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特定非営利活動法人わがこと講座 

私からはじまるコミュニティワーク 
日時：平成３０年４月２１日（土）１４：００～１６：４５ 

場所：瓦町ＦＬＡＧ ８階 アートステーション多目的スタジオ 

主催：特定非営利活動法人わがこと 

後援：高松市、高松市コミュニティ協議会連合会 

内容： 

講師紹介 副理事長 中村かなこ 

○竹端寛 山梨学院大学法学部教授 

・姫路から来ていただいた。４月からは兵庫県勤務

になり、高松に近づきうれしい。 

・専門は社会福祉学。「クローズアップ現代」にも出

演し、いつもの竹端先生とは違い、難しく、大切

な話題に出演。 

・福祉の専門家でもあるが、岡山で「無理しない地

域づくりの学校」を展開、その本を出版。 

・校長先生（竹端）と教頭先生（尾野）として活動

してきたものが、本に。今日買えば２割引の２２

００円、サイン付き。 

 

○尾野寛明 高松市地域づくりチャレンジ塾 塾長 

・今日が誕生日、３６歳、社長歴１７年。 

・「高松市地域づくりチャレンジ塾」に関わり初めて５年目。毎回１０人前後の塾生、月１回のワ

ークショップを受けながら、プランをブラッシュアップ。何かを作る、始める。お花が咲いた、

笑ってくれたといったことが、それが地域の課題解決に繋がっていく化学反応満載の塾長。 

・地域の学校と並行した塾、それを全国で１５カ所ぐらいやり続けている。須崎、広島、兵庫、

岡山からも今日は塾生が来てくれている。 

・違う職業、違うコトをしている人、他県の人と繋がることが大事と言われている。 

 

○谷益美 コーチ、ファシリテーター 

・さぬき人。全国を飛び回って、企業やグループでファシリテーションをやっている。 

・ファシリテーションは、先生と生徒で「教える」ではなく、「会で意見を言いやすい、聞きやす

く」をリードしていくような役。 

・市民活動にも力を貸してくれて、嬉しいなぁと思っている。 

・家で、子育てで、自治会で「こんな風に言ったら良いのでは」と、今日はヒントを拾って帰れ

る。 

 

14:11～15:22 ゲスト対談「わがことの地域づくりってなんだろう」              

谷：いろいろな職業の人と繋がるのが大切ですか。 

尾野：「近くの異業種、遠くの同業種」と言っている。近いと商売がかぶってしまい、客の取り合い

など足を引っ張り合ってしまう。近くなら、いろいろな異業種と繋がることが大事と活動して

いる。 
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竹端：福祉の業界の人は福祉だけで固まっていて、タコツボ生活で満足してしまう。異業種の方と

付き合うと、自分が知っているつもりが他の人に伝わらない、他の人が何をやっているかを知

らない、自分が知らないことを知る。遠くの同業種は、新たなことを気づける。 

 

谷：今日のご期待、どんな期待感を持って来ているか。話し合ってください。 

・場を盛り上げるためには、さっさと話してもらう時間を作る。今日も開始前に、まわりの人と

自己紹介、お話をしてもらいました。 

・今日のように、来たいと思って来ている人たちの場合ですよ。そうではない場合には気をつけ

てね。 

 

男性① 高松屋島の建築工務店 ユニバーサルホームで中村さんの家を担当したのが縁。リノベー

ションスタッフを募集している。 

・香川県の空き家を少しでも減らそうと、住宅ローンを少なくした方が趣味に使うお金が出来た

り、子育ての不安を共有できる時間が出来るのではと。 

・みなさまが住みたい校区がどの地域か知りたい。そこに展示場を作り、従業員を募集したい。 

 

男性②：丸亀市役所 市民会館を建てる使命を受け、地域は今までの形で進んでいいのか、たくさ

ん大金をかけて箱物を作るだけではいかがか。地域の困っていることを、私を通して文句を言

ってほしい。 

 

女性①：高松市からきた、エステサロンとアロマのスクールをやっている。 

・二人の子供がいて、二人の子供がいる男性と再婚し、１０年ほど４人の子育て。上の子が大学

にあがったので、ステップファミリー支援をしたくて。 

・「ステップファミリー」は、行政にもまだ認知されていなくて。でも４組に一組は再婚の時代。

傍目から見たら普通の円満な家庭のように見えるけれど、「再婚です」とは言えず、何回も夫婦

喧嘩をしたり、悩んできた。 

・５月にステップファミリー座談会を開こうとしているが、なかなか手が上がらない。ナイーブ

な問題なので、個人的に話すのはいいけれど人前では・・・ 

 

男性③：環境カウンセラー 代表の大見さん 西日本放送のラジオでも告知をしてもらい、ラジオ

を聞いて来てくれた人がいるかを、今日は確認しにきた。 

・番組は５年、３００回やってきていて、環境がらみ「環境宣言」のネタ、情報発信したいこと

が有れば声をかけてほしい。 

・木曜日３：４５～４：００の生放送。３：３０頃に放送局に来てくれれば４時過ぎには終わる。 

 

14:31～15:22 二人のトーク 

尾野：みなさんの説明からニーズを拾ってみる。 

・みんなの施設を作ることになったが、どうしたらいいのかな。 

・自分自身が人の役に立つことをちょっとやってみたい。自分も困っている経験をしたので、そ

ういう人たちのためにお役に立ちたく、最初何をしたらいいの。 

 

竹端：いろいろなことのつなぎを考えることが大事になってくる。ステップファミリーも再婚、離
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婚、結婚してからの生活などいろいろある。市民会館も、ステップファミリーなど、いろいろ

な人がどう使えるか、「環境」としてどう使えるか。空き家もどうして空き家になっているか、

そこに住めない事情がある。一見して別の話に見えることが、自分とどう繋がってくるのか考

えたらおもしろい。 

 

尾野：竹橋さん ４３歳で、教授から准教授に降格（私立大学から国立大学に移るとそうなること

が）。なぜ本を書くことになったのか。 

 

竹端：広島で尾野さんが講演してくれていた。古本屋で障害者の方の就労、町づくりに取り組んで

いる話を聞き、この人と一緒に仕事をしたいと思った。 

・福祉の世界ではタコツボで、専門家で分業している。地域には発達障害、認知症・・・が一緒

にある。 

・ステップファミリーが子育てで困っていれば教育の話、エステは地場産業で、・・・と、いろい

ろな問題を福祉とつないでいる尾野さんの取組が、私に風穴をあけてくれた。 

・地域を中心に置いたら福祉以外の人と繋がるし、空き家問題にも福祉、田圃の獣害問題にも福

祉、耕作放棄地も福祉と繋がっているし・・・と尾野さんと一緒に仕事をするようになった。 

 

尾野：今日は「ちょっと難しいけれど、何とか聞けたぞ」というものを持ち帰って欲しい。 

・私は埼玉県生まれ。２００１年東京でインターネット通販の古本屋を開業。おやじが島根県生

まれで、家賃の安いところに移したく、２００６年島根の山奥に移転。家賃が百分の一になっ

た。貴重な古本を１５万冊ほど。 

・ひょんなことから障害者の方の就労に古本屋が向いていることに気づいた。就労継続支援Ａ型、 

障害者の方を２５名正規雇用することを５年前から。岡山県で２店目（１５名の正規雇用）を

展開。借金は１億円を超え、毎年１千万円返している。銀行からは優良借り入れ者。 

・今は地域の様々な伝統産業などをことごとく障害者の仕事にしようと、百姓（百の仕事）です。

１週間単位で、毎週地域のいろいろな仕事を生み出している。 

・福祉の素人から始めた事業所。地域の福祉の方からは「障害者でもうけようとしているひどい

奴だ」といじめられながら、仲良くやってきた。 

・福祉の方々は、福祉の分野だけで福祉を解決しようとする会議を毎日やっている。「そんなこと

なら○○さんに相談すれば解決だよ」というと、ブツブツ・・・、 

 

竹端：漁村は農水省、福祉は厚労省、○○なら○○省 地域ではいろいろな省庁の会議に同じ人が

出ている。東京は担当が違っていても、地方では全て同じ人が担当している。役所が決めた枠

組みで、これ以外やったらあかんと思っている人が多くて、おもろないでしょう。 

・尾野さんはおもろいでしょ。 

・「無理しない」ですが、何かをせなあかんときには無理をしないといけないけれど、しゃべりベ

タは聞くことが上手ということ。自分が持っている得意を活かすことが「無理しない」でとい

うこと。 

・以前は「教授」ということでカッターシャツにスーツで肩に力が入っていたが、無理しないで

今日はこんな格好。 

 

尾野：近くの異業種と話をするとだいたい解決する。正攻法で考えると、福祉は県の就労センター
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や市役所で「仕事をください」と言ったり、パンでも焼いていれば、陶器でも作れば誰かが買

ってくれるだろう・・・ 

・これではまじめすぎる。隣の工場長に「加工の仕事ない？」、「人不足の仕事ない？」と試行錯

誤しながら、仕事が作れちゃった。これが「無理しない」。 

 

竹端：障害者はこうでなくてはということなく、仕事を見つけてくる。 

尾野：婦人会が７０歳になって味噌造りが出来なくなっていた。そこでやらせてくださいと、１年

目から１０ｔの味噌造り。 

 

竹端：自分を、自分の専門の陰に隠れている存在にするか、地域に足を踏み入れられるかで大きく

変わる。 

尾野：「市の○○の事業をやってくれませんか」では、何でおまえのためにやらないかんのかとなる。 

 

竹端：肩書きが先に来ている。肩書きの前に地域に住んでいる私。市役所職員になると急に対立モ

ードとなり、もったいない。 

 

○わがことの地域づくりとは 

尾野：わがことの地域づくりとは？ 地域づくりとは何？ 聞いたことがある人は ９割ほど。地

域づくりを説明できる方は、極端に減ってしまう。地域づくりって何ですかね。 

竹端：なんやろね。僕は、そういうことを周りの人と話し合うことから始まると思う。「私は何でこ

こに来たんやろうね」と話すことから地域づくりが始まる。フワフワとした抽象的な言葉。抽

象的なまま終わることも出来るが、ステップファミリーや市民会館など、どんな風につながっ

ているのか話し、関心や心配事を分かち合い、小さな一歩がスタートできれば地域づくりの一

歩では。 

 

尾野：身の回りのことに自分なりに興味を持って参加することではないかな。地域もいろいろな地

域がある。市、県、会社、学校、いろいろな地域がある。 

竹端：そのときに決定的に必要なのが場づくり。安心して話が出来る場、どんなことを言ってもバ

カにされない、関心を持ってもらえる場づくりも地域づくりの第一歩では。 

 

○わがこと 

竹端：「わがこと」の反対は「他人事」「無関心」「無視」。好き、嫌い、無関心。「無関心」、「他人事」

の次に「わがこと」がある。 

・無関心が耕作放棄地、シャッター街を放置していく。イオンがあるから、町中が寂れてもいい

と無関心でいるのか、イオンも良いけど町中もいるよね。琴電やバスが無くなると困る人もい

るよねは、「無関心」ではなく「他人事」。 

・たまには琴電乗ってみよか、酒飲むので琴電乗ろかは「わがこと」。 

尾野：琴電に乗らなくても、ことでんのＦａｃｅｂｏｏｋにいいねを押すとか。 

 

竹端：「わがこと」は最初からでは敷居が高い。まずは、「中村さんに言われたから来てみたけど」

からスタートする。 

尾野：誰かのための地域づくりは嘘。自分が興味を持ったことに携わってもらうのがもう一つのポ
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イント。 

竹端：やらされ感ありありの講演会には私は行きません。主催者が楽しんでいるところに行きたい。

そうすれば「わがこと」が多くなっていく。 

 

尾野：「自治会に入りましょう」ではなく、「ＰＴＡやらされとるけどおもろいで」がわがこと。 

竹端：宣伝しなくても、楽しいことをやっていたら人は集まってくる。 

 

＜岡山でやったことから＞ 

竹端：自己紹介のシートづくりから始めてもらい、自分自身の考え「マイプラン」を人に伝えるこ

とをしてもらった。 

尾野：半年間、自己紹介を続けさせられる。 

 

その体験者 岡山県新見市 うえださん 仕事以外の場で自分の話をしてはいけないと思っていた

ので、辛かった。今は仕事以外のことも見え隠れするので楽しいです。 

 

○～しなければならない 

竹端：「～しなければならない」と、がんじがらめになっていることを解きほぐすのが、この学校。 

尾野：土日なので、仕事とは関係のないこと、地域の空き家を活用したいなど、あなた自身が興味

のある課題に迫ってもらう。地域はいろいろな課題があり、そのうちの１０個ぐらいは解決し

ていける。 

竹端：８０、９０年代にはカリスマがいたが、カリスマに頼る地域変革ではなく、１の力の人が５

になってくれる人が１０人いれば、１００の一人のカリスマ並のことが出来る。１００のカリ

スマになることは難しいが、５のカリスマ、１０のカリスマにはなれる。 

 

○うっかり 

尾野：うっかり １８歳の時に末期ガン父が亡くなり、そこから古本ビジネスを始めた。「うっかり」

が人生の仕事になっている。 

竹端：自分でコントロールしようとすると小さくなってしまう。人生「うっかり」の連続。自分が

こうやりたいではなく、「うっかり」に乗ってみる。 

尾野：これはほっとけないと思う心の中のことを「うっかり」話してください。 

 

谷：まずは何をやらなければならないか モヤモヤを口にする それが誰かの「うっかり」につな

がるかもしれない。 

・無関心、他人事、わがこと 他人事のたまたま参加、頼まれ参加から行ってみたら楽しかった。

そのためにはやっていることが楽しくなければならない。 

 

15:22～15:30 グループトーク 私の「わがこと」を紹介しよう                

・まわりの人と話してみる。 

 

15:30～15:50 感想と質疑 

谷：感想と質問をフロアから。 
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男性④：「わがこと」「他人事」「無関心」の位置関係が腑に落ちた。防災のことをみなさんに話をし

ているときに、「東日本や熊本の人たちは地震で大変やね」と、「他人事」で「わがこと」とし

て対策や行動を取ってもらえないことが多く、なんとか他人事をわがことにしてもらえるよう

頑張っている。 

・質問です。「無関心」は時により足を引っ張る、敵になりうる存在かと思うが、その「無関心」

に対する対策や、「わがこと」を増やしていくための助言をお願いします。 

 

男性⑤：広い見方をしている方、すごいエネルギーで取り組まれている方がいて、私の３０年の行

政の仕事は何だったのかなぁ。行政は縦割りで、頭が固いです。地方行政が始まり２０年ほど

たつが、縦割りはまだまだ変わりません。 

・地域に問題が起きてから動き出すのが行政ですから、わがこととして動き出そうと私がいろい

ろなところに出かけ始めた。 

・質問です。楽しみながら仕事したいなぁ。私は口べたで、新しい出会いを求めて出て行くのだ

が、初めての人と仲良くなる方法を教えてください。 

 

男性①：どうすればこんな楽しい会を作れるのか。根本のところをお話しいただきたい。 

 

○「無関心」への対応 

竹端：「４９対５１の法則」 わがこと派が増え５１を超え、無関心派がマジョリティ（少数派）に

なれば、その中の２～３割はわがこと派に変わる。５１には「わがこと」と「他人事」を含む。 

尾野：５１を目指せば、反対する人の声は気にならなくなる。 

竹端：ジャイアンは声が大きいけれど、「できすぎ君が言うことが良いじゃん」とみんながそれに同

調し多数派となると、ジャイアンがマジョリティになりできすぎ君たちの仲間に入れてくれと

なる。 

 

○良い聞き役になればいい 

竹端：喋りをうまくしようと思うな。明石家さんまを目指すな。教えて欲しいと、相手に関心を持

つこと、コナンになること。人は関心を持たれることが好きなので、関心を持ってくれると、

いっぱい喋ってくれる。良い聞き役になればいい。 

谷：必ず隣の人と仲良くなる。私は、隣の人とは声をかけることにしている。余りに反応が悪けれ

ばトイレに行ってきますと席を変える。座った瞬間をチャンスとして声をかける。 

・名刺を受け取った段階で質問タイム。色、マーク、つっこんで欲しいネタが名刺には書かれて

いる。名詞がなければ、「今日、何で来たたんですか？」と質問する。 

 

○楽しい会を作るには 

尾野：２０名ぐらいの高松チャレンジ塾のみなさん方が作ってくれている。楽しい方々が作ってい

るので楽しくなっている。 

竹端：楽しい方々と、ちっちゃくてもいいのでつながりながら、小さな成功体験を。 

尾野：来てくれている方に感謝。人数の大小でテンションを変えることなく、全力で来てくれた方

のためになる場づくりをしようと思うと、出来る。 

竹端：４人の方の今日来た理由は想定外でした。想定外の話を何でしてくれたと考えるのか、想定

外のことを切り離してしまうのか、これで結果が大きく変わる。想定外を巻き込めるかが大事。 



H30.4.21 特定非営利活動法人わがこと講座 

 - 7 - 

尾野：「本日はお忙しい中」と言わせない。謙遜して始めるような気持ちで作っている場ではない。

「来てくれてありがとう」の方で始めるようにする。 

谷：私が意識していること 二つ 

・「期待」 主催者にとってではなく、来た人たちが楽しめるよう「期待」を聞く。 

・「不安」 やばい人がいるかも、講師が怖いかもしれん、何かさせられるかもしれない そんな

不安を解消する 「スタート前に周りの人と話してね」と。 

・誰のため、期待と不安 

 

15:50～16:01 休憩 

 

16:01～16:42 今日の感想 

・ザワザワしているままでスタートしてはいけない。 

・今日の感想 

・○○をやりたい、やっている、やってほしい 

 

男性⑥：私は生まれつき障害がある。私を通じて、障害や養護学校を知って欲しくて、いろいろな

場に出て、自分のことを話している。母校のＰＴＡ会長を６年やってきて、「社会ではいろいろ

な人に助けられたよ」と、中（養護学校）の人に伝えつつ、地域や町の人たちに知ってもらう

にはどうしたらいいかなと考えながらＳＮＳをやっていると、今日の来ている人ともつながれ

た。 

 

女性②：男木島 小林：今日はどうしても離れない用事があり、この会に遅れてきた。１７時から

８階のイスのところでお話をシェアしてくれる方がいらっしゃいましたらお願いします。 

 

男性⑦：東かがわ市 引田 町おこしの会 かぜまちネット お年寄りが多く、うまく話が出来な

いことがあり、今日はファシリテーション、場づくりについて勉強になりました。 

・青年会議所 委員長をやっていて、移住促進の取組をやろうと、ＨＰなどで発信していきたい。

移住希望の方などの情報をください。 

 

男性⑧：高松市から来た男性 こども食堂 持ち出しがある方をサポートしたくて、子供食堂をし

ている人がどれほどいるのか来ました。 

・わがこと、他人事、無関心 無関心は「無視する」の動詞で整理できた。車の運転で言うと、

「認知」、「判断」、「操作」。 認知しないと判断できない、判断することで「わがこと」に近づ

くのかと整理が出来た。 

 

竹端：谷さんに聞きたい。この技術（スクリーンの文字やイラストの整理）、盗みたいよね。今日も、

私たちの本より谷さんの本の方が売れている。 

谷：見える化がされていない。二つの意味で見える化がされていない。 

１）この場で「何をすべきか」が見える化されていない。これを書いておくことで脱線が防げる。

雰囲気をまとめることが出来る。 

２）もう一つは、「出てきたこと」を見える化しておくと、これを見た人から話が出たり、これと

これからこんなこともと話が出てくる、と。 
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・見える化に便利な道具がある。タブレット、ホワイトボード、８月ぐらいに本が出る・・・ 

・ノートで練習する。みなさんが書いているノートは、あとで人に見せるためのノートになって

いない。人に見せるためのノートを取るようにすると、練習してください。 

 

竹端：男性⑥さんがしてくれているのは異文化コミュニケーターをしてくれている。子供を持って

いる人と持っていない人、離婚経験の有る人と無い人、異文化の交わる場。こんな世界がある

ことを知る、自分の魅力を他の人から探ってもらえると思った。 

尾野：こんな働き方をしたい、福祉職員だけどこれからの働き方を考えたい、と身の上話が出てい

た。ここでなら、熱い話をしても外に漏れることはない。そういう場は、やり方次第で作れる。 

・うっかりしゃべってしまう場から始まると思う。 

竹端：車の運転 最初は怖いけれど、運転しながら晩ご飯や子供のことを考えながら出来るように

なり、認知・判断・操作が自動化される。 

・しかし、あまりに自動化してしまうと、それ以外の世界を知らなくてすんでしまう。ルーティ

ーンから出るのを恐れるようになる。 

・いろいろ違う場に触れることで、認知力、判断力、行動力が強化されていく。 

・自分の当たり前の世界から出ていって。 

 

16:42～16:45 閉会あいさつ 代表理事 おおみ                       

・こんにちは 

・１月に出来たばかりのＮＰＯ。始めての講座がこういう形で出来て、たくさんの方の出会いの

場が出来たことがうれしくて、感無量です。 

・「私が」の主語で始まる、誰かの「わがこと」に乗ってみる、自分じゃない私とコミュニケーシ

ョン、地域とつながっていけたらとＮＰＯ法人を作った。 

・サポートメンバーとして助けてください。みなさんの協力でこういう活動を続けていきたい。 

・岡山は「無理しない学校」、高松は「地域づくりチャレンジ塾」。 ６月にプレセミナー、７月

から月１で開催する。私もその１期生です。是非チェックしてください。６月９日（土） 

・アンケートにご協力を。 

・今日はいろいろなイベントが行われている中から、このイベントを選んでくれて、みなさんセ

ンスいいよ！ 

・みなさんの前のめりでニコニコ話している姿を見て、やって良かった。 

 

－以上－ 

 


