
通して主体となることも，ボランティア活動とみ
なされるようになった．そしてボランティア主体
を育成するという視点は，各種の施策にしばしば
登場するところである．このようにして，特定層
に限らないボランティアの一般化＝ボランティア
社会が語られている．しかしこういったボラン
ティアの涵養という視点に対し，「ネオリベラリ
ズムとの共振」2）がみられ，さらに「動員」につ
ながる3）という指摘もある．少なくとも，自己と
他者を含むシステム全体への帰結を度外視した主
体性の評価は成り立たないだろう．

１．はじめに〜コミュニティの位置づけ

　岡村重夫の理論は，主体性の社会福祉論1）と呼
ばれている．また岡村は，その観点から独自のコ
ミュニティ論を展開している．しかし住民の主体
性をそのままで称揚することに，異論を呈する議
論もこれまでになされてきた．
　例えばボランティアの位置づけに関する議論を
みてみよう．近年では自己実現がボランティアの
理由として承認されるようになっている．完成さ
れた主体のボランティア活動だけでなく，活動を
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が，社会福祉理論では社会福祉の実現に当たって
は，住民の自発性は織り込み済みであり，むしろ
不可欠なものとみなされている．
　現時点では，社会化は行政化，住民化，市場化
でもあり，解決に当たっては協働の形態（多職種
専門職間の連携，専門職と住民の連携）で行われ
るものとされている．それは地域包括支援システ
ムの中で描かれている姿である．しかしそうであ
れば，上述の批判や危惧はますます当たっている
のかもしれない．
　はたして住民の自発性やコミュニティの自治性
は，行政の下請けへと包絡されざるをえないのだ
ろうか．本稿ではこの問いの答えを，社会福祉の
分野での理論的考察の中に探してみたい．社会福
祉の分野では，国家の社会福祉を委託という形で
民間施設に委ね，また民生委員といった官製ボラ
ンティアをつくり，そして官主導で社会福祉協議
会という民間協力組織をつくりあげてきたことに
みられるように，国家・行政と住民の主体性，自
治性の結びつきは非常に強い．この結びつきが下
請けでしかないのかどうかを検討してみたい．
　またそのとき，岡村の理論の中にその答えにつ
ながる導きの糸を探ってみたい．上述のように，
岡村の理論は主体性の社会福祉論と呼ばれ，その
点から独自のコミュニティの位置づけを行ってい
る．例えばコミュニティは行政の下請けに包絡さ
れるという位置づけは，コミュニティの活力を利
用した「間接的統治（『統治の統治』）」9）と呼べる
だろう．しかしこの点に関連して，岡村はシーボー
ム報告の中から「コミュニティを通じて行われる
福祉（welfare through community）」という捉え方
を提示している10）．前者と同じく，コミュニティ
活動が前提になっているが，その違いは統治へと
帰結するのではなく，逆に社会福祉全体の捉え返
しにつながるところにある．ではそれはどのよう
な主体性であった時に可能なのだろうか．あるい
は主体性以外にも何らかの要件が伴うのだろう
か．

　次にコミュニティの位置づけに関する議論に眼
を向けてみよう．1970 年代のコミュニティ施策
の時代では，期待概念としてのコミュニティは住
民が自主的につくるべきものであった．そこでの
住民の善意としての意図は，みんなが住みやすい
地域をつくることであったろう．しかしその活動
については，「官製コミュニティ」4），行政の下請
け化，旧態の支配構造の再生産・復活につながる5）

といった批判・疑念が提出された．やはり主体性
の置かれている社会的文脈を無視した評価はでき
ないだろう．
　また舞台が変わった現在でも，声だかなコミュ
ニティの称賛（コミュニティ・インフレーション6））
には，例えばコミュニティの自己統治を活用＝行
政の下請け7）といった疑念・危惧が示されている．
　このような批判・疑念・危惧がある一方で，多
くの場所で進められている，コミュニティを制度
化する地域自治区やまちづくり協議会の実践に対
し，それを動員ととらえるのではなく，法律や条
例による団体自治的側面の強化，行政への拘束力
の強化として積極的に評価する議論もまたある8）．
　では社会福祉理論においてはどうだろうか．社
会福祉理論が人間の尊厳，人権を基本的価値とす
る限り，それは「問題を社会化する」理論といえ
る．ソーシャルワーク理論である生活モデルにひ
きつけて考えれば，問題の社会化とは，問題の発
生原因を個人とともに環境の要素である社会にも
求め，また問題解決の努力を社会とともに個人に
も求めるが，その場合，社会は個人の努力を支援
する．つまり問題の解決を「個人のせい（自己責
任）」だけにはしないという考え方である．
　国家が社会福祉の責任を負うようになった以降
でも，民間の社会福祉活動は行われ続けてきた．
例えば戦後に官主導で立ち上げられた日本の社会
福祉協議会においても，「住民主体」原則のもと，
行政との協働が早い時期から目指されてきた．そ
して，社会福祉の領域でのその後の一連の議論や
動きは，今日の福祉社会という言説にたどり着く
ように，住民（利用者も含め）の主体性を強調し，
またそれを求めるものであったといえよう．もち
ろん全てを住民の主体性に帰責するものではない
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生的な行為〔であり〕……洋の東西を問わず，ま
た時代を超えて，広く人類社会のなかに見られる
他人援助の社会福祉的行為」である14）．そしてこ
の相互扶助は「成員間の仲間意識すなわち対等の
同類者意識」が根拠となって生まれるとされる15）．
　このように，相互扶助は自発的社会福祉の一つ
として高く評価されている．法律による社会福祉
が存在しない場合に，頼るべきは相互扶助であっ
ただろう．しかし法律による社会福祉が家族を取
り込むまでに制度化された場合に，なお相互扶助
は必要なのであろうか．さらに，相互扶助は法律
による社会福祉に対してさえも改造力をもちえる
のだろうか．ここでこれらを検討するために，以
下，筆者の解釈を交えながら，岡村の地域福祉に
関するいくつかの見解を整理しておきたい．

（2）地域福祉の要点
　国家による社会福祉と相互扶助の接点は，地域
社会に現れる．岡村は社会福祉と関わって，地域
社会についておおよそ次のように述べている．
　第一に，地域社会は福祉課題が発生し，そして
解決される（予防も含めて）場所（根源）であ
る16）．これはもちろん切り取られた地域社会とい
うものがあって，その中だけで課題が生じ，解決
されるということではない．住民にとって福祉課
題の解決のためには，例えば国家による社会保障
と同時に，当人の地域社会における社会関係への
働きかけが必要である17）．つまり人が定住する地
域社会というものがなくならない限り，福祉課題
は地域社会の中で発生し，また地域社会において
解決が期待されることになる．その意味で，地域
社会における社会福祉という含意がある．
　またそのことは，地域社会による課題解決とい
う意味ももつことになる．例えば岡村は「大規模
の近代的社会福祉が，全国民に対する普遍的サー
ビスを必要とする半面において，なお地域社会に
おける個別化的援助の要求に対応するコミュニ
ティ・ケア・サービスをも含まなくてはならない
ならば，地域住民相互の連帯や自発的な共同，す
なわち何らかの相互扶助の存在を必要とするであ
ろう」18）と指摘する．「ならないならば」という

２．自発的社会福祉

（1）自発的社会福祉
　岡村の社会福祉論は，自発性のもつ意義を強調
するものになっている．そのことは自発的社会福
祉の位置づけに端的に表れている．岡村は社会福
祉の発展過程を，自発的社会福祉，法律による社
会福祉の段階に大別し，前者の存在こそ，社会福
祉全体の自己改造の原動力として評価されなけれ
ばならないと主張している11）．しかし先の危惧に
倣い，自発的であるだけで社会福祉全体の自己改
造という結果を生み出すと考えることは，いった
ん留保しておく．では前者が後者の補完にとどま
らず，自己改造の原動力となるというのは，いっ
たいいかなる意味においてであろうか．以下，岡
村の議論に立ち入ってみたい．
　自発的社会福祉は法律による社会福祉との対比
で用いられている．それゆえ前者は国家・行政が
担う社会福祉とは異なった，民間あるいは住民に
よる社会福祉となる．また法律や条令で定められ
た権利義務に基づいて行われる社会福祉ではな
く，自発的に行われる社会福祉であろう．ただし
その場合，恣意的に行われるということではなく，
社会的に公認され，支持されたものとして行われ
るとされる12）．
　岡村が自発的社会福祉とするのは①相互扶助

（村落共同体，同業組合，共通の信仰を持つもの
どうしの相互扶助）と並んで，②慈善事業，③博
愛事業である．②，③の事業では構成員の自発性

（自覚性・選択性）が活動の展開にとって決定的
な要素であることはいうまでもない．そして両事
業については，その先駆性と開拓性が指摘されて
いる13）．こういった先駆性，批判性が法律による
社会福祉に対しても機能し，社会福祉全体の自己
改造の原動力を生むと考えられる．このような位
置づけは，今日のＮＰＯ論，新しい公共論でもみ
られるところである．
　しかしこれらの事業は，いわば特定の層によっ
て行われるものである．他方で相互扶助を行うの
は特定でない住民である．その相互扶助は「他人
の生活困難を援助するもっとも端緒的かつ自然発
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事項の実行への参加のことではなく，決定また実
行への参加である．
　またコミュニティへの参加は，コミュニティを
通じての国家の社会福祉への参加に展開する．例
えば，岡村は福祉国家体制における地域社会の意
味についての二つの見解を紹介している．一つは

「福祉国家はそれ自身『脱地域社会的』であり，
福祉国家を構成する国民は権利主体としての個人
であって，個人と国家のあいだには，もはや過去
の時代にみられたような『個人を埋没させるムラ
状況的な地域共同体』は存在しない……〔そこで
は〕地域性の限定を受けることのない個我の自覚
にもとづく権利主張によって，生活問題解決の行
政施策を講じさせる反面において，地域性を代表
する地元組織が空洞化している」24）という見解で
ある．
　他の一つは「福祉国家の背景もしくは基底には，
厳然としてコミュニティ（地域共同社会）という
地域社会が存在し，それが『国家』という特別な
機構を利用して，コミュニティの全成員に社会的
サービスを提供させる」25）という見解である．岡
村は，もちろん後者の見解の実現を目指した議論
を行っていくが，そこに示されているのは国家に
利用されるコミュニティではなく，むしろ国家を
利用するコミュニティである．
　さらに，「地域コミュニティにおける直接的な
住民参加にはじまって，広域社会ないし市民化社
会における間接的参加に至るまで，一貫的に社会
福祉サービスの全過程にサービス受給者や住民が
参加することによって，はじめて社会福祉の民主
化が可能になる」26）というように，コミュニティ
を通じた，社会福祉全体のコントロールといった
像を示している．ここにおいて，社会福祉全体の
自己改造がなされることになる．
　では，なぜコミュニティはそのような力をもち
えるのだろうか．またコミュニティの成員は，な
ぜ参加への潜在力をもちえるのだろうか．つまり，
第四に，論理展開からすれば，コミュニティの力
は，相互扶助の中に求めざるをえない．
　まず上述のように，相互扶助が自然発生的な行
為とされているのは，慈善事業や博愛事業の構成

仮定の下での発言であるが，もちろん岡村はそう
すべきという立場である．その場合，国家による
社会福祉と相互扶助との接点は，この個別化的援
助（個別的処遇19）とも言い換えている）という
形をとる．この個別性という点については，次の
ようにも述べている．「英国でいわれる personal 

social services の“personal”とは，単なる『対人的』
とか『個別的』な保護サービスを意味するもので
はなく，個人と環境との関係の全体，すなわち個
人のもつ社会関係の全体を視野に入れた保護的
サービスないし支持的サービスでなくてはならな
いということになるであろう」20）．例えば，国民
を一律に処する国家による福祉においては，国民
は制度に適う属性を持っているかどうかでしか扱
われないのに対し，面識関係がある地域社会に
よってこそ，個人は全体性，総合性をもった存在
として扱われるという指摘であろう．
　また続けて，「福祉国家における『普遍的処遇
の原則』は，全国民に対して権利としての福祉を
保障し，生活問題解決のための機会の平等を提供
したけれども，同時に単なる受益者としての国民
の人間像をしか提起することができなかった……
この欠陥を克服するためには，『普遍的処遇の原
則』を前提としながらも，漠然とした福祉概念を
限定して福祉国家に対して相対的独立性をもった
個人の主体的存在性に注目する新しい社会福祉の
概念を提起せざるを得ないのである」21）と述べ，
個別性を尊重することと，当人が主体的存在であ
ることを認めることをセットにして主張してい
る．
　つまり，地域社会による課題解決は，利用者の
全体性，総合性，そして主体性を認めた上での支
援ということになる．このような，利用者そして
住民の関わりが示される場合に，国家による社会
福祉は国民の社会福祉になると理解できる22）．
　第二に，この関わりは，参加として概念化され
る．それは利用者（援助対象者）及び住民の参加
である．岡村は「実際の施策の立案過程に対して
住民が参加するのみならず，施策や施設の運営・
管理に対して住民が参加すること」23）を求めてい
る．このコミュニティへの参加は，もちろん決定
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係という現実を克服する方向を示唆するものであ
ろう．これを権力批判の論点として提出しておき
たい．
　また状況の中で自然と生まれてきたものは，状
況が変われば失われることになる（都市的生活様
式への転換，あるいは地域社会の空洞化）．客観
的には共同性は存在していても，それを行政が管
轄するものとなり，住民は当事者意識を失ってい
く．近接の住民どうしが，仲間ともみなさず，同
一視もしないという状況が進んでいったとき，つ
まり自然と生まれるものではなくなったときに，
相互扶助をどうやってつくり，主体を成熟させて
いくことができるのだろうか．これを福祉教育の
論点としておきたい．
　岡村の想定する相互扶助，コミュニティは，現
実の地域社会で成立すべきものと考えられてい
る．しかし以上のことを考えれば，それは期待概
念といえる．上述の論点に答えることで，想定さ
れる相互扶助，コミュニティは現実化するであろ
う．次に岡村のコミュニティ論の中から，これら
の論点の答えを見出していきたい．

３．岡村のコミュニティ論

（1）社会福祉のコミュニティ論から
　さて，岡村はコミュニティをどう構想したのだ
ろうか．岡村はシーボーム委員会報告を検討し，
そこからコミュニティに関して以下の点を引き出
している30）．①地域社会におけるコミュニティの
複数性（下位コミュニティの存在．例えば岡村の
用語では，「福祉コミュニティ」）．②コミュニティ
の成員がもつ共通の価値観や態度や行動様式から
同一性の感情がうまれ，それがコミュニティ内の
社会的統制の基礎となる．③複数のコミュニティ
がさらに同一の価値意識や行動様式をもつように
なれば，地域社会全体がやがて一つのコミュニ
ティに発展することもありうる．そして上述の方
法論に関わる点として，④コミュニティの同一性
の感情を奨励する直接的方法として，コミュニ
ティ・センター，コミュニティ・クラブ，入居者
組合等の住民組織を作って，同一性の感情を発展

員の持つ自発性（自覚性・選択性）に比べてとい
う意味であり，いわば一定の状況における自然な
行為として生まれるということであろう（例えば
村落的生活様式のように）．日本の地域共同体の
一定の状況とは，住民の生活，社会関係がほぼ共
同体内で自足し，かつ共同性に裏打ちされている
ということである．岡村が日本の地域共同体にお
ける相互扶助として言及しているのは，同族，同
朋といった関係の間でなされる相互の助け合いで
あり，ユヒ，モヤヒ，テツダヒといった例示，ま
た相互扶助組織として同族や講などを指摘してい
る27）．
　しかし互助では反対給付が求められる．また同
一の対象を介して，共に関わり合うという共同関
係においては，コモンズ（共有地，行事，信仰な
ど）の利用・享受に全員が参加できるが，維持・
管理も全員が負担すべきという原則がある．協調
行為は単独行動より＋αを生み，逆に恣意的行為
は－αを生む．よってフリーライダーは容認され
ず，強制力の行使もありえる．そこには地域共同
体の自治がある．ここでも義務としての貢献が求
められる．しかし地域共同体では，生活困窮者に
は仕事の斡旋や頼母子講で一番に引き当てると
いった配慮や支援が行われていた28）．
　この配慮や支援を生みだすのが，同類者意識で
あろう．共同関係では自他の区別が消失し，それ
によって連帯関係が発生し，それが相手への同一
視を生みだす．よそ者に対しては決してもたれる
ことのない，仲間の苦労・喜びを，わが苦労・喜
びとする心情である．
　しかし地域共同体においては，構成員の対等な
関係のみがあるのではなく，上下関係において秩
序が貫徹されてきたことも周知の事実である．
よって，相互扶助の根拠として挙げられる「成員
間の仲間意識すなわち対等の同類者意識」29）にお
ける「対等〔性〕」は，岡村がつけた特別な限定
と解釈できよう．つまり権力格差によって強いら
れたものは，自発的ではないと読み取れる．とす
れば，想定される相互扶助は，かつてのものをそ
のまま現代に再現しようとすることではないはず
である．むしろ対等性を強調することは，上下関
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存している場合には，異なる他者を排除すること
で，内部の一体化・連帯が成り立っている．普遍
主義とは，こういった内・外の区別をしないこと
である．そうであれば，普遍主義的権利意識とは，
権利の内容がどのようなものであれ，その権利内
容を等しく全ての者に保証することと解釈でき
る．それはコミュニティの外に対してだけでなく，
内側に対しても当てはまる．かりに地域社会内に
異なる他者がいる場合にも，等しく権利を認める
ことになる．異なる取り扱いをすることを，権力
によって事実上行う（あるいは異なる取り扱いを
していることを無視する）ことは，不当なことで
ある．この点が地域共同体とは異なるところであ
る．
　このように，岡村が奥田のコミュニティ論から
引き出した「地域主体的態度」，「普遍主義的権利
意識」は，ともに権力批判の論点と関わって使わ
れていることがわかる．
　しかし，このような全ての人の参加を認めるこ
と，すべての人を排除しないことは，どこからス
タートできるのだろうか．いうまでもなく，こう
いった意識や態度は，所与のものではなく，学習
の結果として身につくものであろう．地域共同体
でも，相互扶助を通して身についたものである．
現在において，再びそれを求めるとすれば，都市
的生活様式が一般化した状況に合った相互扶助の
あり方，相互扶助のつくり直しが模索されよう．
例えば，岡村の「リーダーによる市民学習の結果
として期待される価値意識の転換と，地域運動へ
の参加によって得られる価値意識の転換とは，果
たして同質のものであろうか」36）という疑問も，
それに関係している．また上述の④は，一般的地
域組織化の方法論への言及である．そこから読み
取れることは，施設や組織をつくること自体では
なく，そこでの活動が同一性の感情を育てるとい
うことであろう．福祉教育の考えが示すように，
体験的学習がスタートである．このようにして，
コミュニティとはつくられるものとなる．

（3）福祉コミュニティ
　しかし上述の①にあったように，岡村は一般的

させること．そして⑤住民参加によって，コミュ
ニティは社会的サービスの受益者（客体）である
と同時に，提供者（主体）にもなる．これが“コミュ
ニティを通じて行われる福祉”（welfare through 

community）である．
　②については，共同性を基盤にした相互扶助と
いう行動様式が，同一性の感情（同類者意識）を
生むことは，先述の通りである．また同時にそれ
が社会統制の基盤になるとも指摘され，コミュニ
ティの自治への目配りもされる．この点が岡村が
コミュニティに期待するポイントの一つであろ
う．ただし，同一性の感情が所与のものと想定さ
れているのではなく，コミュニティづくりをして
いく中で生まれてくるものとされている．運動体
としてのコミュニティといえよう．そして⑤にあ
るように，住民参加によってコミュニティは受益
者（客体）であると同時に提供者（主体）ともな
る．
　結論として，岡村は「これらの環境改善やサー
ビスの実施が，地域にとって必要であるかどうか
を，地域住民が自ら発見し，方針を決定し，そし
てそれの実現について必要な集団的活動に参加す
ることによって体験せられる『同一性の感情』を
共有することが『コミュニティづくり』である」31）

と述べる．

（2）社会学のコミュニティ論から
　岡村は，社会学のコミュニティ論についても参
照している．奥田によれば，コミュニティは行動
体系における主体化，意識体系における普遍化に
特徴づけられる32）．主体化については，必ずしも
同じ脈絡でないと断りつつも，コミュニティ自治
やコミュニティ意思決定権力の偏在という議論と
関わらせ，また住民運動とも絡めている33）こと
から，参加という論点と大きく関係させているこ
とは間違いない．岡村は主体化を「地域主体的態
度」34）とも言い換えているが，上述の参加への言
及など，奥田の考えと同様な展開をしている．
　他方，普遍化については，「普遍主義的権利意
識」35）と言い換えている．普遍主義に権利がつけ
加わっている．例えば，対内道徳と対外道徳が併
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決に向けて先導するという姿が描かれている．
　このように，一般的コミュニティと福祉コミュ
ニティは区別されている．全ての住民がサービス
提供者ではないという点を踏まえれば，現実的な
認識だと思われる．しかし福祉コミュニティのな
かにも住民が含まれていることから，両者の違い
は絶対的なものではなく，住民の主体性の度合い
の違いとも理解できる．例えば，福祉コミュニティ
は福祉活動の住民リーダー，住民協力者からなり，
一般的コミュニティの住民はその理解を示すと
いったものである．コミュニティづくりを運動と
して捉えれば，無関心層を関心層へ，そして協力
層をリーダーへと育てていくことも取り組むべき
活動である．それも福祉教育の課題として引き受
けられるものではなかろうか．

（4）動員されるコミュニティ？
　では，このようにしてつくられるコミュニティ
の自治（community autonomy）43）は，統治へと転
換されることはないのだろうか．岡村は次のよう
に述べる．「国家，地方自治体は社会福祉サービ
スを実施するばあいには，その責任を地域住民の
自発的な相互援助や民間のサービス活動に転嫁す
ることなく，住民の福祉要求に対して公的責任を
完全に果たすべき」44）．「わが国の社会福祉の現状
では，個人の社会生活上の困難についての自己責
任主義すなわち自由主義的理解がなお多く残存し
ている……その意味では脱地域性の『市民化社会』
の実現が条件でなければならない．……［しかし］
単に立法・行政機関に対して権利を要求するだけ
であって，個人としての責任を負う必要がないの
かどうか……コミュニティでは，住民の地域社会
すなわち自分の生活の場に対する所属感ないし帰
属意識と共通の目標をもっているために，隣人や
地域に対する自然的な共感や協同的行動における
個人の役割が自覚せられる．……『コミュニティ』
か『市民化社会』かという二者択一が問題なので
はなくて，両者は相互に転換し，両立しうる地域
社会概念である」45）．
　引用が長くなったが，このように，岡村がとる
路線は，市民として国家に要求するだけでなく，

コミュニティ（地域コミュニティ）の内部に下位
コミュニティ（福祉コミュニティ）を想定してい
る．一般的コミュニティにおいては，同一性の感
情が成立しているわけであるが，それでも一般的
コミュニティは福祉サービスの提供には至らない
として，次のように述べる．「一般的コミュニティ
においてみられる自然発生的な相互援助は，彼ら
をコミュニティの一員として受容し，支持するも
のはあっても，それによって何らかの特殊サービ
スとしての具体的な援助を期待しうるものではな
い」37）．「〔一般的コミュニティは〕それ自身は地
域福祉サービスそのものではないけれども，コ
ミュニティ・ケアの対象者を自分らの仲間として
受容し，支持し，彼にふさわしい社会的役割を提
供」38）する．
　ここに自然発生的な相互扶助の限界が指摘され
る．それを超えるものが福祉コミュニティである．
福祉コミュニティとは，「社会的不利条件をもつ
少数者の特殊条件に関心をもち，これらのひとび
とを中心として『同一性の感情』をもって結ばれ
る下位集団」39）である．その中核をなす構成員は，
①現実的または可能的なサービス受給者ないしは
対象者，②これらの当事者と同じ立場に立つ同調
者や利害を代弁する代弁者，そして③各種のサー
ビスを提供する機関・団体・施設である40）．ここ
から読み取れる担い手を挙げると，当事者住民，
少数者の特殊条件にも関心をもつその他の住民，
専門家・機関である．今日の用語で言えば，協働
の受け皿組織といえよう（福祉コミュニティを，
むしろ福祉アソシエーションとして捉えるほうが
適切と思われるが，岡村の用語に従って，ここで
は福祉コミュニティのままとする41））．
　そして福祉コミュニティの機能をみると，（a）
対象者参加：社会福祉政策に対する住民参加ない
しは対象者参加，（b）情報活動：地域福祉に関す
る情報活動，（c）地域福祉計画の立案，（d）コミュ
ニケーション：コミュニティ内外にわたるコミュ
ニケーション，（e）社会福祉サービスの新設・運
営が挙げられている42）．つまり社会福祉施策の立
案，決定，実行に一貫して関わる姿が描かれてい
る．こうして，福祉コミュニティが福祉課題の解
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たのかということをみてきた．要約すれば，コ
ミュニティへの，またコミュニティを通じた参加
によって国民の社会福祉が実現されるのであり，
それは批判的協同という形をとる．またそれは主
体の成長を伴って可能になるということである．
このようにとらえる岡村にとっては，コミュニ
ティの活力を利用した「間接的統治（『統治の統
治』）」はありえないことになる．しかし，そうだ
からといって，コミュニティを通じた福祉が実現
する具体的な方途を示しえたかというと，必ずし
もそうはいえないだろう．大橋が岡村理論におけ
る地方自治体論の欠落，また地域福祉の主体形成
論や技術・方法，福祉教育についての記述がほと
んどない50）と指摘することは適切である．しか
し同時に，「岡村の地域福祉思想・地域福祉実践
の指針，具体的な提案を具現化できるかが問われ
る」51）という点を，私たちの課題として引き受け
ることが必要であろう．ここで岡村の議論以降の
展開についても触れ，改めて岡村の目指すコミュ
ニティが実現するために何が必要なのかを考えて
おきたい．
　まず批判的協同は，現在，協働という概念で盛
んに議論されていることと重なり合う．協働は公
共性が行政の独占物ではなく，住民もそれを担い
うるという認識があって可能になる．たとえそれ
が行政の都合よく導入された認識であったとして
も，そう宣言されたからには制度的な力をもつこ
とになる．
　公共活動とはみんなに関わり合う活動のことで
ある．それは①何が公共なのか（例えば社会福祉
施策として何を行うのか），②誰がその活動を担
うのか（行政か，企業か，住民か），③誰が活動
を評価するのか（行政か，企業か，住民か），④
誰がコストを負担するのか（税金か，寄付か，ボ
ランティア・社会貢献か）といった課題群をもつ．
公共が行政の独占物ではなくなったということ
は，これらの課題を住民との議論によって決める
ほかなくなったということである．
　では，実際に協働に当たって何が留意されてい
るかをみてみよう．例えば『第２次呉市市民協働
推進基本計画』（平成 21 年）には，以下の市民協

コミュニティを通じて福祉事業に参加し，国家に
要求することである．このようにして国家の責任
は放棄されることはない．しかし一般論としては
そのように主張しえるとしても，具体的にどこに
国家とコミュニティの役割の線引きはできるのだ
ろうか．統治へ転換するかどうかは，この点に関
わってくるであろう．
　岡村はこの点に関して，「批判的協同の原則」46）

を示している．例えば下請け化とされる民間施設
へのサービス委託は，協同自体が非難されるべき
ではなく，「委託に伴う対価，委託の期間，サー
ビスの内容，事業の運営，将来の計画などについ
て，相互に十分論議され，評価されているか否か
が重要な問題である」47），また「サービスが国民
的に承認されたものであるか否か」48）を問おうと
する．つまり公と民，また対象者を含めた住民と
の建設的な自己批判と相互批判の重要性を指摘
し，それをもって下請け批判に反論する．それは
今日の新しい公共論に通じるものがある．
　では，このような相互批判を基礎にした協同は
どこにおいてみられるのだろうか．岡村は次のよ
うにも述べている．「［公営福祉事業は］その責任
の一部を民営社会福祉事業に委託するであろう
が，資金の出所に関するかぎり，両者の間には区
別はありえない．政府はその資金，設備を提供し
て民営社会福祉事業と協同連帯の責任を果たすこ
とになる．ここで民営社会福祉事業の弾力性や批
判的協同の原則が考慮せられると共に，対象者の
便益と自発性とに関連して，民間社会福祉施設の
特長を発揮するようにされねばならない」49）．こ
こでの登場人物を拾い上げれば，政府（行政），
民営社会福祉事業所，対象者である．とすれば，
同調者や代弁者をも加える形で構想されている福
祉コミュニティこそが，政府（行政）との間で批
判的協同関係が実践される受け皿組織ではなかろ
うか．

４．協働，福祉教育，コミュニティの自治

（1）協働
　以上，コミュニティの位置づけを岡村がどうし
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画づくりの軸は，地区アセスメントに基づき，目
標（地区像）とそれを実現する手段（活動）を確
定することである．
　地区まちづくり委員会を設けた背景には，「コ
ミュニティの自立経営（地域力の向上）」，「小さ
な市役所の実現（協働型自治体への移行）」とい
う行政側の理由がある．このことも呉市特有のこ
とではなく，協働を謳う多くの基礎自治体に共通
のことであろう．ともかくこの過程で，上述の①
～④の点が住民側の了解をえて確認されることが
必要である．
　とくに④のコスト負担の面をみてみよう．多く
の基礎自治体と同様に，呉市においても住民の主
体性を当てにした行政協力システムが機能してき
た．自治会等の地域住民組織では，役職者になん
らかの手当てを出しているところもあれば，そう
でないところもある．また活動に対して行政から
の助成がなされている場合もある．地域住民組織
の活動，そして各地区委員会の活動も公共活動と
考えれば，私費（無給）で公共活動を行うという
極と，公費（会費，税金）で公共活動を行うとい
う極が設定されるであろう．住民個人の側では，
公共活動が重要で避けられないとすれば，どこま
で無給で行うか，あるいは会費や税金を増やすか
というという問いになる．地区レベルに限定すれ
ば，会費を上げることにはコミュニティの同意が
必要である．知らず知らずにフリーライダーに
なってしまう，あるいはそれが容認される状態で
は，この同意をえるのは困難である．住民側の了
解とは，このような背景の中でえられることにな
る．つまりコミュニティがあってこそ，地区レベ
ルでの公共活動は成り立つことになる．

（2）福祉教育とコミュニティの自治
　このように考えると，やはりコミュニティを形
成する上での，福祉教育の重要性が浮かび上がっ
てくる．福祉教育ではしばしば体験的学習が行わ
れる．池田は，体験的学習においてなされる体験
と知識の統合が，「わかった」という瞬間だと述
べている54）．都市的生活様式の浸透は，地域の人，
ハード，行事についての知識を面的なものから，

働の基本原則が示されている52）．

（1）対等の原則（どちらも主役）
　 対等な関係が前提となり，意思決定にもかかわ

り，責任も共有します．
（2 ）相互理解の原則（同じテーブルに着き，お互

いを理解する）
　 協働のきっかけづくりとして，普段から話合い

を行い，相手の立場や状況をよく知るべきです．
（3 ）自主性・自立性の原則（自分のことは自分で

決め，他の力を借りない）
　 市民公益活動における自主性を最大限に尊重

し，自立化することを推進します．
（4 ）目的共有の原則（目指すことは同じ）
　 目的が共有できたときに協働が成立します．

（5）公開透明性の原則（みんなが見える）
　 支援，活動状況などのあらゆる市民協働の内容

を公開し，いつでも，誰でも見ることができま
す．

　これらの原則は呉市独自のものではなく，他の
基礎自治体にも共通の標準的なものである．解釈
すると，（4）にあるように，協働の前提はまずは
目標が共有されることである．それがなければ協
働の必要はない．その際（1）にあるように，協
働の関係者は対等である．これは権力によって行
動が強いられることがないという意味である．し
かしそのためには，（3）の自主・自立が必要であ
る．依存は従属を生む．また（2）にあるように，
互いの作法には違いがある．違いを認めた上で協
力するということである．そして（5）にあるよ
うに，公共活動である限り，プロセス，結果がみ
んなに公開される必要がある．
　もう少し具体的にみてみよう．例えば呉市では，
市内 28 地区で，地区まちづくり委員会（協議会）

（以下，地区まちづくり委員会とする）が設立さ
れた 53）．自治会を軸にした，年齢・属性別組織及
び機能別行政協力組織の連合体である．ただしア
ソシエーション型組織にも開かれている．この委
員会に市からの補助金が出されている．それぞれ
地区まちづくり計画を作成し，実施している．計
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る．よってどれだけコミュニティの決定が尊重さ
れるかは，大きな課題である．この点で，コミュ
ニティの自治を制度的に強化するという実践も行
われている．例えば上越市の地域自治区では地域
自治区制度が導入された．法律化，条令化を通し
て，地域協議会が市行政への拘束力をもつことが
示されている57）．

５．おわりに

　「コミュニティを通じて行われる福祉」の福祉
のところには，様々な分野名が入りうる．コミュ
ニティを通じてというのは，いうまでもなく各分
野の取り組みの方法論を強調することである．こ
れまでみてきたように，「コミュニティを通じて」
はコミュニティの中への参加と，コミュニティの
外への参加という意味があった．この住民参加を
強調することが，岡村理論の骨子であろう．
　現在は，もう一度，方法としてのコミュニティ
が議論されている時期といえよう．本稿で使って
きた表現でいえば，行政の下請けとしてのコミュ
ニティか，自治的コミュニティかをめぐるコミュ
ニティの位置づけである．岡村は後者を強調する
わけであるが，筆者もそれに倣いたい．
　住民の公共活動への参加は，旧来の公共活動が
行ってこなかった隙間を埋めること，あるいはそ
の一部を代替するという結果を生みだすであろ
う．もちろん当事者はそのことを理解し，またそ
の意義を認めているとする．とすれば，なお動員
という危惧が当てはまるのは，住民が関与する以
外の残された公共部分がブラックボックスになっ
ており，そこに住民が関与しえないという状態に
あるからではないだろうか．例えば，活動の評価
基準が既に行政によって決められてしまってい
る，あるいは当該事業の外では議論できないなど
である．しかし，そこは同じように公共部分であ
り，本来は開かれており，議論され，そして住民
が決定に参加できるものではなかろうか．つまり，
参加をもっと徹底することが，動員という危惧を
払拭する術ではなかろうか．福祉教育によって住
民の主体性を陶冶していくこと，参加をさらに制

点的・線的なものにしてしまう．再び地域社会を
知るきっかけが，この「わかった」という瞬間で
あろう．
　呉市の地区まちづくり委員会では，地区まちづ
くり計画の策定に当たってワークショップを行
い，そこでまち歩きの体験的学習を行った地区が
ある55）．そのまち歩きについての感想として，以
下のようなものが挙がっている．「『こんな所あっ
たんだー』といろいろな発見がありました」，「い
つも歩いているところでも，みなさんと一緒に歩
くと見えないところや知らないことが，たくさん
ありました」，「なにげなく生活しているまちにこ
んなにもたくさんの新たな発見がある」．
　これらは「わかった」という気づきである．「わ
かった」ものは何だろうか．それはまちのヒト，
モノ，コトである．それは「共感」や「折り合う」
といった心情につながることも可能な気づきであ
ろう．もちろんワークショップとしては，まち歩
き後は，意見を出し合い，計画にまとめていくと
いう作業が行われた．こういった感じる，気づく
ことから，交通整理，理論化，そして実践という
中で，主体の成長が図られることになる．またそ
のための技術・技法にも留意されるべきである．
例えばワークショップ空間を，現実の権力関係が
反映されないように仮想空間化し，住民の本来の
意見を引き出そうとすることである．つまり住民
参加のまちづくり計画作成時点においても，住民
の主体形成という福祉教育の観点からの取り組み
がなされている．
　最後に，コミュニティの決定がどれだけ尊重さ
れるかである．住民の主体性を強調するだけでな
く，行政の主体性もまた深まることを求めるべき
である．先述のように，岡村は地域コミュニティ
を基点にした社会福祉の民主化といった，いわば
楽観的な像を描いている．しかしそれほど楽観視
できる現実ではなかったというのが真実ではない
のだろうか．例えばなぜコミュニティ活動が行き
詰ったかについて，結局，決定権を持ちえなかっ
たからという指摘がある56）．通常，コミュニティ
は基礎自治体の下位にあるので，コミュニティの
決定は基礎自治体の決定をもって正式の決定とな

岡村理論におけるコミュニティの位置づけ10



19）岡村重夫，前掲 10），p.9．
20）岡村重夫，前掲 11），p.64．
21）同上．
22）岡村重夫，前掲 10），p.9．
23）同上書．p.10．
24）同上書，p.7．
25）同上．
26）同上書，p.36．
27）岡村重夫，前掲 11），pp.6-8．
28）渡辺尚志，2008，百姓の力―江戸時代から見

える日本，柏書房，pp.132-134．
29）岡村重夫，前掲 11），p.10.

30）岡村重夫，前掲 10），pp.21-24．
31）同上書，pp.23-24．
32）奥田道大，1983，都市コミュニティの理論，

東京大学出版会，p.28．
33）同上書，pp.26-27．
34）岡村重夫，前掲 10），p.65．
35）同上書，p.66．
36）同上書，p.20．
37）同上書，p.69．
38）同上書，p.67．
39）同上書，p.87．
40）同上書，p.70．
41）社会学ではコミュニティ―アソシエーション

という対概念が用いられている．岡村はアソシ
エーション概念を用いていないが，次のような
言及をしている．「各類型の地域社会をコミュ
ニティ型のそれに発展させるばあいにも，それ
ぞれの地域社会にある多数の住民組織をコミュ
ニティ集団として形成することを通じて，初め
て可能になる」としている．そして，当該住民
組織に関する調査事例を引用し，町内会，自治
会のような，組織原理が地域的共同居住による
ものと，地域性が便宜的外枠として存在する，
地域における社会，文化組織を区別している（同
上書，p.72）．通常，後者はアソシエーション
と呼ばれている．よって一般的コミュニティの
中の下位コミュニティとは，コミュニティの中
のアソシエーションとした方が理解しやすいと
思う．

度的に保証していくこと，それが岡村が構想した
コミュニティを実現していくことになるのではな
かろうか．
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