
１　本研究における問い

ケアに関する責任は、その大部分を家族が引き受けている。こうした家族によるケアに対し
て、地域社会はどのように関与してきたのか。特に過重で排他的な家族のケア負担に対し、地
域社会における共同的解決は成立しているのだろうか。本研究では、生活主体として家族ケア
ラーや支援者を位置づけ、高齢者、子ども、障害児のケアに関する支援のあり方について検討
する。この検討をもとに家族が抱えるケア問題を共同解決する場として地域社会が機能してい
るのか、という問いについて紐解くこととしたい。

２　ケアの必然性とケアに応答してきた家族

ケアが必要な状態は誰にとっても訪れ、ケアされることは私たちの生活にとって必然的なこ
とがらである。このことはフェミニズム領域での発見であり、それ以降、学問横断的に主張さ
れてきた。ケアを必要とする状態は依存と表現されるが、Martha A. Fineman は、「不可避の依
存」という言葉で、人間にとってケアされる状態は必至であることを表現している（Fineman 

1995=2003）。また Eva F. Kittay は、「依存は個人のライフヒストリーにおいて避けることがで
きない」といい、「人間の条件としての依存」（Kittay 1999=2010: 81）と言い表している。

依存状態に対しては、当然ケアをする人が必要になるが、その役割を引き受けてきたのは、
家族であった。岡野八代（岡野 2012）は人間にとってのケアの必然性、そしてケアの必要性に
対して応答してきた場が家族であることを次のように述べる。

 人間がそもそも無力な存在として生まれてこざるを得ない限り、ひとは一人では生きてい
けない。すなわち、生まれてきたすべての人間存在は、すでに生きる能力を身につけた他者
に依存し、物質的・身体的・精神的なケアを受けなければ、生きる能力を持った者へと成長
できない。わたしたちはみな、誰かの下に生まれ、世話をされ、成長してきた。そして、誕

家族によるケアと地域の共同性
―高齢者、子ども、障害児のケアから―

山下　亜紀子
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生したばかりの新しいひとと、そのひとをケアする人たちの集まりを、わたしたちは家族的
なるものと認めてきた。（岡野 2012: 144）

さらに家族メンバーの中でも女性がケアを担ってきたことが指摘されている。Kittay は「依
存の世話を引き受けてきたのは女性」であり、「その労働は家族の義務として、ほかのどんな責
任にも勝ると考えられきた」（Kittay 1999=2010: 30）という。ほかの論者も女性がケアを排他
的に引き受けてきた実態があったことを一様に述べる。こうした議論における大きな問題提起
は、女性によるケアが不可視化されていることである。Susan M. Okin（Okin 1989=2013）は、
これまでの政治哲学や政治理論において、私的な家族生活は公的な政治、市場の生活とは原理
が異なるものとして別の領域に位置づけられており、子どものケアを中心として家族生活の責
任を負う女性は市民生活、政治生活から排除されているという。加えてケア責任を担う女性が
排除されていること自体が隠蔽されており、見えない状態であることを問題視している。同様
に岡野は、リベラルな社会が構築されるなかで、家族が排除され、家族によるケア実践がみえ
なくなっていることを以下のように述べる。

 具体的な他者とのあいだに依存関係を結ぶ者たちの居場所は、リベラルな社会が想定する
公私二元論のどこにも存在しない。あたかも、ひとはすべて無力の状態で生まれ、そこには
彼女・かれを見守り必要に応えてくれる誰かがいた事実を、わたしたちが忘れ去っているか
のように。（岡野 2012: 49）

こうして誰にとってもケアが必要な時期があること、そしてケアという実践が家族の中で行
われ女性たちの役割であったこと、さらにこうした女性によるケア実践は当然視され、ケアす
る人やケアする行為がないがしろにされていたことが、近年になってようやく議論の俎上にのっ
たのである。問題の核心は、家族がケアを専従的に担い、そしてそのことを私たちが閑却して
きたことである。実際に家族のみによるケアは、当然ながら無理がかかることであり、上野千
鶴子（上野 2003）は、その状態をいつ転覆してもおかしくない「積みすぎた方舟」と形容する。

３　家族ケアの限界と地域福祉論の台頭

上記のように家族には排他的なケア役割があり過重な負担があること、そしてその実態が没
却されてきたというフェミニズム領域の議論が端緒をなし、各分野からの問題提起がなされて
きた。このような議論が家族の改革に注力するのに対し、こうした議論の潮流とは別のライン
で、家族が専従的に担ってきたケアを支える場として着目されてきたのが地域社会であった。
学術的にも、政策的にも、そして実践においても地域社会において家族によるケアを支えるこ
とが福祉の一つの方向性として確立しており、地域福祉と呼ばれる。
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そもそも地域社会は、生活問題の共同解決の場として位置付けられてきた。生活構造という
概念を通じて人びとの生活のあり様を把握しようとした鈴木広（鈴木 1986）は、生活構造を

「生活主体としての個人が文化体系および社会構造に接触する、相対的に持続的なパターン」（鈴
木 1986: 177）と定義する。その内容は、生活主体が社会構造（階級や地域）に接合する仕方と
その生活目標の志向性により把握されるものである。いわば私たちの生活を、生活主体が生活
理念に基づき地域社会に参与するあり方としてとらえようとする考え方であった。

鈴木や鈴木と同じ都市社会学における倉沢進の生活構造論（倉沢 1968）を批判発展的に論じ
る森岡清志（森岡 1984）は、生活者の主体性を生活問題の解決・処理に求め、従来の生活構造
論の社会参加構造は、「むしろ資源＝財の処理をともなう生活問題の解決・処理行動と規定され
るべきである」（森岡 1984: 86）という。森岡は新たに都市的生活構造という概念を用い、「都
市住民が、自己の生活目標と価値体系に照らして社会財を整序し、それによって生活問題を解
決・処理する、相対的に安定したパターン」（森岡 1984: 86）と定義づけ、その枠組みを図１の
ように示している。なおこの都市的生活構造概念は、都市化という社会変動に基づくものであ
るが、都市化はあらゆる地域に普遍的に経験されるものであることに基づき本研究では、地域
の都市化の程度を問わず住民の地域社会への社会参与のあり方として位置づけることとしたい。

生活主体が生活問題解決へ向け社会参与するという考え方は、実は地域福祉の展開と整合的
である。福祉の目指す方向性として、学術的、政策的、実践的に地域福祉の考え方が現れ、広
く浸透したのは周知の事実であろう。2000年以降の社会福祉の特徴を「地域福祉の主流化」と
してとらえる武川正吾（武川 2006）は、「老人福祉、児童福祉、障害者福祉のような縦割りで
はなくて、領域横断的な地域福祉の考え方が社会福祉の世界で重視されるようになってくる状
況」として説明している（武川 2006: 2）。福祉的課題を解決するうえで、地域福祉は基本的な
考え方となってきたことがわかる。

学術の場で実際にこの地域福祉
という考え方が定着したのは、1970
年代以降といわれている。地域福
祉に関しての代表的論者であり、
社会学の考え方を援用する岡村重
夫（岡村 1974）はその著書『地域
福祉論』の冒頭において以下のよ
うに言及している。

 社会福祉の対象となるような
生活上の困難の発生しているの
は、まさしく地域社会において
であるから、その解決の努力も、

整
序
化

出典：森岡（1984） : 87

図１　都市的生活構造の枠組み
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当然その地域社会の中で、また、地域社会に向けて行われるのでなくてはならない。ところ
が従来の社会福祉サービスは、この生活問題の発生の場所であり、根源でもある地域社会を
無視して、これから離れたところでなされる傾向があった。つまり社会福祉援助の対象者を、
問題発生の根源である地域社会や家族から引き離して、収容施設に隔離的に保護することで
終わろうとしてきた。（岡村 1974: 1-2）

こうして岡村は生活主体の問題の場を重視し、地域福祉論を唱える。いわゆる医学モデルか
ら生活モデルへの考え方の転換を示す形で、地域福祉のあり方が提唱されていることがわかる。
生活主体が生活問題発生の場である地域社会において解決を図ろうとする図式は、まさしく生
活構造論や都市的生活構造論の考え方に合致している。

地域福祉は政策としても進められてきた経緯があり、最終的には2000年に成立した社会福祉
法に「地域福祉」という文字がはじめて明記された。しかしながら、地域福祉政策はそれ以前
から始動しており、その滑り出しは1990年の老人福祉法等の一部を改正する法律であった。こ
の時点で在宅福祉や地方分権の方向性が現れ、地域福祉を含意する志向性が登場する。以降、
福祉活動は市町村という地域的範囲においてなされることが前提となり、公的サービスに関し
ては市町村自治体が主な実施主体となり、サービス内容として在宅福祉サービスなどを増加さ
せる地域福祉政策が推進されてきた。ただし、学術の場で論じられた地域福祉論や実際の地域
福祉活動でめざされていた方向性とは異なり、政府の地域福祉政策推進の大きな目的は財政抑
制であったといえる。つまり、地域住民の活動により、福祉予算を削減する方向でもあり、い
わゆる小さな政府の一環として展開されてきた。そうした傾向は現在もみられ、2016年に新し
く提示された「我が事・丸ごと」政策にもそうした狙いが見え隠れしている。

さて学術的に提唱され、また奇しくも政策の方向性と軌を一にした地域福祉は、実際に様々
な活動がみられた。その代表例として、1980年代後半から1990年代にかけて全国的に盛隆した

「住民参加型在宅福祉サービス」がある。これは、「サービス利用者と担い手を会員制とし、低
廉な金銭を均一にして利用者と提供者とがやりとりをする有料・有償の活動」（野上 1995: 158）
である。生活理念や生活目標に基づき地域住民が福祉的問題の共同解決へ向け社会参与する形
がみられた動きと解され、生活構造論、都市的生活構造論の考え方と符合するものであった。
また直井道子（直井 1998）は、表１のように介護者の類型化を試みており、これによると「住
民参加型在宅福祉サービス」は互助型サービスであり、介護者と被介護者を媒介するのは「連
帯価値」であったといえる。

このような地域福祉の動きが加速度的に広まった契機としては、やはり高齢者介護と子育て
を家族で行うことの限界が社会問題化していったことが大きいだろう。後藤澄江（後藤 2012）
は、1980年代半ば以降の人口構造の少子高齢化の進行は、家族形態と家族機能、家族意識の変
化をもたらし、介護・子育てをめぐる福祉問題を深刻化させたという。1970年代までは、子ど
もと同居する高齢者がマジョリティであったが、1980年代半ばからは高齢者のみ世帯が増加し
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たことで、高齢者介護問題が社会的関心事項となり、新たな高齢者介護システムの構築の必要
性が高まった。また子どもの養育に関しては、子どもの社会化機能などに関する社会からの家
族への期待は依然として高いが、実態としては家族生活の個人化が進んでいることが示されて
いる。こうして後藤は1980年代以降、高齢者介護と育児の問題が「出現」したと表現しており、
家族によるケアの限界が露呈していることを示している。

以後、家族によるケアの限界を共同解決する場として地域社会が措定され、生活構造論、都
市的生活構造論に即する福祉の展開が多くみられたと想定される。では、福祉活動の展開にお
いて、実際に地域社会はどのように生活問題解決の場となってきたのだろうか。以下では、筆
者が実施してきた高齢者福祉、子育て支援、障害児家族の調査内容から、家族ケアの支援と地
域社会の関連性について改めて考えてみたい 1）。

４　高齢者のケアと地域福祉活動の展開―連帯価値に基づく人びとの地域参画

地域福祉という福祉の枠組みにおいて、当初、目指されていたのは、先にも示したように介
護問題が顕在化する中、高齢者のケアを支えることであったといえる。実際に高齢者介護を念
頭においた地域福祉の実践が他領域の地域福祉に先行し、あちらこちらでその展開がみられた。
以下では筆者がこれまでかかわってきた事例をもとに、高齢者福祉における地域福祉活動の内
容と地域社会がどのような意味を持っていたかについて検討する。

4．1　山形県上山市における福祉のまちづくりの展開
まずは福祉を標榜するまちづくりの事例から検討する（山下 1999）。山形県上山市の中川地

区では、1975年につくられた「中川福祉村」という自治組織があり、現在でも存続している。
この自治組織に関する歴史は長く、1956年に当該地区に精神科を持つ上山病院が建設され、農
家との協力関係のもとに農作業に携わる治療がなされていたことに下地があった。その後、地
域組織、福祉施設、地区内工業団地の企業の３者から組織化がみられたものであり、運動会や
祭りなどのイベントの他、高齢者施設の訪問や食事提供などの福祉活動が実施されている。た
だし、こうした活動は恒常的に行われる性質のものではなく、散発的なボランティア活動とし

表１　介護者の４類型

類　　型 介護者の例 介護者と被介護者を媒介するもの 
介護者の動機づけ

家族・親族 子供、配偶者、嫁 愛情、規範

公的サービス 公的老人ホームの寮母、公務員ヘルパー 権力

営利サービス 有料老人ホームの寮母、家政婦 貨幣

互助型サービス ボランティア、生協 連帯価値

 出典：直井（1998）:119
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て位置付けられる。この自治組織ができた背景には、高齢者介護への問題に認識があった。ま
た組織の特徴は、下記の中川福祉村の宣言にみいだすことができる。

 21世紀は福祉を住民の手で進める時代である。社会福祉の原点は、地域社会の連帯意識の
中で、ともに生きる喜びを共感することであり、それには、互いに関連する日常の生活の場
で、感得するいたわりの心、励まし合い、そして生きる意欲から生まれる。
 このいたわり、励まし、そして、自ら意欲する心こそ福祉の心である。村は、福祉の心が
醸成されることで、明るく、健やかな、生きがいのあるコミュニティーとなる。
 中川地区は、上山市街を一望におさめることのできる蔵王山麓の美しい自然のなかにひろ
がっている。山林は美しく育ち、素朴な人情と学習に意欲する住民の村である。美しい自然
環境に恵まれ、福祉施設の多い中川地区に共存する住民が心を寄せ合って、福祉の村をつく
るのである」（山下 1999: 59）

このように住民の福祉を実現するため、地域社会の連帯意識が必要であることが理念として
掲げられている。この連帯意識の状態について、筆者は、鈴木広（鈴木 1978）が提唱したコ
ミュニティ意識に基づき、福祉的担い手（病院）が入ってきたことにより、従来高かったコミュ
ニティ・モラールに加えて、コミュニティ・ノルムも高い状態を達成したと解釈している。つ
まり中川福祉村は、相互主義とローカリズムを基盤とする地域において質量ともに高いコミュ
ニティ意識に結実し、地域のまとまりが形成されるという副次的効果をもちながら地域福祉活
動が成立した事例ととらえられる 2）。

4．2　農業協同組合による地域福祉活動
次に前掲の住民参加型在宅福祉サービス提供による地域福祉の展開について検討する。こう

したサービスの提供主体としては、社会福祉協議会、生活協同組合などの組織がみられたが、
本稿では農業協同組合（以下、農協と略記）の２事例について考察する（山下 2001; 山下・姜 

2007）。
住民参加型在宅福祉サービスは、各地域で実施されていた相互援助活動を、1987年に全国社

会福祉協議会が住民参加型在宅福祉サービスと統一して称することとなったものである。その
特徴は住民会員制、低額の有料・有償の活動、非営利性とされている（金川・東根 2011）。こ
のサービスには多様な提供主体が想定されており、1990年代の全国社会福祉協議会の報告書（全
国社会福祉協議会 1993）では、住民互助型組織、協同組合型組織（生協、ワーカーズコレク
ティブ、農協）、社会福祉協議会、行政関与型組織、施設運営型に類型化されており、この類型
は現在にも引き継がれている。

以下では住民参加型在宅福祉サービスに取り組んでいた２つの農協の福祉組織化の事例から、
地域社会がどのような役割を果たしていたかについて検討する。農協の高齢者福祉活動は、農
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協女性組織による「JA 助け合い組織」の組織化に起点があり、多くの農協でこの動きがみられ、
筆者の調査時点の1999年では640組織にも上っていた（北川 1999: 54） 3）。この組織は、農協で
ホームヘルパーを養成し、高齢者の家事援助、身体介護、食事援助等のサービスを提供するこ
とを主たる目的としており、住民参加型在宅福祉サービスに相当するものであった。

農協の高齢者福祉活動の実際について、まず1990年代における JA 十和田市の福祉組織化をと
りあげる（山下 2001）。JA 十和田市では、1992年からホームヘルパー養成研修３級課程を実施
し、1993年にホームヘルパー54名から構成される助け合い活動組織「きずな」を発足させてい
る。本組織が当初、取り組んだのは、食事の世話、洗濯、掃除などの家事援助サービス、身体
の清拭、身体介護などの介護援助サービスであり、在宅サービスであった。またサービス利用
にあたっては、利用者が事前に利用券を購入し、サービスを受ける際に利用券をホームヘルパー
に渡す形となっており、低廉な利用料からなる有償ボランティア活動であったことがわかる。
1995年からは、従来の在宅サービスに加え、市の社会福祉協議会の委託サービスとして給食サー
ビスを実施することとなり、「きずな」では献立作成、食材調達、調理を行っている。これは従
来の在宅サービスの報告、検討を行う定例会の中で見出されたニーズから、活動につながった
ものである。在宅サービス、給食サービスともに提供する量は、年々増加していっていた。
「きずな」の人的資源については、発足当初はメンバー全員が JA 女性部の部員であったが、

実際に活動をはじめる段階で、農繁期のサービス提供が確保できるかどうかが問題となり、市
の広報や JA 広報上の募集により組合員以外のヘルパー確保に努めた経緯がある。活動が軌道に
のった1999年において実際に活動を担っていたヘルパーは47名、そのうち組合員世帯のメンバー
が７名、非組合員のメンバーが40名であり、非農家世帯のメンバーが85.1％となっていた。農
協への集団参加を仲立ちとしておらず、「地域集団における自由加入型」（鈴木 1986）に近い性
質を有していた。

また実際に「きずな」に参画したメンバーの動機付けの調査では「他人のために何か役にた
つことをしたいと思ったから、という利他的なモチベーションによるもの」（山下 2001:382）が
多くみられた。これについて筆者は、「不特定の地域住民を想定した相互主義的な志向性」（山
下 2001: 382）と位置づけている。「きずな」のメンバー構成、支援者の動機付けからは、農協
という組織内部にとどまらず、地域における住民を広く想定し、連帯することを媒介項として
活動が行われていたことが示されている。

次にとりあげるのは、2000年の介護保険法施行後に調査を行った宮崎県の尾鈴農業協同組合
（以下、JA 尾鈴と略記）の事例である（山下・姜 2007）。周知のように介護保険は、高齢者のケ
アを従来の家族責任から基本的に社会の責任へと転換するものであり、高齢者福祉に対する仕
組みを大きく変更させている。2006年調査当時は、助け合い組織を母体に介護保険事業者となっ
た農協が多数見られたが、JA 尾鈴でも同様の動きがみられた。

JA 尾鈴は、1975年に川南農協と都農農協の２つの農協の合併によりできた農協である。組織
として JA 尾鈴川南本所と、JA 尾鈴都農支所に分かれており、それぞれの女性部で実施された
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ホームヘルパー養成講座により、本所では助け合い組織、支部では女性部の下部組織としてヘ
ルパー部会が発足している。当初、川南本所においては、特別養護老人ホームにおけるシーツ
交換などのボランティア活動の他、川南町自治体が実施するミニデイサービスにおいてレクレー
ション活動を担当する活動がみられた。また前述の通り JA 尾鈴は介護保険事業者として参入す
るが、登録ヘルパーは、すべて川南本所の助け合い組織のメンバーであった。さらにこの介護
保険法施行後に、助け合い組織において介護保険では賄いきれないニーズを拾い上げ、サービ
スを開始する動きがみられた。利用者は少ないが、川南本所では、介護保険サービスを受ける
ことのできない高齢者宅での家事援助サービスが行われている。加えて、助け合い組織の活動
ではないものの、農協単独の事業として宅老所（ミニデイサービス）の事業を始動しており、
女性部の部員がサービス提供者として参加している。これには、農協女性部で高齢者に関する
ニーズを把握しており、実際にアンケート調査を実施することでニーズがあることを確認し、
活動が始まった経緯がある。元気な高齢者を対象にしたミニデイサービスは、週１回開催され
ており、看護師などの資格を有する女性部員４人がサービス提供者となっていた。都農支所の
助け合い組織では、調査時点の2006年において、社会福祉協議会による配食サービスにおける
配達が活動の中心をなしていた。ヘルパーには、交通費込みで一律1500円の報酬があり、有償
ボランティア型の活動が展開されていたといっていい。

こうして JA 尾鈴では、女性部のホームヘルパー養成に基づく助け合い組織の組織化に端を発
し、高齢者支援のニーズを細やかに把握し、実際のサービス提供に結実している。このような
積極性の背景には、地域に根付いて活動してきた農協として、高齢者福祉に関しては、収益を
得るための事業としてよりも地域住民への還元を行う事業として位置付けていたことがあるこ
とが農協職員への調査から語られた。また福祉活動を行う担い手の意識であるが、当初は「家
族の介護をするときに役に立つから」という個人的問題から出発している人が多いことが職員
の調査から示されている。しかしながら、そうした個人的関心から出発するものの、例えば配
食サービスにおいて、「仕事としてよりも、ボランティア的に関わる人が多い」（山下 2007:136）
というように農協職員は評価している。このことは、お茶を入れる、お茶碗を洗うといった
ちょっとした家事を、配食に加えて、積極的に行う部員が多いことからも示されている。やは
り活動への参加は連帯価値に基づくものであるととらえられる。

4．3　小括
高齢者ケアを念頭においた地域福祉活動においては、住民の社会参画のプロセスにおいて連

帯という価値が媒介項となって成立していることがわかる。それは福祉を理念とするまちづく
りにおいて理念として掲げられ、農協の地域住民への還元という姿勢に見出され、さらにサー
ビス提供者の動機付けとしてもみられるものであった。直井道子の介護者の動機付け類型にう
まく合致するものであり、互助型サービスとして成立している。また地域社会の流動化が進む
中で、福祉をキーワードとする組織化が地域の溶解から統合のベクトルへ向かせるように作用
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した面もある。ここでとりあげた事例は、いずれも農村地域での福祉活動であったが、農村地
域がもっている相互主義やローカリズムの基盤に、福祉という理念が付加され、地域福祉活動
が有機的に展開したととらえられる。

さらに、サービス提供者となる主体にとって、こうした地域福祉の枠組みはあらかじめ出来
上がっており、そこに参画していくプロセスがあった。つまり地域福祉に取り組む既成の組織
があり、そこに生活者が参画していくのである。連帯の相手となるのが地域住民であることは
自明視され、福祉活動が地域単位でなされることはコンセンサスの上で活動に参画していく。
高齢者福祉の活動において、都市的生活構造の図式は、当初から生活主体にとっての所与のも
のであったといってよい。

５　子育て支援活動の展開と地域社会―連帯価値に基づくボランタリーな組織化

1980年代以降、育児の社会化への認識が高まった。政府は少子化対策を発端とする子育て支
援政策に1990年代半ばから着手している。また阪神淡路大震災を契機とするボランティア活動
や市民活動の隆盛は、子育て支援活動にも広がり、NPO 法人や任意団体による民間ベースの活
動が活性化した。そうした育児の社会化をめざした活動は、官民ともに地域社会の場で展開さ
れることが多かったといえる。このような子育て支援活動にとって、地域社会は実際にどのよ
うな場であったのか。以下では筆者の調査事例をもとに検討する。

5．1　ファミリーサポートセンターの支援者の動機付け
まずはファミリーサポートセンターの育児支援者の分析をとりあげる（山下 2004）。ファミ

リーサポートセンターは少子化問題に端を発する育児支援政策の一環として打ち出されたもの
である。具体的には1994年に当時の労働省の「仕事と育児両立支援特別援助事業」としてはじ
められ、1999年の新エンゼルプランにおいて「地域において子育ての相互援助活動を行う会員
制の組織」として整備が示されたものである。市町村単位で設置され、運営も市町村が主体と
なる仕組みであり、保育制度を補完するサービスを各地域センターごとに登録される提供会員
が、各地域の依頼会員に提供する。公設公営型、地域社会単位で行われる子育て支援活動であ
り、2002年時点では全国に262か所のセンターがおかれていた。

筆者は、宮崎市の「ファミリー・サポート・センターみやざき」で2003年に調査を実施し、
提供会員に対して支援者となる動機付けの分析を行った。提供会員に共通している点として、
支援者となる前は専業主婦であること、そして子育てがひと段落した段階で活動に参画するプ
ロセスがみられた。また動機付けとしては、自身の子育てにおいて苦労を体感したことから、
今現在、子育てをしている世代を助けたいという動機付けが見いだされた。これを筆者は、「子
育て経験の活用―達成的関係における相互扶助性としての育児支援」と名づけ、地縁関係や
血縁関係といった帰属的関係性における互酬性とは異なり、これから築かれる新たな達成的関
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係における相互扶助的な意識ととらえている（山下 2004: 47）。また別居している子どもを通し
て子育ての大変さを痛感したことから、同じように核家族で子育てをしている地域の親たちを
助けたいという思いがあり、これを「家族の代替性―別居の子どもを通して必要性が認識さ
れた育児支援」と名付けた。そのほかには、子育てがひと段落した際に、職業キャリアを活か
したいという「専門性の活用―職業キャリアを活かす場としての育児支援」、社会とのかかわ
りを持ちたいという意識ややりがいのある活動をしたいという「社会参加―社会との接点と
しての育児支援」という動機付けが見いだされた。これらのうち特に「子育て経験の活用」や

「家族の代替性」は、先の直井の類型における「連帯価値」に含まれるものであろう。専業主婦
が子育てがひと段落したステージで、こうした動機付けを媒介として、地域社会における活動
に参画していくプロセスがみられたものと解釈できる。

5．2　住民主体型育児支援組織におけるリーダーの動機付けと組織の特徴
ファミリーサポートセンターのような公設公営の会員制組織の他、地域社会を基盤として住

民が主体的に子育て支援活動を行う組織も各地にみられた。これは、1990年代以降のボランティ
ア活動、市民活動が盛んとなり、さらに1998年に「特定非営利活動促進法（NPO 法）」が施行
されたことが後を押すような形でさまざまな地域でみられたものである。

筆者は、宮崎県において子育て支援活動を行っている NPO 法人、任意団体のリーダーに対
する調査をもとに、活動に対する動機付け分析を行った（山下 2012a）。この分析からは、「専
門性の活用」、「家族・地域の代替性」、「子育て経験の活用」、「社会参加」、「学習への志向性」、

「ネットワーキングへの志向性」の６つの動機付けがみられ、ファミリーサポートセンターの支
援者の動機付けと類似した傾向がみられた。「専門性の活用」においては、単に専門性を活かし
たいということに加えて、専門性を活用して「他の人の役にたちたい」という志向性として特
徴づけた。また孤立している子育て環境などを問題化し、子育てを行っている祖父母の役割や
隣近所の役割を代替して担っていこうとする「家族・地域の代替性」という動機付けや「子育
て経験の活用」をめざす意識がみられた。さらに専業主婦であることのリフレクションから「社
会参加」をしたいという意識や、近代母親規範などを問題視し「学習への志向性」という意識
も生まれていた。そして孤立する子育て環境を打破するために「ネットワーキングへの志向性」
という動機付けが生まれ、実際に地域社会を舞台に子育て支援活動を行うための組織化につな
がるのである。利他的志向性の強さ、子育て環境を問題視する強い動機付けに水路づけられ、
支援活動をする組織化につながり、活動の展開がみられたといえる。

さらに NPO 法人、任意団体を問わず子育て支援活動を行っている組織の特徴の分析も実施
している（山下 2011）。調査を実施した組織においては、リーダー、メンバーともに女性であ
り、またやはり専業主婦であった女性が大部分を占める。こうした組織の成立基盤から当事者
型、専門性活用型、活動発展型、活動派生型に類型化を行ったが、いずれの類型にも共通する
特徴として、子育ての現状に対する関心や問題意識をもとに、自発的に活動を開始している点
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がみられた。またそうした活動に共感してくれる仲間を得て組織化につながっていることもわ
かった。

5．3　小括
こうして地域社会においてみられた子育て支援活動においては、専業主婦層を中心とする参

画過程がみられた。また活動参画の背景には、子育てを終えたライフステージにおいて自己実
現を求める意識の他、子育て環境を憂える問題意識が生じたことが大きい。特に孤立する環境
を問題視し、今の子育て世代を助けたいという思いが多くみられた。やはり連帯価値を媒介項
としていたことがわかる。

こうして専業主婦らの感じていた問題意識は、地域社会における組織化を媒介して解決を図
る方法へと結実する。すなわちかつて育児の当事者であった専業主婦たちの問題意識に基づき、
地域社会においてボランタリーな組織化がなされた。ファミリーサポートセンターのようには
じめから地域福祉の枠組みができたところに参画するプロセスに加え、女性たちが地域社会の
中でボランタリーにネットワーキングを図ったと解釈でき、結果として地域の共同性が生まれ
ている。こうした共同性は、時代状況にも規定されており、ボランティア活動や市民活動の広
がりの中で、生まれたものであろう。

子育て支援においても、やはり生活構造論や都市的生活構造論の図式に合致する生活主体の
動きがあったといえる。さらに高齢者福祉のようにはじめから組織があったわけではなく、主
婦たちがボランタリーに地域社会単位で組織化を行っていることが特徴的である。

６　母親が孤立する障害児や病児のケア―後景に押しやられる地域の共同性

人間にとって依存は不可避であることは先に述べたとおりであるが、依存状態は高齢期や子
ども期に限らない。病気や障害も依存状態であり、この際にも家族がケアを行っている。筆者
はケアをしている家族として、発達障害児の母親の生活問題を検討してきた。

これまで実施してきた研究では、発達障害児の母親の生活問題処理過程において、全般とし
て社会財が十分に機能していないことを示唆する結果を得た（山下・河野 2013）。生活問題処
理における社会財として森岡は、専門機関群と相互扶助的提供主体群を示している（図１参照）
ことから、それぞれについても、別途検討を行っている。

専門機関群に関しては、公的部門において地域社会におけるサービスが全体としていきわたっ
ていない現状が明らかとなっている（山下 2012b）。また発達障害者支援センターにおける調査
から発達障害児の家族に対する専門サービスに関する分析を実施した。この分析からは、発達
障害児の家族に対する専門サービス量が不足していること、またサービスの質にも問題が見い
だされることがわかっている。さらに専門サービスの量について地域差があることも示された

（山下 2020）。
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相互扶助的提供主体群については、発達障害児の母親のソーシャル・サポートの面から検討
した。分析の結果からは、ソーシャル・サポートを提供するサポート源の種類そのものが少な
く、親の会の仲間のみが唯一、恒常的に有効なサポート源として機能していることがわかった。
また母親たちが受けるソーシャル・サポートの内容に偏りがあり、道具的サポート、情報的サ
ポート、社会情緒的サポートのうち、社会情緒的サポートを中心に提供されることが明らかに
なった。総体として、発達障害児母親たちは、対人的支援からも欠落した状況にある（山下 

2014）。
こうして発達障害児の母親たちは生活問題処理過程において、役に立つような社会財を地域

の中に見出しえない状況におかれている。高齢者福祉でみてきたような地域福祉組織は地域に
はなく、子育て支援活動のように、地域で組織化が行われ、サービスが創出されるといったこ
ともみられない。唯一、親の会という当事者団体において自助的な相互支援がみられる程度で
ある。障害児のケアに関して、地域での共同解決は僅少な状態と判断できる 4）。

７　考察

高齢者介護、子育てという福祉問題に対しては、地域福祉の枠組みが成立しており、生活主
体が地域社会に参画する形で問題解決が図られようとする図式が見いだされた。ただし地域福
祉の枠組みがあらかじめできあがっており、そこに生活主体が参画していく高齢者福祉と、問
題解決において地域組織化の手段がとられた子育て支援とは、生活主体が地域社会に関わるプ
ロセスは若干異なっていたといえる。つまり高齢者福祉においては、生活主体が既存の組織に
参画し、一方の子育て支援では、生活主体がボランタリーに組織化を行ったという具合である。
小柳宜子（小柳 2000）は、住民参加型在宅福祉サービスを「地域型相互援助事業」の中心とし
て論じ、森岡の都市的生活構造を援用しつつ、「既存の社会財の限界から、自ら社会財を共同で
作り出した」（小柳 2000: 466-7）ものとして説明している。すなわち公的セクターと市場セク
ターでは都市生活におけるニーズの多様化や深化への対応に限界がみえはじめ、非営利セクター
においてサービス創出がみられたという。小柳は、高齢者を対象とする住民参加型在宅福祉サー
ビスを想定して、このような議論を展開するが、既存の社会財で賄いきれないことによるサー
ビスの創出過程は、筆者の行ってきた研究をふりかえると子育て支援活動によりあてはまる。
本稿でみてきた事例も、社会財を作り出しながら問題解決が図られてきたことがわかる 5）。

高齢者介護では既存の社会財に参画し生活問題解決を担い、育児においては社会財を共同で
作り出し生活問題解決にあたってきた。いずれにしても、地域社会の社会財の整序化プロセス
が可能となっているのであり、生活問題解決へ向けて地域の共同性がみられた。一方で、障害
児のケアでは、地域社会における社会財が機能せず、また新たな社会財がつくられるという方
向性も見いだせず、地域社会で問題を解決する図式を探し出すことは難しい。なぜ障害児のケ
アにおいて、地域の共同解決がみられないのだろうか。
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高野和良（高野 1996）は、1990年代の高齢者福祉の社会化の議論の高まりの折、社会福祉領
域のボランティア活動を活性化するための条件を論じている。高野は地域住民相互の社会連帯
規範が必要であり、さらに「少なくとも地域社会において何が問題であるのかを地域住民自身
が認知すること、つまり現状認識の共有が必要である」（高野 1996: 124）という。こうした高
野の議論に依拠すれば、高齢者福祉と子育て支援において地域の共同的解決がみられた理由は、
地域住民が福祉問題として現状を認識したことが大きいといえる。一方、障害児のケアについ
ては、その家族負担について、まだ問題として意識化されるに至らず、問題が潜在化している
ということであろうか。

地域住民に問題として共有されず、家族ケアの大変さが潜在化する理由については、これま
での障害児の親の研究が示唆を与えてくれている。日本における障害児家族の体系的研究の嚆
矢ともいえる要田洋江（要田 1999）の研究は、社会において「障害者」と「健全者」の区別が
あること、そしてその上で「健全者」による「障害者」への差別のしくみがあることを指摘し
ている。さらに親も障害児と同じく差別される立場におかれるという。障害児のケアが問題と
して認識されず、地域の共同解決の方向性が見いだせない理由は、こうして「健全者」と「障
害者」の区別が今も厳然としてあり、障害は誰でもが経験することではなく特殊なこととして
扱われ、障害者とその家族が差別される場に置かれている現状の反映として説明ができる。高
齢期と子ども期のケアは、誰もが通る道として、その支援の必要性は共通認識となっている。
しかしながら、障害のケアについては、特殊な人であり差別される人たちの問題として支援の
必要性が認識されていないということではないだろうか。「青い芝の会」に代表されるように障
害当事者の自立運動は、地域での生活をめざして展開してきた。こうした地域を基盤にした自
立生活運動は、障害者観にも影響し、障害者福祉のめざす方向性を大きく転換させたといえる。
事実、障害の社会モデルが普及し、建前上は地域福祉が主流の路線なのである。しかしながら、
障害者を地域で支える必要性は未だ私たちの意識に上っていない。

障害児のケアにおいて地域の共同性がみられないもう一つの理由として、連帯価値の内容か
らも検討しておきたい。高齢者福祉においても子育て支援においても、地域の人々の連帯価値
が成立の要件であったことを述べてきた。そしてその連帯価値は、地域の互酬性規範に基づい
ている部分があったことが想定される。またそうした互酬性はいずれも世代にまたがる互酬性
規範であった。高齢者福祉においては、いずれ高齢期が訪れたら、自分自身が誰かの世話にな
るかもしれないのであり、それならば元気な今のうちに役に立ちたいという互酬性規範である。
いわば未来の出来事を見据えた互酬性規範がみられたと考えてよい。一方、子育て支援におい
ては、自分自身の子育て期に世話になったことに基づいており、子育て期を終えた段階におい
て、今度は自分が役にたちたいという互酬性規範である。この場合は、過去の出来事に基づく
互酬性規範として解釈ができる。かつて農村研究では、関係が一方向的である介護は互助ルー
ルになじまない点が指摘されている（相川 2000）。しかしながら、地域福祉の枠組みにおいて
は、上記のように世代を超越することで互酬性規範を成立させており、連帯価値に基づく地域
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福祉活動の成立に帰結したといえる。
一方、障害児のケアに関しては、互酬性規範は成り立ちにくいであろう。これは、やはり上

記で指摘したように障害児のケアが誰でもが経験しない生活課題として位置づけられているこ
とに起因していると考えられる。障害児のケアは、誰でもが経験しない問題としての位座にあ
ることで、連帯価値につながらず、地域の共同的解決に結びつかないのである。互酬性規範に
基づく福祉は欧米型の福祉にはみられない日本社会に固有の福祉の在り方として評価されてき
た。しかし、互酬性規範がなじまない領域で、地域による共同性が成立しないことを私たちは
どうとらえたらよいのであろうか。この場合、どのような福祉が構想できるのであろうか。

障害児のケアは、フェミニストたちが主張してきたように家族（女性）によるケア実践が専
従的に行われ、そしてそれが当然視される構造が厳然としてある。障害児のケアは、住民共通
の問題ではなく、生活主体にとって問題が顕在化していないということであり、地域社会にお
いて生活問題の解決というプロセスはみられない。障害児のケアは、私たちにとって「よそご
と」であり続けている。
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［注］
1 ） 以下、とりあげる事例については既に論文として発表しており、以下、それらの引用を含みなが

ら検討する。
2 ） 1960年代以降、地域間の人口移動により流動型社会となっていたことが、当時の地域社会学や都

市社会学の大きな問題関心となっていた。そうした意味で、地域社会のまとまりや統合化への志向
性は学問的関心でもあり、都市社会学では鈴木の他にもコミュニティ意識について議論されていた。

3 ） JA 助け合い組織は2020年現在も存続しており、2020年発行の JA 全中の資料によると、238農協に
おいて536組織がある。活動の中心は、ミニデイサービスや病院・特別養護老人ホームなどにおける
施設ボランティアであり、在宅福祉サービスに限定されていない。（JA 全中 2020）

4 ） 筆者の研究では、障害のなかでも発達障害児を研究対象としている。障害種による現状の異なり
も想定できるが、他の障害児家族の先行研究をみても、同様に社会財が機能していない状況である
ことが推察される。

5 ） 加えて高齢者福祉と子育て支援の実際の担い手が、女性を中心としていたことは間違いない。こ
の点は、福祉支援者のジェンダー構造の問題であるが、これについては別途検討する。
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