存在す

る。人々の望む状況が存在するということは、人々が望まない状況も存在している。物事

は、正と負に分けられるほど単純ではないが、排除されている物事に意識を向ける必要が

ある。「福祉」は、幸せを意味しているが、単に幸せという状況を表しているだけではない。

福祉とは、「不幸という状況を常に意識することで生まれた幸せ」という状況を表している。 

 それは、自分が幸せなときでも、不幸な人の存在を考えさせる。両親は元気だろうか、

兄弟は真面目に勉強しているだろうか、友人は落ち込んでいないだろうか、道で倒れてい

たあの人はどうしているだろう。大学で学ぶことのできる人がいる一方で、学びたくても

学ぶことのできない多くの人が存在していることを意識させる。福祉とは、他者の状況を

考えさせる。このように「幸せな状況において不幸せの状況」を考えるとき、人々はどの

ような行動を起こすだろうか。それが、福祉の営みだと思う。 

 さて、このように感じさせるのは、苦難の経験によることがある。例えば、風邪という

苦労を経験した後に、風邪が治ったとき。自分自身の幸運を感じることがある。そこで、

風邪の経験は、同じように風邪をひいた人や患っている人への配慮を生み出す。世の中に

は、風邪をひいている人がたくさんいる。きっと数えることなんてできないくらいたくさ

んいる。風邪をひいている人を、不幸として、決めつけてしまうことはできないが、少な

くとも自分自身は辛かった。自分と同じように感じている人がいてもおかしくはないだろ

う。このような経験が、「幸せな状況において不幸せの状況」を考えさせるきっかけにもな

る。そうすると、様々な経験が人間の成長に意味を持つ。いかなる経験であろうと、そこ

でつぶれてしまうのではなく、それを自己の成長へとつなげていかなくてはならない。そ

こに福祉の専門家が必要とされることもあるだろうし、実際に福祉の専門家が活躍をして

いる。 

 いかなる経験にも、意味をもたせたい。そうしないと「なぜ、こんなに苦しまなければ

ならないの」と訴える人にどう答えればいいのかがわからなくなる。福祉は、経験を如何

に解釈するのか。経験を支えとし、個々人を力づけるものとし、成長の糧としていく。そ

れでも、乗り越えられない経験へは、福祉人は共に歩む人としてそばに寄り添う。その経

験は、少なくとも福祉を知るきっかけを与えた。福祉を自らのこととして理解するという

のは、誰もが簡単にできることではないように感じる。例えば、難病を患った人から、「病

気になってよかった」というメッセージを受け取る。それは、実に重いメッセージである。

他人事として感じていた苦痛を自己の内面で再現した人の事実の言葉である。人間は、多

くの苦しみのなかで、何を感じたのだろうか。時に、その苦しみのなかで、他者の行動に

感謝をするかもしれない。苦しみから解放された時に自分の幸福に感謝するかもしれない。

そこで、ふと思い出す。自分自身が苦しみの最中であったときのことを。今も、多くの人

が、あのときの自分のように苦しんでいるのだろう。そこに、使命が生まれる。自分がし
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なければならないことが生まれる。あのような苦しみの念に、今度は私が答える番だ。「苦

しみ」に意味があるというのなら、このようにして人間関係を紡ぐところにあるのだろう。

お互いが助け合うという関係を築くためにあるのだろう。他者の「苦しみ」を自分自身の

「苦しみ」のように感じ、双方に、そこに感謝と使命が生まれる。 

 人間の魅力はどこにあるのだろう。幸せな状況において不幸せな状況を考えるとき、体

力、知力、ではなく、その感性にこそ魅力が感じられる。他者と比較して、体力あるいは

知力が劣ると判断されたからといって、それが人間の魅力と直接かかわるわけではない。

知的障害をもつとされる人とかかわっていると、その方々の魅力を感じずにはいられない。

パラリンピックでは、多くの人が感動する。スポーツの意味、学力の意味、その他、人間

を比較しようとする試みにおいて、表現される人間の魅力は、あくまでその比較基準にお

いてのみ有効である。別の基準からも物事は判断することができる。その判断基準を獲得

するためにも「幸福な状況で不幸に目を向ける」経験のもつ意味は大きい。 

 「幸運ですか」と尋ねられて答えに困るとき、「幸運とは象徴である」と考えることもで

きる。それは、生きる意欲を見捨てないための象徴。誰が不幸で、誰が幸運かではなく、

私たち全員のものであり「道しるべ」と考えることもできる。 
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人間の支えとしての事実と真理 

 

 歴史は、事実である。しかし、時間の経過によって事実がわからなくなり、記録ミスや

記録の改ざんによって、事実がまげられる。又、事実を見極める目は、とても能力を必要

とするから、事実がそのまま記録されているとは限らない。曽祖父が生きているのなら、

１００年前のことを語ってくれるかもしれない。しかし、その言葉が事実とは限らない。

自分がどこから来たのかを知りたくて、人は歴史を探る。しかし、推測に過ぎない答えし

か見つからないことが多い。昨日の出来事だって、あやふやである。事実とは、それほど

記録が困難である。 

さらに、「真理」はもっとよくわからない。「私は、今ここにいる」という事実は、事実

としてある。哲学者プラトンは、真理の存在を強調し、教育の役割は真理を伝えることと

言っているが、どうすれば真理を伝えることができるのだろうか。真理の伝え方は、よく

わからないし、その記録の仕方もわからない。真理とは、何か。それは、唯一の正しい答

えである。唯一の正しい答えなどどうやって見つけるのだろう。「１＋１＝２」というもの

だって、誰かがルールを決めたからこうなっているだけである。そのルールは、人間が勝

手に概念化したものであり、真理ではない。いろいろな研究者の研究成果が事実だとして

も、決して真理ではない。世の中には、仏教があって、キリスト教があって、イスラム教

があって、さまざまな宗教がある。「どの宗教、どの神様が正しいのだろう」と一生懸命考

えてみたって、答えなど見つかるはずはない。 

教育の役割の一つは、「事実」の伝達にあると思う。そこに歴史の意味がある。歴史的な

事実は、福祉関係者になすべき役割を意識させる。戦争や迫害といった歴史は、福祉関係

者の心的内部に福祉的な価値を創造する。福祉関係者は、その価値を頼りにして、社会正

義に沿った行動を起こす。人間には、人生を支えるものが必要である。宗教の最大の意義

は、人間に支えとなるものを与えたことだろう。人間は、弱い存在だから、何か人生の支

えがなければ倒れてしまう。だから、人生の支えの無い状況では、悪徳な新興宗教だって

信じるだろう。あなたの人生を支えているものは何だろうか。私は、自己と他者に危害を

加えない限り、別に、仏教でも、キリスト教でも、イスラム教でも、あるいは尊敬する人

の言葉、何だって構わないと思う。人間がそれを人生の支えとして選択したとき、それは

その人にとって限りなく真理に近づくものだとは思う。それを支えとして、人生を歩むの

である。人間は、とても弱い存在だから、そういう風に頼れるもののある人は強い。福祉

関係者の頼るものは何か。それは、歴史の事実によって生まれた福祉の価値である。何を

信じればよいのかがわからない時、福祉関係者は、歴史の事実を省みるべきだと思う。そ

こに、戦争、テロ、虐殺、病、苦痛、があった。その事実が、福祉関係者になすべき使命

を与える。真理、唯一絶対の答えなど無くとも、事実が私たちを動かす。だから、事実を

伝える歴史はとても重要であるし、日常生活をみつめる視点も必要である。事実を伝える

のが困難だとしても、多くの人の感じてきた苦悩の事実が伝えられなければならない。 
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生きるという欲求 

 

 好意をもっている人が、「これが好き」というのを聞くと、いつの間にか私もそれが好き

になっている。また、好意をもっている人がよく着ている服の色だって、いつの間にか好

きになっている。人間ってそういうものなのかなと思う。「人が好き」という人と、かかわ

っていけば、私もどんどん「人が好き」になれるのだろう。ボウルヴィーという人の愛着

理論は、乳幼児と親との関係がとても大切であることを示しているが、愛される乳幼児は

幸せだと思う。当たり前のことだけど、「子どもが嫌い」という大人が存在することを考え

ると、やっぱり愛される人は幸せだと考えさせられる。人間って、どんな人を好きになっ

ていくのだろう、その幅広い可能性を思うと、出会いが意味をもっていく。「あなたに出会

えたから、今の私がある」ってセリフを耳にするが、その通りだと思う。「人の人生は、出

会う人によって決定される」、「人の人生は、生まれた家庭環境によって、決定される」こ

ういう考え方は、現実の社会を考えたとき説得力がある。ただ、そういうのは、運命論的

であって、もしくは偶然に身を任せる人生のようにも感じられて、寂しさも漂う。「生きる」

という欲求は、自分とともに他者へも向けられて、「人が好き」ということから生じるべき

だと思う。だから、そういう人とのかかわりが人間を成長させ、また守るのだと思う。 

いろいろな欲求があるが、欲求とは生きる意欲であると思う。人間の本能は、トイレに

行きたい、腹が減ったという生理的な欲求や、危険から逃れたいという安全の欲求をもっ

ている。しかし、知恵をつけたとき、人間は、どんな欲求をもつのだろう。憎むアイツを

傷つけたい、自由に暴れたい、お金を奪いたい、他人のものを自分のものにしたい、そう

いう欲求もでてくるだろう。欲求の大きさは、生命力の大きさにも感じられる。欲求をも

つ人は、強い。そして、成功をつかむことが多い。ただ、その欲求の“質”が問われる。

人を傷つけたいという欲求は、なぜ出てくるのだろう。愛されたいという欲求が満たされ

ないときに、人間への敵意を示すのではないだろうか。安心できる環境に無い時、つまり

安全の欲求が満たされないとき、人間は不安で攻撃的になるのではないだろうか。幸せの

欲求が満たされないとき、他者を不幸にしたいという意欲が沸くのではないだろうか。人

間の生きるという欲求は、人とのつながりによって、相互に助け合い愛し合うことによっ

て、成り立っているべきだろう。人間は、知恵をつける動物だから、そういう生きる欲求

でないと、お互いにひどく傷つけあってしまう。自分自身がどのような欲求をもっている

のか、自問自答してみると良いだろう。人を傷つけたいという欲求がみられたら、あなた

は真に愛された経験が少ないということである。そういう時、ボランティア活動等に参加

してみると、周りの参加者から優しさを分けてもらえるかもしれない。自分のためにも、

社会福祉にかかわっていくのはどうだろうか。そこであなたの欲求は、人を傷つけるもの

から、人を守るものへと変化をするだろう。「人が好き」ということから、生きる意欲が構

成され、素直な人生が開かれるように感じる。 
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自分・他人を幸せにできる人間 

 

 他人を幸せにすることは難しい。それは、一番身近にいる人を幸せにしている人が少な

いと感じたからである。一番身近にいる人とは、“自分自身”である。自分を幸せに出来な

いで、他人を幸せにしようなんて考え方は、大きな誤りである。自分自身が幸せであるか

ら、周りの人も幸せを感じられる。また、自分自身を好きになれないで、他人を好きにな

れるわけがない。たとえ、好きと感じたって、それは表面的なものだ。自分の抱えている

たくさんの欠点を含めて、自分自身を好きでいるべきだ。そうでないと、他人に自分の欠

点を発見したとき、その他人を嫌う傾向がある。「背が低い自分が嫌い」と言う人は、どこ

かで同じように背の低い他人に対して悪いイメージを持ってしまう。「勉強できない自分は

ダメなやつだ」と考えている人は、勉強できないだろうと思う他人をバカにしていたりす

る。もっと、自分を、人間そのものを受け入れたら良いのに、そうして初めて幸せな生活

を送れるように思う。あらためて自分の手を握り、その暖かさを感じてもらいたい。 

さて、「みんな仲良く」が理想だが、そういうのが困難であるのがこの世であろう。社会

に出て、さまざまな人とかかわっていると、「どうも相性が合わないのではないか」と考え

させられる人と出会うことがある。ただ、「相性が合わない」と感じる理由は、たいていが

「相手のことを知らないこと」にあるように思う。なんだかんだ言ったとしても、共に歩

むことができる関係を築くためには、出来るだけ相手のことを知ろうとする態度が求めら

れる。近くにいると、自然にお互いを理解し合う形ができるが、広い世の中でいつも一緒

にいる人は限られている。そういうときは、一緒にいるわずかな時間を大切にして、相手

を知る努力をしなければならないだろう。ところが、相手が私を受け入れようとしないこ

とがある。第一印象、偏見、差別意識、そういうのが人間関係を親密にする上での障壁に

なっているのだろう。さらに、恥ずかしがり屋というのも障壁かもしれない。いろいろな

犯罪が報道される昨今、世の中は危険も多いから、そういう恐怖もお互いを警戒しあい、

人間関係を希薄なままにしているのだろう。時には、話しかけてくれたチャンスを大切に

して、人間関係を深めようと努力が必要である。その努力からだけでも、相手は「相性の

良さ」を感じとってくれるのではないかと思う。無理をする必要はまったくないが、相性

の悪さを乗り越えるために、少し話をしてみるのもたまには楽しいように思う。なにぶん

相手のいることだから、自分の思い通りにはいかない。そういう“かけひき”を楽しむ心

のゆとりを持ちたいと思う。自分の幸せと他者の幸せは、別々のものというよりは、表裏

一体となったものに感じる。他者の不幸が、人を苦しめることが、それを証明しているの

ではないか。やはり、自分だけ、あるいは自己犠牲という考え方ではなく、ともに幸せを

目指すものに思う。 
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創り出されるイメージ 

 

 「関西人は、赤信号で横断歩道をわたる」というウワサが流れる。それは、単に「関西

の歩行者がいいかげん」なのか、それとも可能性は低いが「関西以外では自動車が危険な

運転をするので、歩行者が気をつける」のか、あるいは「関西では歩行者と自動車が上手

くコミュニケーションをとっていて、関西以外では歩行者と自動車の相性が悪い」という

ことか。ウワサの根拠はどうでもいいのだが、そういうイメージによって、関西人は関西

人らしくさせられることがあり、自然と関西人っぽくなったりもする。関東で生活して「関

西人っぽくない」と言われた経験がある。みなさん、わかってはいるのだが、関東やその

ほかの地域で思われているイメージ以上に、さまざまな人が関西にはいる。個人的には関

西人のイメージは好きだが、関西に在住している当事者の知るところや知らないところで、

このようにそのイメージが創られていくことに留意しておきたい。 

高齢者へのイメージ、障害をもつとされる人へのイメージ、福祉専門職へのイメージ、

そういうイメージも同じように当事者を離れて創り出されることがある。それは、時に大

きな問題を生み出すことがある。例えば、「高齢者へは介護」、「障害者は助けてあげる」、「福

祉専門職は、優しい」といったイメージが先行する。その結果、当事者一人ひとりを見る

ことなく「（高齢者の多くが老後の生活を豊かに地域で生活されているのに）高齢者らしく

施設で大人しくしてなさい」、「（障害者の自立生活が求められているのに）障害者は周りの

人に助けてもらいなさい」、「（福祉専門職は専門職として守らなければならない厳しさを持

っているのに）福祉専門職は親切な人でありなさい」、こういう決めつけがなされる。それ

は、「関西人」というイメージを創るように、実によくなされている。イメージどおりなら

まだ許されるものの、イメージと異なっているときに、葛藤が生じる。 

 もしイメージをイメージとしてのみ物事を判断すれば、世の中はイメージだらけで、何

もわからなくなる。だから、イメージだとわかっていながら、それを事実のように取り扱

わなければならない。人間は、幼い頃から、なぜ星は光るのか、なぜ朝と夜が繰り返され

るのか、水はなぜあるのか、人の怒りにはどういう意味があるのか、そんなわからないこ

とだらけの物事に対して、適当にイメージで答えをつけてきた。そうしないと、「自分自身」

と「この社会」が理解できない。ただ、あくまでイメージはイメージだから、答えを間違

えていることがよくある。とりあえず意味をつけなければならないとき、適当なイメージ

を創りだす。相対性理論あるいは散逸構造論を意識して考えたり、形態素解析をしながら

日常生活を分析したりする人など、そうはいない。仮に、そういう人がいても、果たして

イメージを取り除くことができるかは疑問である。 

 人はイメージの世界を生きる。そのことを心の片隅にいつも忘れずにもっていたい。そ

のイメージが当事者を無視したものにならないよう気をつけたい。特に、専門職としてク

ライエントと接するとき、自身のもつその偏ったイメージを払拭しなければならない。日

常生活では、お互いが誠意を持って関わりあうことが実に大切である。 
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生と死 

 

 生と死は、誰のものだろう。生は、その生命をもつ人自身のものであろう。殺人に対し

て、その親であろうと誰であろうと許されるものではない。だから、生は、その人自身の

ものである。死は、どうだろうか。死だって、家で亡くなりたい、病院で亡くなりたい、

家族に看取られたいと思う個人の意思が尊重されることを考えれば、その人自身のもので

ある。だが、生も死も、その人自身のみにあるのではなく、周囲の人とともにある。生と

死をめぐって、家族は喜びあるいは悲しむわけであって、それは大きな感情だ。ある人の

生と死は、ある人を取り囲む周囲の人たちのものでもある。そして、生と死は、その人と

周囲の人たちにとって、もっとも大切なものともいえる。どちらも奪われてはならない機

会である。よく考えて、その機会をどうするかを、選択されなければならない。 

医師の一言で、死に場所が決定されたりするものではない。でも、実際には、本人の知

らぬところで決められてしまうことがある。それは、ご本人から、そしてそのご家族から

生や死を奪っていることにつながらないだろうか。 

現代社会に生活をする人たちは、死と接する機会が少なくなっている。現代社会の仕組

みが、人たちから死を奪っているのではないかと考えさせられる。死と生は、表裏一体の

関係である。死があるから生があり、生があるから死がある。だから、死は忌むべきもの

ではない。死と接する機会の少ない社会は、同時に生に対する意識が薄れる気がする。死

と接しない人が、大きな犯罪に走るのではないかと考えさせられる。病院や社会福祉施設

（高齢者施設）に勤めていると死と接する機会が非常に多くなる。その分、社会では、死

と接する機会が減少しているのだろうと考える。私は、社会福祉を学ぶなかで、死を感じ

ずにはいられなかったし、高齢者施設に勤める友人は常に利用者の死と関わっている。そ

ういう生活は、そこに死だけではなく、生を同時に意識させる。本来、生と死は人々の生

活のごく身近にあるものである。全世界で、一日に何人産まれて、何人亡くなるのかを調

べてみれば、驚く数字が出てくるだろう。出産の場、臨終の場に、人がいないのは悲しい

ことである。このようなあたり前のことを書こうとするのは、生も死も、遠い存在になっ

てしまっていると感じるからだろう。だから、改めて、生も死も、その人自身のものであ

って、同時に周囲の人たちのものであることを考えたい。 

 自己の生命は、連鎖のなかにある。その連鎖がここまで続いていることにまずは感謝し

なければならないだろう。何の関わりも無いと思われる人であっても、どこかでつながっ

ている。血のつながり以外にも、思わぬところで影響しあっていたりもする。自然環境は、

人間の身体のあり方に大きな影響を与えている。動植物の存在は、人間の生き方を左右し

てきた。全生命体の一部としての私を感じるとき、そこに自他の区別は消滅する。私も全

世界の一部を構成しているという感覚は、他者への愛を生み出す。自己へのやさしさは、

他者へも向けられる。自己への厳しさも、他者へ向けられる。 
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酸素が緑色だったなら 

 

 人間の目は不思議だ。空気につつまれているのに、その空気を透視して、周りのモノを

見ることが出来る。昔、カエルや金魚を見ながら、カエルは空気を見ることができるのだ

ろうか、金魚の目には世の中がどのようにうつっているのだろう、と考えてみた。「蟻（ア

リ）にとって、僕は怪物だろう」とも考えた。しかし、答えなどわからない。空気に色を

つけたなら何も見えなくなるのかな、とも考える。その頃の「僕」にとっては、空気が緑

色になっても、驚きもしない。むしろ、おもしろがるだろう。ところが、大人になると、

そうはいかない。空気に色がついたなら、大騒ぎだ。それが、子どもと大人の違いかもし

れない。 

 視覚障害、聴覚障害、その他身体障害、知的障害、精神障害、そういう状態への対応も、

子どもと大人とでは違う。「別に、空気が緑色でもいいじゃないか」、そういうことを考え

ていた「僕」は、障害だってどうでもよかった。ところが、背が低いと言われたり、障害

者への大人たちの視線をみたりしていくなかで、少しずつ「普通」の意味を知るようにな

る。「空気は、透明」、それが普通。普通と違うものを、大人たちは嫌う。 

 普通ってなんだろうか。福祉を学ぶ学生のなかに、「普通」を大切にする人がいる。でも、

あなたにとっての普通と、その人にとっての普通は違う。普通でもいいし、普通じゃなく

ても別にいい。 

 「僕」の見ているものと、他人の見ているものは、違うかもしれない。「僕」が赤と感じ

ているものを、他人は「僕」にとっての緑のように感じているかもしれない。そんなこと

を真剣に考えてみたが、答えはわからない。今になっては、考える気にもならない。幼稚

園の頃は、違いを探し、その発見を楽しんだ。中学生にもなれば、「普通」を知ろうとし、

違いを隠そうとする。 

 「異常」という言葉がある。酸素が緑色に見えたなら異常だろうか。幼稚園児の僕はお

もしろがるだろう。福祉従事者は、障害を持つとされるさまざまな人と関わる。認知症や

精神障害によって、存在しない虫が見えたり、お化けが見えたり、妄想や幻覚が生じる。

福祉従事者は、どのように対応するべきだろうか。よく考えて、専門職としての専門性を

高めていきたい。そこで、意外と、子どもの頃の感情が役に立つ。 

「カエルは空気をみることができるのかな」、「酸素が緑色だったらおもしろいだろうな」

と考えていた子どもの頃の純粋な感情、大人にとってはつまらない好奇心が、認知症高齢

者や精神障害をもつとされる人と関わる際のヒントになるように思う。子どもは残酷だと

言われることもあるが、その純粋さが偏見や差別を生まない方法の一つかもしれない。 

特別支援学校という学校がある。何らかの障害を理由に、別々の学校に通うというのは、

とても残念に感じる。小学校から分ける必要があるのだろうか…。算数や国語の勉強より

も、大切なものを失っている気がする。わが子に「近所の〇〇ちゃんは、どうして同じ小

学校に通っていないの？」と質問されたら、私は、何と答えたらいいのだろう。 
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貧困な人 

 

 貧困というと、経済的な貧困（お金が無い）を思い浮かべるが、経験の貧困もあるだろ

う。人間関係の貧困もある。さらに量に焦点をあてるか、質に焦点をあてるか、でも異な

る。例えば、人間関係では、量（知り合いの人数）と質（新密度等）が問われる。生活保

護制度をめぐっては、経済的な貧困に対して、主に金銭が支給される。経済的な貧困にも

量と質がある。例えば、支給された金銭をどのように使うか。支給された金銭を、ギャン

ブルや飲酒・喫煙等にばかり使われては、そこに質の問題が生じる。また、どのようにし

て手に入れた金銭かである。同じ一万円でも、労働で得たもの、知り合いから借りたもの、

窃盗、プレゼント（お年玉、お祝い）、お礼、さまざまな手にした理由がある。 

１９４２年のベバリッジ報告では、社会において解決すべき５大悪のひとつとして貧困

が挙げられている。この貧困は、なんだろうか。ベバリッジ報告では、貧困の解決手段と

して、社会保障制度を挙げている。しかし、制度だけでは解決できない。金銭的に貧しい

人に、金銭を支給しましょう、医療サービスを支給しましょう、あるいは住宅を支給しま

しょう。それだけで、貧困がなくなるわけがない。１９４２年から、６０年以上が経ち、

いまだに貧困とされる人がたくさんいる。貧困は、金銭だけが原因ではない。少なくとも

人間関係や経験（教育）と無関係ではない。さらに、金銭の量だけでなく、質も問われな

ければならない。お金ばかりに注目をし、そしてその量（金額）に焦点を当てた議論をす

るだけでは解決しない。社会保障制度・生活保護制度は、必要である。でも、それだけで

は貧困は解決しない。大阪で方面委員制度を築いた小河滋次郎は、大正時代に「社会事業

（社会福祉）には、積極的なものと、消極的なものがある」と言っている。金銭を給付し

て終わりとする消極的なものだけでなく、積極的に自己実現へ働きかけよということであ

ろう。あらためて貧困への対策を考えるべきだ。 

さらに、思考の貧困というのもある。あまりに直線的であって、危険な思考に出会うこ

とがある。たいていが、自分のことしか考えていないのが原因である。あるいは、経験不

足と感情の高ぶりが状況判断を鈍くしている。 

また、人間関係の貧困もある。知り合いの数よりも、人間関係の質が重要に感じる。人

間関係に、正の関係と負の関係があるとすれば、正の関係を如何に築くかが求められる。

支え助けあえる関係、信頼できる関係、安心できる関係、そのような正の人間関係が貧困

であると、生活が実に困難になる。あるいは、つまらなくなる。一方、負の人間関係に悩

まされるのも問題である。 

さて、このように貧困とは、何をもって貧困とするのか、その判断が難しい。そこで、

まずは自己実現という言葉に、貧困を解決するヒントがあるように感じる。その人の自己

実現という基準によって貧困を測定することで、貧困を解決できるのではないだろうか。 
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生活能力 

 

 高校を卒業して、一人暮らしを始める人が多い。世の中が便利になっているから、食事

や洗濯、掃除、そういうのが簡単に出来る。お金さえあれば、一人暮らしを始めても苦労

することは無いように感じられる。しかし、コンビニやスーパーが街から消えて、洗濯機

や掃除機、エアコンが部屋から無くなれば、生活はすぐに追い詰められる。魚を捕ったり、

野菜を栽培したり、水・火を用意する。そういうことが出来る日本人は、何人くらいいる

だろうか。助けを借りなければ、生活は成り立たないことをあらためて意識し、みんな助

け合って生きていることを再確認すべきだろう。ついつい、一人で何でも出来る気になる

が、そうではない。自分の生活手段のひとつひとつを考えてみるだけで、人間が助け合っ

て生きていくものであることがわかる。 

 さらに、本当は全てのモノがそろっていても、独りぼっちだとつまらない。素敵なモノ

に囲まれていても、ふとさみしくなることはないだろうか。 

日本で最もヒットをしたフランス映画『最強のふたり』。身体の不自由な大富豪と貧困層

の若者との交流を描いた映画で実在の人物がモデルになっている。この映画は、どんなに

モノにあふれていても、人生には、人と人とのつながりが欠かせないことを教えてくれる。

私が結婚相談所をしてみたいと感じた動機の一つにもなっている。 

介護サービスを受けることを恥ずかしいと感じる人がいる。一人で生きているわけじゃ

ないのに、変なことを考える人がいるものだと思う。周囲と力を合わせること・支えあう

ことが、生活能力の重要な領域を占める。社会福祉では、力を合わすことのできる生活能

力が求められる。他人のサポートを受けることができる生活能力がなければ、生きていけ

ない。わが子は、サポートを受けることを前提として産まれてくる。社会生活は、助け合

いによって維持されていく。介護サービスを受けることは、当然のことである。 

複雑な感情と人間関係、そういう中にいて成長することによって、社会生活を営む力、

生活能力が身につくのだろう。家族の小規模化、家族機能の社会化などによって、家族内

での人間関係が希薄になっているが、何らかの方法で豊かな人間関係を生み出す工夫か求

められているように思う。 

 生活能力では、「炊事洗濯等の技能」ということ以上に、「人間関係の形成力」が重要な

位置を占めることがある。福祉工学の発展により、障害をもつとされる人の生活は、確か

に“スムーズ”にはなった。今後も福祉工学研究のますますの進展が望まれる。しかし、

介助を通して築けた人間関係が大切であることに変わりはない。例えば、「この機械がある

から、もう大丈夫ね。私は、明日からは来ません。」というような極端な事例はないにして

も、このような事例が出てきてしまっては元も子もない。科学技術の進歩だけではなく、

人間の存在をいかに考えるかを、同時に念頭に置かなければならない。生活とは何なのか。

便利になればいいのか。アウトドアや一匹ずつ釣りをする人間の姿からは、効率だけを追

い求めてはいけないことが見えてくる。 
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生活環境 

 

 生活を送る部屋には、花を飾り、趣味のものを並べる。快適に生活ができるように整理

整頓をする。当たり前のことである。当たり前のことなのに、こういうことができていな

い所がまれにある。よく見かけるのは、福祉施設内の利用者の居室。生活を豊かにするは

ずの福祉が、その名を借りて生活をつぶしてしまうことは、避けなければならない。写真

がない、テレビがない、モノがない…。さらに汚れている。福祉施設や病院に花が飾って

あるだろうか。生活の場として、その施設が相応しいかをよく考えてみるべきだ。 

また、福祉施設の環境を左右しているのは、人間の感性だけではなく、その財源にもあ

る。わずかな保険料とマンパワーで、全てを解決するには限界がある。いくら生活環境を

整えようと考えていても、そのためのお金と人手がなければ、どうにもならない。いろい

ろと工夫をして、紙で部屋の飾りつけをしたり、音楽を流したり、まめに掃除をしたり…

でも間に合わないことが出てきてしまう。 

福祉施設や病院において、利用者に「毎日をここでどう過ごせばいいのか」と感じさせ

る環境は非福祉的な状況である。将棋が好きだった人、音楽やテレビ鑑賞が好きだった人

…施設を利用することで好きだったものが遠ざかっていくことは避けなければならない。 

福祉施設や病院での日々が地域生活・在宅生活とはかけ離れることで、在宅でのこれま

での生活をつぶしてしまってはならない。ソーシャルワーカー（社会福祉士）がいて、き

ちんとソーシャルワークを展開させてくれれば病院・施設での生活環境が一新するだろう。

生活を見つめる力を発揮し、社会正義に基づいた行動をするソーシャルワーカー。その高

き使命に誇りと自信をもって、大きな社会環境に働きかけ、目の前の一人ひとりの生活環

境の改善に奔走すべきである。それでも、お金と人手がなければ難しい。 

 暗い環境で生活をしていると暗くなり、明るい環境で生活をしていると明るくなる。花

のある生活は、気分を華やかにしてくれる気がする。その空間がどのような空間であって、

そこにいかなる時間が流れているのか。福祉職は、そういうことにしっかりと気配りでき

る専門性を養わなければならない。自分自身の日常生活を見つめたり、利用者の生活に寄

り添ったり、時には本を読んだりして。そして、たまには旅行にいけるゆとりも必要であ

り、そういう労働環境のもとで仕事ができることが理想だと思う。世論調査などでは、人

間は「モノ」から「心」を大切にするようになってきたとし、その分野の研究者もそれを

引用されていることが多い。本当にそうだろうか。人間は、ずっと前から「心」を大切に

してきたのではないだろうか。「モノ」がめずらしく、便利だから、一時的に「心」より「モ

ノ」に欲求が集まっただけのような気がする。生活環境において、この点も考えて見たい。

外見だけでなく、生活環境の奥底をみつめる“目”が必要である。 

 結婚後の生活環境は、どう変わるだろうか。結婚を決意されたお二人は、ワクワクした

気持ちで、新しい生活のことを考える。どのようなタイミングのものであっても、生活環

境の変わることにワクワクを持ちたいと考える。 
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社会福祉的解釈の意義 

 

 単なる働き・機能は、無価値なため、そこに何ものも生み出さない。例えば、テレビと

いう機械は、機械のみでは意味をなさない。人間のもつ機能であっても、同様であり、呼

吸という働きは、その働きのみで何を生み出すというのではない。そのような働き・機能

（キーネーシス）は、多様に存在し、意識されたとしても、ただそれだけのことである。

そこで、働き・機能に目的が加わることによる“意義ある働き・機能”が注目をされる。

働き・機能に目的が備わるとき、例えば、テレビは楽しみを提供するための“意義ある働

き・機能”となり、呼吸は人間を活かすための“意義ある働き・機能”となる。さて、こ

こで“意義ある働き・機能”は、どのような目的をもっているかが問われ始める。例えば、

人を傷つけるための“意義ある働き・機能”を持つものとして大量破壊兵器が作られたり、

人をだまし陥れるための“意義ある働き・機能”として話術が考察されたりすることを考

えれば、その“意義ある働き・機能”の目的こそが重要な意味を持つ。さて、“意義ある働

き・機能”は、単なる働き・機能（キーネーシス）とは異なり、その働き・機能自体が目

的となることもある（エネルゲイア）。例えば、「歩く」という働き・機能自体が、散歩、

身体を動かしたい、という目的を包含した働き・機能となる。そこには、無意味な働き・

機能（キーネーシス）を排除し、人間の営みの根源がみてとれる。 

 多くの研究により、世の中には、さまざまな働き・機能が生み出されてはいる。各学問

が、各々の分野ごとにその知見を深化させている。そこで、社会福祉学を学んできたもの

としては、それらの研究成果は何の役に立つのかが気になる。つまり、単なる働き・機能

の研究で終われば、それらは無意味であるし、さらに無用な機能・働きによって労働力の

搾取が行われる。あるいは、何の役に立たせるのかが気になる。結果として、自然環境を

破壊し、私たちの生活を困難に導いていく働き・機能へは、強い反発の態度が求められる

のではないかと考える。 

 このようなことを考えた上で、社会福祉的解釈の必要性を示したい。私は、社会福祉の

知識や技術は、その多くが社会福祉学固有のものではなく、他分野からの研究成果・援用

であると考えている。さらに、それらの知識・技術は、無価値なため、それのみでは、何

の意味もなさない。つまり、介護技術を学んだとしても、それを使わなければ意味がない

し、実際に介護福祉を学んだ学生が介護現場とは関わりのない場所で仕事をすることは多

くある。そこで、それらの知識・技術を如何に解釈するべきか、その社会福祉的解釈（社

会福祉の価値）が重要な意味を持つ。それは、社会福祉の知識や技術のみではない。社会

学や心理学、工学、医学、経済学、文学、そのような各学問分野の研究成果の解釈にも関

わる。社会福祉的に解釈をして、各学問分野を考察、援用した場合、社会福祉的な世界観

によって、統合された学問体系が表出する。それが、社会福祉学であり、そのような経過

によって、福祉を目的とした“意義ある働き・機能”が生み出され、世界が創造されるも

のと考える。ここに社会福祉的解釈の重要性がある。 
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Ⅱ．「福祉」に求められる技術・知識・価値 

 

 

実践の科学としての社会福祉 

 

大正期の社会事業研究家である海野幸徳が福祉は実践の化学であると力説している。海

野幸徳の男女性別役割分業等をめぐる記述は、当事の時代背景による限界を感じるが、人

間そのものを見つめることの大切さを述べている点に感動する。「誰かのために勉強してい

る」と考えているときには、机に向かっていても無意味には感じない。それは、それが実

践に活かされるからであるし、人間ってなんだろうと真剣に考えているからである。「福祉」

を考えるには、生活困難をとらえる目が必要である。その目は、生活困難を感じる感性で

ある。相手の立場になって、その人の困難・生活上の障壁を感じ取る目である。さらに、

生活困難の原因やその解決方法を考えさせる目でもある。そういう目は、机に座っている

だけでは、育っていかない。生活者のどろどろした生活環境に身を投じて考える必要があ

ると思う。大林宗嗣や賀川豊彦のセツルメント・社会運動という実践・理論は、そういう

ものなのだろう。小河滋次郎のいう方面委員制度も人々と共に歩むことに意味がある。そ

ういう実践を展開しようとしたとき、教育のもつ意味が大きくなる。どうしても、人間へ

の働きかけが求められる。ここに、社会福祉と教育の関係がある。教育は、戦中の国粋主

義教育が証明するように、人間のあり方へ非常に大きな影響を与える。だから、教育につ

いては、常にその内容がチェックされなければならない。福祉の価値によるチェックであ

る。東井義雄は、私が生まれ育った兵庫県で教鞭をとってきた人だ。東井義雄のいう「村

を育てる学力」と「村を捨てる学力」という考え方は、まさに地域の人と共にその生活を

みつめてきたから生まれた考え方であり、福祉と教育のつながりが見てとれる。マリッジ

コンサルティングつづり屋の名前も、ここにみられる「生活つづり方教育」からとった。

教育とは、人に対して積極的に働きかけていく手段である。社会福祉援助技術の機能とし

ても欠かすことができない。社会福祉関係者は、さまざまな立場の人と共に、社会に対し

て、意見を述べていかなくてはならない。「差別をするな」とか、「いじめるな」とか、そ

ういうのを積極的に表現するためにも教育の持つ意味は大きい。例えば、苦痛で泣き止ま

ない子どもに対して、薬を与えても、医術を施しても、涙は止まらない。「すぐに元気にな

るからね」と伝えても、子どもは今を生きているから、その涙は止まらない。そういうと

きには、目をみつめ、手を握ってあげると、涙が止まったりする。そこでは、人の暖かさ

を学ぶ。さまざまな技術や知識より、人とのつながりが人を守る。そういう所が確かにあ

る。子どもが寂しい顔をしているときは、親は、そっと子どもの手を握ってあげればいい。

人はひとりでは生きていけないとは、よく言うけども、それをささいな人とのふれあいか

ら感じ取れる人間性を養いたいと思う。誰がそういうことを教えてくれるのだろう、自分

の中にある人への愛を誰が育ててくれるのだろう。 



 

©マリッジコンサルティングつづり屋 - 19 - 

児童虐待を考える 

 

 ある寒い日の夜、路地を歩いていると上の方から子どもの泣き声・叫び声が聞こえてき

た。私がその路地を歩いている間、ずっとその声が聞こえた。「こんなに長い間、子どもが

泣いているのに、誰もそれを気にしないのかな」と考えたりすると、都市での生活に疑問

が生じる。自分も子どもの泣き声を気にしない、多く人間の一人になっていて、ただ夜道

を歩いている景色になっている。こういうのって、いいのだろうか。ダメだと思っていて

も、そのまま夜道を歩き続ける自分がいる。「世の中には、こんな風にたくさんの子どもが

泣いているのかな」と冷静に考えてしまった。日本の児童虐待件数は、統計資料から知っ

てはいる。でも、統計資料の数字には怪しい所があるし、そもそも数が問題なのではない。

子どもの泣き声の聞こえる家庭に対して、手を差し伸べる人のいないことが問題なのだろ

う。児童相談所の職員や警察が手を差し伸べるから解決するということでもない。そこで

泣いているのに、それも叫んでいるのに、すぐ近くにいる人が、近所の人が手を差し伸べ

ないことに問題がある。こんなにも近隣の人間関係が希薄なのは怖くなる。 

児童虐待は、家族の絆、人間同士のつながりを子どもたちから奪う。虐待をする人との

つながりを奪い、虐待から子どもを助けない人とのつながりを奪う。児童虐待は、家族の

問題として解決するのではなく、その家族の背景にある社会の問題でもある。児童虐待の

起きた家族のことを他人事として考えていないだろうか。自らの問題として意識している

人がどれほどいるだろうか。福祉は、誰のためのものだろうか。何の障害ももたずに生き

ている人なんて存在しない。誰もが何らかの苦痛を感じながら生きているのだから、福祉

はみんなのためのものである。生きるうえでの障害は、第一に生活環境に原因がある。だ

から、福祉は生活環境に働きかける営みである。生きるうえでの障害は、第二に障害を感

じるその人自身にも原因がある。「私が悪い」と考えるその人に、「あなたは悪くない」と

いうメッセージをおくり、自己実現へと導く営みが福祉である。福祉は、特別なことでは

なくて、私たち一人ひとりが“自身”と“自信”をもって、手をつないで世の中を歩むこ

とをサポートすることだと考える。子どもたちの笑顔が消えないことを願いたい。 

小さな子どもに笑顔があるように、その笑顔が少年少女になっても消えてしまうことが

無いように、そういう社会がひとつの理想に思う。子どもたちの笑顔に「ありがとう」を

感じながら、地域の人々が生活を送る社会は、いつの頃から築くのが困難になったのだろ

うか。多くの人がお金をもうけようとして、少しでも勉強して偏差値の高い学校へ進学し

ようとしてきて、それは悪いことではないが、お金と学歴…、他に頼れるものがないのか

と考えると、生き辛さを感じるのではないだろうか。家族の絆、人間同士のつながり、そ

ういうものが私たちの生活には必要であることは明らかであろう。 

 児童虐待という事実と、その背景にある私たち一人ひとりの行動を、どのように考える

べきだろうか。お金や出世のことばかり考えるような行動に、児童虐待に通じるものがあ

るように思う。 
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人間理解 

 

 「近頃の若い者は、だらしない」など、よく聞く言葉である。それは、若者が現代社会

の一般的な考え方とずれた考え方・態度をしているからだと思う。こういうことを言われ

ると、若者は、「大人たちの考え方が理解できない」と反発するかもしれない。それは、大

人たちの考え方が若者の考え方とずれているからである。対立する両者のどちらが正しい

のかは、私にはわからない。両方とも正しいかもしれないし、どちらも間違っているのか

もしれない。それは、どうでもいいような気もする。大切なのは、対立する両者が話し合

うことである。答えは、どうなるかわからない。でも、話し合うことで、その場・その時

の、最善の答えが導き出されると思う。時代や場所が変われば、答えも変わってくるだろ

う。だから、いつも話し合うことが必要である。お互いを理解して、歩むのが人間の社会

だと思う。たとえ、対立しながらも、話し合いの機会はもっていたい。一方的に文句ばか

り言う態度は、どうかと思う。私もまだまだだが、相手の意見を聞きながら、文句の言え

る人間になりたいと思う。 

 なお、そこでは、相手の状況を冷静に考えることも求められる。生まれたばかりの子が

日本語を理解できないように、話し合いの内容によっては、その会話が無意味になること

がある。そのような営みは、生まれたばかりの子どもに、難しい日本語で話しかけ、それ

を理解させようとしている大人の姿のようであり、大人の責任が問われる。 

 また、相手の意見を聞くのは、難しいが、自分の本音を素直に伝えていくことも、難し

い。言葉の通じない人と接するとき、自分の気持ちを言葉で表すことができなくても、顔

の表情や全身の態度によって相手に思いを伝えていくことができると考えさせられるが、

それでも人間理解は困難だと思う。いろいろな人間関係、人間への感情があるが、その違

いは、相手との間にどういう時間を過ごしているのかにもある。時間は、大切であって、

例えば、道幅が狭いのに「我先に」と争うように道路を歩くのをよく見かける。高校教員

をしていたとき、生徒に「他人の時間を奪うようなことはしないように」、「大切な時間だ

から、それを自分のために使ってくれると嬉しい」などと言い、「ともかく・・・だから遅

刻はしないように」と長々と説教をよくした。時間は、確かに大切なのだが、その“質”

も問われなければならない。順番を抜かしたり、他人に仕事を任せたり、むやみやたらに

他人の時間を奪うようなことをして、得られる時間にどれほどの意味があるだろうか。ま

た、経過をする時間は、空間を創造している。どのような時間が流れているかで、空間が

規定される。その時間の流れと空間のなかで、人間関係が築かれていく。時間をかけて相

手の想いを感じ取り、時間をかけて自分の想いを伝えていく。コミュニケーションは複雑

でよくわからないが、その結果の人間理解も、簡単に言葉で表現できるものではない。自

分がどのように理解されるのかが不安だから、着飾ったり、お化粧したり、さまざまな格

好をつけたりするのだが、ますますよくわからない。よく見て、その人の本質に迫らなけ

ればならない。そうすると、世の中にはそうそう悪い人はいないと感じられるだろうか。 
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「うつ」への取り組み 

 

単調な日々が続くと、刺激を求めたがる人がいる。そういう人でもショックなことがあ

ると、刺激を求めたがらず部屋に閉じこもることがある。最近、「うつ」について扱ってい

るニュースをよくみる。「うつ」なのか、「うつ」じゃないのか、そういう判断は困難であ

る。精神保健福祉士資格の勉強で、「うつ」は疾患として習ったのだが、それでもよく理解

できない。「うつ」の回復期には、自殺する可能性が高くなるという。日本は、年間約３万

人が自殺をしている。そのなかに「うつ」の人が何人いるのだろうか。 

ともかく、社会が明るくなり、人間関係が豊かになれば、自殺者は減り、「うつ」の人も

減る。「うつ」対策としては、医療がどうのこうのだけではなく、生活も大切である。それ

を、疾患として、心身の問題としてのみ判断するのは誤りかもしれない。「うつ」を心身の

問題として個人の責任にするのではなく、社会のあり方がおかしいから生じた、そういう

社会の責任としても扱うべきだと思う。もっと、もっと、社会のあり方を考察するべきだ

ろう。私たちが生活している社会がどのような性質のものかをよく考えるべきで、自省性

を有すべきだろう。 

 さて、一般的に少子高齢化や家族機能の社会化によって、家族力が低下しているように

思われている。「うつ」の発生と家族力は、関係があるように思う。家族は、虐待や失業、

別れ等々の現象を考えると壊れるし、そこで子どもたちに悪影響を与えたりもする。家族

にとっては、どういう社会が理想なのだろう。どのような生活・家族が理想かを考えて、

そのための社会や経済を考えていくのが政治のひとつの役目だろう。仮に、政治の空白が、

社会生活を荒廃させ、「うつ」を生じさせるのなら、政治家は多くの罪を犯している。ひと

つの法律・制度がどれだけ私たちの生活に影響を与えていくのか、行政職員や私たちと心

を通わせて話さなければならない。もちろん、政治に無関心な私たちにも、社会生活の荒

廃の原因がある。 

 共にいるだけで価値がある、そういう人間関係を家族でもてたなら、「うつ」は少なくな

るように思う。家族、それは、血のつながりがなくてもいいし、ペットを家族と考えても

いいし、児童養護施設での仲間だって家族だろう。そこで、子が親に、親が子に、仲間が

仲間に、目の輝きを見せるとき、家族の絆が現れる。そこでは、福祉関係者や医療関係者

は、ただ立ち尽くすしかできない。それほど、家族力は強い。 

国家が失敗し、経済が失敗し、同じように家族も失敗するのなら、人間を支えるものは

何だろう。支えるものを感じられず、その寂しさが「うつ」を生じさせるのなら、「うつ」

はメッセージである。政治や行政、家族に対して、「もっと、人を大切にする、人間関係の

豊かな社会」を求めるメッセージである。そこで、何をしなければならないのか。その判

断と行動が求められる。 
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生活における刺激 

 

 世の中は、刺激が多いから、大切なものが見えなくなることがある。私は、欲をもって

いるから、大切であるはずのものを捨てて別のものを手に入れようとする。TVCM やブロ

グ、ユーチューブなどをみていると広告がたくさんでてきて、「そんなにも人にたくさんの

モノを買わせたいのか」と疑問に思う。各種メディアをみていると、欲しいものがたくさ

ん出てきて、「あれが欲しい」という欲望が頭を支配する。「２０％オフ」、「特価」、「限定

商品」、「バーゲン」、そこまでして人にモノを買わせてどうするのだろう。そんなモノより、

もっと大切なものにお金を使うべきだと考えられる人間になりたいと思う。お金への欲は、

私から大切なものを見る“目”を奪っていくような気がする。 

だから、目の前のことだけでも落ち着いて考えていこうと思っている。そうすれば、経

験が私を育ててくれるだろう。経験は、未来の予測を与えてくれる。明日より、１ヵ月後、

１年後、１０年後、を考えて、生活ができるようになるだろう。やがて、臨機応変に、状

況の変化に対応できるようになるだろう。また、１人の経験よりも、２人の経験、１０人

の経験の方が、より成長できるだろう。だから、たくさんの人とかかわっていくべきだろ

う。人とのかかわりのなかで、刺激と欲望は、他人を大切にすることに向けられるように

なるかもしれない。 

刺激や欲望とは、「生きる力」へとつながるものだと考える。どんなに辛い経験が多くて

も、刺激から楽しみや可能性を、欲望から満足や希望を感じ取り、それら辛い経験を乗り

越えていく。どんな人も悩むことがあり、誰だって悲しくなることがある。死別という悲

劇を経験しない人はいない。病気、ケガは、常につきまとう恐怖である。それでも、それ

らに耐えて生きて行く。それが人間ではないかと考えさせられる。そういう時の刺激・欲

望は、どうあるべきだろうか。宮沢賢治が「雨にも負けず、風にも負けず・・・」という

言葉を残しているが、厳しい環境に耐えることができる、その刺激・欲望とは何か。頑張

りすぎて倒れてしまってはならないし、逆に雨や風を楽しめる人になりたいとも思うが、

よく考えてみたい。 

人間が刺激によって成長するとき、社会福祉関係者は、何をもって「成長」と判断する

のだろう。日常生活で受ける刺激は、それぞれ何を意味しているのだろう。社会福祉って、

やっぱり難しい仕事だと思う。そういう生活の刺激について、いろいろと考えなくてはな

らない。なぜ、それが刺激になるのか。その刺激のもつ意味は何か。刺激の結果、どのよ

うな現象が起こるのか。利用者は、どのような刺激を日常生活に求めているのか。私たち

は、利用者にどのような刺激を与えているのか。そもそも刺激とは何で、どのような種類

があるのか。良い刺激と悪い刺激があるのか、ないのか。 

刺激が、生きる意欲を育むものであってほしいとは思う。その刺激が、人を陥れるため

の欲望を増大させないことを願うばかりである。 
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花屋の専門性 

 

花屋に花を購入する目的で入店し、店員に「どんな花がいいですか」と尋ねる。すると店

員は、「ＡやＢ、この季節ならＣもいいですね」とか、「Ｄは○○、Ｅは毎年花を咲かせま

すよ」などと教えてくれる。すごい専門知識だと思う。だが、その知識以上に感心させら

れるのは、花屋が、お客に選択肢を与えているところにある。 

専門家というと、どうもその分野で一番良い答えを知っているかのように思われている

ようだ。法律は、弁護士に聞くのが一番。病気のことは、医師に行くのが一番。そんなふ

うに専門家は評価されやすい。だが、専門家の答えが正しいとは限らない。専門家の判断

でお客が幸せになるとは限らない。だから、花屋がお客に選択肢を与えるように、他の専

門家も相手に選択肢を与えるべきだと思う。ここでは、いかに選択肢を相手に理解しても

らうかが大切になる。相手に選択肢を理解していただくというのが、真の専門性なのでは

ないか。だから、花屋はすごい専門性をもっていると感じる。花に対する専門性というよ

りは、「専門家としての専門性」（専門職としての姿）に関心をする。花に対する好みは人

それぞれ違うから、花屋が選択肢をお客に与えるのは当たり前だと考えるものではない。

法律解釈や、病気への対応、教育方針なども一人ひとり考え方が異なっている。弁護士や

医師や教育者だって、相手に選択肢を示すべきだと思う。「学者が言うから間違いない」な

どと考えさせられるのではなく、専門家はいくつかの選択があることを伝え、「あなたはど

う考えるのですか」と一緒に答えを探すものだと思う。 

人間関係についても選択肢がある。人間関係の形成において、相手がどういう風に考え

ているかがわからないから、失礼の無いように気をつけて行動をするというのは、とても

疲れる。特に専門家は、相手を受け入れるよう、相手に緊張感をあたえないように、求め

てくる人と接する必要があるだろう。社会福祉に関係する専門家は、そういう人間関係を

築けているだろうか。いろいろな人間関係が存在するなかで、「私は、あなたの味方ですよ。

あなたを守りますよ」というメッセージを伝えているだろうか。福祉は、人の変化・成長

に関わり、寄り添う人間関係を求める。未来のことを考えながら、ともに人生を歩むなか

で、自然と過去が生じる。現在が幸せな生活かどうかを考えながらも、そこには未来と過

去がある。そういう素敵な仕事が社会福祉の仕事である。幅広い可能性と多くの選択肢を

意識しながらの仕事が求められる。福祉の専門家は、相手が、どういう人間関係を求めて

いるのかも見ていく必要があるだろう。 
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純粋に社会をみる目を育み欲望を昇華させるオタク 

 

 中学生のとき、ある科目の定期試験で「あなたにとって理想的な社会とは？」という問

題が出された。私は、「縄文時代」と記入した。「お金などが存在しない、自由な社会が理

想。たとえ寿命が短くなったって、のびのびと生活をしたい。」と記入した。その気持ちは

今も変わらない。争い競争し、他者を排除する社会に一体どういう意味があるのか。人の

善意よりわずかなお金が意味をもつ社会にどれほど価値があるものか。身体的暴力、精神

的な迫害、盗みなどを人間に身に付けさせる社会には、「うんざりだ」という純粋な意見で

ある。当たり前のように生活をしているが、よく考えるとおかしなことがたくさんある。

あまるほどの食事をし、好きなものを何でもそろえる。そういう人がいる一方で、生活苦

で生きる意欲さえ失いそうな人がいる。労働している人がいる一方で、労働せずに豊かな

生活を営む人がいる。頑張ったから豊かな生活をしている。怠けたから貧しい生活をして

いる。そうではない。 

マルクスがおもしろいことを述べている。過去に多くの学生を魅了した彼の理論には、

“人間疎外概念”や貨幣による労働力の搾取が述べられている。資本家と労働者階級とい

う階級間の矛盾の指摘である。貧困の原因は、個人にあるのではなく、神秘的なものにあ

るのではなく、社会にこそある。社会において価値あるものが、自然環境から労働へ、さ

らに消費へと変化をし、そこに不安定な貨幣価値を生み出していることを問題視している。

脱線していくが、消費にこそ価値があるならば、税や社会保障により、所得を再分配する

ことで富の集中を防ぎ、消費する人に分配することが必要になる。企業の内部留保や一部

の富裕層の存在は、消費を抑制している解決すべき課題となる。 

さて、マルクスのような理論を築いた人がいるにも関わらず、社会において格差が拡大

している。そこには、人間の欲があるのだろう。欲望は、誰にでもある。その欲望が、対

立や社会的排除を生み出している。資本主義では、どうしても人間の欲望を増大させてし

まう。社会主義では、一部の管理者が誕生しやすく、一部の管理者が自分たちの欲望を増

大させやすい。 

そのような人間の欲望をどのように昇華させるのかが問われる。日記のように自分の思

いを書いて解消する方法もあるだろう。福祉施設利用者と職員が交換日記をしたっていい。

あるいは、スポーツや勉強によって昇華するという話もよく聞く。自分の欲望が他人に危

害を加えずに、福祉の向上へと貢献していく形で昇華される方法を考えておくべきだろう。 

 「オタク」は、そんな欲望の昇華について、他者に迷惑をかけることなく身につけてい

る人だと感じる。何かに集中できることはすばらしい。オタクは、1970 年代に日本で生ま

れた言葉で、アニメやゲーム、漫画などの愛好家を指していた。今でも、一般的には、そ

のように判断されるのかもしれない。私は、幅広く、特定の分野において専門知識が高く

愛着を持っている人ととらえたい。オタクの生活は、他者と争ったり、他者を排除しない

生活だと感じる。 
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優先座席否定論 

 

小学生時、バスに乗った「僕」は、優先座席には座らなかった。無意識のうちに「あの

席は、弱い人が座るもの」とでも考えていたのか、あまり良い感情ではない。 

社会にでてからは、優先座席に座っている。また、辛そうにしている人以外には積極的

に席を譲らない。７０歳近くに見える人であっても、元気そうにされているなら、私は席

に座り続ける自分勝手な人間である。たまに席を譲らないで座っている人を軽蔑する目で

眺めている人がいる。そういう時、席を譲って欲しいなら「譲って下さい」と言えばいい

と感じる。別に、席に座っている側が申し訳なさそうにする必要はない。座っている方は、

相手が席に座りたいかどうかを判断することが難しい。一方、立っている側は、自分が席

に座りたいのかどうかを知っているのだから、それを表現すればよい。優先座席をめぐる

人間関係は、特殊な関係だと思う。席に座っている他人に、立っている自分が辛いことの

責任を押しつける。席に座っている側は、立っている人のことを理解しようと努力しなけ

ればならない。立っている側は、自分の感情を表現せずに立ち続けた上、座っている側を

薄情な人間だと断定する。少なくとも、自分の思い（座りたいという気持ち）をアピール

してから、相手がどんな人間かを判断するべきなのに。 

そもそも、優先座席などなくても、席を譲り合うことができる関係が本来の姿である。

そのような状況を築けていない社会の現状がどうかと思う。 

優先座席が、いつ、どのように作られたのか、調べる気にもならないが、そういう席が

ないと、日本人は席を譲らないと考えられているのだろう。優先座席には、近づかないと

決めている知人もいる。熱があるのに座らない人がいる。優先座席は、さまざまな心理的

ストレスを、座っている人、立っている人に与える。優先座席の存在は、私たちに何を示

しているのだろうか。優先座席以外の席では、人々は席を譲らなくて良いのか、いやそう

ではない。どのような席であっても、それを必要とされる人がいるとわかったのなら、そ

こで席を譲るべきだ。立っている人は、自分の辛さを伝えるべきだ。相手が何でもわかっ

てくれる、と考えるのは大きな間違いであり、甘えである。他者をもう少し信頼するべき

だと感じる。優先座席なんて、必要ない。つくづくそう思う。 

乱暴に優先座席について述べた。その他にも「偏った優しさ論」を武器に価値観の創造

が行われる。一見、正しそうに思うことでも、落ち着いて考えれば、どうもゆがんでいる

としか考えられないことがたくさんある。とりあえず、そういうことを学んだ上で、自分

自身でも考えてみることが必要だろう。考えてみるために必要なのは、実体験である。「僕」

は、自分が優先座席に座りながら、優先座席に疑問を感じた。優先座席に座っているとき

の、私が感じる罪悪感は一体何だろうか。席に座っている人をみる、「僕」の目には偏見が

あるのではないか。そういうことは、自分が体験しなければ感じなかったことだ。たった

一つの席ではあるが、そこからでも社会のことがみえてくる。社会福祉を学ぶというのは、

そういう社会生活における小さな疑問の種を見つけて、考察していくことだとも考える。 
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清掃ボランティア 

 

 東京都に「淵の森」と呼ばれる一帯がある。そこは、市民活動によって、自然がそのま

まの形で保存されることになっている。私が様子を見に行ったとき、そこにゴミが落ちて

いた。 

また、市民活動等によって保存されることになった姫路城（世界遺産）の庭にもゴミが

ある。学生の頃、姫路城の清掃ボランティアに参加をした。一生懸命に“誰かの”ゴミを

拾うという体験は、「ボイ捨て行為」を抑制する。また、青年が清掃する姿を見る観光客も、

「ポイ捨て行為」をしなくなる。そういうものに思う。ボランティア活動は、人を成長さ

せ、その成長は周囲へと拡散していく。ボランティア活動の可能性を感じずにはいられな

い。「淵の森」、「姫路城」の存在は、多くの人の共感を呼び、市民活動が大きな力を得てい

くことの現われの一つである。そこに市民活動がなければ、「淵の森」や「姫路城」は現在

の形では保存されなかったのではないか。 

さて、姫路城築城では、その建築資材の一部を、置塩城から調達した。姫路城から北へ

車で４０分。「置塩城跡」をみるためには、そこから山登りをしなければならない。「置塩

城跡」は、石垣の跡が残り、数十年前であれば欠けた瓦がそのまま残されていたらしい。

小学校行事で置塩城跡を散策するため、地元の小学生は、みんな置塩城のことを知ってい

るようだ。小学生が知っているということは、中学生、高校生、大人たち、地域のみんな

が知っているということである。地域によって保存される「置塩城跡」は、その地域の話

題となり、お祭りのテーマとなり、学校行事の一部となる。それは、“地域力”を高める。 

「置塩城跡」は、山奥にあるから、人の手が入らず、自然に保存されてきたのかもしれ

ない。「淵の森」や「姫路城」のすばらしさは、都市の中に保存されていることだ。ＪＲ線、

私鉄が走り、近くに駅がある。私が「淵の森」で撮った写真には、走る電車、マンション、

が写っている。「置塩城跡」とは違い、「淵の森」へは開発の手が入る。その開発の手に対

して、市民活動が展開した。淵の森専用掲示板の存在は、情報の共有と、市民活動におい

て多くの賛同者を求める必要性を示している。市民活動によって保存される「淵の森」は、

地域のシンボルとなる。そこにゴミを捨てようとするのは、残念だ。姫路へ帰省する人は、

車窓から見える「姫路城」の姿に懐かしさを感じるだろう。そこにゴミが捨てられるのは

残念だ。「淵の森」も、「姫路城」も、「置塩城跡」も、かかわりのない大半の人にとっては、

どうでもいい存在かもしれない。しかし、地域住民にとっては、“地域力”を高める大切な

もので、そのためにも保存される意義がある。 

清掃ボランティアとは、大切なものを守り、人のつながりを強め、人々を集める活動で

あり、参加者を成長させる。 

私にとっては、どうでもいい場所であっても、ある人にとっては、貴重な思い出の場か

もしれない。だから、常に場所を大切にする態度も求められるだろう。清掃ボランティア

から学ぶことは、多い。 
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失敗そこにある福祉専門職の専門性 

 

 自分に自信のない子どもと出会うことがあった。私もそうだ。失敗したらどうしようと

いう気持ちから閉じこもってしまう。そして、失敗すると怒られる。嫌な目で見られる。「ど

うしてだろう」と考えてきた。誰だって、失敗をするし、失敗するから一生懸命に練習・

学習しているのに、失敗したとたんに雰囲気が変わる。偶然の失敗と成功の間には、違い

はない。そこでこう考えることができる。人々は、失敗に対して怒るのではなく、失敗し

た後の態度に怒るのだと。誰だって失敗はする。問題は、失敗をした後に、その人がどれ

だけ誠意のある対応をするのかにある。怒りの対象は、失敗そのものではなく、その態度

なのだろう。だが、それでも納得がいかない。失敗の原因は、一人にあるわけではない。

その失敗を生み出したのは、失敗した子ども、その周りの大人、周りの環境、が影響をし

ている。誰に失敗の原因があるというのではなく、誠意による人間関係によって、お互い

が反省をするべきではないか。失敗という、一歩前に前進するチャンスを活かせる社会で

あってほしい。そうすれば、失敗が怖くて・悲しくて閉じこもることも少なくなるだろう。 

さて、福祉専門職は、失敗とそこで生じる怒りに対してどのような専門性をみせるべき

か。例えば、失敗の原因。失敗によって生じる怒りの原因。その怒りがどこに向けられて

いるものか（怒りの対象）。そういうことを冷静に考える。そこが専門性の発揮される箇所

である。怒りはどこに向けられているのか、失敗そのものか、失敗した本人か、それとも

怒っているその人自身が自らに怒りをぶつけているのか。そういうことを考えながら、相

手の感情と上手く関係を築いていかなくてはならない。それが人間とかかわる福祉専門職

のもつべき一つの専門性である。さまざまな仮説を立て、その仮説の意味を解釈する。そ

こには、「なぜ、そのような仮説が存在するのか（仮説の生成背景）」、「仮説がいかなる意

味をもつのか（仮説の意義・役割）」を考察する。つまり、ひとつの結果として仮説を捉え

ることで、新たな発見と専門性の深化が可能である。 

 もっと身近に、家族が財布を落としたときのことを思い浮かべてみる。そこには大きな

後悔がある。「無い物は無い」のだが、あきらめることができない。もしかしたら、机の上

にあるのかもと何度も同じところを探す。怒っても仕方がないのに、イライラとする。そ

の失敗の原因は何か。まずは不注意な本人にあるように思う。あるいは、落とした財布を

盗む人にあるか、無くしたものが見つからない環境にあるか。ともかく、思いもかけない

失敗をしたときに、混乱を伴ってはいるが、その人の人間性もよくわかる。 

「失敗は成功のもと」とは、よく聞く言葉である。例えば、一度、財布を落とした経験

のある人は、もう二度と落とさなくなるように成長していくものなのかもしれない。その

人が成長するべきなのか、その人を取り巻く環境が変化するべきなのかは、難しい問題だ

が、環境を変えるより一人の個人の態度を少し変える方が楽だから、だいたいは、失敗し

た本人が少し態度を変える。私は、落し物がすぐにみつかる社会が理想に思うが、現実は

そうではなく個人がモノを落とさないように注意しなければならない社会が築かれている。 
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他人が一緒に住む~機能と役割~ 

 

私は、何も無い状態がもっともキレイだと考えている。部屋でも、できるだけモノを置

かないことが理想だと考えている。昔、友人Ａとルームシェアをしたことがある。友人Ａ

の部屋にモノがたくさんあるのを見て、「何も無い状態が最も美しい」とよく指摘したが、

所詮個人的な感覚の差異であり、争うことはない。 

友人Ｂの下宿先で、飲み会をした。「枝豆パーティー」といって、部屋に枝豆をばらまい

たら、ずいぶんと怒られた。友人Ａの部屋ではそういうことはしない。一緒に住まない友

人Ｂの部屋だからそういうことができたのだろう。私の態度の違いは、他人が一緒に住む

ことの難しさをあらわしている。さて、「枝豆パーティー」の次は、「納豆作戦」である。「豆

類を部屋の片隅に隠して、数ヵ月後にその豆類を見たら納豆になっていたら良いな」とい

う作戦である。残念ながら、作戦を話したら、却下された。 

他人が一緒に住むとき、そこには笑顔を生み出す種も求められる。「いつも楽しくお互い

が生活できたらいいな」そういう相手への配慮を考えていると、日常生活が自然と明るく

なる。「たこ焼きでも買って帰ったらＡは喜んでくれるかな」、「納豆作戦のことを書いたら

読む人は笑ってくれるかな」、そういうことを考えるのは、明るい気持ちにさせてくれる。

楽しい話題の増えることが、友情や愛情を確かなものにしていくようにも思う。福祉施設

においても、そこで笑顔を生み出す仕組みが必要だろう。 

 入所施設では、24 時間、365 日、その施設利用者と職員が生活を営む。他人が一緒に住

むのは実に難しい。そこでの福祉専門職の役割は、大きい。福祉専門職は、どのような役

割を果たすのか、その期待に応えられる機能が求められる。友人Ｃが「機能と役割」に関

する学位論文を書いている。私は、読んではいないが、その友人Ｃとはプライベートでお

世話になっているので、どのような内容の論文かはだいたい想像がつく。たぶん、次のよ

うな内容である。「機能」とは、働きであり、周囲に必要とされようがされまいが、確かに

存在しているものである。「役割」とは、周囲に必要とされ、期待されることによってはじ

めて生まれてくる。どんなにすばらしい「機能」であっても、それが必要とされないので

あれば、「役割」とはならないし、単に存在しているにすぎない。本当は、私たちの生活に

必要な「機能」であっても、その必要性に周囲が気づかない限り無意味なものである。 

社会福祉施設において、笑いという「役割」が必要とされることで、笑いを生じさせる

「機能」が求められることになる。私は、笑いが必要だと思う。だから、笑いを生じさせ

る機能を、何らかの形で社会福祉施設において有すべきだろう。社会福祉専門職は、実に

多様な機能を学ぶ。その機能は、世間では役割として期待されていないようだ。ソーシャ

ルワーク（社会福祉援助技術）を知っている人がどれほどたくさんいるだろうか、福祉施

設に勤めている人間でさえ、その意味を理解している者は少ない。他人が共同生活を行う

場合、そこにソーシャルワーク機能が求められる。それを役割として期待する場、ソーシ

ャルワーク機能の展開システムが求められる。笑顔を生み出す機能は学んだだろうか…。 
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図書館と居場所 

 

 そこは知の宝庫である。私などが考えることは、すべて図書館に眠っている。「１００年

前にこんなことを考えていた人がいるのか」と驚かされることもしばしばである。図書館

へはよく行った。本が好きというのではなく、その雰囲気がよいから。みんなが一生懸命

に本を読んでいる。さまざまな知識が眠っている。そういう雰囲気が気に入って、学校や

町の図書館へ行く。だから、私にとって、図書館とは居場所だったのかもしれない。時間

が空いていると、図書館へ行ってみて、周りの真似をして、本を読んでみる、本を借りて

みる。「本を読んでいれば、あなたはココにいて良い」という雰囲気は、安心感を与える。

小中学生の私は、別に知りたいことがあるわけではないから、夢中になっている遊びがあ

れば、図書館へは行かない。ただ、私にとって図書館は必要だった。行き場所がないとき、

辛くて悲しいとき、図書館という居場所が私を支えてくれる。施設や病院、家庭に居場所

はあるだろうか。あなたの地域に安心を与えてくれる場所はあるだろうか。職場で失敗を

して、スポーツで挫折して、家庭でケンカして、友人がいなくなって、すべてから嫌われ

たと感じるときに、あなたを受け入れてくれる居場所はあるだろうか。居場所には、人が

いた方がいい。図書館で会話がなくたって、誰かがいるという環境が「一人ぼっち」にさ

せない。何より多くの人の知が眠っている。 

さて、小学校低学年のとき、片道２時間くらい歩いて大きな図書館へでかけることがあ

った。近所のお兄ちゃんにその図書館を案内してもらったとき、「こんなにも大きな図書館

があるのか」と感動をした。その感動が忘れられず、街中に図書館を見つけると中に入っ

てみる。でも、あのときの感動は得られない。国立国会図書館へ入っても感動しないのだ

から、小学生だからこそ感じられた感動に思う。高校の入学式で印象に残っている校長の

話が「本校の図書室は歴史があり、多くの図書を所有している」と話したことだ。ワクワ

クして図書室へ行ったが、やはり感動はしなかった。ともかく、高校生の私の居場所は、

図書室（館）にはなく、別のところに居場所があって、それはクラブ活動だったと思う。

通学途中に中学校の先輩に声をかけられ入部したのだが、そのクラブ活動の時間が私の居

場所になってくれたのだと思う。活躍するわけでもなく、部員数も少なかった。でも、居

場所と感じられる安心感があった。それは、顧問の先生、先輩、後輩、友人に恵まれたか

らである。部活をすれば疲れると言われるが、それは違った。元気になって、また明日が

はじまる。クラブ活動がなかったら、私はどうしていただろう。やっぱり図書室へいく回

数が多くなったのだろうか。それとも、他に居場所をみつけたのだろうか。 

家庭・学校に居場所を感じられない場合、少年少女は、不良グループに居場所を見つけ

るかもしれないし、犯罪に巻き込まれるかもしれない。あなたの居場所は、どこだろうか。

一度考えていると何かのときにその居場所が生活を支えてくれる。居場所をもつ人は、と

ても明るく元気に過ごせるように思う。 
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許しの意味するもの 

 

 人は、許せないと感じることによく出会う。自分自身や大切な人が傷つけられたりする

こと、あるいは納得のできない仕組みに対して、許せないと感じることがある。そして、

実際にいつまでも許さない。しかし、福祉の現場では、そうは考えない。なぜなら、もと

もと人間は、そういう部分を持っていると考えるからだ。そこから、成長をして、他者を

傷つける行動を反省し、自らの過ちに気づく。許せないと感じたことを、許すのが福祉の

思想であると思う。 

プライベートや実生活では許すことのできないことでも、福祉の現場では許しが求めら

れ宇。なぜ、許せるのか。それは、相手を知ることに理由がある。相手の置かれている状

況を知るとき、例えば、自己中心的に世界を構成する子どもの状況を知るとき、子どもの

行動を許せることがある。あるいは、貧困な人の苦しみを知るとき、その人の犯罪を許せ

ることがある。それは、決して同情や哀れみではなく、毅然とした判断を伴った許しであ

る。相手に共感する必要まではないが、相手の持つ障害や生活状況、人間関係、生育歴な

どを知ることで、ずいぶんと相手の行動が理解できるようになる。その理解が、許しとな

る。仮に許しがなければ、福祉施設では、職員による利用者への虐待が多発しているだろ

う。 

福祉の実践は、まずは「許し」がなければならない。そして、そこから相手が自立・自

己実現できるよう「教え」が始まるのではないだろうか。 

 他者の行動によって感じた悲しみや苦しみは、結局は他者を許すことでしか癒せないの

ではないかとも思う。「許し」がいかに困難なことか。それは、諦めではない。決して、諦

めることなく、次への関係性への挑戦である。人間の負の側面を理解しつつも、人間の可

能性を信じることである。 
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Ⅲ．「福祉」の仕事について 

 

 

福祉を学ぶ人 

 

 高校福祉科や福祉系大学・専門学校で福祉を学んでいる人がいる。また、学校卒業後に、

現場においてその知識・技術・精神に磨きをかけている人がいる。福祉系大学に入学をす

ると、周りがみんな福祉一色である。ボランティアの言葉が飛び交い、社会福祉施設での

実習が日常の話題になる。社会福祉を語り合った友人たちの進路選択の多くが福祉関係で

ある。高齢者施設、病院、障害者施設、教員、福祉系大学院への進学。みんなどこかで福

祉とかかわっている。私も、大学を卒業し、そのまま高校福祉科教員としてまずは就職を

した。そこでは、福祉を学びたいという多くの高校生に関わる。高校福祉科に入学してい

るということは、中学生の時点で福祉を志したということだから、その感性に関心をさせ

られる。 

さて、学生時代では、第一に、そういう友人たちとのかかわりが楽しいということがあ

り、毎日のように学校へ行っていたのだと思う。講義を通してというより、友人たちから

福祉を教えてもらった気がする。福祉系学校の良さの一つは、福祉を学びたいという人が

多く集まるということだろう。そこで、その雰囲気から「福祉とは何か」が感覚のように

身についてくるように思う。それぞれの胸のうちにある使命感が熱く伝わってくる。これ

からの社会福祉を担っていくものとして、何をしなければならないのか、未熟なものなり

に、一生懸命に悩み、答えを導き出そうと日々を過ごす。 

ただ、ここに一つの問題がある。そういう福祉的な環境の中で毎日を学んでいると、卒

業して社会に出たときにその荒波にやられてしまうことがある。福祉の価値と、一般社会

の価値は、いまだに大きく異なっている。競争が当たり前のように叫ばれる中で、競争と

いう感覚を失った福祉人は、壁にぶつかる。社会の冷たさにショックを受けて立ち止まっ

てしまうこともある。実社会の矛盾に向かって力強く対話・対立できるスキルが必要だろ

う。福祉系学校では、そこで学ぶ人々に対して、社会の厳しさとそれへの対応方法を正し

く教える必要があるのかもしれない。 

 一方、雇用環境の悪化は、「仕事がなければ介護職」という考え方を広める。介護職は、

「“重労働”だから人が集まらない」に加え、「給与等の雇用条件が悪い」から人が集まら

ない職となる。人と接する素晴らしい仕事だか、魅力的な仕事であっても、対価（雇用条

件）に問題がある場合、人は集まらない。福祉を学ぶ人の使命感に支えられるだけでは、

これからの社会システムは維持しづらい。混沌とした社会状況へと進むのか、いわゆる福

祉社会へ進むのか、判断のときだと思う。 

さらに、資本の再分配の視点からも、必要としている人（収入を消費する人）に富を分

配しなければ、一部に富が蓄積されるのみで、社会が潤わないことを強調しておきたい。 
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社会福祉的労働の価値 

 

 「福祉サービス」は、その提供者とされる人の自己犠牲の上に成り立っているように思

われている。ある人に「○○施設で働いています」というと、「すごいね」などと言われる。

あるいは、ボランティア活動をする学生へ「がんばっている」と声かけをする人がいる。

とても素敵なことで、人と人とのふれあいがそこにある。でも、それだけで終わらせると、

社会福祉が単なる一方的な犠牲の上に成り立っていることになってしまう。福祉施設で働

いている人も、ボランティア活動をする人も、そこから多くのことを学び、成長し、助け

られている事実を忘れてはいけない。「社会福祉」が一部の使命感を持った人間によって担

われると考えられると、社会福祉の「社会」の意味がなくなってしまう。それこそ、大き

な損失である。「福祉」は、「社会」によって、みんなによって、担われている。社会福祉

や介護福祉の分野で仕事をしている方々は、そのサービスを利用されている方々から支え

られている。相互に支えあっていることを、常に意識していたい。 

高齢者から多くのことを学び、障害をもつとされる人から助けてもらい、子どもたちか

ら勇気づけられて、私たちは生活している。単なる一方通行的な労働ではなく、人とのつ

ながり・双方向的な労働が社会福祉的労働である。他者の幸せに貢献し、自分も幸せにな

る、その人とのつながりはその「社会」の強さである。現在、そういう地域社会がどれほ

どこの日本にあるだろうか。 

介護労働の価値についてだが、介護サービスによって、生活が支えられ、それがなくな

ると生活が成り立たなくなることがある。それなのに、介護労働へ支払われる報酬（給料）

が少ない。介護労働従事者の生活が苦しくなるほどに給料が少ない。不思議な社会である。

人の生活を支える重要な介護サービスに払われる報酬は、なぜ少ないのだろうか。「介護に

かかわる人たちは、優しいからお金はいらない」とでも考えているのか、「介護なんて必要

ない」と考えているのか、「介護よりも、他の産業が大事」なのだろうか、「誰にでもでき

る仕事」・「家族に任せればいい」などと間違った認識をしているのではないか。介護サー

ビスの提供に対して、支払われていない金銭がたくさんあるように思う。その支払われて

いない金銭は、どこへ行っているのか。道路建設に使われているかもしれない、不良債権

処理に使われているかもしれない、政治家の給料になっているのかもしれない。そういう

のを少し介護労働従事者の給料にまわそうという気持ちにはなれないだろうか。資源は有

限である。だから、限られたもののなかで、上手く分配しなければならない。一部の労働

にだけお金が使われるというのは、間違いだろう。一部の産業のためだけに資源が使われ

るのも間違いである。ただ、介護労働を取り巻く環境はあまりにも厳しい。目を輝かせて

社会福祉を学ぶ高校生や大学生のためにも、もう少し介護労働を評価しても良いだろう。

「就職おめでとう。これから介護の仕事を頑張って。」と言いながらも、労働条件のことを

考えて、とても悲しい気持ちになったのを思い出す。福祉を学び、福祉の仕事に就く人の

「福祉への心」は大切にしたい。そういう心が大切にされる社会は、実に力強いと考える。 
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「客観」と「主観」をめぐって「運命」を感じる 

 

「客観的」とされていたものが批判され、「主観的」なものだったとされる。この繰り返

しが科学を進歩させてきたのなら、ここに「主観的」なものの重要性・必要性がある。し

かし、主観や客観が何を基準としているのかを考えてみれば、結局は、どれだけ人間を説

得できるかの問題である。人間にとって、何が説得力をもつのかは難しい問題だが、自分

の意見・経験だけで物事の正しさを判断するのではなく、他人の意見だけに流されるので

もなく、何が正しいことなのかを判断する枠組みが個々人に求められる。つまり、ある時

期にある人に客観的と判断されても、別の人が別の時期に、説得力がない主観的なものだ

と判断することはいくらでもある。ここでは、物事を一つの枠に当てはめるのではなく、

多様性を容認する態度がなければならない。そうしなければ、意識するかしないかに関わ

らず、全体主義（個人の価値の軽視）的な流れを築いてしまう。 

さらに、間違いを直していく反省する態度も求められる。主体性と自省性は、多様な価

値観が交錯する社会の中で、ますます求められてくると考える。福祉の価値を有する社会

とは、多様性を受け入れる、反省をする、社会であると思う。 

 幼児を身近にみていると、「すべて自分が正しい」と考えて要求をしていることがある。

そういうとき大人が何を言っても聞く耳を持とうとしない。そんな様子をみていて思うの

は、自分自身も時には「すべて自分が正しい」と思って行動していないかということであ

る。油断をしていると主観だけで行動している。客観的に物事を考えようと意識する習慣

が必要だと反省をする。差別や偏見なども、主観のみで判断をしているから生じてしまう。

さらに宗教対立になるとやっかいである。双方が絶対に正しいと信じて疑わないもの同士

の対立である。こういうときこそ、客観的な視点を意識したい。こうなると「八百万の神」

という意識の大切さも感じさせられる。 

 「縁結び」では、「客観」や「主観」が入り乱れている。「主観」では、私・家族・第三

者などが登場し、お相手を評価することがある。「客観」では、仲人がこれまでの経験や冷

静な判断からアドバイスを行う。「客観」とされる意見がいつも正しいとは限らないし、「主

観」が誤っているとは限らない。最終的な判断は、ご自身にゆだねられる。「主観」と「客

観」がぐるぐると回転し、一緒になったり、新しいものが生まれたり…答えがわからない

ときがある。しかし、物事は、前に進んでいく。 

 「何が正しいのだろうか」と考えたり、明らかに正しいと思っていたことが間違ってい

たり、間違っているだろう方向に物事が進んだり…そんなことを考えていると、「ご縁」は、

生まれる前から決まっているのだろうか、事前に誰と結婚するかを計画して生まれてくる

のだろうか、と考えることがある。もしかしたら、人生はあらかじめ計画されていて、定

められた運命があるのだろうかと感じることがある。自分自身の修行のために、わざと大

変な人生を歩もうと人生を計画して、運命の糸によって結婚相手を選ぶことがあるのだろ

うかと感じることがある。「縁結び」には、目に見えない赤い糸があるように感じる。 
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人間の役割について思うこと 

 

 例えばイメージをしていただきたい。窓のカーテンを開けると目の前が山である。山と

いっても低い山だから、上方をみれば青空、あるいは星空がみえる。春であれば、山桜が

咲いている様子をみることができる。窓から見える景色の下方には田んぼがある。田んぼ

と山の間には川が流れている。ハトやウグイスの鳴き声も聞こえるし、季節になればホタ

ルの光もみることができる。夕方には、赤とんぼが飛ぶ。サルやイノシシ、鹿が畑を荒ら

したというウワサも耳にするし、狸が現れることだってある。熊の出没も聞かれる。そう

いう自然の中で生活をしていると、他に何が必要になるのだろうと思う。目の前にテレビ

があると、テレビを視聴したくなるし、パソコンがあればいろいろと調べものをしたくな

る。しかし、人間は、テレビやパソコンのない時代にも楽しく生きていた。 

 今、カラスが飛んできた。畑をつついている。農作業で蒔いた種を食べているのかもし

れない。家の犬は、シッポをふる。猫や金魚は、エサを求めてくる。お互いに、全く違う

生物だが、それぞれが異なりながらも共に生活を営んでいる。 

 人間の役割ってなんだろうか。人間の人間に対する役割と、人間の植物に対する役割、

人間の他動物に対する役割、人間の環境に対する役割。そういうのを表にしてまとめてみ

るとどうなるだろうか。人間にはどういう役割があると考えられているのだろうか。人間

は、他の動植物に役割をつけることがある。例えば、食べるため、空気をきれいに保つた

め、うつくしさを感じるため、というように自分たちにとって他の動植物がどういう役に

立つのかを考える。そして、役立つものを、例えばニワトリ小屋などによって大量生産し

たりもする。逆に、不要なものは絶滅させる。仮に他の動植物の意思が私たちに伝わると

したら、他の動植物は、人間をどう評価するだろうか、そして人間の役割をどう考えるの

だろうか。人間って、勝手な生きものだから、結局自分たち中心のことを考えて物事を作

り変えていく。 

 福祉は、人間を元気にさせるものであるが、その手段や、その背景に流れる哲学も感じ

取らなければならない。福祉専門職は、人間をどういう役割を持つものとして考えている

のだろうか。福祉専門職の持つ人間観は、例えば、「尊い」、「愛すべき対象」、「無償の奉仕」、

「同類」、「自立の対象」、といった言葉から表現されるのかもしれないが、その人間観は少

なくとも人間だけをみるのではなく、その周囲の自然環境や社会システム自体を把握して

いなければならない。道に倒れている人を見て、「かわいそう」と感じる気持ちは大切だが、

なぜかわいそうなのか、なぜ倒れているのか、周りの人の態度はどういうものか、そうい

うことも考えた上で、道に倒れている人を見ていく必要がある。目の前の出来事であって

も、そこから広い世界をみることができる。そのような過程を通して、福祉の仕事は、他

者の役割をみつけることにもあると考える。人間一人ひとりに対し、その人の役割を共に

考えていく仕事のようにも思う。そのときに、先ほども述べたように広い視野が求められ

る。自然や社会のあり方を感じ取る感受性の豊かさが求められる。 
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多職種連携 

 

 社会福祉の分野では多職種連携が重要になる。人の幸せは、福祉職だけでは実現できな

い。当事者ももちろん大事だが、医療関係者、法律の専門家、制度・政策の専門家、経済

の専門家などが連携をして一人ひとりのより良い生活を考えていくという多職種連携なし

には、福祉職が思い描く「人の幸せ」は成立しづらい。福祉職の専門性の一つは、多職種

連携のノウハウにある。職種間の相互理解が求められるし、そこでは円滑なコミュニケー

ション手段が求められる。難しい専門用語を並べたからといって、それはむしろ意思疎通

を困難にするから、「共通言語」があればよい。福祉職が提供するのは、その「共通言語」

である。ここで「私が一番」という専門職がいれば、多職種連携の効果が発揮されない。 

実生活における困難をどのようにして解決していくのかを実生活において検討していく

「福祉」は、多様な専門知識・技術によって考察しようとすると実生活から離れて、物事

を余計にややこしくしそうにも感じる。福祉の専門職は、生活者と専門職との橋渡しをす

る。専門職間で争いが起こる場合は、生活者の視点から争いの意義を検討する。つまり、

福祉職は、生活者の目線において、生活者の幸せの実現のために専門職が連携できるよう

コーディネートしていく。そこで、福祉職が使おうとする「共通言語」は、生活者に伝わ

る言葉となる。 

 多職種連携の成功ポイントは、共通の人間観とそれによる共通の目的の共有にあると思

う。このような共有があれば、医療従事者、建築家等々、多様な専門職が連携していける。

仮に生活者の理解できない専門用語が出てきたとしても、福祉職が通訳者として、生活者

に説明をすることができる。 

しかし、現実は、それぞれの専門職毎に職業倫理や専門性があるから想像以上にこれが

難しい。生活者と専門職の関係、専門職同士の関係がある。生活者と専門職の関係では、

専門職の方が優位に存在してしまう傾向があり、本当は問題なのに、専門職の判断で問題

にされないことが生まれたりする。専門職間であれば、それぞれの専門性へのプライドが

あり、譲り合うようなことは、なかなかできない。ここで福祉職は、少なくとも人間観や

目的を共有しようとする営み（努力）をしていくことになる。それぞれの専門性において、

明確な答えが示せたとしても、他から見れば許せない。いつまでたっても、前に進まない

このような状況は、無意味とは決して考えないが、それでも無駄が多すぎるように思えて

しまう。他専門職がどのような哲学を有しているのかをあらかじめ知った上で、それじゃ

あどうしようかとなる。 

福祉関係者は、「社会正義と人権」を拠り所とした専門性を有しており、そういった視点

から社会にアピールする。そして、「社会正義と人権」の価値を他専門職に理解していただ

く。その声に耳を傾ける専門職と連携をし、その連携が広まればと思う。ただ、その時に、

福祉職が他の専門職の期待にそえるだけの能力を身につけていなければならない。他の専

門職からの信頼を得ていく営みも当然求められる。 
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利用者の笑顔 

 

 知的障害を持たれている方とのかかわりの中で、私の目を見て微笑んでくれることがあ

る。この感動をどう表したらいいのだろう。「そうか、私の笑顔は彼に通じたのか」という

感動は、実際に利用者とかかわってきたからこそ得られた経験である。Ａさんの笑顔は、

Ａさん自身の幸せの表れであり、それは私の幸せともなる。その笑顔は、施設全体に広ま

り、その施設を幸せな雰囲気に包み込む。やがて、その笑顔は、地域に広まり、この社会

を幸せにしていく。Ａさんの笑顔は、そんな力をもっているように感じる。 

 高齢者施設で介護の仕事をしていると、「仕事をしている」というより「仕事をさせてい

ただいている」という気持ちになってくる。Bさんの生活にふれ、その生活のお手伝いをさ

せていただいている、その方の生活を自分自身も経験させていただけることへの感謝。施

設に勤務する職員の宝物は、利用者の笑顔であると考える。仮に身寄りのない利用者がい

たとして、その人の生活のすべてが施設内によって行われるという利用者がいたとして、

そのような人たちの笑顔を作り出せる仕組みが施設には求められる。私たちがともにいる

ことで、利用者の笑顔つくりの支援ができるのなら、これほどやりがいのある仕事はない

のではないかと思う。時間を忘れて、利用者への支援方法を考えることができるのは、そ

の利用者の笑顔に理由がある。自分の給料や、職場での人間関係も大切なのだが、それら

も利用者の笑顔に比べれば、優先順位が下がる。職場での人間関係は、自分自身の生活環

境の質の向上のために必要だが、それと同時に、あるいはそれ以上に、利用者への支援を

円滑にするために求められることに思う。職員同士が“仲良く”なければ、利用者へより

良いサービスは提供できない。 

身体障害をもつとされる人と接していて、無駄な努力はないのかもしれないと考えさせ

られることがある。例えば、「歩くことができない」と医師に判断され宣告された方が足を

動かそうと努力されている。その努力は、無駄といえるだろうか。医学的リハビリの過程

で、利用者の笑顔をみられたとき、これでよかったのだと考えさせられる。何が正しいか

はわからないが、その笑顔が答えになっているような気もする。 

精神障害をもつとされる人と接していて、社会の冷たさを感じることがある。この人の

精神障害とされるものは、この社会によって引き起こされている面がある。一方で、その

人の笑顔は、社会によって生み出される面がある。もう一度、私たちの社会をみつめる必

要があるように思う。その結果、福祉が必要という結論がでるような気がする。 

 私は、利用者の笑顔が無いのなら、福祉施設では仕事をしなくなると思う。施設ではな

く、施設を解体して、地域で生活すべきだと言うだろう。しかし、現実には、施設におい

ても利用者の笑顔をつくりだせることがある。施設だからこそ、生じる笑顔もある。 

 まだまだ地域には冷たい目があるから、施設を利用する方が、Cさんにとっては幸せとい

う状況にある。地域全体に福祉の知見が行きわたれば、その時に福祉施設を解体できるよ

うに思う。 
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生活を支援するということ 

 

 「福祉って何？」ということをよく聞かれるし、常に自問してきた。それは、「生きる活

動（生活）」を楽しいものにすることだと考える。福祉に反することは、生活を苦しくさせ

ること、であると思う。では、楽しい生活とは何か。私は、少なくとも、お金や、身体の

健康、精神の健康、そのような尺度で、楽しい生活を測れるとは思えない。そのような尺

度で、楽しい生活が測れるというのなら、福祉の目的は、お金持ちをたくさんつくること

で、身体の健康な人をたくさんつくること、あるいは精神的に健康である人をたくさんつ

くること、となってしまう。しかし、現実には、人間は多様である。そして、いかなる人

も大切にされなければならない。身体的な障害をもつとされる人がいて、精神的な障害を

もつとされる人がいて、そのような人たちが福祉の目的に反するとは、言うことはできな

い。さて、では楽しい生活とは何か。その楽しい生活のあり方を気づかせるのが、福祉専

門職の仕事だと思う。世界の多様性、人びとの優しさ、自分自身の可能性、そのようなも

のを、相手に気づかせる営みが福祉の仕事だと、考えている。 

そういう生活の楽しさを知った人は、力強く生きていくと思う。そして、周囲の人たち

と手をつないで人生を歩んでいくと思う。争いの無意味さに気づき、人との温かい関わり

を求めると思う。生きることの素晴らしさ、その尊さをかみしめて時間を過ごすと思う。 

このようなことを念頭において、福祉施設の利用者とかかわろうと心がけていると、利

用者の生活の場でもある福祉施設の機能の個々が意識される。そこでの主な仕事は、利用

者の生活を支援することであり、その生活の質を高めることである。例えば、生活の場に

争いがあるというのは、実に辛いことである。それは、職員間の争いも当然含まれる。職

員同士の連携・相互協力が円滑であるということは、利用者とその生活の場を、より良い

状態に保つものとなる。お互い、職員も利用者も、その地域の人びとも、それぞれ個性を

もち多様である。生活を支援するためには、柔軟に自らの視野を広げていくことが求めら

れる。 

 生活を支援するということは、実に楽しい。自分自身の生活だけでなく、他者の生活を

も過ごしている感覚をもてることがある。私の人生を生きながら、Ａさんの人生を知り、

それはＢさんの人生の一部でもあり、時にはＣさんが人生を創造するサポートをしている。

福祉職でなくとも、このような感覚は持てるのだが、この感覚を職業にできることが福祉

の仕事の魅力の一つである。 

 生活の楽しさを気づかせる営みは、自分自身が生活を楽しんでいる必要があるのではと

思う。辛そうに仕事をしている友人に対して、「あなたが不幸で、相手を幸せにできるわけ

がない」と言い続けているのだが、福祉職は仕事を含めて生活を楽しめる人でなければな

らないのではないか。 
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○おわりに 

 

私たちの生活は、多くの動植物を犠牲にし、地球そのものさえ変化させている。「好きな

人と一緒にいたい」、その理由によって、多くのものを犠牲にして生きている。一方、生き

るということは多くの苦痛を伴う。それでも、「人の笑顔」、その理由によって、苦痛を抱

えながらも生きている。あるいは、どのように生きるのかは難しい。それでも、「人を悲し

ませたくない」、その理由によって、難しいなかでも人生を切り開いている。福祉の「福」

とは、「幸せ」の意である。福祉の「祉」とは、「神が足を止める」の意である。長くも短

くもある人生において、足を止めたとき、そこに誰かがいてくれたなら、それが「福祉」

なんだろうと思う。みなさまが、足を止めて、大切な時間をつかって、本書を最後まで読

んでいただいたことに深謝します。 

経済が、単なる景気循環だけではとらえきれないことが明らかになってずいぶんと時間

が経っていると思う。私たちは、今後どのような社会を築いていくべきか。その大胆な概

念が求められている。私たちは、すでに様々な人権侵害・差別を経験した。戦争を起こし、

環境を破壊し、身近なところではいじめや虐待を引き起こした。今でも、新しい社会的な

問題が次々と生じている。私たちは、何をすべきなのだろうか。 

私たちは、なぜ生活をしているのか。そのことを改めて考えてみるべきだろう。生きる

理由こそ、私たちの「生きる力」である。生きる理由が、強い人ほど、たくましく人生を

切り開く。生きる理由は、どうあるべきか。お金のために生きるのか、大切な人のために

生きるのか、それともまた別のところにその理由はあるのだろうか。 

 私たちの命は、なぜ存在しているのか。多くの方々に支えられてきたからこそ、今の私

たちの命がある。人って、やっぱり、助けあうものである。ケンカしたり、バカにしあっ

たり、いろいろと厄介だが、そういう経験も含めて。 

私としては、共感による共生、そこにある愛情と信頼、多様性を認め合いながら生活を

する人々、期待と希望にあふれる、そういう社会が標準的であると言える社会を概念化す

る。有名な散逸構造の理論は、難しくて十分に理解できないが、私はとても好きである。

そこには、生き物や環境、物質が、相互に影響を受けながら福祉社会を築いていく可能性

を見てとれる。さらには、思想や哲学が融合し散逸し、新たな価値を創造させていく営み

がイメージされる。そこに福祉社会を築いていく可能性がある。 

 言うことは簡単で、このように書くことはもっと簡単である。目の前で苦しむ人に手を

差し伸べることが、いかに難しいことか。「愛」という文字よりも、「愛」というささやき

に力がある。「愛」という文字やささやきより、他者に手を差し伸べる行動にこそ力がある。

そういう力は、相手がいるからこそ発揮される。読む人がいるから、書く力が生まれる。

聞く人がいるから、言うことに意味がある。他者がいるからこそ、あなたの行動は大きな

感動を生む力を発揮する。その人間関係に感謝をし、お互いを受け入れあい、支え合う、

そういうことは、実に素敵だと思う。 
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「福祉を歩む」（2020年５月 10日 スキルシェアサービス REQU 掲載） 

社会福祉を学ぶ傍ら考えたこと、高校教員として生徒に「福祉」を教えながら感じたこ

と、大学院で「福祉」を研究して発見したこと、福祉施設に勤務しながら実感したことを

書き綴った随筆集。 
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