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はじめに

大坪

省三

した。すなわち、笹川浩利「帯広市における障害者の
地域生活支援体制に関する一考察－帯広市地域自立支

本紀要前号において「わが国地方都市・帯広市にお

援協議会の事例調査を踏まえて」、谷口奈美「続帯広・

ける生活および経営の困難状況と福祉社会化システム」

十勝における精神保健福祉見聞」、佐川和雄「帯広地域

と題し、人口17万の帯広市の社会構造と社会変動を調

精神保健福祉の開拓者にお会いして」、さらに山田宣廣

査研究して来た立場から、まず「福祉社会」の概念を人々

「帯広市取材記録」および（当研究員松本教授ゼミ生）

一般の福祉を目指す社会と幅広く捉え、次に福祉的諸

市川藤雄「帯広・十勝地方における「年金に関する調査」

活動が行なわれる場としての地域社会のありようを捉

について」である。

えることで「後年度何らかの論点提起を打ち出したい」

第四点は当センター 6月研究会で「帯広市に存する各

と述べていた。

種団体活動分野別／設立年次別一覧表」を発表した。

「福祉社会化システム」の語は地域社会における積

標題を「帯広・十勝」と拡げたが、帯広市域を中心

極的な取り組み（社会変動）へ注目せんとする立場

とするに変わりなく、しかし取り上げる団体の活動が

を込めている。そのありようの一端たる関連各種団体

帯広市域に留まらず十勝一円に及ぶ場合があるため、

一覧表を作成し（前号には収録されなかった）、福祉社

かく表わした。

会化システムとして当地にさまざまな取り組みがある
ことを確かめ、本年度の研究目論見を次の四点とした。

１．福祉社会化システムの一環と見る各
種団体例

一つに既収集文献資料の活用、二つは関連機関・団体・
特定個人への聞き取り、三つに研究テーマに関わる専
門性を有する夜間大学院生に現地調査へ同行してもら
い、四つは研究中間発表を行なうと記した。

ここで福祉社会化システムというのは、“無いものを

これらいずれもほぼ所期の目標を達成出来た。すな

有るように”“有って欲しくないものを無いように”

わち、第一点は収集文献資料を活用して本年度社会学

“不自由なものを自由に”“乏（とぼ）しいものを豊

部紀要に「明治期十勝開拓と都市帯広の形成過程」と「大

かに”等、状況を好転させんとする組織立った取り組

正昭和平成期、都市社会帯広の展開試論－商店街を軸

みを指す。

に」を投じ、調査地の越し方を跡付けた。

言うまでもなく、市町村役所の関連部局、病院、保

第二点と第三点は本年9月半ば数名の夜間大学院ゼミ

健所、児童相談所、保育所、学校、社会福祉協議会、

生を伴って実行した。その成果を2008年度東洋大学帯

商工会議所、公共職業安定所、警察署、消防署等の公

広・十勝調査団編『十勝平野、くふうの数々－2008年

的組織は福祉社会化システムの一環を担っている。

度東洋大学帯広・十勝報告書』（2008年12月刊）へ収録

これらと同様に、上に述べたような目的を持ち、当
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地に生きる人々によって運営されている後述各種団体

そしてさらに絞り込み、福祉社会化システムの一環

もまたその一環を担っていると捉える。この捉え方は

と捉えた下記９団体の設立過程、活動内容等を収集資

当の団体の方々に了解して貰えるのではなかろうか。

料から描き、このように捉える妥当性を示したい。

このような組織の構成単位としては、生活ないし経

文中「K08.3.18」等とあるのは、十勝毎日新聞2008年

営上の困難を抱える個人や家族と、それら個人や家族

３月18日付の記事であることを示す。なお、同紙は原

が加入ないし居住する事業所や特定の地域社会でもあ

則署名記事化されているが、ここでは日付のみ記す。

り得る。個人ないし家族の生活上の困難をもたらすも
のとしては、疾病傷害、身体障害、知的障害、精神障害、

２．日本オストミー協会帯広支部
－患者家族当事者組織例

出産育児、高齢化に伴う諸困難、母子父子家庭、生計
逼迫、失業、被災、出自による差別等があり、特定地
域居住者の多くに生活上の問題となるのは公害環境問
題や災害等がある。各種事業所の経営上の困難や存続

精神障害分野を別として、帯広市には（一部十勝管

の不安をもたらす要因には人口減、売り上げ減、後継

内他町村に本拠を置くものを含む）患者家族当事者組

者難等種々あろうが、そして倒産や閉鎖に至り、失業

織として、さまざまな疾患毎に団体が結成されている。

や中心商店街さらに地域社会の衰退をもたらす。

疾患別に見れば、「十勝健胃会（胃切除）」「帯広睦月

本紀要前号で、「帯広市に存する各種団体活動分野別

会（脳卒中後の機能回復）」
「ポプラの会（慢性腎不全）」

一覧表」に収録した約４千団体（子供会や町内会や防

「日本糖尿病協会十勝支部あゆみ会」「リウマチ友の会

犯協会支部などは一部を収録しており、それらの全数

北海道支部十勝連絡会」「あけぼの会帯広支部（乳癌）」

を加えれば約６千団体）中、“福祉社会化システム”と

「日本子宮内膜症協会・十勝自助グループ」「十勝アレ

見做したものの多くを「別表－2」として組み込んだ

ルギー児を持つ親の会」「小児ぜんそく友の会」「全国

が、編集上の都合故か登載されていなかった。その数

パーキンソン病友の会北海道支部帯広ブロック」「北海

は約 150団体だった（該当団体のすべてではなく、町内

道後縦靱帯骨化症友の会十勝支部」
「二分脊椎症児（者）

会や障害者対応カラオケ教室等を含めれば１千を越え

を守る会帯広地区」「北海道脊髄小脳変性友の会とかち

よう）。改めてその団体名の一部を設立年代順に示すと

地区連絡会」等がある。まだ帯広・十勝で支部を立ち

次のようなものだった。

上げるに至っていない例として「色変ひまわりの会北

1970年代「帯広厚生年金受給者協会」「帯広グルッペ

海道支部（網膜色素変性症）」があり、十勝にも会員が

手話の会」「帯広建築大工奉仕クラブ」「帯広車いすの

いる。疾患ではないが、輸血時に備える「帯広市白ば

会」。1980年代「帯広ハンディキャップスキー協会」
「日

と友の会（RHマイナス）」や全国で4例目という悪性褐

本岳風会北海点字図書館詩吟教室」。1990年代「点訳金

色細胞腫の手術を要する難病患者を支援せんと「がん

曜会」「院内学級を早期に実現させる会」「帯広市中途

ばれ！みゆきさんの会」のごときも結成された。無論、

難失聴者協会」「障害者等震災・災害対策検討委員会」

「北海道難病連盟十勝支部」が結成されている。

「帯広地区ことばを育てる親の会・口蓋裂部会」「帯広

さて、人工膀胱・人工肛門を装着するオストメイト

グループホーム・サポート研究会」「帯広地区重症心身

の当事者組織として三団体を新聞記事から確認した。

障害者（児）を守る会」。2000年代「十勝社会福祉法人

一つはこのところその活発な取り組みが報じられて

経営者懇談会」「十勝圏シニアリーダー倶楽部」「引き

いる「日本オストミー協会帯広支部・やすらぎの会」
（支

こもり青年の家族会たんぽぽ」「とかち福祉住環境を創

部長坂本林子／士幌町居住、会員約40人／ 05.5）である。

造する会」「チャイルドラインおびひろ」「帯広市福祉

この会は2004年4月に同協会北海道支部帯広分会・やす

有償運送等運営協議会」「NPOとかちひとり親サポート

らぎの会として結成され、翌2005年5月帯広支部に昇格

センター」など。

した。その設立準備に当たった坂本は東京でデザイナー
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３．帯広車いすの会および二つのあんだ
んて

として活躍したが1979年直腸ガンの手術で人工肛門を
装着することとなり、「においや漏れ、かぶれなど、最
年士幌に戻るが「オストメイトの集まりが十勝になかっ

知的障害、身体障害、精神障害の三障害のうち、精

たことに驚」き、同協会北海道支部に加入しているの

神障害者の保健福祉については、前述のように谷口奈

は十勝で坂本一人だった由。「直腸、小腸の機能障害者

美や佐川和雄のレポート、またそれらに先立つ高橋克

が約500人いるとされる十勝だが、以前あった患者会は

典（本学大学院福祉社会システム専攻修了、多年度の

立ち消えとなっている」と、状況判断が綴られている（以

帯広・十勝調査団員）による詳細な報告があるので本

上、K03.8.25）。

稿では取り上げない。またこの「帯広車いすの会」に

筆者が収録した記事によれば、人工膀胱装着者とそ

ついては前述報告書に笹川浩利による当会吉澤一廣代

の家族による「帯広・十勝碧空（あおぞら）会」が

表への取材レポートがある。表題後者は「ボランティ

1989年に結成され、補装具運賃問題等で業者と帯広市・

アの輪・あんだんて」と「ジーニャルパートナー・あ

十勝支庁へ要求を出すなど活動し、2004年に会員約50

んだんて」であり、どちらも車椅子生活の島道子が代

人で15周年を祝っている（K04.8.5）。ただし人工膀胱で

表を務める。これら三者に共通するのは車椅子生活者

ある。人工肛門については「オストメイトクラブ愛の会」

の立場からする“福祉社会化システム”の推進活動であ

の設立準備会が帯広第一病院を拠点に1989年末に開催

る。

され、1993年同病院で情報交換の会合があったと報じ

「帯広車いすの会」は1952年設立北海道協会帯広支

られていた（K89.11.18, K93.10.17）。この会に関する記

部から1996年社団法人化した「帯広身体障害者福祉協

事はその後見られず、上記判断に至ったと推測される。

会」（2006年現在会員約4百名）の10の地区別分会と6部

東京で第一線の仕事を手掛けた坂本はその後活発に

会中の車いす部会でもあり、1975年結成された。1930

活動した模様で、長年の知り合いという帯広ワシント

年帯広生まれの吉澤代表は元道立商工高校、帯広工業

ンホテル支配人へ訴え、2004年十勝初の専用トイレが

高校教諭で前者に在職中後縦靱帯骨化症となり、1968

同ホテルに設置された（わが国初設置は1998年習志野

年頃から車椅子生活になった由である。その立場から

市役所の由）（K04.5.21,K08.1.16）。以後、帯広市内や管

歩道の段差や公的施設の改善点を積極的に発言して来

内全町村に次々対応トイレが設置され、2008年３月現

た。たとえばＪＲ帯広駅の高架化に際して同駅の設計

在、市内では市役所、市図書館、動物園、帯広三条高校、

段階で相談を受け、施設の障害者対応を一年掛かりで

JR帯広駅、後述藤丸百貨店等々約50個所に設置済みと

協議し合い、その結果「札幌駅を上回る」ものになっ

いう（K08.3.18）。2005年8月には帯広市清掃事業課が当

たという。そして「「他人任せ」でいたのでは、いつま

会他と検討の上特注し、オストメイト用トイレも設置

でたっても変わらない。自らの生活範囲を広げるため

した「道内初の身障者移動トイレ」が納入されている

にも、自分たちで気付いたことはどんどん言わないと

（K05.8.29）。

いけない」と語っている（以上 K96.12.8）。

十勝管内や釧路市在住の会員約50数人の当会2008年

吉澤は2002年6月障害者や高齢者の外出支援を目的と

新年の集いに参加した日本オストミー協会専務理事は、

する道東初の「NPO法人自立生活センターハンズ帯広」

同協会62支部の中で帯広支部による対応トイレの設置

を理事長として立上げ、また在宅の障害者、高齢者、

呼び掛けを高く評価し、また坂本は「自宅にこもって

生活保護受給者へヘルパーを派遣する「ホームケア緑

いるオストメイトの方のために、地元の医療期間と密

苑帯広」も立ち上げた（K02.12.22）。

接に連携し、帯広支部の活動を全国に発信」したいと

「ボランティアの輪・あんだんて」はスナックを経営

述べたという（K08.1.16）。

していた当時、転落事故で車椅子生活となった島道子
代表らが心身障害者の気軽な相談に応じる場を作ろう
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と1999年に設立した。
「病院は病院に関連した分野だけ、

ていた組織が打撃を受け、同機能を維持せんとした稀

市町村も細かい生活面にまでは対応できないと感じた」

な事例である。

からだという（K06.1.17）。会員は車椅子生活者に限ら

帯広・十勝における心身障害児・者とその家族に対

れてはおらず、十勝毎日新聞紙上にしばしば「ボラン

する施設そして当事者および支援者たちの団体は、充

ティア活動に関心のある方、一緒に楽しく活動しませ

分ではないのだろうが、今日数多く設立されている。

んか」と募集広告を出して来ており、昨年は「施設訪問・

たとえば1992年結成された「障害児の高等部希望者全

手話・機関誌発行・ホームページ等色々な活動をして

入を考える十勝の会・ヒューマンボイス十勝の会」は、

います」と活動内容を例示した（K08.5.2）。2006年時点

帯広養護学校中等部から中札内村にある管内唯一の中

の会員数は約30人という。2004年には前年からの取材

札内高等養護学校への進学が1993年度受験者17人中3人

を経て『車椅子でおでかけ!!』と題する全29頁のガイド

しか認められず、道教委に帯広養護学校へ高等部の併

ブックを刊行した（筆者入手）。

設を求めたりしている（K93.9.20）。

島はまた病気や事故で障害を持った人やその家族ら

また、市内住宅地西端、帯広盲学校・聾学校と並ぶ

の相談に応じようと、翌2000年「気さくな仲間」とい

帯広養護学校に通う子の学童保育所をその親たちが

う意味の「ジーニャルパートナー・あんだんて」を上

1995年開設した。子どもが帰宅すると「たいてい親は

記団体の会員ら数人と立ち上げた（K00.12.4）。こちら

つきっきりになる。このため母親の多くは午前中のみ

はそうした障害を持つ人や家族の相談に応じて関係機

の勤務か、働いていない場合が多い。健常児と同じ学

関との橋渡し活動を中心とし、介護福祉士、理学療法

童保育所（共働きが条件）にも入れ」ず以前から要望

士、ヘルパー、医療事務職、建設業者らが会員である

が強かった由であり。道内初の試みという。このクラ

（K05.4.13）。ある会員は「一人で考えていては分からな

ブ設立に帯広養護学校の田中利和教諭が関わっていた

いことでも、メンバーの人脈を生かせば答えが出せる

（以上K95.11.3）。

ことも多い」と述べており（K00.12.4）、集団化するこ

その2年後の1997年、「一般学校の特殊学級に通う子

とで発揮される機能だと言えよう。

供の親からも要請があったため」（K99.1.22）、田中教諭
らはある町内会館を借りて主に重度の知的障害児の一
時預かり（レスパイトサービス）をすべく「フリーダ

４．障害児支援フリーダム十勝の顛末

ム十勝」を立ち上げた。1999年末にはNPO法人の認証
を得た。2002年二つ目の施設を稲田地区に開設し、翌

心身障害児に関わる「NPO法人フリーダム十勝」ほ

年の支援費制度化に向けて北隣の音更町に肢体不自由

か関連団体は積極的な活動を展開しているが、この団

児を含む三つ目の施設を開いた。その後も市および管

体は今日なお動機未詳ながら代表者とその妻の死亡と

内他町に施設を開設し、事件発生時の2007年には計12

いう衝撃的事態を迎えた。この事態に対して関係者は

施設に及んでいた。この間の2006年度、支援費制度に

どのような善後策を講じねばならなかったか。

よる利用増の見直しともなるサービス利用者１割負担

2007年2月初旬足寄町の妻方の実家へ一家で訪れてい

化の障害者自立支援法が施行された。

た夜間、同団体職員でもある妻が絞殺され、容疑者で

なぜ事件が起きたのか、そして「フリーダム十勝」

行方不明だった夫が半月後網走管内国道沿いで凍死体

に不正経理があったとして道がサービス事業者の指定

で発見された。その後、代表者による不正請求が発覚し、

取り消しに動いているという報道が始まり、地元紙は

道庁により障害者自立支援法に基づく事業所指定が取

背景説明を読者、取り分け利用者たちに求められたと

り消され、帯広市内ほか管内各地12事業所の利用者た

言えよう。慎重を期したと思われる報道が数度行なわ

ちは事業継続に向けて1年余に及ぶ取り組みを余儀なく

れた。すなわち同年9月「尾崎理事長（後任の理事長

されたのだった。“福祉社会化システム”として機能し

－引用者注）は「田中利和前理事長が運営や経理を一
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５．とかちシングルマザーの会、そして
夜間保育所

手に担い、職員が制度をよく理解せずに運用していた
のが要因」と「ワンマン経営」による組織体質を認め、
ても言えない雰囲気があった」と明かし、ぜい弱な組

北海道、そして当地の離婚率の高さがつとに言われ

織だった」。「障害者自立支援法の施行以降、登録人数

て来た。生別にせよ死別にせよ、幼な子を抱えて母子

ではなく利用人数により費用が給付されるようになり、

家庭となった女性のその後の生活に苦労が多かろうこ

利用者にも１割負担が強いられた。同法人は利用者が

とは容易に想像出来る。そのような“シングルマザー”

減り、同法が完全施行した同年10月以降、3カ月連続で

に対する諸取り組み、またその女性たち自身による組

8 ～ 11％の収入減となった」と報じた（K07.9.15）。不

織化と諸活動が見られる。その一つ「とかちシングル

正請求・受給は支援費制度が導入された2003年頃から

マザーの会、Ｓ・マ倶楽部」の取り組みと、公的な夜

行なわれていたという（K07.8.31）。なお、道の十勝保

間保育所が開設された経緯を辿ろう。

健福祉事務所が、事件に先立つ同月1日、「サービス利

母子家庭の母親たちによる団体としては（第二次大

用料の不正受給などを指摘する告発を受け」、監査を開

戦前に存在していたか未確認）、戦後間もない1948年「母

始していた由である（K07.8.30）。

子連盟」が結成され、1958年「帯広母子連盟」と改称し、

同事務所は不正受給の返還要求額は管内10市町村合

翌々 1960年「帯広母子会」と改称して同年中に全国組

計で 2,184万円、内帯広市分1,396万円と公表し、翌年

織に加盟、さらに2000年40周年を機に「帯広市つくし会」

4月に指定取り消しになるとした。尾崎理事長は経費

と改めた。その折の会員は約 180人だという。

を削減してそれまでに返納したいと述べている（以上

『帯広の保健福祉』平成20年版によれば、市内の母

K07.12.6）。ただし後日、法に基づく４割加算分はそれ

子世帯数は2003年度から2007年度までの間２千６百世

までの社会貢献と「個人が利得を得たわけでないこと

帯余で推移している。2005年国勢調査世帯数73,629の

を考慮し」請求放棄を願い出た（K07.12.21）。該当する

約４％に当たる。母子世帯の母親たちの一部が同会に

7市町村は翌1月計約 185万円の4割加算分の免除方針を

加入していることになる。また、母子世帯かどうかを

固めた（K08.1.23）。

別にして、育児中の母親たちの団体は「育児サークル」

さて、こうした事態に利用者たちはどう対応したか。

として数十見られる。双子を持つ母親たちの「双子ザ

詳しく辿るには紙幅が足りぬので掻い摘んで述べよう。

ウルス」、“ギャルママ”たちの「ROCO･MARIA」、意

利用者たちは次々と会合を持ち、事業継続を求めて後

志疎通が苦手な子の親たちの「infant」といった団体も

任理事長等役職者を決め、「フリーダム十勝」は「てぃ

ある。

んくる」としてNPO法人の認証も得、後述フリースクー

こうした状況下、2000年表題の団体が結成された。そ

ル「自由学舎クラムボン」を含む13施設中の7施設を引

の名称は「シングルマザー倶楽部」（K00.7.1）、「とかち

き継ぎ、他の町村部5施設はそれぞれ新たな運営団体が

シングルマザーの会「Ｓ・マ倶楽部」」（K02.5.2）とも

結成され、NPO法人格を得て事業を継続するに至った。

記され、最新の記事では表題のごとくである（K07.4.20）。

ただしこの間、尾崎理事長の後任者は、その運営方針

代表の松村明子は帯広市生まれで札幌で生活、2児の母、

に異が唱えられて解任され、三人目の後任理事長となっ

1999年離婚して翌年8年ぶりに帯広に戻り、「同じ境遇

ている。かくて、機能していた“福祉社会化システム”

のシングルマザーが元気になれる会を」と十勝管内の

の一環は壊れることなく継続した。

母子家庭の母親たちで結成し、アロマテラピーサロン
を経営する一方、後述高齢者下宿「菜の花」の事務局
も担当しているという（K06.1.1）。2000年の記事では、
衣料品店「有沢」など5店の協力を得て、会員優待制度
を発足させた（K00.7.1）。
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６．不登校の本人・家族・公的機関の取り組み

別の記事では「帯広に育児サークルはたくさんあり
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ますが、平日の昼間に活動するケースが多く私たちの
ように働きながら一人で子育てしていると参加ができ

小中学校へ通う児童生徒たちの不登校が問題視され

ません。帯広広小路の空き店舗対策でスタートしたFM

て来た。わが国全域に適用される学校教育制度であれ

ラジオ局のパーソナリティをしていた関係で、そこで

ば、帯広・十勝に私立小中学校こそないものの、当然

呼び掛け、十一人のシングルマザーと立ち上げ」た由

公立小中学校がある。そして、不登校の児童生徒がい

である（K01.5.27）。この記事では「月二回の定例交流

る由であり、この状況への取り組みが当地でもいくつ

会が柱です。「子供たちに土に親しんでほしい」と、知

か見られる。拙稿「帯広市に存する各種団体活動分野

り合いの畑で農作物の収穫体験もしました。帯広の七

別一覧表」中、教育課題・問題の項に次の団体や公的

夕まつりにも参加した（広小路の商店街組合が主催－

機関が見られた。設立年順に列挙しよう。

引用者注）ほか、手弁当で女性弁護士の篠田奈保子さ

●

1993「はるにれの会」（不登校児の親たち）

んに講師を務めてもらい、講演会も主催しました。つ

●

1994「学校適応教室“ひろびろ教室”」（市教委設）

い先日には、音更の母子・父子会「ブルー・スカイ」

●

1995「フリースペースピュア」（自助グループ）

とも初めて交流会を開きました」「自分たちの境遇を慰

●

1999「もう一つの学校を考える会」

め合うだけの会にしたくなかったのです」「情報誌を発

●

2000「とかぷちフリースクールネットワーク」

行します」「まちづくりにもどんどん参加し、ほかの組

●

2000「ＰＡＳ・星の森スペース」（中札内村在）

織とも連携していきたい」
「中心部の高齢者下宿事業（ラ

●

2000「自由学舎クラムボン」

ブサムプロジェクト）がスタートしたら、会員の子供

●

2001「引きこもり青年の家族会たんぽぽ」

たちと高齢者との交流会をさせてもらおう」と語って

●

2002「そよかぜ」（不登校者対応音楽教室

いる（K01.5.27）。

●

2003「訪問フリースクール」（クラムボンが）

●

2004「少年マナーアップ・居場所づくり推進協議会」

上記サロンは2003年広小路近くに開設し、離婚した母
子家庭や働く女性の相談所を兼ねるという（K03.7.29）。

おおよその分類をすれば、一つは不登校や引きこも

さらに「組織の社会的な信用度と認知度を高め、事業

りを心配する親たちの会、二つは当の子どもたちの会、

を拡大する狙い」で「NPO法人とかちひとり親サポー

三つはフリースクール、四つは公的機関の対応組織で

トセンター」の設立準備を進めているとのことである

ある。二つ目と三つ目は重なる場合がある。

（K07.4.20）。「アロマテラピーは最近、管内の福祉施設

まず「はるにれの会」と「ピュア」、次に「クラムボン」

でお年寄りの気分転換やリラックスを目的に利用が高

と「訪問フリースクール」および「星の森」、そして「ひ

まっている」由（K05.6.2）。松村自身、落ち込んでいた

ろびろ教室」を取り上げよう。これらの記事は筆者切

折にこれと出会って癒され、1999年日本アロマコーディ

り抜きファイルに各３件以上見られる。

ネーター協会正会員となったという。ある個人の思い

市教委によると、市内小中学校の不登校の児童・生

とそれに協力する人々によって新たな“福祉社会化シ

徒 数 は1996年 の17人 と48人、1999年20人 と54人、2002

ステム”の一環が展開している。

年24人と89人へ、この間児童・生徒総数が減少傾向に

夜間勤務の母親が相当数働く業界の団体、帯広観光

ある中での増加状況である（K03.3.26）。

社交組合が当時の高橋幹夫市長と公立の夜間保育所の

「はるにれの会」は不登校の子を持つ親と教師など

必要性について話し合い、翌1991年市の中心部近くに

20人で発足した。「最初は集まると、親はただただ泣き

開設された「すいせい保育所」もまた、その利用者は

ながら子供のことを相談していた。涙、涙の例会だっ

飲食店経営者や看護師など、8割が母子家庭だという

た」「発足して3、4年が経過し、転機が訪れる。会員た

（K95.11）。詳述する紙幅はないが、同じく中心部近く

ちは「泣いているだけでは何も始まらない。社会に向け、

に移転してその生活を支えている。

不登校の現状や課題を多くの人たちに伝えるとともに、
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同じ思いをして１人で苦しんでいる親子のために活動

力で一つの“福祉社会化システム”が形成された例と

していかなければ」と思うようにな」り、1997年会報

言えよう。

と連携し意見交換会を企画、翌年には単独で市民フォー

７．たんぽぽの会（帯広・十勝クレジット・
サラ金悲劇をなくす会）

ラムを開き約300人を集客した」。「不登校を経験した子
供自身が語る集いも開いた。現在、会員は90家族にも
増えた。その間、子供たちにも変化が訪れた」「何より
も．．．子供自身が．．．自分たちの居場所づくりとして「フ

「たんぽぽの会」とは優しい名だが、括弧内の別称で

リースペース・ピュア」を立ち上げた」「今も ．．．例会

中身が分かる。この会の設立は借金に苦しむ当事者た

にはほぼ毎回、新しい会員が泣きながら相談に訪れる」

ちによるものであり、しかもその活動が当地を越えて

という（以上K03.11.3）。会員は帯広居住者に限らず、

いた点で注目される。消費問題については半公的機関

町村居住者もいる。

たる「帯広消費者協会」があり、専任職員と業務室を

「クラムボン」は市内西方にある前述障害児の一時

有しているが、当会は任意団体である。生活苦に取り

預かり「フリーダム十勝」の二階建9LDKの活動場所が

組む点で“福祉社会化システム”の一環に違いない。

平日午前中空いており、そこで小学生から高校生まで、

1983年、全国的にサラ金問題が深刻化した当時、被

不登校生を受け入れることとなった（K00.12.12）。教員

害者約百人で設立、会員の拠出で市内に相談所を開設、

免許を持つスタッフ2人が担当して午前9時～午後3時学

「当初、ピンク電話一台だけの事務所だったが、全国で

習支援や体験学習を行ない、2003年現在11歳～ 18歳の

も珍しかったため、日本各地から相談が相次ぎ、一日

男女8人が通っていた（K03.5.30）。が、次の「ひろびろ

中、電話が鳴りっばなしだった」（西村友暉雄幹事長）

教室」には10人程度が通うに留まり、2002年度の不登

という（K98.10.21）。20周年を迎えた2003年現在の会員

校児童生徒数百人余に照らせば大半が自宅に籠もって

は174人、同年「役員の疲労から、一時活動を休止。解

いる状況であり、午後3時からクラムボンのスタッフと

散も考えた」とのこと（K03.11.22）。

利用者たちが希望者の自宅へ出向いて学習支援やカウ

「同会の基本方針は自己破産宣告をせず、本人が生活

ンセリングなどを行なうという。この「訪問フリース

を切り詰め、時間をかけてでも返済すること。会員は

クール」の利用料金は１回2時間で700円の由（K03.5.30）。

主婦や会社員など実に幅広く、これらの“経験者”が

「星の森」は1996年受験教育偏重に疑問を持ち、大阪

新規の相談者と業者との間に入り、返済交渉にあたる」

から中札内村に移住した元教員夫妻（夫は獣医でもあ

のであって、「毎週水・金曜午後七時－同九時を相談日」

る）は約5ヘクタールの敷地に宿泊室を備えた自宅と牧

に充てている（K98.10.21）。「会員の約九割はまだ負債

場で、毎週土・日曜を活動日とし、小学生高学年以上

続けている」、「苦しんで返済することによってもう二

の不登校児や引き籠もり勝ちな人を受け入れ、「動物と

度と借りないという気持ちも生まれる」と西村幹事長

触れ合いながら生活、学習するフリースクール的な場」

が語っている（K97.12.29）。

を開設した（K00.12.12）。

クレジットやサラ金返済に行き詰まった人々は互い

市教委が設置する「ひろびろ教室」は市内中心部近

の存在を認知し難いだけに、旗揚げした当会の活動、

くのビルの一室にあり、学校教育指導室長ら２人が担

相談受付の方法が地元紙に報じられ、広く明示された

当する。室長始め市教委側は「はるにれの会」会員ら

ことの意味は小さくない。

と懇談する機会を作っことから、不登校関係団体との
連携を重視することとし、「クラムボン」の利用者とも
年数回交流し、仲間を増やしている由である（K03.11.17,
K05.12.11）。生きることに困難を抱えた人と協力者の努
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８．地域交流サロンの数々、その機能

各添付写真に見る限り、男性の姿に比べ、女性が半
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数以上か圧倒的である。高齢者ばかりではなく、中年
このところの新たな動きとして“地域交流サロン”

の女性や時に幼児の姿もある。座ってテーブルを囲む

が当地でも次々と誕生している。これについて本稿提

姿が多く、低い座椅子が写っている場合がある。

出後、現地調査を行なう予定である。一定の曜日と時

2007年3月現在8つのサロンがあり、今後3カ年で計20

間帯および集会場所が定まっており、特段の参加資格

カ所に増やす計画という（K07.3.4）。翌年同月には11カ

は問われず、茶菓代として安価な費用が要る程度とい

所となっている。

う。それを運営する立場の人々のほかが会員制となっ

運営について今少し見よう。市の西方「ふれあいつ

ている模様ではなく、各種団体とは言えないかも知れ

つじサロン」の場合、「地域の小学校長、PTA会長、町

ない。が、初めて参加した人が引き続き参加すれば、

内会長、主婦、会社員、看護師など12人のボランティ

会員的状態ともなろう。注目するのは、運営者たちの“呼

アがスタッフとなり、企画、運営している。最初はスタッ

び掛け”によって、参加者たちが新たな知り合いを得、

フ以外、誰も来ない時もあったが、チラシを作って１

会合が楽しみとなり、“引き籠もり”から脱するないし

戸ずつ配りサロンをPR」、代表の佐々木伸枝（49歳、パー

それに至らずに済むという結果がもたらされると思わ

トタイマー、つつじが丘小学校評議員等）は「軌道に

れる点である。明確な活動目的があり、それに賛同す

乗ったのはスタッフのおかげ」と語っている（K06.6.6）。

る人々が加入するという一般的な組織体の姿とはかな

「東あいあいサロン」開設発起人中唯一の男性山名進（65

り異なる。そして、そこでの付き合いから特定目的を

歳）は「多いときは1日50人以上が訪れるサロンを見て、

持つ団体が結成されるという積極的展開が生じ得るの

高齢者が話を聞いてもらえる場所の必要性を痛感した」

ではないか。それだけに、運営担当者たちによる“呼

という（K05.6.17）。

び掛け”が重要な活動だと考えられる。

行き付けの飲み屋で常連客同士が互いを気遣うこと

関連記事のいくつかから状況を掴もう。「地域交流サ

と共通するものがあると思われるが、人付き合いが減

ロン好評、1年で5カ所オープン」と題する記事は、帯広

じた高齢者等に対する交流機能は大きいようである。

市社会福祉「協議会が地域の福祉活動に対し助成する

いずれのサロンもまだ開設間もない段階であり、回数

「小地域ネットワーク活動推進事業」の一環。独居老人

を重ねる中でどのような変化が生じるだろうか。2004

や高齢者の引きこもりの解消や生きがいづくり、世代

年3月帯広初のサロン「お茶の間わいわいくらぶ」は毎

を超えた仲間づくりなどを目的に始まった」「一部を除

週水曜午後１時に開催して2008年3月200回に及び、約

きほぼ週１回のペースで住民が集まっている」「参加費

60人が集まって祝ったとのこと（K08.3.6）。 さほど変

は各サロンとも1回100円」で「お茶を飲み、菓子をつ

化はないかも知れない。

まみながら午後のひとときをリラックスして共有でき
る。会の規則もなく、気ままなおしゃべりを楽しめる」

９．中心商店街衰退対処と老舗百貨店「藤
丸」支援

模様である（K05.5.24）。さらに「障害者や子育て中の
母親、介護中の人など社会と接点を持ちづらい人が集
う場所」との説明が見られ、「地域の有志が運営し、市
社会福祉協議会が助成する」との解説がある（K05.6.17）。

自家用自動車の普及、大型店の郊外進出等に伴うわ

会場はおよそ小学校区単位に設置されている福祉セン

が国地方諸都市の中心商店街衰退状況はここ数十年来

ターが多いようである。たとえば「ふれあい北サロン」

の問題となっており、帯広市もまた同様である。中心

は毎月第1・3木曜日の月2回、いずれも午後1時半から4

商店街には物販が主たる昼の顔と飲食が主たる夜の顔

時まで、北福祉センターで開催される（K07.5.19）。こ

があり、前者の打撃が大きく、空き店舗の続出で見通

の記事の際は約70人が参加した由。

しのよい光景となっている。食料や日用品は郊外の大
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歩道を含む街路部分は道路管理者が改修工事などを行

差しの飛び交う所”という機能が危うくなる。当地の

なうが、通行者に利便をもたらす歩道の路面加熱は、

老舗百貨店「藤丸」にはホールがあって、絵画や手芸

筆者が取材した東銀座通りの場合、土地所有者と商店

品等々の発表の場となって来た。またその入り口前の

に負担が求められ、その交渉の任に当たった組合役員

小広場では署名活動や小規模の催しが行なわれて来た。

の苦労を耳にした。

いずれも、市内と十勝管内町村からやって大勢の人々

こうした歩道上の積雪は放って置けば皆溶けるとい

がやって来ることで成り立っていた。福祉分野の作品

うものではなく、歩道に接する商店が常に除雪したり、

発表や署名活動も行なわれて来たのであり、中心商店

固まった氷塊を砕く必要がある。氷塊はツルハシで打

街が寂れ、仮に「藤丸」が閉店となれば、“眼差しの飛

ち砕かねばならぬほど固かった。歩道上の花壇にその

び交う場”の一つをを失うことになる。

氷塊が打ち捨てられたりしている。

こうした危機的状況に対して、市役所や商工会議所、

今一つは商店街の公衆トイレである。当地の中心商

またこの地区の商店街組合は街路整備やあれこれの人

店街では見掛けた記憶がない。いずれかの商店のトイ

呼び催事を行なって来た。そして最近、これら当事者

レを借りるが、断わりをせずに利用出来るのは大型店

だけでなく、危機感を抱く市民が対応組織を立上げる

等のそれである。

に至っている。中心商店街が持つ商品やサービスの提

また、帯広市中心商店街は十勝一円の中心商店街で

供と多くの人々を呼び寄せる機能、それらを支える諸

もあり、さらに夏場少ないとは言え旅人が目指す所で

団体や関連公的機関の取り組みを広い意味で“福祉社

あって、案内図の掲示は不可欠だが、この点では親切

会化システム”の一環と捉えたい。

が行き届いていると言い難い。適切な案内図を用意す

具体的な取り組みとしては、冬場歩道が凍結して客

ることは“福祉社会化システム”の一環である。なぜ

たちの通行が危険になるのに対して、路面加熱（ロー

なら、市内中心部とその近くには病院もまた多数存在

ドヒーティング）を施すことである。当地はさほどの

しているからである。

積雪はないものの、日中溶けた路上の氷雪が日暮れ近

もう２点取り上げよう。一つは前述「高齢者下宿エ

くなるとたちまち凍結し、つるつるの道路で転倒しや

バーハウス菜の花」である。中心商店街近くにあった

すくなる。それで骨折することにもなる。視覚障害者

地元ビジネスホテルが2001年閉館することになり、前

や歩行に難のある高齢者には危険な季節である。坂道

年、同ホテルの立地する西一条商店街組合の有志がそ

の自動車道部分を道路管理者が加熱する個所は若干あ

れを「健康なお年寄りに第二の人生を中心部で過ごし

るが、商店街の歩道部分の加熱はなされず、その一帯

てもらおうと計画」「ラブサム協同組合」を設立して同

の商店街組合が取り組んで来た。「市では一九八七年か

ホテルを「改装し、二階から四階までの十五部屋を居

ら、商店街活性化事業として、ロードヒーティングを

住部分として貸し出」すとともに、一階にコミュニティ

敷設する商店街組合に対し、三分の二、四千万円を上

スペースを設けて軽食を出せるようにした（K01.5.24）。

限に敷設費を助成」して来た（K99.2.22）。

その後中心部近くに次々と高層マンションが建設され、

帯広市中心部では「藤丸」前の歩道のほか、1992年

除雪の心配がなく、買い物や通院に便利として好評の

飲食店の多い東銀座商店街組合によるガス加熱化が完

中心部居住化の走りとなった趣きである。

工し、その後西一条中央、名門通、大通、駅前東、平

今１点は老舗百貨店「藤丸」支援組織である。大型

原通の各商店街で加熱化が行なわれた。電熱方式もあ

店の郊外進出・移転に伴い、鉄道の高架化と再開発事

るが、それほど深くない所に電熱線があり、歩道に車

業や平原通りの大規模な改修が行なわれたにも関わら

が乗り入れると破損に至る由であって補修費負担が生

ず、中心部の歩行者は同調査の度に減少していた。

じる。帯広市は2000年度から電気またはガス料金の三

「藤丸」の売り上げは当然落ち込んでいた。が、その

分の一を冬期4カ月間助成することになった（K99.2.22）。

危機に対処する努力が同店自体で行なわれただけでな
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11．未結成分野考

く、一つは危機感を持つ市民有志5人が2005年「藤丸さ

PROJECT 1

ん勝手連」を立ち上げ、ホームページで応援メッセー
ジを発信し始めた（K05.9.4）。

帯広市に存する各種団体を確かめ、その中に筆者が

二つは有志 185人で翌2006年発足し、報道で知った市

福祉社会化システム”の一環と見做すものが多種多様

民が続々加入して382人となった「新しい藤丸を創造す

多数あり、その一部を例示して来た。が、そうしたも

る会」である。この会は市民への意向調査や会社側と

のとして組織化されてもよいのではないかと思われる

の懇談会を開いて意見を交換するとともに、会員が歳

分野がいくつか考えられる。実際、組織化の努力がな

暮カタログの袋詰めを手伝うなど、謂わば業務の一端

されたものの実現に至らなかった例がある（交通事故

に食い込む活動を展開している（K06.9.29他）。

被害者の会）。共通項があるもの組織化するには困難な
条件である場合と、性犯罪被害者の会やユニークフェ
イスの会など全国組織があってその支部としてあるい

10．とかちエテケカンパの会－アイヌ民
族高校大学進学支援

は当地独自に組織化されるかも知れない場合である。
同病者の極めて少ない難病患者家族、生活保護受給世
帯、ギャンブル強依存で生活困難の人等である。

帯広市役所の現機構中、保健福祉部社会課社会係の
業務として「アイヌ福祉推進に関すること」が挙げら

12．上記事例からの知見

れている。その内容の項目は「帯広市ウタリ総合福祉
推進計画」（1994年設置「帯広市ウタリ対策連絡会議」
により1996 ～ 2004年の間、アイヌ民族についての理解

以上のような状況から考え出される点を挙げよう。

促進、文化の振興、教育の振興、生活の自立と生活環

一、公的機関のみならず、関係者たち、関心を抱く

境の充実を目指す）、「帯広市アイヌ施策推進計画」（上

人たちによって、
“福祉社会化”の観点から見るとき、

記計画期間を5年間延長）、「主な実施事業」（海外先住

事態をよりよいものへ変えて行こうとする取り組みが

民族との交流事業、アイヌ文化展の開催等）、「生活館

さまざまな分野に見られること。「帯広市に存する各種

＜ふくろうの館＞」（会議室や教養娯楽室等があり、民

団体活動分野別一覧表」に収録した約４千団体中の相

族舞踊カムイトウウポポ保存会の練習等に利用）、「ア

当数がこれに該当する（子供会や町内会や防犯協会支

イヌ生活相談員の配置」（生活館に市嘱託職員１名配

部などは一部のみを収録しており、それらの全数を加

置）、「ウタリ住宅新築等資金貸付金」、「アイヌ教育相

えれば6千団体ほどになる）。

談員の配置」（同館に市教委嘱託職員１名配置）、「各種

ただし、そうだと判定する基準は明確でなく、また

教室の開催」（アイヌ文様刺繍教室他）という（『帯広

判定することを目的とはしておらず、ある団体の活動

の保健福祉』平成20年度版）。

の成果からそうだと判断する場合もある。筆者の帯広

このような公的対策とともに、表題の私塾が1990年

調査研究当初以来世話になって来た写真教室「にれの

帯広畜産大学生だった芦澤満（事務局長）らによって

会」の会員は高齢化しているが、その諸活動が高齢会

設立された。高校・大学進学に不利な状況にあったア

員を魅き付けているようで、結果として高齢者の引き

イヌ民族子弟の学習を支援するとともに、海外の先住

籠もりを防いでいると思われる。カラオケグループ、

民族との交流を図る活動に取り組んだ。その一員で関

合唱サークル、隣町幕別町発祥のパークゴルフ団体、

東地方のアイヌ民族団体「レラの会」に参加した酒井

あるいは宗教各派信者組織等も同様である。

美直は交流先で他民族の積極さに触発され、今日関東

このような各種団体の自主的・主体的取り組み無し

で「アイヌレブルズ」の共同代表として活躍するに至っ

には当地の“福祉社会化”は充分に実現して来なかっ

ている（K93.1.17, K00.5.29, K01.8.8, K08.12.11）。

たはずである。精神保健福祉分野ではそうした取り組
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みの蓄積が当地を先進地と評価させるに至っている。

人々にとって日常事であって格別意識されていること

では、こうした各種団体と関連公的機関との連携が

ではなかろう。が、多種多様な地元各種団体のありよ
うを苦もなく見知ることの出来る状況の持つ意味は、

研究課題である。関連公的関係機関の活動のみで充分

繰り返すが、大きいに違いない。

な状況を造り出せないことは明らかある。

本稿は地方新聞論を展開する場ではないものの、当

二、結成された団体はあれこれの対内活動を基に、

地の地元情報に関して見れば、ブロック紙としての北

関連対象者や関連地域社会の状況をより望ましい姿と

海道新聞が道内で唯一発行部数で十勝毎日新聞に抜か

すべく対外活動を展開していること。別稿で述べたと

れ、その帯広支局が地元記事に力を入れている。朝日、

ころだが、事務局部門の開設、会則作成、役員選出、

毎日、読売中央三紙の発行部数は計１万部以下と数少

会員名簿作成、会費等活動資金の獲得、年間の取り組

ない。ただし、地方新聞のいずれもが巨細に地域情報

み計画樹立、活動記録作成、会員への情報伝達、役員

を報じているのではない（かつて併行して調査してい

会や総会の開催、新規会員募集等の対内活動なしには、

た諫早市、三条市の関連紙はそのような状況だった）。

種々の対外活動はなし得ない。対外活動とは、資金や

巨細に報じる地元紙のある地域との比較検討を行なう

設備等について公的機関への要求要望、地域社会一般

に至っていない段階ながら、当地の状況は“地域情報

に向けて理解や協力を得るための宣伝、研修会講習会

が豊かに飛び交っている”と評してよいのでないか。

の開催、活動成果の発表等である。

地域情報という点では、新聞に限らず、ローカルテ

ただし、これら各種団体は組織体としてその活動展

レビ、コミュニティ FM、タウン誌やミニコミ紙、さ

開や組織維持の点で苦労が無いわけではない。活動資

らにインターネット発信等へも目を向けるべきだろう。

金の確保、役職者の高齢化、新規会員の勧誘、活動展

当地ではそれらいずれも存在し、あれこれを報じてい

開努力の投入、事務局部門の確保等であり、永続的で

る（どの程度聴かれ、読まれているかは未検証であり、

あってよいものの、活動の停滞停止、不本意な解散に

さほど多くはないと予測している）。

至る例がないではない。

一方、各種団体が発行する会報類は当事者たちの重

三、そのような取り組みの様子が地元紙によって逐

要な情報入手媒体となっているだろう。それらの中に

一報道されている意味の大きかろうこと。以上の記述

は公的機関や店頭で入手可能なものがあり、出来るだ

の大半は地元紙の記事から得られた情報だった。この

け収集している。しかし、なかなかの中身ながら当の

地元紙十勝毎日新聞の2005年公称発行部数（新聞販売

団体に出向かねば入手出来ないものがあり、また市立

店販売部数）は十勝管内で約9万部（同年世帯数約14万

図書館に充分に呈示されてもおらず、地域情報流通の

5千）、帯広市内約5万部（同約7万4千）であって、巨細

点で工夫の余地が多分にあると思われる。

にわたる地域情報が多くの人々に読まれているようで

四、これまでそうであったように、これからも新た

ある。

な関係団体が結成されるに違いないこと。こうした各

実証出来ていないが、それによってその団体へ新規

種団体はしばしば時代性を強く孕んで結成されており、

に加入する人がいると思われる。このような地元紙が

したがって今後もまた、ある分野で“福祉社会化”す

無いか、あってもその報道が肌理細かいとは言い難い

べき新たな事態が生じた場合に新たな団体が結成され、

場合でも、個人が関心を寄せる分野について多少動け

システムとして機能して行くに違いない。これまでそ

ば関連情報を得るだろうが、居ながらにしてあれこれ

うであったのだから。

の団体、たとえばオストメイト団体の活動状況を見知

上記一覧表に加えて、設立時期の判明したもの（約

ることが出来る。この地元紙ではそうした活動の大半

半数）の設立年次別一覧表を作成したところ、ここ

へ写真が添えられて理解を助けている（極力写真添付

二十年のほどの間、毎年百件前後の団体が結成されて

は編集方針との由）。このような状況は当地に生きる

い た。 す な わ ち、1990年107件、1995年99件、2000年
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113件、2005年70件の設立が確認された。たとえば、訪

PROJECT 1

問看護ステーションが複数開設された後にそれらの連
絡協議会が設立されたように。
したがって、わが国法制度の新設改廃、経済状況の
変転、他国の状況伝播（取り分け先進的取り組み）、当
地域社会のありようの変化等によって、今後も年々福
祉社会化システムの一環と見做すべき新たな団体が結
成されると予見されるのである。

【付】
本稿提出後の2月初め、地域交流サロンを研究テーマとする夜
間大学院生杢代直美と、帯広市社会福祉協議会の口添えを得て
「東あいあいサロン」の集まりに参加させてもらった。いずれ
報告したい。

92

