福祉タイムズ800号記念特別インタビュー

関係性をいかにつくっていくか
本会機関紙「福祉タイムズ」
（昭和26年８月創刊）はこの７月号で800号を迎えました。これを記念し700
号からの約８年間を振り返り、今後、本会が事業を進める上で何に着目する必要があるのか、そのヒント
を探るため、特別インタビューを実施することとしました。
そこで、本会事業に長く関わっていただいている臼井正樹さんと本会会員施設から三浦知人さんをお招
きし、お話を伺います。

（インタビュアーは石黒本会常務理事）

臼井正樹さん
（右）：神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科長、教授。1977年４月神奈川県庁入
職。障害福祉課、老人福祉課、福祉総務室等を歴任、2003年以降県立保健福祉大学保健福祉学部社会福祉学科
で教鞭をとる。他に、介護福祉士国家試験委員会委員長、県社協政策提言委員会副委員長、県社協セルフヘル
プ活動支援者会議副座長、県介護人材確保対策推進会議委員長等。専門分野は、障害者福祉論、ヒューマン
サービス。
三浦知人さん（中央）
：社会福祉法人青丘社事務局長、県社協施設部会地域生活施設協議会会長。1978年に同法
人職員となる。学生時代から在日コリアンの子どもたちに関わり、川崎南部民族差別をなくす地域活動に参
画。1988年川崎市の公的会館として「川崎市ふれあい館」が開設され、そのスタッフとして勤務する。2010年
から16年まで館長。
（インタビュアー）
石黒敬史（左）
：社会福祉法人神奈川県社会福祉協議会常務理事。1978年４月神奈川県庁に入職、障害福祉課、
福祉総務室、福祉部長などを歴任。2016年から本会常務理事。
︱この７月号が８００号になります

が︑７００号からの約８年間とはど

んな年だったと思われますか︒

年間の出来事のインパクトの方
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︵臼井︶この８年間より︑その更に前

の

が実は強いですね︒

２０００年に介護保険法がスター

トし︑また︑社会福祉基礎構造改革

により社会福祉事業法が社会福祉法

になった︒このことで︑福祉従事者

や大学関係者など皆が︑制度が変わ

年間かかったかなと思います︒

る不安を感じて︑理解し始めるまで

に
その後に︑貧困と格差の問題やヘ

イトクライム︑津久井やまゆり園事

件が起き︑地域共生社会をつくるこ

とは一律にはいかないことがわかっ

てきて︑でも︑
﹁２０２５年問題︵西

暦２０２５年以降︑団塊の世代が

歳以上の後期高齢者となり︑我が国

が超高齢社会になること︶
﹂が近づい

ている︒その中での暗中模索の状況

がこの８年間かなという印象です︒

︵三浦︶私は︑この 年間︑在日コリ

アン等の民族差別の問題に関わって

きましたけれど︑コリアンルーツの

年か

20

人たちが市民としてスタートライン

に立った︑というのがこの

年だと感じます︒介護保険法施行が

２０００年︒在日コリアン等が利用

しやすい福祉サービスの提供のため︑

み切った時です︒当時は在日コリア

︵福︶青丘社として介護保険事業に踏
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しかし︑私自身︑次の世代にバト

思っていました︒

は少しずつ良くなっていくものと

ンにとっての世の中を取り巻く環境

支援の様子を聞くことで︑自分のと

他の施設の実践や他の施設の利用者

が手作りで始めたと聞いていますが︑

県社協老人福祉施設協議会の委員

や虐待につながると言われます︒

困があり︑深刻なケースは育児放棄

の︑６人に１人の割合で子どもの貧

さまざまな施策が行われているもの

で従事する人材が必要なわけです

︱利用者支援には福祉・介護の現場

会がパシフィコ横浜で開催され︑約

お考えですか︒

り前な時期で︑中学を出て建設労働

的に知ることができる有意義な場だ
高齢以外の他の分野でも︑同じ分

などで働き︑小金をためて︑一発勝

︵三浦︶１９７０年代は︑貧乏は当た

野同士での学び合いと同時に︑市民

地域に戻ってきて︑地域の〝おっちゃ

そういう人たちは仮に失敗しても︑

負で事業を起こす人もいた︒
にも理解が進み︑人材が集まるよう

ん〟達に﹁何やってるんだよ﹂と軽
ルを描けるような現場づくりも大切

ネットの場があった︒すごい場が地

出ていくという︑今でいうセーフティ

く怒られ︑そして︑少しするとまた
になるでしょうね︒

域にはあるんだなぁと私は感嘆して

年後の自分のロールモデ

︵三浦︶その通りですね︒人材の定着

在日の人たちには︑差別を受けて

いました︒

も負けないパワーがある地域社会と︑

お金がない人はみんなで助け合って

に何を提供しているのか︑を常に意

事例ではなく︑総体として誰のため

センスを磨く必要があります︒個別

をかけています︒そのために職員は

思うようになる関係性づくりに時間

し︑孤立と貧困が同時に顕著になっ

方をせざるを得ず︑地域社会が疲弊

を得なくなった︒選択肢のない生き

個々の生活上の問題に向き合わざる

場もなくなり︑貧困の形が変わり︑

でも︑２０００年以降はそういう

集まれる﹁たまり場﹂があった︒

識できるようにならなくてはうまく

作戦だとの批判もありましたが︑そ

ぐっては︑生活保護になる前の水際

︵臼井︶生活困窮者自立支援法をめ

います︒

てきているのではないかと憂慮して

︱今では生活困窮者自立支援法など

地域の貧困問題を探る

いきません︒

さんが私たちの施設を利用したいと

私たちの場合は︑まず︑地域の皆

かないですしね︒

が何か手応えを感じないとうまくい

を進めるには︑働いている若い職員

また︑

になるかもしれません︒

うにすると︑関係者だけでなく市民

への情報発信を分かりやすく行うよ

と思います︒

貧困問題については︑どのように

ころの利用者の状況を多角的に客観

気がします︒

福祉人材の確保を探る

ンタッチをする今頃になって︑特に
２０１５年のヘイトスピーチが大き
かったのですが︑世の中が急速に悪
くなったように感じています︒

福祉で大事な こ と を 探 る
︱社会福祉法人の理事長や施設長と
話していると︑ある時期から︑利用
者処遇から施設経営に話題の中心が
変わったと聞きます︒
現場は︑短期的成果を求められ︑

︵臼井︶私がまだ県庁在勤時代の話で

が︑不足が続いています︒

疲弊し余裕がなくなっているような

すが︑当時は介護保険にどう切り替

層情報発信していく必要があります︒

︵臼井︶人材確保への対策には中長期

福祉・介護の﹁プラスの価値﹂を

えるかという経営の話が主流になり︑

利用者と向き合うことで︑何が必

語る︒魅力の説明をする︒そういっ

的に取り組みを考える必要がありま

要なのかを考えながら支援をする︒

高齢者の支援の中身︑サービスの話

それが福祉では一番大切なはずなの

たことを施設の職員自らが行ってい

す︒そのためには現場の人たちが一

に︑財政政策の金をどう流すかの議

くことが重要です︒

現場を経営している人たちがこの

２０００人が来場する中で日々の実
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が少なくなってしまいました︒

論に走り︑皆の関心もそこへ行って

ことから解き放たれて︑利用者をど

践を披露し︑学び合い︑発信してい

毎年︑かながわ高齢者福祉研究大

う支援していくかを考えることが大

ます︒

しまった︒

事だと思います︒

臼井 正樹さん

もそも貧しいことだけが福祉の対象
︵三浦︶私には︑世相として孤立と分

ではないでしょうか︒

策も十分とは言えませんし︑サービ

ん︒地域生活を支える各自治体の施

た︑地域に住む人たちの拠り所とな

あったら来てね︒頼ってね﹂といっ

係性をつなぎ︑共生社会を育てる役

なのか︒給付を受けることだけで終

係づくりを進め︑その結果︑ここま

割があると思います︒

り︑地域の人たちとのつながりを取

では地域で受け止めることができる

スをどのように計画的に整備・充実

川崎では︑２０１５年に多摩川の

はず︑というところまで計画に盛り

断を象徴しているのではないか︑と

河川敷での中学生の殺人事件︑ヘイ

込めればよいのですが⁝︒

︱生活困窮者自立支援法が施行さ

わりではないはずで︑地域に居場所
みんながどうやってサポートするの
トスピーチ︑ドヤの火災の︑３つの

いずれでも︑福祉政策が何を目指

り戻す︒つまり︑施設は︑個々の関

か︒子どもが自分の生活する環境の
南部地域を象徴することがありまし

すのか︒地域生活移行を含め︑もっ

していくかが必要です︒地域との関

中で︑希望を持てるようにする︒こ
た︒また︑小田原では生活保護にお

れ︑市町村域での生活困窮者支援の

見受けます︒

の点をきちんとしていかないといけ
ける市の不適切な対応がありまし

と議論する必要があるのではないで

活動も広がってきました︒その中で︑

をどう作り︑それを活用しながら︑

ない︒大人を含め︑地域の中で良い
た︒これらの背景には深刻な社会問

しょうか︒

種別に寄らず︑
﹁何か困ったことが

ようです︒

要がありますか︒

は今後︑どのような点に着目する必

そういう状況も踏まえると︑本会

今後の本会の取り組み方を探る

関係性を築くことが大事です︒
題があると私は感じています︒

県社協が果たす役割も変わりつつあ

従事者と利用者の関係を探る

︵三浦︶施設には地域貢献が求められ

るのではないかという意見も一部あ

社会福祉法人の役割を探る
︱本会では平成 年度に経営者部会
が全国で２番目に︑伴走型支援の生

でも︑県社協のセルフヘルプ活動

︵臼井︶確かに市町村域でもずいぶん

社会福祉施設も運営改善をずいぶ

に関わって感じるのは︑特に少人数

サポート事業を立ち上げ︑１００法

んご努力されていると思いますが︑

しか対象者がいなくて地域で理解が

取り組みが進んできています︒

親密性や社会福祉法人の地域貢献と

関わりは︑自分の活動を客観的に見

かり︑参加させていただいた︒あの

けて作成する時に県社協から声がか

ための支援マニュアルを全国に先駆

名誉教授︶が中心となって︑外国人の

︵三浦︶私は︑加藤彰彦先生︵沖縄大学

るかと思います︒

がしばらくの間︑取り組む必要があ

マイノリティ等のケースは︑県社協

進んでいかない問題︑今だと︑性的

があり︑必ずしも簡単ではありませ

用者本人も努力を要するという現実

いて︑この親密性をつくるには︑利

しかしながら︑地域での生活にお

す︒

形成しやすい場なのだろうと思いま

ですが︑利用者・職員間の親密性を

︵臼井︶施設は︑疑似的かもしれない

しょうか︒

いう点からはどのようにお考えで

人ほどの参加を得て実施しています︒

活困窮者支援であるかながわライフ

らいしかできていないところもある

ていますが︑実際はまだまだ︒建物

︱津久井やまゆり園の事件
︵平成
年︶
は私たちに大変な衝撃を与えまし
た︒従事者は想いや情熱を持って働
いていたと思いますし︑地域との交
流のあった津久井やまゆり園でどう
して︑という思いです︒
︵臼井︶イギリスの社会学者ギデンズ
は親密性という言葉を使って相手と
の距離感を説明しています︒
援助者である容疑者が︑利用者と
の間に適切な親密性を築けていたの
ならば︑こういう悲惨な事件を起こ
したかどうか︒
ケアしてもらう時に援助者を知っ
ていてケアされるのと︑知らないで
ケアされるのでは︑全く意味が違っ
てきます︒親密性︑それにこの対立
概念である公共性を︑福祉現場にお
いてどのように考えていくのかは︑
今後︑大きなテーマになっていくの
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るところです︒

三浦 知人さん

内の会議スペースを開放しているく

28

県社協、800号までの歩み

※主に各年度１月号掲載「福祉のうごき」より抜粋

大きな出来事・福祉関連の動き
﹁子ども・若者育成支援促進法﹂施行
﹁なくそう！子どもの貧困﹂全国ネットワーク設立

東日本大震災の発生
最高裁判所﹁後見制度支援信託制度﹂開始を発表

県社協の動き︵数字はタイムズ掲載月︶
700号発行！③
﹁かながわ成年後見推進センター﹂開設⑫
県社協 周年
﹁ 神 奈 川 県 災 害 救 援 ボ ラ ン テ ィ ア 支 援 セ ン タ ー﹂ を
県・県共募の協力により設置④
災害発生を受け︑岩手県釜石市社協へ県社協職員派遣⑤

﹁県社協活動推進計画﹂の改訂実施計画を開始④
政策提言委員会の設置⑫

県︑地域包括支援センター支所設置の市町村に助成
事業外部評価委員会による評価が開始⑩
厚生労働省﹁オレンジプラン﹂を発表
特集﹁被災時に社会福祉施設はどう動くか﹂⑩
﹁障害者虐待防止法﹂施行

特集﹁生活福祉資金貸付制度と社協の役割発揮﹂③
災害を受け︑茨城県常総市へ県社協職員派遣

﹁かながわ保育士・保育所支援センター﹂開所②
東日本大震災被災地の障害者施設製品の販売会
﹁わすれない東北﹂開催⑨

﹁市民後見人養成事業﹂の基礎研修を実施①
﹁障害者総合支援法﹂
﹁高年齢者雇用安定法﹂施行
社会福祉法人の認可等に関する権限を一般市に委譲 ﹁かながわライフサポート事業﹂開始⑨
﹁公職選挙法﹂改正を受け︑成年被後見人の選挙権回復 ﹁高校生介護職場体験促進事業﹂開始⑫

﹁障害者権利条約﹂批准
県が﹁あすなろサポートステーション﹂開設
﹁子供の貧困対策に関する大綱﹂閣議決定

厚生労働省﹁新オレンジプラン﹂を策定
﹁生活困窮者自立支援法﹂施行
台風 号関東・東北豪雨の発生
川崎市でヘイトスピーチが相次ぐ

31

熊本地震の発生
﹁介護福祉士人材バンク登録事業﹂開始④
﹁障害者差別解消法﹂施行④
﹁県社協活動推進計画︵平成 年度〜 年度︶﹂がスタート④
﹁成年後見制度利用促進法﹂施行
﹁我が事・丸ごと﹂
共生社会実現本部︑
厚生労働省に設置 熊本地震被災地へ県社協職員派遣⑨
相模原障害者施設殺傷事件を受け﹁ともに生きる社 社会福祉法改正セミナー開催⑫
会かながわ憲章﹂を発表
28

つめる貴重な機会となりました︒

孤立と分断の今の社会を変えてい

くには︑当事者と向き合うことが一

層大切ですが︑現場では苦労の連続

で︑その取り組みをしている職員や

ボランティアは︑孤立しがちです︒

県社協は︑現場のことや福祉課題

について情報発信し︑一緒に取り組

む︒従事者等には仲間として応援す

る︒そういう機能がますます必要で︑

県社協に期待しているところです︒

︵臼井︶関係性︑親密性をどう作って

いくのか︑市民とともにどのように

取り組むのか︑社会福祉が対人援助

サービスであることの原点を今後も

大切にしてほしい︒

それと︑﹁協議会﹂なのですから︑

関係者の合意を得て発信していくこ

と︒そして︑民間でしかできない役

割とは何か︒そういったことを考え

て取り組むことが大切だと思います︒

︱今後の本会の取り組み方につい

て︑たくさんのご示唆をいただきま

した︒本会は今後も民間福祉活動の

中核的な存在として︑会員を中心に

幅広い関係者と一緒に役割発揮に努

めてまいります︒

年５ 月

日 於 本 会 役 員 室︒

本日はどうもありがとうございま

した︒

︵平成

4
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民生委員制度創設100周年⑫
﹁改正社会福祉法﹂
﹁改正児童福祉法﹂全面施行
﹁児童養護施設退所者等に対する自立支援資金貸付事業﹂
﹁介護保険法等改正法
︵地域包括ケアシステム強化の ﹁ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業﹂開始
ための介護保険法等の一部を改正する法律︶﹂公布 ﹁改正社会福祉法﹂に対応する県社協定款を本格施行⑤
﹁成年後見利用促進基本計画説明会﹂開催⑩

企画調整・情報提供担当にて編集︶
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60

これからの福祉︑これからの県社協へ
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