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『先進事例紹介』 

山田 知子さん 

それでは改めまして皆さんこんにちは。これからの時間は，二つの先進事例の御紹介を中心に，意見交

換を進めて参りたいと思います。 

 さて，男女共同参画社会の実現が２１世紀の我が国の最重要課題であると位置付けられて，基本法が制

定されたのが平成１１年６月です。今年でちょうど１０年目を迎えることになります。当初の取組を振り

返ってみて，私も良く覚えているのですけれども，まず「男女共同参画っていったい何？」とか，基本法

の理念とかいった知識の修得を目的にした研修とか講習が頻繁に行われていたのが思い出されます。また，

私などはよく公民館でワークショップを取り入れながら，家庭生活，職場生活，地域社会の中で，男女間

の不平等っていうのはどんなところにあるだろうか，まずその不平等があることに気づきましょうと，そ

ういったワークショップを何度も重ねてきたその記憶があります。正に当初の活動というのは気づくため

の意識啓発,そういうものが続けられていたと思います。しかしながら，その当時から男性や若者層の参加

が非常に少ないという参加者の偏りの問題や,固定的な性別役割分業にはまだまだ非常に根強いものがあ

る, また何よりも連携や協働体制が不十分で組織的な活動を展開するには至らない,といったような問題点

が指摘されておりました。国では，こうしたこれまでの１０年を第１ステージと位置付けております。そ

して今後，第２ステージへの移行が重要であると指摘されております。それでは第２ステージっていった

い何でしょうか。それは，現実に生じている様々な課題に対して，地域の実状に応じ，実践的な活動を中

心とした取組を展開していくこと, 更に言えば，地域に存在する様々な団体，組織，そして人材を最大限

に活用して連携，協働によって課題解決していく道を探ること, こういったところに第２ステージの問題

意識をおいております。先程，基調講演された駒崎さんの御著書を拝見すると，「女性・若者・アクティブ

シニアといった埋もれた人材層の潜在力を活用することこそ地域社会再生の決定的かつ戦略的な鍵」と書

かれております。私たちを取り巻く社会環境は，少子高齢化，そして人口減少，更に雇用，子育て，介護

そしてコミュニケーションの低下といったように様々な生活課題が非常に多様化しておりますし，複雑化

しておりますし，そのぶん高度化しております。こういったものをどうやって解決していくかということ

がとても重要になって参ります。これから御紹介いただく二つの事例は，正にそうしたこれからの第２ス

テージのモデルになるようなものだと思われますので，是非皆さん，興味を持って聞いていただければと

思います。それでは早速始めたいと思います。今村さん，よろしくお願いいたします。 
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今村 久美さん 

はじめまして。ＮＰＯカタリバの代表を務めております今村久美と申します。駒崎君の素晴らしいプレ

ゼンテーションで，テンションが上がり切ったところで，私の話はどうか優しく，まだ一つのソーシャル

ビジネスを作っていく過程にある一つの事例だと思って，是非受け取っていただければと思っております。

優しい気持ちで是非聞いてください。 

 まず，私自身の自己紹介からお話をさせていただこうと思います。ちなみに，私自身はこの広島に来た

のは人生２回目で，前回は大学生で尾道に行ったのですけれども。「カタリバ」という言葉は多分まだこの

広島には届いていないかと思いますが，一度でも「カタリバ」という言葉を聞いたことがある方，ちょっ

とお手を挙げていただけますでしょうか？おお！意外に。あっすごい。どうしてですか？ＮＰＯ関係の方

が多いからかな？すごく嬉しいです。ありがとうございます。私はですね，まだ東京・神奈川県以外の地

域では積極的に事業展開を進めていないフェーズ（段階）にあって，もちろん，この中国地方にはまだ展

開していない状態の団体です。今，東京・神奈川を中心に約４千名のボランティアスタッフ，特に若者世

代をネットワークしまして，約百校の，主に公立高校に対してコミュニケーションのプログラムを運んで

いるそんな団体です。 

 そんな私たちの団体なのですけれども，まず，私の自己紹介をさせていただきます。私は昨日「カンデ

オ」という２号線沿いのホテルに泊まらせていただいて，一番上の１４階のスパから街の風景を見ていて，

すごくうちの実家に似ている地域だななんてことを思ったのですけども，私の出身はですね，岐阜県の飛

騨高山市という所です。それで今，似ているなと思って，「何人ぐらいの町ですか？」っていうふうに聞い

たら，「４６万人ぐらい」と聞いて飛騨高山市と全然違うなと思ったのですけど，私の住んでいた町はです

ね，この間市町村の合併があって，東京都と高山市が同じ大きさになった，そして人口が約９万人になっ

たという，そんな規模の所です。地元には大学が一つもなくて，私の親戚一同，だれも大卒者はいないと

いう地域で生まれ育ちました。 

 そんな私なのですけれども，たまたま推薦入試で大学に行くことができて，今全国でＡＯ入試という制

度が始まっているのですけど，御存知ですか？今，私立大学に入学する学生の４７％はみんなＡＯ入試で

大学に行く時代で，勉強を一つひとつやっていない子でも大学に入れちゃうという，そういう時代になっ

てきているのですけれど，私もその推薦入試で大学に行ったそんな人間です。 

 私は，岐阜県で育っている中でどんな学校だったかというと，高校生の時まで地域の中で比較的学力的
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には下の方と位置づけられているような高校に行っていました。私立高校だったのですけど，９万人の町

の中で一つだけある私立高校で，あらゆる農業高校から進学高校までいろんなレベルの高校から落ちた子

たちを全員受入れるという受け皿的な高校です。そこに私も行っていました。広島だとそういう学校って

ありますか？東京だと私立高校って言うと「すごく優秀だね」と言われてちょっとビックリするのですけ

ど，そんな所で育ちました。そこで私はたまたまＡＯ入試で本当に奇跡的に受験をパスすることができて，

それまでの生活，小学校の時から，小学校，中学校，高校と受験勉強的な学力レベルからは完全に抜け落

ちた価値観を持って生活をしていて，タイプとしては「うざい・だるい・むかつく」みたいなことをずっ

と言っているそういう高校生で，駒崎君のような社会を変えるということを仕事にするなんてこと一回も

発想したことのないようなそんな人間でした。そんな私がどうして「カタリバ」という団体を起業するに

至ったのか，ということに今日は話を続けていこうと思います。 

 そんな私は先程の駒崎君と同じ慶応大学の湘南藤沢キャンパスにＡＯ入試で奇跡的に合格することがで

きました。私にとっては，本当に自分の偏差値でいうと３０くらい違うし，いろいろと違いを感じる所で

した。大学に入って三つ，自分との違いを周りの友人たちに感じました。一つは，やっぱりさすが学力が

高い。なんでこの人たちは英語を話せるのだろう？というのが一つめの気づき。二つめの気づきとしては

すごくみんなお金持ちの子が多かったです。なんでベンツに乗って学校に来られるのだろうとか思いまし

た。でも大学で，学力的なギャップや経済的なギャップ以上に一番私が感じたのは，意識・意欲について

のギャップでした。「うざい・だるい・面倒臭い」という生活をしていた私にとっては慶応大学の中にいる，

そしてその私が行っていた湘南藤沢キャンパス，たまたま入学したそのキャンパスにいる子たちがなんと

キラキラして意欲的に見えたことかということです。駒崎君を見れば分かると思うのですけど，そんなよ

うなタイプの人が結構たくさんいました。そこで私はですね，人生初めて，あっ，こういうふうに何か能

動的に周りのことに対して働きかけたり，みんなの前で意見を言ったり，みんなでディスカッションして

いって答えを見つけていったりするというプロセスは実はすごく楽しいことで，何かチャレンジするって

実はとってもかっこいいことなのだっていうことを，高校生の精神状態のまま大学生になった私はすごく

感じて触発されました。いつの間にか私も，高校４年生の状態で大学生になっていた私だったのですが，

いつの間にか周りの友人たちに触発されて，例えば駒崎君とかと一緒に取り組むプロジェクトだとか研究

会だとかゼミとか，そういう大学生的なものをすごく意欲的に私自身も活動することができました。 

 ある時，実家に久しぶりに帰りました。同窓会に帰ったのです。まずは私の出身の高校はですね，２０％
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ぐらいの子たちしか大学に行かないので，みんな就職していたりいろいろな子たちがいるのですけれども，

久しぶりに二十歳になって２０００年の時に実家に帰って，同窓会に行った時にすごく驚いたことがあり

ました。それは，私がいつの間にか彼らと何かメンタリティーが違うような感じを自分がしたのです。私

はいつの間にか，何か社会に起こっていることって自分がかかわっていけば実はすごく楽しく変えていけ

ることもできるし，考え方によっては自分で楽しさって作っていけるということをなんとなく頭にインス

トールしている状態でした。でも，久しぶりに会った友人たちと話していると，相変わらず「うざい・だ

るい・面倒臭い」って言っていて，高校生の時に私と一緒に「先生むかつく」と言っていた子は，そのま

ま大学生になって「大学むかつく，大学つまんなくて早く卒業したい」って言っていて，それで就職した

ら，今度は「上司むかつく」みたいな状態になっていて，最近だと結婚して「姑がむかつく」状態になっ

ている。それが大体のロールモデルなのですけれども，そんな状態でした。で私は自分が偉いとかどうこ

うということではなくて，同じ学力レベルで同じ所得レベルで，私だけ，なんだか自分で変えていくこと

ってもしかしたらできるかもしれないという希望を持っていて，どうして周りの友人はそういうことを思

っていなくて，なんだかずっと大学という与えられた環境をとりあえず過ごす，という生活の仕方をして

いるのかな？と。なんだかいつの間にか，“うざい・だるい”と思っていた私だったのですが，こんなにい

ろんなことにチャレンジできているのに，チャレンジすることがなんだかみんなの前で言うことが恥ずか

しいと思うような，そんな友人たちとの同窓会に久しぶりにその感覚を感じました。 

 それで，そんな経験をして，私はもしかしたら慶応大学の湘南藤沢キャンパスで起きているこの意欲レ

ベルの高さって，全国的には実はすごく稀で，実は私の友人たちの方が一般的な状態なのかもしれないと

思いました。もしそれが一般的な状態なのだとしたら，逆に何なのだろう，あの大学はとも思いました。

考えてみると，比較的お金持ちの子たちがいて，留学経験しているような子もたくさんいて，いろいろな

大人に出会ってきて，いろいろな経験をしている子たちが一か所に集まっていて，どんどんいろんな意欲

を持って，いろんな可能性を作っていくことができる人たちがここでは生まれていて。それと，片や一回

も憧れられる人を見つけることができなくて，何かに対して働きかけるというその手段を持たずに大人に

なっていく人もこれだけたくさんいる。それって何なのかなと思いました。で私は，これはもしかすると

私は本当に偶然，奇跡的にこの大学に入って，何となく感じた「世の中にはこんなに意欲的な人がいるの

だ」という事実を知った責任として，私がもしかしたら自分の実家の飛騨高山の友人たちにも届くような

ことが仕事としていけないのかな，ということを強く思ったのが二十歳の時でした。そのまま自分も大学
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を卒業する時に就職活動を一旦止めて，止めてというかほとんどせずに，ちょうどその時に大学で教えて

いただいていた先生が，「今までは霞ヶ関がこの世の中を作っていく社会だったけれども，これからは 

ＮＰＯというものが，ちょうどＮＰＯ法ができて，一年目ぐらいだった時なので，これからはＮＰＯとい

うみんなでネットワークを作りながら社会問題を解決して，国にメッセージを届けていくことで世の中を

変えていく時代になるのだよ。だから，そのＮＰＯという職種を選ぶことが今後最先端の生き方なのだよ」

なんていうことを言われて，じゃあ私も，なんかまだ形になっていない問題意識をＮＰＯという形を使っ

てやっていけないかなと思ったのがこのＮＰＯカタリバという団体を作ったゆえんです。 

 それで，今，実際行っていることは，学校教育に対してのサービスをボランティアの人たちを巻き込み

ながら作っています。私が慶応大学湘南藤沢キャンパスでたまたま出会った人たちとの出会いみたいなも

のは偶然だったかもしれないけれど，でも実は私が気づいてなかっただけで，岐阜県の高山市にもすごく

意欲的で熱くて頑張っている大人ってたくさんいます。でもその人たちとコミュニケーションを取る時間

が私にはなかった気がするのです。高校生の時までにそういう人たちに感化されるような機会があったら，

もしかしたら自分の行きたい大学はどこかとか，なりたい仕事は何かとかじゃなくて，どんな生き方をし

ていきたいかということを考える機会を持てたかもしれない。東京だけじゃなく，どの地域にも頑張って

いる大人はいるはずだから，その人たちをネットワークして，その人たちにボランティアで，空いた時間

をみんな持っているはずなので，その人たちの空いた時間を１日だけ高校生のために，ちょっと下の世代

のために使ってもらって，その人たちに対するサービスを，サービスというかコンテンツの事業プログラ

ムの中に参加してもらうような，そういう仕組みを全国で作れないかなと思いました。 

 それによって，文科省の方ですごく敷居の高い意思決定をしながら重い腰を上げていただいて，新しい

制度を作って高校生のところに何かしらのプログラムを届けるよりも，実は，私たちのアイデアとネット

ワークによって，早く今の高校生たち，今の１８歳，３３５万人の子たちを何か元気にするような機会を

作れるのではないかと思いました。それで，この私の感覚は，一体一般化できる問題意識なのかというこ

とを起業する時期に考えました。いろいろなデータを見ていたら，日本の高校生を対象としたアンケート

が，２００９年度に取られています。「自分に人並みに能力があると思うか」という問いに対して，「あま

り思わない」「全く思わない」と答える高校生が４６.７％，「自分はダメな人間だと思う」と答える高校生

が６５.８％，「よく疲れていると感じる」と答える高校生が８３.３％。今，高校生が 

３３５万人なのでそのうちの１６０万人は，自分は人並みに能力があるとは思っていなくて，２７０万人
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がとても疲れていると感じている，そんな時代です。もしかすると，私が感じていたような感覚は，一般

化することができる，私たち若い世代の，私ももう３０なので若い若いって言ってもあんまり若くないの

ですけど，私たち以下の世代がみんな感じる，共通のサイレントニーズなのではないかと思いました。だ

から，すごくステップの高いところで開催するイベントを作って，そこでみんなの意欲が元々高い子たち

をもっと育てていくよりも，私の仕事としては，日本の学校教育，今，９８％の子たちが高校に行く時代

なので，日本の高校までの教育システムの中に，何か日常だとなかなか取れていないコミュニケーション

の時間をみんなに協力してもらって作ってもらおうと。それにかかわっていただくことを「カタリバ」と

いう名前を付けて，そんな授業プログラムをどんどん展開していけないかというのが「カタリバ」のアプ

ローチです。 

現状，どんなことをやっているのかということを映像でまとめてありますので，それを見ていただきま

す。 

（映像） 

というようなですね，私たちの活動は今の学校教育のあり方が，いまだ，受験的な学力が一つの基準と

なっていて，その学力の枠組みから抜け落ちてしまった子どもたちがどうしても不必要な劣等感をもって

しまう，そんな状態にあると思っています。だけれども，今どんな生き方が正しい生き方かなんてことを

だれも決められない時代で，正社員になれば，大会社に行けば成功だなんていう時代ではなくなってきて

いるということはすべての人が気づいています。そんな中でそれに気づいている市民の人たちが高校に出

向いて，高校生に今の日常で感じているリアリティのある等身大の話を語りかけてくれること，そういっ

たコミュニケーションが，きっと昔だったら地域の中で存在していたことかもしれなくて，だけどそれは

ないわけだから，それがどんどん無くなってしまっているわけだから，ある一つのシステムとして，その

あがなえない時代に新しいシステムを作らなきゃいけない。なので，学校教育にこういう形でコミュニケ

ーションを持ち込んでいます。 

そんな活動なのですけれども，これを私自身は今７人の職員を雇用しながら，その職員がボランティア

の人たちをマネジメントするという職種を新たに作って，ボランティアをマネジメントするという職業に

対してお金を払いながら，ボランティアの人たち自身には金銭的な報酬だけではない，例えばそこででき

る仲間とか成長とか，そういった対価を持ち帰っていただけるような場作りをするというプログラムを展

開しています。まだ成長過程にある団体なので，いつのことになるか分からないのですけど，この広島県
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でも，市民の方々に参加していただきながら学校教育にかかわっていただく，そんな「カタリバ」の授業

をいつかできることを夢見て，私の報告は終わらせていただきます。ありがとうございました。 

 

平 伸二さん 

それでは，引き続き私の方が先進事例紹介ということでやらせていただきたいと思います。福山大学の

平と申します。東京から素晴らしい二人の方に来ていただいて，地元からも少し紹介しようということで

私に時間をいただきました。私の話は何回も聞いたことがあるという方もいらっしゃるかもしれないので，

今日は学生が，こういった地域安全マップという指導を小学校なんかに行ってやっているのですが，後ろ

を見ていただくと，その成果物という形で東村小学校さんを指導した時に，先週ですか，先々週ですかね，

それを出していますけれど，ああいった物を作るのですが，それを実際にやってくれている「ＰＡＣＥ」

という団体の代表である越智君に，途中でマイクを譲って話してもらおうと思います。 

 私は，今は福山大学ですが，元は警察の科学捜査研究所にいまして，科学捜査の研究とか実際に犯罪捜

査の現場でいろんなことをやっていました。２０００年からは大学に来たわけですが，その頃ですね，ど

ういうことが問題になっていたかというと，犯罪捜査とかいうことに皆さん興味はものすごくあると思う

のですが，実際，日常にはあまりかかわりのないことではないかと思うのです。それよりか，もっと防犯

的なこと，犯罪に巻き込まれないようにするにはどうしたいいのか，安全な社会を築くにはどうしたらい

いのか，ということが非常に話題になっていました。これが戦後のずっと流れなのですが，このバーが犯

罪の発生件数と考えてもらえば良いのですが，平成１４年は３６９万件ぐらい起こる，１日に１万件ぐら

いこういろんな事件事故が起こるというような時代でした。私が大学に転職した頃がこの頃でありまして，

だから社会のニーズっていうのは犯罪捜査というよりも防犯というような形でした。その頃ですね，ちょ

うど平成１４年がピークだったのですが，平成１６年にこういう調査がありました。「今の日本は安全・安

心な国か？」という調査があると，初めて「そう思わない」と答えた人が５０％を超えてしまったのです。

その時，同じ調査の中で，私はこっちの方に注目したのですが，一般的な人間関係についてもアンケート

を取っていたのです。そしたらですね，二十歳以上の者３千人にアンケートをしてもらっていたのですが，

「一般的な人間関係は難しくなったと感じる」っていう人が６３.９％です。今日の今村さんのお話もやは

りこういったところだったと思うのですけれども，これをなんとかしなくちゃあいけないのではないか，

というふうに考えました。人々のモラルの低下，地域の繋がりが薄くなっている。人間関係をつくる力が
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低くなっている。これをうまく上げることによって防犯にならないか。そして，その先に防犯よりも，も

っともっとまちづくり，ひとづくりにならないかと考えて活動を始めました。 

 その当時，犯罪心理学の中で二つ大きな議論というか話がありました。これを活用して地域安全マップ

というのが開発されて，それに賛同してくれている学生たちと私は平成１７年からずっと活動して参りま

した。 

 割れ窓理論というのは，もう御存知の方もいらっしゃるかもしれませんが，窓が割れているのを放って

おくと，だんだんですね，この地域は手を掛けてない，もうだれも寄り付くのが嫌だ，という形で，どん

どん周りまで荒れていってしまうというような形です。これはお配りした資料の中に，こういった定義で

すよということが書いてあります。このダイアグラム（図）で説明しますと，無作法性というのですが，

落書きとかゴミとかが散乱しているっていう状況ですね。そういった状態，窓が割れていてもそうです。

ここで，こういう心理が働いてきますと，その場所は放置されているのだな，というふうに考えていきま

す。そうするとですね，そこに不良行為者なんかが集まって騒ぐようなエリアができてきます。そういっ

た地域を見ると，どうでしょうかね，皆さん，近隣住民の人はもうかかわり合いになりたくないというよ

うな心理になってきます。これは実際ニューヨークなんかで起きたことで，お金を持っている人はもうそ

の地域から逃げてしまうなんていうことが起こっていきました。実際，近隣住民が近寄らないエリアがで

きて，そうすると犯罪をしてもだれにも見られないので，ここで犯罪をしようじゃないかという形になっ

て，小さな犯罪がどんどん発生していきます。そうすると，目的のためなら手段を選ばずどんなことでも

やろうという形で，どんどんどんどん大きな犯罪になって，強盗やひったくりなんかが発生していきます。 

 この図式を見ると，犯罪心理学者たち，何を考えたかというと，それじゃあ，下からこう上がっていく

のだったら，一番下，この根元を絶てばいいじゃないか，という形で，みんなで協力して地域の人が手を

携えて協力して，自分たちができること，落書きを消したり，ゴミを拾ったり，ゴミを出さなかったり，

ポイ捨てをしなかったり，そういうことをすればいいんじゃないか，ということをやりました。これは 

ニューヨークとかで成功して，日本でも，２００１年札幌で行われて，こういう活動が今どんどんどんど

んやられています。小さなことを放っておかない。私たちのまちの，自分たちの問題として考えていくと

いうそれが非常に大切なのです。割れ窓理論というと，ハード的なことを思われるかもしれませんが，実

はそういった心の触れ合いみたいなもの，心のきずなっていうものが非常に大切なのです。 

 もう一つだけ犯罪心理学の話をします。防犯環境設計という，ここにも防犯ボランティアをやっておら



 9

れる方が，私も顔を見て分かる方が何人かいらっしゃるのですが，今，この防犯環境設計の考えに基づい

て，日本の防犯ボランティアはずっと行われています。環境を適切にうまくデザインして，それを効果的

にみんなで使いましょうと。そうすると犯罪も不安感も下がっていきますよ，というのが防犯環境設計と

いうもので，もうアメリカでは１９７１年にこの同じ名前の本が出ているような非常に有名な概念です。

これも少し図で説明させてください。どういった要素が含まれているかというと，犯罪が起こる時には，

被害になる物だとか人，それと犯罪を企てる者がいます。この二者関係で成立しています。犯罪を防ぐに

はどうしたらいいかというと，被害者側を強くするという，我々が護身術を習ったりすることもあります。

でも，これでもなかなか完璧には対処できないだろうと思っています。特に，小さな子どもや女性や高齢

者の方っていうのは，襲われた時に自分で自己防衛する力は非常に少ないかもしれません。その時に，次

の段階としてはこういう接近を制御するという形になります。今，小学校なんかはフェンスで囲まれて，

正門も閉めて，そして学校に入って来られないようにしていますね。そういった形で近寄らないようにす

る，というような方法があります。こういったところは割とハード的な整備です。実際には，次の二つが

非常に大切なのですね。今日の話はそういったところになります。 

 この二人の関係，二者の関係を，これを乗り越えてくる者がいるかもしれません。その時にしっかりと

みんなで，監視性と書いていますけれど，しっかりと見守ってあげるということですね。地域の人が私た

ちの地域を自分たちで守るのだという形で見守っていく，監視性の確保と言いますけれども，そういった

ことが大切になります。だから，防犯ボランティアの活動をされている方はこれをやられているわけで，

直接犯罪企図者を見て追い払っていなくても，ジャケットを見せただけでこの人たちを近寄せないという

ような役割を担っておられます。その結果，平成１４年から今までずっと犯罪は減り続けています。そし

て，更に大切なのが，今日の今村さんの話とも重なるのですが，なんと言ってもこの地域にいる人たちが

連帯感を持って「ここは私たちの領域ですよ」と，「私たち地域の住んでいる人たちの領域で，ここで起こ

ることは，私たちが自分たちの手で解決するのだ」と，今日ずっとそういう話があったと思いますが，行

政の方にいろいろ頼む，それもあるのですが，私たち，そこに住んでいる地域の人たちが自分たちの力で

やっていこうという，そういう連帯感を持っていくという，これが生まれてくると，非常に防犯環境設計

という概念がしっかりしてきて，この地域を犯罪企図者が見ると，ここで仕事(犯行)をするのはどうもう

まくないと考えます。騒ぐかもしれないし，見られるかもしれないし，みんな関心を持っているから，他

の地域でやろう，という形で，この地域は非常に安全・安心なまちとして成立していきます。そして，や
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はり私たちは安全・安心というものが確保されていないと，何か元気よくやろうとかですね，イベントや

ろうだとか，そういう気もなかなか起こってこないと思います。一番下の所，安全・安心ということに何

か貢献できないかな，ということを考えていました。 

 その時，地域安全マップという話が出てきました。これは平成１７年の夏だったと思います。広島県に

これを提唱した立正大学の小宮先生をお招きして，広島県の人がセミナーを受けました。私たちも受けて，

学生も一緒に受けました。その時，県の人と話をしたのですが，立正大学の先生に来てもらってはその活

動をしていく，小学校へ行って活動をしていく，これも良いけれども，それでは広島県自体が育っていか

ない，広島県の人材が育っていかないということで，大学生にこういった活動を担ってもらおうじゃない

かということを，私たちは仕掛けていきました。それに賛同してくれた学生たちがＰＡＣＥという団体を

作って４年目になると思います。初代，二代目の人は女子大生が会長を務めてやっていきました。今は男

子の方がやっていますけど，そういった人が一生懸命やってくれました。そういった中で私が考えたのは，

こういう異年齢交流ということですね。小学生に教える時に，先程も今村さんの話で憧れという話が出ま

したけれども，そういった人になれるのはだれかなと。大学生は，小学生・中学生にとって憧れの存在に

なるのではないかという形で，異年齢交流というものを更に加味してやろうというふうに思いました。私

たちが，大人が地域安全マップを教えて小学生がやる。それだけではなしに，もっと年齢の近い人たちが

お互いに協力しあってやるというのが良いのではないか。そうするとここに書いたように，愛着というも

のが生まれたり，これは人間にとって大切なことです。そして自分もみんなの役に立っているのだという

ような自己有用感というのも異年齢交流では出てきます。経験による差ですから，大きな子は大体小さな

子の面倒が見られます。こういった役に立っているのだという自己有用感が出ます。そしてもう一つ，こ

れは今日のテーマでもあるのですけど，モデルの形成ということでお手本になれるのです。「お手本になる」。

私たちの周りだとか，私たちの子どもの周りには何が必要かというと，とてもすごい事をやるスーパース

ターも必要なのですけれども，本当に身近なところでお手本を示してくれる人，こういう人がいると最高

なのです。こういう観察しながら覚えていく。背中を見て育つという言葉がありますけれども，そういっ

た人が必要だ。こういったことを何か仕掛られないかという，これが私たちとか広島県の人たちが考えた

広島県なりの地域安全マップづくりです。だから，この地域安全マップっていうのは全国でやられていま

すけど，これだけ大学生を巻き込んで小学生たちと楽しくやっているっていうのは，それほどたくさんの

県があるわけではないです。東京・沖縄・広島というのがそういった御三家だと言われています。 
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 私が長々としゃべりましたけど，この後ちょっと越智君にマイクを譲って，実際に大学生たちがどんな

活動を小学生たちと一緒にしているのかというのを見てもらいたいと思います。その前に，地域安全マッ

プというのは，後ろの方にありますけれども，子どもたちが自分たちの体験学習として，安全な場所，危

険な場所を自分の目で確認する作業です。無作法性という，先程，割れ窓理論で言いましたけど，安全な

場所っていうのは非常に無作法性がない場所です。散らかっている物なんかがない，監視性が非常に多い，

そして地域の人が仲良く手を携えてまちを運営している，そういった所を探す。あるいは，それがちょっ

と崩れている所を探していくというのが，地域安全マップの作業になっていきます。事前学習で大学生た

ちが小学生にこう教えます。教えたことを持ってフィールドに行って体験的に学習して，ここは安全だよ

ね，危険だよね，その理由を「なぜ安全なのか」，「なぜ危険なのか」っていうのを獲得していきます。そ

れを帰って来て，それで終わりではなしに，何か成果にしようという形で，文書で書いてもいいのですけ

ど，子どもたちがやることですから，ああいった生き生きとしたマップにしたほうが良いだろうという形

でマップにします。そしてその後，更に，自分が体験したことを発表してもらうというこういうプログラ

ムになりました。大体５時間から６時間ぐらい１日一緒にします。そうすると，とっても仲の良いグルー

プが生まれてきます。 

 ここからは越智君の，ＰＡＣＥという子どものペースに合わせて活動していきましょうという，様々な

ことをやる団体なのですが，彼の口からは実際に地域安全マップをやった活動報告をしてもらおうと思い

ます。 

 

越智 敬介さん 

福山大学人間文化学部心理学科の越智敬介です。私からはＰＡＣＥ福山支部が実施している地域安全マ

ップについて，実際に指導している大学生の立場から報告させていただきます。どうぞよろしくお願いい

たします。 

 それでは地域安全マップの具体的な活動例として，平成２１年１０月２２日に東村小学校で行った活動

を紹介いたします。活動時間は１０時から１５時，大体１日の時間を費やし活動を行います。この時，東

村小学校の場合，全校児童が４３名だったので，一つの班を７名として６班に分け，各班に２人の大学生

指導者を付けました。小学校からマップ活動の要請を受けた場合，初めにその小学校を担当する学生リー

ダーを決めます。学生リーダーは指導前の事前準備として学校の先生方と話し合いの機会を設け，地域安
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全マップの目的や効果などの詳しい説明を行います。その際，実施当日に使用する道具，タイムスケジュ

ール，児童の班編成などを決めておいてもらえるように説明を行います。次に活動を行う地域に前もって

出向き，フィールドワークの地図割りを作成し，この際に安全・危険のチェックポイントを予め見つけ，

理解しておくことで活動をより良いものにできます。そのような準備を行った後，指導当日を迎えます。

これは最初の活動である事前学習の状況です。学生リーダーが子どもたちと話し合いながら進めていきま

す。地域のボランティアの方も多く集まっていただいていますが，子どもと大学生のやりとりを見守って

いただいています。このイラストは事前学習の際に使用する「どっちが安全か？どっちが危険か？」とい

うクイズになります。小学生などに楽しく理解してもらうためにクイズ形式も使っています。この写真は，

フィールドワーク中にチェックポイントの撮影を行い，なぜその場所が危険なのか，なぜ安全なのかを小

学生に考えてもらい，意見を出し合う場でもあります。これを行うことにより事前学習で学んだことを更

に深く理解することができます。小学校などで活動を行う時には，小学生と大学生が一緒に食事をし，楽

しくコミュニケーションを取っています。昼からの活動までに時間がある時には，一緒に外に出て遊んだ

りもしています。比較的年齢が近いことで子どもたちは積極的に私たちにかかわってくれます。このよう

な触れ合いも地域安全マップの活動には大切なところです。 

 マップの作製には真っ白な模造紙を使います。作業を始めて，大学生がアドバイスを行いながらゆっく

りと完成させていきます。大学生がすべて指示するのではなく，子どもたちの中の班長を中心にマップを

作成します。小学生が自分の力で考えて作製することで危険回避能力を身につけると共に，地域やマップ

そのものに対して愛着が育ち，地域への関心を持つようになってくれます。マップ完成後の発表会では，

小学生は大人数の前で会話することに慣れていませんが，一生懸命活動で感じたこと，頑張ったこと，勉

強したことなどを発表します。学んだことを人の前で発表することにより学習が更に深まります。僕たち

も発表するのですが，やはり緊張してしまいます。ですが，回数を重ねることにより堂々と自分の意見を

述べられるようになりました。写真のように，大勢の前で話すことにより緊張を伴った経験となり，いつ

までも防犯活動に参加した，という記憶が残ると考えらます。活動の終わりの際には，１日を一緒に過ご

したことからお互いに仲良くなり，写真撮影を行うことがしばしばです。 

 ＰＡＣＥ福山支部には現在３５名ほどの会員がいます。この４年間で市内の多くの小学校や他県の小学

校まで，また広島県や福山市のセミナーにも協力をしています。その他，自主的な活動として，３年前か

ら中学生，高校生及び一般の方を対象とした地域安全マップの作製セミナーを福山市の助成金をいただい
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て実施しています。今年も福山市協働のまちづくり課の福山市キーワードモデル事業に採択され，福山市・

福山市教育委員会の後援の下，まなびの館ローズコムで高校生，大学生，一般の方の異年齢交流によるマ

ップづくりを行いました。 

 地域安全マップには主目的である被害防止能力の向上以外にも，このようにたくさんの効果が認められ

ることが心理学の研究から明らかになっています。地域安全マップを通し，子どもたちが大人になった時

に，現在よりもっと住みやすいまちになるように導いていきます。つまり地域安全マップの活動は，子ど

もたちを主役とした未来のマップづくりともいえます。したがって，これからもこの活動を続けて幅広い

方々に伝えていこうと考えています。 

 なお，先輩たちから続けている４年間の活動が評価され，ＰＡＣＥ福山支部は，今週の日曜日に広島県

民文化センターで開催される青少年健全育成推進大会で，平成２１年度県知事表彰を受けることになりま

した。これを励みに，地域安全マップへの協力や，その他のまちづくりに関しても，大学生として協力し

ていきたいと思います。 

 私の方からは以上です。ありがとうございました。 

 

平 伸二さん 

実際にやっているＰＡＣＥの代表の越智君から紹介をしてもらいました。彼ら彼女らは非常にたくさん

の活動をしていまして，こういった様々な活動にも一歩踏み出すと，すごく後は早いのです。いろんな活

動に参加をしてくれています。あと少しだけ，地域開発から地域力開発へということで少しだけお話しま

す。もう時間がきていますので，簡単にいきます。 

 「ソーシャル・キャピタル」という概念があるのですが，先程私が言ったように，その地域の人たちが

非常に協調行動をとっていると，社会的な効率が良くなるという考え方になります。政策効果も高いです

し，失業率も減らす，あるいは犯罪も少ないということなんかが分かっています。実際にボランティア活

動が非常に盛んな場合には，犯罪の発生率が少なくなるというような統計も平成１４年に出ています。今

日出ていたいろんな話の中で，こういった「補完性の原理」というのですが，今までは国が何かやる，こ

ういう行政の方が上から下の方へといった，下と言ったらおかしいのですが，我々に「みんなこういうふ

うにやりましょうよ」と投げ掛けて従っていくという，これはもう秀吉が刀狩をやって以来ずっとそうい

う方式は日本ではやっていますけども，それを今，変えようじゃないかと言われています。個人でできる
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ことは個人でやって，その周りの人がどんどん手伝って，それができない，完全にできなければ補ってあ

げよう。次の段階で補おう。地域の方とかＮＰＯの方，今日の報告なんかはそうだったと思います。それ

でできない枠組みが出てきたら，やはり行政の方に頼もう。やっぱり，法を整備しなきゃいけない時なん

かは，国といった組織がいると思います。以前と変わり，ここは口出しをせずに見守るというような動き

が今強くなってきています。その担い手になるのが私たちであり，皆さんであるという，そういう時代が

来ていると思います。 

 最後に，「意味ある他者」というのを私の刷り物の中に入れていますけども，特に子どもたち，心の形成

過程において，自分のお手本になるような考え方を持ち，それを行動で示す身近な大人のことを「意味あ

る他者」というふうに言います。憧れになるような人のことでもあろうかと思います。そういったことを，

皆さん方一人ひとり，このまちづくりを考える上で，あるいは男女共同参画を考える上でも，一人ひとり

が，どんな小さなことでもいいと思うのです。この点であれば，私は人にお手本として見せることができ

るのではないか，ということが一つでもあれば，それが相乗効果を生んで元気な地域づくりに繋がってい

くのではないかと思います。そういった活動を大学生たちにも，大学の時代からすごく近寄りやすくして

あげる，そういったことが私たちの役目ではないかな。大学生の時にできれば，きっと社会人になっても

やってくれるのではないかというふうに期待をしています。 

私の方からは以上で話を終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 

山田 知子さん 

はい。ありがとうございました。 

 今村さん，平先生，越智さん，どうもありがとうございました。残された時間は僅かですけれども，こ

れから，多少議論をしたいと思います。今村さんの事例と平先生の事例は似ているのです。今村さんのカ

タリバでは，今日は御発表の中にはなかったのですが，憧れの人として最も効果的なものは，親でもなく，

教師でもなく，少し年上の第三者。今村さんの資料の中では，これを「ナナメの関係」と表現されており

ます。また平先生の方も，今御報告がありましたけども，異年齢交流の活動で育まれる成果，身近な先輩

や後輩，そして友人，自分のお手本となるような身近な大人，これを「意味ある他者」と表現されている

のですが，とてもよく似ている事例でございます。とてもよく共感するところ，あるいは共感するが故に

疑問に思うところ，あるかと思いますので，お互いに印象や感想をお聞きしてみたいと思いますが，今村
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さんいかがでしょうか？  

 

今村 久美さん 

すごく勉強になる事例です。私たち，東京を中心に活動をしてしまうと，地域の人が地域の人を支える

みたいな感覚がどうしても活動の中に盛り込みづらくて，逆に人数も人もたくさんいるので，東京にいる

ことを前提としなくても，ネットワーク的にボランティアスタッフを集めることができるのですけど。た

だ，その地域の代表者に，代表者としても大人になっていくのだというような地域への愛というものはす

ごく育てづらい活動です，カタリバの活動というのは。今お話を伺った活動は，かかわる子どもたちにと

ってもボランティアでかかわる大学生たちにとっても，ここを担っていく大人になっていくのだという意

識を育てるすごく素敵な活動だなと思いました。 

 

山田 知子さん 

御質問はないですか？ 

 

今村 久美さん 

そうですね。後からも話題が出てくると思うのですけど，この活動の事業運営の仕組みはどういう形に

なっているのかということをお伺いしたいなと思います。 

 

山田 知子さん 

平先生, いかがでしょうか？  

 

平 伸二さん 

ありがとうございました。福山大学って結構地元から来る子が多いです。この福山には，地元へ残って，

地元で将来も過ごしていきたいということを思っている子は非常に多いのではないかと思います。そうし

た中で，私たちが自分たちの良さを発揮できる，そういった環境を作ってあげるということが，今，でき

つつあるのではないかと思います。昔の地縁血縁に結ばれたような共同体っていうのは，割と垣根が高く

て，なかなか大学生たちとかを入れてくれるかというと，そうではなかったと思います。３０年も前の私
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たちが大学生の頃行こうとしたら，多分小学校は「そんな来てもらったら困る」というようなことを言っ

たのではないかと思います。それが今は「どうぞ来てください」という形になっています。先程ちょっと

紹介したソーシャル・キャピタルの概念でも，今はそういった垣根を下げて，お互いに橋渡し的に，お互

いに持っている知識だとか技術だとか労力だとか，そういったものをシェアしていきましょう，というよ

うな社会になりつつあると思います。それが少しうまく展開し始めているのかなという感じを持っていま

す。したがって，今日の基調講演から今村さんの事例というのは本当に日本を動かすような大きな運動で

はあるのですが，私たちの場合は地域に根ざしているわけですけども，そこには本当地域にずっと育った

大学生たちが，そこでまた地域の人たちと触れ合っていくという形。それをまた見た地域の人たちがホロ

っときてまた活動を始めるというような，そういった良いサイクルになって来ているのではないかという

ふうに思います。 

 事業の方なのですけど，やはり資金的なものというのも大切だろうと思って，３年前から福山市協働の

まちづくり課が募集する助成金に応募するという方法をやっています。その他，ボランティアなんかも公

開でやるという形があるのですが，それを一生懸命やって自分たちの成長にも変えてくれているのではな

いかと思います。一般的にはこういった活動というのが，ちょっと不幸な事件，小学校一年生が犠牲にな

るという事件があって，広島県が非常に力を入れたものですから，当初はすごくマスコミなんかでも報道

されました。福山大学に言えば何か協力してもらえるのではないかという形もあったので，それで話が来

る，そして県の人も市の人も私たちの存在を知って，そういう話，協力の要請が市とか県に来た場合に，

私たちの方に連絡をしてくれるという形で運営ができるようになったと思います。したがって，今日マス

コミの方が来られていますけど，マスコミに取り上げてもらうということ，あるいは市とか県とか，先程

はあんまり口を出すなというようなことを言いましたが，やはりそういう筋道を付けてもらうということ

は非常に重要なことで，こういったものが動き出す時にはどうしても必要な作業，環境ではないかという

ふうに思っています。 

 

山田 知子さん 

今村さん，何かございますか？ 

 

今村 久美さん 
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今，ＰＡＣＥの団体には何人ぐらいの方が参加されているのですか？いろんな地域に訪問させていただ

いて，お話をさせていただくと，「東京は大学生がたくさんいるからいいよね。大学生がたくさんいる所じ

ゃないとできないよね」なんてことをすごく言われるのですけれども，今のお話を伺うと，大学生の人た

ちがちゃんとそこにもかかわっている事例になっているので，いろんな地方・地域の方々にとっても勇気

が出る事例なのではないかと思いまして，募集と，どれくらいの方がかかわっているのかということを教

えていただきたいと思います。 

 

越智 敬介さん 

はい。今，ＰＡＣＥには３５名います。その人数を集めるには，まず大学の学科で，学内で地域安全マ

ップをやろうという形で，どうしても一・二年生は入ったばかりで何も知らないので，何かをやってみよ

うという気持ちがすごくあります。なので，その時に，「地域安全マップやってみないか？」と言いますと

積極的に参加をしまして，地域安全マップは楽しいですし，すごく魅力もありますので，また次に小学校

に行って実際にやってみたいという形で，どんどん会員が増えていっている状況です。 

 

山田 知子さん 

はい，ありがとうございました。越智さん，一つお聞きしたいのですけど，年代別ボランティア数を見る

と，ちょうど大学生に当たる１９，２０歳前後の率っていうのは，１５～２０％と一番低いのです。そうい

った年代で，今こういろいろと地域の中でボランティアをされていて，活動をとおして一番御自身に身につ

いたことというのはどういうことでしょうか？ 

 

越智 敬介さん 

小学生とかかわるということがまずあまりないので，小学生の立場から，僕には見えない危険な所とか

安全な所がたくさん見えて，すごく視野が広がり，社会にどんどん貢献していきたいというふうに思うよ

うになりました。 

 

山田 知子さん 

ありがとうございました。それでは平先生。今村さんの御報告に対して，いかがでしょうか？御感想・
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御質問お願いします。 

 

平 伸二さん 

はい。今村さんは自分の背景になるようなプロフィールを話していただいたのですけど，これは皆さん

に共通すると思うのですが，全くこう違う世界にパッと入った時に，普通はまず感じることは不安だとか，

どうしようかなというような，こういう気持ちだと思うのですけど，それを逆にエネルギーに変えられて，

希望だとか意欲なんかを持たれたのではないかと思います。こういった心のプロセス，実際には本当はど

んなことがあったのかということ，もしエピソードがあれば聞かせてもらいたいということ。それとです

ね，カタリバのビデオを流していただいて非常に分かりやすかったのですが，高校生たち，大学生たちも

非常にテンションが上がっているとこが出てきたのですけど，実際，あそこにいくまでどのくらいのプロ

セスを要するのか？いわゆる導入方法はどういうふうにやっておられるのか？あるいは，大学生たちが自

分の姿を見せているっていうのが，恐らく魅力になっているのだと思いますが，それを見せる方法を何か

トレーニングされたりしているのか？そういったことがあれば，参考になると思いますので教えていただ

ければと思います。 

 

今村 久美さん 

ありがとうございます。まず，立ち上げていく過程の中で，私は立ち上げることは，実はすごく敷居が

低くて，そんなに捨てる物もなかったので，大事だと思うからやってみようというくらいのノリだったの

ですけども，ただ，それを続けて今９年目なのです。続けるということは実はすごく大変でした。その時

に，一つ力になったなと思うのは，やっぱり立ち上げていく過程の中で，こういうことが大切だと思う，

私たちが高校生の時にこういう動機づけられるような機会を得ずに，学校教育の仕組みの中で大人になっ

ていくことはすごく問題だと思う，と私は体験しているという話を，大人のビジネスマンの方々にして歩

いても，「だからそれを君の人生の仕事にするの？それは仕事にならないよ」ということをすごく言われま

した。いろんな方に叩かれたのですけれども，ただ一つ，私が勇気になって，今でもそれが続いているの

は，やっぱり今の大学生の世代や若い世代はみんな共感してくれます。少し前の世代の人たちには，もし

かしたら共通の日本をもっと良くしていくみたいな，もしかしたら明確なモチベーションがあったかもし

れないけど，どうしても私たちはこういう飽食感あふれる世代なので，なかなか目的を持つことができな
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い，目的を持つことに仕掛けが必要な世代なのですけど，みんな大学３年生の就職活動の時に，初めて自

分のやっていきたいこと，自分の得意なことなんかを企業に話さなきゃいけなくなった時に，何もないと

いうことに気づいて「あっ遅かった」みたいな気分になるということを，みんな経験していて，そんな同

世代の人たちの話を聞くと「ああ，やっぱり，世の中的に一般化されてないニーズかもしれないけど，み

んなの声なのだな」ということを感じるので，そういった声を原動力にずっと今までやってきました。 

テンションを上げているというお話だったのですけど，カタリバでは研修という形でみんな共通の集合

研修を行うということをあまりしていないのが現状です。実際にボランティアに参加する時の初めの状態

だと，例えば人の目を見て話せないような子もたくさんいるし，大学生の子たちが全員テンションが高く

て，やりたいことをガシガシやっているなんていう子たちばかりではないです。ただ，大学では得られな

いような繋がりがカタリバに来ると得られたり，事前に研修をするというよりは、みんなで考える時間を

持って，何が高校生の時に自分がほしかったか，どんなかかわりの人がいたら自分はもっと良い大学生活

が送れたか，良い社会人生活が送れていたかなんてことを考える時間を持つという形のいわゆる研修的な

ものを事前に，プロジェクトマネージャーを担う，それもまたボランティアの子なのですけど，その子た

ちが仕切ることによって，みんなで当事者になって考えてみるということをして，ああいう状態に結構簡

単になります。 

 

山田 知子さん 

ありがとうございました。それでは時間も押していますので，次の質問にいきたいと思います。活動を

続けていくということはとても大事ですが難しいことです。継続させていくためには，やはり重要なのは

資金調達です。駒崎さんの基調講演の中にもありましたけれども，「ＮＰＯといえども非常に資金は大事で

適切な営利を得ることはとても大事な前提なのだと。人間にとっての空気のようなものだ」というような

コメントもございましたけれども，資金調達についてどうされているのか？特に今村さんにお返事いただ

ければと思います。これからのＮＰＯも経営センスが問われてくるだろうと思いますがその点はいかがで

しょうか？ 

 

今村 久美さん 

今，カタリバの前提としては，まだ過程だと思っているのですけど，３年以内に経営的自立を自分たち
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の団体の本来事業でしていくことを目指して，今頑張っています。今のカタリバの経営事情をお話します

と，全体の収入では４２００万円が昨年度の実績で，事業収入を中心にしたその収入で７人の正職員を雇

っています。そして非正規というか，大学生たちの中でずっと継続して１年間かかわってくれる人を有給

で，インターンシップ的な形で月５万円ぐらいの金額で，他のアルバイトをやらずにという形でかかわっ

ていただいている方が１０名います。その体制で４千人の人たちをコントロールしていくというのがカタ

リバの状態なのですけど，先程見ていただいた，高校に訪問してボランティアの人たちが対話をするとい

うプログラムだと，公立高校に訪問し続けているのですけど，公立高校から直接予算をいただくことは実

際すごく難しいです。ただ，０円ではできないので，２００３年の時に「０円でもいいからやらせてくだ

さい。私たちに授業を任せてください」ということを言って回ったら，最初は怪しがられてなかなか授業

の機会をいただけなかったり，「東大に行くかもしれない子があなたらの変な話によってミュージシャン

になるって言ったらどうするの」なんてことを言われて，「そうじゃなくって，考えるという時間を持つこ

とが動機付けになって，勉強する意味もそこでできるのですよ」ということを言って回ったのですけど。

最初は０円にしました。０円にした瞬間に，噂が噂を呼んで，先生方の中で一人二人興味を持ってくれる

人が出てきて，実際にテストマーケティング的なことだと思うのですけれども，授業を実際に体感してい

ただくと，今まで恐れていた，学校の先生方が他の人たちに学校教育の中に来てもらって話をしてもらう

ことが，実は学校の日常の先生方の学習の時にも活用できる動機付けをしてくれる機能になるのだ。カタ

リバって有効なのだと肌で感じていただけて，そこから話題になって，今では１００校になっています。

その過程でやっぱり私たちも，先生方にお金をつくる努力はしていただきたいと思っているし，タダで任

されると先生方も授業を代行してくれて楽な感じに扱われてしまうので，先生方にはなんとか「今，定価

３０万円です」ということを申し上げています。ただ，一つの公立高校がお金を３０万円つくるというこ

とは，教材費とか教員人件費以外でつくるのはすごく難しいのも事実なので，今は値下げして，１６万円

までは値下げしています。けれども，それだけではもちろん，４２００万円には届かないので，今，私た

ちも努力をしていて，その私たちが学校に訪問してこの授業をしていることで喜ぶ人はだれなのか？とい

うことを今一生懸命洗い出していて，一つ見えてきたのは，重要なお客さんとしてかかわっている大学生

がものすごく育つ。人前で話せなかった子がプレゼンテーションできるようになるということは，大学が

嬉しいはずだ，ということに気づきました。これを大学生の育成プログラムとして，大学に対して，特に

今，中退者が増えてきていて，私のように推薦入試でバンバン入っちゃうと，そんなに努力せずに入っち
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ゃうので辞める子が多くて，大学のビジネスモデル的に崩壊していくという問題があるので，大学の一年

生，入学した瞬間に受けてもらう。だれかに憧れるというプロセスをコンテンツにしてしまうということ

で，カタリバというプログラムを導入していただいています。それで，やったのは公立高校から大学に市

場を替えるということをやってみたのですけれども，やっぱり同じことをやっても思っている予算が全然

違って，３５０人の大学一年生に対して今年度授業を行ったのですけど，そこから出てきた金額は，一人

当たり２万円の金額設定をさせていただいて，ボリュームディスカウントで５００万ぐらいにしたのです

けど，そういう金額を大学にはつけることができました。そこで私が学んだのは，同じコンテンツでもや

っぱり市場が替わると全然違うのだと。そして，別にそれはミッションからも外れていない重要なことを

やれているということを感じているので，今，新たなサービスとして大学に対して事業展開をしています。 

もう一つやっているのが，「だれが嬉しいのかな？」ということをもうちょっと考えた時に，大学生だけ

じゃなくて，最近社会人の方も参加しているのですけど，ボランティアとして参加するということに喜び

を持ってくれる人がどこかにいるということに気づきました。それは離職率が高い企業です。企業で働く

方々が，日々，日常の仕事を普通にしていてもなかなかやりがいを感じることができない中で，その企業

の代名詞として，その企業の代表者として高校生の前で自分の話をすることによって，自分の過去どんな

経験があるから，今どういうメンタリティーで社会人をやっていて，これからどんな未来を自分は社会人

として思い描くのかなということを，事前ワークで１日体験の研修会をして，当日高校生に話していただ

くということをパッケージにして，企業研修のプログラムに導入していただいています。それも一つのビ

ジネスモデルになっていて，今，企業が増え続けている状態です｡ 

 ということで，私たちは，高校に訪問して高校からお金を貰うというビジネスモデルだけを考えていた

時に考えることができなかった，予算として計上できなかった予算を，どこか切り口を新たに商品化する

ことで始めているというのが，今のカタリバの現状です。 

 

山田 知子さん 

素晴らしい経営センスですね。私はカタリバを知った時に，うちの大学のキャリア教育にも是非おいで

いただきたいなと思ったぐらいです。平先生，いかがですか。この３０歳の女性の経営センスをいかが感

じられました？ 
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平 伸二さん 

はい。私たちのやっている活動も全く同じような二次的な効果が出ていると思うのですね。ボランティ

アというのは，支えてほしいと言われている方がおられるので，その人たちのことをやっぱり第一に考え

なくてはいけないのですけど，二次的な問題として本当に大学生たちが元気になっていくという形ですね。

それは非常に感じます。そういった形で一年生に入った時に，例えば地域安全マップは小学生がやるよう

な活動ですけど，大学生同士，あるいは大人がやってもとても楽しいのです。学校をフィールドにして体

験して，それを小学校で指導するという形で，自分たちがだれかの役に立っているのだというそういう感

覚は，なかなか今の若い人たちは得る機会がないと思うのです。そういう機会を与えてもらえるというの

は，大学生たちがＰＡＣＥの活動を続けているという一つの動機になっているのではないかというふうに

思います。やっぱり大学生に，本当に自ら自主的に何かやっていくのだという，そういうマインドを持っ

てもらうためには，こういった活動，ボランティアっていうのは今キーワードになっているのではないか

と思います。 

 

山田 知子さん 

そうですね。活動をしていくすべての参画者が，ビジネスチャンスのターゲットだということを勉強さ

せていただきました。 

 次はですね，資金調達，それから活動の核となる人材の継続的な発掘・確保，それからモチベーション

の維持，これについては平先生，いかがでしょう？ 

 

平 伸二さん 

大学というのはそれが良いところでもあり，悪いところでもあるのですが，どんどん人が変わっていく

のです。良い学生がいたなと思ったら出て行ってしまう。でも，それがずっといられるとこれもまた困る

のですね。何年もずっといてもらうと困る。それで新しい人が入ってくるっていうのが非常に良いことで

す。 

 私は「意味ある他者」だとか，今村さんが「憧れの人」とか言われたりしていますけど，そういったこ

とを，一番初めにそういった人物がいることは必要かもしれませんが，そういった姿を見せる人がいたら，

自然とこういう活動を一緒にやっていると，それを見習っていくという形で，いつか自分もそういう先輩
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のような形になりたいという，そういったモデルができて，それをまた自分なりの形で修正をしてやって

いくという形です。先程の駒崎さんの話でも，私はすごく感銘したのですけれども，いろいろデータを集

められてお母さんの言葉から「病児保育」というのが，非常に今，問題になっているということを気づか

れて，それをデータ収集されて，「ああ，実際やっている所があるじゃないか。保育所なんかを中心に」と

いう形で気づきます。そしたらですね，大体普通の人はそこであきらめてしまうような形になってしまう

のです。しかし，そこであきらめずに自分なりの展開を考えるということ，これが非常に重要だと思うの

です。私たちも研究でいろいろデータを探して，一番初めに自分がやったと思っていると，どっかでやっ

ていた。そしたらそこでめげずに，「自分がやろうとしたことは間違いではなかった。これを同じような発

想でやろうとしているのが世界でもいた」いう形で立ち直って，でも，そこにもどこか違うアプローチの

仕方だとか，違う宝が落ちているのではないかという形で研究を進めています。そういったことができて

いたと思います。そういったことが，学生間の縦の関係というか横でもいいのですけれども，そういう 

リーダーを見て次々育っていくという環境が展開できれば，そういった人材というのが生まれてくるので

はないかというふうに思います。だから，憧れになる人，自分の身近にいて本当に素敵だなと思う人，そ

ういった人が本当に今，求められているのだなと思います。 

 

山田 知子さん 

そうですね。それではちょっと時間になりましたけど，最後の質問をさせてください。 

 連携・協働を効率的に図るために，何が必要かという質問に対しては。大変漠然とした質問で恐縮です

が。ネットワーク，組織化，連携，協働そういった言葉が，今飛び交っておりますけど，それを実質ある

ものとして効率よく展開していくためには何が必要でしょう。今村さん，いかがでしょうか？ 

 

今村 久美さん 

そうですね，そういう意味では私たちはまだ，いろいろな機関との連携がうまくできていない団体だと

は思います。ただ，継続していくために私が一番，継続していく時に勇気になっているのは，やっぱり駒

崎君みたいな存在の若い人たちで，事業を作っている人たちとネットワークしている緩やかな繋がりがあ

ります。それは全国に頑張っている人たちがたくさんいて，この近くだと愛媛でもすごく仲良しの女の子

が「愛媛を変える！」とか言って頑張っていたり，岐阜でも頑張っている子がいるのですけれども，そう
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いう，こう，「頑張っているのは私一人じゃない」みたいな気分になれるような，お互いに頑張っている人

たち同士が，なんとか「お互い大変だよね」と言いながら，繋がり合っていられていることが私にとって

は一番大切です。 

 

山田 知子さん 

はい。ありがとうございました。それでは平先生，いかがでしょうか？ 

 

平 伸二さん 

先程少し言ったのですけども，今の連携というのは，ネットワークを張るということはいろんなツール

でもできるのですけど，垣根を低くするということですね。いろんな人を排除したりだとかしないという

形。それで，駒崎さんの話でもありましたけど，福祉の神様だったですかね，その人に言われた，「厚生労

働省がそれを取ってやって，あなたの考え方が全国に広まるのだったらいいじゃない」というような形で，

昔は，地縁血縁に固まったものは，自分の所さえ良ければいいっていうような感じだったと思うのですね。

それを改めて，自分を内向きよりも外向きに情報を発信する，情報収集する，そういったやり方が必要だ

と思うのですね。それは，やはり行政の役目でもあると思うのです。やはり行政にはいろんな情報が集ま

りやすいシステムになっていると思います。発信できるような立派なシステムも持っておられると思いま

す。そしてそれを繋ぐというような，そこに行政が入ることによって，お互いが安心できるということも

あるかもしれません。それがあまり手を出し過ぎてはいけないのですけど，そういう緩やかな繋ぎという

のは行政の非常に大きな役割ではないかというふうに思います。 

 

山田 知子さん 

まだまだお聞きしたいことがありますし,会場からも質問を一，二名，本当はいただきたかったと思うの

ですけど，予定された終了時間を５分ほど過ぎておりますので,御質問がある方は後ほど個別にお願いしま

す。 

 非常に短い時間ではありましたけれど，様々な学びはあったように思います。地域の繋がりが弱くなっ

ている理由として，データを取りますと，上位に挙がってくるのが「近所の人々との親交を深める機会不

足」ということをよく言われております。そういう意味では今村さんも平先生も，「緩やかな繋がり」とい
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うことをくしくも先程使われたのですけれども，そういう緩やかな繋がりを地域社会の中で構築していく

っていうことの，とても大事な，これが男女共同参画社会の第２ステージで最も問われていることではな

いのかな，と思います。 

 それでは以上でディスカッションを終わりたいと思います。ありがとうございました。 

 


