
第58回社会福祉セミナー

社会福祉における「参加」を問い直す

講座① 障害者の「参加」とは

２０２２年７月２日
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ともに生きていくことができる
社会をめざして
～参加から協働社会へ～

ＮＨＫ Ｅテレ「バリバラ」コメンテーター
一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク代表理事

玉木幸則
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①自己紹介
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週１回
テレビに出るようになって

１４年目を迎えました。

※きらっといきる ３年
バリバラ １１年目



毎週金曜日 午後１０時３０分～１１時
再放送 毎週火曜日午後３時３０分～４時

ＮＨＫ Ｅテレ
みんなのためのバリアフリーバラエティ

「バリバラ」
に出演中
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２０１６年４月からバリバラがリニューアル

2012年にスタートした、障害者のための情
報バラエティー「バリバラ」。笑いの要素を織
り交ぜ、これまでタブー視されてきたテーマ
にも挑んできました。

しかし、2016年４月からは、障害のある人
に限らず「生きづらさを抱えるすべてのマイ
ノリティ」の人たちにとっての“バリア“をなく
すために、みんなで考えていきます。
（ＬＧＢＴＱ・薬物依存症・外国人技能実習生・死生観

部落差別・Black Lives Matter などなど）
5
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多様性のある
社会を目指して、
バリバラは
進化します！



私の職歴は・・・①
・大学卒業後・・・旧・知的障害者通所授産施設で勤務
（１年）

・自立生活センターメインストリーム協会で勤務

どんなに重度の障害があったとしても入所施設や病
院で暮らすのではなく、地域でその人らしく暮らして
いけるように、一人暮らしを実現していけるお手伝
いをしていた。

・２００１年より、「西宮市障害者生活支援事業（相談支
援事業の前身）」の管理者兼相談員となる。

・２００８年、西宮市地域自立支援協議会会長（10年）

・２００８年より、厚生労働省相談支援従事者指導者
研修検討委員会委員（継続中）
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私の職歴は・・・②
・２０１２年１１月より、西宮市社会福祉協議会の職員
となる。

・２０１３年４月より、障害者総合相談支援センターにし
のみや（基幹相談支援センター）センター長となる。

・２０１７年４月、相談支援事業課相談総務係係長を
経て、２０１９年４月より、地域生活支援課地域福祉
権利擁護係係長となる。

【社会福祉協議会での具体的な仕事】

・障害者相談支援事業 ・基幹相談支援センター

・福祉なんでも相談 ・生活福祉資金事業

・日常自立生活支援事業

・障害理解推進事業（あいサポート運動事業等） 8



・２０２０年３月、西宮市社会福祉協議会を退職。

・現在は・・・内閣府障害者政策委員会委員

特定非営利活動法人日本相談支援専門員協会 顧問

一般社団法人兵庫県相談支援ネットワーク 代表理事

社会福祉法人西宮市社会福祉協議会

権利擁護普及推進及び相談支援アドバイザー

龍谷大学客員教授 などの役割をいただいている。

社会福祉士でもある。また、ＮＨK Ｅテレ 「バリバラ」の
ご意見番や研修会や講演会の講師等を務めさせてい
ただいている。

※簡単にいうと、「フリーター」かな。
自分としては、ソーシャルワーカーだと思って働いている。
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私の職歴は・・・③



ソーシャルワーカー
ってなに？
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簡単にいうと、どうすれば、みんなが
幸せに暮らしていけるのだろうか。

また、どうすれば、みんなが一緒の社
会で暮らしていけることができるのか。

ということを考えて、暮らしやすい社会
に変えていくための一翼を担う仕事。



フル・インクルージョン

完全な『共に生きていく
ことができる社会』を

つくっていくこと・・・
11

私が専門職として
障害当事者として

一貫してめざしているのは・・・
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②自分史を振り返り
「参加」を考える



ボクの歴史は①・・・？
・１９６８年８月２３日 今年で5４歳に
兵庫県姫路市生まれ

生まれてくるのが遅かったので、生
まれてきたら息をしていなかった。
そのために脳性麻痺となった。

・４歳の終わりから、肢体不自由児療
育施設に単独入園（１年６ヶ月）

障害者として自覚させられた。
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兵庫県立肢体不自由療育施設のじぎく園入所（4歳終わり）

今でいう、障害児入所施設とか児童発達支援センターかな
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術後リハビリ 施設居室就寝前
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・優生思想による矯正
（治療・訓練）

ありのままでいいはずなのに、障害のな
い人に、無理矢理近づけようとしていた。

・家族 地域からの分離
幼いときから、家で家族と一緒に暮らす
という経験も奪われていた。



ボクの歴史は②・・・？
・施設退所後、地元の幼稚園に３学期
からすんなりと入園するも、修学前
検診でビンゴ。入学予定の小学校と
もめる。

・無事、小学校、中学校は、普通学校
へ通学するも、理不尽な理由で全寮
制の養護学校高等部 (当時、全国
に３校のみ)へ。

・日本福祉大学社会福祉学部第Ⅱ部
へ進学。なんとか卒業。 16
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・障害児のための教育とい
いながら、めんどくさいこと
を棚上げしている。
本来、校区にある学校で、ともに学び生
活することで、ともに生きていくことがわ
かるはず。

・社会生活からの分離
本来、年相応の社会生活が送れるように
保障されなければならないのに・・・
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・１９８１年 国際障害者年
スローガンとして「完全参加と平等」とうた
われてきた。たしかに、街中に障害のあ
る人も見かけるようになったが、本当の意
味での「完全参加」が実現しているのだろ
うか。

・２０１４年 障害者権利条約
ようやく批准した条約。１９８１年に打ち出
した「完全参加と平等」の焼き直しが、フ
ルインクルージョンであると考えている。
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③地域共生社会って
いうけれど・・・



「地域共生社会」って
いうけれどどんな社会？

ボクにとっては、なにかしっくりと
響かなく、居心地さえも悪く聞こ
えてくる。

「キレイ事」のようにさえ聞こえて
くる。なぜだろう。
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２０１９年末、ある県教育委員会の社会教育課課長
と「近畿・中国ブロック共に学び、生きる共生社会コ
ンファレンス」（文科省主催事業）の打ち合わせをし
ていたときのこぼれ話。

→ 「昨日、とある国から来て日本で暮らしている人

と話してたら、『共生社会』っていうのは、日本だ

けですよ」と。

では、「なんていうんですか」と尋ねたら、「強い

ていうなら『協働社会』ですかね」と言っておられ

ました。

→気になったので、調べてみました。 21



「共生」から「協働」へ
・「共生」とは・・・生物学用語からきている。

一般の通念とはちょっと違って、生物学においては「共
生」と「寄生」は対立概念では決してなく、むしろ前者は後
者を包含する上位概念として捉えるべきものと位置づけられ
ている。
「共生」という言葉のまとう理想的、ユートピア的なイ
メージには過度に惑わされない方がよい。表面的には調和的、
平和的、利他的にみえる「共生」関係においても、一皮むけ
ば多かれ少なかれダイナミックな緊張関係があり、当事者間
のパワーゲームという側面があるのだ。たとえ美しい理想を
「共生」に見いだし、その実現をめざす高貴な精神であって
も、いやあるからこそ、共に生きることの本質から目をそら
すことはできないのだ。

「共に生きるということの本質」 深津武馬

講談社 雑誌「本」 ２００４年１２月号
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いろいろな人がいることが前提で
意見が合わないからといって

『排除』しない。

その人たちとのすりあわせを
どのようにしていけば
納得して生きていくことが
できるのか考えていく必要がある。
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きれいごとだけでなく、時に、対峙
して、アカンことはアカンって主張し
て「対話」を重ねていくことも必要に
なる。

この「対話」を重ねていくことが、
いわゆる『合理的配慮』につながっ
ていくはずである。

大切なことは、今できることから
考えていくことだと思う。

24



「協働」とは！
• 協力して働くこと。

• 「協同」も「協働」も、同じ目的に向かって物事
を行うという意味では同じだが、「協同」は役
割分担が事前に決まっていることに対し、「協
働」は、それぞれができること、得意なことを
する場合に用いられることが多い。

• 「協同」より「協働」の方が、より一緒に行動す
るという意味合いが強い。

違いがわかる辞典（https://chigai-allguide.com/cw0071/）より 25



「地域共生社会」とは
「地域協働社会」であること

それは、「多様性」を認め合い
ともに「学び」 ともに「育ち」
ともに「働き」 ともに「暮らす」社会づくり

『差別』や『排除』などを取り除いていきなが
ら、誰ひとり取り残されられない地域づくり
をすすめていくことが重要となっている。

だからこそ 「障害」についての
理解を広めていきたい。
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だから、より丁寧に

誰もがともに
生きていける社会
といっていきたい。

27
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④ソーシャル
インクルージョンを

進めるために
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・障害者権利条約を批准しているのだ
から、再度、障害者基本法の改正を

例えば、障害者基本法 第３条の２
２ 全て障害者は、可能な限り、どこで誰と生活するか
についての選択の機会が確保され、地域社会において
他の人々と共生することを妨げられないこと。

と消極的表現になっていて、しっくりこない。
もっとシンプルな形にしたい。

２ 全て障害者は、どこで誰と生活するかについての選
択が保障され、地域社会において他の人々と共生する
ことを推進する。



30

・本気でインクルージョンを進めていく
ためには、障害者関連法だけ改正して
もあまり現状は変わらない。
例えば、雇用の問題

法定雇用率が上がっても、特例子会社で雇用すれば

雇用率に算定される。特例子会社は、インクルーシブな
のか？

法定雇用率をクリアーするために、雇用の場をパッ
ケージにして企業に提供するブローカーまがいの事業
ももてはやされている。しかも、最賃保障でいいらしい。

やはり、労働基本法の中で、多様性を認め、ともに働く
ということを明確にしてもらいたい。
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例えば、教育の問題
障害者権利条約第２４条 には

・障害者を包容するあらゆる段階の教育制度及び生涯
学習を確保する。
・障害者が障害に基づいて一般的な教育制度から排除
されないこと及び障害のある児童が障害に基づいて
無償のかつ義務的な初等教育から又は中等教育から
排除されないこと。
ＳＤＧｓ 目標４ 質の高い教育をみんなに には

すべての人に包摂的で質の高い教育を普及させるとい
う目標は、持続可能な開発にとって、教育が最も有効
かつ効果的な手段であるということを再認識するもので
す。この目標は、２０３０年までにすべての男女が無償
で初等・中等教育を修了することを目指しています。
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とされていて、

文部科学省の文書には、インクルーシブ教
育システムの推進と明記されているが、

内容の多くは「特別支援教育の強化推進」
であり、障害のある子どもとない子どもが、
どうやれば一緒に学び生活できるかという
内容はあまり見受けられない。

やはり、教育基本法の中で、ともに学びと
もに育つシステム作りを明確にすべきであ
る。
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・協働社会をめざすためには、あらゆ
る場面で、障害のある人も含めた多
様性を認められる必要がある。
例えば、障害者雇用の場合においても、介
助や支援が必要なときに、現状は、その費用
を福祉政策で出すか、労働政策で出すかと
いうようなことになっているのだが、本当に制
度政策の問題だけだろうか。

そもそもボクは、ともに生きる社会になっていれ
ば、その場での工夫で乗り切れることもあると考
えているのだが、それはボクの「夢物語」なのだ
ろうか。



誰ひとり取り残されることなく

ともに生きていくことができる
社会をめざして

34


