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₂ ⊖ ₆ ．第 ₂回公開セミナー（第 ₉回AR班研究会）

（a）．ポスター

児童養護施設職員を経て、2010年より立教大学ボランティ
アセンターでの仕事に就く。WAKUWAKUネットワークの
活動と出会い、現在は立教大学非常勤講師として教養科目を
担当する中で、学生が子どもの貧困問題などの社会的課題に
目を向け、身近なところからアクションをおこすことを通じ
た学びに取り組んでいる。

市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（ARARAR研究班）

【日 時】
平成27年6月22日（月）

16：30～19：00
【会 場】
関西大学東京センター大教室

東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー9F
〒100-0005 TEL.03-3211-1670

本セミナーでは、豊島区池袋で子育ての支援活動に取り組まれてきた栗林さんと、その活動を側面か
らサポートしてきたアクション・リサーチャーの中村先生をお招きして、「おせっかい」がどのように
地域に浸透していくのか、その実践と研究のあり方について研究班のメンバーと共に検討します。

【司 会】 室田 信一 AR研究班委嘱研究員、首都大学東京都市教養学部・准教授

栗林 知絵子
（NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネット
ワーク・理事長）
東京都豊島区在住。6人家族で大学生、高校生の男児2人の母。
2004年より池袋本町プレーパークの運営に携わる。自他共
に認める“おせっかいおばさん”でNPO法人豊島子ども
WAKUWAKUネットワーク理事長。「はるまち」という冊
子を仲間と発行。

中村 みどり
（立教女学院短期大学・サービスラーニング
プログラムコーディネーター）

【

栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林
【【【【【【講師

栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林栗林
講師講師講師講師講師講師講師講師講師】 【

中村中村中村中村中村中村中村中村中村中村
【【【講師

中村中村中村中村中村中村中村中村中村中村中村中村
講師講師講師講師講師講師】

【お申込先】
関西大学 研究所事務グループ
〒564-8680 大阪府吹田市山手町3-3-35
TEL 06-6368-1179 ／ FAX 06-6339-7721
E-Mail keiseiken@ml.kandai.jp
経済・政治研究所ホームページ
http://www.kansai-u.ac.jp/Keiseiken/index.html

聴講無料
事前申込要

参加希望の方は、ＱＲコードからお申
し込みいただくか、氏名・所属・連絡
先を明記の上、右のお申込先まで、Ｆ
ＡＸ、Ｅメールまたはお電話でお申し
込み下さい。（定員：先着90名）

アクセス

ＪＲ東京駅

【コメンテーター】 草郷 孝好 AR研究班主幹、関西大学社会学部・教授
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（b）．報告資料

地域を変える

子どもが変わる

未来を変える

NPO法人
豊島子どもWAKUWAKUネットワーク

栗林知絵子

子どもの貧困
１ 「子どもの貧困率」

１６．３％（厚生労働省平成25年度）
子ども＝１８歳未満
６人に１人
１クラス（４０人）に６〜７人
OECD加盟国３４カ国中２５位

２ 「ひとり親家庭の子どもの貧困率」
５４.６％（厚生労働省平成25年度）

日本の子どもの貧困の特徴

１.継続的な貧困率の上昇

２.貧困家庭における就労率の高さ

（ワーキングプアの多さ）

３.ひとり親家庭の貧困率の高さ

４.母親（女性）の貧困

５.乳幼児の貧困率の高さ

６.所得再分配機能が働かない

山野良一 『子どもに貧困を押しつける国・日本』 より

子どもの貧困 貧困率

２−１ 「貧困率」の中身
・世帯の可処分所得

（＝ 収入ー税・年金・社会保険料＋給付金）

・中央値（１０１人いたら５１人目の所得）を算定

・その中央値の５０％（半分の所得）を貧困ラインとして、

それ以下で生活している世帯に属している子どもの率

・貧困ライン ＝ ４人世帯で２５０万円

毎月の生活費・約２０万円（＝２５０万円÷１２ヶ月）

子どもの貧困

子どもの貧困｜貧困率

高所得 低所得
中
央
値

中
央
値
の
５
０
％
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子どもの貧困 貧困率

２−２． 「貧困率」の中身

○「相対的貧困」を問題としている

＊「相対的貧困」と「絶対的貧困」の違い

○人々がある生活の中で人間らしく生活するためには、

その社会の「通常」の生活レベルから一定距離以内

の生活レベルが必要であるという考え方に基づく。

それ以下の生活を「貧困」と定義する。

子どもの貧困

３. 「子どもの貧困」の問題点①

●何が問題か？

子どもの将来がその生まれ育った環境によっ

て左右され、チャレンジする機会すら与えられ

ないとすれば…？
それでも良い、仕方ないと言えるのか？

→「子ども」に「責任」があるのか？

人権問題！！

子どもの貧困 貧困の連鎖

出典 時事ドットコムHP

WAKUWAKUネットワークでできること

◯遊びサポート（プレーパーク）
◯学びサポート（学習支援、日本語勉強会）
◯暮らしサポート（こども食堂、夜の児童館）

◯ひとり親サポート（食料支援、衣服リサイクル、
ピアサポート）
◯ひとり親 実態調査

子ども・学生ボランティアの「やってみたい！」を
地域でサポート

子どもの貧困 貧困の連鎖

・大阪府堺市の調査

生活保護世帯の約２５％では、

その世帯主が育った世帯も生活保護を受給していた。

・厚生労働省ナショナルミニマム研究会（平成２２年）

就労支援を受けた若者が正社員として６５歳まで

働き続けた場合、支援を受けず６５歳まで

生活保護を受けた場合より、

最大一人当たり１億円が国や自治体のプラス

活動を実現するには
①現場で当事者の親子に有機的に関わる

②貧困状況の子どもの支援者を増やす

③行政に提言していく（子ども、親の代弁）

子ども、学生、地域、企業、行政で

主体的なまちづくり
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                           「「未来を変える」草の根子育て支援活動」 
                            2015 年 6 月 22 日 於 関西大学東京センター 
                            報告者 中村みどり 

  地域のネットワークとアクターについて 

 
１． はじまり 

 「NPO 法人豊島 WAKUWAKU ネットワーク」代表の栗林氏と、「子どもサポーターズとしま学習

支援会クローバー」代表の谷口氏（弁護士）が、豊島区の教育・福祉に関わる行政担当者および社会

福祉協議会のコミュニティーソーシャルワーカー（CSW）と連携し、主にひとり親家庭や生活保護

世帯に暮らす子どもの育成を支援する市民活動を行っていた。上記２つの団体は別の団体であるが、

事務局関係者をはじめとして、池袋近郊の大学に通う学生ボランティアや豊島区にある法律事務所の

弁護士有志らが情報や活動を共有し、「子どもの貧困問題」への取り組みを展開していた。 

 

 主な豊島区行政との連携先 

・子ども家庭支援センター 

・子ども家庭部（子ども課、子育て支援課、保育課） 

・保健福祉部 生活福祉課（福祉事務所） 

・男女平等推進センター（愛称：エポック 10） 

 

２． Wakuwaku ミーティング 

 2015 年４月からの「生活困窮者自立支援法」開始を前に、より具体的な実施策を地域の活動を通

じた目線から検討し、行政に提案をしていくためのミーティングが 2014 年から開始した。そこには、

WAKUWAKU ネットワークとクローバー関係者の知り合いで、「子どもの貧困問題」に関心のある多

様な人々が集まり、月１回の定期的な場が持たれるようになった。同時に、様々なメディアを通じた

発信やイベントの開催などの機会を通じて、企業や大学、個人支援者とのつながりが全国的に広がっ

ていった。 

 

３． Wakuwaku 実態調査 

 上記のミーティングの中で、ひとり親家庭の実態調査を行うことが提起されたことをもとに

「wakuwaku 実態調査」の実施に至る。2015 年４月より、それまでのミーティング参加者に加えて

様々な専門分野に所属する人々が集まり、調査の目的や方法について検討を行った。先行事例として

「大阪子どもの貧困アクショングループ」を参考に、また聞き取り調査のための手法や必要なツール

をミーティング参加者間で準備した。 

 本格的な調査開始に向けて、まず予備調査として栗林氏の活動とつながりのあるシングルマザーか

らの聞き取りを３件実施した。そこでの記録や所感をもとに、質問内容やツールの改善点を検討し修

正を重ねて本調査に向かいつつある。 

 



228

                           「「未来を変える」草の根子育て支援活動」 
                            2015 年 6 月 22 日 於 関西大学東京センター 
                            報告者 中村みどり 

 

 

 「Wakuwaku 実態調査」に関わるアクター 

・ひとり親家庭のシングルマザー 

 実態についての情報提供 

・栗林氏、クローバーボランティア OB 

 調査の聞き手。ひとり親家庭とのコンタクトと調査依頼。 

・谷口氏 

 ミーティング運営、アクターのネットワーク形成など全般 

・子どもの貧困問題に詳しい学識経験者 

 調査手法、質問項目などマニュアルの作成 

・豊島区所在の法律事務所と弁護士 

 ミーティングスペースの提供 

 貧困問題に対する豊島区での条例安作成 

・WAKUWAKU 事務局 

 調査資金、助成金獲得、事例・情報収集 

・学生ボランティア 

 調査記録作成 

       ・スクールソーシャルワーカー（SSW）、助産師、児童精神科医、出版業関係者 

 調査活動、報告書作成への助言 

 

 現段階での実態調査の主な質問項目（聞き取り時間は約２時間） 

・家族構成、仕事、収入など現在の状況 

・ひとり親になった時期（原因、生活の変化、子どものこと等） 

・ひとり親になった時期の相談状況（行政、民間機関、親族への相談） 

・現在までの状況（経済面、精神・健康面、社会生活面、どのように対処してきたか等） 

・今の暮らしについて困っていること、ニーズ 

・WAKUWAKU の取り組みについて 
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ひとり親
家庭

豊島区

豊島区社会福祉協議会
CSW

WAKUWAKUネットワークWAKUWAKUネットワーク

クローバー学習教室クローバー学習教室

大学

ボランティア
センター 学生ボランティア

ボランティアOB

SSW

児童精神科医

豊島区所在の法律事務所
弁護士

子どもの貧困問題に関わる
学識経験者

出版業関係者

助産師

調査記録文字
起こし

調査記録文字
起こし

条例案作成条例案作成

会議運営
ネットワーク形成

会議運営
ネットワーク形成

調査マニュアル
作成

調査マニュアル
作成

調査活動への
助言

調査活動への
助言

情報収集
（事例・助成金）

情報収集
（事例・助成金）

WAKUWAKU事務局

聞き取り調査聞き取り調査

IKEBUKURO

聞き取り調査関係者
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引用元：外務省ホームページ http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html#report (2015年6月22日アクセス）
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（c）．記録

関西大学経済・政治研究所平成27年度第 2回公開セミナー
市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班（AR研究班）

テーマ：「未来を変える」草の根の子育て支援活動

講師：�栗林知絵子�氏（NPO法人豊島子どもWAKUWAKUネットワーク・理事長）�

中村みどり�氏（�立教女学院短期大学・サービスラーニングプログラムコーデ

ィネーター）
コメンテーター：草郷孝好�氏（AR研究班主幹、関西大学社会学部・教授）
司会：室田信一�氏（AR研究班委嘱研究員、首都大学東京都市教養学部大学・准教授）
日時：平成27年 6 月22日㈪　16：30～19：00
会場：関西大学東京センター大教室

司会者（室田氏）：関西大学経済・政治研究所市民自治力向上とアクション・リサーチ研究班

主催の公開セミナーを東京で初めて開催することになりました。今回は本研究班にとっては、

今年度第 2回目の公開セミナーになります。「『未来を変える』草の根の子育て支援活動」とい

うテーマで開催したいと思います。

　早速ですが、栗林さんからまずWAKUWAKUの活動についてお話しいただくということ

でお願いいたします。拍手をもってお迎えください。

栗林氏：初めまして。豊島区から参りました栗林と申します。池袋を中心に子どもの居場所を

点在化するという活動をしています。パンフレットを配りましたが、「池袋本町プレイパーク」

という子どもの遊び場とそこで活動していく中で、本当にわらしべ長者のように、まずプレイ

パークでいろいろな子どもたちと関わるようになりました。そこで「これって子どもの貧困っ

てものじゃないのかな？」という気づきが、ちょうど「年越し派遣村」や「ワーキングプア」

という文字がテレビで入ってくるようになったころに自分の中でちょっと意識が芽生えました。

そこから自分で「その背景には何があるのだろう？」といろいろなことを調べていくうちに、

親の労働問題、住まいの問題、ひとり親の問題、いろいろな問題が背景にあって子どもの貧困

があると。これは決して子どもの自己責任ではないのだということに気が付きました。その中

で、プレイパークで関わっている一人の少年の高校の受験のサポートをしました。これももち

ろん社会の中で子どもの貧困が今テーマになっていて、無料学習支援という活動があるという

ことを知ったので私もできたのです。そういう活動があることなど、いろいろなことを今日は

皆さんに紹介しながら、WAKUWAKUネットワークの活動を紹介します。
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　その中で 1人の少年の学習支援をしていきました。無事合格したのですが、そこに至るまで

はいろいろなことがありました。そこで私は20万円の保証人になってしまうことになったので

すけれども、実際自分もその20万円の保証、お金を返すことができる能力もないのに、目の前

の子どものために受けてしまったのです。そういうことがなければ地道に自分でやっていたと

思うのですけれど、「お金返せない、どうしよう」ということで、地域の人に相談したのです。

「お金返せない、どうしよう」という私の困りごとを相談すると同時に、この地域に高校に行

くこともできないかもしれないような、そのくらい「子どもの貧困」と言われている子どもが

いるということを可視化することができました。そこで一気に仲間ができました。「この地域

にそういう子どもがいるのだったら、あなたが一人で背負わずに地域みんなでその子を支えよ

うよ」というネットワークができました。子どものサポートをする中でネットワークができ、

その少年は実は小学校の勉強、掛け算、小数点の足し算引き算のところで躓いていたというこ

とを地域に共有することができました。そこで「誰でも来ることができる無料学習支援を地域

でやればいいじゃない、そうすることで高校 3年になっても小学校 3年生の問題からやり直さ

なきゃいけないような辛い子が 1人でも減ったらいい」と、無料学習支援を始めました。その

子は、昼も夜もお母さんが仕事をしていて、毎日500円のお金をお母さんから貰って、 1 人で

お弁当を買って食べている子でした。うちで無料学習支援と称して毎日勉強する中で、「皆で

うちでご飯を食べない？そうすると500円浮くよね」と話したのですが、「家族でご飯を食べる

なんて、キモッ」と最初に彼に言われたのです。私は地域の中でいつも 1人でコンビニのご飯

を食べているという子どもがいることも本当に衝撃でした。「じゃあ、地域の皆、誰でも、子

ども 1人でも来てご飯が食べられるような場所があったらいいね」と、たまたまその地域の孤

立していた大きな一軒家に住んでいる方のお宅を開放して、「子ども食堂」という、子どもだ

けでも入れる食堂を皆で作りました。本当に一人の困りごとからいろいろな居場所が点在化し

ていき、今350人位の人たちで繋がるネットワークに広がってきました。

　今年「子どもの貧困対策法」という法律が制定されましたが、実際のところ、皆さんは、地

域に私が気付いたようなお子さんに出会ったことや、「あそこの家のあの子はそうなんじゃな

いかな」と思うようなことはありますでしょうか？　そんな私たちに関わる一組の親子を、子

ども食堂の様子の中で織り交ぜて映像で紹介します。

� （00：13：44）

（ニュース番組上映）

� （00：20：40）

　今ご覧いただいたのが「子ども食堂」です。子どもの貧困が根底にあり、そのためにこうい

う活動をしています。ここは誰でも来てご飯を食べられます。そこに来た方たちに子どもの貧

困という問題、「地域に 6 人に 1 人が相対的貧困と言われている、これが今の豊かな日本の現
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状です」ということを伝えていく場にもなっています。他にも無料学習支援や、お母さんが仕

事で夜遅く一人でお留守番をしている子どもたちに「夜の児童館」といって、夜、週に 1度だ

け皆でご飯を食べるような場所を作ったり、そんな子どもの居場所を点在化しています。

　今、ご覧頂いたビデオに出てきた女の子も小学校 2 年生の時に、実は「自分、死んじゃえ」

と思って団地の上でランドセルを背負って 1人フラフラしているところを、団地の 8階のお婆

ちゃんが声をかけて下さったそうです。「この階には子どもはいないはずなのに、なんでこん

なところに子どもがいるんだろう？」と思ったお婆ちゃんが「何しているの？」と飛び降りる

ところを引き留めてくれました。お母さんは、社会福祉士でお仕事もされていたのですけれど、

今までは仕事をしなくてはいけないから不登校の子をとにかく「学校に行け」と引きずり出し

て学校に連れて行っていたのです。ところがお子さんがそこまで思い詰めていたということを

知って、今度はお母さんが、自分が仕事に行けなくなったそうです。子どもから目が離せなく

なって、どんどん孤立して、そして経済的にも収入が半分になり、暮らしていけなくなり、生

活保護を利用するという負の連鎖に巻き込まれていったのです。そこで彼女はいろいろな地域

のWAKUWAKUのような居場所に関わるようになりました。お母さんも最初はそこでいろ

いろなサポートを受けているつもりだったのですけれど、私たちが「この問題を可視化したい。

子どもの貧困という問題を可視化するには是非こうやってテレビで活動を紹介するときに協力

してほしい」と伝えていったところ、「今までは自分たちはそういうことを隠して生きてきま

した。だけれどもこういういろいろな人とつながる中で自分よりももっとつらい立場の母子家

庭、子どもがいるのだとしたら、私はテレビに出てそうやって伝える協力をします」とサポー

トしている人たち、子どももお母さんも自分の暮らしがしんどいことを可視化することに協力

してくれるようになりました。

　今、それがつながり、いろいろなメディアでも新聞でも、「子どもの貧困」というと「豊島

子どもWAKUWAKUネットワーク」というものが目に留まることが多いと思いますけれども、

私たちの支援は一方的な支援ではなく、支援をする中でお母さんの支援にもつながり、結果的

にお母さんたちが声を上げてくれている、そんなふうに今広がっているところです。ここまで

にします。ありがとうございました。

室田氏：ありがとうございます。栗林さんがおっしゃったように「子どもの貧困対策法」がで

きて、社会問題として子どもの貧困の問題が表面化してきているものの、ではそれに対して具

体的に何をすればいいのだろうということについては、私たちはまだ十分その方法を身につけ

られているわけではないと思います。そういった中で、栗林さんのお話の中で一つ大きなキー

ワードとして「可視化」という言葉が出てきました。実際に現場で、具体的に一人の生活者と

して、子どもの貧困ないし貧困を抱えている世帯を把握されて、その人たちに対して隣人とし
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てお付き合いして、一緒にそのことを考えていくという活動を豊島区の中でされてきたわけで

すが、その中で「みえる化」するというところを意識されてきたということだと思います。

　今回の公開セミナーは「子どもの貧困とアクション・リサーチ」ということをテーマにしな

がら考えていくわけですけれど、そのアクション・リサーチというものは、いろいろな考え方

があります。一つは「見て、考えて、行動する」ということを循環的に繰り返していくという

ことだとある研究者は言っていますけれど、そういった流れを豊島区の中でどのように展開し

てきて、今後どのように展開していこうとしているのかというあたり、これから掘り下げてい

きたいと思います。

　次に、栗林さんの活動に関わられてきた中村さんにお話しいただきます。お二人がどのよう

に知り合って、中村さんがどのように関わってきたのか。実はWAKUWAKUさんの実践に

はたくさんの人が関わっています。栗林さんのお話を伺っていると、知り合いじゃない人はい

ないのではないかというくらい、いろいろな人と知り合っているわけですが、そのうちの一人

である中村さんがどういう形で栗林さんと知り合って、さらにそういったネットワークがどの

ように広がってきたのかといった辺りに話を広げていきたいと思います。では中村さんお願い

します。

中村氏：みなさん、こんばんは。立教女学院短期大学の中村と申します。短大ではサービスラ

ーニングという体験型学習のプログラムを担当しております。栗林さんとの出会いは、 2年前

に立教大学ボランティアセンターで学生のボランティア活動を支援していた時に遡ります。主

に首都圏のNPO、社会福祉施設、学校など多くの団体や組織からボランティアニーズの情報

をもらい、希望する学生とマッチングすることや、大学主催の様々な課外教育プログラムを企

画・運営するということをしていました。

　正直、当時の私は自分の役割にもどかしさを感じていたのです。 2万人近くいる立教大学の

学生に対して様々なボランティアのニーズ情報を発信していても、実際に活動に参加した学生

たちからのフィードバックを得ることはほとんどなく、また学生を受け入れる団体とのつなが

りも限られたアプローチしかできていないという思いでした。ボランティア募集情報と学生と

をマッチングをしているだけで、大学として社会と学生をどのようにつないで育成をしていく

のかということについて、今ひとつ実感が持てない時期がありました。

　そんな時に、ある学生がWAKUWAKUの活動について話をしにボランティアセンターに

来てくれました。「とにかく栗林さんというすごい人が池袋にいて」という話から始まり、「池

袋には困った状況にある子どもたちがいて、地域の人たちと一緒に勉強を教えたり、ご飯を作

ったりして子どもをサポートする活動に関わっている。教職課程を取っているので、学校の先

生になったらいろいろな子どもたちが学校には来ると思うから、今学生としてボランティアに
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行っている」と。WAKUWAKUの活動の場は大学から歩いていけるところにあり、勉強や遊

びを一緒にする、調理の手伝いをするということは、誰もが子ども時代を過ごした中で少なか

らず経験をしてきていることなので、学生にとってボランティアを始めるのに比較的ハードル

が低いと思いました。ちょっとしたきっかけで誰もができるボランティアということで、「こ

れはつながったら良い」と思いました。その後WAKUWAKUの活動にまず行ってみよう思い、

栗林さんに会いに行ったのが始まりです。

　無料学習支援の教室に行きましたが、部屋の中を飛び回ったりする子どもがいる傍らで駄々

をこねながらも勉強を教えてもらっている子ども、彼らに一生懸命関わっている学生がいたり

して、本当に自由で和やかな雰囲気でした。そんなの中で栗林さんが真っ直ぐ私の方を見て活

動について話してくれたのです。WAKUWAKUが誰にとっての活動で、なぜ関わるのかとい

うことがとても明確でした。お話を聞きながら、学生と社会のつながりはこういうところから

始まるのではないかと強く感じたことを今でも印象深く覚えています。そんなことが出会いの

きっかけでした。

室田氏：今お話いただいたお二人の出会いのきっかけの中で重要だったのは、学生さんがつな

いでくれたということだと感じました。私も大学の教員をしていて、学生になるべくいろいろ

な地域のボランティアに関わって欲しいと思うのですが、現場の方からは「簡単に言うけれど、

現場としてはあまり中途半端に学生に来られても、来たり来なかったりで困る」とそんなご意

見もあります。学生は、WAKUWAKUの中でどういうふうに関与して、どういう立ち位置で、

どれくらいの学生さんが関わっているものなのですか？

栗林氏：そもそも10年前から「プレイパーク」という活動をしていまして、これは区と協働事

業で、子どもに寄り添う大人が必ず 2人いるという条件で開設できるというところです。ここ

は有償ボランティアでアルバイトの最低賃金までいかないのですけれど、時給800円で大学生

のボランティアが来てくれます。プレーパークの場合は大人二人がいないと開設できませんの

で、ちゃんとシフトを組んで学生はじめボランティアが来るという仕組みを作ります。例えば

学生が突然辞めたり、「用が入ったから行かない」などと来ないことがあるのです。そうすると、

私は当時仕事をしていたのですけれど、私が会社を休んで行く。「すみません、今日半欠します」

と言ってプレイパークを開く。やはり大人がそういう子どもが遊ぶ環境を大人の都合でお休み

するわけにはいきません。それは子どもに向き合う、ちゃんと開くということで、そこは有償

ボランティアだったのです。他の活動は全く活動費を払っていません。ですが、それが逆に学

生のモチベーションというか「自分たちが主体的にやるのだ」というモチベーションやエンパ

ワーメントにつながり、学生はやりがいをもって毎回来ています。もちろんアルバイトで忙し
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い子もいますので、どういう学生がどんな時に来ても大歓迎。あまり縛りはないですし、学生

も子どもたちと一緒に私に怒られてしまうくらいやんちゃな学生の方が私は大好きで、子ども

たちにも寄り添える関係というか、「大人にはどうせ分かってもらえないよな」と、子どもと

意気投合してしまうような大学生もたくさん来ています。学生も私も地域も一緒に育っていけ

ばいいと思っているので、「こうなってはいけない」、「こうしなきゃいけない」などというの

は私は本当に意味が無いと思っています。そういう大人が「どんな子でもいいよ、どんな子で

も個性があっていいんだよ」というような場所は担えないと思っているので、本当にどんな学

生でもどんな子でも大歓迎という、そういう場所を目指しています。

室田氏：ありがとうございます。学生というと外からお手伝いに入るというイメージがあると

思うのですが、今のお話を伺っていると、WAKUWAKUの活動を中心に、学生も地域住民同

様に、また家族の延長のように地域に関わっているという様子が伝わってきます。それでは引

き続いて、この地域のネットワークがどういうふうに広がってきたのかについて、またどうい

うアクターがこのWAKUWAKUの活動には関わられていて、どんなネットワークが広がっ

てきたのかというところに関して、中村さんからお話しいただけますか？

中村氏：具体的にどうアクターが関わっていったかというお話をさせていただきます。皆さん

のお手元に、サークルの図とワードの文章のレジュメを配付しました。サークルの図はレジュ

メの最初の「はじまり」というところと対応します。まず、栗林さんのWAKUWAKUがあ

りまして、もう一つ同じように主にひとり親家庭を支援している「クローバー」という無料学

習支援教室がありました。この 2つの市民活動が豊島区の子どもの支援に関わる課や社会福祉

協議会のコミュニティーソーシャルワーカーさんと密に連絡を取りながら地域の子どもたちの

状況を把握して接点を持っていく中で、今度はお母さんと子どもが一緒に子ども食堂を利用し

たりというかたちで地域のつながりが広がっています。

　クローバーの活動を中心に行なっているは谷口さんという弁護士さんということもあって、

この地域とも関わりが深かったということがもともとありました。これらが一番初めのコアと

して地域の子どもをサポートする活動が行われていました。その後、「子どもの貧困問題に関

心がある」「同じようなケースに関わっている」という谷口さんが所属している弁護士事務所

の他の弁護士さんや、学生時代にクローバーで活動しで社会人になってからも関わりを継続し

ている方、それからこの図では周辺の事象として「なくそう！子どもの貧困ネットワーク」と

いう活動もあるのですが、その学識経験者なども徐々につながっていきました。2015年 4 月か

らの「生活困窮者自立支援法」に向けて、まずはクローバーやWAKUWAKUにつながりの

ある方たちで集まりましょうという機会を設定することから始まりました。これまでの地域の
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脈々とした活動をどういうふうに制度の中での実施策として生活の中に生かしていくことがで

きるのかということを月に 1 回話し合うことになりました。実際には、「WAKUWAKUは今

こんなイベントを考えている」「最近こんな子どもと出会ったよ」などその時々の地域に密着

した情報交換の場となり、私もそこに混ぜてもらっていたのですけれど、弁護士さんやコミュ

ニティソーシャルワーカーさんたちを含めた参加メンバーが、今この地域のリアルな現場で何

が起こっているのかということを一緒に理解していく形になっていきました。

　話し合いの中で栗林さんが、こうした課題をきちんと声として挙げていくための実態調査を

提案されました。ならば、このメンバーの中でどんな調査活動ができるのかとより具体的な検

討の場が持たれることになりました。これまでのメンバーに加えて、谷口さんや栗林さんとつ

ながりのある助産師さんやスクールソーシャルワーカーさん、児童精神科医さん、自分もシン

グルマザーの家庭で育った方で、出版関係者としてそういったことにとても関心があり何か自

分もできるのではないかという人たちが集まることになりました。　

　現在は栗林さんがWAKUWAKUの活動に参加しているひとり親家庭のお母さんたちに話

を聞かせてほしいというところから、試験的にインタビューを進めています。社会調査をした

ことがない場合は何から始めていいか全く分からないため、ここのメンバーである子どもの貧

困問題に詳しい方やソーシャルワークを専門とする方々から調査方法やインタビューを実施す

る上での必要事項など具体的に提示していただきながら行っています。

　弁護士の方はこの実態調査の結果をどう生かすかという点で、まさに豊島区の子どもの貧困

対策の条例案を作っていくという動きも同時に始まりました。この実態調査では 2時間ほどお

母さんからじっくりお話を聞くのですけれど、記録をまとめる作業については学生のボランテ

ィアに手伝ってもらうことも考えています。それから調査費用のための助成金の申請手続きや、

他で類似した調査を行っている団体の事例をWAKUWAKUの事務局のスタッフが収集して

くれました。この調査のことでつながった人たちが会議に参加し、それぞれのご関心や専門的

見地から様々な助言を出し合うというかたちで今現在進んでいます。

　図では右下にある「ゼファー池袋まちづくり」というNPOが子どもたちの農業体験の企画

でWAKUWAKUと協働していることや、冒頭に室田さんがおっしゃって下さいましたように、

立教大学では「子どもの貧困と教育支援」というシンポジウムを開き、大学が地域の持続的な

教育支援にもっと実践的な貢献が可能ではないかということを共に考える機会を得ることなど、

地域の子どもたちを支えることへの参加という広がりを今もちつつあります。

室田氏：ありがとうございます。いろいろなアクターがだんだんつながっていったということ

ですけれど、例えばクローバーとWAKUWAKUというのは最初どういう形で知り合ったの

ですか？
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栗林氏：私が最初にサポートしていた中学 3年生の子がめでたく合格して春を迎え、クローバ

ーでもその年、中学校の女の子を 1 人サポートして無事合格したのだということで、「では、

近くて電車代もかからなくて 1日遊べるプレイパークで皆で遊ぼう」と、春を楽しむ会をしよ

うと皆で集まったところ、私がサポートしている子とクローバーでサポートしている子が同じ

中学校だったのです。「お前も無料学習支援で合格したの」という感じで、お互いそこでは何

かすごく恥ずかしいというよりは同志みたいな感じでした。同じ 1つの中学校でそういう子ど

もが他にもいる。他にも自分の周りに「お金に困っている子いるよ」ということで、今度はそ

の子たちがうちに来るようになって、高校 1年生の子たちみんなに「今一番どうしてほしい？」

と最後に聞いたら、「お金の心配をしないで毎日暮らしたいよね」と言うのです。そういう子

が地域の同じ中学校に何人もいていいのか。本当にそういう感じで。そこからクローバーとの

いろいろな関わりが生まれました。

室田氏：ということは、子どもを通して知り合ったということですね。子どもを通して実はク

ローバーというものがあるのだという話を聞いたということですか？

栗林氏：前から無料学習支援が豊島区にはあるらしいということは知っていたのですが、そこ

で同じ地域の子どもを見ていたのだということで。ただクローバーは皆さんパブリックの弁護

士さんなので、地域の人ではないのです。地域と直接つながっていないのですが、逆に行政と

はつながっていて、行政を通じて支援したい子どもが来るのですけれど、地域の子どもを連れ

てくるようなつながりがないのです。私とクローバーとがつながったことで、今度は私が地域

の子どもたちをクローバーに送り込むことができるようになりました。

室田氏：法律ができたことによって、今後は日本全国でこういった学習支援のような活動が広

がっていくという動きはあるわけですけれども、そうした活動の中で横のつながりというのは

自然に生まれていくものなのか、というのは少し疑問に思っているところです。今のお話を伺

っていると、自然につながっている様子がうかがえるわけですけれど、実際に活動を始めると

同業者同士のギスギスした関係なんかも出てくるのではないかということは一方で懸念してい

たりします。そういった意味ではそもそも活動を通して子どもたちがいい教育を受ける、それ

で次のステップに進んでいくという共通の目的のためには一緒に協力していこうというスタン

スが重要で、豊島の中ではそれができていると感じました。

　ネットワークが広がっていったというお話の中で、途中から聞き取り調査をしようという話

になったということでしたが、栗林さんは何で急に聞き取り調査という話が出てきたのですか？

　どういう経緯で、栗林さんはふと聞き取り調査をしようと思ったのですか？　どういうこと
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がきっかけだったのですか？

栗林氏：最初はWAKUWAKUだけで実態調査をしていたところ、子どもたちのサポートを

するネットワークの仲間と共にやろうということになりました。今は若干連携できるようにな

っていますが、WAKUWAKUは当初行政とつながっていませんでした。そのために、私と関

係がある親子のサポートはできるのですけれども、数が限られます。私が長く現場に出向いて

いく時間があればあるほど子どもとつながることはできるのですけれども、この問題は 6人に

1人ということで、せっかくなので、このようなネットワークを通してもっと子どもたちや親

につながりたいという思いがありました。「隣の晩ごはん的実態調査」と私は言っているので

すけれども、まず 1人の知っているお母さんの実態調査をし、そのお母さんの知り合いの母子

家庭を紹介してもらい、そこを実態調査することでつながりを作り、今度はそこに支援をして

いく。私たちの支援は子どもの居場所を作るという他に、子ども食堂にお母さんたちも一緒に

来てご飯を食べる、あとはセカンドハーベストさんや、いろいろな檀家さんからの頂き物のお

菓子や果物をお寺から、ひとり家庭に送ってもらう。直接的な食糧支援や、衣服を送る等の支

援をしていますので、とにかくつながりをしっかり作っていく。私たちが直接その家庭に支援

をできるというつながりをたくさん作りたいと思ったのです。

室田氏：調査の用語で「スノーボール・サンプリング」、雪だるま式の調査と言ったりします

けれど、 1人お話を伺うと、その人の友人を紹介してもらう事によって調査対象を広げていく

ということですが、まさにそういった調査の手法を、そのままむしろ支援の手法にも活かして

いることがわかりました。 1人のお話を伺ったら、次に同じように地域の中で支援できる人を

教えてほしいという形で活動が広がっていくということだったと思います。しかし、これは結

構大変なことじゃないかと率直に思ってしまいます。 2 時間程度お話するのだと伺いました。

とても低レベルな話かもしれませんけれど、それでお金が発生するわけでもないですし、どん

どん広がっていって、ますます大変になっていくのではないかという目で見てしまうところも

あるのです。次の人の話をどんどん聞いていこうと思われる栗林さんのモチベーションはどこ

から来ているのですか？

栗林氏：おせっかいなのでしょうか。 5年以上前に私は子どもの貧困という問題があるという

ことで、「自分の子どもと同じ学校に、この地域にそういう子どもがいるということを知った

私はどうしたらいいんだろう、どうやったらいいの？」ということが本当に自分の中で疑問で、

いろいろ調べました。そこで私は湯浅誠さんが当時主催していました「活動家一丁あがり！」

というところに通いました。そこでいろいろな活動家の人たちと出会った中で3.11がありまし
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た。その時私は、本当に放射能が怖かったのです。自分も子どもがいます。福島なんて絶対行

けないと思っていたのですけれど、皆本当にガンガン福島に支援に行くのです。その姿に私は

「どうしてそこまでできるのですか？」と聞いた時に、「そこに困っている人がいる限り、やら

ないわけにいかないでしょ」と言われた言葉が非常に私に響きました。地域にそういう子ども

がいるからには、隠しながらもそういう暮らしをしている親がいるからには、やらないわけに

いかないでしょう。というのが私の今のモチベーションです。

室田氏：中村さんもそういった聞き取り作業に一緒に参加されているのですか？

中村氏：これまでに予備調査として 3回参加させていただいているのですけれど、私は記録の

補助で同行しています。今の栗林さんの話に補足ですが、この実態調査を実施しようとなった

時に、「目的は何なのか」という話にそこに集まった人たちでかなり時間をかけたと記憶をし

ています。栗林さんは今おっしゃっていたように「とにかく私はお米を届けたい」と話してい

て、一方で条例を作っていくという役割を担う弁護士さんは調査で集めたデータをどう見せて

いくかというところでした。それは量的調査にするべきなのか、「これだけ困った人がいるよ」

と困難の実態を数字で見せていくことにインパクトがあるのか、あるいは質的調査として個別

のケースをこまかく伝えていくことによってこの問題の深刻さ、数ではなくて 1つ 1つの家族

の在り方というのを伝えていくことにインパクトがあるのではないかという議論でした。しか

しあまりにも個人情報的な要素を集めすぎても、報告書を作る時にどこまで出せるのかという

問題など、この場にいろいろなアクターがいる分、実態調査に対する思いや目的、視点という

ものが違うということもわかりました。ただやはりその中で、「とにかくお米を届けたい、お

米を届けることでつながるじゃない、そうしたら子どもがプレイパークに来るじゃない！」と

いうそもそもある栗林さんの気持ちのところから、じっくりお話を聞くところから始めること

になりました。まずは私たちが何を聞けるのかというところから探り、その後どういった形で

結果をまとめていくのかということを考えていきましょうという経緯となりました。

室田氏：ありがとうございます。具体的な聞き取りの様子についてももう少しお話ししていた

だいてもいいですか。

栗林氏：まだ試験的なので、とりあえず皆さんで質問項目を作ってもらって、それを持って私

が調査に行きます。その回答を見ながら、「もうちょっとここを聞くべきだ」ということで、

質問項目を変えて、これまでに 3回行っています。

　最初の 2ケースは、お母さんも別れた旦那さんも成育歴をたどると貧困が連鎖しているとい
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う家庭です。だからこそ私たちはそこにちゃんと貧困をどういうふうに解決していくのかとい

うことをしっかり聞き取る必要があると思ってそのお母さんにアプローチしました。そのお母

さんにお願いできたのも、逆に言えば私が毎日のように支援しているお母さんなのです。お母

さんが今くたびれている。まだ社会に出るところまで行っていないとか、本当にいろいろなも

のを抱えているお母さんです。だからこそ、今私が子どもたちをプレイパークに呼んで、毎日

プレイパークで私やリーダーなどの地域の人たちと関わることによって、私はこの子どもの貧

困の連鎖を断ち切ることができるのではないかと思っています。なぜならつながりがいっぱい

あって、いろいろな人たちがその子を可愛がって、毎日毎日本当に可愛がってもらって、怒ら

れたりしながら成長しているからです。そういうお母さんの成育歴を聞き、今どういうサポー

トがありがたいか、どういうサポートで今までサポートしてもらうことを断念したかというこ

とを聞く意味があると思って、そういう家庭に調査をさせてもらいました。

中村氏：レジュメの裏面の下のところに現段階での実態調査の主な質問項目を箇条書きで挙げ

ていますが、家族構成や収入、仕事については栗林さんと知り合いのお母さんでも「いくらで

すか？」などは聞きにくいので、聞き取りに入る前に本人が用紙に記入する形にしています。

それをもとに栗林さんが「ひとり親になった時期はいつですか？」や、その時の状況を具体的

に聞くために、「どういったことでなったのですか？」「子どもはどんなふうでしたか？」「ど

ういう人に相談して、どんな支援が受けられましたか？」という質問項目があります。ひとり

親になってから現在までの状況、離婚される前とした後と、今はどんなふうに経済的、精神的・

健康面、様々な面で変化してきたかということを聞き取りします。今現在暮らしについて困っ

ていること、ニーズ、「WAKUWAKUの活動にどんなふうに参加していますか」、また「こん

な事があったらいいなと思うことはありますか」ということを聞いています。記録としては録

音のテープ起こしをして、要点をまとめたものをWAKUWAKUの実態調査のミーティング

で共有することを何度か重ねました。その時にいろいろな助言をいただいて、例えば聞き取り

の時に豊島区がひとり親家庭に提供しているサービスのリストを作成して、一緒に見ながらお

母さんが把握しているもの、していないものということをチェックしてもらうことによって、

知らなかったものやよく知っているけれど使っていないもの、それはなぜなのか、お母さんも

知るし私たちも知るということが大事なんじゃないかということがわかりました。栗林さんが

お母さん自身の家族の背景を聞くというお話はとても大事で聞くのですが、実際の聞き取り全

体の中でどうしてもボリュームが大きくなってしまいがちになることもわかりました。具体的

に子どもたちにどういう支援が必要なのかという話をもう少し時間をかけて聞かなければいけ

なかったのではないかという反省があらためて出たりしています。そういう修正を重ねて、今

パワーポイントで出されている表に今後まとめていけるのではないかと。
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室田氏：始まったばかりということですけれど、今のところ何名ほど？

中村氏： 3名です。

室田氏：これは今後どれくらい広がっていくかは全然分からないわけですよね？　どういうペ

ースでどういうふうに今後広げていくのかというイメージは？

栗林氏：1年間で50名くらいと今は思っているのですけれど、多分、本当に聞き取りに行くと、

そのお母さんが語ることによって結構自分の中で整理がついたり、さらにちょっと元気になっ

て、お母さんを紹介してくれるのです。しかもこのアンケートに答えていただくと、いろいろ

な食べ物の支援や、そういう支援を紹介したり、謝金もお出しします。お母さんにとってそれ

は結構嬉しいということで、自分の知っている母子家庭のお母さんをどんどん紹介してくれる

ような流れになっているので、時間さえあれば50人、100人位できればいいと思っています。

実際、豊島区の中でそういうひとり親家庭の実態調査もなく、人数も把握していないというこ

となので、できることだったらしっかりやりたいと思っています。

室田氏：聞き取り調査する中で初めて気づいたこととか、栗林さんご自身も今までそういうこ

とを耳にしたことがなかったこと、そんなこともありましたか？　発見とでもいうのでしょう

か。制度でもいいですし、もしくはこんな生活の暮らし辛さを感じているのだとか。

栗林氏：本当にどの家庭も知らないことがたくさんです。先日 3件実態調査に行ったのですけ

れど、 3人目の家庭は、臨月の時にとにかく旦那と別れるために、このままだと旦那が闇金な

どで作った借金で大変なことになるから別れようと思うのだけれど、臨月で産まれてしまうと

自分たちが離婚のいろいろな手続きができないということで、本当にいろいろなところの窓口

を回ったのだけれど「離婚をしてから来てください」「今はまだ結婚している、離婚していな

いので何のサポートもできない」ということで、資料をもらったけれども何も得るものが無か

った。そういう時に、産んでしまったら動けないという時に、 1人でどうしたらいいか分から

なかったという事を聞いて、何かそういうものこそ法的な支援ではないのだけれど、NPOと

か支援団体が何か力になることがあったのではないかとかいう発見がたくさんあります。

室田氏：そういった意味では、様々な制度が整備されている中で、それらを上手く利用して生

活したいと思うわけですが、私自身のソーシャルワーカーとしての体験の中でも、相談者の生

活とその制度の利用がなかなか上手くマッチしないという悩みをよく耳にしていました。一人
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のソーシャルワーカーとして柔軟に対応することができたとしても、より大きな枠組みで、「制

度を変えよう」「もっと使いやすい制度にならないか」と思ったとしても、その声を大きくす

ることは簡単ではないということがあります。

　聞き取り調査をして、その内容をまとめて、発信していくということもお考えということで

すが、今後の展望の方に話を移していきたいと思います。先ほど条例というお話がありました

けれど、どのように聞き取り調査の結果をまとめていくのか、そのために、聞き取りのメンバ

ーの中でどんな話し合いをされているのか、今後どういうふうにそれを発信していくのか、活

用していくのか、お考えがありましたら最後に教えてください。

中村氏：まだ具体的にこれを「いつ、どういう形態で仕上げるか」というところまで決まって

いないのですが、調査項目に対しての答えをまとめてニーズを明らかにしていくといったとこ

ろです。今栗林さんが「みどりさんが疲れなかった」とおっしゃったことに補足しますが、こ

の 3人目のお母さんとの聞き取りでは、過去の困難と将来への不安があるものの、お母さん自

身から前向きな気持ちの安定感が伝わってきて、言葉が適切ではないのですけれど「グダッ」

という重さをこちらが受けなかったということです。この聞き取り調査を実施したからこそ見

えて、質問項目にはないけれど示すべきことがあるのではないかと私は気が付きました。質問

項目に対する答えを示していく一方で、お母さんが持つ健康的な部分、それは何によって支え

られていたかというと、お友達がとても多くて、ご実家の支援があったのです。臨月の状態で

もとにかく支援の制度を知りたいと自分で社会につながって「ひとり親」として立っていくと

いう気持ちの中、「友達がワイワイ来て、赤ちゃんを連れてきて、ご飯作りに来てくれたんだ」

とか「お母さんもすごく助けてくれたんだ」という、実はとてもインフォーマルな力によって

お母さん自身が支えられてきていることがわかりました。何かそういう健康的な関係が今お母

さんの自立をとても支えていて、そうしたお母さんのお話にじっくり耳を傾けることによって

わかることも発信したらいいのかということを改めて考えました。その辺を報告書にも反映さ

せていかなければいけないと思いました。

栗林氏：先ほど中村さんから、私たちがクローバーという弁護士とつながって輪が広がり、と

話していましたが、そこに行くまでには本当にいろいろなドラマがたくさんありました。私が

関わっている子どもは親がそれこそお勤めから出てきた、社会にこれから出ていく人というお

父さんやお母さんもいました。しかし、私にとってはその人も大事な地域の人で、そういうと

ころは本当に弁護士の力を借りなければ私の力ではどうにも制度につなぐことができない人も

いました。本当にいろいろなケースがあったのですけれど、その都度弁護士さんには「弁護士

でしょ？あなた」「弁護士なんだからちゃんとやってよね」「何言ってんの？地域の子どものた
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めだったらやってよ」という感じでそういうつながりができてきたのですけれども、弁護士さ

んのサポートがないとなかなか次の一歩に行けない人もたくさんいます。そんなことも、関わ

った私たちがしっかり発信していくことが大事です。先ほどテレビで出ていた女の子、お母さ

んも本当に孤立のところからいろいろなつながりがあり、実はこの 4月に生活保護を切りまし

た。自立できたのです。本当にいろいろなことを抱えたお母さんがつながりの中で 2年かけて

自立していくということは、こういうケースこそそのお母さんが今度はもっともっとこれから

支援する人になっていくところなのではないかと思っていまして、そういうお母さんたちが自

分の今までのことを語る場所を私たちは作っていきたいです。

　先日も「知って欲しいな、ひとり親のこと」というイベントで実際に当事者のお母さんたち

が前に立って、自分の暮らしや、何が必要なのかということについて登壇して話してもらいま

した。当事者のお母さんたちが集まって自助グループを作り、自分たちのしんどさを語り合う

会を毎月開催したり、そうやって当事者のお母さんたちがつながることによって声を出せるよ

うになってきているというところがすごいと思っています。当事者の声がもっともっとつなが

って、束になって、社会を変えていってほしいです。私たちはそこをサポートすることによっ

て、そのお母さんたちが、その子どもたちが自分にとってこういう制度が必要だからこういう

ふうに社会を変えていきたいというふうになるということが、調査のその先の先の大事な目的

なのではないかと思っています。

　先日、これは映像があるのですけれど、子ども食堂に子ども貧困対策や女性の自立というこ

とを担当している有村治子さんという大臣がお忍びで視察に来てくださいました。その目的は

地域の中でつながる場を作っているということを視察したいということと、ひとり親のお母さ

んたちの声を直接聞く場を作って欲しいということでした。それこそその数日前に「知って欲

しいな、ひとり親のこと」ということでシングルのお母さんたちが登壇しました。そのお母さ

んたちは登壇することによってまた元気になりました。そのお母さんたち声をかけて、子ども

食堂で大臣に直接ひとり親のこういうことをこういうふうに変えてほしいという声を届けるこ

とができました。お母さんたちが力を付けていくところを目の当たりにして、これをもっとも

っと広げれば本当に社会は変わっていくのではないかと思っています。

室田氏：ありがとうございます。中村さんのお話しからは、子どもの貧困という前提で調査を

してしまうと、何が苦しいとか、しんどいとか、問題は何というところに着目してしまいがち

ですが、相手と関係を丁寧に作ってお話を聞いていると、そのインタビューをしているお母さ

んの強みが見えてきて、そこをしっかりと伝えなくてはいけない、話をしなくてはいけないと

いう意識が生まれた。今後は調査がそういう方向に向かうように模索しているというお話だっ

たと理解しました。
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　栗林さんは、支援の過程を通して、またお母さんたち一人一人が自分の話を聞いてもらうと

いう体験を通して、自分がどういうふうに物事を人に伝えればいいのかということや、自分が

今まで何を大切にしてきたのか、どういう経験が他の人の元気になるのかといったことなどを、

自分の声としてだんだん身に付けて、それを語るということをされていくという過程について

お話下さいました。お母さんたちの中には、生活保護を受けて自立するということもあるでし

ょうし、自分の人生とでもいうのでしょうか、それを取り戻し、新しい一歩を踏み出す、切り

開いていくという過程にWAKUWAKUの活動がつながっているのだと感じました。

　私が時間を過度に意識しすぎたので、思ったより早く進行してしまったのですけれど、せっ

かくなのでお二人からここを言い残した、言い足りないというお話をお伺いできればと思いま

すが、よろしいでしょうか。

中村氏：私自身はソーシャルワークの専門家ではない中で今回の調査活動の仲間に入れてもら

ったことから、学ぶ主体にもなっているということが正直実感としてあります。「この中で自

分が今できることは何か」ということや、そこに参加しているスクールソーシャルワーカーさ

んの意見、弁護士さんの意見を聞いて、社会を変えていこうといった時に本当にいろいろな視

点が必要なのだなと。そして市民活動だけではやはり限界があって、専門家がそこに介入する

ことによってその市民活動が生きてくるのだということが見えてきています。

　また学生をそういった活動の現場につないでいきたいと思っているのですけれども、やはり

学生ボランティアというと「こういうことをしてください」「学生さんはこうであってください」

「これは困ります」という受け入れの条件を出すところが多いです。それはとても大事なルー

ル作りだと思うのですが、何かの役割を得ていくということは、そこに集まった時の関係性の

中で自分の得意なことや求められていることで応じて作られていくということを学生には経験

して欲しいと思っています。従来のボランティアの在り方、学生へ期待や求める役割というと

ころを少し超えていくような可能性をWAKUWAKUの学生の活動の中に見出しています。そ

ういうものを私自身がサポートしていけたらいいなと今思っています。

　聞き取り調査については、栗林さんがおっしゃっていたように、「お母さんの話を聞かせて

ください」ということなのですけれど、「お母さんが話すことが私たちの活動にもう参加して

いることなんだよ」という点です。そこなしには成り立たないアクション・リサーチなのだと

いうことをお母さんたち自身が意識化していき、同じ仲間なのだという気持ちを今後どういう

ふうに一緒に育てていけるのかということを大事な課題にしていきたいと思っています。

室田氏：では栗林さん。
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栗林氏：日々子どもたちと関わる中で、「お正月なのだけれどお餅を毎年食べない。お節料理

なんてない」ということや「お誕生会をやってもらったことが今までない」という子どもたち

に、日々「お母さんが今しんどくてできないんだったら、私たちでやろう」というような活動

こそ、そういうことがあってのアクション・リサーチであり実態調査と思います。それが先走

るのではなく、やはり私たちの活動は常に毎日現場で子どもたちと向き合うことがあって、そ

れで実態調査だと思っています。その実態調査をする中で見えてきたことを可視化しても、そ

こだけでは結果的に何も解決しないと思っています。お母さんたちが声を出したこと、そこの

背景にある就労の問題、住まいの問題、制度の問題というものを 1つ 1つ考えていくには多く

の人たちとつながる必要があると思っています。私たちは子どもと向き合うというところでは

日々やっていますけれど、そういう就労の問題などいろいろな問題には全く無力です。だから

いろいろな人たちとつながっていかなければ解決できないのだというところ、どうやってつな

がっていこうかというところをいろいろなイベントやいろいろな活動を通して、つながること

にもっと私たちが楽しむというか、「こんなことやってみよう」ということが自分たちの楽し

みになっていくような、そんな活動に広げていけたらと思っています。

室田氏：ありがとうございました。私自身もこれまでNPO活動やボランティア活動に携わっ

てくる中で、根を詰めて、眉間にしわを寄せて、なかなかうまくいかないとか、ボランティア

がなかなか集まらないとか、いつしか関係性がギスギスしてしまうなど、これまで経験してき

ましたが、最後に栗林さんがおっしゃったように楽しんでいく、自分たち自身が楽しんでいく。

実際にその楽しんでいるパワーがどんどんどんどん周りの人たちに広がっていく。そこにさら

に魅力を感じて多くの人たちがつながっていく。そこから楽しんでつながるだけでなく、さら

に具体的に生き辛さを抱えていたらそこを何とかしていこうということにも光を当てて、前に

進めていこうとする。そうした取り組みがWAKUWAKUの活動のパワーであり、魅力だと

いうところをお話を通して率直に感じることができました。

　ここでいったん休憩をとらせていただきますが、とりあえずお二人に拍手をお願いします。

ありがとうございました。

＜後半再開＞

草郷氏：栗林さんと中村さんとそれから室田さんの 3人のお話をじっくりと伺わせてもらいま

して、まず活動そのものがここまで広がりを見せているということが本当に素晴らしいと思い

ました。伺っていていくつかのことが頭の中に浮かんできましたので、それらをランダムにな

るかもしれませんけれど、皆さんにお伝えして、その中で 1つ 2つ栗林さんと中村さんからコ
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メント、質問という形でそれに対する答えを伺えたらと思っていますのでよろしくお願いしま

す。

　まず最初に伺っていて強く感じたのは、「自分がこれに関わる」という気持ちです。その時

に自分を突き動かす、先ほど栗林さんが「困っている人がいたらそこに行かなきゃ」とお話さ

れたことです。多分、栗林さんの場合にはあの言葉はなくても既にそういう気持ちがあって、

どんどん動かれていたのだろうと思って聞いていました。その栗林さんの動きというものは、

アクション・リサーチをやるときには大変重要で欠かせないだろうと私はいつも思っています。

自分以上に人がとても大事という、利他といいますか、そういうものがあって、自分にとても

つながる利他なのです。それをどんどん絶えず行っていくことが大事なのだということを今日

のお話から再確認させてもらいました。

　また、実態調査の話を丁寧に拾っていただいていたのですね。興味を持ったのは実態調査の

表です。表の中身を 3 回くらい変えたとおっしゃっていました。つまり、（今のところ） 3 軒

なのですね。ですから調査をされるたびに毎回変えているわけですね。毎回変えていくときの、

どこを変えたのかということもすごく興味を持って聞いていましたので、もし後程よかったら

一例でいいので教えて下さい。

　次に実態調査を受けて中村さんが「発信していかなきゃ」と発言されていたことです。実態

調査を発信、その前に確か実態調査をすることで初めて見えてきたものがある。いわゆるその

方と出会って、直接相対することによって書きこまれた内容以上に気づいた点がたくさんあっ

たと。それをどのようにして発信していくのかと言われたのですけれど、それを伺っていて発

信はとても大事だと思いつつ、では中村さんはどなたに発信すべきと思われているかというこ

とがとても気になっていました。何故かというと、実は今日皆さんのお手元に栗林さんのレジ

ュメというのでしょうか、パワーポイントのコピーが配布されています。表紙は「OSEKKAERU」

です。 2ページ目以降から子どもの貧困ということで、子どもの貧困に関する実情とか、デー

タとか、貧困率とか、子どもの貧困率「 2 － 1 『貧困率』の中身」があって、最後の最後の方

で「活動を実現するには」というスライドがあるのです。その中で貧困に対しては「現場で」、

「貧困状況の子どもの支援者を」、そして最後には「行政に提言していく」とある。これらをひ

っくるめて、いわゆる貧困というものは栗林さんが最初に言われた「個人の問題ではありませ

ん」と言われたことにつながるのですけれど、おそらく構造問題が根本にはあるのです。

　今回お話を伺っていてお二人にご意見を伺いたいと思ったのは、個別の問題に向き合うとい

うことを絶対に忘れてはいけないし、やらなくてはいけないのですけれど、それと同時にやは

り何とかしてこの広がりをもしできたら事前の段階で食い止めなくてはいけないと思うのです。

それから最近よく本屋さんに貧困の現状を示すようなここまでの状況に追い込まれている事例

とかルポとかの本が出ています。それらを読んでいると、いわゆる家庭が何らかの困難を抱え、
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栗林さんが今回「子どもの食堂」を開くと、その食堂に集まってくる子どもたちが自己経験し

てきた家族の問題を、もしかしたら、今も、生みつつある家族がたくさんあるのではないか、と。

僕が言いたいのはそれらの子どもたちにどうしたら届けられるのか。研究者も何らかの役割が

あるでしょうけど、より大事なのは行政がそこにどうやったら踏み込めるかという思いを持っ

ています。集められたデータや、取り組みをどのような形で活かすのか。特に、行政に対して

ですが、どのように届けて、どのような使い方をしてほしいのか。回りくどいですけれど何か

の壁というのですか、日本の中でこういうことを解決するときの壁はどこにあるのか。日本の

場合は行政の中に何らかの改善されるべき余地があるのではないかと思っているので、今現場

で展開されている栗林さん、中村さんのほうから、この点について、何らかのヒントをいただ

けたらと思いました。

　ここに用意しているスライドは日本の貧困の大きさです。栗林さんがちょうど「日本の子ど

もは 6人に 1人が貧困です」と言われました。今こちらに投影しているものは、発展途上国も

貧困を削減する取り組みをしています。これは2014年のデータをもとにしていて、どういう表

になっているかというと、まずここに目標 1「極度の貧困と飢餓を撲滅する」、これが貧困問

題なのです。その中で 3 つの大きな指標があるのですけれど、おそらく今日「 6 人に 1 人の」

と言われたのに一番近いのはこの「極度の貧困半減」という目標です。 1日に1.25ドル未満で

暮らしを立てているということが貧困判定になるのです。グリーンとかイエローになっている

ところは、もともと1990年の時の貧困者の割合を半分にするという大きな目標を持って取り組

みを進めてきました。それがいい状況を迎えている場合はグリーンです。見て分かるようにア

フリカやアジア、オセアニアなど、いろいろな地域が出ているのですけれど、それぞれの地域

で貧困を改善していかなくてはいけない。目標を掲げ、多くの地域では改善の方向に向かって

いるのです。でも例えば日本のようないわゆる先進国で、ある意味途上国の状態を脱したと思

っていた国では、逆に 6人に 1人という形で、どんどん数字が悪くなってきているという現状

がある。これは、かなり深刻な問題ではないかということを皆さんにも知っていただけたらと

思っています。では「日本の中で子どもの貧困は」と言われた時、今日栗林さんが言われてい

たことにつながるのですけれど、子どもがいる世帯の中の相対的貧困率が大変悪い。つまり、

ひとり親の場合に貧困になっているというデータを、これは内閣府の資料から引っ張ってきた

のですけれど、それで見ると日本はこのデータの中で、韓国はデータがないのですが、最下位

なのです。

　先ほどの話に戻りますと、やはりそうだと考えれば、いわゆるそういう状況に追い込まれる

手前の人たちがいるということは、ある種の社会における構造に関わるものなので、その辺の

問題というものがとても今日のお話を伺っていて気になりました。なぜなら、そこに目線を持

っていかないと、逆に言うと、永遠にこういう問題がずっと広がり、社会の中に20年30年あっ
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ていいのかという問題につながっていくからです。お二人の活動と、それからデータを集めら

れたもの、それをどういう形で届けるかといったことを考えているうちに、こういう問題が未

来永劫続くのではなく、どこかで立ち止まれるように社会に働きかけができたら、そうしたい

ものだと思ってお話を伺っていました。

　ということで、あっちに行ったりこっちに行ったりの話になったと思うのですけれど、発信

する先はどこなのか、それからそれをどのように生かしてほしいのかということを伺えればと

思います。

　最後に、もしこれまでに残念な思いをされた、逆にそれが僕の先ほどの「壁」に近いのです

が、こういう活動をしているときに、多分、栗林さんは誰が見ても皆協力をしたいという気持

ちを持てる方なのでしょうが、なかなかうまくいかないケースはなかったのでしょうか？もし

あればそれは教えていただきたいと思います。ほかの地域で取組みをした時に「うまくいかな

かったんです」という声を僕はちらほら聞くのです。そういった時にこうすれば乗り越えられ

るのではないかというヒントになればいいので、もしそういうご経験なり、あるいはアドバイ

スがあったらお聞かせいただけたらと思います。以上です。

室田氏：栗林さんから。

栗林氏：今までうまくいかなかったことということは、私はプレイパークを今から遡って10年

くらい前から活動しているのですけれど、それは市民運動のような形でスタートしたものでは

ありませんでした。行政が「プレイパーク事業をやります」「箱作りました」「ここに町会から

動員」「育成から動員」というような形でスタートしたのです。そこに私は「子どもをそうい

うところで育てたい」という思いでワークショップから入りました。しかし気がついてみたら

本当に現場を一緒にやっていきたいという仲間がいなかったのです。でも私がここで「じゃあ

私も諦めます」とやめたら、豊島区は日本で一番人口密度が高くて、一番公園が少ない町で、

そこでプレイパークはもう二度と作れないだろうという思いがありまして、どんな細くでもい

いからとにかく続けていきたいという思いでやってきました。本当にこの 1人の高校生に出会

ったことで、私にとても多くの仲間ができたのです。実は去年でプレイパーク事業を中止する

と豊島区は言っていたのですけれど、結果的にその人たちが行政に声を上げて、事業が継続さ

れることになったのです。

　私はいろいろな仲間がいてぶつかるなんて羨ましいとずっと思っていました。それよりもぶ

つかる仲間がいないのです。本当に協力してくれる仲間がいないというか、ちょっと入ったら

大変だというのが周りから見えていて、「いいわね、頑張って」と言われるのですけれども、「一

緒にやってもいいですよ」という仲間が作れなかったということが、今の私の「どんなに思い
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が違っても方向が一緒だったらとにかくやっているうちにまた一緒になれたらいいな」という

「否定をしない」ということが上手くいくということなのかと思っています。あとは個別に向

き合って、そしてそれがどの様な形でということは、私が先ほど話したように、とにかく私は

「家に米を届けたい」「つながり作りたい」というようなところで、いろいろな壁などがあると

思うのですけれど、私がそもそもこうやってできるのは本当に私の力ではなくて仲間の力なの

です。その中でも先ほど言いましたクローバーの谷口さんという弁護士さんの活動と一緒に出

会ったことが本当に大きかったと思っています。そしてその谷口さんは弁護士という仕事を辞

めて、アクション・リサーチなどの勉強のためにアメリカに行って、戻ってきてまた一緒に活

動するというくらいの、本当にこのつながりを世界につなげちゃうような人なのです。彼は実

は間もなく出国するのですけれど、いま駆けつけてくれたので、この分に関しては彼から、説

明上手な彼から説明します。谷口さん、お願いします。

谷口氏：谷口と言います。大層なご紹介をいただきありがとうございます。豊島区で弁護士を

していたのですが、貧困の案件などを扱うことが多くて、そのきっかけで、考えるところがあ

り学習支援活動を細々とやっていたのですが、その中で必然的に栗林さんとつながって活動が

随分変化していったという感じです。

　栗林さんからくるメールはオカンからくるメールのようなものなので、いまいち前半と後半

がどうつながっているのかよくわからなくて「子どもたちにバナナを配りたいと思うのだけど、

谷口さんどう思う？」というものだったり、この実態調査の件も 1年くらい前とかに「大阪で

こんな調査をやったらしいんだけど、ウチらもやろうよ」というようなものが来ていて、「面

倒くさいな」と思ってずっと放置していたのですけれど（笑）、何度かしつこく、返事してい

ないことに気付いていない振りなのか何なのか分からないですけれど、全く同じような文面の

ものがきたりして、「これはやらないとダメだな」と思って諦めて始めることになったことな

のです（笑）。

　これが「アクション・リサーチ」というカテゴリーなのだということはつい最近知って、「助

成金を取るのに使えそう」と思い「アクション・リサーチです」と書いて助成金申請に出した

のですけれど（笑）、栗林さんはこの実態調査をきっかけにして、いや、きっかけにと言うよ

りもダシにして（笑）、「シングルのお母さんたちの家に行けるじゃない」というような感じで

いらっしゃいます。行くときに米を持って行って、調査ができて、その後セカンドハーベスト

などとつなげれば、「その後も定期的にそこに米が届くじゃない」と栗林さんは言います。結

婚式でのキャンドルサービスみたいな感じで、栗林さんが歩いていくとそこに灯をつけて、そ

の後一応灯がともっているというような。まあ、キャンドルサービスというのはオシャレすぎ

る、米背負って渡り歩くような感じをイメージしていたと思うのです。
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　クローバーに通って高校受験が上手くいった子がいたのですが、その子は栗林さんが連れて

きてくれた子でした。おそらく水商売などをしていて日中や夜もいなくてというようなお母さ

んと「つながりたい、つながりたい」という話は栗林さんからずっと前から聞いていたのです

けれど、学習支援の話やプレイパークの話をしても何となくいつも追い返されてしまうという

ことでした。その時にプレイパークで焼き芋大会か何かがあって、その焼き芋か何かを食べに

来た瞬間を逃さなければつながるかもと言っていましたが、実際来てくれた時には運悪く焼き

芋がなくなってしまっていたのです。そうしたら栗林さん、「さっき焼き芋があげられなかっ

たからこれ食べて」みたいな感じで、差し入れをアパートのところへ持って行って、それがき

っかけでお母さんと仲良くなってつながったみたいなのです。人の垣根や扉のようなものを、

それが「アクション・リサーチ」であろうが「実態調査」であろうが「焼き芋」であろうが何

だろうが、何かを利用してその人のところに入っていくようなところが栗林さんにはあります。

よく「宗教じゃないの？」とか警戒される手法ですけど（笑）。

　アクション・リサーチについて少し話させて頂きますと、これまで全然分析的に考えたこと

がなかったのですが、この間「こういう効果があるのだな」と思っていたことを 3点に分けて

話させて頂きます。

　 1つは先ほども言ったように、栗林さんがよく言うのは、次のようなことです。あるお母さ

んに話を聞きました。そのお母さんが「意外と話すっていいわね」と思ったり、「話をすれば

米が届くようになる」ということを知ると、「他のお母さんを紹介するわよ」「他のシングルを

紹介するわよ」と言う。その後、新しい人をただ紹介して栗林さんだけが行くということには

ならず、必然的にその紹介した人も同席したり、つなぐのに立ち会ったりするので、そうする

とそこで今までシングル同士でも話していなかった深刻なこと、辛いことや、悲しいことを聞

くことになる。そうすると「それだったらそういう時間は私が子どもを預かるわ」というよう

な関係ができて、そこで栗林さんと聞き取る相手だけではなくて、それまで対象者だった、被

調査者だった人が支援者側に回るような関係ができる。栗林さんは「 3人いればコミュニティ

ができるのよ」というようなことを言っていて、これがまさにこのアクション・リサーチの中

の 1 つ重要なところではないかと思っています。「聞く側」と「聞かれる対象」みたいなもの

が流動的に変化していって、支援のコミュニティができていく。キャンドル一つ一つが結びつ

いて、そこがコミュニティになっていくことが 1つの特徴として面白いところだと思います。

　もう 1つは、やはり、例えば米が届くようになったとか、仕事が低月給でこういうものしか

ないといった時に栗林さんが「あれ、そういう仕事だったらあの人に話をしてみたら」と言っ

て仕事が変わる、子どもが行ける居場所ができるなど、最初に聞き取りをした段階から、リサ

ーチの過程でお母さんにしろ、子どもたちにしろ、変化していくのです。変化していく過程も

またリサーチできるということがもう 1ついいところなのではないかと思います。
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　 3つめは、先ほど中村さんもおっしゃっていましたし、室田さんもおっしゃっていましたけ

れど、実態を人々が知るということ以上に、自分のことを物語るということの持つ効果がやは

りとても大きいと思っています。その人が自分の体験してきたことというものを 1つのストー

リーとして語れるということはとても大きなことです。アイザック・ディネーセンという作家

の人が「どんな悲しい事でも物語にできればなんとか乗り越えられる」というようなことを言

っていました。また、ハンナ・アレントが「表現するというのは表に現れることだ」と『人間

の条件』という本で言っていますように、自分が社会の中に出ていく、それは聞いてくれる人

がいないと実現できないことで、耳があって初めて話はできるのです。語ることによってどん

どんその人が変化していって、社会に戻ってくる。そういうような効果というのもあるのでは

ないかと感じています。

　アクション・リサーチという言葉も知らなかったのですけれど、栗林さんが「やりたい、や

りたい」と言っていることを実際にちょっとやってみたりしているのを横でサポートしながら

そういうことがあるのではないかと感じていました。質問は何でしたか？

栗林氏：行政の壁とかです。

谷口氏：ああ、そうでした。栗林さんは大抵元気なのですけれど、先ほどの行政が「ダメ」と

言われて家に帰って寝ちゃったらしいと電話がつながらないことが 1 度ありました。「プレイ

パークがダメ」という時があったのです。おそらく、行政は今まで民の力があまりにも弱かっ

たせいもあってか、非常に対立構造があるのです。市民に対して「文句をいう人達」というよ

うな認識がどうしても根強くあって。「あそこが、行政ができないことをやってくれている」と、

行政ができないことを指弾するためだけにいる存在ではなくて、一緒にやっていける存在なの

だということを、分かってもらうのはなかなか難しいです。そういう意味では私が持っている

弁護士という肩書や、法律事務所が多少関わっているということが行政には効くようなところ

もあって、そういうものを栗林さんはとても上手く使うのです。「そういうのは弁護士さんが

うまく関わってるから」「谷口さん、それが仕事でしょ」というようなことを勝手に言ってい

ます。ただ、行政もそういうようなチャンネルがあるので動いていくところはあろうかと思い

ます。

　 1番最初の質問で「質問が 3回にわたって変わっていった」という話ですが、話を聞いてく

るのは栗林さんなのですけれど、それを栗林さんと中村さんが持って帰ってきてくれて、また

その会議体の中で「ここをこうしようか、ああしようか」みたいな話をします。我々もアイデ

アがないので大阪の方の団体がやった調査項目のようなものを最初は参考にしていました。

　もともと栗林さんからは、最初に親御さんがこういう状態に陥ったのはその人たちが幼少期
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にどういう経験をしたのかということに興味があるという話が出てきたりしました。また、よ

く貧困関係であるのは親御さん自身がどんなに苦しい生活をしているのかなど、の聞き取り例

が多かったのですが、徐々に少しずつ「こういう視点でいこう」と統一されてきたのは、子ど

もを中心に据えようということでした。今までの聞き取りでは「親の 1日」しか対象にされて

いなかったのです。親がどういう 1日を過ごしていたかというグラフしかなくて、我々はやは

り子どもの支援であるため、「子ども自身がどんなに小さくてもその 1 日誰とどんな時間を過

ごしているのかというようなことを知りたいね」というようなことが付け加わっていったこと

です。それが例えば最初の聞き取りを踏まえて、「親はこういう生活を送ったのは分かったけ

れど、その間子どもはどうしているの？」という質問が会議体の中から出ていって、それによ

って質問内容を変化させていったということなのです。それから、貧困の実態だけというより

も、やはり変化につなげたいので、支援の仕組みということに中心を当てて調査をしていこう

というようなことがもう 1 つまとまってきたところです。「苦しい状況だ」ということをただ

書くだけではなく、その人がなぜ支援につながったのか、つながらなかったのか。そういうよ

うなことを、それは主観面も客観面も含めて書いていこうということになりました。シングル

で生活保護家庭だった元学生さんがたまたま会議体に来てくれて、「自分の場合はああだった、

こうだった」というような話も加わっていきながら、つまり「生活保護基準より収入が多かっ

たのでこの制度が使えませんでした」という客観面だけではなくて、もう少し何となく嫌な気

持ちがしていたというような主観面がとても重要だということを彼が言ってくれました。そう

いうものを入れていこうと変化させていったということになります。以上です。

室田氏：中村さんからも、付け加える点があれば、どうぞ。

中村氏：こうした調査をした結果をどういうふうに誰に対して発信していくかとご質問いただ

いた事に対してお答えします。少し遡るのですけれど、大学でこのような市民活動につながる

活動をする前に、私は児童養護施設で 6年間指導員をしていました。90%以上が親や親戚など

から虐待を受けた子どもたちが来る小規模な40人定員の、比較的重いケースの子たちが来る施

設でした。私は新職員としてかなり戸惑いながら子どもたちと対峙していたのですけれど、た

またま「ボランティア受け入れ係」というものに業務で当たりました。長年子どもたちに勉強

を教えたり、習字やピアノの先生が退職後「うちに来ていいわよ」と子どもを招いてくれたり、

お菓子を作って届けてくれる人がいたり、何でもないけれど野菜を持ってきてくれる人もいら

っしゃいました。年に 2 回はバザーを開催しました。100人以上のボランティアが集まって、

1回に150万円くらいの売り上げが上がるという大変大規模な行事です。「ボランティアさんが

来て、職員を手伝ってくれるのだ、助かるな」と最初は思っていたのですけれど、ボランティ
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アさんたちと会話していくとそこにその人たち 1 人 1 人の思いがあり、「児童養護施設ってど

ういうところなの？」、「こういう大変な状況の子どもたちっていったいどういう子どもたちな

のだろう」というとても私的な関心というのがあるのだということがわかりました。それが活

動のモチベーションにもなっていることに気づいて、それからは特にボランティアで何をして

くれるなどではなくても、関心がある人にはいつでも施設の話をするようになりました。そう

すると学生や地域の方たちが、「実はうちの近くにもお母さんがいつも怒っている声が聞こえ

て気になっていた」、「地域の中で子どもが夜にフラフラしているわ」、「大変な子ってうちの子

の同級生にもいるわよね」など、「そういう子って声をかけにくいから何もできないのだけれど、

もしかしたらつながっていけるのかもしれないわね」という話を聞くようになりました。確か

に構造的に貧困や子どもの虐待という問題が生みだされている部分はあると思うのですが、む

しろ止めるための構造を作っていけないのかと思うきっかけになりました。貧困の問題を構造

的に解決していくということはとても大きな話だと思います。でも止めるための構造というも

のは、実はこういう私的な関心がいかに共感を得て広がるかということなんじゃないかと。「こ

れだったら私、隣の奥さんにちょっと今度は声をかけてみようか」、「この子をお家に招いてあ

げようか」など、もしかしたら養護施設で向き合っている多くの大変な子どもたちがここに至

る前に何か止めることができたのではないか。そういう構造を社会に作っていくためのボラン

ティア受け入れの在り方やボランティアの育成というものがあるのではないかというところが

私のきっかけだったのです。

　今回このアクション・リサーチをどういう形でまとめてどこに発信していくかはまだ焦点化

できていませんし、もちろん私 1人で決められることではないと思っているのですが、あえて

言うならば、いかに多くの人たちの私的関心に訴えるものを作っていくかということが実は問

題を止めるための構造を作っていく第一歩であり、今WAKUWAKUに集っている市民の力、

まさに栗林さんが毎日プレイパークを開いて、おにぎり作っていって子どもやお母さんたちと

つながるということが本当に生きる瞬間なのではないかと思っています。

� ＜以上＞


