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Ⅰ 事業の概要                     

1.事業の目的 

 本事業は、平成 28 年（2016 年）7 月 26 日に神奈川県の「津久井やまゆり園」で発生

した事件を踏まえ、厚生労働省において、障害者基本法および障害者総合支援法の共通

の目的である「全ての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人

格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現する」ため、「全ての国民が、障害の

有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重される

ものであるとの理念」等について、普及啓発を図ることにより、福祉サービスの質の向

上を図ることを目的に実施したものである。 

 具体的には、研修を通じて障害福祉事業従事者、事業経営者などが共生社会の理念等

を改めて学び、それを実践につなげていくことをねらいとして事業を実施した。 

 

2.実施主体 

   国（公益財団法人糸賀一雄記念財団が受託） 

 

3.事業の検討・運営体制 

国が設置した実行委員会の事務局を当財団が担い、実行委員により研修カリキュラ

ム、研修資料、受講要件の検討および普及啓発フォーラムに関する検討等が行われた。 

また、ワーキンググループ（以下、「ＷＧ」という。）を財団内部に設置し、研修カリ

キュラムの詳細な内容の検討を行った。なお、各フォーラムにおける研修のメンターや

助言者はＷＧメンバーが、その役割を担った。 

さらに、各ブロックにおいて、施設・事業所を運営する社会福祉法人等による開催委

員会を組織し、地域主体のフォーラムを開催した。 

 

  ■共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業実行委員会     （五十音順・敬称略） 

氏 名 所属・役職等(令和 3年 12 月 24 日時点) 

阿部 一彦 社会福祉法人 日本身体障害者団体連合会 会長 

磯 彰格 全国社会福祉法人 経営者協議会 会長 

大塚 晃(座長) 一般社団法人 日本発達障害ネットワーク 副理事長 

岡田 久実子 公益社団法人 全国精神保健福祉会連合会(みんなねっと) 理事長 

金井 正人 社会福祉法人 全国社会福祉協議会 常務理事 

久保 厚子(座長代理) 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 会長 

水流 純大 公益財団法人 日本知的障害者福祉協会 評議員 

名里 晴美 社会福祉法人 訪問の家 理事長 

増田 美樹夫 相模原市役所健康福祉局地域包括ケア推進部 部長 

矢田貝 泰之 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課 課長 
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■共生社会等に関する基本理念等普及啓発事業ワーキンググループ（ＷＧ） 

  【全体企画】                        （五十音順・敬称略） 

氏 名 所属・役職等(令和 3年 7月 8日時点) 

岡部 浩之 社会福祉法人 清心会 さやかグループ 法人事務局 副理事長 

片岡 保憲 ＮＰＯ法人 脳損傷友の会高知青い空 理事長 

近藤 紀章 ＮＰＯ法人 とんがるちから研究所 代表理事 

竹岡 寛文 ＮＰＯ法人 とんがるちから研究所 研究員 

田中 正博(リーダー) 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 専務理事 

玉木 幸則 一般社団法人 兵庫県相談支援ネットワーク 代表理事 

水流 源彦 社会福祉法人 ゆうかり 理事長 

丹羽 彩文 社会福祉法人 昴 理事長 

福島 龍三郎 社会福祉法人 はる 理事長 

御代田 太一 社会福祉法人 グロー法人事務局 福祉事業部 

村山 勇治 一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会 監事 

渡部 恵子 ＮＰＯ法人 あかり広場 代表理事 

  【フォーラム開催】                     （五十音順・敬称略） 

氏 名 所属・役職等(令和 3年 7月 8日時点) 

大平 眞太郎 社会福祉法人 グロー 法人事務局 福祉事業部 次長  

奥村 昭 社会福祉法人 六心会 法人本部 地域支援担当  

川西 大吾 社会福祉法人 旭川荘 （株）トモニー 事業部長 

斎藤 誠一 社会福祉法人 グロー ひのたに園 園長 

坂野 健一郎 社会福祉法人 みんなでいきる 法人本部 企画課長 

下里 晴朗 社会福祉法人 ほっと未来ＳＯＵＺＯＵ舎 理事長 

竹嶋 信洋 株式会社 ベストサポート 代表取締役 

 

4.活動内容 

開催日 内 容 

令和 3年(2021 年) 4 月 18 日 共生社会フォーラム in北海道開催委員会準備会 

令和 3年(2021 年) 4 月 21 日 第 1 回ＷＧ会議（WEB 会議） 

 第 1 回実行委員会に向けた企画案等の検討 

令和 3年(2021 年) 6 月 11 日 滋賀県内ＷＧ会議 

令和 3年(2021 年) 6 月 22 日 第 2 回ＷＧ会議（WEB 会議） 

令和 3年(2021 年) 7 月 2 日 

 

 

 

共生社会フォーラム in北海道/とかち帯広第 1回開催委

員会（十勝障害者支援センター 第一会議室）開催日

程・会場、表現活動などのプログラム確認、周知、新型

コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応の検討 

令和 3年(2021 年) 7 月 8 日 

 

第 1 回実行委員会（WEB 会議） 

 事業の全体像、研修カリキュラム、受講者要件、研修

資料、年間スケジュール等の検討 
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令和 3年(2021 年) 7 月 29 日 

 

 

共生社会フォーラム in高知開催委員会（WEB会議） 

開催日程・会場、表現活動などのプログラム確認、周

知、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応の検討 

令和 3年(2021 年) 8 月 6 日 

 

 

共生社会フォーラム in北海道/とかち帯広第 2回開催委

員会（市民活動プラザ 第一会議室） 

・表現活動出演者確認、周知および募集、新型コロナウ

イルス感染拡大を踏まえた対応の検討 

令和 3年(2021 年) 8 月 18 日 共生社会フォーラム in広島開催委員会（WEB 会議） 

開催日程・会場、表現活動などのプログラム確認、周

知、新型コロナウイルス感染拡大を踏まえた対応の検討 

令和 3年(2021 年) 9 月 8 日 

・9 日 

共生社会フォーラム in高知開催予定 

※新型コロナウイルス感染拡大により延期（後に中止決定） 

令和 3年(2021 年) 10 月 14 日 

・15 日 

共生社会フォーラム in北海道/とかち帯広 2021（北海道

帯広市） 

令和 3年(2021 年) 10 月 19 日 

 

共生社会フォーラム in群馬・メンター事前研修会（国

立のぞみの園） 

令和 3年(2021 年) 11 月 17 日 共生社会フォーラム in熊本・メンター事前研修会（く

まもと県民交流会館パレア） 

令和 3年(2021 年) 11 月 18 日 

・19 日 

共生社会フォーラム in熊本（熊本県熊本市） 

令和 3年(2021 年) 12 月 7 日 

・8 日 

共生社会フォーラム in滋賀・全体フォーラム（滋賀県

彦根市） 

令和 3年(2021 年) 12 月 21 日 

 

共生社会フォーラム in広島・メンター事前研修会（広

島県社会福祉会館） 

令和 3年(2021 年) 12 月 22 日 

 

 

共生社会フォーラム in広島開催委員会（WEB会議） 

開催方法（集合と WEB の併用）の検討、周知、新型コ

ロナウイルス感染拡大を踏まえた対応等の検討 

令和 3年(2021 年) 12 月 24 日 

 

 

第 2 回実行委員会・第 3回 WG 会議 

 今年度の地域フォーラムの実施方法について、全体フ

ォーラムについて 

令和 4年(2022 年) 1 月 11 日 

 

 

共生社会フォーラム in静岡開催委員会（WEB会議） 

共生社会フォーラム in広島開催委員会（WEB会議） 

 新型コロナウイルス感染拡大状況を踏まえ、開催の可

否を検討し、中止を決定 

令和 4年(2022 年)  1 月 19 日 

・20 日 

共生社会フォーラム in静岡開催予定 

※新型コロナウイルス感染拡大により中止 

令和 4年(2022 年)  1 月 31 日 

・2 月 1日 

共生社会フォーラム in広島開催予定 

※新型コロナウイルス感染拡大により中止 

令和 4年(2022 年)  3 月  第 3 回実行委員会（持ち回り開催） 

事業の成果と課題について 
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Ⅱ 実行委員会での検討                 

1.第 1 回実行委員会 

開催日：令和 3年 7 月 8日（WEB 会議） 

概要： 

本事業の開催の意義、これまで実施した事業の成果および課題を確認したうえで、今年

度（令和 3年度）の事業実施計画を協議し、全体プログラム、テキスト、グループワーク

研修、募集方法、実施地域、年間スケジュールなどを決定した。 

 

＜本事業の開催の意義＞ 

 本事業の契機となったやまゆり園事件の裁判が終結するなかで、新型コロナウイルス

の感染拡大に直面し、国民一人ひとりが他者との向き合い方や社会のあり様を改めて

問い直し、考える時代を迎えた。貧困の問題が身近となり、社会のなかの分断が加速

しかねない今だからこそ、共生社会等に関する基本理念等の普及啓発を継続的・拡大

的に実施する必要がある。 

 

＜事業の経緯・内容と昨年度の主な変更点＞ 

・人の尊厳の輝きを認め合い、共に生きる社会の実現を推進することを事業目的とし、

各地域で開催する共生社会フォーラムを事業の核とする。 

・昨年度の研修カリキュラムは、「表現活動」「基調講演」「NHK ラストメッセージ」と 

「学生・新任者」「中堅職員」に分かれてのグループワークとした。 

・昨年度は、コロナ禍の影響により、当初の計画を大きく変更した。 

・昨年度は、3会場での共生社会フォーラムと 4会場での福祉職等研修会を開催した。 

・主な変更点 

①規模縮小：共生社会フォーラムの募集定員を 84 人(従来：平均約 130 人)とした。 

②時間短縮：10 月開催の 4 会場 2 日間のプログラムを 1 日に短縮した。 

③開催方法：全体フォーラムを全面的にオンラインによる参加とした。 

 

＜成果と課題＞ 

(1)実施体制 

・地域主体の開催を推進するために各地域で開催委員会の組織化を図った。 

・開催 2か年目から福祉関係団体、社会福祉協議会、自治体等による開催委員会を組織

し、昨年度は、メンターなどが中心となる実践型の構成となった。 

・共生社会の基本理念の普及には、今後とも推進母体と地元協力法人が不可欠である。 

(2)普及啓発の担い手育成 

・受講者対象に、決意を行動に移すサポートとして事後アンケートを実施した。 

・受講者からメンターへ、さらには全体進行役へステップアップする者を育成した。 

・運営サイドに開催する地元で力量のある新規協力者を引き入れることもできた。 

・新規協力者向けに事前研修を企画したが、コロナ禍で集まった人は限定的であった。 

(3)受講後のフォロー 
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・多忙な日常業務に埋没して継続が難しい等、アクションを起こしにくい環境がある。 

・実践の決意を思い起こし、モチベーションを維持するため、交流会を開催した。 

・各地域での実践例を学び、各人が職場や地域で展開する方策を考える機会を提供する

必要がある。 

・今後のアフターフォローにおいて、リアル参加とオンライン参加とを組み合わせるな

どの工夫が必要である。 

 

＜今年度の事業実施計画＞ 

(1)全体スケジュール 

・9月から 1 月にかけて 7会場で共生社会フォーラムを開催する。 

・「良いアクセス」「適切な規模とコスト」「2日連続の使用可能」を会場の条件とする。 

・全体フォーラムを滋賀大学キャンパスで開催する。 

(2)研修カリキュラム 

・一般参加者・研修参加者共通の 1 日プログラム（「表現活動の視聴」「基調講演の受講」

「映像の視聴」）と研修参加者向けの「グループワーク研修」（2日間）とする。 

・「中堅職員グループ」は、4・5人で 1グループとし、1 名ずつメンターを配置する。 

・複数の助言者が巡回し、各グループをサポートし、全体進行役が研修目的の確認、時

間管理等を行う。 

・メンターは、経験者以外に、新たな地元のメンバーも加わることで育成を図る。 

・「学生・新任者グループ」は、対話型のグループセッションとする。 

・進行は、身体にハンディのある障害当事者と受講者と同年配の現役スタッフとし、「生

きている意味とは？」「障害とはそもそも何？」「福祉の仕事とは？」といった根源的

な問いについて、受講者が日々感じているが、うまく言葉にできない微妙な感覚や思

いを言語化し、参加者で共有する。 

(3)研修受講対象者  

・福祉施設・事業所の中堅職員 

・学生および福祉職新任者 

・多分野の関係者（行政職員含む） 

(4)研修テキストおよびテキスト資料（令和 2年度版と同じもの） 

・研修テキストは、ブックレット「ほほえむちから」抜粋版とする。 

・テキスト資料は、研修テキストで例示された思想や言葉の詳細、やまゆり園事件後に

福祉団体が出した声明文に対する意見、判決文、事件を取材・報道した神奈川新聞社

の記者による座談会記録を掲載したものとする。 

(5)全体フォーラム 

・各地で開催したフォーラムの総括を行い、社会一般に広く広報を行うことを目的とし

て開催する。 

・プログラムは、「表現活動」「映像」および「シンポジウム」とし、併せて各ブロック

で開催した研修の受講者やメンターを対象とした「実践報告・交流会」とする。 

・新型コロナウイルス感染拡大防止や参加負担軽減の観点から、オンラインによる参加

が出来るよう、Zoom の活用や YouTube での配信を実施する。 
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＜委員からの質疑・提案内容＞ 

   (1)新型コロナウイルス感染予防対策に関する質問があり、事務局から回答した内容は、

次のとおり。3 密回避のため、参加者数をホール定員の 2 分の 1 以下とすること、換

気を 30 分に 1 回を原則とし、更にこまめな換気を徹底すること、グループワークの

人数を減らして隣りの人との間隔を空けることとする。また、マスクの着用や使用器

具のアルコール消毒の実施、研修参加者への検温や健康観察票の提出依頼など、対策

の徹底を図る。さらには、昨年実施した 1 日プログラムや時間短縮などのプログラム

変更や、リモートとリアルを併せたハイブリット方式など、感染状況に応じて開催方

法を検討する。 

   (2)委員から、様々な障害のある人が検討段階でのワーキンググループや、実施におけ

るメンター、サポーターなどに参加し、多様な障害に対応した研修システムになるこ

との配慮が必要であるとの提案があった。 

   (3) 委員から、共生社会の理念を広めていくためには、これまでの福祉事業者を中心と

して語り部を育成することに加えて、福祉事業所以外のところへ波及していく仕組み

づくりが必要であるとの提案があった。 

 

2.第 2 回実行委員会 

開催日：令和 3年 12 月 24 日 

概要： 

今年度（令和 3 年度）の共生社会フォーラムと全体フォーラムの実施状況等を確認し、

成果と課題について協議した。 

なお、当初開催予定であった 7 会場中、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて 3

会場で延期し、そのうち 1 会場で中止が決定され、1 月に延期された 2 会場も開催の可否

を各開催委員会で検討されていた。 

 

＜事業の実施状況＞ 

○共生社会フォーラムを 4会場で実施し、全体フォーラムを滋賀フォーラムと同時開催

した。 

○実行委員会で決定された実施方針に基づき、ＷＧにおいて新型コロナウイルス感染拡

大の状況に応じた開催スケジュールを決定し、感染拡大防止対策を講じた上で、10 月

の北海道を皮切りに、今年度（令和 3 年度）の共生社会フォーラムがスタートした。 

○「表現活動」では、どの会場でも開催地域ならではの出演者を開催委員会で選び、地

域の特色がより強く出ている。 

〇「基調講演」は、野澤和弘さんに群馬会場で、奥田知志さんに全体フォーラムのシン

ポジウムも併せて 5 会場で講師依頼した。 

〇一般参加者と研修参加者との共通プログラムが 1日目の午後 2 時すぎまであり、その

後、2 日間の研修プログラムが行われた。研修では、中堅職員対象の「福祉支援語り

部グループ」と「学生・新任者グループ」とが別会場でグループワークを行った。 

〇12 月に開催した全体フォーラムのプログラム中「シンポジウム」と「実践報告・交流
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会」が全体フォーラム独自のもので、「表現活動」と「映像」は、同時開催の共生社会

フォーラム in 滋賀の一般向けプログラムと重ねた。 

〇中堅研修では、初日のセッション 1で、午前からの共通プログラムを振り返えるとと

もに、「共生社会」についての理解を深め、正解のない問題に向き合う体験として、付

箋を使って、ある状況や事柄が「共生社会とよべる・呼べない・どちらともいえない」

のいずれにあてはまるのか、個人で考え、さらにグループで共有した。 

（※本委員会では、映像で熊本会場の共生社会フォーラムの状況を紹介） 

〇二日目のセッション 2では、基調講演や講演テキスト資料を基に、やまゆり園事件に

対するさまざまな意見や多様な考え方についてグループディスカッションした。また、

答えに窮する「問いかけ」に対して、自分の言葉で「語りかけ」を行うワークなど、

自分の感情や思考など内面に向き合い、「もやもや」との対話を行った。 

（※同様に映像で紹介） 

〇最終のセッション 3では、実際に、研修で学び・得た成果を持ちかえり、職場や地域

で「語りの場」を持つなど、誰もが個人として尊重され、いのちが優先される共生社

会の基本的な考え方を普及させる語り部としての活動に結びつくように、自分の職場

をイメージしたアクションプランづくりの体験が行われた。 

（※同様に映像で紹介） 

〇学生・新任者グループでは、時間を区切ってワークを進める中堅研修とな異なり、メ

ンターの進行で、一つ一つのテーマに十分に時間かけてワークが進められた。例えば、

一人ひとりから「実は思っていたけれど、言葉にしたことがなかったモヤモヤ」をめ

ぐっての発言を求め、思いを共有した。 

（※同様に映像で紹介） 

〇全体フォーラムでは、表現活動の紹介として「糸賀一雄記念賞音楽祭」のビデオ上映

と「湖南ダンスカンパニー」によるダンスパフォーマンスの実演とトークがあり、終

了後、ＷＧリーダーの田中正博氏、基調講演講師の奥田知志氏および研修プログラム

企画者の近藤紀章氏による鼎談形式のシンポジウムがあり、学生・新任者のメンター

玉木幸則氏も加わって意見交換が行われた。 

（※本委員会では、映像で全体フォーラム会場の状況を紹介） 

〇全体フォーラム特有のプログラム「実践報告・交流会」では、これまでの共生社会フ

ォーラムに参加した人や関係者が Zoom でつながり、受講後の実践事例や今後の活動

の抱負などを報告し、情報交換した。 

（※Zoom の録画を紹介） 

〇各地域における開催委員会では、組織化や事務局を担った法人により関係法人や団体

の連絡調整や事前準備・広報が円滑かつ活発に行われた。障害の別や公・民の別なく、

広がりをもって、フォーラム開催のためのネットワーク基盤が築かれた。 

〇中堅研修におけるメンター・助言者・全体進行役については、滋賀会場までで 24 名が

担当し、今年初めての者が約 3分の 1 で、これまでの経験者が約 3分の 2 という構成

であった。 

〇4 会場で行った参加者アンケートでは、集計を一般参加者、中堅職員、学生・新任者

ごとに分けて行ったが、いずれも時間配分・内容とも高い評価を受けている。 
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〇今年度のフォーラムを開催により見えてきた「成果と課題」について報告した。 

 

＜委員からの意見・評価・提案の要旨＞ 

〇群馬で開催された会場に参加したが、中堅研修で、参加者が共生社会というテーマに 

向き合い、非常に関心をもって参加していると感じた。（A委員） 

〇各グループのメンターが参加者の発言を効果的に導き出しており、参加者に自分自身

に気づきを与えるような形で研修が進められていた。（同上） 

〇学生・新任者の参加者が中堅職員の研修と比較して少ないと感じた。新任を対象として

いるという点で、福祉部門以外の参加が得られる余地がもう少しあるように感じた。 

〇新任者の研修は、SDGs の観点から、学生や企業の人たちなどにもこの事業に参加をし

てもらって、共生社会に対する気づきなどを感じてもらうのもよい。（同上） 

 

〇福祉の現場の人だけではなくて、教育や医療の分野へも広める必要がある。教育につい

ては、学校の先生や学生を対象にする。企業などいろんなところにもっと広めていかな

いと本当の意味での私たちが望んでいる共生社会というところにもう一歩近づいてい

くことができない。来年度からは、そういう試みができたらよい。（B 委員） 

 〇多くの人に参加していただくためには、施設関係からの周知に加えて、国から開催県に

周知をお願いするなど重ねて行うのがよい。（同上） 

 〇各県で進める形ができればよい。そこには企業、教育、医療などいろいろな人に少しず

つ参加してもらう。みんなが「共生社会って何だろう」「共生社会になるには、どうし

たらよいのか」ということを共に考える、そのような形になっていけばよい。（同上） 

 

 〇プログラムが非常に面白く興味深い。法人のなかの職員研修などをきちんと体系立てて

行う必要があり、とても参考にできそうだ。（C委員） 

〇それぞれが、このフォーラムに参加したあと、自分が関わっている障害のある人が暮ら

している地元で関わる一般の人や地域の人と、どのように対話していけるのかが大切

だ。（同上） 

〇参加した人たちがその後どんな活動をしているのか確認するこができ、受講者同士が刺

激し合えたり、あんなことやっているんだということが分かることが、とても大切だ。 

（同上） 

 

〇共生社会の理念などを知識的にただ教えるとか建前だけを教えるということではなく

て、自分の内なる差別の心に向き合う、いわばその人の心のなかにいる植松聖に向き合

うといった機会がすごく大事だと改めて思った。そういう意味ではよく練られた研修

プログラムになっている。（E委員） 

〇語り部養成なので、良い研修を受けただけではなく、それを持ち帰り、その人たちが自

分の現場や地域、家庭などに対して何を語るのか、そのことによって何か変化や影響が

あったのかなど、定量的な把握や「何か活動されたのか」など調査してもよい。（同上） 

 

〇親の立場でもあり、報告の映像を見て非常に感動した。一般の人が障害者を理解してく
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れないという悔しい思いをした記憶があり、本人は社会参加したいが表現がうまくで

きず、それを受け止められる社会になっていない。（F委員） 

〇問いかけ・語りかけは、技術ではなく、やはり体験しないとだめで、教えてもわからな

い。このような研修は、そういう意味では非常に大事な研修だ。人数を多く集めてでき

る研修ではない。全国で何万人にも研修できればいいが、徐々に広がっていくように、

研修後に地域で自治会などいろいろな場で普及できる人材を育ててほしい。（同上） 

〇フォーラムの参加人数をもっと拡大する方法を考える必要がある。特別支援学校ではな

く全ての学校で学べるようにする。学校の先生も子どもたちも、フォーラムなどの録画

を見せたり授業に使うなどできるようになればよい。（同上） 

 

〇今は支援者たちが中心に参加しているような形であるが、急に企業の人がと言うと少し

ハードルが高いような気がするので、一般市民やボランティアとして関わっている人

など地域の人たちに、どうすれば参加してもらえるのかを考えたい。（G委員） 

〇「共生社会とは何なのか」「障害のある人たちは、どのようなことで困っているのか」と

いうことに興味を持っている一般市民はいると思う。そういう人も、語り部養成までは

難しくても、前半の部分の講演を聞ける機会をつくっていくのが大事と感じた。（同上） 

 

〇共生社会の想いについては、私たち福祉の側や障害者支援の側は、すごく強くて熱い思

いをもっているが、一般ではそうでもないというのが現状。一気に世の中は変わらない

ので、このような取り組みを地道にやっていくしかない。語り部の人たちが少しずつで

も語っていくという積み重ねが必要。ぜひ継続した取り組みを期待したい。（E 委員） 

 

〇横浜に、後見的支援制度というのがある。一般のお隣のおばちゃんなどが無償の安心キ

ーパーとして登録し、マッチングにより障害のある人とペアになる。私のところの地区

では 100 人ほどの登録者がいる。その人たちの集まりには、障害のある人も我々支援者

も集まり、いろいろとお話する機会がある。その場はそれでとても良いと思っているが、

「共生社会について一回考えてみましょう」といったことがあれば、それでまた深まる

かと思う。（C委員） 

〇委員として参加するまでは、なんとなくこのフォーラムの名前が大きいというか「一般

の人は、ちょっと敬遠してしまうのではないか」といった感じがしていた。しかし「こ

のようなテーマで、こういうのがあるから、一回しっかりと考えてみよう」というきっ

かけになるかと思えるようになった。（同上） 

 

〇この事業の始まったきっかけからすると、やはり福祉の現場の人を中心とした取り組み

は大切だと思う。その一方で、パラリンピックも開催され、「共生社会」というキーワー

ドは、新聞紙上などで使われる機会も増えてきた。新しい SDGs のパートナー制度では、

企業から、共生社会という観点でいろんな取り組みを一緒にやりたいという話が結構来

ている。企業側も共生社会という観点で何かをしたいとは思っているが、手探り状態で

はないかと感じる。（A委員） 

〇先日、青山学院大学と障害者を積極的に雇用している民間企業と自治体で SDGs を切り
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口にした障害者雇用に関するフォーラムが開催された。大学と企業と自治体から、それ

ぞれの取り組みが紹介されたが、大学や企業も何かを模索している部分がある。共生社

会というキーワードが世の中に少しずつ浸透してきており、福祉分野以外の人へのアプ

ローチの仕方を、なにかしら工夫すればよい。例えば研修に参加することは難しくても、

運営面で事業に関わってもらうことも共生社会を広げていく一つの手法になる。（同上） 

 

Ⅲ 研修カリキュラム・テキストについて           

 

1 研修カリキュラムの作成経緯 

初年度（平成 30 年度）のＷＧおよび実行委員会において、研修カリキュラムの作成

にあたり、共生社会の理念を普及する「語り部養成」という事務局提案を基に、「語り

部」の役割や対象者の設定について議論された。その中で、本事業の目的に照らし、障

害福祉を中心とした福祉施設や事業所の職員を主たる対象とすることが重要であるとの

方向性が示されたことを受け、「福祉支援語り部」（※）の養成を核としたカリキュラム

が作成された。また、若い世代を対象とした研修も重要であるとの意見を踏まえ、「学

生・新任者グループ」という枠組みも設けられた。 

一昨年度（令和元年度）および昨年度（令和 2年度）のＷＧ・実行委員会において、

初年度（平成 30 年度）の研修プログラムを評価・検討した結果、大きな枠組みは変更

せず継続して実施することとなり、今年度（令和 3年度）もマイナーチェンジはあるも

のの、大きな変更は行われなかった。 

※ 当初の事務局案では、「施設内語り部」であったが、実行委員会で対象者を正確に

表しておらず、「障害者支援語り部」という提案もあった。その後の検討で、障害以

外の生活困窮なども含む意味合いで「福祉支援語り部」となった。 

 

2 研修カリキュラムの骨子 

(1)福祉支援語り部グループ 

研修を通じて障害福祉事業従事者、事業経営者などが改めて学び、それを実践につな

げていくことをねらいとする研修カリキュラムを作成した。 

① 表現活動の視聴 

障害者の舞台表現などの視聴を通じて、直感的に障害や障害者理解を深める。 

② 基調講演の受講 

基調講演を通じて、やまゆり園事件の受け止め方、いのちの意味、先人の福祉の思

想などを学び、共生社会を考えるうえでの示唆を受ける。 

③ 映像の視聴 

「ＮＨＫスペシャル『ラストメッセージ』この子らを世の光に」の映像（約 60

分）と同番組制作者の想いを聴くことにより、先人の活動など今につながる福祉の原

点を学ぶ。 

④ グループワーク研修（2日間） 
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1 日目の午後は、上記①から③で学んだ共生社会の根幹にある普遍的価値を共有

し、2日目の午前は、やまゆり園事件に対する多様な考えに関する語りかけ・問いか

けを学び、2日目の午後は、受講者が従事する現場や地域に働きかけるアクションプ

ランを作成する。 

 

(2)学生・新任者グループ 

福祉支援語り部グループで使用するようなワークシートなどは当初作成せず、「生き

ている意味とは？」「障害とはそもそも何？」「福祉の仕事とは？」といった根源的な問

いについて、時間をかけてフリーディスカッションし、日々感じているがなかなか言葉

にできていない微妙な感覚や想いを言葉にしていく内容とした。 

一昨年度（令和元年度）の途中からは、学生・新任者グループ向けのワークシートを

作成し、より円滑なグループワークが進行できるようになり、今年度（令和 3年度）も

踏襲した。 

 

3 研修テキストおよびテキスト資料 

研修テキストは、財団が発行したブックレット「ほほえむちから」を本研修用に抜粋

した冊子を基本とし、テキスト資料は、糸賀語録（糸賀一雄氏の思想を表す言葉。収録

数は 50 篇）、やまゆり園事件後に全国手をつなぐ育成会連合会（全育連）が出した声明

文への意見、相模原障害者施設殺傷事件判決文要旨、神奈川新聞取材班記者座談会記録

および日本赤十字社新型コロナウイルス啓発パンフレットを内容とする冊子とした。 

「ほほえむちから」抜粋版は、糸賀一雄氏をはじめとする先人の実践から編み出され

た思想に触れ、現代につながる福祉の原点が学べるテキストとして今年度（令和 3年

度）の実行委員会においても採択され、一般参加者と研修参加者に配布することとし

た。 

（研修テキスト（ブックレット「ほほえむちから」抜粋版）：別添資料 1 ） 

（テキスト資料（糸賀語録等）：別添資料 2 ） 

 

4 ワークシートおよびシナリオ 

福祉支援語り部グループの受講者が見通しを持って研修に臨むことができるととも

に、メンターがグループワークと個人ワークを円滑に支援できるよう、初年度(平成 30

年度)の実行委員会とＷＧで検討したワークシートを元に、これまで開催の都度、ミー

ティングを行い改良した。このワークシートは、NPO 法人全国地域生活支援ネットワー

ク代表理事の大原祐介氏が北海道で開発したワークシートがモデルとなっている。 

シートは、①受講者に配布され書き込みするワークシート、②メンター用の進行に必

要な時間管理や記録管理のポイント、受講者の思考や発言の引き出し方、前回までのシ

ートの作成例などを掲載したガイドブック的なシート、③研修参加者へのオリエンテー

ション内容やカリキュラム、個人ワーク・グループディスカッション・全体共有という

流れ、全体のまとめで振り返りを視覚化するスライド、という三種類を作成した。 

ワークシートを用いて実際にグループワークを進行するときの説明口述を③のスライ

ドに追記したものがグループワークの進行シナリオである。 
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5 ワークシートの内容（ワークシート（中堅用）：別添資料 3、グループワークの進め方

（ＧＷシナリオ）：別添資料 5）  

 

【本研修の目的】 

「誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので

あるという理念等について学び、自らの実践につなげ、さらには所属や地域社会に向け

て普及啓発していく人材」の養成研修であることを明記。 

【本研修に関わるスタッフ】 

メンター、アドバイザー、進行役、事務局の役割を紹介。 

【研修プログラム概要】 

2 日間の三つのセッションごとの到達目標と研修内容を明記。 

※ 各セッションのポイント 

セッション 1：二元論の思考・発想ではなく”どちらでもない”という第三軸、   

”答えはでない”という考え方。 

セッション 2：自分の内面（感情・思考）と向き合う、もやもやとの対話「わから

ない」「もやもや」の言語化、「問いかけ」「語りかけ」による対話。 

セッション 3：実際に、語りの場を考える。 

【ワークシートの使い方】 

研修の目的やワークシートの役割、事前準備の重要性を明確化する。 

【シート 1：事前準備シート】 

自己紹介のためのシートで、名前・職種・福祉業界での経験年数・参加動機・研修参

加理由・研修にあたっての不安の記入と事前に配布しているテキスト資料を読んで抜き

書きし、事件当時の感想や周囲の反応等を記入する。予めテキストと一緒に配布し、当

日受付で回収。グループ分けと担当のメンターによる参加者把握に使用する。 

【シート 2～4：鑑賞中・聴講中メモ】 

1 日目の午前の表現活動および基調講演と午後の映像のプログラムについて、それぞ

れ鑑賞・聴講する中で印象に残ったことや学びや気づきをメモし、次のワークで使用す

る。 

【研修中のルール】 

① ワークシートで考えを整理し（個人作業）、グループ内で共有（各自の発言は 1分）、

その後にディスカッションという流れ（限られた時間を有効に）。 

② 正解のない問題に向き合うために、メンバーと一緒にさまざまな問いからあぶり

だす・自分の意見を伝える・積極的にディスカッションに参加する。 

③ 一緒に考えるメンバーに、尊重の念を表す（否定をしない≒賛同・認める）。 

【シート 5：ワークＡ】 

    一般プログラムのふりかえり 

個人ワークにより、表現活動、基調講演および映像から得た学び・気づき、自己の

内面にある納得できないこと、理想と現実とのギャップ、いまさら聞きづらいことな

どを記入。グループワークで他者の視点・新たな気づきや疑問・違和感を記入する。 
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※ディスカッションでは、模造紙、ふせん、マーカーを用意し、整理用・発表用に使

用する。 

【シート 6：ワークＡ】 

疑問・違和感を整理し、共生社会について「そう呼べる状況・わからないどちらと

もいえない状況・そう呼べない状況」の 3分類にまとめる。 

※ふせんに書かれた内容をもとに、関連する意見を付け加えたり、取り下げたり、状

況を入れ替えるなどして意見交換する。 

※それぞれグループディスカッションが終わった後、メンターが発表者となり、各グ

ループ 3 分間で全体に共有する。その後、基調講演の講演者やアドバイザーが講評

を行う。 

【シート 7：ワークＡ】 

「ふりかえりシート」に各グループの報告などから得られた学びや気づき、初日の

ふりかえりと翌日にむけての注意点などを記載する。 

【シート 8：ワークＢ-1】 

やまゆり園の事件を聞いた当時、自身や他のメンバーは、どのように感じたか、育

成会に寄せられた意見の中のどの意見に対してどんな感情を持ったか、その感情の源

泉は何か（なぜそういった感情が生まれてきたのか）自分の内面と向き合う。また、

メンバーとの共有で自分の感情と源泉を再整理する。 

【シート 9-1～3：ワークＢ-2】 

「語りかけ」のシーンをイメージし、実際に取り組んでみる。語りかけ練習シート

を 3 種類用意し、「なぜ答えに窮したと思うのか」「どのように語りかけるのか」を考

える。 
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【シート 10-1：ワークＢ-3】 

やまゆり園事件を含む「共生社会のありかた」について、尋ねられると答えに窮し

てしまう「問いかけ」に対して、自分の周囲を想定して「語りかけ」を考える。 

【シート 10-2：ワークＢ-4】 

  「共生社会のありかた」について、尋ねられると答えに窮してしまう「問いかけ」に

対して、グループのみんなで「語りかけ」を考える。 

【シート 11：ワークＢ】 

ディスカッションを通じて得られた学びや気づき、問いかけ・語りかけで大事なこ

と、他グループの「問いかけ」と「語りかけ」から得られた学びと気づきを振り返る。 

※今回のセッションでは、共生社会の根幹にある福祉の思想と普遍的な価値を理解

するために、二元論の思考ではなく、どちらともいえないという第三軸があるこ

と、答えの出ない問題に取り組むことを考えてきたことをアナウンスする。 

※それぞれグループディスカッションが終わった後に、メンターが発表者となり、

各グループ 3 分間で全体に共有する。その後、基調講演の講演者やアドバイザー

が講評を行う。 

【シート 12：ワークＣ-1】 

語り（対話）の場を設計するためにコンセプトを整理する。 

1．現在、対内外関わらず情報共有の機会、意見交換の場などでうまくいっていると

感じることを書き出す。 

2．相模原事件当時を振り返り、自身の現場のコミュニケーションでの良かった点、

安心した点、希望を感じたところを書き出す。 

3．相模原事件当時を振り返り、自身の現場のコミュニケーションでの危うさや危機

感、怖さ、ストレスや違和感を書き出す。 

4．現在、対内外関わらず情報共有の機会、意見交換の場などでうまくいっていない、

なんとかならないか、と考えているところを書き出す。 

5．このまま続くといやだなぁ、変えたい、こうなっては困ると思うことを書き出す。 

6．将来、このままの感じで続けたい、こういうイメージを実現したいと思うことを

書き出す。 
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【シート 13-1：ワークＣ-2】 

語りの対象者、対象の特徴、対象者の現在の状況（課題）、対象者のめざすべき方向

（語りに期待する効果）、組織内部の協力者など、組織外部の支えてくれる人などを整

理し、どのような場を作るか、現場をイメージしてアクションプランを作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【シート 14：ワークＣ-2】 

  語りのシチュエーションも呼び名、実施する頻度・期間・人数・場所、具体的な方法

（プログラム・内容）、語りの際に留意すべきポイントを整理する。 

 

6 ワークシートの内容（ワークシート(学生・新任者用)：別添資料 4） 

 

【本研修の目的】 

「誰もが等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるもので

あるという理念等について学び、自らの実践につなげ、さらには所属や地域社会に向け

て普及啓発していく人材」の養成研修であることを明記。 

 

  【プログラム①】 

   初日のプログラムと内容について、概要およびシート番号について、【表現活動】【基

調講演】【映像＆トーク】ごとに整理している。 

 

【ワークシートの使い方】 

①事前準備の重要性  

研修では、各自の体験や現場でのできごとをふまえて、議論を進める。テキストを

あらかじめ読むとともに、事前準備シートに記入する。 
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②考えや思いを言葉にする  

普段、それぞれが向き合っている「福祉」を捉えなおすためにもまずは言葉にする

ことが重要。 

③他人に伝えるための共有 

「こんなこと言っても大丈夫かな？」という意見や疑問も、思い切って共有する。

一緒に考えていくのが大事。 

【シート 1：事前準備シート】 

自己紹介のためのシートで、表面に、名前・所属（大学・学部・学科）・学年・経験

年数（新任者）、参加動機の記入、福祉の世界に関わろうとしたきっかけ、福祉との関

わり・体験、福祉の仕事へのイメージを記入。裏面に、事前に配布しているテキスト資

料を読んで抜き書きし、感想・意見を記入する。あらかじめテキストと一緒に配布し、

当日受付で回収。グループ分けと担当のメンターによる参加者把握に使用する。 

【シート 2～4：鑑賞中・聴講中メモ】 

1 日目の午前の表現活動および基調講演と午後の映像＆トークのプログラムについ

て、それぞれ鑑賞・聴講する中で気づいたことをメモし、次のワークで使用する。 

【シート 5：ディスカッション】 

個人ワークにより、聴講プログラム（シンポジウム、表現活動および映像＆トーク）

から得た学び・気づきや、疑問・違和感で今ひとつ納得できないこと、理想と現実と

のギャップ、今さら聞きづらいこと等を記入。グループワークで他者の視点・新たな

気づきや疑問・違和感を記入する。 

【シート 6：ふりかえりシート】 

個人ワークにより、ディスカッションを通じて得られた学び・気づき等を記入。さ

らに、翌日にむけて、研修を受ける前との変化、研修で得られた学び・気づき、翌日

の注意点を確認しながら記入する。 

【シート 7：ディスカッション①“福祉” について考える】 

メンターのコメントを交えながら、個人の思いや考えを表明すると共に、シートに

記入しながら、自分の考えを整理する。 

【シート 8：ディスカッション②“障害” について考える】 

メンターのレクチャーを踏まえ、理解できたことや自分の認識を発表し、他人の意

見を共有し、障害についての理解を深める。 

【シート 9：ディスカッション③“共生社会”について考える】 

共生社会という漠然としたイメージを、メンターが議論の方向性を見極めながら進

行を補助し、個々の意見を出し合うことにより、ある一定の共通理解を図っていく。 

【シート 10：ふりかえりシート】 

個人ワークにより、ディスカッションを通じて得られた学び・気づき等を記入。さ

らに、研修の総括とこれからにむけての一言を記入する。  
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Ⅳ 「共生社会フォーラム」等の開催状況   

 

1.「共生社会フォーラム」の内容 

  

 ■基本のプログラム 

 
内  容 対象者 

所要 

時間 

一
日
目 

表現活動 

障害者による舞台表現等 

支援者による活動に関する講演  

一般参加者 

研修参加者 

60 分 

基調講演 

共生社会の実現に向けて先駆的に取り組みを推進する実

践者の講演 

60 分 

映像 

ＮＨＫスペシャル「ラストメッセージ この子らを世の光

に」の視聴 

60 分 

グループワーク研修① 

内面に向き合うワークと語り合い 
研修参加者 

150 分 ⅰ)聴講プログラム・共生社会について考える ・福祉支援語り部グループ 

ⅱ)福祉、障害、生きづらさ等についての語り合い ・学生・新任者グループ 

グループワーク研修② 

 多様な意見と向き合う 
研修参加者 

20 分 

ⅰ)やまゆり園事件についてふりかえる ・福祉支援語り部グループ 

二
日
目 

グループワーク研修② 研修参加者 

200 分 

ⅰ）やまゆり園事件に関してテキストを活用したグループ

ワーク：・感情の源泉の整理・「語りかけ」の方法 

・「問いかけ」を考える・「問いかけ」による言語化 

・ディスカッション等 

・福祉支援語り部グループ 

ⅱ）福祉、障害、生きづらさ等についての語り合い ・学生・新任者グループ 

グループワーク研修③ 研修参加者 

80 分 

ⅰ）実際に語りの場を考えるグループワーク：・語る相手

を想定する・語りの場のコンセプト整理・アクションプ

ラン案の作成 

・福祉支援語り部グループ 

ⅱ）福祉、障害、生きづらさ等についての語り合い ・学生・新任者グループ 

 

(1)基本プログラムの概要 

上表のとおり、一般参加者・研修参加者（福祉支援語り部養成グループ／学生・新任者

グループ）は、共通プログラムの「表現活動と支援者講演の視聴」「基調講演の聴講」「映

像の視聴」に参加し、研修参加者は、2 日間のグループワーク研修に参加する。 

 

(2)基本プログラムの内容  

①表現活動により、直感的に障害や障害者理解を深める。 
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②基調講演により、やまゆり園事件の受け止め方や先人の思想や言葉を知ることを学び、

共生社会を考えるうえでの示唆を受ける。 

③ラストメッセージの映像により、今につながる福祉の原点を学ぶ。 

④グループワーク研修について 

・福祉支援語り部養成グループでは、1 日目の午後は、①～③で学んだ共生社会の根幹

にある普遍的価値を共有し、2日目に向けて、やまゆり園事件に対する多様な意見に

向き合い、2 日目の午前から午後にかけて、感情の源泉の整理と問いかけ・語り方を

学び、2日目の午後は、現場や地域に働きかけるアクションプランを作成する。 

(アクションプラン一覧表：参考資料 3) 

・学生・新任者グループにおいては、「生きている意味とは？」「障害とはそもそも何？」

「福祉の仕事とは？」といった根源的な問いについて、時間をかけてディスカッショ

ンし、日々感じているがなかなか言葉にできない微妙な感覚や想いを言葉にしていく。 

 

(3) 福祉支援語り部養成グループの研修プログラムの概要 

1 グループ 3 人～4 人にメンター1 名を配置し、経験を重ねた者や助言者が複数のグ

ループをサポートしながら進行した。メンターは、ＷＧのメンバーと以前の研修に参加

した経験者が参加するとともに、各開催地域の協力法人からの推薦者が加わり研修のけ

ん引役となった。全体の進行は、受託団体が事業を一部再委託したＮＰＯ法人とんがる

ちから研究所のスタッフが主として担当した。 

今年度（令和 3年度）の福祉支援語り部研修でメンターを担当した 24 人のうち 16 人

(66%)がこれまでの経験者で、より経験を深め力量を高めて助言者や全体進行役として

ステップアップした者もいた。また、今年度（令和 3 年度）の基本方針である「地域主

体のフォーラム開催」の中軸として、各地域で新たにメンターを務めた者は、全 24 人

中 8人（33%）となっており、“語り部”活動の担い手の裾野が広がった。 

（メンター・助言者・全体進行者 参加状況：参考資料 1） 

 

(4) 新型コロナウイルス感染予防対策の概要 

各会場で新型コロナウイルス感染予防対策を講じた。 

(新型コロナウイルス感染予防マニュアル＆チェックシート：参考資料 6) 

 

2.「共生社会フォーラム」の開催日程 
 

第 1回 北海道・東北・新潟ブロック 令和 3 年(2021 年)10 月 14 日～15 日 
 共生社会フォーラム in 北海道／とかち帯広（北海道帯広市） 
 

第 2 回 関東・甲信ブロック     令和 3 年(2021 年)11 月 9 日～10 日 
     共生社会フォーラム in 群馬（群馬県前橋市） 
 
第 3 回 九州・沖縄ブロック     令和 3 年(2021 年)11 月 18 日～19 日 

 共生社会フォーラム in 熊本（熊本県熊本市） 
 

第 4 回 近畿・東海・北陸ブロック  令和 3 年(2021 年)12 月 7 日～8日 
 共生社会フォーラム in 滋賀（滋賀県彦根市） 
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3.「共生社会フォーラム」の開催状況 

 

(1)共生社会フォーラム in 北海道/とかち帯広 

 

① プログラム 
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・開催日：令和 3年 10 月 14 日（木）・15 日（金） 

・会場：とかちプラザ（北海道帯広市） 

・募集定員：84 名(一般 60 名／福祉職従事者研修 16 名／学生・新任者研修 8 名） 

・参加人数：87 名(一般 34 名／福祉職従事者研修 12 名／新任者研修 7 名／ 

講演者：1名 ／関係者：33 名） 

・共催：開催委員会：（社福）慧誠会 （社福）帯広福祉協会（社福）真宗協会（医療法人社

団）刀圭会（特非）十勝障害者サポートネット（特非）十勝障がい者支援センター 

帯広市市民福祉部福祉支援室障害福祉課 

②レポート 

［共通プログラム］ 

□表現活動①：とかち帯広で活躍し、音楽を通して療育活動をしている「音楽セラピー樹音

（じゅね）」によるトロンボーンやピアノの演奏に合わせたダンスや鈴の演奏など、客席

の参加者と一体となったパフォーマンスが披露された。 

□表現活動②：障がいのある人たちが地域で生活するうえで大切な楽しみを持つことができ

る余暇活動を続けている「アフリカンサークル ハランベー」によるパフォーマンスが披

露され、衣装も太鼓のリズムもアフリカンで、会場全体があったかな雰囲気に包まれた。 

 

 

 

 

 

□基調講演：講師の奥田知志さん（NPO 法人抱樸理事長）から、ホームレスを支援するな

かで「おんなじいのち」を当事者から教えられ、糸賀一雄氏の教えにある「同心円的な人

間存在」と通じるところがあり、同心円の真ん中には“いのち”があり、コロナが「いの

ち優先」を教えたとの指摘があった。また、重い障害のある子どもたちの価値について

「もはや単に能力の高低にかかわる価値の基準で照らしたものではない」「人間の生命そ

のものの尊重である」という糸賀氏の言葉が紹介された。そして、やまゆり園事件の犯行

の背景にある経済概念に偏重した「生産性」と、糸賀氏の「自己実現が生産である」とい

う思想とが対比され、会場の受講者に向けて「生産性の圧力の元に生きている同じ時代の

子として、あなたは事件を起こした彼に何を語るのか？」という問いが出された。 

□映像：ＮＨＫスペシャル第 6 集「この子らを世の光に」（2007 年 3 月放送）の上映によ

り、日本初の公的福祉施設である「近江学園」の設立に尽力した糸賀氏、池田太郎氏、田

村一二氏らの取り組みが、今日の入所施設や地域での生活支援に受け継がれていること

を紹介し、障害のある子どもたちと寝食を共にし、不断の研究と実践による考え方や言

葉が、現代の福祉に通じる普遍的なものであることを学んだ。 
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［研修プログラム］ 

□学生グループは、帯広生まれ帯広育ちの方から、「とにかく遠くに行きたい」と愛媛から

引っ越してきた方など、バラエティに富んだメンバー7 名が参加し、「バリバラ」でおな

じみの玉木幸則さんと滋賀県の救護施設での支援経験がある御代田太一さんが進行した。

初日は、午前の共通プログラムを振り返り、「パフォーマンスの感動はリモートでは作れ

ない」「入所施設の職員として、やまゆり園の事件は他人ごとではない」等、対話をしな

がら、それぞれが感じていた想いを言葉にした。 

 2 日目は、「福祉とは？」「障がいとは？」というテーマでスタート。普段、何気なく使っ

ている言葉を掘り下げるところから、この仕事の意味を見つめ直す時間となった。玉木

さんからのレクチャーやライフヒストリーの紹介を挟みながら、最後は「何をもって共

生社会と呼ぶのか？」というテーマで対話した。参加者から「この研修に来て、本当に良

かった」「何か具体的なアイデアはないが、明日からも前向きに現場で働きたい」という

感想が述べられ、2日間のグループワークの幕を閉じた。 

 

 

   

 

 

 

□中堅以上の福祉職従事者を対象とする語り部養成研修には、12 人が参加した。密を避け

るため 1グループ 4人の受講者に限定し、3 テーブルに分かれ、各テーブルに 1名ずつメ

ンターを配置した。メンターは、北海道（社福）ゆうゆう小西力さん、青森県(社福)あー

るどの熊谷皓希さんおよび北海道出身の（社福）グローの斎藤誠一さんが配置についた。

また、実行委員会委員で座長代理の久保厚子さんとＷＧリーダーの田中正博さんが助言

者として運営をサポートし、とんがるちから研究所の近藤紀章さんと竹岡寛文さんがワ

ークシートとスライドを用いて進行した。 

研修の導入として、言語以外のコミュニケーション手段で誕生の月日順に並ぶという

アイスブレイクがあり、初日は、①基調講演等を見て感じたこと、共生社会とは何か等の

個人ワークと模造紙とポストイットを使用してのグループ共有、その状況についての発

表がグループごとに行われた。翌日のセッションに向けて、やまゆり園事件を振り返り、

様々な意見や価値観と向き合う時間を持ったあと、久保さんから「糸賀先生の言葉に『障

害のある人に対する私たちの目がどう育っているのか』という趣旨の言葉がある。親自身

にもあり、自分も含めて誰もが持つ差別的意識を認識したうえでどうしていくのか、一緒

に考えていきたい。」という熱いメッセージがあり、初日のセッションを終えた。 
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二日目は、②やまゆり園事件をどう受け止めるのか、全育連の声明への反応に対して各

自が思うところをグループで共有するセッション③職場や地域で取り組む基本理念普及

のアクションプランを各自が考え皆でブラッシュアップするセッションが行われた。 

 

 

 

 

 

 

【メンターの面々】 

 

 

 

 

 

 

 

講評では、助言者の田中さんから「共生社会をめざすという意識をもって世の中を見直

したり、答えに窮する問いかけに自問自答するなかで、“感情の源泉”という自身が持つ

社会と向き合う価値観を確認した。普遍的な価値を実践し言葉に残した糸賀一雄さんの

語録を基本にしながら、現代に価値ある実践に結び付けている奥田さんの話を聴き、そし

て日ごろ大事にしている価値や感情を改めて振り返って皆と共有した。研修のタイトル

にあるように“福祉支援語り部”として研修で得たことを実践に活かしていただきたい。」

というエールが送られた。 

フォーラムの閉会にあたって、地元開催委員会委員長で (社福)慧誠会 帯広生活支援

センター所長の三上さんから閉会の挨拶があり、全てのプログラムが終了した。 
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③ アンケートによる感想・意見 

 

ア 一般参加者 

 

【最も印象に残ったこと】  

・障害者と健常者がともに生きる社会に意義を見出し障害の問題を通して社会のあるべき

姿を訴えてこられた先達の姿に大変感銘を受け、勉強になった。 

・障害のあるなしに関わらず、人が人と繋がり合うことの大切さを学んだ。（50 代・介護

福祉関係） 

・奥田さんの講演の中で、「伴走という考えと行動と心」「人の命の輝き」が大切だと思っ

た。（50 代・介護福祉関係） 

・やまゆり園に関わる植松受刑者を通して非常に興味深い話を聞くことができてよかった。 

 

【感想・意見】 

・命の大切さ、当たり前のことでありながらも、自分でもどこかで線引きしていると感じ

る。簡単に解決できない問題であるからこそ、一人一人が向き合って考え続けることが

大切と感じた。（40 代・行政関係） 

・このようなフォーラムが全国で行われるといいなと思った。（60 代・一般）他 

 

 イ 研修参加者（学生・新任者） 

 

【聴講プログラムについて】  

・「樹音」「ハランベー」のフルメンバーでのパフォーマンスを屋外で観てみたい。（30

代・介護福祉関係） 

 

【研修プログラムについて】  

《セッション Aについて》  

・自分の内面に向き合い、他者からもよい刺激を受けて、福祉、共生社会について無知

だったが少し形が見えてきた。（30 代・介護福祉関係） 

・ディスカッションによって、自分自身が考える時間を持ててよかった。（30 代・介護福

祉関係） 

・「共生社会」が今までイメージしていたものと変わった。（30 代・介護福祉関係） 

・「共生社会」という言葉そのものが日本でしか使われないような言葉で、一見良い言葉

に思えるが、押し付けになっていたりすることを感じた。（20 代・介護福祉関係） 

 

【研修を通じて最も印象に残ったこと】 

・表現活動の「音楽セラピー樹音」いつか自分もやってみたい。 

・「共生」についてのディスカッション。（20 代・介護福祉関係） 

・いのちの深さ。やまゆり園事件について深く知りたいと思った。（30 代・介護福祉関係） 

・伴走型支援の内容について納得することができた。（20 代・介護福祉関係） 
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【研修を受ける前と後で自分が変わったと感じること】 

・何事にも「こうだ」と決めつけてはいけないと思った。（30 代・介護福祉関係） 

・学生時代に学んだこと（ノーマライゼーション・障害者基本法）を再確認した。（20 代・

介護福祉関係） 

・自分たちが「障害者」にしているのではないかと考えはじめ、同じ人間としてかかわる

ことが大切だと感じた。（20 代・介護福祉関係） 

・自分の考えを発信していかないと誰にも知ってもらえないので、これからは発信してい

こうと思う。（30 代・介護福祉関係） 

・福祉とは何か。自分が何をすべきか。何をしたいのか。ということが明確になった。（30

代・介護福祉関係） 

・「共生」のありかたについて考えるのは難しく、これからも考えていくべき課題だと思っ

た。（20 代・介護福祉関係） 

 

【研修全体を通しての意見・感想】  

・研修を受けて自分の考えが変わり、自分が福祉と関わっている以上、発信し繋がりを拡

げる役目を担っていることを学んだ。（20 代・介護福祉関係） 

・自分の考えや意見を言葉にするのが苦手なので、グループワークでは苦戦したが、大変

良い経験になった。（20 代・介護福祉関係） 

・普段聴くことができない話を聞くことができて勉強になった。 

 

 ウ 研修参加者（語り部養成） 

 

【聴講プログラムについて】  

・アフリカンサークル「ハランベー」のエネルギーを感じ、感動した。（50 代・介護福祉関

係） 

・音楽セラピー樹音、「ハランベー」の方々が、楽しそうだったのが印象的だった。（40

代・介護福祉関係） 

 

【研修プログラムについて】  

《セッション Aについて》  

・難しい内容だったが、他者の意見を聞いて、改めて共生社会について考えることがで

きた。日々の仕事の中で立ち止まって考えることがなかったので仕事、支援について

振り返ることもできた。（40 代・介護福祉関係） 

・メンターさんが丁寧に教えてくれたり、助けてくれた。（30 代・介護福祉関係） 

・自分とは違う視点での考え方を多く聞くことができてよかった。（40 代・介護福祉関

係）他  

 

《セッション Bについて》  

・他者の悩みを受容し、どのように語りかけたら相手のためになるのかと考えるのが難
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しかったが、他のメンバーの考え方も共有できてよかった。（40 代・介護福祉関係） 

・初めての取り組みで、難しかったが学ぶことが多かった。（40 代・その他） 

・考える時間、記入する時間が短かった。（30 代・介護福祉関係） 

・「問いかけ」に対する「語りかけ」を考えるのが大変だったが、他の人の考え方、言い

方が参考になった。（40 代・介護福祉関係） 

・考えを文章にするのは難しい。（50 代・介護福祉関係） 

・人にわかりやすく伝えること、コミュニケーションの大切さを学べた。語りかけの実

践は、自分の問いかけに対してメンバーからの語りかけによって自分とは違う思いを

知ることができた。（40 代・介護福祉関係） 

 

 

《セッション Cについて》 

・人に伝えることは大変難しい。（40 代・介護福祉関係） 

・時間が短く、とりあえず作ったという内容になった。（30 代・介護福祉関係） 

・他の人のアクションプランを見る時間があればよかった。（30 代・介護福祉関係）・今

回の研修で一番難しかった。何かを変えるにはエネルギーや、人の協力も必要。人と

の関わりを大切にして共生社会に近づいていけたらと思った。（50 代・介護福祉関係） 

 

【研修を通して最も印象に残ったこと】 

・奥田さんの活動の話や相模原事件についての話が印象深く刺激になった。（40 代・介護

福祉関係） 

・植松氏の背景を知ることができてよかった。（50 代・介護福祉関係） 

・みんな悩みながらやってることがわかった。楽しく参加できた。（20 代・介護福祉関

係） 

・奥田さんの「伴走型支援」についての話が印象に残った。どうしても職員主体、問題

解決型になってしまう。一緒に歩む支援はエンパワーメントという感じがする。（30

代・介護福祉関係） 

・奥田さんの「みんな同じ命」という話。（40 代・介護福祉関係） 

・久保会長の話、親の思い。問いかけ、語りかけの学びは大きかった。（40 代・その他） 

 

【研修を受ける前と後で変わったと感じること】 

・他者の考えなど深く掘り下げて考えられるようになった。（40 代・介護福祉関係） 

・相手の意見に耳を傾ける姿勢。（30 代・介護福祉関係） 

・共生社会や、やまゆり事件について見方や考え方が変わった気がする。（40 代・介護福祉

関係） 

・モヤっとすること、答えが出ないことはみんなにもあることがわかった。これからも疑

問を持ち続けようと思った。（40 代・介護福祉関係） 

 

【研修全体を通しての意見・感想】        

・人と人の関わりの大切さを学ぶことができた。（50 代・介護福祉関係） 
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・グループワークの内容が今まで受けてきた研修より難しい内容だったが、立ち止まっ

て考えることができてよかった。（40 代・介護福祉関係） 

・久しぶりに対面での研修に参加できてよかった。（40 代・介護福祉関係） 

・大変だったが、研修に参加できて、改めてたくさんの人に参加してほしいと思った。

（40 代・その他） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



27 

 

(2)共生社会フォーラム in 群馬 

 

① プログラム 
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・開催日：令和 3 年 11 月 9 日（火）・10 日（水） 

・会場：群馬会館（群馬県前橋市） 

・募集定員：84 名（一般：60 名／福祉職従事者：16 名／学生・新任者：8 名） 

・参加人数：87 名（一般：26 名／福祉職従事者：16 名／新任者：4名 

講師：2名／関係者：39 名） 

・共催：開催委員会：（社福）榛桐会 （社福）かんな会（社福）館邑会（社福）あざ美会

（社福）はるな郷 独立行政法人 国立重度知的障害者総合施設のぞみの園 

② レポート 

［共通プログラム］ 

□基調講演①：ミュージシャンで NPO 法人ハイテンション代表かしわ哲さんによる「しあ

わせになるため生まれてきたんだ」の講演と映像紹介を行った。講演は、8月のオリンピ

ックの際に無観客で演奏されたライブ映像がバックに流れるなか、ロックバンドのサル

サガムテープ結成のエピソードや、その人が描いた世界を否定しない“全肯定型福祉事

業所”の考え方、コロナ禍でライブが全くできない拷問のような日々を過ごしたことな

どが紹介された。そして「社会全体をどうするのかというときに、どうやったら豊かに

なるのか、効率の良い生産性の高い社会になるのか、ではなくで、どうやったら自分と

自分のまわりの人たちが毎日楽しく生きていくことができるのかを真剣に考えることが

大事。そのなかで生きていく活力が湧いてくる。」というメッセージが伝えられた 

講演のあと、やまゆり園事件の翌年に全国の約 400 人の障害のある人とその周りの人

たちが力をあわせて制作したミュージックビデオ「ワンダフル世界」が紹介された。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□基調講演：講師の野澤和弘さん（ジャーナリスト・植草学園大学副学長・糸賀財団理

事）により「かけがえのない いのちの発信 2021 福祉の思想の伝え方」をテーマに、や

まゆり園事件の背景、検証委員会の調査経緯と結果、犯人の主張に対する“対立軸”を

構築する必要性などが語られた。 

「戦後間もない優生保護法による強制不妊の真っただ中、優性思想の暴風のなかで発せ

られた『この子らを世の光に”＝どんな重症の子どもたちも光っており自己実現してい

る』という糸賀思想を、やまゆり園の事件が起きた今だからこそ、我々が現代の言葉に

置き換えてみんなに伝えていかなければならない。」「言葉のない重度の障害者は“沈黙

と微笑み”で社会に発信しており、支援者は重度の障害者の“沈黙と微笑み”の意味、

行き詰った近代文明の社会のなかで暗示するものが多大であることを社会に伝えていっ

てほしい」というメッセージがあった。 
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□映像：ＮＨＫスペシャル第 6集「この子らを世の光に」（2007 年 3 月放送）の上映によ

り、日本初の公的福祉施設である「近江学園」の設立に尽力した糸賀氏、池田太郎氏、

田村一二氏らの取り組みが、今日の入所施設や地域での生活支援に受け継がれているこ

とを紹介し、障害のある子どもたちと寝食を共にし、不断の研究と実践による考え方や

言葉が、現代の福祉に通じる普遍的なものであることを学んだ。 

      

 

 

 

 

［研修プログラム］ 

□新任者グループは、新任者 4人が参加し、初日は、玉木幸則さん不在の中、御代田太一

さん（進行役）と大平眞太郎さん（サポート役）により進行した。まずは時間をかけて

自己紹介し、それぞれの職場の紹介から「なぜ福祉の仕事をしようと思ったのか」な

ど、お互いをじっくり知る時間となった。全体プログラムの感想を語り合い共有するな

かでは、自然とお互いの現場の話になり、「本人が楽しむことを考えるのは意外に難し

い」「仕事は思っていた 100 倍大変だけど、何とも言えない達成感に満ちている」など本

音が見えてきた。 

2 日目は、玉木さんも合流し、「障害とは？」「福祉とは？」「共生社会とは？」をめぐる

3本立てのディスカッション。午前、午後とも玉木さんの話が入り、受講者は、普段使わ

ない思考回路をフル回転させながら、福祉の仕事の意味や社会の中での位置づけを見つ

め直す機会となった。 

 

 

 

 

 

     

□中堅以上の福祉職従事者を対象とする語り部研修には、サービス管理責任者、生活支援員、

相談支援専門員、地域包括支援センター主任介護支援専門員、地域生活定着支援センター

所長、法人代表など多彩な職種の 16 人が参加した。千葉県の㈱ベストサポートの竹嶋信

洋さんが、とんがるちから研究所の近藤紀章さんと竹岡寛文さんのサポートにより全体進

行を務め、メンターは、全員が地元群馬県からの初参加で、就労継続支援 B型の中村建児
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さんと岡田健太郎さん、重症心身児者施設丸橋道代さんおよび施設入所支援・生活介護事

業所の岩丸舞さんの 4名がグループのテーブルについた。さらにメンターのサポートとし

て群馬県の島野健太郎さんと五十嵐敬太さんが加わり、実行委員会座長代理の久保厚子さ

ん、岩手県の白畑勇さんおよび滋賀県の奥村昭さんが助言者として運営をサポートした。 

     

 

 

 

 

 

言語以外のコミュニケーション手段により誕生の月日順に並ぶ、という恒例のアイスブ

レイクでグループメンバーの関係づくりから始まり、初日は、①基調講演等を見て感じた

こと、共生社会とは何か等の個人ワークと模造紙とポストイットを使用してのグループ共

有、その状況についての発表がグループごとに行われた。    

 

 

 

 

 

 

 

助言者の久保さんから受講者に向けて、本人をお茶のペットボトルに例えて、「親や支援

者の立「＾ち位置によって見え方が違い、すべてが正解でありすべてがこの人であること、

周りの人が言うことは、全部がその人が持っていることであること、障害支援区分が 6の

最重度の方であっても場面や人によって対応を変える力があることなどを分かったうえ

で支援していただきたい」という話や、親自身にも他の子と比べてしまう差別的意識があ

ること、思いが言葉には表れてこない重症心身障害児者施設「びわこ学園」の岡崎英彦園

長が職員からどうすればいいかを尋ねられたときに「本人さんは、どう思てはるんやろ」

と職員に説かれていたエピソードの紹介があった。 

また、助言者の奥村さんからは、テキスト資料に収録した糸賀語録 50 篇を取りまとめ

た経緯が紹介され、「言葉はすごく大事。この研修では、とにかく言語化していき、それを

共有し、言葉の違いを確かめていく。言葉に悩んだときは、言葉に帰って手掛かりにして

ほしい」という話しがあり、初日の幕を閉じた。 

 

 

 

 

 

2 日目は、②やまゆり園事件をどう受け止めるのか、全育連の声明への反応に対して各

自の意見をグループで共有するセッション ③職場や地域で取り組む基本理念普及のアク
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ションプランを各自が考えグループでブラッシュアップするセッションを行った。 

助言者の大平さんから「この研修は、困ってあたりまえ。困ることに対して少しでもで

きることはないかなと考える研修。どの例題にも普遍的な答えがあるものではないという

のが大前提だ。昨日の講演を聞いた皆さんであれば、犯人の（正しいと確信した）行為と

重ね合わせた問いが、本来重なっていないことがわかるはず。最低なのは「まだイライラ

しているのはまし。そのうち何にも感じないよ」という答え。すべてをあきらめた結果、

積極的な行為に及んだ犯人と、まだあきらめていない人との違いをきちんと整理して伝え

てあげることが大事だ。自分にも同じ感情があって自分なりに乗り越えているが、答えに

窮してしまうのは、その乗り越え方を自分の言葉にできないから、といったことを分解し

解説し一緒に考えていただきたい。」というアドバイスがあった。 

また、助言者の白畑さんから「そもそも私たちの仕事自体に正解がなく、常に問い続け

ている。誰かに問いかけるのではなく、結構自分のなかで消化していて、あまり外に出さ

ない。今日は、皆さんの潜在的な意識を外に出した非常に重要で価値のあるセッションだ

った。頭に浮かんだのは、中島みゆきさんの『エレーン』の『生きていてもいいですかと

誰も問いたい、その答えを誰もが知っているから誰も問えない』という歌詞。何を言われ

るかわからないから問えない、ということにならないよう、信頼関係をベースに問いを引

き出してほしい」という講評があった。 

最後に全体進行役の竹嶋さんから、「人は人との関係のもとでのみ生きていて、人と人

との関係のなかであれば生きていける。いのちを大切にして守り育む、そういったことに

人との関りが不可欠。ただし何らかの環境や事情により人との関りが難しくなってしま

い、そこからの歪みが生じる方もいる。いのちそのものが大切である、ということを大原

則・原点にして、それを貶める価値観や脅かす存在に立ち向かえる力を備えてほしい。こ

れからも『感情の源泉』を掘り下げて向き合ってほしい。」という参加者へのエールがあ

った。 

フォーラムの閉会にあたって、地元開催委員会事務局の独立行政法人 国立重度知的障

害者総合施設の富田候之さんから閉会の挨拶があり、全てのプログラムが終了した。 
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③ アンケートによる感想・意見 

 

ア 一般参加者 

 

【最も印象にのこったこと】  

・かしわ哲さんの「どうやったら自分や自分の周りの人が楽しく生きられるのかな？を毎

日一生懸命考える」、野澤さんの「障害者はただ存在していることを認める」という言葉。

（50 代・介護福祉関係） 

・ハンディのある子を「普通に生活して、その子らしさを消すことはない」と発信してく

ださってうれしい。（50 代・介護福祉関係） 

 

【感想・意見】         

・「一般」も理解を深めるために、グループワークがあるといいのにと思った。（30 代・介護

福祉関係） 

・学んだことを職場で広げていきたいと思った。（20 代・介護福祉関係） 

 

イ 研修参加者（学生・新任者） 

 

【聴講プログラムについて】  

・映像「ラストメッセージ」がスクリーン全体に映れば見やすかったと思う。（20 代・介護

福祉関係） 

 

【研修プログラムについて】  

《セッション Aについて》 

・自分の考え方、他者の意見によって、共生についての理解が深まった。（20 代・介護福祉

関係） 

・障害と福祉に対するイメージが変わり、一人の支援員として利用者さんに何ができるのか

考えさせられた。職場で研修のメモを読み返し支援していこうと思う。（40 代・福祉関係） 

 

【研修を通じて最も印象に残ったこと】 

・玉木さんの「社会生活は生まれた瞬間に始まっている」という言葉が印象的だった。(40

代・介護福祉関係） 

・玉木さんの話がとても分かりやすかった。（40 代・介護福祉関係） 

・かしわさんの「幸せになるために生まれてきたんだ」利用者さんの自由な表情が印象的だ

った。（40 代・介護福祉関係） 

・グループワークで、様々な方の意見を聞くことができた。（20 代・介護福祉関係） 

 

【研修を受ける前と後で自分が変わったと感じること】 

・障害者とともに生きていることを理解し支援していこうという気持ちになった。（40 代介

護福祉関係） 
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・日々の支援の中でも、立ち止まり、落ち着いて考えていこうと思った。（40 代・介護福祉

関係） 

・「障害」「共生」の言葉の重み、捉え方が変わった。（20 代・介護福祉関係） 

 

【研修全体を通しての意見・感想】  

・プラスの考え方が増えた。（20 代・介護福祉関係） 

・1 日目のグループワーク中、会場に参加者以外の関係者が多すぎた。（40 代・介護福祉関

係） 

 

ウ 研修参加者（語り部養成） 

 

【聴講プログラムについて】  

・野澤さんの話は、毎回とても感動します。また、映像のおかげで糸賀先生が取り組んでき

たことや人生についてわかりやすかった。（40 代・介護福祉関係） 

・多くの人に聞いてもらえたらよかったと思うほど印象深かった。（50 代・介護福祉関係） 

・映像を交えてのかしわさんの講演はとても楽しく聞くことができた。（30 代・介護福祉関

係） 

・野澤さんの様々な資料や文献をもとにした話を聞いて、知識が深まった。（30 代・介護福

祉関係） 

・もっと多くの人に聞いてほしい。（50 代・介護福祉関係） 

 

【研修プログラムについて】  

《セッション Aについて》 

・自分とは違う考えを知ることができたこと、「共生」って難しいことだねと改めて共有で

きたことなど、グループワークで新たな発見と再確認ができた。（40 代・介護福祉関係） 

・共生社会の言葉のみが先行しているが、その中身、具体的な事象を可視化できた。また、

多様な意見を聞くことで見聞を広げることができた。（50 代・介護福祉関係） 

・「共生社会」を難しく考えすぎて空回りしていた。深く考察する機会を与えてもらった。

（40 代・その他） 

 

《セッション Bについて》 

・正直な自分と向き合うことができた。（40 代・その他） 

・問いかけや語りかけを考える過程で、何を大切にしたいか具体化できた。（30 代・介護福

祉関係） 

・問いかけに対する語りかけは、どれも安心できるもので、対話は大事なことだと感じた。

（40 代・介護福祉関係） 

・答えには Yes でも No でもないことがあることに気づいた。（30 代・介護福祉関係） 

・難しくて、理解できたかわからないが、現場に生かしたい。（30 代・介護福祉関係） 

・肌感覚で理解できていたことを可視化でき、グループワークのメンバーからの多様な意見

は大変勉強になった。また、他者のワークシートを見て助言することも勉強になった。（50



34 

 

代・介護福祉関係） 

・共感することは簡単ではないと思った。（30 代・介護福祉関係） 

・問いについて精査しないで事例検討やクレーム対応になってしまうと感じた。ディスカッ

ションを深める際にメンターの方の協力がもう少し欲しかった。（30 代・介護福祉関係） 

 

《セッション Cについて》 

・研修会を開催するにあたって参考になった。（40 代・介護福祉関係） 

・夢を具体的に実現するための工程表を作成することにワクワクした。（50 代・介護福祉関

係） 

・内容を考えるのが難しかったが、面白かった。（30 代・介護福祉関係） 

・アクションプランについて、もう少し考えて記入したかった。（40 代・介護福祉関係） 

・満足できる形で仕上がらなかったが、どのように作成したらよいか理解できた。（30 代・

介護福祉関係） 

・初めての取り組みだったが、説明してもらったおかげで完成することができた。（30 代・

介護福祉関係） 

・学んだことを伝えたいと思った。（40 代・その他） 

 

【研修を通して最も印象に残ったこと】 

・正解のないモヤモヤを共有していければいいんだと感じた。（40 代・その他） 

・意識的に言葉にすることの大切さを感じた。（30 代・介護福祉関係） 

・自分と向き合うことの難しさを思い知らされた。（50 代・介護福祉関係） 

・自分の内面と向き合うワークは普段やらないことだったので、自分が意外といろいろな感

情を持っていることに気づいた。（40 代・介護福祉関係） 

・いのちの大切さと語る難しさ。（30 代・介護福祉関係） 

・相模原の事件について、今まで深く考えることがなかった。ご家族の思いや、自分がその

立場だったら、また、植松の立場だったらといろいろな角度から考えた。（40 代・介護福

祉関係） 

・寄り添ったり、共感したりする姿勢は、皆、共通だと感じた。（30 代・介護福祉関係） 

・かしわさんの講演が印象に残っている。実際に支援していらしゃる方の話は説得力がある。

（30 代・介護福祉関係） 

 

【研修を受ける前と後で変わったと感じること】 

・インターネット、SNS、メール、Zoom がある時代でも、集合研修しかできないリアルを感

じた。（50 代・介護福祉関係） 

・アウトプット作業は苦手だったが、しっかり自分を掘り下げていくとできるような気がし

た。（40 代・介護福祉関係） 

・自分の考えだけが正しいと思うべきではないと思った。（50 代・介護福祉関係） 

・違う視点を持つ大切さ、自分の考えをもう一度見つめ直す機会となった。(50 代・介護福

祉関係） 
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【研修全体を通しての意見・感想】 

・内容は想像を超えて、素晴らしかった。（50 代・介護福祉関係） 

・命の価値観、感情の原点に 30 代・介護福祉関係）立って考えることができた。 

・今回の研修だけでなく、他の場所でも参加したい。（30 代・介護福祉関係） 

・現場に戻って、語り部として還元していきたい。（40 代・介護福祉関係） 

・研修全体が参加者のことを考えている流れだと思った。（30 代・介護福祉関係） 
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(3)共生社会フォーラム in 熊本 

 

①プログラム 
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１．開催日：令和 3年 11 月 18 日（木）・19 日（金） 

２．会場：くまもと県民交流館パレア（熊本県熊本市） 

３．募集定員：84 名（一般：60 名／福祉従事者：16 名／学生・新任者／8 名） 

４．参加人数：92 名（一般：49 名／福祉従事者：15 名／新任者：6名／ 

講師：2名／関係者：20 名） 

５．共催：開催委員会：（社福）三気の会  九州ネットワークフォーラム 

 

① レポート 

[共通プログラム] 

□基調講演①：講師の高橋尚子（たかはししょうこ）さんにより“障害とともに自分らしく

生きる”というテーマで講演と映像紹介があった。交通事故による頚髄損傷後のリハビリを

経てデザインを学び、WEB デザイナーとして独立して 2019 年にバリアフリープロジェクト

をスタート。YouTube の開設や 2021 年に株式会社を設立するなど積極的な行動による“きっ

かけ”から生まれるバリアフリーの実現をめざして活動されている。それに至るまでの長く

つらい日々の気持ちや、前向きに一歩を踏み出せた家族や友人の存在、恐怖を感じながら一

人で車いすで外に出たときに声をかけてもらうなど“人の優しさ”を体験したことが語られ

た。高橋さんご自身の体験と実践に基づく話に大きな感銘を受けたという参加者アンケート

が多数あり、障害のあるなしや障害の違いにかかわらず、それぞれの状況や立場を尊重する

共生社会のあり方を考えるフォーラムのオープニングにふさわしい講演となった。 

 

 

 

 

 

 

□基調講演：講師の奥田知志さん（NPO 法人抱樸理事長）から、ホームレスを支援するなか

で「おんなじいのち」を当事者から教えられ、糸賀一雄氏の教えにある「同心円的な人間存

在」と通じるところがあるという指摘と、能力が高低という価値観で人間を判断するのでは

なく「実存の肯定」（その人がそこにいること自体の肯定、命そのものの尊厳）についての糸

賀氏の言葉などが紹介されました。そして、やまゆり園事件の犯行の背景にある経済概念に

偏重した「生産性」と、糸賀氏の「自己実現こそが創造であり生産である」という思想とが

対比され、会場の受講者に向けて「現実には会えないが、もし、やまゆり園の犯人と会うと

したら、彼に何と言うのか。『お前なんかもう意味はないのだ』と言ったら、あの日、犯人が

言ったことを自分が彼に言うことになる。答えのない問のなかで呻吟し続けるというのが共

生社会の大変さである。」というメッセージがあり、基調講演が終了した。   
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□映像：ＮＨＫスペシャル第 6 集「この子らを世の光に」（2007 年 3 月放送）の上映により、

日本初の公的福祉施設である「近江学園」の設立に尽力した糸賀氏、池田太郎氏、田村一二

氏らの取り組みが、今日の入所施設や地域での生活支援に受け継がれていることを紹介し、

障害のある子どもたちと寝食を共にし、不断の研究と実践による考え方や言葉が、現代の福

祉に通じる普遍的なものであることを学んだ。 

 

 

 

 

 

 

     

[研修プログラム] 

□新任者グループは、6 人が参加し、玉木さんと、とんがるちから研究所の近藤さんが進行

した。初日は、自己紹介と共通プログラムの振り返りがあり、まずは、自己紹介にたっぷり

時間かけて、それぞれの職場の事や福祉を志したきっかけの紹があった。その後の振り返り

は、時間をかけながら 1 人 1人が「実は思っていたけれど、言葉にしたことがなかったモヤ

モヤ」をめぐり、語り合うとともに、「障害を受容するとはどういうことか」「大変と不幸は

違う」「縦の発達、横の発達」等のキーワードに触れながら、やり取りが進んだ。 

2 日目は、終日、グループトークを行い、午前中は「福祉とは？」「障害とは？」という普段

何気なく使っている言葉の意味を掘り下げることから、自分の仕事や社会のことを見つめ直

した。午後は、玉木さんが今年度受賞された「糸賀一雄記念賞」の授賞式のスピーチ映像で

見てディスカッションするなど、密度の濃い 2 日間となった。 

 

 

 

 

 

         

□中堅以上のグループには、事業所の管理者・所長、児童発達支援管理者、支援員、相談支

援専門員、言語聴覚士など多彩な職種の 15 人が集い、いつもは新任者グループで進行役を

務める御代田太一さんも受講者の立場で参加した。4 つのテーブルに 1 名ずつメンターを配

置しました。全体進行は、とんがるちから研究所の竹岡さんのサポートのもと、今回の地元

協力法人として諸準備を進めた今池一成さんが担当した。メンター全員が開催ブロックから

の参加で、地元熊本県から初参加の木庭由香さんと、メンター経験者の福岡県の坪井健さん

と山下孝志さん、長崎県の佐竹真さんを加えた 4 名がグループのテーブルについた。また、

実行委員会座長代理の久保厚子さん、佐賀県の（社福）はる 理事長の福島龍三郎さんおよ

び岡山県の(株)トモニー 事業部長の川西大吾さんが助言者として参加し、運営をサポート

した。 
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 最初に、言語以外のコミュニケーション手段により誕生の月日順に並ぶ、という恒例のア

イスブレイクでグループメンバーの関係づくりから始まり、初日は、①基調講演等を見て感

じたこと、共生社会とは何か等の個人ワークと模造紙とポストイットを使用してのグループ

共有、その状況についての発表がグループごとに行われた。 

 

 

 

 

 

 

2 日目に向けて、やまゆり園事件を振り返る時間を設けた。研修テキストには、事件直後に

発せられた全育連のメッセージへの反応や、事件を丹念に取材し報道した神奈川新聞の記者

懇談会記録を掲載しているが、助言者の久保さんから受講者に向けて、親の心情として、大

なり小なり「なんで私に障害がある子が生まれたのか」という気持ちを持つことや、「この

子と一緒に死んでしまいたい」と思う家族もたくさんおり、その受けとめ方や一途に我が子

のことを想う親への向き合い方について語られた。また、「仕事をしていたら、いつもスッ

キリせずモヤモヤされていると思うが、そのモヤモヤは、とても大事。モヤモヤがあるから

こそ『これで良いのだろうか』と立ち止まって考えることができる。」「私たち自身の障害が

ある人を見る目がどうあるのか、ということが問われている。『気づきの目』をぜひ持って

いただきたい。」と期待を込めたメッセージが伝えられ、初日の幕を閉じた。      

 

 

 

 

 

 

 

 2 日目は、②やまゆり園事件をどう受け止めるのか、全育連の声明への反応に対して各自

が思うところをグループで共有するセッション ③職場や地域で取り組む基本理念普及の

アクションプランを各自が考え、グループでブラッシュアップするセッションが行われた。 

 助言者の福島さんから、自らの感情の源泉を探り、答えに窮する語りかけを行うにあたっ

て、自身が開発に関わった強度行動障害支援者養成研修の『支援者ケア』プログラムの経験

を踏まえ「『感情』は、必ず生じるものなので、悪いことではない。例えば利用者から叩かれ

て『うわっ！痛いな！』と思う。立派な支援者ほど『そんなこと思っちゃいけない！』と思

いがちだが、感じるのは悪くなく、しょうがない。そのあと、感情をどう整理してどう行動
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に移すのかがすごく大事。是非、感じたままの感情を出して、そのあとシートによって整理

してほしい。」というアドバイスがあった。  

また、助言者の川西さんから「共生社会フォーラムのテーマを『重い』とか『深い』と捉

えられがちであるが、皆さんのディスカッションを見ていると、本当に前向きで、明るくて、

未来に向かう発言がすごく印象的だった。私たちが目指すのは、誰もが自分らしく笑顔で暮

らしていける世の中の構築。未来に向かっての話し合いなので、やはり『前に向くこと』と

『明朗』という要素が必要。」「アクションプランについて『自分のなかの共生社会』が未だ

はっきり答えが見えず悩んで混乱した人がいるかもしれない。等身大で描く職場の課題や自

身の身の回りの課題というところから始めてもよく、自分の中で少し見えてきたと思ったと

きに改めてアクションプランを考えてみるのも良い。」という講評があった。 

最後に全体進行役の今池さんから、研修全体の振り返りがあり、「初年度の福岡でアクシ

ョンプランを作ったが、職場でもその機会を持ちたいと思い実践してきた。熊本フォーラム

をやりたいと思ったのもアクションプランがスタートであり、皆さんもぜひ実現に向けてス

タートさせてほしい。」という参加者へのエールがあった。 

閉会にあたって、地元開催委員会委員長の（社福）三気の会 木下昭二さんから「昨日の挨

拶のなかで、お二人の講演を楽しみにしていると安易に述べたが、高橋さんの講演は、自分

の想像を絶するような話だった。立ち直りに向かう気持ちの変化、現状との向かい合いや受

け入れる姿勢、家族や仲間の支えによって今の高橋さんがあることが理解できた。奥田さん

の話は、聴いた一人ひとりの心に響き、改めて生きる意味について考える良いきっかけにな

った。グループワークでは、“答えのないことを考える”というコンセプトで話し合い、とて

も贅沢な時間を過ごした。一人ひとりのなかにあるモヤモヤが、少しずつ霧が晴れるような

思いをもって研修を終えた方もいると思う。日ごろ、利用者さんの支援についていろいろと

考えておられるが、今回は、それをより掘り下げて考え、自分の言葉で周りの人に発信でき

ることによって、改めて自分自身の潜在的な考えを引き出すきっかけになった。他の方の意

見を聴くことによって、自分にはない発想による考えがあることに触れることができた。」

という総括と参加者および関係者への謝辞があり、全てのプログラムが終了した。 
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② アンケートによる感想・意見 

  

 ア 一般参加者 

 

（最も印象にのこったこと）  

・たくさんの心に残るキーワードをもらった。（40 代・介護福祉関係） 

・高橋尚子さんの当事者としての言葉と、奥田さんの「命の意味」素晴らしい講演だった。

（50 代・介護福祉関係） 

・高橋さんには、これからも活動の場を広げて頑張ってもらいたい。（60 代・その他） 

・バリアフリーの活動に感動した。心に響く講演だった。（60 代・介護福祉関係）他 

・心のバリアフリー、人のやさしさで解決できることがたくさんあること。（40 代・行政関

係） 

・心のバリアフリーという言葉が印象的で、行政としての在り方を見直すきっかけにもなっ

た。（20 代・行政関係） 

・現在、コロナのために仕事がなく生きる望みを失っているときに、生きるという話を聞く

ことができてよかった。（70 代・その他） 

・今まで「困っておられるのでは？」と思っても行動に移すことができなかったが、自分に

できることは勇気をもって周りを気にせずやっていきたい。（60 代・介護福祉関係） 

・高橋さんが YouTube を通して発信されている。広く社会に伝わるきっかけになるといいと

思う。（20 代・行政関係） 

・奥田さんの「大変は不幸ではない」という言葉。（60 代・行政関係）他 

・奥田さんの講演でやまゆり園事件の生の状況、また、ホームレスの方の具体的な状況につ

いても詳しく学ぶことができた。（50 代・一般） 

・奥田さんの「生きることに意味がある」「伴走型支援」という話。（70 代・その他） 

・「障害＝自分の武器」という言葉が一番印象に残った。（30 代・介護福祉関係） 

・障害に対して、一般の社会がなかなか理解がなく受け入れてくれないこと。（50 代・行政

関係） 

・障害者を持つ親です。授かった時には人生が逆転したと思ったが、人の気持ちがわかる人

間になったかなぁ、少しは人間らしく生きてるかなぁ、と思う。たくさんの人に支えられ、

仲間を得て、今回もいい話を聴けて良かった。また、頑張ろうと思う。（60 代・一般） 

 

（感想・意見） 

・糸賀さん、田村さん、池田さんの取り組みについて深く学び、「障害」をもつ子どもたちへ

の考え方、実践力に頭が下がった。映像による研修は今後も続けてほしい。（70 代・その

他） 

・「いのち」の大切さ、つながりの必要性、継続することの大事さ等を学び、自分自身実践し

ていかなければと思った。（60 代・介護福祉関係） 

・まずは知ること、一緒に考えること、人との出会いを大切にして自分にもできることを実

践できる人になりたい。（40 代・行政関係） 

・「共生社会」についての認識を新たにした。糸賀先生の偉大さに触れることができた。（50
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代・介護福祉関係） 

・民生委員児童委員の研修にとても良い内容だと思った。（70 代・その他） 

・基調講演のあと、質疑応答の時間があればよかった。（30 代・介護福祉関係） 

・申込の際に、「午前のみ参加」「午後のみ参加」の選択ができるとよいと思った。（20 代・

行政関係） 

・民生委員児童委員の研修会として午前・午後の研修を受けるのに、弁当を食べる場所の確

保が困難だったのが残念だった。（70 代・その他） 

・講演のスライドだけでなく、資料の配布があれば、より理解が深まると思う。（70 代・一

般） 

 

イ 研修参加者（新任者） 

 

（聴講プログラムについて）  

・奥田さんに、もう少し長く話してほしかった。（40 代・介護福祉関係） 

・講演の内容が分かりやすく多角的な角度から考えることができた。（30 代・介護福祉関係） 

 

（研修プログラムについて） 

《セッション Aについて》 

・共生社会について考えることも、機会もないので良い機会になった。（20 代・介護福祉関

係） 

・難しかった。（40 代・介護福祉関係） 

・多くの方とディスカッションすることで様々な意見を聞き、考えさせられた。（30 代・介

護福祉関係） 

 

（研修を通じて最も印象に残ったこと） 

・奥田さんの「生きていることに意味がある」（20 代・介護福祉関係） 

・糸賀先生の「縦の成長と、横の成長」という言葉。支援対象者に対して、スキル、技術面

だけでなく様々な面から接したいと思った。（20 代・介護福祉関係） 

・障害はグルーピングで変わる。他者の意見を受け入れてみる。知ってみることの大切さ。

（20 代・介護福祉関係） 

・福祉の対象者は国民皆であること[公共の福祉」という言葉。また、誰もが生きづらさを

感じているが、それを軽くしていくのが「福祉力」だと思うという意見。（20 代・介護福

祉関係） 

 

（研修を受ける前と後で自分が変わったと感じること） 

・「福祉」という言葉に対するイメージが研修を受けて、自分の中で揺らぎ始めたことが新

鮮だった。これからも実践を通して考え続けたい。（20 代・介護福祉関係） 

・障害の有無に関係なく、お互いに一人の人間として対等に生きていくことはどういうこと

かを学べた。（20 代・介護福祉関係） 

・障害を持っている人が頑張っていると思うことがあったが、それは当たり前のことであり
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研修を受ける前は、無意識のうちに健常者と障害者を分けて考えていたと思う。（30 代・

介護福祉関係） 

 

（研修全体を通しての意見・感想）  

・グループワークでは他者の意見が聞けて、学ぶことが多くあった。今から現場でできるこ

とがあると思う。（20 代・介護福祉関係） 

・うまく話せるように、いろいろな研修を受けようと思った。（40 代・介護福祉関係） 

 

 ウ 研修参加者（語り部養成） 

 

（聴講プログラムについて）  

・死にたい➨生きたいに変わっていく心の動きや素直な気持ちを聞けて、心に響いた。（50

代・介護福祉関係） 

・高橋さんの前向きな姿に元気をもらった。もっと聴きたかった。（30 代・介護福祉関係） 

・当事者の生の声を聴き、とても心に響いた。（20 代・教育関係） 

・後天的な障害を負うことの苦悩、どん底から這い上がってこられた方だからこその強さや

言葉の説得力を感じた。（40 代・介護福祉関係） 

・奥田さんの話を聴いて、ホームレスの状況などまだまだ私には知らないことがあるのだと

思った。（30 代・介護福祉関係） 

・植松との接見から感じたこと「彼は時代の子、時代の言葉」はとても印象的だった。伴走

型支援を実践していきたい。（40 代・介護福祉関係） 

 

（研修プログラムについて）  

《セッション Aについて》 

・研修参加人数が 16 名（4 グループ）で進行や発表がスムースに行われている。（50 代・介

護福祉関係） 

・自分の考えをまとめるのに時間がかかり、配分が短く感じた。（50 代・介護福祉関係） 

・時間が限られているため適切な配分だと思うが、もう少し意見交換の時間が欲しかった。

（30 代・介護福祉関係） 

・記入するスピードが間に合わず、中途半端に終わってしまった。しかし、内容は濃く、勉

強になった。（30 代・介護福祉関係） 

・ここまで共生社会について話すことはなかったので有意義な研修だった。（30 代・介護福

祉関係） 

・他者の意見を知ることができて勉強になった。（20 代・教育関係）他 

・他者が考える「共生社会」「どちらともいえない」「共生社会ではない」の視点がとても新

鮮だった。（40 代・介護福祉関係） 

 

《セッション Bについて》  

・ワークシートがわかりやすく整理しやすかった。（50 代・介護福祉関係） 

・内容が難しかったが、他者の意見は参考にしたいものばかりだった。（20 代・教育関係） 
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・「共生社会のあり方についての問いかけ」は自分自身が共生社会のワードに縛られすぎて

なかなかうまく記入することができなかった。（50 代・介護福祉関係） 

・普段自分が考えていることと同じようなことを周りの人たちも感じていることがわかりう

れしかった。（30 代・介護福祉関係） 

・問いかけ・語りかけを通して、どちらの立場も疑似体験でき、学ぶことが多かった。（50

代・介護福祉関係） 

・本質をつかむために、もっと時間が欲しかった。（30 代・介護福祉関係）他 

 

《セッション Cについて》 

・プラン作成もわかりやすくて研修会等をもつときの参考にしたい。（30 代・介護福祉関係） 

・未来を考え、実行につなげられる研修だった。（50 代・介護福祉関係） 

・難しかったが、必ず実践したい。（20 代・教育関係） 

・アクションプランの作り方が難しかったが、アドバイスを貰えてよかった。（50 代・介護

福祉関係） 

・他の方のアクションプランを見て今後の参考にできればよかったと思う。（30 代・介護福

祉関係） 

・時間内に考えをまとめるのが難しかった。（40 代・介護福祉関係） 

 

(研修を通して最も印象に残ったこと） 

・久保さんの「誰の心にも差別の心はある」という言葉。人前で発言するというのは勇気が

必要だと思った。（50 代・介護福祉関係） 

・「感情」というキーワードが最も印象に残った。（20 代・介護福祉関係） 

・生産性のある社会とは様々な意見や想いを否定せずに受け止めることだということ。（30

代・介護福祉関係） 

・グループワークでポジティブな意見やネガティブな悩みを伝えられたことがうれしかった。

（20 代・教育関係） 

・モヤモヤするという言葉がよく使われていた。モヤモヤすることも大事であるということ。

（50 代・介護福祉関係） 

・他者の意見を知ることができてよかった。（30 代・介護福祉関係）他 

 

（研修を受ける前と後で変わったと感じること） 

・言語化のための脳の使い方を知ることができた。（40 代・介護福祉関係） 

・グループワークの進め方によって、引き出される語りの質が大きく変わると実感した。（20

代・介護福祉関係） 

・本音で話していいということがわかった。（30 代・介護福祉関係） 

・自分は命に寄り添う仕事をしているんだと強く自覚できる研修だった．（50 代・介護福祉

関係） 

・物事を多角的にとらえなければならないことに改めて気づかされた。（50 代・介護福祉関

係） 
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（研修全体を通しての意見・感想）  

・マイナスな発言してもいいんだということでモヤモヤした気持ちが、楽になった。（30

代・介護福祉関係） 

・アクションプランを必実施したい。（20 代・介護福祉関係） 

・各セクションの時間が短く、考える時間が足りなかった。（50 代・介護福祉関係） 

・メンターや、アドバイザーの方のおかげで、ゆったりとした気持ちでグループワークに

参加できた。（40 代・介護福祉関係） 
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4.「共生社会フォーラム in 滋賀・全体フォーラム 2021」 

 

① プログラム 
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・開催日：令和 3 年 12 月 7 日（火）・8 日（水） 

・会場：滋賀大学 彦根キャンパス 講堂（滋賀県彦根市） 

・募集定員：104 名（一般：60 名/福祉職従事者：16 名/学生・新任者：8名/実践報告・交流会：20 名） 

・参加人数：82 名（一般：29 名/福祉職従事者：9 名/学生・新任者：11名/実践報告・交流会：6名 

講師：4 名/関係者：23 名） 

・協力法人・機関：（社福）滋賀県社会福祉協議会（社福）グロー（社福）六心会 

  国立大学法人滋賀大学 滋賀県健康医療福祉部障害福祉課 

② レポート 

［共生社会フォーラム・全体フォーラム 共通プログラム］ 

□表現活動①：糸賀一雄記念賞の受賞者を祝うことを目的に 2002 年度スタートした音楽祭

の映像を上映した。毎年、母なる琵琶湖を抱きしめるように人々がつながり、滋賀県内

各地で「うた」「打楽器演奏」「ダンス・身体表現」のワークショップが行われている。

音楽祭では、ワークショップに参加した人たちと、総合プロデューサーの小室等さん、

高良久美子さん（パーカッション）、谷川賢作さん（ピアノ）、吉田隆一さん（バリトン

サックス）、こむろゆい さん（ヴォーカル、ウクレレ）などのゲストミュージシャンと

のコラボレーションによるパフォーマンスが繰り広げられ、障害のあるなしなど様々な

垣根を越えたボーダレスなステージを感じることができた。 

 

 

 

 

 

 

□表現活動②：障害のある人とプロのダンサーや福祉施設職員が共に踊り舞台をつくるア

ーティスト集団「湖南ダンスカンパニー」によるダンスパフォーマンスとディレクターの

北村茂美さんによるトークが築約 100 年の歴史ある講堂で行われた。毎月 2 回ワークショ

ップを開催し新作を発表するなど活発な活動を続け、2021 年度の滋賀県文化奨励賞を受賞

した。「いのちに意味がある」をテーマとする本フォーラムのオープニングにふさわしく、

コロナ禍を乗り越えて、命の輝きそのものが感じられるパフォーマンスが披露された。 

 

 

 

 

 

 

□映像：NHK 厚生文化事業団の福祉ビデオライブラリーに昨年登録された NHK スペシャル・

ラストメッセージ第 6集「この子らを世の光に」（2007 年 3 月放送）を上映した。日本初

の公的福祉施設である「近江学園」の設立に尽力した糸賀氏と糸賀氏を支えた池田太郎

氏や田村一二氏らの紹介と、今日の入所施設や地域での生活支援の取り組みの紹介があ

り、障害のある子どもたちと寝食を共にし、不断の研究と実践に基づき編み出された思
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想や残された言葉が、時代背景が異なるものの、現代の福祉に通じる普遍的なものであ

ることを学んだ。一人でも多く、やまゆり園事件やコロナ禍における差別事象に象徴さ

れる社会の問題を我がこととして受け止め解決に取り組むためにも、時代を超えた普遍

的な言葉や考え方を学び、身近な人々に伝えていくことが大切、ということを感じてい

ただくことを願って午前中のプログラムを終えた。 

 

       

 

 

 

 

 

□シンポジウム： 

「～いのちに意味がある～共生社会フォーラムで何を大切にしてきたのか～」 

基調講演の講師とフォーラムのプログラム企画や実践に取り組んだ 3名のシンポジスト

により意見交換し、本年度の取り組みを総括した。 

 

［シンポジスト］ 

  奥田 知志（特定非営利活動法人抱樸理事長） 

近藤 紀章（NPO 法人とんがるちから研究所代表理事） 

  田中 正博（一般社団法人 全国手をつなぐ育成会連合会専務理事) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

［発言要旨］ 

＜奥田＞ 

〇～福祉とは何か～ 

・内村鑑三が 1901 年に書いた「亡国の民たり」で、自分だけ他人のことは顧みない「他者

なき民」により国民精神が失せていると説いたが、現在の私たちのこの社会は、内村の言

葉を果たして否定できるのか。福祉の現場が「抵抗の砦」となるのか、あるいは「片棒担

ぎ」に終わるのかが私たちは問われている。 

・コロナという病気は、全世界で流行り全員が当事者になった。この期に及んで一国主義と

いうのは成り立たず、世界中全てが助からないと成り立たない。しかし、コロナの流行と

ともに、この国に非常に深刻な「自分病」が今蔓延している。これは内村の言葉からする
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と「他者なき」という事態。 

・「自分病」に対抗するもの、癒すことができるものの一つが、「福祉」あるいは「福祉の

現場の存在そのもの」。糸賀先生の思想の根底にも同じことが言えるが、福祉とは、非常

に単純に「命優先」ということ。命ということを原点に据える営みが福祉。 

・しかもこの命は、自分の命ということに限らず、単体では存在しない普遍的なもの。命を

語るには、「私の命という主語」ではもはや語ってはいけない。だから「自分病」では駄

目。 

・福祉とは「人はひとりでは生きていけない、人間は弱いという事実に基づいて構築された

営み」であり、人のポテンシャルを最大限に引き出す営みである。 

・福祉とは「自分だけという不自由な魂を解放する営み」である。しかし、私たちの足元の

福祉は、ひょっとして「自分病」に罹患しているのではないか。福祉が命優先ではなく制

度優先になっていたり、全ての人を対象とせず結局手帳があるかないかとかそういう属性

で人を見てしまったり、人々の幸福を求めないで自らの法人の利益を優先する。そのよう

になっていたら、もはやこれは「自分病」に罹患している。 

 

〇～生産性～ 

・相模原の事件の特徴の一つは、いくつもの切り口がある。そもそも「福祉施設のあり方」

も問われた。 

・彼は、良いことをしようとする確信犯だった。障害者を殺すということはみんなのために

なる、公益のためにやったと彼は、裁判のなかで言った。障害者は不幸しかつくらない。

障害者は生きていても意味がない。意味がない障害者に税金を使っているのはみんなの迷

惑なんだという考え方。だから障害者を殺すことによって社会貢献するというのが犯行の

動機。 

・彼は、事件で「生きる意味のある命と意味のない命の分断線」を引き人を裁いた。一方で、

彼との対話のなかで、あの分断線は彼が引いたのではなくて、彼が引く前からこの世の中

にあったんだと感じた。意味のある命と意味のない命、評価を受ける人と受けない人、生

産性の高い人と高くない人、みんなに喜ばれている人と喜ばれていない人、それらの分断

線。 

・彼が引いた以前からあった分断線の「役に立つか立たないか」で言うと、彼は極めて役に

立たない側にいたのではないか。これを一気に役に立つ側にジャンプするために、僕のこ

とを評価してくれ、オレはスゴイ人間なんだ、必要とされる人間なんだ、ということを証

明するために彼はやったのではないか。 

・その感覚は、多かれ少なかれ私たちのなかにある。福祉の世界でさえ、その感覚のなかに

生産性があるかないか、生産性をどう高めるか、という議論のなかで私たちはやらざるを

得ない現実を生きてきた。そうすると、彼が一人おかしな人だったのではなくて、彼はや

っぱり時代の子だった。 

・今の社会全体が持っている生産性の圧力のなかで、多かれ少なかれ小さな彼が私たちのな

かに棲んでいる。何か人と差をつけないと認めてもらえないという、そのプレッシャーの

なかで生きてきた。そうすると、命優先の原則がやはり崩れていくのではないか。 

・糸賀さんは、生産性ということについて「この子らはどんなに重い障害をもっていても誰
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ととりかえることのできない個性的な自己実現をしているものなのである。人間と生まれ

てその人なりの人間となっていくのである。その自己実現こそが創造であり生産だ」と言

われた。 

・しかし、糸賀さんがこの言葉を残してからもう何十年も経ったが、その先にあった私たち

の社会は、自らの生産性の証明のために障害者を殺すという青年が、しかも福祉の現場か

ら生まれ、非常に深刻な事態だ。 

・糸賀思想とのなかで立ち止まって考え、他者性や関係性あるいは社会化というもののなか

で考える必要がある。 

 

〇～物語・語り部としての福祉～ 

・共生社会フォーラムは、福祉の現場のなかで日々起こっているさまざまな事柄を語り部と

して語っていけることを目指そうということで始まった。全く沈黙のなかで語っていく人

もいるし、いろんな語り方があるが、そこには「物語」というものがある。 

・経済的な困窮を「ハウスがない」ということに象徴させてハウスレスと言う。「人との関

係がなくなっている」ということをホームレスと言う。ハウスとホームは違うという考え

方。このホームがなくなるということの最大の問題は、人との関り・つながりがなくなる

ということで、そこに言葉が失われ物語が失われる。 

・人間が働く動機や意欲は、どのように生み出していくか。経済学の言葉をもとに、私は「内

発的な動機と外発的な動機」があると思う。路上の人と長いこと付き合って、自分の動機

が失せてしまった人たちとたくさん会ってきた。人とのつながりがなくなると外発的な動

機というものが失せる。この動機付けがなくなるということにもっと関心を払う必要があ

る。 

・作家の高橋源一郎さんとの対談で、「人とのつながりがなくなるということは言葉を失う

ということですね」と高橋さんは即答した。人とのつながりのなかで言葉が生まれ、そし

てその言葉が物語になる、それが一番のテーマ、という話をした。 

・日本の社会保障は、現金給付と現物給付を中心にやってきたが、家族や地域という人との

つながりがなくなってきた今、「物語化」「人とのつながり」「言葉をどこでつくるのか」

ということを一方で議論しないといけない。 

・モノに人が関わることで言葉が生まれる。言葉が生まれるとそこにモノが物語化されてい

く、意味づけられていく。この意味づけということができるのは人間しかいない。人との

関係のなかで物語が生まれていく。福祉というものは、制度を授ける、制度を利用しても

らうということ以前に、職員やそこで一緒に生きていく人たちとの間につながりができて

言葉が生まれて物語化されていく営みである。そのときはじめてお金や現物給付や現金給

付の意味が深まる。モノを物語にかえるのが福祉。 

・自立と自律。自律の支援は、「全て国民は個人として尊重される」という憲法第 13 条に

基づくもの。名前のある個人として自分の物語を生きられる。幸福を追求する権利をもっ

ている。ここのところを日本の社会は自己責任にしてきたのではないか。家族や地域が脆

弱化するなかで、では誰が担っていくのかということが、今、福祉にとって大きな課題。

語り部としての福祉は、絶対必要。制度を物語に変えることは、ものすごく大事で、人の

生きる意欲を生み出すことだと考えている。 
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＜田中＞ 

〇～共生社会フォーラムの企画～ 

・共生社会フォーラムを開催するきっかけになったやまゆり園事件のことは、語り部養成の

研修プログラムでテキストが用意されており、そのなかに、今私が所属している育成会が、

やまゆり園事件があったその日の夕方につくり発し、また翌日の朝と夕方には多くの方に向

けて、そして翌日には障害のある当事者のご本人の方に届くようにつくった声明文が掲載さ

れている。「障害者は要らない」という言葉が、みなさんの心に突き刺さりすぎて激しい動

揺があり、その動揺を収めることが一番大きな目的だった。 

・共生社会フォーラムをつくる運びとしては、実行委員会とワーキンググループにわかれて

いた。実行委員会では大きな方向性を出し、語り部を養成していこうということになった。 

・今日おられるバリバラで有名な玉木さんがワーキンググループのメンバーで、事務局が用

意したシナリオどおり進めようとすると「ちょっと待って」と。そもそも語り部というのは

何か体験したことをしゃべるので語り部なので、何をもって体験したとするのかという本質

的な問いかけがあった。親会からのオーダーを具体化するワーキングで、その問いかけに応

える形で近藤さんたちが必死になってプログラムをつくった。 

 

＜近藤＞ 

〇～研修プログラム～ 

・私自身は、福祉を専門としている人間ではなく、工学や経済学を専門にしている。私が学

んでいた時代は、「そんな役に立つことをするな」という非常に良い時代。工学や経済学

なのに、社会のために役立つのではなくて「おもしろいことをしろ」と。ただし、制度と

かシステムとかモデルとかまとめたなかで零れ落ちる「特異解」などがあり、そこをどう

するのかということを考えなさい、徹底的に大事にしなさいと教わってきた。 

・変量解析などをして零れ落ちたモデルやシステムをどうやって拾うかというときに、参考

にしたのが民俗学とか社会学の分野で行われているヒヤリングや聞き書きだった。拙いな

がら制度などをつくっていく一方で、聞き書きをしながら、「そういうことに何の意味が

あるんだ」ということをずっと考えてきた。そのことが共生社会フォーラムのプログラム

づくりに繋がっている。 

・共生社会フォーラムに関わるようになって、我々が与えられたのは、「語り部を育成する

ことを考えましょう。目的としては、実践する人材を育成していきましょう」というお題

だった。とにかく何を語るのかなど、手探りのなかでずっとこの四年やってきた。 

・最近わかってきたことは、「我々は対話できているのか」ということ。この対話というと
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ころが一つのポイント。よく知っている人や分かりあっている人と話す、価値観が近い人

たちと話すのは、いわゆる会話。たわいもない話。一方で、よく知らない人や全く異なる

価値観の人、あるいは自分自身にもいる他者。そういう人たちと擦り合わせることはでき、

一緒になることもでき、認め合うこともできる。ただ、一番の課題は、「新しい価値観を

見出すことができるのか」というところ。 

 

＜奥田＞ 

〇～どのように語るのか～ 

・毎回講演の最後に「植松くんと話をしたあとに何を語るのか」という宿題がでる。我々は

「植松くんの考えを受け入れることはできない。でも認めなければいけない部分も社会と

してある」と考えるが、それを踏まえて新しい価値観というのはできるのかというところ

が課題。これは、私自身もわからないし、みなさんもわからないし、それこそずっと考え

ていかないといけない。 

・ただ、答えを探していくというなかで、もう一つ大事なことは「何を語るのか」というこ

とではなくて、そこは、自分の体験で自分の言葉で「どのように語るのか」ということ。

それを大事にしていく研修に、今少しずつプログラムが変わってきている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜近藤＞ 

〇～学生・新任者研修のプログラム～ 

・具体的にプログラムを紹介すると、学生・新任者のほうでは、まだなかなか言葉にできな

いことを自分の言葉で話すのを大切にしている。想いを言葉にするまで徹底的に待つとい

うのが学生・新任者のプログラムの特徴。玉木さんが 5、6 人の参加者に対して「福祉と

は何か、障害とは何か、どう考えるか、その体験は何なのか」など問いかける。その場で

どのように言えばいいのか、なかなか難しいところがあるが、それを徹底的に待つ。 

・そのような形で、1 テーマに対して「あなたはどう思いますか」と玉木さんが丁寧に振っ

ていかれる。それに対して参加者がポツリポツリと言葉を紡いでいく。それを受講者と同

世代の御代田さんや私が記録しながらディスカッションしていく。 

 

＜玉木＞ 

〇～セッションのねらい～ 

・今年でこの企画も四年目。一年目は、大学生の人も来ていたが、平日なので学生さんがな

かなか来られない。そこで最近は、入職後 1年目から 3年目の方が中心に来ている。これ

まで他の職種で働いていて途中から福祉に来た人もいるので、四十半ばぐらいの人まで新
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任として来ている。 

・一日半という、たっぷり時間があるので、とりあえず自分の言葉でしゃべってもらう。福

祉そのものをどうしても他人事のようにとらまえて関わっている人が多いと思うので、や

はり自分の事としてきちっと向き合ってもらう時間としてやっている。モヤモヤを持ち帰

って実践のなかでモヤモヤを解消してもらう。そのようなセッションにしたい。 

 

＜近藤＞ 

〇～中堅のプログラム～ 

・三つのセクションから成っており、はじめに、共生社会というものを考えていく。いわゆ

る共生社会というものはどうなのかと問うだけではなくて、共生社会と共生社会ではない

もの、1と 0 だけではなくて 1 と 0の間にどちらでもないグレーゾーンがあるということ

をまず確認する。奥田さんの基調講演や表現活動やラストメッセージを見ながら、どちら

とも言えないというものを炙り出す。 

・次に、中堅の方はたくさん経験し、言葉も豊富で、つらつらと言葉が出てくるが、それが

本当に自分の言葉であるのか、もう一度問い直してもらう。そのために相模原の事件を踏

まえて内面と向き合ってもらう。答えに窮するどちらとも言えないものがあるなかで、ど

のように対話していくのかを考えていく。 

・最後に、みなさんが持っているモヤモヤを語り合う場をどのようにすればよいのかを考え

る。この三つのパートでなっている。 

・今年から、これまでの研修のなかで出てきた問いかけで「自分が問われたら困る、答えに

窮する問いかけ」をいくつか選びグループで考えることを取り入れている。「なぜ、問い

かけられた人が答えに窮したのか」ということと、「では、どのように問いかけるのか」

を考え、「語りかけ」を考えていく。各人の「答えに窮する問いかけ」に対して、グルー

プのメンバーが「どうやって語りかけようか」と考える。これを一巡したうえで、「実際

に、このようなことを語る場をどうやってつくっていくか」というアクションプランを考

える。そのときに一点だけ注意しているのは、「相模原の事件のときに、どのような語り

の場があったのか」を踏まえること。 

・アクションプランを考えてもらったうえで、一月後に糸賀財団から「実際にしたかどうか」

を確認する。例えば、経済学部の学生に向けて福祉のことを語るなどいろいろな形で各地

の語りの場が展開されている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜田中＞ 

〇～糸賀語録～ 
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・プログラムのことと、さらにもっと伝えたかったことは、やはり「何をもって語り部にな

るのか」という本質的なところ。 

・糸賀さんは、昭和 20 年、戦争が終わった年の翌年に施設をつくった。あの頃は、みんな

が生きるか死ぬか、戦争という大災害のなかで立ち直っていく時期に、他人のことなんか

構っていられないというような状況のなかで、「命が大事だ」ということを実践された。 

・糸賀さんの足跡を含めて時代を超えて語り継ぐべきものがある。語録を朝礼で唱和しろと

いうような研修ではなく、参加する人が自分の言葉で紡げる語録があれば、自分の基準と

照らし合わせて活用するようにしている。 

 

＜奥田＞ 

〇～いのちと意味～ 

・結構、悩みの相談の方が講演会に来られることが多い。 

・ある方から「奥田さん、生きる意味って何ですか」と聞かれ、「生きる意味などというの

は、外発的動機の話ですよね。部屋に籠って本を独りで読んでいてもわからない。だから

今日こういうところに出て来ていろんな人と会われて、そんな人との出会いのなかでそう

いう意味づけみたいなものは知る。だからなるべく人とたくさん会ったほうが良いです

よ」というようなことを言ったが、ちょっとこれはまずいかもしれないと思った。 

・一つはそんな単純じゃないということと、今言ったのは第二の言葉であり、第一の言葉が

あるということ。それは何かと言うと、「生きていることに意味がある」とまず言い切る

こと。「何のために生きているのか」から始まると、そこに答えが見いだせないと、もう

既に「命そのものに価値がない、意味がない」という話になってしまう。そうではなくて、

「生きることに意味がある」とまず言い切ったうえで、「じゃあ私は何のために生きるの

か」というのを他者性のなかで見出すということ。 

・この最初の一言が、やはりこの社会で抜けてしまったのではないか。「何のために生きる

のか」とか、たとえば国の政策でいろんな就労支援の仕組みをつくるのは大事だが、「人

は何のために働くのか」という議論はあまりしない。孤立、孤独の時代において、やはり

その議論が大事と思う。 

・命優先という「生きていることに意味がある」と言い切れない社会で、一足飛びに「何の

ために生きるのか」とか、「生きていてあなたの価値は何か」と聞かれたときに、底がな

い議論、つまり「落ちてもここまでというベースがしっかりしていない対話」というのは

怖くてできない。 

・命ということは普遍的価値で私の命だけでは命にならない。私たちの命、彼の命、彼女の

命という複数になったときに、はじめて命となる。そこをまず前提に「生きていることに

意味がある」と言ったうえで「関りのなかでその意味を知る」その二つのことがあるので

はないかという話をした、ということをもう四年ぐらい古典落語のように毎回基調講演で

お話ししている。 

 

＜近藤＞ 

〇～メンター～ 

・ファシリテーターという言葉を使っておらず、メンターという言葉を使っている。それに
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は意味があり、ファシリテーターと言うと、上手に進行する人のように思われがちになり、

どうも違うなと。はじめた頃は、ファシリテーターと言っていたが、やっている人たちか

らすると、自分自身の語りが鍛えられたという話が出てくるなかで、「あ、なるほど」と

思った。参加者のみなさんももちろん自分の語りを鍛え、言葉を鍛えていく。一方で、メ

ンターの人たちも自分自身の語り、どのように語るかという力が非常に鍛えられていくと

いうところがあって、メンターと言っている。 

 

＜奥田＞ 

〇～糸賀思想と「物語としての福祉」～ 

・講演のパワーポイントには、糸賀さんの言葉を引いており、私が現場で感じたことと糸賀

さんの言葉を対話的にやっている。たとえば最初にでてくるのは、人にはいろんな違いが

あり、たとえば障害が有るとか無いとかの違い。そこに着目するのではなく、結局それは

全て個性、一人ひとりの個性なんだということ。全ては同心円上に存在していて、上とか

下ではなくて、その同心円上のなかにそれぞれの個性があらわれる、とおっしゃっている。

能力が高いとか低いとかという「縦の発達」の思考だけではなくて、「横の発達」という

ことからすれば同心円上にみんなが個性として存在しており、上も下もない。 

・では、その同心円の真ん中は何なのかということを僕らが逆に問われた。その同心円の中

心点とは何を意味しているのかは、糸賀さんの言葉ではなくて、そこを対話的に我々が考

えていく。私はそこに「命」という中心点があって、いろんな人がいろんなところに存在

していて、それは個性なんだというように言ったんじゃないかというように感じたなど、

いくつか糸賀さんの言葉を引きながら話している。 

・語り部講座については、今後もすごく期待している。やはり福祉というのは物語だと思う。

これは何かというと、事実が確かに大事だが、時にして語るという世界も大事。自分のな

かで解釈していく作業に入った瞬間に、真実というと少し言い過ぎかもしれないが、事実

と真実との違いを思う。事実を事実として語るということも大事だが、事実の出会いのな

かから自分の実存との対話が始まって、そこからどう想像するか、どう豊かな話に変えて

いくか。私は、語り部というのは、そういう世界ではないかと思う。 

・語り部ということにおいては、事実の積み重ねではない。やはりそこに想像というよりも

連想する力がどこまで鍛えられるかということが大事。想像ではなく連想でないと駄目と

いうのは、想像はファンタジーで、自分とは関係ない夢の世界。連想というのは、自分の

延長線上に相手を見ている。自分の弱さとか自分の足らなさ、自分自身が求めていること

など。そこから連想を語りに変えるということがすごく大事ではないかと、この数年、語

り部講座を見ながら思っている。 

 

＜田中＞ 

〇～今後の共生社会フォーラムの展開～ 

・今までの共生社会フォーラムでは、「福祉の思想に学び、実践し、語る人に」と、施設・

福祉業界に携わる人に向けて展開してきた。糸賀財団では、来年度、もう少し横の展開を

行い、福祉事業所のリーダー以外に、一般参加型のフォーラムもすることを検討しはじめ

ている。 
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＜近藤＞ 

〇「～分野と一緒に取り組む新たな展開～ 

・取り組んでいる課題に「空き家の問題」があり、「移住やリノベーション」の方向から問

題解決しようとしている。一方で、奥田さんはじめとして福祉の側からも結果的ではある

が「空き家をなんとかしよう」とされている。見ている側が違うだけで同じ問題を一緒に

取り組んでいることが少なからずある。 

・就労という側面で、障害者の雇用という問題をどう考えるかというなかにもヒントがある。

経済の側は、経済効果を測るうえで就職率をあげるが、では社会復帰された人たちが、社

会の制度を使わずに自立した経済効果をきちんと調べたことがないのではないか、という

見えていない側面をお互いで話し合うことが一つのきっかけになる。 

 

＜奥田＞ 

〇～官民ともの縦割り、民間交流の必要性～ 

・福祉業界や生活困窮の世界でも、行政が縦割りだと言うが、NPO も実は縦割り。自分の NPO

は、制度から入らなかったので、子どもの支援も障害福祉もやっている。一方で、ホーム

レス支援や居住支援の縦割りの全国組織の代表もしており、全国規模の大会を何故一緒に

やらないのかと正直思っている。 

・障害福祉の現場にいたわけでないのに糸賀賞をいただいたのも「横展開の発想」もっと言

うと「命の同心円性」によるもの。 

・この国は、確実に人口減少が進み、社会資源は余りだす。制度ごとの縦割りの資源は余り

だす。そうすると、もっとコンパクトに集約化し「なんでもこいの受け皿」が絶対必要に

なる。だったら今から民間交流だけでもやっておいたほうが絶対いい。国の制度は後から

追いかけてくる。 

・居住支援に限らず、いろんな分野でお互いが手を伸ばせばよい。ひとりが手を伸ばしても

遠くまで行かないといけないが、お互いから手が伸びるとすぐ近所で手が結ばれる。お互

いが手を伸ばせば済む話がたくさんある。 

 

＜近藤＞ 

〇「～葉の現代に合った解釈～ 

・語ることから始まることもある。福祉の当たり前は、社会の当たり前ではない。一方で、

あたり前を当たり前に言わなければいけない社会が別に福祉だけに限らずどの分野でも

起こってきている。是非とも皆さんには、少しでもいいので語ることから始めてほしい。 

・工学や経済学では、矛盾を矛盾としてあるという前提で制度やシステムをつくっている。

そのなかには「自分病」や欲望をコントロールするような言葉や仕組みをずっと持ってい

た。経済学で言う公正や保障などの原理を考えてきた。そのような言葉をもう一度、今の

時代に合う形で考えなければならない。 

・糸賀先生の言葉は、確かに昭和の戦後であるが、今の時代になってもバージョンアップさ

れてない。現代に合った解釈が必要。経済の側からすると、糸賀先生が今の地域活性化や

地域再生など様々な方法・手法で取り組んでいたという評価をしていない。池田先生など
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も就職斡旋したという評価ができていない。言葉もまだ解釈していない。やはり同じもの

を見ているのであれば一緒に考えていきたい。「自覚者は責任者」という言葉もあるので、

語り部としての皆さんと是非ともこれからも一緒に考える機会をいただきたい。 

 

＜奥田＞ 

〇～反対のかたち・語り部の醍醐味～ 

・語り部や解釈、釈義の一番の醍醐味は、真反対のことが言えるということ。事実ではない

が全く逆のことが言える。宗教改革者マルチンルターの思想の中心は「反対のかたち」。

もし命を探そうとするのならば死のなかを探せ、光を求めようとするのならば闇を探せ、

全く反対のもののなかにそれはあらわれていく、という「反対のかたち」をしきりに言っ

ている。語り部の醍醐味はそこにある。 

・「楽なことが幸福なのではなく、困難を乗り越える苦労が本当の幸福だ」という糸賀さん

の言葉がある。困難を乗り越えるというといかにも根性物語みたいになるが、ここにやは

り出てくるのは「反対のかたち」。植松くんは、非常に順接的な思想に囚われた。つまり

彼は「現場がしんどいから大変だから不幸だ」「障害者は不幸だ、あるいは家族やまわり

を不幸にしている」と言った。それは現場が非常に疲弊しているという事実が一方ではあ

るだろうが、イコール不幸ではない。そこに連想力もなければ想像力もなく、語り部とし

ての能力がなかったとしか言いようがない。 

・私の教会に礼拝に来られる人のなかに娘が交通事故で脳に大きな障害が残った娘さんを

40 年間ずっと支えてきた 80 代後半の母親がおられる。彼女は「障害者は不幸しかつくら

ないとあの犯人は言ったけれども、そんなの嘘だ」「私は娘に不幸にされたなんて思って

いない。あの人は嘘をついている。私は不幸ではない。」と言って泣いた。しかしそのあ

と彼女は「でもこの 40 年ものすごくたいへんだった。たいへんだけど私、娘と生きて幸

福だった。」と言い切った。その言葉を聞いて、この人語り部だと、本当に思った。人間

の底力っていうのはこういうところにある。彼はそこがわかっていなかった。 

・糸賀さんはやはりそのことを言っている。「楽なことが幸福なんじゃなくて苦難のなかに

幸福、本当の幸福がある。めいめいの体験のなかで味わってみて、そういう幸福をたくさ

ん見つけてほしいと私は思う」と書いている。 

 

最後に進行の田中さんから「それぞれの言葉がみなさんに共感をもって届けられたらこの

シンポジウムは成功だったと思う」と会場の参加者とシンポジストの二人に感謝の言葉があ

り、幕が下りた。 
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［全体フォーラム 独自プログラム］ 

□実践報告・交流会： 

これまでの共生社会フォーラム参加者や関係者が WEB 会議でつながり、受講後の実践報

告や今後の活動の抱負など、近藤紀章さんの進行により、メンター経験者の大平眞太郎さ

んと奥村昭さんが助言者として参加し、意見交換した。 

 

［参加者］ 

・大阪府河内長野市など 社会福祉法人ぬくもり理事長 鬼頭さん 2019 年兵庫フォーラム参加 

・熊本県 放課後等デイサービス事業所にじいろ管理者 白石さん 2021 年度熊本フォーラム参加 

・宮城県 社会福祉法人なのはな会こまくさ苑施設長  加藤さん 2020 年度仙台 1日研修に職員参加 

・岩手県 岩手県社会福祉事業団たばしね学園園長   白畑さん 2019 年度岩手フォーラム等に参加 

・北海道 帯広市自立相談センターふらっと      高須さん 2021 年度北海道フォーラムに参加 

・熊本県 社会福祉法人清和つくしの里        木場さん 2021 年度熊本フォーラムに参加 

 

 

 

 

 

 

 

 

［受講後の実践報告］ 

 ※詳細は、「参考資料 2 受講後アンケート集計結果」(3) を参照。 

 

［今後の活動の抱負］ 

・鬼頭：前職場の大阪のコロニーで務めているときに糸賀先生のことを知ってすごく感銘

を受けて、ラストメッセージを録った。NPO の立ち上げ当初から毎月一回ラストメッセー

ジをスタッフと 6 年ぐらいはずっと見ていた。だから本当にみんなで「河瀬に銭湯が今

でもあるのかな」とか「光輝くん元気にしているのかな」とか、あの番組を見て心に残

ったことをシェアするということをずっとやっていた。今も新人職員には必ずあの番組

を見る研修をしている。コロナも少し落ち着くのかどうかわからないが、法人内でずっ

とあの番組を見て、みんなで権利とは何か、命とは何か、福祉とは何かというようなこ

とを話している。一般の方とか、福祉以外の教育、保育、また地域の市民の方に対し

て、研修という言い方をするとなかなかハードル高いかもしれないが、あのラストメッ

セージを使って共生社会を考える、共に生きるを考える、といったイベントを定期的に

やっていきたいと思っている。 

・不安に思ってビデオ録画を研修で使っていいのかと NHK に電話して尋ねたら、あくまで

も録画したものは個人で見るためのものなので、法人で使うことはよくないと言われ

た。だから、なおさら地域の人とか一般に向けてというのは難しいと思ったが、糸賀財

団に NHK の福祉ビデオライブラリーに登録したら大丈夫ということを教えてもらい、こ
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の前登録した。堂々とその DVD の映像を使って今年度中には一度やりたいと思ってい

る。 

 

・加藤：全施設の年代別に分かれて研修をしているなかでラストメッセージを見ている

が、まだ全員見終わっていない。同世代と感想を語り合って戻ってくるが、こまくさ苑

としてそれをどう感じるかという語り合いもしたい。 

・自分が入職した当初、支援員として関わってきた人たちが一緒に年を重ねているが、そ

の方たちが若い頃どういった生活をしていたかということを今の若い職員たちは知らな

いので、そういった利用者一人ひとりの歴史や家族が歩んできた歴史とこまくさ苑とし

て歩んできた歴史を少しずつ私なりの語りで語っていきたい。 

→近藤：今の話は、すごく面白い。当時の関わり方や支援のあり方やり方が今ならどうな

のかと考えることもできる。当時支援で関わっていた人たちがそこで今語ることによっ

て、奥田さんのいう物語になっていく。こういう人がいたよというところがすごく大事

なところ。そういった匿名の人ではなくて、この人がいたということにつながっていく

可能性がある。こまくさ苑特有の特徴が見え、すごく面白いなと思ったので、また、こ

ういうことがあったと紹介してほしい。 

 

・白石：研修が終わってまだすぐというのもあるが、研修の最後の方で、アクションプラ

ン・語りの対象というのを自分たちで計画したものを、とにかく今年度中に職場のスタ

ッフの方たちとできればいいと思っている。先ほど言われたように、研修という場をつ

くることももちろん大事だとは思うが、やはりちょっとしたタイミングで語り合う、お

互いに気持ちを伝えるということは、今後も意識して取り組んでいきたい。 

・アクションプランでは、伝えたい相手は職場の先生たち。参加して本当に思ったのが、

「共生社会」については、聞いたことはあるし漠然としたイメージはあるが、「共生社会

ってこんなに身近にある」ということを伝えたい。「それが共生社会か共生社会じゃない

のか、どちらとも言えないのか」というワークをしているときに、「あっ、確かにそれも

共生社会」ということのほうがものすごく多かった。あたりまえにあることだと思って

いた部分が実は共生社会だったり逆に共生社会じゃなかったりというのがものすごく大

きかった。 

 

・高須：やってみたいことが 2つある。1 つが、私はアクションプランで伝えたい相手が娘

と娘の友だちに設定し、実施済み。娘は今高校三年生で受験を控えていて、今後、世の

中に出て社会人になるというところなので、今の若い子に聞いてもらいたいと思い話を

した。結局、娘と娘の友だちと私という小さな設定でやったが、娘も娘の友だちも若い

なりに考えてちょっとモヤモヤしてくれた。結局、解決はしていないが、高校を卒業し

て半年ぐらい経ったときに、その心境が変わったかどうかというのをもう一回聞いてみ

たい。 

・もう 1つが、生活困窮者の方に 2 か月に 1 回お弁当を配布するボランティアをしている

が、昔来ていたが来られなくなった方々がいるらしい。その方々の居場所が結局よくわ

からなかったりするが、もう一回、どこかとつながっているのかどうかというのを明ら
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かにしたい。それこそ伴走支援ではないが、もしかして途切れてしまっていて、保護と

かつながっていたらいいが、つながっていなかったり、ひとりぼっちになっていたら心

配、というのがあるので、またそこを掘り返してみたい。 

 

・白畑：とにかく小さいことでもコツコツ継続するのが大事と思っているので、あんまり

イベント的なものは少ないが、頭の中では地域のみなさんや隣の支援学校の先生たちな

どを巻き込んで、たとえばラストメッセージのビデオを見るなどの企画をやってみた

い。ただ、なかなかこのコロナで地域の祭りなどイベントができない状況で現実的じゃ

ないかもしれず、やはりできるところからということで考えると、今年、奥村さんが編

集した糸賀先生の語録を地道に職員にまずは浸透させたい。今、週一回月曜日の朝礼で

いろんなコンプライアンスのことなどミニ研修としてやっているが、来年はぜひこの糸

賀語録を毎週一つずつでもやっていきたい。一年間ほどで一通りいくと考えている。息

の長いと言うか、ずっとやっていかなければいけない取り組みと思っている。 

 

・大平：みなさんから今聞いたことも参考にして、自分の法人や地域で取り組みたいと思

っていることを一点だけ、糸賀先生に関連する話をするときに、最後にお伝えしている

ことをみなさんにも紹介したい。さきほど少し出てきた「本人さんはどう思ってはるん

やろ」というのは、糸賀先生と一緒に取り組まれた岡崎先生という医師でびわこ学園の

初代園長の言葉。その岡崎先生は、「我々の役割は、たかだか 200 人や 300 人の重症児の

命を若干の時間引き延ばすことに尽きるのではない。これはほんの糸口に過ぎない。そ

れは結果としてやってくることであっても目的ではない。我々は重症児の療育という活

動をとおして、一つの社会的価値を追求し、実現するということを確信している」と仰

っている。要するに、目の前にいる一人ひとりの利用者さんのことを考えながらその人

を支援する、それを地域の人を巻き込みながらみんなで支援をしていくということをや

り続けていくことが新しい価値、社会的な価値を生み出していくのではないかというこ

とを、もう何十年も前に重症心身障害児のある子どもさんへの取り組みのなかで仰って

いる。やはり我々は、実践者として目の前にいる方をしっかりと支援していくというの

が一番の役割ではあるが、しかもそれを通じて社会を変えていくことができると思って

いる。場づくりもそうだし、日々の支援でもそのような視点を持ちながら日々やってい

きたいと思っているので、そのような思いをみなさんと共有したい。 

 

・奥村：このフォーラムのもう一つのモヤモヤは、アクションプランの後はどうなってい

るのだろうかということだった。少なくとも今日このセッションで参加した方が、すで

にずっとやっている方もおられ、それぞれの場が日本のなかであるのだと知って、すご

く、これはスッキリした。もう一つ、事務局が令和元年度と令和二年度の受講者に語り

の場をいつどのようにするのかというアンケートをして、その結果、63 の場が既に持た

れたり、今後持たれるということが今日データを見てわかった。これはすごく素敵なこ

とだと思う。ぜひこの研修を受けて語りの場を実践された方が、このフォーラムのメン

ターやアドバイザーとして参加されたら、この研修のもう一つの意味があると思う。ぜ

ひ我こそはという方がおられたらよろしくお願いしたい。 
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近藤：自法人だけではなくて、全然分野の違う私のような人間や幅広い人たちと考えてい

くことが大事。全国津々浦々の会場でお会いできることを楽しみにして実践報告・交流

会を終わりたい。 

 

［共生社会フォーラム 独自プログラム］ 

□新任者グループは、7 名の参加者が集い、玉木さんと御代田さんが進行した。初日は、自

己紹介をじっくり済ませたうえで、一般プログラムの振り返りを行った。すでに 10 年近

い福祉業界での職歴の持ち主も多く、また他分野からの転職者、障害のある人の文化芸

術活動の発信の仕事をする人など多様な立場からの参加もあり、「新任」という響きから

は想像できないような活発で鋭い意見が飛び交った。 

 2 日目は、新たに学生 3名と社会人 1 名が加わり、計 11 人が 2グループに分かれてワー

クした。「障害とは？」「福祉とは？」という普段使い慣れている言葉の意味を問うこと

からはじめ「何をもって共生社会と呼ぶか？」という今回のフォーラムの真に迫る問い

を考えた。学生たちの存在やフレッシュな意見は、全体によい刺激をもたらし、最後に 2

日間の感想を述べあう場面では「ここに来る前は、共生社会について自分の中に確固た

るイメージがあったのに、2日間を通じて逆に分からなくなってしまった。でも新たなス

テージに行けた気がする。」といった声も聞かれ、このフォーラムの意義をしっかりと共

有していることが感じられた。 

 

 

 

 

 

□中堅以上の福祉職従事者を対象とする語り部研修には、三世代にわたる福祉事業所を運営

する法人の理事長、認知症高齢者グループホームの管理者、放課後等デイサービスの代表

者・児童指導員、障害者の生活や就労を支援する事業所の主任、救護施設のグループリー

ダーや生活支援リーダーなど多彩な職種の 9 人が集った。密を避けるため受講者は、1グ

ループ 3人までと人数を限定し、3つのテーブルに 1 名ずつメンターを配置した。ワーキ

ンググループ(WG)により開発した研修プログラムに基づき、とんがるちから研究所の竹岡

寛文さんが、ワークシートとスライドを用いて進行した。メンターには、昨年度の兵庫会

場でメンターを務めた［社福］西宮市社会福祉協議会の増田真樹子さんと中山猛さん、初

年度の鳥取フォーラムなどでメンターを務めた特非）あかり広場の渡部真哉さんの 3名が

グループのテーブルについた。また、実行委員会座長代理の久保厚子さん、シンポジウム

で登壇された WG リーダーの田中正博さんおよび［社福］グローの斎藤誠一さんが助言者

として参加し、運営をサポートした。 
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言語以外のコミュニケーション手段により誕生の月日順に並ぶ、という恒例のアイスブ

レイクでグループメンバーの関係づくりから始まり、初日は、①基調講演等を見て感じた

こと、共生社会とは何か等の個人ワークと模造紙とポストイットを使用してのグループ共

有、その状況についての発表がグループごとに行われた。    

 

 

 

 

 

 

 

初日のおわりには、翌日のセッションに向けて、相模原障害者殺傷事件を振り返り、様々

な意見や価値観と向き合う時間を持った。研修テキストには、事件直後に発せられた全育

連のメッセージとそれに対する手紙やメールの内容や、事件を丹念に追って報道した神奈

川新聞の記者懇談会記録を掲載している。全体進行の竹岡さんから、テキストの相模原事

件に関する資料を読み、自身が気になった部分をアンダーラインやふせんでチェックする

ことと、そこからいくつかを取り上げて、内容やポイントを整理し、なぜ気になったのか

も含めてシートにまとめることの説明があり、初日の幕を閉じた。 

      

2 日目は、恒例のアイスブレイク「かたちをことばに、ことばをかたちに」で、視覚を

使わずに情報（カードに描かれた図形）を伝える体験と、体と心の調子を両手で表すチェ

ックインがあった。プログラムは、②やまゆり園事件をどう受け止めるのか、全育連の声

明への反応に対して各自が思うところをグループで共有することから始まり、自らの感情

の源泉を探り、答えに窮する語りかけを行うセッション ③職場や地域で取り組む基本理

念普及のアクションプランを各自が考え、グループでブラッシュアップするセッションが

行われた。 
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二つ目のセッションでは、自らの感情の源泉を探り、答えに窮する語りかけを行った

が、終了後、助言者の大平眞太郎さんから、「この子らを世の光に」という言葉と「利用

者さんはどう思ってはんのやろ」という言葉についての紹介があった。「命というのは本

当にかけがえのないものであり、基本的にもう輝いているもの。その輝きを増やすとか磨

いて輝かせるとかではなくて、輝いているものに気づける社会をつくるというのが「この

子らを世の光に」という意味である。また、言葉もない重症心身障害のある人への支援活

動から生まれてきた言葉が「どう思ってはんのやろ」という言葉。その人の個人ではどう

にもならないしんどさ、たいへんさを社会できちんと気づいて支え合っていくということ

ができるのが共生社会で、そこを目指すのがこのフォーラムである。相模原のような事件

がもう起きない共生社会を目指していくうえで、職場や社会から出てくる「問いかけ」に

我々は対峙し、我々が「語りかける」ことがきっかけになっていくので、そのトレーニン

グを今からしていただきたい。」という参加者へのエールがあった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最後のセッションでは、研修終了後に職場や地域を対象とする語り部活動のアクション

プランづくりに取り組んだが、終了後、助言者の奥村昭さんから、「昨日の午後に実践報

告・交流会に参加し、今日みなさんも取り組んだアクションプランをどのように実行した

かという報告を聞き、興味深いものがあった。少し紹介するが、一日目で行った「共生社

会、どちらでもない、共生社会ではない」というワークを職場でやって、職員にモヤモヤ

したところというものが表出されてきたという報告があった。定期的にこのワークをやっ

ていて、実習生のガイダンスでも施設の紹介とこのワークを実習生さんと一緒にやってみ

て、学生の反応を興味深く見ているのだという報告もあった。また、糸賀先生のラストメ

ッセージを職員の会議や職員研修で毎回見せているという報告や、週に一回の朝礼のとき

に、糸賀語録をひとつひとつ紹介していきたいという報告もあり、非常に興味深い実践報

告・交流会だった。また、今日、皆さんが取り組んだアクションプランを完全に作り込む

ことはできなくていいと思うが、今日がスタートということで、ぜひ一歩を踏み出し、一
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つでも多くの語りの場ができればいいと思う。」という参加者への期待を込めたお話があ

りました。 

 

フォーラムの閉会にあたって、WG リーダーの田中正博さんから「この研修は、サービス

管理責任者や相談専門員の研修などと違って、何らかのスキルアップをするというより

も、自分の価値観を掘り下げて、福祉に対する想いを改めてみんなと共有するもの。特に

職場のみなさんと語りの場を持つことで、一緒にやっていく仲間としての価値が上がって

いくと思う。プランを立てるときに「ちょっと背伸びして」と話したが、日々の日常で無

理のない範囲で進めることをお願いしたい。語録を時々見て、語りの場を持つということ

が語り部の第一歩だと思うので、ぜひ実践してほしい。」という閉会の挨拶で全てのプロ

グラムが終了した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③アンケートによる感想・意見 

 

ア 一般参加者 

 

（最も印象にのこったこと）  

・湖南ダンスカンパニーのダンサーさんの構成が光っていた。（30 代・介護福祉関係） 

・湖南ダンスカンパニーのダンスを久しぶりに近くで見ることができて感動した。（60 代・

介護福祉関係） 

・湖南ダンスカンパニーの北村さんの「強制ではなく共生」という言葉が印象に残った。（20

代・行政関係）他 

・ダンスパフォーマンスのレベルが高く引き付けられた。（40 代・介護福祉関係） 

・奥田さんの話を初めて聞くことができ、感銘を受けた。（40 代・行政関係） 

・伴奏型支援という人と繋がり続けることに重点を置く方法があるということ。（20 代・行

政関係） 

・ラストメッセージは伝わってくるものがあり、よかった。（40 代・介護福祉関係）他 

・シンポジウムでは、各シンポジストの話が分かりやすく、よく理解できた。（40 代・行政
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関係）他 

 

（感想・意見） 

・改めて、糸賀先生の言葉を振り返り、今できることは何かを考える良い機会になった。（30

代・介護福祉関係） 

・シンポジウムでの、「自分病」そう感じることが多い。「利他性」「隣人愛」よりその思いが

育まれますように。（60 代・介護福祉関係） 

・「自覚者は責任者」という言葉を自分に言い続けたい。（60 代・その他） 

・「役に立つ」「何のために」という理由を考えがちになるが、生きている姿に価値を見出し

ていきたい。（20 代・一般） 

・糸賀一雄さんが何をした人なのか理解していなかったが、この研修でその存在、取り組み

について知り、その重要性を学んだ。（40 代・介護福祉関係） 

・障害者、健常者関係なく生きることの本質的な意味について考える貴重な時間になった。

（20 代・一般） 

・人に言いたい、伝えたくなることは本当に大切だ。そこから何かが生まれると思った。（60

代・その他） 

 

イ 研修参加者（新任者） 

 

（聴講プログラムについて）  

・貴重な映像あり、実演あり、シンポジウムもテーマが明確でわかりやすく学びの多い時間

だった。（40 代・介護福祉関係） 

・湖南ダンスカンパニーのダンスを生で見られてよかった。また、奥田さんの話はもっと聞

きたいと思うほど面白かった。（30 代・介護福祉関係） 

・抱樸の奥田さんの話に引き込まれた。「いのち」の尊さ、大切さについて改めて考えさせ

られた。（30 代・介護福祉関係） 

 

（研修プログラムについて） 

《セッション Aについて》 

・自己紹介をしっかりして参加者の人柄を知ってからグループワークが始まったので、和や

かな雰囲気で話しやすかった。（30 代・介護福祉関係） 

・活発な意見交換があり、参加者からの問題提起や、経験談など普段聞けない話が多く充実

していた。（40 代・介護福祉関係） 

・自由に話すことができてよかった。（30 代・介護福祉関係） 

・学校では学べないような福祉・障害について学べたこと。また、横ではなく縦の関係を少

しでも持つ機会を与えていただけたこと。（20 代・学生） 

 

《セッション Bについて》 

・玉木さんの話をもっと聴きたかった。（30 代・介護福祉関係） 

・障害に対しての考え方、捉え方が一変した。（20 代・行政関係） 
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・学生や新任の方も交えて、一人一人の考える福祉、障害についてじっくり話し合いができ

てよかった。他者の意見を聞くことで新たな議論テーマが生まれたり、創造的で楽しかっ

た。（30 代・介護福祉関係） 

・実際に現場で働いておられる方の話を聞くことができて貴重な時間だった。（20 代・学生） 

 

《セッション Cについて》 

・共生社会と聞くとみんな仲良くというきれいなイメージだったが、その中にもいろいろな

考え方、捉え方があることを学んだ。（20 代・行政関係） 

・共生社会について今まであまり学んでこなかったので、周りの方の話を聞いてイメージが

持てた。（20 代・学生） 

・「共生社会っていう言葉、あんまり好きじゃないんだよね」という意見から始まったので

びっくりした。しかし、福祉は美談ばかりではないということを知り、深い話をすること

ができた。（20 代・学生） 

・共生社会とは結局何なのかわからないまま、よりモヤモヤしてしまった。もっと話したか

った。（30 代・介護福祉関係） 

・異なる価値観を持った人同士が共に生きていく社会とはどのようなものなのかグループデ

ィスカッションを通して全員で考えることができて貴重な経験になった。結果は出ないま

まだったが、これからも自分の中で向き合うテーマとして考え続けることが大切なのだと

思う。（30 代・介護福祉関係） 

 

（研修を通じて最も印象に残ったこと） 

・病気があるから、また、体が不自由だから障害というわけではないという考え方があるこ

とを知った。（20 代・行政関係） 

・共生をテーマに話し合い、自分の考えを膨らませることができたこと。（30 代・介護福祉

関係） 

・福祉業界を経験していない方（学生）の話を聞き、思いがけないことろに福祉の入り口が

あるのだと思った。（30 代・介護福祉関係） 

・学校では学べないような福祉・障害について学べたこと。また、横ではなく縦の関係を少

しでも持つ機会を与えていただけたこと。（20 代・学生） 

・福祉職の人が言うことはタブーだと思っていた「植松氏のやったことはよくないことだけ

ど、そこまで追い込まれる気持ちはわかる」ということを聞いて、自分の思うことを素直

に言葉で伝えて、お互いにそれを共有し認め合うことが大切なんだと思った。（20 代・学

生） 

 

（研修を受ける前と後で自分が変わったと感じること） 

・言葉にして他者と話し合って、共に悩んでぐるぐるする重要性を学んだ。職場でも些細な

ことも含めて日々の色々なことを話して共有できるよう意識したい。（30 代・介護福祉関

係） 

・自分とは考え方が違う人や、異なる価値観の人と会ったとき、避けるのではなく、受け入

れ、理解する姿勢を大切にしようと思えるようになったこと。（20 代・行政関係） 
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・「福祉に携わるといっても一人の人間であることに変わりないので、いろいろな意見や感

情があってもよい」ということがわかり、これからも何かあったときに自分を許す、受け

入れることができるようになったと思う。（20 代・学生） 

・グループワークが苦手だったが、今回は大人の方たちの中に参加させていただき、自分の

意見を言えたことは自信になった。他者の意見を聞くことで、考えが多様化できたと思う

ので参加してよかった。（20 代・学生） 

・「共生社会」「幸せ」を目指す中で、日々の支援をどうすればよいか考えていきたい。（30

代・介護福祉関係） 

 

（研修全体を通しての意見・感想）  

・貴重でありがたい 2日間。本音をぶつけ合うのはとても良い。（30 代・介護福祉関係） 

・グループワークで福祉の根本的な問題について話し合うことができて満足している。（50

代・行政関係） 

・学生が少なく、大人が多かったので緊張したが、6〜7人のグループで話しやすく、様々な

職種の方の話を聞くことができて大変貴重な時間を過ごすことができた。（20 代・学生） 

・このような機会は今までなかったので参加できてよかったし、楽しかった。今後も福祉の

問題や、あり方について誰かと一緒に考え続けたい。また、このような機会があれば参加

したい。（20 代・学生） 

 

 ウ 研修参加者（語り部養成） 

 

（聴講プログラムについて）  

・表現活動、映像にも考えさせられる部分があったが、強くメッセージを投げかけるような

プログラムがあってもよかったと思う。（60 代・介護福祉関係） 

・シンポジウムで、もっと話を聴きたかった。（30 代・介護福祉関係） 

 

（研修プログラムについて）  

《セッション Aについて》 

・グループワークにより、いろんな考えを知り、自分の考えを整理できる機会になった。（60

代・介護福祉関係） 

・「共生」を考えていくことで、広く深い意味を含んできた。これらを言語化し、常に考え続

けるものでもあると思った。（20 代・介護福祉関係） 

・もっと多くの意見を聞くためにグループの人数がもっと多ければよかった。（30 代・介護

福祉関係） 

 

《セッション Bについて》  

・日々の業務で考えてもわからないことがあり、ヒントを貰えた。（50 代・介護福祉関係） 

・語りかけの難しさを感じた。（50 代・その他） 

・自分自身が見ないようにしていた感情に気づけたと思う。（40 代・介護福祉関係） 

・グループ内での問いかけに対する語りかけ、問いの状況を理解して整理することにも時間
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を要し、5分間では自分の気持ちをまとめきれなかった。（20 代・介護福祉関係） 

・グループのメンバーからの反応、問いかけは非常に勉強になった。（40 代・介護福祉関係） 

 

《セッション Cについて》 

・どのように語り場を構築していくのか、自分なりに考えることができた。（40 代・介護福

祉関係） 

・自分自身が語り部となるためには、どのような視点で組み立てを行えばよいのか、まだま

だ難しいが、ヒントをいただいた。（60 代・介護福祉関係） 

・難しかったが、何かしら取り組みたい。（50 代・介護福祉関係） 

 

(研修を通して最も印象に残ったこと） 

・輝いていることを気づける社会にすることが「この子らを世の光に」。問いかけを深く掘

り下げないと語りができないこと。（60 代・介護福祉関係） 

・いろんな分野の方と話すことができ、様々な意見があり刺激を受けた。（30 代・介護福祉

関係） 

 

（研修を受ける前と後で変わったと感じること） 

・漠然と「共生」と言ってきたが誰のための、何のための、と追及していくうちに、どんど

ん広く深い意味を含むことを感じた。気づき、話し合い、悩み、深める、これらはずっと

続くものでもあると思った。（20 代・介護福祉関係） 

・誰でも差別的な心はある。その気持ちを押し殺すのではなく、受け入れること。（20 代・

介護福祉関係） 

 

（研修全体を通しての意見・感想）  

・自身の法人の理念とつなげて、本質的な話をしていかないといけないと思った。（40

代・介護福祉関係） 

・自分にはない考えを知ることができて、大変参考になった。（20 代・介護福祉関係） 

・疲れたが、得られたことが多く有意義な研修だった。（50 代・その他）他 
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5.参加状況およびアンケート結果 

 

(1)参加者について 

会場に来場して参加した人は、218 人（一般参加者 138 人、研修参加（中堅）52 人、（学

生・新任者）28 人）※運営関係者は、延べ 115 人参加 

【会場参加者数】 

開催地 日程 
参加者 運営 

関係者 計 一般 中堅 新任等 

北海道 10 月 14 日 53 34 12 7 33 

群馬 11 月 9 日～10 日 46 26 16 4 39 

熊本 11 月 18 日～19 日 70 49 15 6 20 

滋賀 12 月 17 日～18 日 49 29 9 11 23 

合計 218 138 52 28 115 

  ※上表のほか、滋賀でのフォーラムでは、リアルタイムと録画を合わせて 144 回(12 月

24 日時点)の視聴があり、また、実践報告・交流会で 6名が Web 参加した。 

 

一般参加者は、10 都道府県(北海道 岩手 群馬 埼玉 東京 山梨 愛知 岐阜 滋賀

熊本)から、県・市町村等の官公庁 24 人（17.4%）、福祉施設・事業所 80 人（58.0%）、

一般・その他 34 人(24.6 %）であった。 

【参加者の属性】 

○ 一般参加者 

属  性 北海道 群馬 熊本 滋賀 計 

官公庁（国・県・市・町等） 6  8 10 24 

福祉施設・事業所 26 25 12 17 80 

一般 2 1 26 1 30 

その他（不明含む）   3 1 4 

合  計 34 26 49 29 138 

○ 研修参加者（福祉支援語り部コース）（福祉職等研修会） 

属 性 北海道 群馬 熊本 滋賀 計 

官公庁（国・県・市・町等）      

福祉・医療事業所 12 16 15 9 52 

合 計 12 16 15 9 52 

○ 研修参加者（学生・新任者コース） 

属 性 北海道 群馬 熊本 滋賀 計 

学生    3 3 

新任者 7 4 6 8 25 

合 計 7 4 6 11 28 
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(2)アンケート結果（当日参加者）について 

プログラムの成果を検証するために、当日の参加者にアンケートを実施した。 

【一般参加者】 

一般参加者に対するアンケート結果では、時間配分に関し、表現活動および基調講演・

シンポジウムについて 90％以上の参加者が「ちょうどよかった」又は「短かった」と回答

している。また、内容に関し、表現活動および基調講演・シンポジウムについては 90％以

上の参加者が、映像では 70％以上の参加者が「とてもよかった」又は「よかった」と回答

した。一般参加者においては、全体的に高い評価であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  【研修参加者】 

研修参加者に対するアンケートでは、時間配分に関し、表現活動および基調講演・シン

ポジウムについて 90％以上の参加者が「ちょうどよかった」と回答している。グループワ

ーク研修の時間配分については、セッション A と Bで「ちょうどよかった」と 75％以上の

参加者が回答しているが、セッション C では、「ちょうどよかった」が半数以下となった。 

 プログラムの内容に関し、表現活動、基調講演・シンポジウムおよび映像については、90％

以上の参加者が、研修プログラム研修のセッション A と B においても 90％以上の参加者

が「とてもよかった」又は「よかった」と回答した。研修参加者に対するアンケート結果

において全体的に高い評価であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（時間配分）

表現活動 2 2.0% 87 88.8% 5 5.1% 4 4.1%

基調講演・シンポジウム 3 3.1% 73 74.5% 19 19.4% 3 3.1%

映像 5 5.1% 70 71.4% 1 1.0% 22 22.4%

（内容）

表現活動 55 56.1% 36 36.7% 0 0.0% 0 0.0% 7 0.0%

基調講演・シンポジウム 64 65.3% 26 26.5% 1 1.0% 0 0.0% 7 7.1%

映像 54 55.1% 16 16.3% 0 0.0% 0 0.0% 28 28.6%

長かった ちょうどよかった 短かった 無回答

とてもよかった よかった あまりよくなかった よくなかった 無回答

（時間配分）

表現活動 2 3.9% 46 90.2% 3 5.9% 0 0.0%

基調講演・シンポジウム 0 0.0% 48 94.1% 3 5.9% 0 0.0%

映像 5 9.8% 40 78.4% 3 5.9% 3 5.9%

（研修プログラム）

セッションA 3 5.9% 43 84.3% 4 7.8% 1 2.0%

セッションB 0 0.0% 39 76.5% 11 21.6% 1 2.0%

セッションC 4 7.8% 25 49.0% 18 35.3% 4 7.8%

（内容）

表現活動 33 64.7% 15 29.4% 1 2.0% 0 0.0% 2 0.0%

基調講演・シンポジウム 42 82.4% 7 13.7% 0 0.0% 0 0.0% 2 3.9%

映像 25 49.0% 20 39.2% 2 3.9% 0 0.0% 4 7.8%

（研修プログラム）

セッションA 26 51.0% 21 41.2% 1 2.0% 0 0.0% 3 5.9%

セッションB 31 60.8% 17 33.3% 0 0.0% 0 0.0% 3 5.9%

セッションC 21 41.2% 22 43.1% 0 0.0% 0 0.0% 8 15.7%

とてもよかった よかった あまりよくなかった よくなかった 無回答

長かった ちょうどよかった 短かった 無回答
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(3)アンケート結果（福祉職従事者）について 

受講後、職場や地域で研修（問いかけ・語りかけ）などの実施の有無、可能性について

アンケートを行った結果、回答者は、多数の人が「実施済み」、「予定・計画がある」又は

「意向・希望がある」との回答であった。今年度のアンケートでは、 

・娘(17 歳)友達を対象に「やり直しがきく人生」をテーマに小規模ながら語り合う場

を設けた。子どもなりに考え子どもなりにモヤモヤしてくれた。 

・職場内の職員を対象に「「共生社会と呼べる状況、呼べない状況についてそれぞれ

の意見をポストイットに書き上げる」をテーマ・手法で研修した。参加者は 12 人。

共生社会という言葉はよく耳にするが、共生社会とはどのような状態なのかについ

ては職員間の考えが異なり、意見を交わすことにより職員にとって大きな勉強とな

ったようである。 

 ・税理士法人の開催するセミナーからの依頼があり、一般企業の障害者雇用担当者に

Zoom または集合形式で「これからの障害者雇用の動向と対策」をテーマに講演す

る機会があり、研修で学んだ考え方や手法を活かして中小企業、人事担当者へ講義

する予定。 

 ・職場内の職員を対象に「共生社会フォーラムを振り返って」をテーマに語り合う予

定。研修の冒頭から「もやもや」という言葉が繰り返し使われていたが、その通り

「もやもや」が残る研修だった。決して悪いことではなく考えさせられる機会とな

った。その経験を職場内研修に活かしたい。 

 ・他事業所との合同研修や自立支援協議会の部会で「共生社会というものについて考

える」をテーマに語り合う場を持つ予定。「糸賀語録」「やまゆり園事件の資料」を

事前に読み、NHK スペシャルを手配したので視聴し、模造紙に「共生社会と考える

コト・モノ」を書き出していくグループワークを行う。“答えなし”でいろいろ話

すことを目的とする。 

などの報告が寄せられており、普及・啓発の取り組みが今後、職場や地域へ広がること

が期待されるところである。 

 

回答者数 107 人（令和元年度～3 年度累計 令和 4 年 3 月 11 日現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （受講後アンケート集計結果：参考資料 2） 

（受講後のアクションに関するアンケート一覧表：参考資料 3）  

実施済み 予定・計画あり 意向・希望あり 意向・希望なし 職場内職員 地域一般 その他

36 37 30 4 42 10 12

33.6% 34.6% 28.0% 3.7% 65.6% 15.6% 18.8%

　・受講後に「問いかけ・語りかけ」の取り組みを実施した人 36人（回答者の33.6％）

　・「問いかけ・語りかけ」の取り組みを具体的に予定・計画している人 37人（回答者の34.6％） 103人（回答者の96.3％）

　・「問いかけ・語りかけ」の取り組みの意向・希望を持つ人 30人（回答者の28.0％）

　・「問いかけ・語りかけ」の取り組みの意向・希望がない人 4人（回答者の3.7％）

受講後の研修(問いかけ・語りかけ)等
の実施済み・予定あり

未定 対象（複数回答）
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Ⅴ 事業の成果と課題                  

 

1．事業の成果 

 

(1)開催委員会の組織化による地域主体のフォーラム開催 

○ 初年度（平成 30 年度）は、実施体制が単一であったことから、幾つものフォーラ

ムを同時並行で準備を進めることの困難性をはじめ、参加者募集に十分な時間が掛け

られなかったことや事業コストが増嵩したことなどの課題が浮き彫りになった。 

○ それらの課題への対応として、一昨年度（令和元年度）から、「地域主体のフォー

ラム開催に向けた実施体制の構築」を目標に掲げ、各ブロックにおいて組織した開催

委員会がフォーラムの実施者となり、これらに対して全国的な支援組織（事業受託者）

がフォローするという厚みのある実施体制を敷くこととし、今年度（令和 3年度）も

その体制を踏襲した。 

○ なお、昨年度（令和 2年度）と今年度（令和 3 年度）は、新型コロナウイルス感染

症の拡大により、広域的な人の移動を前提とするフォーラム開催が難しい状況であっ

た。そのため、開催委員会の組織は、分野や立場を網羅した総合型ではなく、主とし

て、過去のフォーラムでメンターとして開催を支えてきた施設・事業所を運営する法

人の職員等で構成される実践型の組織にする形で実施した。今後においても、企画・

準備・実施を推進する母体となる開催委員会を各地域で組織することで、地域主体の

フォーラムが開催され、事業の一層の普及に結び付くことが期待できる。 

 

(2)プログラムの改良 

○ 初年度（平成 30 年度）に WG と実行委員会での検討を経て構成したプログラム（①

表現活動、②基調講演、③ラストメッセージの映像と講演、④グループワーク研修）

を基本に今年度（令和 3年度）も開催した。 

④のグループワーク研修は、①から③のプログラムやテキスト資料を参考にしつつ、

独自に開発したワークシートを用いて、多様な見方・解釈がある「共生社会」をテー

マに掘り下げ、「わからないこと・もやもやすることを言葉であらわす」、「感情が沸

き上がった源泉を言語化する」、「尋ねられると答えに悩む問いを考える」、「答えがな

い問いに向き合い、語りかけを言語化する」という「自己の内面に向き合う」プログ

ラムとなっている。 

研修全体のプログラムは、研修の都度、メンターや全体進行役の意見・感想に基づ

き、「どのようにして“対話の仕組み”をつくるのか」を命題にしてワークシートの

修正や進行の改良を重ねており、今年度は、二日目の「語りかけ」を演習するセッシ

ョンで「語りかけ練習シート」を 3種類用意した。これは、これまでのグループワー

クで受講者から提出された特徴的なものから考えていく必要があるという意見を踏

まえて改良したものである。 

○ 昨年度（令和 2 年度）に新型コロナウイルス感染予防対策として実施した 1 日開

催プログラムについては、参加者から「受講決定してから研修当日までの期間が短く
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YouTobe を見たり、ワークシートを作成する時間が短かったので、日常業務と並行し

て行うのが大変だった。」、「興味深い内容ばかりだが、とにかく資料と映像のボリュ

ームがあり過ぎて、短時間で事前課題を挙げねばならず、じっくり見聞きし、よく考

える時間が取れなかったことが非常に残念。（要約）」という意見等があったため、今

年度（令和 3年度）は、従来の 2日開催を基本とした。 

 

(3)事業の波及効果 

一般参加者を対象とした普及啓発と併せて、中堅以上の福祉職従事者や事業経営者を

対象として共生社会の基本理念を施設・事業所内、さらには地域で実践し語り広める人

を養成するという二つのねらいがあったが、研修受講後に何らかのアクションを起こし

たのか、あるいは起こそうとしているのかを確かめるため、毎回、受講後のアンケート

を実施している。 

その結果、回答のあった 107 人（うち 87 人が昨年度（令和 2 年度）までの回答）のう

ち、調査時点で既に 36 人（うち 32 人が昨年度（令和 2 年度）までの回答）が職場や地

域で何らかのアクションを起こしていた。また、37 人（うち 28 人が昨年度（令和 2 年

度）までの回答）が具体的な計画がある、30 人（うち 24 人が昨年度（令和 2 年度まで

の回答）が今後取り組む意向があるという回答があった。 

このように、多くの研修受講者が研修の成果を持ち帰って、実地に活かし、あるいは

活かそうとしており、事業の波及効果が既に現れていることが確認できた。 

 

(4)事業の波及効果を高めるための中核的人材の確認 

当初、不安と戸惑いがあったメンターも、ブロック別研修を積み重ねるなかで、事業

の意味合いを理解し、研修カリキュラムの運用やワークシートの活用手法を着実に身に

着けている。 

今年度（令和 3年度）の基本方針である「地域主体のフォーラム開催」の中軸として、

各地域でメンターを務めた者は 24 人であった。そのうち 16 人(66%)がこれまでの経験者

で、より経験を深め力量を高めて助言者や全体進行役としてステップアップした者もい

た。また、初めてメンターを務めた者は、8人（33%）となっており、“語り部”活動の担

い手の裾野が広がったことが確認された。初めての人も熱意をもってグループワークを

進行し、個人のワークにおいても相談・助言役となるメンターとしての役割を果たした。 

受講者からは、「メンターさんが丁寧に教えてくれたり、助けてくれた。」「アクション

プランの作り方が難しかったが、アドバイスを貰えてよかった。」「グループワークの進

め方によって、引き出される語りの質が大きく変わると実感した。」「メンターや、アド

バイザーの方のおかげで、ゆったりとした気持ちでグループワークに参加できた。」とい

った感想が寄せられた。 

今後、これらのメンターが各ブロックにおいて、意欲ある研修受講者や他のメンター

とともに、本事業で開発した研修カリキュラムやワークシートを駆使しながら普及啓発

の語り部活動を実践する中核的人材になることが期待される。 
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2．課題と対応策 

(1) 共生社会等に関わる多方面の分野との協働・連携 

一般参加者のうち 58.0％（一昨年度（令和 2 年度）59.5％、昨年度（令和元年度）

59.2％、初年度（平成 30 年度）70.7％）、研修参加者のうち 100.0％（一昨年度（令和 2

年度）84.4％、昨年度（令和元年度）90.9％、初年度（平成 30 年度）97.2％）が福祉事

業所に所属していたが、比率は、初年度（平成 30 年度）よりも一般参加者で 12.7 ポイ

ント低く（昨年度と比べて△１.5 ポイント）、研修参加者で 2.8 ポイント高かった。（昨

年度と比べて＋15.6 ポイント）ただし、今年度（令和 3 年度）は、新型コロナ感染症の

拡大もあり、一般参加者数は限定的で、研修は、狭い意味での福祉の枠組みに留まった

と言える。 

今年度の実践報告・交流会では、参加者から「福祉以外の教育、保育または地域の市

民に対して“共生社会を考える、共に生きるを考える”というイベントを定期的にやり

たい」という意向が表明され、また第 2回実行委員会でも「福祉の現場の人だけではな

く教育や医療、企業などにもっと広めていかないと本当の意味での私たちが望んでいる

共生社会に近づけない」といった提言があった。 

共生社会等の基本理念等の普及啓発の出発点が福祉分野であったとしても、共生社会

に関わるのは、生きづらさのある方々に関わる様々な分野であり、福祉分野以外の分野

にまで共生社会の基本理念が共通のものとして浸透することが肝要である。 

 

(2)開催地域の拡大 

これまで、ブロック内の幅広い関係者で構成された開催委員会を組織化した地域にお

いては、その組織に対して国・事業受託団体が一定の関わりを持つことにより、地域主

体のフォーラムが展開されることが期待できたが、昨年度（令和 2年度）以降、新型コ

ロナウイルス感染症の拡大の影響により、その流れは一時停滞を余儀なくされた。 

今後は、感染拡大の収束状況や With コロナの研修形態を見極めつつ、実績のある地域

を中心にした開催だけでなく、ブロック内の他地域においても、既存の開催委員会のネ

ットワークの活用や新たな実施体制の構築などにより、共生社会フォーラムを開催でき

る機会を増やし普及啓発のスピードを速めていく必要がある。 

なお、一昨年度（令和元年度）の実行委員会で「開催地域や開催実行委員会の役割に

ついて標準化するべき」、「開催委員会へ再委託する予算が限られており、経費の内容を

検討すべき」という趣旨の提案を受けており、開催委員会の役割の明確化と標準経費の

設定を行い、各地域の協力法人とも収支バランスを前提に開催協議を行う必要がある。 

 

(3) 研修プログラムの改良 

  参加者から前年度（令和 2年度）に「疑問に思ったことも時が過ぎれば忘れてしまう

ので、聴講してインパクトを受けた内容について短時間でも質疑の時間が欲しい。そう

でなければわざわざ講師として来てもらう必要性は低い。」、「これから取り組む内容に

ついて説明や進行が主催者本位だった。具体的でわかりやすい指示やポイントの復唱は、

より大切にしてほしい。」、「説明が早くて要点をつかみ損ねることが多くあり、追いつか

なくなってしまった。」といった意見があり、今年度（令和 3年度）も「時間が限られて
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いるため適切な配分だと思うが、もう少し意見交換の時間が欲しかった。」「問いについ

て精査しないで事例検討やクレーム対応になってしまうと感じた。ディスカッションを

深める際にメンターの方の協力がもう少し欲しかった。」という感想もあり、引き続き、

福祉支援語り部研修プログラムの改良や運営方法の改善について検討する必要がある。 

 

(4) 研修受講者のモチベーションの維持・向上 

研修受講者の多くが受講後、各自の職場や地域で何らかのアクションを起こしたか、

今後起こす意向ありというアンケート結果であったが、多忙な日常業務に埋没して継続

が難しい状況に置かれていたり、一緒に取り組む仲間がおらず職場や地域で孤立してい

る等、アクションを起こしにくい環境にあるという報告も届いている。そのような状況

であっても、研修受講者が継続的にアクションを起こせるよう、その実践をフォローし、

モチベーションを維持・向上するための実践報告会や交流会などの機会があることが求

められる。 

そのことから、一昨年度（令和元年度）に全体フォーラムのプログラムの一つとして

交流集会（ミニシンポジウムとフリーな情報交換会）を開催し、昨年度（令和 2年度）

と今年度（令和 3年度）は、全体フォーラムのプログラムに全国各地で実践している受

講経験者やメンターが集う「実践報告・交流会」をプログラムに加えて開催した。いず

れも WEB 開催となったが、時間や移動の制約が少なく感染予防の観点や参加のしやすさ

ではプラス面を感じる一方、一体感や手ごたえ感の物足りなさ、人となりを知る機会の

面ではマイナス面もあると感じられたことから、より良い開催方法を検討する必要があ

る。 

 

 (5)メンターの“語り部”活動への支援 

福祉支援語り部としての実践者は、意識の高い研修受講者に可能性があるばかりでは

なく、メンターとして参加したメンバーに大いに期待できることが、今年度（令和 3年

度）の研修でも確認できた。 

しかし、メンター自身が、“語り部”として社会活動に踏み出すことができるためには、

自身の自覚のみでは難しく、共生社会フォーラムを経験した者同志の繋がりを維持・強

化する必要があるため、力量を高め合うための情報共有基盤の整備や、共生社会フォー

ラムに継続して参画できるための配慮、語り部活動の意欲が高まる交流会の定例開催な

ど、各人による主体的な活動への支援があることが望ましい。 

 

(6)開催時期の適切な設定 

一昨年度（令和元年度）は、共生社会フォーラムのスタートが 8月で、2 月までに月

1 回～2 回のペースでの開催となったため、応募受付が錯綜するなど事務的に混乱した

ことから、「円滑なフォーラムの開催のために、月 1 回以下のペースで開催する」とい

う対応策の提示があった。そこで昨年度（令和 2年度）は、遅くとも 6 月にはフォーラ

ムをスタートできるよう各種の準備を始める予定であった。しかしながら新型コロナウ

イルスの感染拡大の影響により、結果として 9 月下旬のスタートとなり、さらには 10

月に 4会場でのミニフォーラムの開催が集中し、受付等の混乱や受講者決定の遅れ、事
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前学習期間の短さなど多くの不都合が認められた。今年度（令和 3年度）は、感染拡大

の状況を踏まえて、早い時期から WG を立ち上げ、開催時期の検討、受講者等から指摘

のあった研修プログラムや運営方法の改良、地元協力法人との協議、開催委員会の開催

調整などに取り組んだ結果、当初計画では、より適切な開催時期の設定ができた。 

今後とも、新型コロナウイルスの感染拡大の状況を考慮しつつ、適切な開催時期の設

定が望まれる。 
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Ⅵ 今後の事業のあり方について             

 

前章で掲げた「共生社会等に関わる多方面の分野との協働・連携の展開」、「開催地域

の拡大」、「研修プログラムの改良」、「研修受講者のモチベーションの維持・向上」、「メ

ンターの“語り部”活動への支援」、「開催時期の適切な設定」の 6つの課題を解決する

ための方策として、以下のように、国と民間法人・組織の役割と機能を段階的に見直す

ことが考えられる。 

 

ⅰ．初年度の実施体制（平成 30 年度、実施済み） 

  ・国が普及啓発事業の主体となり、民間法人へ事業を一部委託 

  ・受託法人が事務局を担い、WG メンバー、地元法人などの協力を得て事業実施①

研修プログラムの開発 

②研修ツール（研修テキスト・テキスト資料・ワークシート）の開発 

③地域フォーラムと全体フォーラムの開催 

 

   ⅱ．二か年目～四か年目の実施体制（令和元年度～令和 3 年度実施済み） 

  ・引き続き、国が普及啓発事業の主体となり、民間法人へ事業を一部委託 

   ・受託法人が支援組織の事務局を担い、地域の実施組織に業務を一部委託 

     ①多分野との協働・連携の試行（大学との連携） 

     ②地域主導の基盤づくり（開催委員会の組織化） 

     ③研修受講者の活動支援（事後フォロー：実践報告・交流機会の提供） 

     ④メンターの活動支援（事前研修の開催・交流機会の提供） 

⑤研修プログラムの充実 

    ⑥研修ツールの改良（研修テキスト・テキスト資料・ワークシート） 

    ⑦地域フォーラムと全体フォーラムの開催 

 

   ⅲ．四か年目以降の実施体制案 

  ・引き続き、国が普及啓発事業の主体となり、民間法人へ事業を一部委託 

   ・受託法人が支援組織の事務局を担い、地域の実施組織に業務を一部委託 

①多分野との協働・連携による展開（教育、経済界等との連携） 

     ②地域主導の展開（地域主体を応援または共催するフォーラムの開催） 

     ③研修受講者の活動支援（実践報告・交流機会の提供 等） 

     ④メンターの活動支援（事前研修の開催・専用 WEB サイトによる情報共有 等） 

⑤研修プログラムの充実・改良 

    ⑥研修ツールの改良（研修テキスト・テキスト資料・ワークシート）    

⑦全体フォーラムの改良 
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   ⅳ．将来的な実施体制 

  ・民間法人・組織が普及啓発事業の主体となり、国・自治体が一定支援 

    ①研修の制度化の調査・研究 

    ②多分野との協働・連携の確立 

    ③研修受講者およびメンターの活動支援 

    ④研修プログラムおよび研修ツールの改良・開発 

    ⑤地域主体のフォーラム開催への間接的支援（情報提供 等） 

    ⑥全体フォーラムの開催 
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参考資料 1 メンター・助言者・全体進行者 参加状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

　中堅職員グループ
１日目
午前

１日目
午後

２日目
午前

２日目
午後

１日目
午前

１日目
午後

２日目
午前

２日目
午後

１日目
午前

１日目
午後

２日目
午前

２日目
午後

１日目
午前

１日目
午後

２日目
午前

２日目
午後

久保　厚子
全国手をつなぐ育成会連合会　会長

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

田中　正博
全国手をつなぐ育成会連合会　専務理事

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

1 小西　力
(社福）ゆうゆう　事務局長

〇 〇 〇 〇

2 熊谷　皓希
(社福）あーるど

初 〇 〇 〇 〇

3 齋藤　誠一
(社福）グロー　ひのたに園長

〇 〇 〇 〇 〇 〇

4 竹嶋　信洋
(株）ベストサポート　代表取締役

〇 〇 〇 〇

5
中村　建児
(社福）館邑会　GOODJOB　所長 初 〇 〇 〇 〇

6 岡田　健太郎
(社福）あざ美会　エコー　管理者

初 〇 〇 〇 〇

7 丸橋　道代
(社福）榛桐会　さわらび療育園相談支援センター

初 〇 〇 〇 〇

8 岩丸　舞
(社福）はるな郷　ひのき荘けやき寮

初 〇 〇 〇 〇

9 島野　健太郎
(社福）かんな会　かんなの里　施設長

初 〇 〇 〇 〇

10 五十嵐　敬太
国立のぞみの園　事業企画部

初 〇 〇 〇 〇

11 白畑　勇
(社福）岩手県社会福祉事業団　たばしね学園　園長

〇 〇 〇 〇

12 奥村　昭
(社福）六心会　法人本部地域支援担当

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

13 大平 眞太郎
(社福）グロー　福祉事業部　次長

〇 〇 〇 〇 〇

14 今池　一成
(社福）三気の会　BeTREE　主任

〇 〇 〇 〇

15 木庭　由香
(社福）清和会　つくしの里　支援課長

初 〇 〇 〇 〇

16 坪井　健
（合会）心笑い　代表社員

〇 〇 〇 〇

17 山下　孝志
(特非）さんえす　共同代表

〇 〇 〇 〇

18 佐竹　真
(社福）南高愛隣会

〇 〇 〇 〇

19 福島　龍三郎
(社福）はる　理事長

〇 〇 〇 〇

20 川西　大吾
(株）トモニー　専務取締役

〇 〇 〇 〇

21 御代田　太一
(社福）グロー

〇 〇 〇 〇

22 増田　真樹子
西宮市障害者総合相談支援センター長

〇 〇 〇 〇

23 中山　猛
西宮市障害者総合相談支援センター

〇 〇 〇 〇

24 渡部　真哉
(特非）あかり広場　副代表理事

〇 〇 〇 〇

計 8 3 3 3 3 9 9 10 10 8 8 8 8 5 6 5 4

必要人数

　学生・新任者グループ

玉木　幸則
(社福）西宮市社会福祉協議会

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

御代田　太一
(社福）グロー

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

大平 眞太郎
(社福）グロー　福祉事業部　次長

〇 〇

近藤　紀章
（特非）とんがるちから研究所

〇 〇 〇 〇

　全体進行

近藤　紀章
（特非）とんがるちから研究所

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

竹岡　寛文
（特非）とんがるちから研究所

〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

北海道/とかち帯広フォーラム 熊本フォーラム 滋賀フォーラム

10月14日（木）・15日（金） 11月18日（木）・19日（金） 12月7日（火）・8日（水）

群馬フォーラム

11月9日（火）・10日（水）

３人 ４人 ３人４人

全体進行

全体進行

全体進行

全体進行

全体進行 全体進行

全体進行
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参考資料 2 受講後アンケート集計結果 

 

共生社会フォーラム福祉支援語り部養成研修（福祉職従事者対象）受講後における「問い

かけ・語りかけ」の実施（予定）の有無、意向・希望の有無などについてアンケート調査を

受講者に対して行った。 

 

1．回答者数 107 人（令和元年度～令和 3年度累計 令和 4 年 3月 11 日現在） 

 

2．集計結果 

 

 

 

 

 

 

3．実施・予定の例（令和 3 年度実践報告・交流会での発表事例・・本文の事例をより詳細に

掲載）および助言 

 

〇大阪府 社会福祉法人ぬくもり 鬼頭さん（2019 年度兵庫フォーラム参加） 

・実は、糸賀さんのラストメッセージは、登場人物全員言えるぐらい私が録画してあるのを

見ていた。しかし、研修で非常に大きかったのは、やはり 1日目の午後と 2日目のセッシ

ョンで、いろんな切り口で、共生社会というものが決められたものでなく、これは共生社

会なんじゃないか、そうではない、どちらとも言えないという枠にわかれるということが、

自分のなかでは非常に大きい気づきだった。早速、自分の法人のなかで、ワークをした。 

・「これが共生社会なんじゃないの、それは反しているんじゃないか、どちらとも言えない」

というセッションは、本当のそれぞれの気づき、モヤモヤしたところがたくさん表出され

たワークになった。 

・「誰の中にも差別はあります」という言葉が最終的にそのワークの落としどころになった。

そういった思いで日々支援していくことや、ワークを定期的に行って、みんなで確認して

いくことが必要と思った。 

 

〇宮城県 社会福祉法人なのはな会 加藤さん（2020 年度仙台 1日研修に職員参加） 

・常勤職員に限って階層別に研修をしており、2時間の研修のなかで 1 時間ラストメッセー

ジを見て、そのあとにグループワークでその感想や共生社会について議論をする研修をし

ている。プレゼンテーター・講師として各施設長がこれまでの自分の想いであったり、こ

れまで経験したことを語るという研修も実施している。私自身、全部の研修に参加してい

て、ここ数ヶ月で 10 回以上は見ている。 

・職員が昨年参加して帰ってきたときには、ものすごくモヤモヤした顔をして帰ってきた。

それがどのように解消しているのかは実際聞いていないので、どう変化したのか本人に聞

いてみたい。 

実施済み 予定・計画あり 意向・希望あり 意向・希望なし 職場内職員 地域一般 その他

36 37 30 4 42 10 12

33.6% 34.6% 28.0% 3.7% 65.6% 15.6% 18.8%

受講後の研修(問いかけ・語りか
け)等の実施済み・予定あり

未定 対象（複数回答）
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・やらなければいけないことはたくさん出てきたような気がする。施設以外のところに向け

てアプローチしなければいけないという想いはすごく強くなった。 

 

〇熊本県 放課後等デイサービス事業所 白石さん（2021 年度熊本フォーラム参加） 

・まだ職場のなかでみなさんに研修に参加した話はなかなか深いところまではできていない。

語りかけの実践の研修でいろいろなグループの方の問いかけに対する答え、語りかけの仕

方をまとめた資料がちょうど先週に戻ってきたので、「どういう語りかけの仕方があるの

か、どういう考え方があるのか」を知ってもらいたいと思い、それを職場の先生たちにも

見てもらった。 

・反応としては、もちろんモヤモヤもされたと思う。新しい考え方としては、「いろいろこ

ういうこともある、こういう伝え方がある」ということはものすごく感じてもらった。「実

際にそこまでできるのか、この言い方はどうかなとか」という意見がたくさん出た。 

 

〇北海道 帯広市自立相談センター 高須さん（2021 年度北海道フォーラムに参加） 

・共生フォーラムの研修を受けとき、モヤモヤがすごくあった。職場に戻ってきても、研修

に一緒に参加した人がいない分、誰に言っていいのかがよくわからなかった。でもそれを

隣の席の先輩などに話をすると、「わかる。わかる。でもモヤモヤして結局解決しないね」

のような話になった。 

・日々の業務におわれて、共生フォーラムに参加したそのモヤモヤが、どこかにいってしま

っていた。でも戻ってきたワークシートを自分で見直ししていて、またモヤモヤが復活し

た。そのモヤモヤが復活したときに、「モヤモヤするのは悪いことじゃない、ずっとちゃ

んと考えながら相談支援をしなければ」と思った。 

・たまたま刑務所から出てきた人の相談員さんが来られた。私の職場は、私を含めて 4人で

諸先輩方もいらっしゃる。「刑務所から出てきた人は、いつもここの施設に行くんだ」と

いうような決まった流れがあったらしく、今回もそのようになる感じだったが、「なんで、

そんなふうに決まりきったことしかならないんだろう」と疑問に思った。それが間違いか

どうかわからないが、一応自分の意見として、「そこにいくのが、正しいのか。違う道は

ないのか」「本人さんが本当はどう思っていて、そこに行きたくないかもしれないし、望

んでいくかもしれないけれども」ということをまた改めて職場で話ができた。結局、結論

から言うと最初の案だった施設のところに行ってしまったが。でも職場のみんなでモヤモ

ヤして改めて話ができたのが私にとってはすごく良かったなと思った。 

 

〇岩手県 岩手県社会福祉事業団 白畑さん（2019 年度岩手フォーラム等に参加） 

・2年前、最初に岩手でメンターをやってから、何か自分でもできることはないかなという

ことで、職員向けに伝達したり、職員向けの人権教育や虐待防止研修で折に触れてやまゆ

り園事件のその後のことを取り上げた。施設にさまざまな問題があったんだよっていうこ

とを伝えながら、自分たちだったら植松にどう答えるのかという形で考えさせたりした。 

・年に 1回 2回の職員向け研修で伝えるぐらいが精一杯だったが、もう少し対象を広げて話

す機会としては、実習生へのガイダンスのなかで施設の概要プラス共生社会についての講

義を組み入れた。保育実習できた学生には、「共生社会と呼べる、呼べない、どちらとも
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言えない」のシートを使って 1時間ぐらい書かせるというのを繰り返しやっている。 

・介護福祉士養成の学校で、「障害の理解」という基本的な授業を 1コマ持っていて、その

なかでも学生には同じようなワークをさせている。結構、学生たちの反応が面白いと感じ

ていて、やっぱりこういうのは学生のうち、若いうちにいろいろと事実はこうだったとい

うのを伝えることが大事だと思った。「偏見があって当たり前、自分にもあるでしょ」と

いう話ながら、若い人たちに少しずつ伝えていければいいのでないかと思う。自分のでき

る範囲は、半径 5メートルというか、自分のフィールドのなかで何ができるかということ

で今やっているところ。 

・今年メンターで参加したが、正直こういう機会が訪れるとは全然予測していなかった。学

生や実習生、職員に絶やさず話つづけていてよかった。自分のなかの温度が下がっていな

かったので、良い状態で参加できた。また新たな刺激をいただいた。助言と言うとすごく

おこがましくて、一緒に勉強させていただいた。 

 

〇熊本県 社会福祉法人清和 木場さん（2021 年度熊本フォーラムに参加） 

・虐待防止の研修や業務改善のなかで、共生フォーラムでやったようなことなどを活かしな

がらしなければと思うなど、自分のなかでは少し変化があった。私自身もそうだったが、

職員などが、あまり共生社会のようなことについて考える機会がない。今年に伝達研修す

ることは少し難しそうなので、これから来年の計画を立てるにあたって、伝達研修を入れ

ようかと思っている。 

・受講生の変化については、モヤモヤしていたのが、結構、「あっ、これも共生社会に関係

することだったのか」など、つながりとか視野の広がりなどが見えてきたのではないかと

感じて見ていた。 

・団体を超えた連携については、何か協同してできれば良いと思う。勉強会など中心となっ

て何か行っている施設が近くにあれば、地域ぐるみでできると良いと思う。 

 

【助言】 

〇大平：滋賀県で仕事を始めたのは、糸賀先生の本がきっかけ。以前から糸賀一雄さんたち

がやられていた取り組みや残された言葉などに触れたり意識する機会は多い。 

・共生社会フォーラムは、糸賀一雄さんたちがやられてきたことや残された言葉から我々が

学んだり、言葉を引用させてもらうことで人に語りやすくなるということも含んだ研修。

私にとっては、やはり滋賀なので糸賀一雄さんが中心になるが、みなさんにとっては自身

でつくった言葉もあれば、先輩方が何か喋ったこともあれば、地元の福祉に限らず先達の

方がおられる。そのような方々の言葉も活用しながら、それをどのように自分として解釈

をして、共生社会や障害がある人を社会として支えることの意味や意義を語る、というこ

とも今回の研修の目的だったと思う。 

・語るための場を設定していくというのが具体的な取り組みになるが、何か具体的な取り組

みまで行かないとしても、周りの人としゃべることが少し変わる、何か意識しはじめたと

いうようなことが、みなさんのなかであれば良いと思う。 

・自覚者は責任者っていう言葉はとても使いやすい言葉。「何か気付いて、それいいね、と

自覚したら実践することにつながるね、ということを糸賀一雄さんという人が言っていて、
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そうやって社会を変えていったんだよ」という話ができる。場をつくるということだけで

なく、先ほど発言があった「隣の先輩と少し話をしたんだ」というようなことを一つひと

つ増やすということも、今年度受講された方には、特に意識してもらえるとよい。 

 

〇奥村：あえて何か場を借りて準備してというよりも、語るとか語り合えるといったことの、

そういうほんの小さな機会、ひょっとしたら 1 分でも 5 分でもいいのかもしれない。5分

とか 10 分とかでもいいのかもしれない。何かふと気づいたときとか、あるいは自分の琴

線にぴんとひっかかって「今語る瞬間かな、語るチャンスやね」といったようなものある

と思う。このフォーラムに参加していて、なんとなくそういうことが自分の意識のなかで

も潜在化されている気がする。 

・あるときふと「今、語るんや」というのが出てくると思う。研修の場などでなくてもいい。

OJT の一環とは言えないかもしれないが、そのような場と空間が意図的にできればいいと

思う。その瞬間というのはきっとこのフォーラムに参加した方々でしたら、「あっ、今こ

こや」というのがなんとなくわかるかと思う。 

・この 4年間は、すごく自分自身にとって学びの機会だったが、ずっと 4年間モヤモヤし続

けているので、正直言うとなかなかしんどい。しかし、今日も話があったように、絶対モ

ヤモヤはあったほうがいいと思う。絶対モヤモヤは無くならない。そのモヤモヤに向き合

う時間が、たとえば 1 年間のうちにどれだけかということが積み重なっていくこと自体

が、ひょっとしたら自分のなかの、正解はないのかもしれない。 

・モヤモヤを探求し続けることがひょっとしたら専門職であったりとか福祉人といわれる人

のその姿なのかなと思ったりもしている。きっとそのモヤモヤは絶対晴れないと思う。モ

ヤモヤを持ち続けること。それに対して蓋をするのではなく、モヤモヤを直視していくと

いうこと自体が、ひょっとしたらその専門職といわれるために必要なのかなと思った。 

・最後に、午後のシンポで奥田さんの話がすごく印象的だった。本当にそうだと思ったのが、

「ものを物語に変える」という言葉。たとえばホームレスの方にとっての「餌とお弁当の

違い」について、本人にとってこれが餌だということの意味があると思う。同じ事柄であ

るが、どういう表現で言うのかという背景、本人にとっての言葉が持つ意味を、対話のな

かで考えていかないといけないと思った。改めて「ものを物語にする」という言葉の大事

さ。言葉をどのように自分のなかで考えて使っていくのか、ということを今日は深く考え

させられた。 
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参考資料 3 受講後のアクションに関するアンケート一覧表 

  ※福祉支援語り部（中堅職員）研修 受講後の実施予定（受講後 1か月の調査への回答） 

   令和元年度～令和 3年度 

（アンケート回答時：実施済み） 
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ＮＯ 参加地域 実施年月日 語りの対象 内容・感想 参加人数 場所 備考

14 岩手 令和2年1月31日 職場内の職員
受講内容の伝達研修（共生社会をみんな

で考える）

参加者9名

スタッフ2名
職場内

所内研修として毎年定例的に開催したい。

内容については相模原事件関連や他の共

生社会に関すること。

15 長崎
令和2年1月20・21・

23・24・28日
職場内の職員 研修内容を発信をして、皆で考える。 参加者20名 職場内

生きることの大切さ、命の重さについて再確

認。限られた時間でコミニケーションを図るこ

とができるか。

16 長崎 令和2年1月20日 職場内の職員 研修発信として開催した。 参加者10名 職場内

17 長崎 令和2年2月18日 職場内の職員 研修報告 参加者7名 事業所内

18 長崎 令和2年2月12日 職場内の職員 「〇〇・〇　共生を語る」 参加者11名 事業所内

参加者から「難しかった」との意見があった

のでわかりやすい発表の仕方を勉強した

い。

19 岡山 令和2年1月25日 職場内の職員 「ちょっとだけゴミ拾いしてみよう」

参加者（入居

者）4名

スタッフ2名

事業所周辺

活動中にすれ違う地域の人からの視線を感

じる。スタッフが共生社会の意識を持った関

わり方ができていたかなど、今後は相互で

確認する振り返りの期間を持つことにする。

20 岡山 令和2年2月26日 職場内の職員 人権について考えるフォーラムｉｎ○○
参加者14名

スタッフ9名
事業所内

（開催趣旨）

グループディスカッションを通して障害のある

人達の「生命」をしっかりと受け止め「存在の

意味」に対して自分の言葉で言語化する力

を育成することを目的とする。

21 岡山 令和2年2月21日
職場内の職員

保護者
共生社会の実現とやまゆり園

（開催趣旨）

育成会の声明に対しての意見を知り、今の

障害者への理解を知り、これからどのように

共生社会を招くか模索する。

22 鹿児島 令和2年11月7日 同僚
社会福祉士の同僚とランチをしながら「相

模原障害者施設殺傷事件」について共有
参加者４名

(本人感想）

「問いかけ・語りかけ」の取り組みになってい

たかは疑問

23 鹿児島 令和2年10月1日 職場内の職員 「なりきってみよう」
参加者８名

スタッフ８名
事業所内

自分以外の人の思いを知ることで優しい気

持ちになれた。

（参加職員の感想）

普段は、行動だけを観察し利用児がなぜそ

うしたのか。なぜそう言ったのか。ということ

まで考えていなかった。

24 宮城 令和2年11月11日 詳細は確認中

25 新潟 令和3年1月7日 職場内の職員 地域住民の気持ちになる
参加者５名

スタッフ１名
職場内

26 千葉 令和3年1月19日 沖縄県警察

障害がある方が届け出や相談のために警

察署を訪問した際などに対応する場合の

配慮すべき事項等について

参加者３１名

スタッフ１名

（警察内研修

担当）

警察学校

フォーラム参加前から依頼があった研修。

条例等の紹介から障害特性を理解し、合理

的配慮の仕方について学ぶ内容となってい

る。

27 鹿児島 令和2年11月20日

職場内の職員

就労継続支援事業に関

わる職員

「共生社会を考える」
参加者13名

スタッフ2名 〇〇YMCA

鹿児島フォーラムでの研修の短縮版で実施

した。各グループで情報をシェア、話し合う

時間に余裕をもって進めた結果、共生社会

についての着地点はそれぞれ異なったもの

の、満足感と達成感が見られた。

28 鹿児島 令和3年1月20日 職場内の職員 「共生社会と聞いて 思い浮かぶこと」

参加者3名

スタッフ3名 オンライン
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29 千葉 令和3年2月27日 職場内の職員

相模原事件を振り返り、グループワークを

して、自分の意見、これからできること等を

話し合った。また、当事者の方がやまゆり

園を出て、一人暮らしをするドキュメントを

動画研修とした。

事業所内

30 宮城 令和3年1月25日

31 宮城 令和3年1月26日 職場内の職員 「研修報告会　共生社会フォーラム」 参加者15名 事業所内

一度の研修会では、伝えたい内容を伝え、

参加者同士で話し合うには時間が足りない

と思った。研修後に、職員から「こういう研修

をやりたかった」と言われたこともあり今後も

継続したい。

32 新潟 令和3年3月12日 地域一般 「こころのバリアフリートーク」

来場者 21名

登壇者 ４名

スタッフ ８名

駅前広場

〇〇
（添付資料あり）

33 帯広 令和3年10月28日 娘さん（１７歳）の友達 「やり直しがきく人生」
参加者２名

スタッフ１名

娘さんの友

達の自宅

子どもなりに考え、子どもなりに悩んでモヤ

モヤしてくれていました。

34 熊本 令和3年12月13日 職場内の職員 研修報告
参加者10名

スタッフ10名
職場内

35 滋賀 令和3年12月20日 職場内の職員

「共生社会と呼べる状況、呼べない状況

についてそれぞれの意見をポストイットに

書き上げる」

参加者12名 法人会議室

共生社会という言葉はよく耳にするが、共生

社会とはどのような状態なのかについては

職員間の考えが異なり、意見を交わすこと

により職員にとって大きな勉強となったよう

である。
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（アンケート回答時：実施予定） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＮＯ 参加地域 実施予定 語りの対象 内容・感想 参加人数 場所 備考

1 埼玉 令和元年12月 職場内の職員 語りあい
参加者10名

スタッフ2名
職場

2 埼玉 令和元年10月12日 職場内の職員 共生社会について考える
参加者20名

スタッフ3名
法人内

3 埼玉
令和元年10月9日

          12月12日
共生社会を考える～心の声を表現しよう～

参加者30名

スタッフ3名

4 埼玉 令和元年10月21日 職場内の職員 地域福祉・相談支援連絡会
参加者10名

スタッフ1名

他地域支援

事業所内

5 埼玉 令和2年1月11日頃 職場内の職員 参加者10名 事業所内

(研修受講の感想）

　伝える事、あたりまえに理解していただけ

る事の難しさを痛感いたしました。少し安易

に考える事を反省した研修でした。

6 埼玉 令和元年11月16日

自立支援協議会メン

バー

幼稚園・保育園・学校・

放課後等デイサービス

等のスタッフ

「ともに育ちあう　を考える研修会」

第一部「みんな学校」映画上映

第二部「わたしの町の　みんなの保育園・

幼稚園・学校」というテーマの実践発表。

　地域の方々と共生社会について考える

機会にしたい。

参加者100名

スタッフ20名

〇〇市総合

会館
（アンケート回答用紙は、実施済に編綴）

7 埼玉 令和元年11月23日 地域一般
ギャラリートーク　展覧会名「PATH OF

ART -表出から表現へ－」

参加者15～

20名

スタッフ5名

アートミュー

ジアム〇〇

　以前から決まっていたイベントなので、受

講後の取り組みとは言えないかもしれない

が、アクションプランの内容と同じである。

  もっと積極的に地域の方を巻き込める取り

組みをしたい。

8 鳥取 令和2年11月頃 社協・福祉施設職員等

福祉語り部実践講座

　来年度の予算要求を現在行っているとこ

ろであり、内示がなされなかった際は、現

行のセミナー等で企画に加味することも視

野に入れたい。

参加者30名

スタッフ3名

〇〇県中部

地区

(受講後の感想）

　障がいの理解を通じた今回のフォーラム参

加は、とても有意義だった。業務を進める上

で研修の進め方等を含めてとても参考に

なった。

　また、県内に仲間が増えていくことは、と

ても財産となった。

9 鳥取 令和元年11月27日 職場内の職員
共生社会とは

～わからないことをわかりあう～　（仮題）

参加者5名

スタッフ1名
施設

10 兵庫
令和2年2月25・26日

　　　　　　3月2・3日
地域一般 差別相談員研修会

参加者150名

スタッフ4～5

名

〇〇全県

（5圏域）

(受講後の感想）

　今回兵庫での共生社会フォーラムは、大

変参考になりました。今後、県内市町村の

差別相談員向け研修会に活用したい。

11 岩手 令和2年1月25日 職場内の職員 共生社会フォーラム語り部養成研修 参加者20名 施設

12 長崎 令和2年4月 保護者 まもってあげ隊
参加者20名

スタッフ5名
施設会議室

13 長崎 令和2年2月13日 職場内の職員
参加者4名

スタッフ4名
事業所内

14 長崎 令和２年８月末日 介護の専門学生
福祉の未来を担う人材（学生）と「共生社

会」について語らい合う

参加者22名

スタッフ1名

○○専門学

校

15 岡山 令和2年9月5日
利用者の保護者

地域教育・保育の先生

ドラえもんの世界から～同じもいいね、違

いもいいね～

参加者10名

スタッフ3名

16 鹿児島
令和２年１１月６日

令和２年１２月４日
職場内の職員

「問いかけQ & ディスカッション絆バージョ

ン」
参加者７名 事業所内

職場の全体会議の時間を使い取組みたい。

２回の予定をしているが毎日のミーティング

でも話していきたい。

17 鹿児島 令和2年10月20日 職場内の職員
参加者１５名

スタッフ５名
オンライン
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18 宮城 令和３年３月
職場内の職員

地域一般

19 新潟 令和3年3月12日 地域一般

20 千葉 令和3年1月25日 職場内の職員 共生社会について
参加者２０名

スタッフ２０名
リモート会議

今後、外部の連携会議で共生社会について

議論できればと考えている。

（現在はコロナ禍のため実施時期は未定）

21
令和元年度

鳥取
令和3年1月7日

職場内の職員

地域一般

その他

トークセッション

福祉教育実践者×社会教育実践者

参加者５０名

スタッフ３名

○○セミ

ナールーム

（テーマ）

ともに生きる　これからの福祉教育～福祉の

心で人とつながり、地域に広がる～

（添付資料あり）

22 鹿児島 未定 職場内の職員 職場内の研修会
参加者50名

スタッフ60名
食堂ホール

23 鹿児島 令和2年10月20日 職場内の職員 オンライン開催
参加者15名

スタッフ５名

24 鹿児島
令和2年11月6日

令和2年12月4日
職場内の職員

「問いかけQ & ディスカッション絆バージョ

ン」
参加者7名 事業所内

2回の予定をしているが、毎日のミーティング

でも話していきたい。

25 千葉 令和3年1月25日 職場内の職員 「共生社会について」
参加者20名

スタッフ20名

法人の

リモート会議

今後は、外部の連携会議等で「共生社会」

を議題にしたい。

26 宮城 未定 職場内の職員 参加者25名

地域交流

ホール

（施設内）

27 宮城 令和３年３月
地域一般

職場の職員
未定 スタッフ２１名

職場内

地域

28 千葉 令和3年4月14日
セミナー参加一般企業

担当者
「これからの障害者雇用の動向と対策」

参加人数未定

スタッフ３名

ZOOMまた

は法人会議

室（税理士

事務所内）

税理士法人の開催するセミナーからの依頼

で、講師として現場の声や現状を中小企

業、人事担当者へ講義する。

29 帯広 令和3年12月7日 職場の職員 共生社会のあり方について
参加者１３名

スタッフ３名
事業所内

30 群馬 未定 職場の職員 未定
参加者4名

スタッフ1名

職場内 受講したことをまとめきれていないが、職場

内からひろめていこうと検討中。

31 群馬 令和3年12月29日 職場内の職員 「共生フォーラムを振り返って」 参加者5名 職員室

研修の冒頭から「もやもや」という言葉が繰

り返し使われていたが、その通り「もやもや」

が残る研修だった。決して悪いことではなく

考えさせられる機会となった。

32 熊本 令和4年1月21日
地域一般

市町村行政スタッフ
〇〇会

参加者6名

スタッフ2名
居酒屋

市町村行政スタッフは福祉担当

会費制での〇〇会

33 熊本 令和4年2月頃 地域一般 「広げようやさしいサポート 地域の輪」
参加者30名

スタッフ3名

社会福祉協

議会

34 滋賀 令和4年2月18日 他事業所との合同研修 「共生社会というものについて考える」
参加者

10～15名
〇〇市

「糸賀先生の語録」「やまゆり園事件の資

料」を事前に読み、NHKスペシャルを手配し

たので視聴し、模造紙に「共生社会と考える

コト・モノ」を書き出していくグループワークを

行う予定。“答えな無し”でいろいろ話すこと

を目的とする。

35 滋賀 令和4年4月頃
〇〇市自立支援協議会

の部会
「共生社会というものについて考える」

参加者30名
〇〇市

「糸賀先生の語録」「やまゆり園事件の資

料」を事前に読み、NHKスペシャルを手配し

たので視聴し、模造紙に「共生社会と考える

コト・モノ」を書き出していくグループワークを

行う予定。“答えな無し”でいろいろ話すこと

を目的とする。
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（抜粋）別添資料 1 研修テキスト（ブックレット「ほほえむちから」抜粋版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（抜粋）別添資料 2 テキスト資料（糸賀語録等） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



90 

 

（抜粋）別添資料 3 ワークシート（中堅用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（抜粋）別添資料 4 ワークシート（学生・新任者用） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（抜粋）別添資料 5 グループワークの進め方（ＧＷシナリオ） 
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別添資料 6 新型コロナウイルス感染予防マニュアル＆チェックシート 

                           

1．実施する感染予防対策 

 

(1)参加者規模 

各開催地域の集会の人数規制に応じた受講者の募集をする。 

 

 □ 〇〇フォーラム：収容人数〇〇〇名の会場で、参加定員を一般 60名研修 24 名の計 84 名とした。  

 

(2)発熱者等の会場への入場制限 

・関係者および事務局職員の体温・体調確認を行い、体調不良の者は、研修に参加しない。 

・受講者の体温・体調確認を行い、体調不良の者は、研修に参加しない。（詳細は、別掲） 

 

□ 事前に健康観察票を送付し、研修当日、記入された票を、受付にて回収する。 

□ 受付時に検温し、37.1℃以上の者は参加させない。 

 

(3)3 つの密の回避 

・参加者同士の距離を確保する。（できるだけ 2ｍ（最低 1ｍ）空ける。） 

・講演、グループワークの際の受講者について、十分な座席の間隔（四方を空けた座席配置等）を確保す

る。 

□ 講演時、座席は前後 1 列、左右は 2席以上の間隔を確保するため、座れる席を表示する。 

・人の密度を下げるために、参加人数は、原則として 50 人までに制限する。（実地地域における「集会」

の人数基準に従う。） 

・行列をつくらないための工夫や列間隔の確保を行う。 

□ 受付の前の床に 2ｍおきにテープを貼る。 

□ 適切に換気を実施する。（毎時 2回以上。二方向の窓・出入口を開放する。） 

□ グループワークの席は、真正面とならないようにする。 

 

(4)飛沫感染・接触感染の防止  

・関係者および事務局職員のマスク着用、手指消毒、咳エチケットおよび手洗いを励行する。 

・受講生のマスク着用、手指消毒、咳エチケットおよび手洗いの周知・徹底を行う。 

□ マスク着用、手指消毒、咳エチケットおよび手洗いの励行等の掲示をする。 

□ 複数の人が触れる設備や施設内を定期的に消毒する。 

・共有物品や手が頻繁に触れる箇所は、工夫して最低限にする。 

□ 筆記用具の使いまわしをしないよう、アンケート記入用の鉛筆は各人に交付し、研修用マジックは

各自持参とする。 

 

・人と人とが対面する場所は、極力アクリル板・ビニールカーテンなどで遮る。（仕切り等の設置） 

□ グループワーク時は、状況に応じて、受講生の間にビニールシートの仕切りスタンドを置く。 
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 ※場所等における感染予防対策 

●トイレ 

□ 不特定多数が接触する場所は、清拭消毒を行う。 

□ トイレの蓋を閉めて汚物を流すように表示する。 

□ ペーパータオルを設置するか、個人用にタオルを準備する。 

□ ハンドドライヤーは止め、共通タオルは禁止する。                    

●休憩場所                            施設管理者と事前に調整 

□ 対面で食事や会話をしないようにする。 

□ 常時喚起に努める。 

□ 共有物品（テーブル・椅子等）は、定期的に消毒する。 

●清掃・消毒 

□ 市販の界面活性剤含有の消毒剤や漂白剤を用いて清掃する。 

 

2．グループワーク研修における感染予防対策 

(1)実施者（全体進行者、助言者、事務局等）の役割 

 □ 健康チェック、マスク着用、手洗い、必要時の手袋・マウスシールドの装着などの感染予防策を徹

底する。    

(2)受講者への対応 

□ 受講できる者は、当日の体温測定で 37℃以下であること、およびリスク者との濃厚接触がないこ

ととし、別添チェックシート表を事前に送付し、研修当日に提出するよう依頼する。       

□ 受講に際しては、マスクの着用、共用部分を触った場合などのこまめな手洗いを依頼する。 

□ グループワークの際は、パーテーションを設置し、マスクおよびマウスシールドの使用を依頼する。

（マウスシールドは事務局で準備する） 

□ 研修の間は、3密とならないよう人との距離を保ち、不必要な大声や会話を避けるよう周知する。 

□ 研修受講者のワークシートは、事前にＰＤＦで送信し、各自で印刷を依頼する（希望者に対しては、

印刷したワークシートを郵送する）。所属の事業所で印刷できない受講者がコンビニ等で印刷した

場合には、領収書の提出があれば、印刷代を事務局が支払う。 

□ 一般参加者に当日配布する資料等は、手渡しとせず、受付で各自が取る。 

□ 名札およびマウスシールドは、自己管理とし、終了後に回収しない。 

□ グループワーク時のマジックは、各自持参とし、各テーブルに除菌シート(アルコールタイプ)を設

置する。 

(3)基調講演・表現活動における対策（一般参加者との共通プログラム） 

①（対策強化時）事前に収録した講演を視聴する。 

   （対策緩和時）会場で講師が講演する。 

②（対策強化時）集団での表現活動は、事前の収録とし、研修当日は、ビデオを視聴する。 

    

（対策緩和時）十分な広さがある会場を確保し、観客席との距離を十分確保し、密にならない状態で発表

する。 

(4)会場の環境対策 
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□ 受付より手前に手指消毒剤を設置する。 

□ 受付にビニールパーティションを設置する・ 

□ 受付での密、物品の共有を避ける対策を講じる。 

  ・列を作る場合は、会話をせず 2ｍの間隔を保つ案内を提示する。 

□ 研修会場の消毒は、開催前後にアルコール消毒液、ドアノブ、マイク・パソコン、机・椅子等を拭

く。 

※講師が使用するマイク・パソコン・演台等は、講師の交代毎に消毒する。 

□ 研修会場のドアは、基本的に開放とする。 

□ 窓は、二方向を開放し、空気の流れを作れるようにする。 

□ 休み時間、昼休憩の密を避ける工夫をする。 

  □ 休憩スペースを分散して使用できるように案内する。 

(5)グループワークの対策 

□ 隣り合うグループとの距離を保つため、十分な広さがある会場を確保する。 

□ 各グループの座席を対面にならないようにする（レイアウト参考例を参照）。 

・ ワークシートは、研修会場でスキャニングするか、受講者が持ち帰り後日事務局にデータを送信

する。従来の方法と異なり、人の手を介する回数が減るため、感染予防対策になるとともに、各自

の成果物を一旦預からないため、研修後の実践の迅速化につながる。 

□ ワークシートは、回収することとするが、手袋を着用して取り扱う。 

〇グループワークのレイアウト参考例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆必要な場面以外は、対面とならない机と椅子の配置とする。（参考：右の写真） 

〇リモート研修について 

厚生労働省障害福祉課から令和 2 年 5 月 18 日付け事務連絡「新型コロナウイルス感染症に係る障害福

祉サービス等事業所の人員基準等の臨時的な取り扱いについて（第 6 報）で、「居宅介護職員初任者研修

等について」の Q&A が発出されており、「新型コロナウイルス感染症の感染リスクを低減する観点から、

受講者が一堂に会した講義に代えて、通信の方法による講義を行うことは可能か」との質問に対して、厚

生労働省から次のとおり回答されている。 

新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点から、通信の方法による講義の実施について検討していた

だきたい。なお、演習の実施にあたっては、グループでの受講者の能動的参加型学習（アクティブラーニ

ング）の方法により、対面で実施することが望ましいが、以下のすべての要件を満たす場合は、遠隔化し

ても差し支えない。 

①カリキュラム及び内容が遠隔以外の方法に依るものと同等であること。 

対面にしない 
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②演習では、グループ（受講者同士）によるリアルタイムでの討議を行うことなど受講者全員による参

加型の学習が可能な方法を採ること。 

③演習では、講師による受講者へのリアルタイムのフィードバックを行うこと。 

④演習を実施するグループを構成する受講者数は、必要最低限度の人数を単位とすること。 

⑤担当する講師又は事務局等が、受講者の演習への積極的参加を促し、その点について評価を行うこと

（遠隔教育の場に接続されていることのみをもって受講を認定することなく、演習に参加していたか

どうかに基づく終了評価を行うこと。） 

これに基づき、全国的に感染拡大が強く警戒されるレベルとなった場合におけるリモート研修の実施

方法について、別途検討する。 

 

 
 
 
 
 
 


