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香川県ソーシャルワーカー協会２０１５年研究大会 

第２８回 人間力大賞受賞者による実践報告 

日時：平成２８年２月２７日（土）１３：３０～１６：３1 

場所：香川県社会福祉総合センター７階 大会議室 

主催：香川県ソーシャルワーカー協会 

内容： 

13:33～13:40 主催者あいさつ 香川県ソーシャルワーカー協会 会長 川西基雄        

・本会は１９８８年に創設、２年後に３０周年を迎える。 

・親会の日本ソーシャルワーカー協会は１９６０年に創設、

中村ゆういち先生は昨年、満９３歳で亡くなられた。本会

が１５周年を機に記念講演を行っていただいた。 

・社会福祉法人改革が進められている。昨年７月に衆議院を

通過し、継続審議中。３月末までに審議が終わるか心配。

昭和２６年に創設された社会福祉法人、６５年目の時期に

大きな改革がなされようとしている。税と社会保障の一体

改革、日本型福祉の構築、自助、共助、公助のバランスの

とれた日本型福祉。ソーシャルワーカーの果たすべき役割

が大きくなっている。 

・「変えるべき」を肝に銘じて変えねばならない。福祉の本質、

絶対に換えてはいけないものを守らねばならない。多様な

主体の参入で、営利企業が参入し、福祉が大きく変わって

きている。そこで、我々は何をなすべきか、考えねばならない。 

・社会福祉法人に地域公益活動の責務かが義務化される。 

・理事 毛利浩一さんのお世話で、青年版の国民栄誉賞といわれている人間大賞の受賞者、廣岡

さん、北村さんの若い力を、私たち全ての力として社会福祉を推進していきたい。 

・宣伝です。５月２１日（土）、２２日（日）に日本ソーシャルワーカー協会の年次大会が、香川

で予定されており、ぜひ参加を。 

 

13:40～14:37 講演①「家族を崩壊させる大人のひきこもり ～現場対応と自立へのみちのり～」  

○講師：ワンステップスクール伊藤学校 青少年育成コーディネーター 廣岡政幸 

○プロフィール 

１９８１年生まれ。幼少期に大病で足に障害、いじめを受け、小学生時代には喫煙、バイク窃盗、

深夜徘徊、恐喝、傷害などあらゆる非行を行う、やんちゃな幼少期。 

・ニュージーランドで２年間の療育プログラムを受け、そのときの経験を活かし、青少年の自立

更正に取り組むことに。 

・２００８年にワンステップスクールを設立、３０００人以上の生徒たちと向き合っている。 

 

○はじめに 

・若い人たちに着物を着る動機付けをして欲しいと、様々な場で着物を着ています。 

・話し慣れていないので、有名講師のような笑いあり、感動ありの話はできませんが、一生懸命

話します。 
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○活動内容 

・創設者 伊藤幸弘 元暴走族、自宅で不登校の子どもたちを預かり自立の取り組み。 

・児童精神科医 佐々木正美 発達障害の第一人者 

 

○ワンステップスクール伊藤学校 

・少年院や行政機関から、医療機関から、他団体からの救助要請の方を受け入れている。 

・スパルタとかの教育をしているわけではない。 

 

○活動範囲 

・「時と場所」を問わず現場に駆けつける 

・深夜に暴走中の少年を確保したり、大人に軟禁されて売春させられていた少女、数十年間ずっ

と引きこもりで誰とも接触できない人・・・ 

・現場では、危険を感じることもある！ 

・年間５千件を越える相談。 

・行政や関係機関の狭間に取り残されている子どもたち 

 発達障害だといわれ病院へ、病院で診断し発達障害でなければ学校へ戻され、引きこもりのレ

ッテルを貼られ・・・ 

 

○ビデオ上映 

◇１２年部屋に引きこもる４７歳の息子 

・高齢化する家族崩壊の現実。暴力におびえる７０代両親。 

・怒鳴り散らす息子に、両親はおびえる。 

・ドアを壊して会話を開始。国立大学の進学に失敗、４００万円のお金を親から借りてソフト開

発の会社をはじめ失敗、株に手を出し８００万円の借金。 

・自称プログラマー 今でも「プログラムを作っている」と主張する。 

・現実に引き戻すための会話は７時間を超えた。 

 

・６ヶ月以上の引きこもり 全国に７０万人  

 

◇息子との生活から逃れるため、有料の介護施設に入所している７０代の父親 

・年金から生活費を渡すために、週一回、家に帰るときだけ息子に会う。 

・４１歳 １年間風呂に入らず、あらゆる場所がゴミとゴミの腐敗臭 

・上京し、就職活動に失敗。アルバイトをするが長続きせず、１１年間引きこもり。母親が亡く

なってから、ゴミの山。 

・父親は年金生活で、もうお金もない。親子の話は平行線。 

・「現実逃避するな！ 自分で出来るのか！ こんな家を元に戻す金が出せるのか」 → フリー

スクールの寮に入ることに 

 

・うちのフリースクールには１４歳から４７歳の男女 ７割は２０歳以上 

・中高年の引きこもりが増えることは、社会の働き手が減るだけでなく、社会保障を圧迫してい

く。 
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○引きこもりの実態 

・何十年と引きこもり、自分の世界に入っている人は、引き出すのに何時間もかかる。 

・全国に７０万人 １５～３９歳までの働き盛りの５０００人にアンケートを実施、出現率１．

７９％ 

・義務教育を終えた１５歳以降、若者といえる３９歳までを引きこもりと定義 １５歳までは引

きこもりと言わない、４０歳を過ぎても引きこもりと言っていない。 

 

○中学校の長期欠席率 

・１９６０年頃までは「貧困・病気」が原因。 

・１９７５年頃、最低の長期欠席率。 

・その後は「不登校」により長期欠席率が増加。 

・小中学校で１２万人の引きこもり、ひとクラス

に一人いる割合。 

・引用：「ニュースの深層・ひきこもりはなぜ生ま

れるか」 

 

○ＳＮＥＰ（スネップ） 

・大人の孤立無業者 約１６２万人と推定 

・２０～５９歳の在学中を除く未婚の孤立無業者。普通ずっと一人でいるか、家族以外の人と２

日連続で接していない人々を指す。 

 

◇国が手をこまねいているのは、巨額の費用が必要だから 

・働く環境を作るために一人につき月１０万円使おうとすると、年間２０兆円必要になる。 → 

国は動かない 国は専門的知識を持っている人がいない 

・親殺し、子ども殺し、犯罪が起きる恐れがある 

 

○引きこもりの傾向と共通点 

・早期・後期離学後に就活・就職をした。 

・不登校が長期化した（全体の６～７割）。 

 

・コミュニケーション能力は、「話す力」ではなく「人を信じる力」である。 

 

・「周囲に無理をしてあわせていた」 

・自分の容姿や性格にコンプレックスを持つ 

・不登校になってもおかしくない状態だった 

・悩みや親や大人に相談できない 

   ↓ 

 悪いこともさせながら、自分の思いを表現させることが大事 

 

○引きこもりの息子 

・社会に適用できる能力を 
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○引きこもりの親の共通点 

・規範意識が高い親が多い → 「普通」の基準が高い親が多い 

・「引きこもり」は「自己責任」 原因を追究し続け、原因が見つからなかったら、自分の子育て

が原因だと、自己責任だと思ってしまう。 

・しかし１００万人を越える引きこもりがでる時代、自己責任では無く、社会に原因がある。 

 

・引きこもりの親の集まりの会では、「子育て」「しつけ」の勉強をしている。 ← 違う！ 

・いじめは１００％加害者が悪い。しかし、被害者が学校を変わっても解決しない。本人の「性

格」も重要。 

・子どもが病んでいる家は、親も病んでいる。 

・「親の子育てが間違っている」とは言わないで、「あなたの子育ては問題ない。社会のシステム

に問題があるのです」と、親の自信を取り戻してもらう。 

 

○現場での対応方法 

・問題行動を起こしている若者に対して「正す、教える、修復する」ことは決してしない。 

・何に悩み？ 何に苦しんでいるのか？ まずは、「理解してあげる努力」を行っている。言葉、

表情、ちょっとした変化を感じ取る 

・変わりたいと思っているのは本人たち。 

・引きこもっている人は、どんどん理想が高くなり、現実と理想のギャップに苦しんでいる。 

 

○情報力 

・親も話し下手 表現が下手、子どもの気持ちを聞き出すのが下手 

・「発達障害かも」と言ったところで、問題は解決しない。大人の物差しで、勝手に問題を複雑化

している。 

・バカ親ではないので先回りしてしまう → 過干渉 

 

○おもちゃ屋の前で、ジダンダする子ども 

・子どもと同じ大きな声で言い合っている親。結局、おばあちゃんがお金を出して買ってあげる。 

・買ってくれたおばあちゃんに「ありがとう」と言わせることで、しつけだと思っている。 

・結局そのおもちゃを子どもは大事にしない。 

・否定から入り、子どもに自分の思いを表現、説明させることをしていない。 

 

◇買いたい どうするのか、どうしたいのか聞く 

・その子にも買いたい理由がある。 

・自分の思いを言う、表現する機会を与える。 

 

◇大人になってからも修復できる 

・聞くこと 

 

○人間力の根底 

・誰かの優しさで人は救われ いつか、その人は また、あなたと同じように人を救う 

 → そんな連鎖が世の中を良くする 
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・買い物で子どもがお菓子を入れるのを叱る → まず、買い物の最初に子どものお菓子を選ば

せる 

・大人に余裕がない 

・子育てに悩んでいるときに悪化させるのは、男が悪い。子育てをしなくても、好きな奥さんの

ケアぐらいはしなさい。 

 

14:37～14:50 休憩 

 

14:52～15:56 講演②「市民の力で子どもの未来を紡ぐ ～ひとりおかんっこ応援団取り組み紹介～」 

○講師：ＮＰＯ法人 ノーベル ファンドトレイジング事業部 マネージャー 北村政記 

○プロフィール 

・ファンドレイザー ＮＰＯ法人などの資金を集める 認定ファンドレイザーの資格を取得。 

・大阪２児虐待事件を機に、ひとり親の自立を支援、市民の力で子どもの自立を目指す取り組み。 

・３年間で２千万円の資金を集めた実績。 

 

○はじめに 

・私はただのサラリーマン。しかし、今の仕事をサポートしたい人がいて、未来がある。 

・８年間会社員、ある事件を契機にノーベルでボランティア 半年無給で活動し、「有給では雇え

ない」と言われ、一度はノーベルを離れたが、やっぱりやりたいと現職。 

 

○なぜ・・・ 

・長崎出身の母、京都出身の父、私は小さい頃、熱性けいれんにより８回救急車で運ばれる。病

気がちだったことから、祖父母から「一緒に生活しろ」とのことになり、３世代家族に。 

・大学を卒業し、ベネフィット・ワンに就職 営業で８年。奥さんも同じ会社の人。 

・大阪二児虐待死事件 自分の甥と姪と同じ歳の子どもが餓死した → こんな問題を解決した

いと思った 

・シングルマザーに負担を強いる社会が問題との話し → 自分なりに探した、勉強した 

・社会保障の問題 高齢者関係の給付費と子育て世代への給付費は全く異なる。 

 

○旧態依然とした社会補償制度 

・専業主婦の場合 夫の被扶養者として保険料を払っていると見なされる。 

・離婚した場合、２０歳から６０歳までに７３２万円、自分で保険料を払わないといけない。 

・なのに、受け取る年金額は同じ。 

 

○法律にも明記された自己責任論 

・母子及び父子並びに寡婦福祉法 

・（自立への努力） 

 第四条 母子家庭の母及び父子家庭の父並びに寡婦は、自ら進んでその自立を図り家庭生活及

び職業生活の安定と向上に努めなければならない。 

 

○離婚の経緯はさまざま 
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・夫の借金などの経済的理由による離婚 

・暴力による離婚 

・夫の自殺や事故、病気による死別 

 

○ひとりおやライフプラン例 

・母３０歳、子ども０歳、パートで生活。 

・パートのため、何年勤めていても給料はズーッと同じまま。 

・小学生以降、教育費、子供の成長につれ食費も増えていき、支出は増える一方で生活は苦しく。 

・ひとり親のサポートが必要と思った。 

 

○病児保育問題 

・子供は熱を出す日を調整してくれない。 

・３７度以上の熱があると、他の子どもにうつってはいけないので、子どもを迎えに行かないと

いけない。 映画「３７度５分の涙」 

・０歳児は３１日、１歳児で２１日、２歳児で１３日、３、４歳児で１０日、５歳児でも９日の

年間病欠日数 

 

○病児保育施設 

・大阪市内でたった８施設しかない。 

・なぜ少ないか 子どもはいつも熱を出すわけでなく、安定な収益が出ず、赤字経営。 

・行政からの補助を受けるには、看護士２名、保育士１名の確保が必要で敷居が高い。 

 

○ノーベルが提供する病児保育サポート 

・施設を持たず、自宅に訪問することで経費を削減 

・預けなくても、必ず月会費をもらうことで安定収入を確保 

・「明日、子どもを預かってもらえないと、会社を首になる」といった事態にも対応できる。 

 

○ひとりおかんっ子応援団プロジェクト 

・共働き  月会費８千円 

・ひとり親 負担千円 寄付で７千円 

・たくさん病気をして、すくすく強い子に育つ日まで、ひとりおかんっ子をみんなで救え。 

・子どもが病気をするだけで、たちまち生活の危機に直面してしまう、ひとり親家庭。今を支え

ることは、何より子どもの将来を支えることになる。だから今こそ支えましょう。みんなで。 

 

○ボランティアで集めた１００万円 

・クラウドファンディング 

・ひとり親へ病児保育を提供すべく、平日毎日（平均５キロ走る＋ブログ更新）を続ける 

・１００万円を超える寄付金 

 

○ノーベル病児保育の特徴 

◇子どもの熱に気づくのは朝が一番多く、感染症への対応も必要 

・当日８時までのご予約は、１００％対応保証。 
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・急な依頼・キャンセルも無料で対応。 

・１対１の自宅保育で、お子さまの負担も軽減。 

・感染症も対応。かかりつけ医への受診代行も。 

 

○なぜファンドレイジングが必要か 

・ＷＨＹ（なぜ）が定まっていないと、ファンドレイジングはやるべきではない。 

・なぜが定まっていないと、寄付は集まらない、寄付が集まっても広がらない。 

・誰しもが病児保育を使えるセーフティネットを作りたい。 

・低所得者（ひとり親世帯）でも使える物が必要だ！ 

   ↓ 

 データ収集 

 ヒアリング 誰を助けたいのか、当事者の声を聞かないと事業を始めてはいけない 

 

○伝える準備 

・かわいいリーフレット 電通のスタッフが作ってくれた。 

・ＮＰＯであれば、利益を求めずに、関われる。 

 

○ファンドレイジングの個人と法人の違い 

・個人＝仲間集め 

  ビジョン、現状、課題、解決策を伝える 

・法人＝メリットを前提とした協業 

  法人営業を行う 

 

○個人ファンドレイジングのポイント 

・現状 

・課題 

・解決策 

・ 

 

○メディア掲載 

・１個の媒体でのチャンスは１度。何度も取り上げてくれるわけではないので、導線、誰に伝え

るかをしっかりと吟味して。 

・現状、課題、解決策を記載。 

・ポイントは「電話番号」を書いておく。寄付をしようと思ったことが電話につながり、寄付に

つながる。 

 

○本で寄付するチャリボン 

・不要になった本を、家まで回収にきてくれ、その本の販売利益が病児保育につながる。 

・ＣＳＲ部：ＣＳＲを良く知るきっかけ 

 採用部 ：採用等に関する認知啓蒙につながる 

 

○法人で営業するためには企業を知る必要がある 
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・東洋経済ＣＳＲデータｅＢｏｏｋ２０１４ 社会貢献実践編 

 

○プレゼン 

・人間力大賞 ５分のプレゼン：現状、課題、解決策をアピール 

 

○大阪マラソン選定経緯 

・チャリティマラソン ランナーは寄付をしないと走れない 

・２年間で１７００万円の寄付 

・一般ランナーは競争率７倍 チャリティランナーとして７万円の寄付をするとマラソンを走れ

る → 一般ランナーの抽選結果の発表日にＳＮＳでチャリティランナーの紹介 

 

○寄付してくれたことの思いは 

・子どもが離婚をしたので、孫を助けたいが断られる。同じような事情の孫を助けたくて寄付を

したとのおばあちゃん。 

 

○実現したい目標 

・日本一、母子福祉に対して、人の関心、寄付、ボランティアを集めるファンドイレイザーにな

る。 

・人口が減り、お金が減る時代になっていくことは避けられない。 

・ファンドレイジングは、応援する人も、応援される人も、共にハッピーになる。 

・ノーベルで支援を受けている人も、自分がいつか寄付できるようになりたい。 

 

○ファンドレイザーとは 

・「希望」と「憂い」に向き合う職業 

・寄付を集めることやメディアに載ることはあくまで手段であって、どのような人を、どのよう

に助けることが出来たかである。 

・一人親の家を訪ね、見て、聞いたこと、状況をいかに発信していけるか。 

 

15:56～16:02 休憩 

 

16:02～16:26 質疑 

男性①Ｑ：廣岡さんと北村さんに質問があります。廣岡さんに：フリースクールの生徒さんで引き

こもりから自立できた生徒さんは、自分の経験を活かして引きこもりの方の自立に関わりを持

つようなことはありますか。また、そのような際に、自分の経験が活かされるなど、廣岡さん

が気づかれたことがあれば紹介いただきたい。 

廣岡Ａ：うちの学校のスタッフの７～８割は、もとスクールの生徒です。生徒がスタッフへと、順

次経験が伝承、引き継がれていると思う。 

 

男性①Ｑ：廣岡さんも北村さんも行政や関係機関が手を出せない狭間の部分に取り組まれている。

北村さん、行政に「ここがこうなればもっと活動しやすいのに」とか、行政について感じてい

ること、思うことをご紹介下さい。 

北村Ａ：行政への注文というのではないですが。行政がひとり親を支援しようと、月会費の７千円
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（１日分の保育が含まれている）ではなく、２日目からの保育に対する費用を補助することを

始めた。「保育が行われるかどうかわからない月会費には補助できない」と考えた。補助の申

し込みが１年目はなかった。そこで、２年目からは、月会費の７千円を補助することに見直す

と、多くの補助申し込みがあった。行政の担当者も１年目に利用者がいないことで、ひとり親

のヒアリングを行い、補助の内容を見直した。そのような補助制度を立ち上げたので、その町

で子育てをしたいと転入してくる人が出てきた。 

男性①Ｃ：補助制度が転入者を増やすことになる、まさに企業営業ですね。 

 

男性②Ｑ：ソーシャルワーカーとして、大人の発達障害の方の支援をしている。 

・廣岡さん 生徒さんはどのような期間で、どう巣立っていくのか、費用は？ 

・北村さん ３００名以上の寄付を受けると認定ＮＰＯ法人になれるが、クラウドファンディン

グ成功の秘訣を。 

廣岡Ａ： 

・自立支援（親元を離れて自分で生活できる）３ヶ月程度、最大８ヶ月まで 

 職業訓練（マナーや資格取得など） 

 就労支援（お金の管理、企業とのコミュニケーションなど） 

 全体で３年間ぐらい。伴走型支援を心がけている。 

・家賃１０万円、食費３万円 合計１３万円と、専門学校で寮に入っているのと変わらない。 

・行政からの補助金を受けていない。学校の収益は２億。その収益の２０～３０％は、貧困層に

当てていこうと考えている。行政の支援金を入れていると、政策が変わって補助金が無くなっ

たり、事業内容に注文を付けられたり。 

北村Ａ： 

・クラウドファンディングも、寄付型と購入型がある。誰から寄付をもらうかでやり方も変わる。

知り合いなら人海戦術で、メールなどでメッセージを送る。知らない人からの寄付なら、寄付

者へのベネフィットをうったえる。他人の孫を支援することで、自分の孫への思いを伝えたい

とか・・・ 

 

会長Ｑ： 

・お二人が取り組まれていることは、完全なソーシャルワーカーです。支援から漏れている方々

を救おうと。完全にソーシャルワーカーです。 

・香川ソーシャルワーカー協会は１０名程度で始めたが、今は１３０名ほど。 

・傾聴、共感、受容 ソーシャルワーカーとしての思い、ジレンマ、葛藤があると思うが、ご紹

介いただきたい。継続していかねばならないので、その中でのジレンマを。 

廣岡Ａ： 

・経営を考えていかねばならないので、普通の会社の社長と同じ。 

・僕が第一線に立つ。最初に、親に料金まで説明する。後継者をつくらないといけないが、自分

の分身が出来ている。自分の様子を見ている人間はたくさんいるので、僕が出来なくなったら

分身がやる。 

・「これは国がやるべきことだろう」と思うジレンマはある。 

北村Ａ： 

・「誰を助けたいか」ということを、明確にしなければならないジレンマ。 

・いろいろな事業があって、ひとり親をやっていて、年収があってもジジババの支援が受けられ
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ないひとり親と、年収が低いがジジババの支援を受けられるひとり親とか、誰を助けるのか線

を引かねばならない。 

 

会長Ｃ：情熱を持って活動をされている。ぶれない真念が、話の中に見えた。香川で見習えること

があれば見習い、香川の社会福祉の底上げが出来ればと思った。 

 

16:26～16:31 閉会 副会長                                

・人に対するまなざし、人が好きなんだろうなというまなざしを感じる。 

・人に関心を持ち、人が好き、そして活動のモチベーションになっていく。原点に戻った気がす

る。共有できるなと感じるところがたくさんあった。 

・いろいろな法人、任意団体、ＮＰＯもあるが、枠にとらわれずに、手を取り合って地域を良く

していこうというものがあれば、地域は良くなっていくと思った。 

・負の連鎖をプラスの連鎖に換えていく原動力も「人が好きだ」ということと、感じた。 

 

・シリーズテーマ「つなげる つながる つながろう」のもと取り組んでいる。チラシを見てく

ださい。 

・ソーシャルワーカー さまざまな方が参加している。関心のある方は入会も。 

 

－以上－ 

 

 

 


