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３． 絶対に技術論には陥らない。

本質的な“人間関係＝その人のことを好きか、嫌いか” を大切にする

◆ ある学生の言葉：

「伊豆丸さんは500人の対象者と向き合ってきた経験とスキルがある。でも、

私には経験もスキルもない・・・。」

「どうすれば“感情記憶”を意識した面接や声かけが出来るか分からない」

◆ 南雲明彦さんの言葉（ディスレクシア（読字障害）当事者）

★涙（エピソード）：「それをしてくれる人のことが好きか

嫌いかだよね。好きな人だったらなんだっていいよ」
「障害者のリアル×東大生のリアル」（ぶどう社） P.54

「障害者のリアルに迫る」東大ゼミ 著 野澤和弘 編者

関係性構築のPoint ～ 涙の数だけ強くなれるよ～♪ ～
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４． “回数重ね”で勝負する ～ by 松本喜代隆Dr（さんクリニック）～

◆ １回１回の支援の効果は見えなくても。回数を重ねることで

意味が出てくる性質の支援なのだと位置づける。

◆ いい時もそうでない時も。好かれていても嫌われていても。大切なのは回数を

重ねるという覚悟！

５．“振り回される”ということ ～ by 松本喜代隆Dr（さんクリニック）～

◆ 振り回されることは、一時的にしょうがないという認識に立つ。

◆ 振り回されない支援者になるなんて、届かない非現実的な目標。そうであれば

振り回されることに強い支援者になることが現実的。

◆ ナースコールで呼ばれて行くよりも、呼ばれてなくても行くことの方が能動的。

逆に来所やSOSを待っていると、振り回されやすい。

◆ 電話やメールは誤解のもとだ、と言う認識も重要。

実際に会えてなければ、入ってくる情報は誤った先入観に導く可能性大。

関係性構築のPoint ～ 涙の数だけ強くなれるよ～♪ ～



更生とは何か…

更生に何が必要なのか…
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罪 名 ：住居侵入
受刑回数：５入
再犯期間：４ヶ月

（前犯出所時、他県定着関与）

C氏（40代 / 男性 / 知的障がい）
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矯正施設

■ 愛着関係や家庭環境の欠落/脆弱性

■ 社会的繋がりの剥奪や乏しさ

■ いじめ・虐待・搾取・偽装・多重債務 etc

■ そして、時に福祉は残酷・・・

『犯罪行為』だけに囚われすぎない視点・支援の必要性
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『更生』とは何か・・・

■ マルナの言葉：「犯罪からの離脱について」

『スポーツの試合で。上手くいかなくなって、

敗色濃厚ってことがある。

そんな時、負けている分を何とか追いつい

たって感じさ。』

■ マルナの言葉から分かったこと

犯罪からの離脱とは

「更生（rehabilitation ）」ではなく

『やり直し（Making Good）』



出所後 のストーリー

終わりに……
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罪 名：詐 欺 罪
受刑回数：４入
過去、最短の再犯期間：１日
刑 期 ：懲役１年６月

D氏（40代 / 男性 / 知的・精神・身体障がい）
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罪 名 ：常習累犯窃盗
受刑回数：１５ 入
再犯期間：１ヵ月
刑 期 ：１年８月

E氏（70代 / 男性 / 知的障がい）
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社会福祉法人 南高愛隣会

長崎県地域生活定着支援センター

所長 伊豆丸 剛史（社会福祉士）

全国地域生活定着支援センター協議会（全定協） 事務局長

住所：長崎県諫早市福田町357－1(ブルースカイ2階)

TEL：0957-23-1332

Mail（直通）：t-izumaru@airinkai.or.jp

Facebook：伊豆丸剛史

１．事業の成り立ち～現在までの取り組み・変遷を知る（１）

◆ 平成18～27年迄に南高愛隣会が実施した「調査研究・ガイドブック（厚生労働科学研究・

社会福祉推進事業）等の資料が「南高愛隣会HP」にすべて網羅。

◆ 検索方法：南高愛隣会ＨＰ → 右上「情報公開」→ 「調査研究一覧」

２．事業化～現在までの取り組み・変遷を知る（２）

◆ 「全定協HP」に全定協で実施した「調査研究・提言」や「最新情報（国内外）」が網羅。

◆ 検索方法：「全定協HP」→「調査・報告・提言」クリック！

：「全定協HP」→「Qblog（画面右側）」クリック！

■基礎情報（主な参考資料）



中国四国ブロック研修会アンケート結果 

問１ 来られた方の所属を教えてください。 

   ａ．定着支援センター  １１名 

   ｂ．矯正施設      １１名 

   ｃ．司法関係       ３名 

   ｄ．更生保護関係     ６名 

   ｅ．行政関係      １６名 

   ｆ．障がい者関係    ２１名 

   ｇ．高齢者関係      ９名 

   ｈ．子ども・教育関係   ４名 

   ｉ．その他       １７名 

                ３名（一般） 

                ９名（不明） 

                ２名（ダルク） 

                １名（一時生活支援関係） 

                １名（社会福祉協議会） 

                １名（開催法人） 

   ※無記入         ３名 

 

問２ 中国四国ブロック専門研修会に参加されたきっかけは何ですか。（複数可） 

   ａ．研修会のテーマに興味があったから  ３４名 

   ｂ．講師の方に興味があったから     ３６名 

   ｃ．チラシで興味を持ったから      １９名 

   ｄ．上司・同僚・知人からの勧め     １６名 

   ｅ．職務上、必要性を感じたから     ３９名 

   ｆ．その他                ６名 

     ・開催案内の通知があったから     １名 

     ・ダルクから             １名 

     ・定着センターから案内があったから  １名 

     ・水谷先生の話を聞きたかったから   ２名 

     ・特別講演に興味があったから     １名 

 

問３ 中国四国ブロック専門研修会の開催日程・時間の長さについてはいかがでしたか。 

 Ａ 開催日程 

   ａ．平日で良かった     ６８名 

   ｂ．休日のほうが良かった   ２名 

   ｃ．どちらでも良い     ２４名 

   ※無記入           ７名 

 Ｂ 時間 

   ａ．長い           ９名 

   ｂ．ちょうどよい      ７６名 

   ｃ．短い           ０名 

   ※無記入          １６名 
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問４ 講演についての印象・感想をお聞かせください。 

A 基調講演（伊豆丸氏） 

 ａ．大変有意義だった     ５２名 

 ｂ．有意義だった       ２３名 

 ｃ．普通だった         ４名 

 ｄ．もの足りない        ０名 

  ※無記入           ２２名 

  

・事例、エピソードを元にした内容で、説得力があった。いかに関係機関を繋ぎ、組織

化してきたのか良くわかった。“失ったものに目を向ける”“良い感情記憶”“自ら会い

に行く、回数を重ねる”など、印象に残った。 

・事例があってわかりやすい。 

・モデルケースとして全国初のセンターをゼロから始めた中での気付きや、仕事の進め

方や「仕組み」を構築していった経験を教えてもらえた。 

・自立支援協議会を活用する取り組みは参考になりました。 

・何度かお聴きしているが、いつもシステムが向上、しっかりしてきて驚いている。そ

して１人１人を大切にしている。 

・事例や取り組みが具体的かつ先進的で大変勉強になった。 

・初めて定着支援センターのことを知った。 

・知らない取り組みを知ることができ、参考になった。 

・地域生活定着支援センターの概要や仕事が外部の人間にも知ることができた。 

・現場での苦労など、伝わるものがあり良かった。 

・いろいろなヒントをもらった。実践せねばと思います。 

・熱意が伝わってくる内容でした。お体ご自愛なさって、燃え尽きに気を付けながらご

活躍下さい。 

・実体験に基づいた内容で興味深い講演であった。入口支援の重要性、面接時の関わり

方が今後の参考になった。 

・言いたいことがたくさんあったのだと思う。話が流れていった。 

・手を尽くして職務遂行に当たっておられるのがよくわかった。 

・定着支援センターの役割や今後の課題についてわかりやすかった。 

・中々きくことが出来ない話を聞くことができた。今後の県での活動にも役立つと思う。 

・昨年度、1年間、刑事施設の作業統括というポジションで働いて、刑務作業はこれでよ

いのかと思い悩んでいましたが、矯正側の人間としてふがいなさを感じています。私

たちの手の届かないところで助けていただいており、心から感謝しています。最近、

自分の無力さを痛感しているところですが、自分なりに出来ることを今後もやってい

きます。１０年でいろいろ進められたことに感銘を受けました。さらに向こう１０年

でもっともっと変化すると信じています。 

・当事者の方とのコミュニケーションの仕方について、どうすれば良いのかわからない

ところがあったので参考になった。 

・感情印象勉強になりました。 

・長崎で行われている官民協働の取り組みを聞き、とても参考に興味深く聞かせていた

だいた。日々の仕事にも参考になる内容だった。 

 ・支援する上で大切なことに改めて気付かされた。 



中国四国ブロック研修会アンケート結果 

 ・支援の熱意が伝わってきた。関係性構築においては、対象の方が誰であろうと通じ

るものを共感できた。支援で悩んでいる職員に伝えたい。 

 ・事例を通してのお話はとても説得力があり、学ぶことが多かったです。 

 ・何が目的で何が問題で、今度どうしなければならないのか道筋が見えた。 

 ・何か出来る事があればと思います。 

 ・犯罪者だけでなく、あらゆる相談支援、対人支援に関わる人に通じる話だった。資

格や技術で仕事をしているの？と思うような専門職に、最近、よく出会います。そ

ういう人に聞いてほしい内容でした。福祉部門は人員削減、人材確保困難などで、

どこも疲れ果てています。国、県、市町村は改めて適正な人員配置、人材確保を本

気で考えてほしい。 

 ・定着支援センターは知っていたが、より具体的なことを聞き、自分の業務の事例に

見直すこともあった。誰でもできる体制づくりを連携体制の体制さを１つ１つして

いくことの大切さに再び気付きました。 

 ・体験に基づくお話をいただき、非常に有意義でした。自分の立ち回り方にも変化が

ありそうです。 

 ・貴重すぎる話、大変感銘を受けました。 

 ・意識の高い方の話を聞くのは、仕事への原動力となる。 

 

B 特別講演（水谷氏） 

 ａ．大変有意義だった     ７９名 

 ｂ．有意義だった       １６名 

 ｃ．普通だった         １名 

 ｄ．もの足りない        ０名 

  ※無記入            ５名 

  

 ・心の支えになる言葉があったから。 

 ・今の日本の本当の姿が実に脆い状態に気付いた。私は孫が生まれたばかりですが、こ

の子のためにもできることをします。孫と外で遊ぶ、スマホを見せない。 

 ・勉強になった。 

 ・１８年ぶりに話を聞いたが、変わらずパワフルで説得力のある語りで勉強になりまし

た。 

 ・ずっと聞きたいと思っていた。水谷先生のお話を聞くことができて感謝です。 

 ・話し方がよい。 

 ・水谷先生の２９年の活動が大変よくわかった。薬物に対してもよくわかった。 

 ・わかりやすく、日常にまぎれている、見ようとしていな現実を改めて、教えてくれ、

気付かせてくれました。ありがとうございます。 

 ・現場に向き合い、走ってきた水谷司の言葉ひとつひとつに圧倒的な説得力を感じまし

た。 

 ・ずっと拝聴したかったので良かった。ユマニチュードの話が出て嬉しかった。我が家

は要介護５の父を中心に４家族１４人で幸せです。この父は DV（虐待）の人でしたが、

孫が生まれてから変わりました。私の夫も、妹の夫もアルコール依存症でしたが、今

は時（治療）が解決しました。今は幸せです。 

 ・さずがです。 



中国四国ブロック研修会アンケート結果 

 ・薬物犯罪の実態を教えてもらった。いのちの大切さを教えていただいた。午前８時、

午後３時の子どもの見守りをしてみたい。 

・とても興味深い内容だった。おもしろかった。 

 ・子どものために大人が変わる、地域が変わっていくことで、様々な問題が解決する手

助けになると感じた。本当に良いお話でした。聞けて良かったです。 

 ・とても良かった。涙が出ました。しかし。障がい者に関わるものですので、「健全な心

にこそ健全な心が育つ」には、？です。 

 ・はきはき喋っていただいたので、わかりやすかったです。 

 ・普段聞けないお話が多く、貴重な機会となりました。これから出会う１人ひとりの方

に、地道に向き合っていこと思いました。 

 ・今一度、今の生活について見つめなおす機会をいただきました。先生の思いが伝わっ

てきました。 

 ・参考になり、取り入れるもの、怖くなったこと、いろいろあった。 

 ・やはり著名な方の講演は重く心に残ります。大変よく、感銘いたしました。 

 ・実体験に基づく大変迫力のあるお話だった。薬物関係でも色々知ることができた。 

 ・聞けて良かった。ありがたかった。自分の出来ることをやっていきたいと強く思った。 

 ・実体験に基づく話で、心を動かすものがあった。自分の生活で今何ができるのか、ま

た、国の動向など、もっと勉強する必要性を感じた。 

 ・ドラッグ、リストカットなど、子どもが陥る原因、明確に話をしてくださり、よくわ

かった。 

 ・現場での実体験を基でのお話に地域でできること、また、更生保護女性会での取り組

みの中でできることを先生の言葉を胸に取り組んでいきたいと強い思いを抱かせてい

ただきました。 

 ・あらためて自分の住んでいる町を見つめなおしてみようと思いました。 

 ・薬物や依存症について、改めて考えなければならないと感じた。 

 ・子どもの実態について、あまり考えることがなかったが、今回の話で意識を向けるこ

とができたから。 

 ・冒頭から少年法改正の話から入られたことは私の立場としてはすごくありがたいこと

です。心から感謝します。ビデオ録画の上、全ての法務教官に見せたいです。ここに

出張を認めてくれた施設にも感謝。職場の人間関係で日々悩んでいましたが、そんな

場合ではない。と改めて魂をふるわされました。 

 ・子どもの犯罪のかげにある環境（親・家族含む）を理解し、その子と対話できる関係

のきずける自身になるために、もっと、自分の人間力、心をたがやせていきたい。そ

うありたいと強く感じた。 

 ・非行少年少女やドラッグについて自分の体験を含めた内容に心がうたれました。 

 ・とてもすばらしい内容でした。知らないことも多く、自分の活動にとても学びが多か

った。 

 ・とても共感や気付きがありました。話す内容（経験）がすごくひきつけられました。 

 ・やはり感動いたしました。ありがとうございました。 

 ・福祉の原点、教育の原点に戻ることができました。 

 ・様々な分野の内容と経験を聞けて、大変感慨を受けた。 

 ・新しい気付き・発見が出来なかった。 

 ・社会の陰陽、心が傷つきながら、生と死のぎりぎりで暮らしている子ども達、大人が



中国四国ブロック研修会アンケート結果 

多くいる実態と、そんな人達を一人でも多く救うために懸命に活動されている先生の

話を聞かせていただくことができ、改めて自分の生き方を見つめなおすことができた。 

 ・命がけの人生のお話に考えさせられることが多くありました。 

 ・子どもたち、若者たちのおかれている環境をもう１度しっかりと目を向けていかなく

てはならないと感じた。 

 ・大人社会の責任を感じます。良い話を聞かせて頂きました。ありがとうございました。 

 ・地域の中でも出来ること、家庭の中で出来ることがあり、そこから活動が巡り巡って

犯罪防止につながるということを考えると、直接、犯罪や薬物に関係のない仕事から

でも役立てることがあると考えることができました。 

 ・青少年問題は地域の再生から、いろんな意味で人としても勉強になった。 

 ・小さなことから、薬についての考え方について振り返ることが出来ました。当たり前

に思っていたことの振り返り、考え方も違うことを思いました。 

 ・聞く方もエネルギーを使いましたが、自分にも何かができそうです。 

 ・大人から変わる、目が覚めました。 

 ・実践されている活動が聞けた。 

 ・水谷先生の思いの強さをひしひしと感じられた。地域・大人の責任の重さを感じ、少

しでも力になれることがあれば良いと思いました。 

 

 

問５ その他、どのようなことでも良いので、本日の感想をご記入ください。 

 ・大変有意義な研修でした。今後に活かしたいと思います。 

 ・現状の認識を改める良い機会でした。 

 ・国土交通省の規則への要望は法務省からもお願いした方がよいものを感じた。全定協

さんの取り組みは矯正職員として知っておかないといけないと感じた。法務省矯正局、

矯正研修所に各種研修で講義のコマを入れてもらえるとよいと感じた。今日、岡山の

定着さんから郵送で募集があり、当院では必要と感じて参加させていただいたが、矯

正局、各地矯正管区を通じて連絡し、参加してもらうよう働きかけた方が現場からの

参加が増える気がしました。 

 ・水谷先生のお話は説得力があり、対象者への見方を考えさせられ、その背景、環境に

も思いをはせる必要性、知ろうとする活動が大切だと思いました。ありがとうござい

ました。 

 ・今回の研修会の内容を整理して仕事に生かしていきたいです。 

 ・水谷先生の活動を心より応援したいです。あたたかい家庭、地域の力が大切というこ

とを改めて感じました。 

 ・また、よろしくお願いします。 

 ・定着支援センターではできないこと、各支援者との連携が必要とありましたが、各支

援者一機関では支援の限界を感じています。その中で定着支援センターの支援にも助

けてもらっており、大変ありがたいです。今後も連携よろしくお願いします。 

 ・水谷先生のお話し良かったです。ありがとうございました。 

 ・基調はお話を聞くことができました。 

 ・具体的先駆事例と成功事例紹介にて今後、多民族社会化への変化に併せた対応へも準

備すべきではないか。 

 ・国、県の報告はひとまとめに、もっと短くてもいいです。講演の方に注力してほしい。
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良い講師の先生方を呼んでいただいてありがとうございました。 

 ・全体として専門研修会ですが、仕事、家庭にもつなげられることもあると思いました。 

 ・短い時間と感じることもありましたが、充実していたと思います。 

 ・スタッフの皆様ありがとうございました。 

 ・心の病、リストカットにもっと関心を持っていく。 

 ・時間に間に合うように来たのに、駐車場がなく、最初の方は話が聞けなかった。鳥取

市内に土地勘もなく、もらった地図もあまりにも簡単すぎてわからない。もう少し配

慮があってもいいと感じた。研修前には駐車場の事は有料になるなら知らせてほしか

った。 

 ・駐車場の案内をこちらが十分に把握できていなかったので近隣を探し、時間を要して

しまった。当局の方から渡された地図も少し市外の者には？ 

 ・金、金、金、お金の話しかない。 

 ・水谷先生がお元気そうで安心しました。 

 ・基調講演と特別講演は別の日や別会場にしてほしい。参加層、参加人数が違い過ぎて、

研修に集中できない。効果も半減すると思う。 

 ・ありがとうございました。 

 ・便利さのために子どもを犠牲にしない。 

 ・勉強になるお話ばかりでした。ありがとうございました。 

 ・体験談が多かったので、伝わりやすかったです。 

 ・ありがとうございました。 

 ・みのり多き、研修でした。元気もらいました。ありがとうございました。 

 ・とても良い研修会でした。ありがとうございました。 

 ・参加する機会を得られ、実に幸運だった。 

 ・水谷先生目当ての方にも定着のことを知っていただくよいきっかけとなり、とても良

い機会だと思います。ありがとうございます。 


















































































































































































































