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Ⅰ　福祉国家の再編と市民社会セクター

1980年代以降，日本における社会福祉をめぐる

問題は，「福祉国家から福祉社会へ」というコン

テクストの中で語られてきた（武川 2006）．つ

まり，大規模な社会的支出を要する西欧型の福祉

国家の枠組みが否定され，「日本型福祉社会」1）

に代表される福祉社会への転換が進められてきた

のである．

しかし，近年，「日本型福祉社会」が福祉の含

み資源としてきた三世代家族が著しく減少し，高

齢者夫婦のみの世帯が飛躍的に増大している．さ

らに，従来の近代家族のあり方を支えてきた男性

が勤労者として家計稼得者となる一方で，女性が

専業主婦として家事や育児などのケアを担う「男

性稼得者モデル」の規範が薄らいできたことも，

家族機能を縮小化させることにつながっている．

女性の労働力率の高まりによる経済的自立や家族

のあり方に対する意識の変化が背景にあることは

言うまでもないが，それ以外にも終身雇用の衰退

や企業社会体制における年功主義から成果主義へ

の転換2）や企業福祉の抜本的な見直しも家族のあ

り方に大きな影響を及ぼしている．すなわち，男

性稼得者の雇用継続と所得移転によって扶養され

てきた家族と，男性の労働と交換に家族の生活保

障を行なってきた企業の間の紐帯が緩み，それが

結果として家族集団としての統合性にほころびを

生じさせ，福祉における家族のもつ包摂力を低下

させている（大本 2010）．

このように，西欧型の福祉国家も否定され，さ

らに「日本型福祉社会」も機能しなくなった現

在，新たな福祉の担い手として期待されているの

が，「地域」や「コミュニティ」3）における市民

社会セクターである．2007年には，厚生労働省に

より「これからの地域福祉のあり方に関する研究

会」報告書が発表され，新たな「地域福祉」の構

築に向けた課題が議論されている．そこでは，現

代社会における多様化・高度化した福祉ニーズす

べてを公的な福祉サービスで対応することは不可

能，かつ適切でないことが指摘され，地域におけ

る身近な生活課題に対応し，支え合いを進めるた

めの地域福祉のあり方を検討することが緊要の課

題とされている．つまり，従来の福祉では対応で

きない問題は，地域で活動している各セクターの

専門機関・組織を積極的に活用することで「福

祉」の間口を広げて対応しようというわけであ

る．実際に，福祉NPO等のサービス供給事業進出

の活発化，さらに，福祉サービスの市場化が推し

進められる中で，地域社会における担い手の裾野

は拡大している．

そこで，本稿は，福祉サービス供給をめぐる市

民社会活動が拡大している今日的な状況を踏まえ

た上で，地域福祉活動におけるコミュニティワー

クを取り上げたい．相対的な国家の役割の縮小

化，家族機能の弱体化，そして地域社会における

諸セクターの拡大によって，福祉国家の再編が進

んでいることを前提とすると，地域社会における

福祉の担い手として活動しているコミュニティ
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ワーカーへの着目は，今日的な地域福祉の課題を

捉える一助と考える．

本稿が調査対象とするのは，和歌山県新宮市の

同和地区である．この同和地区では，雇用の不安

定化によってもたらされる低所得・貧困問題や従

来の福祉制度では対応できない生活福祉課題を解

決するために同和対策事業の枠組みの中で先鋭的

なコミュニティワークが実践されてきた．本稿で

は，こうしたコミュニティワークの実践の中でも，

女性コミュニティワーカーの活動に注目したい．

女性コミュニティワーカーの活動を取り上げる理

由は，彼女らが世帯内で不可視化された福祉ニー

ズの掘り起こしを日常生活のさまざまな活動の中

で行なっているからである．また，このコミュニ

ティワーカーの活動は，同和対策事業の一環では

あるものの，1989年の旧厚生省が打ち出した「高

齢者保健福祉10カ年計画（ゴールドプラン）」お

よび1994年に全面改定された「新ゴールドプラ

ン」，さらに2000年に開始した介護保険制度等の

福祉政策の枠組みに連動して実施されている．こ

れらの政策は，家庭内において無償労働として担

われてきたケアを社会で担うことを理念として推

し進められてきた．ゆえに，私的領域内で起こっ

ている問題にアクセスし，公的なサービスに「つ

なげる」という女性コミュニティワーカーの実践

は，ケアの「社会化」という政治的なダイナミズ

ムの中において，着目しておくべき対象である．

Ⅱ　研究の対象と目的

同和地区は，同和対策事業の対象地となること

で，地域改良・環境整備などにより物理的な環境

改善が実体化した地域である．同時に，解放運動

を中心とした政治闘争・要求闘争によってさまざ

まな資源を獲得し，差別解消や貧困改善を目的と

した独自の「福祉」の形をつくりあげてきたとい

う背景を持つ．つまり，従来の福祉国家過程とは

別立てに実施された同和対策事業と解放運動の成

果により，「総合的な貧困対策」（岸 2010）が実施

されてきた．

国家による同和対策事業と住民による解放運動

の協働が，総合的貧困対策として機能する独自の

地域福祉であることを理解するためには，大沢

（2007，2011）による政府の法・政策と民間の制

度・慣行との接合した「生活保障システム」のア

プローチがふさわしいと考える．なぜなら，「男

性稼ぎ主」が安定的に雇用され，起こりうるさま

ざまなリスクに対しては社会保険制度による現金

給付によって家族の生活を保証する，という日本

型の福祉国家の想定から同和地区はずいぶん離れ

たところにあるためである．すなわち，従来の福

祉国家論や福祉レジームでの枠組みでは，男性が

安定的な労働市場から排除され，常に貧困問題と

隣り合わせにある同和地区を十分に捉えることは

できない．そうした状況を住民の先鋭的な運動と

同和対策事業によって改善しようとしてきた同和

地区は，福祉国家過程に包摂されずに独自の生活

保障システムによって貧困や生活困窮を受け止め

てきた．

生活保障システムに関する枠組みに関しては，

「人なみの生活」を保障できなくなった日本の福

祉国家に変わる新たな福祉社会の可能性について

議論している研究（広井 2008; 宮本 2009）があ

る．また，ポスト工業化時代における雇用の流動

化が労働者とその家族への生活保障を弱体化させ

ていることに着目した労働問題研究からのアプ

ローチがある（大沢 2006）．しかし，地域の実践

例についてのミクロレベルな調査や，コミュニ

ティワーカーに代表される地域福祉の担い手につ

いて，詳細な実践分析を行なっている研究はほと

んど確認できない．したがって，本稿では，生活

保障システムの一部を担う市民社会セクターとし

て同和地区の地域福祉の実践を捉え，国家と地域

活動の協働について論じる．また，本稿で論じる

コミュニティワークは，生活保障システムの重要

な一要素である．コミュニティワークとは，地域
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社会において現れるさまざまな福祉ニーズへの対

応や課題解決を図るために，地域の住民組織や専

門機関などの活動を動員・コーディネートしなが

ら問題を総合的に捉え活動の支援を行う間接的な

援助技術と定義されている．

同和地区においては，各地域に同和対策の一環

として設置された隣保館を拠点にコミュニティ

ワークが活発に展開されてきた． 同和地区では，

不安定な雇用，子どもの低学力の問題，高齢者の

貧困問題などが世帯内で複合化し，対応の難しい

福祉ニーズが存在していた．しかも，世帯内で複

雑化した福祉ニーズのほとんどは可視化されにく

く従来の福祉制度で解決できる問題ではなかっ

た．それゆえ，同和地区においては，こうした世

帯内の福祉ニーズにアクセスすることを試み，か

つ問題解決を促す調整機能を持つ地域福祉活動が

コミュニティワーカーによって担われてきた． 

また，先述したとおり，本稿では女性の担い

手のもつ役割に注目する．部落解放運動とジェ

ンダーについて研究を行なっている熊本（2008）

は，公的領域である市民社会における市民的連帯

は男性領域であり，女性には「女性特有の問題」

で女性たちとの共闘が要求されることを指摘す

る．つまり，女性の活動は家庭や再生産領域にお

ける女性特有の問題での共闘に限定されており，

基本的には男性の運動を支える役割が求められる

ことで，解放運動がジェンダー化されていること

を問題視している．

しかし，コミュニティワーカーとして公的領域

と私的領域を行き来しながら活動を行なってきた

女性コミュニティワーカーの活動には，ジェン

ダー化された部落解放運動における公／私の二元

論的な規範を乗り越える可能性を見出すことがで

きるのではないだろうか．したがって，本稿は，

女性コミュニティワーカーＭさんの地域での実践

を通して，同和地区がセーフティネットの空間と

して生産されていく過程をジェンダーの視点から

明らかにしていく．

Ⅲ　研究対象地域の概要と研究の位置付け

１．福祉関連データにみる新宮市の位置づけ

和歌山県新宮市は，紀伊半島の南東部に位置

し，熊野川を挟んで三重県との県境に接してい

る．新宮市域は，中心市街地のほかに，南部の海

岸沿いに立地する三輪崎，佐野，木の川，蜂伏地

区，熊野川支流域の高田地区の郊外地区に加え，

2005年の合併によって拡大した旧熊野川町域の内

陸の山間部によって構成されている．現在の人口

は 3 万2,380人，高齢化率は30.5％となっており，

和歌山県下 8 つの市部の中で人口規模は 3 番目に

小さく，高齢化率は最も高い．また，新宮市が紀

伊半島南東部に位置することから，主要幹線道路

の整備が不十分であり，かつ大都市圏からのアク

セスが不便であるという遠隔性を特色としてい

る．しかし，新宮市はかつての城下町時代の消費

拠点としての伝統を有しており，三重県南部およ

び和歌山県東牟婁圏域をカバーする商圏の中心都

市となっている．

新宮市の特性を示す指標の一つとして生活保護

率の高さを指摘することができる．和歌山県の生

活保護率23.3‰（千世帯あたりの被保護世帯）は，

全国平均の14.0‰を上回る．しかし，和歌山県の

市部には全国的にみても生活保護率の高い市が集

中しており，新宮市は，御坊市（24.0‰），和歌

山市（19.3‰）についで， 3 番目に高い17.1‰と

なっている．新宮市における生活保護率の推移を

見ると（図 1 ），1990年代中頃からの上昇が目立

つ．この生活保護率の高さには，地域経済の衰退

が直接的に関係している．かつての新宮市は，木

材集積地として隆盛を極め，パルプ・製紙工場，

電力業の誘致などによって地域経済は潤い，雇用

も安定していた．しかし，林業や木材産業の衰退

や，市内に立地していた巴川製紙新宮工場（1995

年閉鎖），王子製紙熊野川事業所（2000年閉鎖）

などの大手の製紙工場の相次ぐ閉鎖によって，地

域の製造業関連の雇用数は激減した．
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図１　新宮市における生活保護世帯および生活保護率

の推移（1985年～2008年）

（新宮市地域福祉計画から作成）．

さらに，2001年から2005年にかけては，建設業

の雇用数も急激に減少している（図 2 ）．この間の

減少傾向の背景には，全国的な建設不況に加え，

2002年の同和対策事業の終結に起因する公共事業

の縮減によって，新宮市における中小の零細自営

業型の建設・土木業者が廃業に追い込まれたこと

が要因であると考えられる．この結果，仕事を失

い収入が得られなくなった零細な建設・土木業従

業者が生活保護へと移行していくことになった．

２．地域の福祉課題

このような地域の衰退と福祉問題との関係は，

近年，より多様化し複雑化した形で立ち現われて

くる．同和対策事業における総合的な地域改良事

業は，道路・住宅などの地域のインフラを整備

し，物理的実体感を伴う貧困対策として機能して

きた．しかし，同和対策事業の終結は，安定的な

就労機会の喪失をもたらし，地域の貧困リスクを

高めることになった．

詳細は，Ⅳ章において説明するが，2008年に実

施された新宮市内の同和地区において実施された

「新宮市地域就労調査」4）の一部を参照すると，

稼働世帯における無就業および臨時雇い世帯は，

調査対象世帯の40％にのぼっている．また，就業

している男性の割合は57.7％となっており，全国

の71.6％と比較してかなり低い．このように不安

定化した雇用をめぐる問題は多くの世帯に経済的

困窮をもたらし，これに付随する生活福祉的課題

が立ち現れてきた．では，こうした生活困窮現象

に対し，同和地区における地域福祉活動はどのよ

うに対応してきたのだろうか．

そこで，次節からは，新宮市の同和地区におい

て長年活動している女性コミュニティワーカーへ

のインタビューおよび実態調査を通して，同和地

区が地域独自の生活保障システムを確立し，セー

フティネットの空間を形成するまでのプロセスを

明らかにする．また，女性コミュニティワーカー

への詳細なライフヒストリーの聞き取りから，コ

ミュニティワーカーとしての主体形成のプロセス

についても検討したい．ここでは，女性コミュニ

ティワーカーMさんの居住する A 地区における

「住宅建替え要求運動」と「地域福祉相談員とし

てのコミュニティワーク」の二つの実践を対象と

して議論を進めていく．

Ⅳ　同和地区におけるコミュニティワークの系譜

１．同和地区における「女性部」の活動

新宮市の同和地区は，中心市街地とその周辺に

図２　新宮市における製造業および建設業従業員数の

推移（1969年～2005年）

（新宮市市政要覧資料編から作成）．
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7 地区が指定されている．同和地区に関係する世

帯は約350世帯である．2008年実施の「新宮市地

域就労調査」から同和地区内の生活実態について

簡単にみてみると，調査対象306世帯のうち，稼

働世帯の世帯主が正規就労に就いている割合は半

数以下の43.9％である．また，地区内の生活保護

率は11.1％という高い値を示しており，地区内の

不安定な就労状況と，それによってもたらされる

生活の困窮化が見てとれる．

これらの 7 つの地区には，同和対策事業の一環

として，改良住宅と隣保館が設置され，住宅と地

縁的なコミュニティサポートの機能を持ち合わせ

た生活空間が整備されてきた．隣保館では，「就

労支援」，「子どもの養育および教育援助」，「独居

高齢者の見守り」などを中心とした独自の地域福

祉活動が実践されており，不安定な就労とそれに

伴い生活困窮状況にある地区住民の生活支援を

行っている．

こうしたコミュニティ活動には，各地区で組織

されている「婦人部（1993年以降は女性部，以

下女性部）」が活発に関わってきた．これまでに

「識字教室」のほか，「解放子ども会」5）のサポー

ト，生花・お茶などのサークル活動など，多彩な

プログラムが実施されている．また，それとは別

に，1955年の部落解放同盟新宮市部結成以降，毎

年開催されている定期大会への参加やさまざまな

要求闘争に関与することで，地域の一員としての

役割を担ってきた．

しかし，こうした女性の多様な活動は，2005年

に刊行された『部落解放同盟新宮市部結成50年

史』において指摘されているように，詳細な「活

動経過報告」が残されていない（部落解放同盟新

宮支部 2005）．解放同盟新宮市部において女性部

が結成されたのは1983年と支部結成の30年後であ

り，支部本体と比較しても歴史が浅い．しかし，

各地区においては支部本体よりも早い時期に独自

に女性部を組織化し，先述したとおりのより生活

に密着したコミュニティ活動を実践していた．

こうした女性たちの実践の中でも，特筆すべき

活動は， A 地区における住宅建替え要求における

女性の関与である．新宮市における 7 つの同和地

区のうち A 地区は，改良住宅の修繕および建替

え要求において，女性部の積極的な参加があっ

た．この A 地区における住宅建替え要求闘争にお

いて地区の女性を組織化した中心人物がMさんで

ある．Mさんは1941年新宮市生まれ，70年間のほ

とんどを新宮市で過ごしている．現在は，新宮市

における地域福祉推進啓発相談員のほか，部落解

放同盟新宮市部女性部長，部落解放同盟和歌山県

連の女性部長を務めている．幼少時から結婚する

までは，新宮市内の I 地区という同和地区で家族

とともに過ごした．中学卒業後は 3 年間洋裁を学

び，その後，20歳で結婚するまで，洋裁やカゴ編

みの注文・下請けを取りながら自宅で仕事をして

いた．結婚後は， K 地区に一時期居住した後に，

当時郊外地区に移転して間もない同和地区 A 地区

に移り，子ども二人の子育てのほか，洋裁等の内

職をしつつ，解放運動や隣保館活動に積極的に関

わってきた．長きにわたる地域での活動の経験を

活かして，現在は新宮市嘱託の地域福祉相談員と

して主に高齢者を対象とした相談事業を担うコ

ミュニティワーカーとして活躍している．

以下では，Mさんの活動に関する聞き取り調査

によって得られた語りから，女性のコミュニティ

活動への参加と居住空間の獲得過程を明らかにし

ていく．

２．住宅建替え要求への「女性部」の参加

新宮市は，1959年に政府によって決定された同

和対策要項に基づく「同和事業10カ年計画」のモ

デル事業地区に指定された．これは，全国の同和

地区のうち，10数地区を選定して，優先的に同和

対策事業を推進していく事業として1960年に開始

した．新宮市は，初年度のモデル地区に指定され，

以降，地方改善事業が急速に進行していった．

モデル事業の内容には，不良住宅対策のほか，
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児童・青年・婦人の教育や育成，集会所や児童遊

園地等の建設，道路の整備などが盛り込まれた

が，新宮市においては，住宅・道路整備に代表さ

れる環境改善事業が主だって行われきた．

A 地区には，モデル事業開始の翌年1961年に改

良住宅（同和向け公営住宅）と一般向けの住宅の

混住型の住宅が建設された．A 地区はこのモデル

事業による住宅建設を機に，新たに郊外地区に形

成された同和地区である．A 地区の住宅には市街地

の複数の被差別部落から入居があったが，立地条

件が悪く6），入居をためらう人が多かったという．

行政から，どこへ向いて住宅建てたから入り

なさい，いつ抽選にきなさいいうて．でも，す

ぐ近くに， H 病院があったんよ．新宮で H 病院

てゆうたら隔離病棟．子どもには，あそこへ向

いて子どもは遊びに行くなって．…なんであん

なところの近くに入らなあかんのやろって．抽

選で当たったけど，ちょうど子もお腹におった

さか，産まなならんやったし，それを口実に半

年以上は入居せなんだよ．でもその間，お父さ

んが家の草取り行って手入れしてくれて，それ

みて行かなならんなって腹くくった．

また， A 地区の宅地は，丘陵地の崖部分を削っ

てその土砂を使って造成されているため，地盤が

弱いだけでなく，住宅の背後には急傾斜が迫って

いた．

引越して， 2 年か 3 年くらいで雨やら台風や

らで家が痛んできて．上のほうで， I いうとこ

ろで宅地造成していて，その水が全部こっちに

流れてきて．雨が降ると崖から水は出るし．屋

根は壊れるし，扉は閉まらんようになるし．

こうした，立地の条件の悪さが，住宅修繕や建

替え要求へとつながっていくことになった．

昭和42年頃やったかなあ，水が出る前に，住

宅改修要求をしたんよ．スレート（屋根）の修

繕してもらおうゆうて，扉もしまらんよって．

その頃は，建替えゆうより，修繕してもらおう

ゆうてみんなと交渉した．けど，改修が済まん

うちに，鉄砲水が出て，ひどい山崩れになっ

て．それが建替え運動に変わっていったんよ．

10年，15年かなか進まんやったけど，相変わら

ず谷水は出るし，鉄砲水は出るし，地質調査を

してもらうように役所に頼んだんよ．そうした

ら，急傾斜危険区域やゆうて，指定された．そ

れで，地区の人たちからは，危ないさかに，出

ていきたいゆうひとも出てきた．

「ひどい山崩れ」が起こったことにより急傾斜

地崩壊危険地区に指定されたのは，1980年代初頭

のことであり，これ以降，修繕要求が移転・建替

え要求へと転換していくことになった．

1982年には，地区建設委員会が設置され，住宅

の移転・建替えに向けた動きが開始した．建設委

員会は役所の建設課の担当者ほか，地区の代表 3

名～ 4 名程が委員となり，建替えの地鎮祭が行わ

れるまで59回実施された．委員会では，立地の危

険性を示す水質・地質などの地盤に関する調査の

ほか，移転先の用地確保などが検討された．委員

会設置当初，地区の委員として話し合いに参加す

るのは男性のみで，女性が直接的に関与すること

はなかった．しかし，Mさんが長年活動する中で

もっとも信頼を寄せていた解放運動の女性リー

ダー T さんがMさんに対して行ったアドバイス

が，女性部が建替え要求運動に関わる重要なきっ

かけとなった．

T さんが，「間取りだけは行政にまかしたら

あかんから自分たちでちゃんと考えよ」ゆうた

んよ．それで，私，ハッとして．家に長い時間

おるんは誰かゆうたらお父さんより私やし．台

所取り仕切るのも私やし．あんまり，家の中の
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こと知らん男の人には全部はまかせておけんな

あ思って．建設委員会入りたいてお父さんに言

いやったら，役もないのに入れるか言われて．

個人では，建設委員会には入られんよって，

じゃあ，地区で婦人部つくったらええ言うて．

地区の組織から代表として委員になれば，もの

も言えるし，間取り決めるのにも関われる，や

言うて．じゃあ，早速婦人部作ろうかゆうて，

つくった．

住宅移転・建替えの建設委員会に女性を送り込

むことを見込んで A 地区の婦人部が結成されたの

は1982年 4 月のことであった．そして，第22回目

の建設委員会開催時から，婦人会メンバー 3 名が

建設委員会に委員として参加し，住宅の建替えに

際して和歌山県下の同和向け住宅の視察，間取り

の設計などに積極的に関わっていった．

委員会では，何か物言うと，女のくせにって

いう人もおって，それを，お父さんが，「女と

してじゃのうて，委員として来とるんじゃ．」

言うてくれて．うれしかったあ．けど，女じゃ

なきゃよお，家の中のことや暮らしのことはわ

からんし，主婦としてのモノもきちんと言うて

いかなならんと思った．

委員会では，より生活に密着した女性の視点を

戦略的に強調しながら，委員会での決定事項に関

わっていった．間取りに関しては，行政が提出し

た案を地区婦人会に持ち帰り議論したという．

限られた空間でどうやったら暮らしよいか，

家事がしやすいか，あとは，一面ガラス張りと

か余計な装飾はいらんから，機能をよくして欲

しい言うた．膝を付き合わせて，何度も，何度

も，図面前にしてあれこれ言うた．

住宅の建替えは，移転先の用地買収が困難を極

め，結果的に A 地区内の高台を造成して，地区内

での移転・建替えとなった．1983年から小集落改

良事業の一環として道路整備と住宅の建替事業が

開始され，1985年 3 月に一般の公営住宅 9 戸を含

む，36戸の住宅が完成した．婦人部の建設委員会

参加の成果は，台所が4.5畳から 7 畳に変更，押

入れ等の収納の増設，家事全般を行う作業場の設

置などが盛り込まれ，生活者としての視点がふん

だんに取り込まれた間取りとなった．さらに，住

宅のもつ機能の多様性についても，重要な要求を

行っている．それは，単身者や障害者を孤立させ

ない住宅の配置であった．

住宅が 9 戸並んだ真ん中に障害者の人に入っ

てもらったんよ．もともと，障害持った人や一

人暮らしで不自由している高齢者がおいやっ

て，そういう人たちには，孤立せんように，真

ん中のほうへ向いて入ってもらうようにした．

そうやさか，住宅の真ん中の家には，障害者用

のお風呂がついてる．両隣に人が住んでると安

心やろし，わたしらも様子を気にしやすい．

このように， A 地区における住宅建替え運動に

おける婦人部の関与によって， A 地区の住宅は，

女性，とりわけ家族労働や，障害者や高齢者のケ

アを担う主婦としての経験知が取り込まれた居住

空間となった．

さらに，地域における婦人部の結成と住宅建替

え要求活動は，地域の紐帯をより強めることにつ

ながったのである．

 

３．多様性と「生活知」による共闘

A 地区の婦人部は，建設委員会への参加を目的

として設立されたものであったが，このような組

織化と結束の背景には，町内会活動における日常

生活における交流と，経験の共有があった．

ここに住宅ができた時から一緒やし．家のこ
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とだけだのうて子ども会のことやら，地区の若

い子らは家にコーヒーや酒やら飲みに来て．家

が青年部の事務所みたいになっとったよ．…地

域の高齢者からは逆睫毛取って，書類の代筆し

てやら，夜中に心配事あるから話聞いてやら，

そんなこともなんでも．おかずつくったよお，

いうて持って行ってやったり，ついでに話きい

たったり．そないなことが自然と生活する中で

できてきて，みんな親密やったね．

また，地区内に同和向けと一般向けの住宅が混

住することや， A 地区が，同和対策事業のモデル

事業として新たに設置された同和地区であること

から，地区住民の出自も多様であった．しかし，

住宅建替え要求によって，同和地区も一般地区も

なく，「地域」一丸となって活動を行ったことに

大きな価値を見出している．

地区（同和地区）と一般の人も，親密な付き

合いがあって．最初はいろいろあったけど，部

落だけしか知らん井の中の蛙になったらアカン

と思った．町内会があって，それは，同和も一

般も一緒にやらなちゅうことになって．みんな

世代は一緒やし，子育て中やったし，地区のソ

フトボール大会とか，とにかくワイワイ一緒に

したよ．地区と一般といろんな人がおるなか

で，それが住宅の建替えちゅう，私たちの生活

のいちばん大切なところでまとまって，同じ目

的で動いていくことができたのは，本当によ

かったあって思ってる．

解放運動においては，一般的に融和の否定，部

落民としての団結が強調されている．とりわけ，

政治・経済的な場で行われる要求は，「一枚岩の

団結」（部落解放同盟新宮支部 2005）が求められ

る．しかし，Mさんが語るように，子育てや地域

の高齢世帯への配慮などの，私的領域で培われた

女性たちのつながりには，部落民か否かという垣

根は存在せず，「混住」という多様性の中での経

験の共有に支えられている．そして，そこで培わ

れた生活知が建替え要求運動へとつながっていっ

たのである．

部落解放運動においては，差別の解消と「地区

改善による環境改善」を第一義として要求闘争が

展開されてきた．それは，物理的な実体の変容

という実質的な成果をもつ社会運動（水内 1988; 

若松 2004）の典型であり，男性を中心とした公

的領域において担われてきた．しかし，これまで

私的領域に限定されていた女性たちが，「女性部」

を組織化し，住宅建替え要求という「政治」に参

加することで，住宅の間取りや外観，そして，配

置などの物理的実体の変容に大きく関与した．こ

うした女性部の関与は，主婦や高齢者，そして子

どもが日常の多くの時間を過ごす私的領域におけ

る生活像を居住空間に落とし込み，日常生活にお

いて築かれてきたコミュニティのもつ機能を可視

化させることにつながったのである．

Ⅴ　セーフティネットの空間を生み出す実践と
生活知

Mさんは，住宅建替え運動の後，おもに解放同

盟新宮支部の活動や， A 地区での住宅建替えと同

時に設立された地区内の隣保館活動に積極的に参

加することになる．そして，Mさんは住宅要求運

動の成果やその他の活動の取り組みへの経験を買

われ，1997年からは市の嘱託職員として隣保館を

拠点とした高齢者向けの地域福祉相談員として新

たな活動を始めるようになった．

１．地域福祉推進啓発相談員事業

新宮市では，1997年から市役所健康長寿課に地

域福祉推進啓発相談員（以下，地域福祉相談員）

1 名を嘱託職員として配置し，同和地区における

地域福祉全般における相談業務を開始した．地域

福祉相談事業は，1997年当時，近い将来開始され
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る公的介護保険制度の実施を見据えて，高齢化が

上昇しつつある地域の実態把握と，制度開始後の

円滑なサービス体制の整備・調整を目的に開始さ

れた．

一般的に，福祉関連の「相談業務」は，生活保

護ケースワーカーによる相談業務，保健師による

新生児の家庭訪問，また，認知症高齢者や要介護

状態の高齢者の訪問診察などのように，ケアや支

援のクライアントとなった場合にのみ対象化され

る．つまり，各種福祉制度や介護保険等の制度の

対象にならなければ訪問相談の対象にはならな

い．しかし，先述のとおり，新宮市の同和地区に

おいては，無年金高齢者の問題や，子どもの学力

問題など，制度の対象となりにくい複合的な福祉

課題が多く存在してきた．そのため，要求や行政

闘争によって「福祉」の対象範囲を拡大すること

に力が傾けられてきたのである．

契機となるのは，1989年に旧厚生省が打ち出し

た「高齢者保健福祉10カ年計画（ゴールドプラ

ン）」である．このゴールドプランを部落解放・

人権確立の観点から完全実施を求めようとする運

動とともに，高齢者や障害者，生活保護受給者，

母子世帯，無年金者等の社会的弱者を結びつけ，

生活基盤の強化を目的とした行政闘争を行なって

きた．これらの要求闘争の成果のひとつが，従来

の福祉では十分にカバーすることのできない高齢

者特有の貧困や生活困窮問題に対応する「相談

員」の配置であった．

こうした住民のもつ独特かつ多様な福祉ニーズ

を捉えることのできる人材として，同和地区内に

おける婦人会活動や隣保館活動などを通して地域

の世話役として活躍していたMさんが相談員に推

薦されたのである．1997年の事業開始から現在ま

で，Mさん一人が継続して相談業務を担ってい

る．相談業務は窓口対応型ではなく，地域福祉相

談員が各地域の対象世帯を個別に訪問する巡回型

の相談である．相談員であるMさんが対象世帯を

定期的に訪問することで，高齢者のニーズを拾い

上げ，サービスをコーディネートする支援が行わ

れている． 

表 1 は，Mさんが行った相談内容と相談後の対

応事例を示したものである．Mさんの 1 年間の相

談延べ件数は平均2,000件，相談対象実人数は50

人を超える．表 1 に示すように些細な日常生活支

援から，高齢単身者の看取りやその後の家族のケ

アまで，幅広い相談・支援を行なっている．

これらの相談内容は，生活に密着した課題であ

るものの，制度では十分に対処できずに埋もれて

しまうニーズ，あるいは，家族の不在によって対

応できないニーズを丁寧に掬い上げ，制度的な福

祉に結合していく役割を担っている．

以下では，この相談事業についての集計記録と

地域福祉相談員であるMさんからのヒアリング調

査から，地域の高齢者の生活ニーズを把握すると

もに，地域における高齢者の見守り体制の具体的

な実践プロセスを明らかにする．それによって，

地域の高齢者の生活実態について検討し，貧困に

よる生活リスクを抑止する支援実践について明ら

かにしていく．

調査は2008年 6 月に開始し，現在も継続中であ

る．本稿で扱う資料は，2007年度における相談実

績の集計記録と，個別ケースへの対応について地

域福祉相談員からの聞き取りから得られたヒアリ

ングデータ，そして，同時期に実施された「新宮

市地域就労調査」の個票データ7）である．

２．相談事業対象者の属性

調査対象年度の相談世帯の実数は84世帯であ

る．地域福祉相談員の高齢者世帯の巡回は，原則

として新宮市内の隣保館が置かれている 7 つの地

区を対象としているが，要請や希望があれば，対

象地区外へ巡回することもある．

１）世帯構造

相談者の世帯構造は，独居高齢者56.0％，この

うち約 8 割が単身高齢女性である．また，高齢の

夫婦のみ世帯21.3％，単身の高齢者と未婚の子世
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帯1.2％，高齢の単身の親と未婚の子世帯が12.0％

となっている．対象世帯の特色として，独居高齢

者が半数以上を占めている（表 2 ）．

なお，未婚の子との同居している高齢者（単

身，夫婦）の場合は子の年齢が50才を超えている

世帯が約50％を占めている．こうした世帯では，

単に親の高齢化にともなう生活課題だけでなく，

同居する子の離婚，失業などの問題を有している

場合も多く，高齢者の相談とあわせて，子の就労

支援の問題等，世帯全体の問題として相談に対応

する場合もある．

２）現役時の雇用形態

今回調査を実施した訪問世帯（人員）の属性調

査から，相談対象者のうち高齢者の男女別の過去

の雇用形態をみると（表 3 ），男性は，正規雇用

はわずか16.0％であるのに対し，日雇いが28.0％，

雇用人のない零細な自営業が12.0％となってお

り，女性は，臨時雇用が34.0％，無就業（専業主

婦を含む）が24.0％となっている．全体的な傾向

としても，正規雇用の割合は少なく，臨時雇用，

日雇い，雇用人のない自営業も含めると，約70％

の高齢者世帯が現役時代において不安定な就業状

態にあったことがわかる．

３）高齢期の生活リスクの回避と所得保障

相談者の現役世代における不安定な雇用状態

は，高齢期における年金等の所得に大きな影響を

与える．表 4 によると，対象者の33.3％が老齢基

礎年金のみの受給となっており，厚生年金，共済

年金の受給者はあわせて24.0％となっている．相

談事業対象者は女性が多いことから，遺族厚生

年金，遺族共済年金の受給者が13.4％となってい

る．また，未加入や未納のために12％が年金を受

給していない．

図 3 は，「65歳以上相談者の年金の状況」と

「暮らし向き」の関係を示したものである．相談

者の暮らし向きについては，「新宮市地域就労実

態調査」の個票から地域福祉相談対象者の「暮ら

し向き」に関する項目を抽出し，年金状況との

表１　相談の内容と相談後の対応事例
相談項目 相談のきっかけ 相談内容 相談後の対応

高齢者福祉相談① 本人から直接連絡 体が弱り，単独での生活が難し
くなった

遠方で生活する家族に連絡を取り，介護保険
サービスの利用申請の手続きを行う

高齢者福祉相談② 近隣住民から市役所健康長寿課
に連絡があり訪問依頼

大きな荷物をもち，近所を徘徊
する高齢者がいるとの近隣住民
からの連絡

自宅訪問し，安否確認を行い，社会福祉協議
会に支援の要請を行う

高齢者福祉相談③ 近隣住民から市役所健康長寿課
に連絡があり訪問依頼

長期にわたり入浴をしていない
とみられる独居高齢者がいると
の連絡

自宅を訪問し，健康長寿課に状況を説明．定
期的な見守りの実施

高齢者福祉相談④ 本人から直接連絡 夜間の緊急な連絡（気分が悪
い，不安だ，眠れない等）

電話での傾聴で対応，場合によっては自宅を
訪問

介護相談① 日頃の相談を通して判断 介護認定の申請手続きの補助 介護保険課に連絡し，手続きをすすめる

介護相談② 日頃の相談を通して判断 特別養護老人ホーム等，介護保
険施設への入所手続き補助 介護保険課に連絡し，手続きをすすめる

年金① 日頃の安否確認を通して 年金を受給できるか否かの確認
についての相談 国民年金の加入状態と納付状況の確認

年金② 本人から直接連絡 未納状態の続く高齢の就労者か
ら年金についての相談

保険料の納付状態の確認と免除申請手続きを
行う

生活保護① 本人から直接連絡 通院にかかる費用についての相
談

福祉事務所の担当ケースワーカに相談し，通
院費が支払われる

生活保護② 本人から直接連絡 無年金高齢者から生活保護受給
についての相談

福祉事務所に連絡し，本人とケースワーカ，
相談員が同席し受給申請の実施

住宅① 本人の娘から連絡依頼 独居高齢者の特養入所後の市営
住宅の明け渡し手続き 建設課において手続き代行

教育① 近隣住民から連絡
地域内の子どもの教育問題（不
登校，ネグレクト）についての
相談

児童館子ども会と連携を図りながら経過の見
守り

就労① 本人から直接連絡 無業状態の続く息子の就労相談 就労支援を行うNPOにサポート要請

その他① 本人から直接連絡 市外からの墓地移転についての
相談 環境衛生課において墓地移転の手続き

（地域福祉相談員へのヒアリングデータから作成）．
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関係を見た．「新宮市地域就労実態調査」におけ

る調査対象の67世帯の暮らし向きを確認すると，

「よい」，「まあよい」が14.5％であるのに対して，

「よくない」，「あまりよくない」が44.7％を占め

ており，高齢者の生活の不安定さを表している．

年金の状況別の暮らし向きを見ても，退職共済年

金の受給者以外は，軒並み暮らし向きが良いと感

じているものは少ないことがわかる．

それでは，こうした高齢者の暮らし向きの悪さ

や，貧困リスクに，Mさんは相談員としてどのよ

うに対応していったのだろうか．

高齢期に備えた所得保障による生活の安定化を

目的として，相談員は現役世代に向けた年金保険

料納付の推進活動を積極的に行っている．とりわ

け建設・土木業などの非正規雇用者が多い中で，

保険料納付が困難となった相談者に対しては，障

害基礎年金や遺族年金の受給資格を維持するため

に，国民年金保険料納付の免除申請の手続きを勧

めている．

もともと，年金の納付の促進のための訪問も

地域でやってたさかに．その時に，年金のこと

ようけ勉強して，ああ，年金ちゅうのは大事な

んやなって思った．ここは，土方ばっかりや

し，ケガもおおいんよ．ケガして働けんように

なっても，年金さえちゃんと納めてたら，障害

年金もらえるゆうことがわかって．でも，生活

もきついし，納めるのかなわんなあ，ゆうて払

わん人もおるけど，それなら，免除申請しと

きってゆうて．

表２　65歳以上相談者の世帯の状況
高齢独居 高齢の夫婦のみ 高齢の夫婦と未婚の子 高齢の親（単身）と未婚の子 その他 合計

男性（人） 9 10 1 1 4 25
（％） 36.0% 40.0% 4.0% 4.0% 16.0% 100.0%

女性（人） 33 6 0 8 3 50
（％） 66.0% 12.0% 0.0% 16.0% 6.0% 100.0%

合計（人） 42 16 1 9 7 75
（％） 56.0% 21.3% 1.3% 12.0% 9.3% 100.0%

表３　65歳以上相談者の過去の主たる雇用形態

正規雇用

臨時雇用
（パート、
アルバイ
ト含む）

日雇い
自営業

（雇用人あ
り）

自営業
（雇用人な

し）

自営業の
手伝い 内職 無就業 専業主婦 合計

男性（人） 4 2 7 3 3 1 0 5 0 25
（％） 16.0% 8.0% 28.0% 12.0% 12.0% 4.0% 0.0% 20.0% 0.0% 100.0%

女性（人） 4 17 2 1 8 6 1 3 8 50
（％） 8.0% 34.0% 4.0% 2.0% 16.0% 12.0% 2.0% 6.0% 16.0% 100.0%

合計（人） 8 19 9 4 11 7 1 8 8 75
（％） 10.7% 25.3% 12.0% 5.3% 14.7% 9.3% 2.0% 10.4% 10.4% 100.0%

表４　65歳以上の相談者の年金の状況
老齢基礎

年金
老齢厚生

年金
退職共済

年金
障害基礎

年金
遺族厚生

年金
遺族共済

年金
受給して
いない 不明 未加入 任意加入 免除申請中 合計

男性（人） 7 9 2 1 0 0 3 1 1 1 0 25
（％） 28.0% 36.0% 8.0% 4.0% 0.0% 0.0% 12.0% 4.0% 4.0% 4.0% 0.0% 100.0%

女性（人） 18 6 1 6 5 5 6 0 0 2 1 50
（％） 36.0% 12.0% 2.0% 12.0% 10.0% 10.0% 12.0% 0.0% 0.0% 4.0% 2.0% 100.0%

合計（人） 25 15 3 7 5 5 9 1 1 3 1 75
（％） 33.3% 20.0% 4.0% 9.3% 6.7% 6.7% 12.0% 1.3% 1.3% 4.0% 1.3% 100.0%
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免除申請のことも，年金のこと勉強する中

で，へえ，こんな制度もあるんや，て思って，

それが，仕事続けていくと，これ使えるんと違

うかなあとか．でもようわからん時は，役所の

誰かに聞けばきっと教えてくれるだろうし．私

は，なんでもわからんことがあれば，人に聞く

ようにしてる．

このように，相談員が年金保険料の納付の促

進，あるいは免除申請によって加入状態を維持

させることで，現役労働者や高齢者が社会保障

の網の目から漏れ落ちることを予防している．し

かし，すでに高齢者あるいは，高齢に近づきつつ

ある人々の中には，60歳を超えても受給資格要件

である25年以上の加入期間を満たすことができな

い者もいる．こうしたケースに対しては，相談員

は，相談者が70歳までに25年納付の受給資格を満

たすことができ，かつ就労への意欲と可能性が認

められる場合に限り任意加入による保険料の納付

を勧めており，現在対象者の4.0％が任意加入し

ている（表 4 ）．

年金はもらえんやろ，言いよる人たちも，話

をよく聞いて．「○○ちゃん，あんた昔あそ

老
齢
基
礎
年
金

老
齢
厚
生
年
金

退
職
共
済
年
金

障
害
基
礎
年
金

遺
族
厚
生
年
金

遺
族
共
済
年
金

受
給
し
て
い
な
い

任
意
加
入

図３　65歳以上相談者年金の状況と暮らし向き

この会社で働いてた時，年金納めてたんと違

う？」って聞いてみると，「そうかなあ，そう

やったかなあ」って，本人もそういえばあの時

はどうかなんておぼろげな記憶しかないし．そ

れなら，役所で調べてもらおうゆうて，社会保

険事務所で調べてもらったら，かけとったん

よ．私，他人ごとなのに，小躍りするくらいう

れしくてね．「○○ちゃん，あんた，あと５年

おさめたら，年金もらえるんよー．よかったね

えー．」って，教えたあて．

しかし，加入年数が最低年限である場合は最低

額の年金しか受給できない場合が多いため，年金

が受給される年齢になった後でも相談員は就労支

援を継続して行なう．仮に就労が不可能になった場

合には，速やかに生活保護の受給手続きを進める

などして，本人の意欲や健康状態に寄り添い高齢

期における生活リスクに備えた支援を行っている．

「お父さんにまかせやったから，年金の事な

んてよう知らん．年金ちゅうもんは知っていた

けど，（保険料の納付の方法）教えてくれる人

もおらんやった．」ゆうて．お父さん死んだあ

と，貯金もあるわけ無い，年金ももらえんで．

あんだけ働きつめやったんに．…「あんたが若

いころから仕事しいやったら，年金のことも教

えてもらえたのに」，言われて，そうやったら

なあ，言うて．…年金いうても，最低額の人も

多いやさかに，それだけで生活できるわけやあ

らんし，足りない分は，仕事して稼がな生活し

ていかれへんし．仕事もシルバー行ったり，清

掃の仕事したり，ようがんばったある人もいた

ある．保護（生活保護）欲しいて仕方ない人も

おるけども，福祉（生活保護を指す）だけは受

けんゆうて，そういう人もおるんやよ．せやか

ら，隣保館の仕事頼んだり，その他シルバーで

も清掃でもなんでも，働けるうちは仕事見つけ

るのを手伝ってね…
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同和地区における単身高齢女性の割合の高さ

を踏まえると，老後の所得保障は重要な問題で

ある．過去に正規労働についていた女性は6.0％

と非常に少ない．また，夫との死別によって，遺

族年金を受給している女性の割合も10％程度であ

り，大部分の女性が，老齢基礎年金のみで生活し

ている．高齢期における女性の貧困化は，従来の

社会保障研究でも度々指摘されてきたことではあ

るが，新宮市の同和地区においても高齢女性の貧

困リスクは非常に大きい．

３．コミュニティワーカーとしての主体形成

こうした貧困リスクに対するMさんによるコ

ミュニティワークは，長年の付き合いや住民との

信頼関係による承認によって支えられている．そ

こには，Mさんの長年の地域における解放運動や

隣保館活動と，それによって培ってきた生活知が

含まれている．しかし，Mさんは，コミュニティ

ワークを実践する上では，こうした生活知よりも

むしろ，嘱託の地域福祉相談員としての職務を与

えられたこと，つまり「役所の人間」として地域

の人びとに承認されていることのほうが，重要で

あるという．

地区のこといろいろ知ってるよってに，そ

れが，仕事をやる上でも，役に立つことはあ

る．けども，地域福祉啓発相談員という役がな

いと，信用しいやらん人もおる．役が大事な時

はようけある．役があるさかに，制度の勉強も

したし，自分がわからんときには，役所の人や

社協（社会福祉協議会）の人に助けてももらえ

る．せやけど，私がやれることは，役以上の事

はない．何であれ最後に決めるのは家族の役割

やし，任せられる専門の人や窓口があるやさか

に，そこへ向いて連れて行ったり，こういうの

あるよってつなげたあるのが，私の仕事やろう

ね．

Mさんの地域福祉相談員としてのコミュニティ

ワークは，私的領域の延長上としてボランタリー

に実施されているものではないということが強調

されている．Mさんが私的領域において培った生

活知は，公的領域である役所の肩書きを持ち，給

与所得を得ている相談員としての役職がついてこ

そ活かされるものだと認識している．つまり，Mさ

んが公的に承認され，私的領域と公的領域を往還

することでニーズを拾い上げ，それを制度に接続

する役割を担っていることが，コミュニティワー

カーとしての主体形成に大きく関わっている．

しかし，そこには依然として，ケア労働を始め

とする福祉サービスは，女性が専門とする領域で

あり，女性だから出来ること，女性ならではの視

点と配慮があってこそ成り立つものという前提が

ある．つまり，ケア労働をめぐるジェンダー規範

は依然として強固なままなのである．世帯内で担

われてきた多様なケアをMさんの活動によって地

域のニーズとして社会化することが実現化して

も，ケア労働をめぐるジェンダーの再編にまでは

なかなかたどり着かないのである．

Ⅵ　おわりにかえて―セーフティネットの空間
とジェンダー

本稿では，新宮市の同和地区における女性コ

ミュニティワーカーの主体形成プロセスから，生

活保障システムの構築がセーフティネットの空間

として機能するまでのプロセスを明らかにした．

新宮市の同和地区における地域福祉は，従来の

福祉政策とは別に，解放運動による多様な改善要

求や闘争，さらにそれらに応える形で実施されて

きた同和対策によって，総合的な生活改善事業が

実施されてきた．そして，これらの運動や地域対

策によって形成された地域福祉には，明らかな

ジェンダー役割が存在している．すなわち，環境

整備についての政治・経済的な要求闘争は男性主
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体で行われる一方で，女性による解放運動は，男

性の活動を下支えしつつも，これまで無償労働と

して担ってきた育児や介護などのケア労働を社会

化するような実践が地道に行われてきた．　

しかし， A 地区における住宅建替え要求闘争へ

の積極的な女性の参加は，女性の独自性を保ちな

がらも要求闘争という「政治」に関わることで，

暗黙のうちに私的領域と公的領域の境を曖昧にし

てきた．また，Mさんの地域福祉相談員としての

主体性を獲得していくプロセスでは，地域の「総

合相談」の窓口として承認されるよりも，嘱託相

談員として役所に所属している相談員として公的

に承認されることに重きを置く．つまり，公的領

域における相談員という労働を通してこそ私的領

域において不可視化されたニーズの掘り起こしが

可能であり，同時に，そうしたニーズにアクセス

するには，私的領域において培った生活知なくし

ては制度につなげることができないといった両義

性を持ち合わせている．こうしたＭさんをはじめ

とする女性部のさまざまな活動は，ケアのみなら

ず部落解放運動をめぐる公／私の二元論的な規範

を弛緩させる可能性も持ち合わせているようにも

みえる．しかし，女性の積極的な参加による生活

保障システムは，Mさんのように所得を得ながら

活動している人たちもいるが，ボランタリーな活

動もしくは低賃金での労働である場合がほとんど

である．福祉が社会化することで，女性が公的領

域における活動の場に参入してはいるものの，そ

れは，ケア労働をめぐる性別役割分業の強化であ

り，女性をNPOやボランティア活動での安価な福

祉労働力として動員する「新・日本型福祉社会」

の形成（杉本 1997, 2008）であることも否めな

い．

2002年には同和対策事業が終結し，公共事業の

数や環境整備に関する事業は大幅に減少した．つ

まり，男性主体の運動や政治によって獲得した公

共事業による再分配が大きく崩れ，貧困や失業の

問題を抱えた男性を増加させたのである．それは

結果として，同和地区における生活困窮をもたら

し，従来の福祉では対応できない労働と生活課題

が複雑に絡み合った福祉ニーズを生み出した．こ

うした新たな福祉ニーズに対して，運動や要求闘

争といった政治を通して獲得してきた資源をどの

ように活かしていくのかが大きな課題である．

現在は，失業状態や貧困状態にある男性を福祉

部門の雇用に吸収していこうとする雇用対策も国

レベルで進められつつある8）．女性に偏重してい

た介護雇用の場に「男性のケア従事者が増加する

ことで，ケアワークの評価が高まるか」（森川　

2011）という興味深い問いも提起されている．こ

うした動きが新宮市において推進される見通しは

まだたっていない．ポスト同和対策事業におい

て，新たな福祉・就労サービスの事業化，公民協

働のネットワーク化が進展する中での生活保障シ

ステムの再構築は，ケア労働や地域福祉における

ジェンダー規範の再編につながる可能性があるの

か，今後も引き続き見極めていく必要がある．

注
１）日本型福祉社会は，日本が欧米の先進諸国と比較

して高齢者を含む三世代家族が多く離婚率が低いこ

と，さらに，女性の労働力率も欧米諸国に比べると

低いことから，家族を「福祉の含み資産」（厚生省 

1978）として福祉機能を私的領域に求めている点に

特徴を持つ．

２）1995年に日経連が発表した「新時代の「日本的経

営」―挑戦すべき方向とその具体策」以降，企業社会

において成果主義を求める傾向が高まった．

３）福祉サービス供給において，「地域」や「コミュニ

ティ」への着目は近年に限ったことではなく，1969

年の東京都社会福祉審議会「東京都におけるコミュ

ニティ・ケアの進展について（答申）」にはすでに

「コミュニティ」という文言が登場している． 

４）この調査は，NPOヒューネット新宮が和歌山県から

の事業補助を受けて実施している「就労ナビゲート

事業」の2007年度実績調査である．調査対象は同和
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地区を中心とする306世帯である．

５）「解放子ども会」は，隣保館併設の児童館を活動

拠点とし，同和地区における児童教育の一環として

1952年に開始された．1972年には，市の職員が専任

主事として各隣保館に配置され，放課後の児童の学

習・生活全般にわたる指導がなされている．

６）若松（2004）は，住宅修繕・建替え運動において

は，隔離病棟の近くに住宅が建設されたことが差別

行政によるものと地区住民に解釈され，こうした地

区住民の意識が A 地区からの移転を視野に入れた住

宅建替え運動として活発化し始めたことを指摘する．

７）「新宮市地域就労調査」の調査対象者の中には地

域福祉推進啓発相談事業の対象者がすべて含まれて

いる．この調査の個票データにおける「暮らし向き」

に関する調査項目を，地域福祉相談対象者の属性

データとマッチングさせた．

８）2009年に内閣緊急雇用対策本部「緊急雇用対策」

においては，介護を成長産業として位置付け，介護

分野が将来的に他分野からの転職・転業を吸収する

雇用の場として期待していることをうかがわしてい

る（森川 2008）．
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