
ＮＰＯ法人 M-CAN（三島コミュニティ・アクションネットワーク） ニュースレター 『ミカンジュース』

このたびの東北地方太平洋沖地震により、被害を受けられました皆様に、

心よりお見舞い申し上げます。

一日も早く安全で安心な生活が戻ってきますよう、祈っております。

私たちに出来ることを模索しつつ… NPO法人 M-CAN
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3月11日、東北・三陸沖を震源とするマグニチュード９．０の国内観測史上最大の地震

は、東日本を中心に、これまでの想像を遙かに超える甚大な被害を生起した。テレビ

の画面から繰り返し流される、圧倒的な津波の恐ろしさと、その後の廃墟になった街並みを見て、

ただただ無力感に苛まれる日々が続いた。「自分たちで何か出来ることは無いのか」とM-CANの

学生チームである「M-CAN Seed（ミカンの種）」のメンバーも、支援のあり方を模索していた。そ

んな矢先、地区内の市営住宅に、被災地から来られた３世帯が入居される事になった。家財道具

をはじめ生活必需品の調達や、市役所への相談など、CSW（コミュニティ・ソーシャル・ワーカー）

を中心に、民生委員や福祉委員のネットワークが全力でこれを支援した。

私達の取り組みに共感をくれた追手門学院大学の古川先生が、ツイッターやネットで中高等学校

や学生に呼びかけてくれた。先生は、両手一杯に学用品や衣類を抱えて、「地域福祉がしっかり

している地域だからこんな支援が出来るのです」とエールをくれた。震災の取り組みは始まったば

かりだが、「ここで良かった」と思ってもらえる、そんな地域の包摂力を発揮したいと心から願って

いる。

今回の震災で政府の「震災ボランティア連携室長」に就任した湯浅誠氏は、「すでに

2週間を経過しつつある避難所生活では、生活課題が噴出しているだろう。それは声

高に求められるものではない。ひっそりとしていて、それゆえに気づかれにくく、気づいたときには

手遅れになりやすい。本当にしんどい人は「しんどい」とは言わない。周囲に遠慮し、何よりも重荷

になることをおそれ、自分に食べる価値があるのか、飲む価値があるのかと自問している。その

人の隣に、そのことに気づく「誰か」はいるだろうか。私たちの社会は、誰もがその「誰か」になれ

る社会を築いてきただろうか。十分に築いていないとしたら、これから築いていかなければならな

いのではないだろうか。」と、震災を機に改めて地域社会の有り様を指摘した。この指摘は、2000

年12月に厚生省の「社会的援護を必要とする人々に対する社会福祉のあり方検討会報告書」で

提起された、課題の「発見そのものの重視」という視点と見事に重なる。

１
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Ｍ－ＣＡＮはこの地域に潜在する「しんどい」を発見することを、いのちのように大切にしてき

た。「誰とも話をしない日を作らない」ことをキャッチフレーズに、様々な取り組みが模索されてき

た。民生委員さん達を中心とした見守りの仕組みは、そんな試行錯誤の中から生み出されてき

た。当初は、「そんなことまで民生委員がやることでない」との批判を受けながらも、今年の３月議

会において、「いきいきネットはＮＰＯの実践から始まった」と、市も認めざるを得ない着実な実践

と成果を示してきた。湯浅氏の言う、誰もがその「誰か」になれる社会の創造は、Ｍ－ＣＡＮの目

指してきたもの、そのものであった。

茨木市は今回、地域福祉の再構築として、民生委員さんを中心とした小学校区を単

位とした公民館での相談窓口の整備を打ち出した。これは、2008年に厚生労働省

が、「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」で提起した、活動のための基盤整備

の提案と重なるものであり、決して方向性は間違っていないし、民生委員さん達をキーワードにし

たセーフティネットの構築も、もともとこのM-CANが始めたことであるだけに、私たちも大いに期待

している。

しかし、不思議なことに、これまで福祉政策の中心を担ってきたＣＳＷの存在はどこにも記載さ

れていない。それどころか、担当者からは「持続可能な制度への転換」という表現で、大阪府の制

度であるＣＳＷ事業の廃止すら聞こえてくる。本当に不思議である。厚生労働省の報告書では地

域活動の基盤整備とあわせて、専門的コーディネーターの整備が不可欠と指摘しているのにも係

わらず、である。

今回の市の提案は、「何のために相談拠点を整備するのか」という本質を見失っているし、予

算上の制約論議を先行させ、目指すべき到達点を主客逆転しているとしか言いようがない。この

提案は民生委員に過重な負担を強い、本来、民生委員が得意とする「しんどい」を発見したり、ア

ウトリーチ（※１）の取り組みとインフォーマルサービス（※２）の提供という、これまで市内の民生

委員とＣＳＷが協働の実践の中で作り上げてきた、スキルとテーブルを崩壊させる危険性をはら

んでいる。

茨木市の提案は、相談窓口に力点が置かれ、「困難」に気づく「誰か」の存在はどこにも表現さ

れていない。大事なことは、窓口があってもその窓口が機能する仕掛けが必要なのであり、この

一連のパラドックスのような議論は2004年に、大阪府が「健康福祉セーフティネット」の構築の際

に繰り返し提案してきたことである。だからこそCSWという制度が出来、多くの実践が積み重ねら

れてきたのに、「今になってなぜ」と思うが、今になってみれば「やっぱり何もわからないで進めて

きた」のであろうと少なからずガッカリする。

３
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市が「不安定な補助金や交付金に頼らない」事を身上とすることを別に否定はしな

い。しかし永久に続くことが保障された収入源がいったいどこにあるのかと逆に聞き

たい。様々な道具を、「いずれ潰れるから使わない」と、使いこなす技量と見通しのない識者が、こ

れまでの検証なしに、声高に正論をぶることが如何に社会を偏狭にし、硬直化させるか考えて欲

しい。その結果「しんどい」が潜在化することが悲しい。オルタナティブ（代替）は、現実のニーズか

ら検討されなければ意味はない。

繰り返すが、湯浅氏が指摘するように、ほんとうに「しんどい」人は、決して「しんどい」とは言わ

ない。本当に「しんどい」人を、手遅れにならないうちに探し出せるのは、市が想定している「窓口」

ではない。しかし、この「しんどい」を見つけだすことこそ「消えた高齢者問題」の教訓であったし、

いま求められる福祉の重点課題なのである。

そのためには、下からのネットワークを地道に整備してきた「いきいきネット」の仕組みと、年間

15,000件近くも相談を蓄積してきたCSW制度を活用することこそ、最も有効で効果のあがる手法

であると断言できる。前述の古川先生も「ＣＳＷを中心にセーフティネットが機能してきたからこ

そ、この様な非常時にも動けるのです」と評価してくれた。まさに「状態に着目する福祉から関係

性を紡ぐ福祉」への転換が求められている。

これは百の論理を展開するより、昨年９月に福祉政策課が民生委員さんを対象に実

施した、「CSW制度に関するアンケート調査」に如実に示されている。アンケートは市

内３３９人の民生委員さんから意見が寄せられた。これは、実に市内の全民生委員（３８９人）の8

8.5％にあたる「思い」の結晶である。

この中で、「ＣＳＷ制度の導入による地域福祉の進捗状況」を民生委員さんに調査した結果、と

りわけ「要支援者に対する専門窓口へのつなぎ」と言う項目においては、９割の民生委員が、「以

前に比べスムーズになった」と回答されている。また、ＣＳＷ制度実施における民生委員活動へ

の影響については、約８割の民生委員が「精神的・肉体的に負担が軽くなった」と回答し、なかで

も、ＣＳＷの支援によって「民生委員自身の要支援者への課題解決力が高まった」と回答した民

生委員が９割を超えている点は驚愕に値する。

この調査結果を集約して、「特筆すべきは、民生委員自身の要支援者への課題解決力が高ま

ったと回答した民生委員は９割を超えており、ＣＳＷによる直接的な支援だけでなく、専門機関等

との情報の共有や交流により、民生委員自身の課題解決力が高まった事がうかがえる」と、福祉

政策課はわざわざ記載している。まさに、この現実と蓄積を大切にすることから始めなければなら

ない。それが政治である。

４

５
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Ｍ－ＣＡＮの経験は、「しんどい」に気づくことのできる最も有力なファクターこそ、地域

事情に精通した民生委員や福祉委員であると示している。民生委員がアウトリーチ

の主体となり、ＣＳＷのような専門家がその「発見」を支える仕組みと、震災で共有した「何か出来

ることはないか」という住民意志を、インフォーマルサービスとして組織化（オーガナイズ）すること

こそ、我々が求めるべき、誰もが「しんどい」を気付くことのできる社会地域への第一歩なのであ

る。

前述の湯浅氏は、「すでに着手され、これから長い時間をかけて築かれていく復興過程の中

で、私たちが目指すべきものは何だろうか。私にとってそれは貧困や自殺に追い込まれない社会

であり、一人ひとりの力が発揮される条件を整える包摂型の社会である。今まで求めてきたもの

と別の物ではない。」として、今こそ包摂型社会の実現が不可欠であることも指摘している。

この湯浅氏が指摘した包摂型社会とはどのような社会をイメージすべきなのだろう。私達がこ

れまで、そしてこれからも三島で目指していく地域社会とは何かを、改めて震災を機に考えてみた

いと思った。

６

（※１）アウトリーチとは、なかなか「しんどい」を表現できない住民に、民生委員や相談機関が直接出向きながら、

利用者と対面し潜在的なニーズを表に出せるよう援助して行くアプローチのこと。

（※２）インフォーマルサービスとは、行政が直接・間接的に提供するサービスでは充足されない「隠れた」ニーズに

対応するサービスのこと。例えば、地域住民の見守りなどの非公式な援助活動がこれに当たる。

インターネットラジオ・プロジェクト

M-CANが今年1月から開始したインターネ

ットラジオ放送ももうすぐ第20回放送を迎え

ようとしています。このラジオ・プロジェクトを手

伝ってくれるボランティアを募集しています。

ラジオDJとして協力してくれる人、企画にか

かわってくれる人、レポーターとしてインタビュ

ーなどに協力してくれる人など、ラジオ放送

の経験は問いません。

頻度：週1回程度

子どものための社会起業塾

みかん屋を拠点とした総合学習のプロジェ

クトとして社会起業塾を始めます。近年注目

されているビジネスの手法を用いた社会貢

献活動を子どもと一緒に進めようということ

で、現在プロジェクトを立ち上げています。

子どもにかかわる活動に興味ある方、ご連絡

ください。

頻度：週1回程度。夏休み、冬休みなどに

集中して活動します。
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３月１１日に東北地方を襲った東日本大震災で被災し、この地域に

避難してこられた二家族の方にお話をお伺いしました。

茨木市で避難生活を送られている方々の話

【その時】

工場で仕事中に大きな揺れを感じ外へ避難。電柱が倒れそうになり、家の屋根は落ち、

道路も割れて怖かった。３０分くらいの断続的な揺れの後、保育園まで車で子どもを迎え

に行ったが、通常５～６分のところが３０分もかかった。

海の近くにある保育園では、子どもを高台に避難させていた。２名の保育士が迎えに来

る保護者の対応をしていたが、すぐに津波が襲ってきたので一緒に高台に逃げて助かった。

津波は保育所の前の道路まで襲ってきた。

【その後】

自宅の壁、窓、ドアは壊れ、テレビやタンスは倒れ住めない状態。家族で４日間車で生

活し、買い置きのカップ麺を食べていた。店に１日並んでも何も買えない日もあった。

ガソリンは一晩並んで次の日に買えたほど。３／１６～１７あたりは放射能の数値が高く

外出できなかった。

日立市の知人宅に一泊し高速バスで東京へ脱出。兄や兄の友人に助けてもらい茨木市の

叔母を頼って避難して来た。こちらでは夫の仕事が見つからないので夫だけ地元に戻り社

宅で生活しながら仕事を続けている。給料も減った。自分の仕事はなくなった。

【今】

家族がバラバラで出費が増大し不安。７０近い義母は福島県を絶対に離れないと言う。

放射能は子どもの体に良くないので心配。地震は将来、子どもの心にも影響があるのでは

と心配。

茨木市に来てからは、生活用品を譲ってもらったり、近所の人の声かけもあり助かって

いる。

Ｍさん

（女性）

茨城県北茨城市

夫、子どもとの３人世帯
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二家族とも、何もない生活で不安がいっぱいでこちらに引っ越して来られましたが、地域

の皆さんがいろいろな支援をしてくれ、とても心強かったと話しておられました。

私たちも人ごとではなく身近な問題として考えていかなければなりませんね。

【その時】

次女が幼稚園から帰宅し、一緒にお絵描きをしていた時に地震発生。ゆっくり回るよう

な感じで揺れ、腰が抜けて動けずこたつにいた。自宅の窓枠ははずれ、階段も曲がり、２

階も鍵をかけていたが開いていた。玄関のドアも片方開かない状態。長い揺れがあり、携

帯電話、貴重品だけ持ち外に避難。「津波が来るぞー！」と言う声で長女のいる小学校に

避難。ものすごく怖い思いをした。長女は体育館にいた時に地震があり、泣いている子も

いたようだ。

海に近い自宅では、隣の家まで津波は来たが、前に線路や大きなタンクがあり助かった。

少しはずれたところは貨物列車等も流れていて怖かった。

夕方に夫と合流し山側に避難。準備のいい人が毛布を貸してくれた。

【その後】

いわき市ではお店に商品があっても、開店できないので買えない。みんなでお菓子を持

ち寄り食べた。水も出ず給水車が来たが、１世帯２Lのみで何回も並んだ。ガソリンは並

んでも買えないこともあり、買えても１０Lで無くなってしまった。

水戸市の施設に避難したが、福島県は受け入れないと言われ、一泊だけして翌朝妹を頼

って高速バスで東京へ避難の後、親戚を頼り茨木市へ避難して来た。

【今】

夫は仕事のためにすぐにいわき市に戻った。夫が長女の代理で小学校の卒業証書を受け

取った日に中学校の入学式があった。長女は中学校入学について不安がっていたが、入学

前に先生が家庭訪問をしてくれてありがたかったし、友達もでき部活にも入れて良かった。

次女は幼稚園に転入したが人見知りで心配。

子どもたちも地震のことはすごく気にしている。自宅には住めないし、放射能も心配で

落ち着かない。早く帰りたいが帰れないし風評被害が心配。

福島県いわき市

夫、子ども二人の４人世帯

Ｍさん

（女性）
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第４回

仙台・石巻からの報告

５月２日の夜行バスに乗って仙台に行ってきました。3日の朝に、仙台駅で仲間たちと合流し、

よつばのクローバーさんとお会いしました。よつばのクローバーさんは、仙台で、地域の子ども・

女性・高齢者などに関わる活動を長年にわたり行ってきた、4人の女性コーディネーターさんです。

出会う方それぞれにいくつもの物語があり、つながりながら、支えあいながら、生きている方々の

お話を聞かせていただきました。以前から地域の人を支援してきた人たち自身も被災者です。

支援者への情報提供やサポート、支援者のネットワークづくり、支援者を後方支援する人たちの

ネットワークづくりが求められています。

二日目は、石巻に行きました。線路が途中不通になっているため、代行バスに乗り、渋滞する

中を北へ向かいました。石巻では、被災者をNPOとつないで支える合同プロジェクト（つなプロ）の

拠点となっているお寺に行き、避難所生活の現状や避難所での支援についてお話を伺いました。

「つなプロ」は、阪神大震災の経験をもとにつくられた民間のネットワークです。避難所で、特別

な配慮を必要とする方々の状況や困りごとを発見・把握したうえで、専門性をもつNPOや機関か

らの支援とつないでいます。若者たちが、震災直後からお寺に泊まり込み、継続的な支援を続け

ています。

「2年間はここに滞在します」「仕事を辞めてきました。看護職としての専門性を活かしていきま

す」「地元の人がまわせるように後方支援をしていきたい」「関係性の社会・コミュニティのかかわ

りが強い地域なので、かかわりあいを閉ざしてしまわないように、第三者の支援が必要です」な

ど、若者たちが熱い議論を交わしていました。

三日目は、女性に対する支援を行っているNPO法人イコールネット

仙台さんにお会いしました。洗濯ができず困っている仙台市内の避難所

暮らしの女性のため、「せんたくネット」を発足して、洗濯代行をされて

います。洗濯代行をしながら、女性たちの声に耳を傾け、課題を発見し

ようという取り組みです。
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男性がリーダーとなり運営されている避難所では、女性への配慮が欠けたり後回しにされがち

になるそうです。トイレの問題、プライバシー、防犯、女性向けの支援物資、健康問題、暴力、シン

グルマザーの生活課題、メンタルケア、コミュニティの回復と女性の人権、などなど、女性に配慮

した支援のありようについて意見交換をさせていただきました。

「日本をひとつに！」その理念・思想・実践から排除されていく人たち。「支援」のかげで、「わが

ままかしら」「がまんしなくちゃ」と声をおしころす人たち。「家族」「コミュニティ」が声高に叫ばれる

一方での、ピラミッド型の組織や集団の中での個人の自由の制限。大阪に戻ってきてから、いろ

んなことをずっと考えています。

午後には石巻を再度訪問し、石巻市の小中学生と高校生が結成したグループ「We Make

Ishinomaki」の活動に参加しました。被災した石巻市の子どもたちが、復興をめざし、ボランティア

の人たちに配るためのミサンガ作りを始めました。目標は１万本。ミサンガは、宮城のお米（白）、

石巻の漁港（青）、太陽（オレンジ）の3色で編まれています。わたしも手首に巻いていただきました。

「いつまでも悲しんでばかりはいられない」「自分たちにできることを何かしよう」「新しい石巻を

つくりたい」と、ミサンガプロジェクトを立ち上げた石巻中学校3年生のつばささんは、卒業式前日

に体育館の装飾をしていた際に被災しました。そこから長い避難生活が始まります。家族の安否

も分からずに不安ななか、学校には友達がたくさんいて、寂しさ・不安を紛らわすかのように笑い

あい、夜には、身を寄せ合って寒さをしのいだそうです。ミサンガを作った仲間たちと、大阪への

修学旅行を楽しみに、1万本のミサンガづくりに取り組んでいます。

復旧・復興における「差別」も潜在化・顕在化してきています。今後も、支援者に対する支援を

継続していきます。

文：熊本理抄(くまもとりさ)

近畿大学教員・M-CANでまちづくりを楽しもうと、
2007年の春に、「えいっ！」と三島に引っ越して
きました。（総持寺在住）

仙台

石巻
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どうぞ気軽にお立ち寄り下さい！

駄菓子倶楽部みかん屋がオープンしてはや一年が過ぎました。店番を担当するM-CANのスタ

ッフや大学生のボランティアは、道行く子どもたちから「みかん屋のおばちゃん（おっちゃん）」と呼

ばれるようになり、すっかりみかん屋の存在が地域に浸透してきたようです。開店当初の目標とし

て、地域住民の皆さんから「みかん屋」の愛称で親しまれる場所（フラッグシップ・ストア）になるこ

とを設定していましたが、その目標はある程度達成されてきたように思います。

しかし、本当の意味で「地域のまちづくりの拠点」と呼べるまで、その存在が浸透しているかと

いうと、まだ十分ではないように思います。みかん屋の活用方法として、もっといろいろな可能性

があるのではないかと感じています。人が集い、自由に交流できる場所を目指して、日々試行錯

誤しています。

その試行錯誤の一環として、今年の4月から「みかん横丁」という持ち寄り交流会をはじめまし

た。毎月、第2金曜日の午後7時から、みかん屋の店内で交流しています。地域住民やM-CANの

スタッフ、ボランティアの面々など、誰でも飛び込みで参加できる会です。地域の拠点としてスター

トした「みかん屋」ですから、アフター・ファイブの時間帯も地域住民の交流の拠点として活用して

もらえたらと願い、お店を開放しています。各自が食べたいもの、飲みたいものを持ち寄って、地

域の話題に花を咲かせています。

わいわいガヤガヤの中からひらめくアイディアもあります。
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みかん横丁

持ち寄り交流会

どなたでもご参加いただけます！

日 時： 毎月第2金曜日 午後7時から

場 所： 駄菓子倶楽部「みかん屋」

参加費： 無料

（各自、食べ物・飲み物を持参してください）

～つながろう三島・あるある三島～

例年は秋に「菜の花コンサート」を実施していましたが、

今年は菜の花全館を使ってイベントをおこないます！

各フロアを自由に行き来し、楽しんでくださいね！

普段、菜の花と関わりのない地域の皆様にも、身近な施設と

して知ってもらえるように、子どもから大人まで足を運んで

もらえたら嬉しいです┻

ぜひ遊びに来て下さい！！

日時＊６月１８日（土） ＰＭ１３：００～１６：００

場所＊地域活動支援センター 菜の花

フリーマーケット、

輪投げ、 野菜の販売など

１階

喫茶コーナー

２階
【１部】 ピアノコンサート

【２部】 クロマチックハーモニカ
コンサート

３階



■□■ 編集後記 ■□■

震災から２ヶ月が経ちました。この間、多くの人が「何をどうすればいいのかわからない」中で、

自分の気持ちと葛藤していたのかも知れません。いても経ってもいられずに、GWを利用して被災

地にボランティアとして活動してきた、M-CANの仲間もいたようです。何も出来ない自分は相変わ

らず「自分には何が出来るのか」を今も考え続けています。

そんな中で感じたことは、「自分は何をすべきなのか」「自分に何が出来るのか」を考える力と、

ノウハウを身につけることは、本当の意味で災害に強い社会を創る第一歩なのだと思えてきたこと

です。「自分に何が出来るのか」を問い続けることこそ、福祉の神髄であり想像力そのものなのでし

ょう。地域福祉はこの「何が出来るのか」を繋ぎ、紡いでいく取り組みなのであり、M-CANが目指し

続けてきたものそのものです。

震災に強いまちは、そこに住む住民の想像力が発揮されるまちであり、できれば今年、再び地

域のみんなが集まって、ワイワイガヤガヤ考えてみたいのです。「自分に出来ること」「自分たちに

出来ること」を見つけるために…。

三島コミュニティ・アクションネットワーク 事務局

M-CAN Juice Vol.5 2011年5月25日発行
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