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岡村理論に基づくボランティア・コーディネー トの理論化の試み  

一社会参加および社会的協同の機会への社会的要求に着日して－  

岡  知 史  

1．ボランティア・コーディネートをめぐる問題  

1．1．はじめに  

地域福祉の向上のためには，ボランティア・コーディネートが必要不可欠であるとの認識が日  

本において生まれたのは，かれこれ20年近く以前のことだといわれている（上野谷，1988）．いま  

や全国各地にボランティア・センターないしボランティア・ビューローが設立され，そこにボラ  

ンティア・コーディネーターとよばれる人員が配置されることは珍しくはなくなってきた（木谷，  

1988）．   

さて，このような状況において，ボランティ7・コーディネー トとほどういうことなのか，何  

をすることなのかという論議を深めていく必要性が生じているように思われる．しかし一般的に，  

ボランティア・コーディネー トの具体的業務について述べられることは多くても，ボランティア・  

コーディネー トが本質的に何をすることなのかという論議は少なかったのではないだろうか．   

例えば，高森（1986）は，ボランティア・センターのコーディネータ ーの役割を6つにわけて，  

これを一般的に認められているものとしているが，それほ，（1）ボランティアの発掘，（2）仲介者と  

しての役乱（3）ボランティア活動の援助者としての役乱（4）ボランティアの教育・訓練の役割，  

（5）ボランティア活動の開発者としての役割，（6）弁露老としての役割，というものである．   

また，大阪ボランティア協会（1980）は，ボランティア・センターでコーディネーターが行な  

う具体的な手順についてまとめている．   

しかし，いずれにしても，なぜ，そのような役割が求められるのか，なぜ，そのような手順が  

必要なのかという根本的な理由についてほ，明らかにされていないように思われる．   

そこで，以下，ボランティア・コーディネーターとは「ボランティア・センターないしボラン  

ティ7・ビューローにおいて働く福祉専門職で，その業務は大阪ボランティア協会のもつ需給調   
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整機能に代表されるような戟能を果たすことである」という前蛇のもとに，ボランティア・コー  

ディネートとはどういうことかを考察してみたい．   

1．2．ボランティ7の「資源化」をめぐる問題  

このように，なぜ，どのような概念に基づいてボランティア・コーディネートがなされなけれ  

ばならないのか，という点が明らかにされていないことによって，いくつかの混乱が起きている  

ことほ確かであろう．   

例えば，岡本（1987）は，行政のボランティア活動への関与による「ボランティ7のとり込み  

化」ということを言っている．それは行政がボランティ7活動に関与することによって，ボラン  

ティア活動が「資源化」され，「美談化」され サービス活動に「限定化」され，さらiこ 「自己  

回転化」すなわち自己閉塞化してしまうことをいうのである．このような状況に対して，ボラン  

ティア・コーディネーターがどのように対処していくかということほ，実践者としてのコーディ  

ネーターにとって非常に重要な問題になっている．  

「ボランティアのとり込み化」あるいは「ボランティア活動の資源化」に対する，ひとつの具体  

的な（対処）方法としてでてきたものの代表的なもの：ま，「公・私分離論」の延長上にある「ケー  

ス受理の際のクライテリア（判断基準）づくり」（上野谷，1986）という概念であろう．上野谷は  

「在宅要援護家庭へのボランティア派遣依頼を受けた際，ボランティアがかかわるべきケースか  

否かを判断しなけれはならない．ボランティア活動の性格と照らし合わせ，本来，行政磯閑の専  

門家が担うべき種煩と貿のニーズではないか，また親族（家族）の協力で解決できる問題でほな  

いか，あるいは近隣・友人で担える問題ではないか，市場メカニズム（家政婦協会，ベビーシッ  

ター）によって解決できる問題かどうかを，要凄護老とともに考えなければならない」（上野谷，  

1986，p．147）としている．   

たしかに「ボランティア活動の資源化」の流れに対抗することを求められているボランティア  

・コーディネーターにとっては，「クライテリア」という概念ほ，すぐれて実践的な意味をもっ  

てくるものであろう．「なぜなら，このクライテリアこそが，現実のコーディネートの場面での  

公私分担あるいほボランティアの役割を判断する尺度になっていると考えられるからである」  

（小笠原，1988，p．66）．   

しかし，このような「クライテリア」設定によって，ボランティア・コーディネー トの専門性  

を高めようとするとき，ひとつの大きな矛盾が生じてくることは否めないのではないか．すなわ  

ち，「クライテリア」設定によって，ボランティアとボランティ7の援助を受ける側は，ますます  

分離されてしまう可能性があるのである．ボランティア・コーディネートほ，「“もちつもたれ  

つ”の人生を学習する場」（上野谷，1988）を捷供するものであるにもかかわらず，「もたれてく  

る老」を「判定」してしまう危険性ももっているわけである（江1）   

1．3．新しい状況の出現と新しい概念の必要性  

しかしながら実際にほ，ボランティアとボランティアを求める者の差はなくなりつつあるので   
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ほないか，というのが筆者の印象である．   

その理由のひとつほ，当事者（障害者，難病患者等）によるボランテ ィア活動が増えてきたと  

いうことである・それについてほ，筆者は過去にまとめたことがあるので，ここでほ詳述しない  

（岡，1987）・しかし，ここで確認しておきたいことは，もはや障害者あるいほ難病患者イコー  

ル「対象者」でほない，ということである．多くの障害者や難病患者たちは，主としてその当事  

者組識のなかの活動を通して，ボランティア活動を行なっているのである．   

さらにもうひとつの理由としては，ボランティアのなかの「当事者性」あるいは「タライエソ  

ト性」なるものにもっと注目する必要があるのでほないかと思われることである．すなわち，ボ  

ランティア活動希望者ほ，それぞれなんらかの理由があって，ボランティア活動を希望するので  

ある．かれらのその「理由」をボランティアの「社会的要求」とよんでも良いだろう．かれらは  

そのような「要求」があったからこそ，昨日と同じ日常生活を脱して，ボランティア活動を行な  

いたいと思ったのである．そのような「社会的要求」をもっているという点で，ボランティア活  

動希望者は，ボランティアの援助を受けたいというひとと同じく，コーディネーターの援助を必  

要としているのである．ボランティ7活動希望者も，「社会的要求」あるいほ「ニーズ」をもっ  

ているという意味iこおいて，コーディネーターの援助の対象者なのである．ここには，ボランテ  

ィア・コーディネートの専門性の向上が求められている大きな領域があると言って良いだろう  

（岡，1988）．   

筆者がボランティア・コーディネーターとして勤務していたころ，ボランノティア活動希望者と  

ボランティアを求める人との区別を難しくした事例があった．それは，精神的な病気のために部  

屋にとじこもりっきりになってしまった青年が， 外どj＿iの枚会としてボランティア活動を始めたの  

だが，それに対して，ボランティアとの「付き合い」が長い障害者が「対象者となることを引き  

受けてくれた」というケースである．また，心身に障害をもつために低い白己評価に悩んでいた  

ひとが同じような問題をかかえている人を（ボランティ7として）援助することによって，自己  

に対するイメージを変えることができたという例は，ソーシャルワークに携わっている人なら誰  

でもよく聞いていることであろう．   

このような状況をこ対応するためには，ボランティア活動希望者とボランティアを必要とする人  

との区別をなくすような，新しいボランティア・コーディネートのモデルが求められているので  

はないだろうか．そして，そのようなモデルはボランティア活動を「する人」と「受ける人」と  

の絶対的区別を設定しないという意味で，「ボランティアの資源化」という考え方に対抗するモデ  

ルにもなりうると考えられるのである．  

2．岡村理論によるボランティア・コーディネートの考察  

2．1．ボランティア・コーディネーターが直面する社会的要求  

ボランティア活動希望者とボランティアを求める人の区別があいまいになりつつあるのではな   
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いかと先に述べたが，それをいいかえると，障害者に代表されるような当事者がボランティア活  

動を始めたということと，ボランティア活動希望者の「当事者性」ないし「クライエソト性」に  

注目すべきではないかと思われるようになったことである．これはボランティア活動が一般市民  

の活動として定着しほじめた今日，当然のこととしてあらわれた現象であると考えて良いだろう．   

この二つのこと，すなわち，当事者がボランティアになり，ボランティアが当事者になるとい  

うことは，現象としてほ表袈一体のことである．つまり，当事者がボランティアになるというこ  

とは，ボランティア活動によって何らかの「社会的要求」あるいは「ニーズ」を満たそうとして  

いるということであり，逆にボランティアが当事者になるということは，ボランティアがその活  

動に向かうときに持っている「社会的要求」あるいは「ニーズ」というものに注目するというこ  

とである．   

そして，ボランティア・コーディネーターにとって，当事者とボランティ7の絶対的な区別が  

薄れつつあるということは，両老の間に共通の「社会的要求」を見いだしうるということである．  

なぜなら，ボランティア・コーディネーターほ，ソーシャルワーカーとして，常に個人の「社会  

生活の基本的要求」（岡村，1983）に注目するからである．  

2．2．ボランティ7活動希望者の社会的要求  

ボランティアをしたいという人の動機にほさまざまなものがあるだろう．例えば，ボランティ  

アの動機に関するひとつの研究は，ボランティア活動によって得られる満足を情緒的（emotion・  

al）なもの，社会的（social）なもの，そして知的（intellectual）なものの3つに分けている  

（Hatch，1983）．   

しかし，本稿の立場としてほボランティア・コーディネーターを社会福祉の専門職（ソーシャ  

ルワーカー）であると前提しているわけであるから，ボランティア活動希望者の社会的要求に注  

目したいわけである．ボランティア活動にともなう心理的な満足感や知的な好奇心の満足などを  

ソーシャルワーカーは第1の目的として注目するわけではない．ソーシャルワーカーは，ボラソ  

ティア活動希望者の社会的要求に関心をもつのである．   

でほ，彼らの社会的要求とは，どのようなものであろうか．岡村理論によれば，人間の「社会  

生活の基本的要求」ほ以下の7つにまとめられる（注2）．すなわち，（1）経済的安定，（2）敢業的安定，  

（3）家族的安定，（4）保健・医療の保障，（5）教育の保障，（6）社会参加ないし社会的協同の機会，（7）文  

化・娯楽の磯会である．   

この7つのうちのどれに氾もよくあてはまるのかといえば，それは明らかiこ「社会参加ないし  

社会的協同の機会」への要求であろう．「社会参加ないし社会的協同」という概念そのものが一  

般にいわれるところのボランティア活動と最も深い関係があることは誰しも認めるところであろ  

う．   

もちろん，ボランティア活動希望者が「社会参加ないし社会的協同の機会」への要求以外の要  

求をもって，ボランティア活動iこ参加したいと願う場合もあるだろう．例えば，「盆おどり」を指  

導したいというボランティア活動希望者は「文化・娯楽の楼会」への要求もあるといえるかもし   
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れない・しかし，その人がボランティ7と自称するかぎりにおいて，「文化・娯楽の機会」が第一  

の目的ではないはずである・7つの「社会生活における基本的要求」は基本的であるがゆえに，  

ひとりの個人ほ7つの要求のすべてをもつのである．しかしボランティア・コーディネーターが  

第一に注目するのは，その「社会参加ないし社会的協同の俵会」への要求なのである．  

2．3．ボランティ7を求める人の社会的要求  

ひとつの地域を援助対象としているボランティア・センターないしボランティア・ビューロー  

において，ボランティアを求める人の社会的要求は「ケア」を求めるという形であらわれること  

が多いと思われる・すなわち，障害者の外出介助やひとり暮らし老人の友愛訪問等の形をもって  

あらわれるのである．   

そこにおいて問題とされる社会的要求は，岡村理論の7つの社会的要求の分類を使えば「医療  

・保健の保障」であると考えられるし，「家族的安定」への要求，あるいは「文化・娯楽への機  

会」の要求であるとも考えるだろう．そのような捉え方が可能であるからこそ，ひとりのクライ  

エソトの問題を保健婦が担当すべきか，あるいはボランティアが担当すべきか，あるいは学校の  

担任教師が担当すべきか，家族が担うべきかという評価の問題が（先述したような「クライテリ  

ア」の問題が）生じるのである．   

もちろん，人間の社会生活の基本的要求は，「基本的」であるがゆえに，ひとりのクライェソ  

トは7つの要求を同時にもっているものなのである．そして，社会福祉実践の全体性の原理（岡  

村，1983，p．97）からいっても，それらを分離してとらえるべきではない．   

しかし，にもかかわらず，ボランティ7・コーディネー ターが，例えばMSWという もうひ  

とりのソーシャルワーカーと同じクライェソトの援助を試みようとするとき，MSWがそのクラ  

イェソトと保健・医療制度とのかかわりを専門とするようlこ，ボランティア・コーディネーター  

は，その人と「社会参加ないし社会的協同」の制度とのかかわりを専門とするのであろう．なぜ  

なら，ボランティア活動は，7つの制度のなかでは「社会参加ないし社会的協同」の制度ともっ  

ともふかくかかわるものであることほ自明のことであるから，それを専門とするソーシャルワー  

カーであるボランティア・コーディネータ ーは，そのような制度と個人との社会関係を専門の領  

域とするのである．  

2．4．「社会参加ないし社会的協同の橙会」への要求  

もういちど繰り返すと，岡村理論によれは，人間の「社会生活の基本的要求」ほ，（1）経済的安  

定，（2）職業的安定，（3）家族的安定，（4）辣健・医療の保障，（5）教育の保障，（6）社会参加ないし社会  

的協同の橡会，（7）文化・娯楽の機会というようにまとめられるのであるが，ソーシャルワーカー  

は，これらの「社会生活の基本的要求」が満たされるように謹功していくわけである．保健・医  

療の保障という社会的要求を特に重視しているソーシャルワーカーとして，MSWがあげられ，  

経済的安定という社会的要求に焦点をあてた社会福祉的援助を行なう職種として，生活保護のケ  

ースワーカーが考えられる．また，教育の保障を重視したソーシャルワーカーとして，スクール・   
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ソーシャルワーカーが考えられる．   

こうして，ソーシャル・ワーカーを，その重点的にかかわる社会的要求にしたがって分類する  

ことができるのである．そして，ボランティア活動希望者とボランティアを求める人が共通して  

もっている社会的要求は「社会参加ないし社会的臨同の駿会」の要求であるとすれば，それにか  

かわるソーシャルワーカーこそは，ボランティア・コーディネー ターであるといえるのである・  

すなわち，ボラソティア・コーディネーターは，MSWやPSW，あるいほ生活保掛こかかわるケ  

ースワーカー等と「並列的に」位置する重要なソーシャルワーカーの一種であるということがで  

きるであろう．  

2．5．「当事者」と「ボランティ7」の連続性  

このような考え方で，ボランティ7・コーディネートをとらえるこ との意味としては，当事者  

（対象者・クライェソト）と呼ばれてきたひとと，ボランティアを共通の社会的要求をもった個  

人としてとらえるということにある．  

「ボランティアの資源化」の問題を解決するにほ，最終的にはボランティアと当事者の絶対的  

区別，あるいは「援助する老」と「援助される者」の絶対的区別を概念的に解消していくことも  

ひとつの有効な方法であろう．そして，それほ両者が「社会参加ないし社会的協同の機会」への  

●●●● 社会的要求を共通してもっている，という認識によって可能なのである．  

「社会参加ないし社会的協同の機会」の要求に注目して，ボランティアと当事者との絶対的区  

別をなくしていくという考え方の意味は，単に「ボランティアの資源化」という問題に対処する  
●●●●●●  

だけでほない．それは，より現実的な視点をボランティ7・コーディネーターに与えるのである．  

すなわち，多くの障寓をもった人びとがボランティア活動をしている事実（注3）を見れば，そのよ  

うに考えた方が現実的な対応がより可能になるのである．心身の障害やさまぎまな社会的条件の  

ために「社会参加ないし社会的協同の横会」への要求を満足できていないひとが，ボランティア  

活動を通じて，そのような要求を満足させることができる．   

ここで本稿でいう「ボランティア」と「当事者」の概念の内容を確認しておきたい．ボランテ  

ィアを資源とみる「ボランティア・コーディネート」においては，ボランティアは「援助する  

人」であり，当事者は「援助される人」であった．ボランティアの「社会的要求」は注目されず，  

当事者の「社会的要求」のみが重視された．しかも7つの「社会的要求」は，専門職が対応でき  

ていないものを優先して，処遇の対象としていた．   

しかし，本稿でいうところの「ボランティア・コーディネート」では，ボランティアは当事者  

と同じ「社会参加ないし社会的協同の磯会」を求める人としてとらえられる．したがって，当事  

者の問題の把捉においても，社会福祉実践の全体性の原理に基づいて7つの「社会的要求」につ  

いては同等に評価するが，にもかかわらず，実践の専門は「社会参加ないし社会的協同」の制度  

との社会関係への援助とするわけである．そして，当事者とボランティアとのちがいは「社会参  

加ないし社会的協同の搬会」を，一方は生活状況の変化iこよって「やむをえず」という形でいわ  

ば「消極的に」求めようとしているのに対して，他方はボランタリズムの発現として自発的iこい   
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わば「鰐極的に」求めようとしているというものになる．当初，当事者が「消極的に」社会参加  

を求めていても，それが後に「積極∈伽こ」参加するようになれは，彼は「ボランティア」になっ  

●●●■●● ていく・このように「当事者」と「ボランティ7」の概念の関係は連続的なものなのである．セ  

ルフ・ヘルプ・グループにおいて援助を求めてきた人が徐々に援助者として「ボランティア」iこ  

変わっていく過程（岡，1987，参照）は，まさにそれをあらわしたものであろうと考えられるの  

である．  

3． ボランティ7・コーディネートの方法について   

さて，では実際にボランティア・コーディネートをそのように捉えるならば， その方法はどの  

ように概念化されるのであろうか．以下にそれを考案してみよう．  

3．1．社会関係の二重構造  

岡村によれば，この「社会参加ないし祉全的協同の段会」を求める要求は，非常に基本的なも  

のである．すなわち「経済的安定ないし所得の保障，さらに継続的に職業をもちつづけるために  

ほ，将来に向かって社会的協同を維持する社会組織がなくてはならない．社会的協同のないとこ  

ろに経済的行為も職業の安定もありえないほどiこ，この社会的協同ないし連帯は，社会にとって  

基本的な制度である」（岡村，1983，p．80）．   

これほどまでに基本的で重要な社会的要求iこ，ボランティ7・コーディネーターほ，かかわろ  

うとするのである．では，それはいかにして行なわれるのであろうか．   

まず「社会関係の二重構造」に注目したい．ここでいう「社会関係」とほ「社会成員が，社会  

生活の基本的要求を充足するために，社会制度との間に取りむすぷ関係」（岡村，1983，p．84）  

をいうのである．個人の周囲iこは専門的に分化した多くの社会制度があるのだが，「その各社全  

開係には，（1）各制度の側から利用者個人に向かって要求し，規定する側面（役割期待）と，（2）専  

門分業化した制度からみれば別個，無関係な多数の社会関係を，自分のものとして統合調和させ  

て実行しなければならない側面（役割実行）とがある．（1）は特定制度の側から規定される側面で  

あるから，社会関係の『制度的側面』である．また生活条件を客体的に規定するので『客体的側  

面』とよんでもよい．‥‥‥（中略）……それをこ対して（2）の側面ほ，（1）でみたように相互に無関係  

な多数の社会関係を，ひとりの生活主体者としてこれらを統合し，調和させながら，それぞれの  

社会閑床の維持に必要な役割を，自分の生活行為として実行してゆく側面である．従ってこれを  

社会関係の『個人的側面』とか，『主体的側面』とよぶことができる」（岡村，1983，pp．88－89）  

という．   

ボランティア・コーディネーターも，個人の「社会参加ないし社会的協同の椴会」の要求を重  

視しながら，その社会関係の「制度的側面」と「主体的側面」を援助していくのである．   
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3．2．「制度的側面」への7ブローチ  

スクール・ソーシャルワーカーが，すべての教育制度を対象にするわけではないように，ある  

いほPSWがすべての保障・医療制度を対象とするのではないように，ボランティア・コーディ  

ネーターもその対象とする制度ほ限られたものである．すなわち，「ボランティ7活動」に関係し  

た範囲で「社会参加と社会的協同の掠会」への社会的要求を満足させる制度が，その対象となる  

だろう．   

例えば，ボランティア・コーディネーターが関係する外部の組織・団体は，以下のように分類  

されることがある（大阪ボランティア協会，1980）．すなわち，（1）ボランティア・グループ， 個人  

（2）当事者団体，（3）福祉施設，（4）広報続開，（5）行政，（6）福祉団体，（7）一般市民というようにである．   

これらの組織・団体が個人の「社会参加および社会的協同の機会」を満たすことができるよう  

に，それらを変えていくのである．しかし，それは岡村理論に従えば「社会関係の主体的側面に  

着目したうえで，客体的側面の欠陥を指摘するという固有性を貫きながら」（岡村，1983，p．96）  

行なうのである．   

具体例をあげれば，障害児施設にボランティアとして行きたいと思っている学生が相談にくる  

とする．ひとつの施設に問い合わすと「私たちの施設はボランティアを必要としていない」とい  

う返答が戻ってくる場合がある．これはボランティアを「資源」ととらえていることからく る  

「反応」のひとつであろう．その場合ほ，施設は，その学生の「社会参加および社会的協同の機  

会」を求める要求に答えていないことiこなる．ボランティア・コーディネーターほ，施設が，そ  

の学生の社会的要求に応えるように詞整するか，もしくはその学生の要求に応じられるような別  

の施設をさがさなければならないだろう．   

また，施設がその学生の申し出に応じても，彼あるいは彼女には実行しがたい「役割期待」を  

出してくることがある．例えば「ボランティアに対しては合同のオリエンテーションを行なうの  

で，午前11時に集まってください」と言ってくることがある．その場合は，学生が午前中は学校  

iこ行かなければならないのだということを考慮するように施設側に伝えることが求められる．こ  

れが岡村のいう「社会関係の主体的側面に着日したうえで，客体的側面の欠陥を指摘する」とい  

うことである．   

個人ほ，施設にボランティア活動に行きたいと思っていても，同時に，職場との関係を維持し，  

家族との関係を維持し，学校との関係を維持していかなければならないのである．ボランティア  

活動をしたいといってコーディネーターの面接を受け，活動先も決まったところで突然，家族の  

反対を受けて活動できなくなったということはしはしば起こることである．そのような家族を本  

人が説得するのを積極的にボランティア・コーディネー ターが援助したという例はあまりみない．  

おそらく，そのようなことはコーディネー ターの仕事ではないという認識があるのであろうが，  

「社会参加ないし社会的協同の機会」への援助をするのが，コーディネーターの仕事であるとい  

う認識をもてば，そのような態度は変わらざるをえないだろう．職場との関係，あるいは経済的  

な問題等からボランティア活動を行なうことが難しいと感じている人をこそコーディネーターほ   
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援助することになるのである．   

ここでは，特に福祉施設や家族のあり方が個人のボランティア活動をほぼむ場合を取り上げた  

が，個人の「社会参加および社会的協同の機会」の拡大に障害となっている社会的要因は，まだ  

まだ他に考えられるだろう・ボランティア活動に対する社会の無理解や，経済効率至上主義的な  

発想が社会に笹延しているといったことも，そのひとつかもしれない．しかし，ボランティア・  

コーディネーターが，ボランティア活動を市民にすすめる「社会教育家」の類でほないのだとし  

たら，彼あるいほ彼女は，社会福祉の国有の視点，すなわち「社会関係の主体的仙動こ対して第  

1次的関心をもち，その関心から社会関係の客体的側面の欠陥をみる」（岡村，1983，p．96）の  

でなくてはならないのである．   

とすれば，例えば，ボランティア活動をしようとする人を援助しようとするとき，岡村理論で  

いう7つの社会的要求との閑適はどうなるのかを点検することができる．単純に例示すると，（1）  

経済的安定……ボランティア活動をすることが経済的な負担にならないかどうか，（2）職業的安定  

……ボランティア活動を続けることがその人の職業生活を圧迫していないか，（3）家族的安定……  

家族の理解を得ながらボランティア活動を続けているのか，（4）保健・医療の保障……ボランティ  

アが活動iこよって身体を痛めた場合，どのようにそれを保障するのか，あるいi・まボランティアが  

障害や慢性病をもっている場合，そのような問題とボランティア活動との調和がとれているのか，  

（5）教育の保障・…‥特に学生の場合，学業とボランティア活動の両立iこついて悩んでいないか，（6）  

社会参加ないし社会的協同の機会……ボランティア活動によって他の社会的協同の機会に問題が  

生じていないか，（7）文化・娯楽の機会……ボランティア活動によって，その人の生きがいをこなっ  

ていること（例えば宗教活動など）ができなくなるようなことほないか，といったことを点検で  

きるのである．そして，そこに問題があるならば，それを取り除くように，その人の社会関係の  

制度的側面を援助していくのである．  

3．3．「主体的側面」へのアプローチ  

社会閑孫は「二重構造」であるといわれるが，「主体的側面」と「客体的側面」が別々に存在  

しているわけではない．それは，いわばひとつのものを別な角度から見たものであるともいえる  

だろう．したがって，ここにおいても「主体的側面」へのアプローチを「客体的側面」へのアブ  

ロー－チと切り離して考えることほできないのである．   

しかし，ここでは特に7つの社会的要求から生ずる社会関係の全体的調和が計られ，援助の対  

象となる個人に焦点が置かれるのである．家庭生活を行ないながら，経済的に安定した生活を送  

りながら，徽業生活に適応しながら，あるいほ学校生活を続けながら，【矢療機関に通いながら，  

「社会参加ないし社会的協同の機会」を得るた捌こボランティア活動ができるようFこ，コーディ  

ネーターほ，その個人の側に焦点をあてて援助するのである．また，各制度から与えられる「役  

割招待」に応えられるようiこ個人の役割実行能力を高めていくことも重要な援助になるのである．   
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3．ヰ．「社会協同的地域社会」との社会関係への援助  

ボランティア・コーディネーターは，「社会参加ないし社会的酪同の機会」に関する社会的要  

求に対応する社会制度への適応を専門的に援助する．すなわち，MSWやPSWが保障・医療制  

度との社会関係を援助するのと同様に，ボランティア・コーディネーターは，「社会参加ないし  

社会的協同の椀会」に対応する社会制度（それをここでは「社会協同的地域祉会」と仮に呼んで  

おこう（荘4））との社会関係を援助するのである．   

この「社会協同的地域社会」との社会関係への援助は，他のソーシャルワーカーからはあまり  

注目されてこなかったものである（E5）．具体的にほ，いわゆる「助け合いの社会」へ人々を引き  

入れていくということになるだろう（注6）．例えば，新しく地域でボランティア活動をしたいとい  

うひとの相談を受けたとき，その人がボランチノ7活動をすでに行なっている人びとの間に，あ  

るいは活動する場になじんでいくように援助するのである．   

ひとつの福祉施設が地域住民と積極的な交流を保っているのなら，それはひとつの「社会協同  

的地域社会」を形成していると言えるのである－ しかし，その交流の仕方にほ，おのずとその地  

域や施設の歴史や特性に応じたルーノンあるいは規範が設定されているはずであり，そのノンールあ  

るいは規範に従わないと新しいボランティアほ，その「社会協同的地域社会」の一員にはなれな  

いのである．そのようなフォーマルなあるいはイン∵7ォーマルなルールあるいは規範を，社会制  

度からの「役割期待」であるといってもよいが，その「役割期待」に応じることができるように  

個人を援助していくことが求められるのである．   

さらにここで重要なのほ，先述したように従来「対象者」あるいは「当事者」「クライェソト」  

と呼ばれてきた人たちへの援助も，同様に「社会協同的地域社会」との社会関係への援助という  

概念で捉えることが可能であるということである．すなわち，「対象者」あるいは「当事者」は  

「資源」としての「ボランティア」を供給されるのではなく，いわゆる「ボランティ7」が活動  

しているところの「社会協同的地域社会」への導き，あるいは適応を援助されるだけなのである．   

この考え方は以下の点で非常iこ重要であろう．すなわち，第1iこ，従来「対象者」あるいは  

「当事者」と捉えられてきた人たちは，サービスの「受け手」として捉えられるのではなく，互  

いに助け合う社会の「一 員」として捉えられるのである．そういう意味で，「当事者」は「ボラン  

ティア」と対等な立場に立つのである．いや，正確に言えば，「当事者」と「ボランティア」の絶  

対的区別は，ボランティア・コーディネーターからどのような性格の援助を受けるのかという点  

で，はとんどなくなってしまうのである．つまり，両者ともに「社会協l司的地域社会」との社会  

関係iこおいて援助を受けるのであって，そこに両者の絶対的区別はないのである．   

第2に，「対象者」あるいは「当事者」と呼ばれてきた人たちは，サービスの「受け手」として  

の行動を期待されるのでほなく，「社会協同的地域社会」の「一員」としての行動を期待される  

のである．先述したように，未熟な友愛訪問ボランティアの青年を，余裕をもって受けとめ，彼  

にある種の「達成感」を与えようとした「障害者」の行動も，そこから理解しやすくなるだろう．  

「障害者」であるその人は，サービスの「受け手」として行動したのではない．「社会協同的地   
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域社会」の「一員」として行動したのである．   

第3に，この考え方の中にほ「ボランティア活動」の捉え方を変えようとするものがある．す  

なわち，先述したように「ボランティア活動」は，本質的に「社会参加ないし社会的協同への擬  

会」を「積極的に」求める行動であると捉えているのである．そういう怒味で「ボランティア活  

動」は狭い意味での「利他的活動」ではないのである．   

このように「ポラソティア活動」をとらえるならば，例えば「障害者」運動に取り組んでいる  

「障害者」たちが，ボランティアに釆ている青年たちに豊かな社会経験を与え，人との協同的生  

活のあり方などを教えていることを，我々は「ボランティア活動」として捉えるほずである．  

「ボランティ7活動」をひとつのサービス活動や資源として捉えていたのでは，このような「ボ  

ランティア活動」のもつ相互的な人間関係は見えてこないのである．  

4．椒能別にみたボランティア・コーディネートの内容   

さて，次に岡村理論で社会福祉の機能として捉えられている5つの機能について，ボランティ  

ア・コーディネートの側面から考察し，ボランティア・コーディネートの具体的な業務の内容を  

さく一ってみたい．  

4．1．評価的機能  

岡村によれば，社会偏祉における「評価的故能」とほ「訴えられる生活困難は，どのような社  

会関孫の困難を含むのかを分析し，どの社会開拓のどの側面における困難を含むかを明かにする．  

…… （中略）……その結果もっとも重点的に取りくまなければならない社会関係の困難と，その  

困難の解決のために働きかけるべき関係者，関係横関，および対象者自身の問題点を見いだす．  

次に…… （中略）……もっとも可能性の高い解決策を立て，また計画実施の手順を考える」（岡村  

1983，pp．118－119）ということである．   

ボランティア希望者の面接をするとき，その人がどういうことでボランテ ィア活動を希望して  

いるのか聞いてみることが必要である．なぜなら，ここでは「ボランティア活動」を「社会参加  

ないし社会的協同の機会」への要求の現われとして捉えているからである．その人は，自分白身  

と「社会協同的地域社会」との社会関係をどのようiことらえているのか，そして実際，その関係  

はどのようなものであるのかを評価するのである．「何か人の役にたちたい」「仲間がほしい」「社  

会についてもっと知りたい」といった動熟ま，すべて「社会参加ないし社会的協同の機会」への  

要求として捉えることができるのである．   

また，活動中，悩みをかかえたボランティアの面接に際してほ，そのボランティアと「社会協  

同的地域社会」との関係，具体的にほボランティア・グループや地域の福祉施設との関係等がど  

のような問題をもっているのかを評柄するのである．   

さらに，これほ重要なポイントであるが，いわゆる「対象者」といわれている人たちが「ボラ  

ンティア」を求めているとき，あるいは専門職が自分たちの援助の楠助として「ボランティア」   
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を使いたいという要請を受けたとき，ボランティア・コーディネーターは，それをいわゆる「対  

象者」の「社会参加ないし社会的協同の機会」への要求であると捉えるのである．そのように捉  

えなけれは結局は「ボランティアの資源化」に一役かってしまうことになる．  

「対象者」は「ボランティア・サー ビス」を利用するのではなくて，ボランティ7活動が行なわ  

れている「社会酪同約地域社会」の「一員」Fこなるだけなのである．したがって，そのよ うな  

「社会」のルールや規範・習慣を学ぶという意味で「対象者」ほ「友愛訪問の受け方」も学はな  

けれはならないことになる．具体的には「謝礼の態度の表し方」や「約束を守ることの重要性」  

などを学ぶのである．「社会脇同的地域社会」の「一員」になるのであるから，その「社会」のル  

ールや「伝統」を学び，守ることが必要である場合がある．   

ボランティア・コーディネーターは，なぜ「対象者」が「社会協同的地域社会」から疎外され  

てしまったのか，評価する必要にもせまられるだろう．彼らにもまた家族があり，友人がいて，  

近隣の知人がいるiこもかかわらず，なぜボランティア・コーディネー トという専門的援助iこ煉ら  

なければならなかったのか，という問いに答えなけれはならないのである．   

ここにおいて，家族や友人や近隣の知人の援助と「ボランティア」の援助を同等のものとして  

捉えていることに注意されたい．「ボランティア」は「専門職の補助」でほなく，また「専門職の  

援助と家族・友人らの援助との中間のような援助を提供する人」でもないのである．「ボランテ  

ィア」ほ「社会協同的地域社会」の「一員」であり，その点において「対象者」とまったく同等  

の立場にある．  

4．2．調整的機能  

次の「調整的機能」についてほ，岡村は以下のように述べている．「これほ個人のもつ多数の  

社会関係が相互に矛盾することによって起こる生活困難を修復する磯能である．‥‥・・（中略）  

…… ついでこのような両立しない役割を個人に要求する専門分業制度の関係機関や専門家に対し  

て，社会関係の矛盾によって起こっている生活困腔や生活状況を説明して，制度の側の要求基準  

を緩和させたり，また家族や近隣集団を対象とするはあいは対人的態度や人間関係の条件を変更  

させるのである．‥‥‥（中略）……調整的磯能は，そのほかに地域社会全体に対して実施され  

る」（岡村，1983，pp．120－121）という．   

ボランティア・コーディネートの場合でいえば，ボランティア活動希望者が，あるいはボラン  

ティアの援助を求めている人が，「社会参加と社会的協同の焼会」を得られるようiこ，いいかえれ  

は「社会協同的地域社会」の「一員」として認められ活動できるように，調整していくのである．   

ボランティア活動希望者を援助するときにほ，この調盤的機能に多くの時間が費やされるだろ  

う．「コーディネート」という名称はおそらくこの「調整的磯能」をイメージしていたにちがい  

ない．ボランティ7が活動しやすいように，「社会参加ないし社会的鼠同の機会」を得ることがで  

きるように，ボランティア・グループや，福祉施設・機関，地域の臣民組織，当事者やその家族  

の間を調整する必要にせまられるのである．   

いわゆる「対象者」についても，サービスをコーディネー トするのではなく，その人が「社会   
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参加および社会的協同の機会」を得ることができるように調整するわけである．「社会参加およ  

び社会的協同の椋会」とは，繰り返すようだが，「助け助けられる社会関係」のなかに入っていく  

機会であるといってよい．したがって「対象者」が「助けられる社会関係」を得るように援助す  

るのでほなく，「助け助けられる社会関係」に入っていくように援助するわけである．  

4．3．送致的機能  

送致的機能については「欠損した社会関係を回復させるか，あるいはそれに代わる新しい社会  

関係を見いだすように援助する機能である．‥…・（中略）……社会福祉としては，専門分業制度  

に働きかけ制度利用者個人に対する役割期待水準を低下させることによってか，また規模を拡大  

して利用者を多く吸収することによってか，いずれにしても運営方針を改めさせて社会関係を回  

復させるように援助する．」（岡村，1983，pp．122－123）とされる．  

「社会参加および社会的協同の故会」を提供する社会制度を「社会協同的地域社会」と仮に呼  

んでいるのだが，この「社会協同的地域社会」ほ単一のものではなく，小さな単位がそれぞれの  

特徴を保ちながら存在していて，それがまたさらに大きな単位を形成しているという複合的な形  

をとっていると考えてよいだろう．したがって，ボランティア活動希望者にしろ，ボランティア  

の援助を希望する人にしろ，「社会協同的地域社会」の「一員」になろうとするときは，その人の  

「役割実行能力」に適合した「社会協同的地域社会」の単位を選ぶように援助することも必要に  

なってくる．そのような観点からの「社会協同的地域社会」の研究は，まだほとんど行なわれて  

いないのが現状であろう．それはボランティア・コーディネータ ーにとって重要な今後の課題に  

なってくるだろう．  

4．4．開発的榛能  

開発的焼能とは「新たに専門分業的生活謁連施策を開始させたり，制度的集団を新設して，社  

会関係の回復を容易にするような社会資源を作りだす機能である．‥‥‥（中略）……開発的擬能は  

個人に対しても，また集団や地域社会に対しても発動する．個人に関連する開発的機能は，個人  

の社会関係能力条件や新しい生活目標と生活態度を発展させることを意味する．‥…・（中略）……  

しかしそのような個人の社会関係能力の開発的綴能にほ限界がある．むしろ地域社会の制度的集  

団に対する開発的横能が特に重要である」（岡村，1983，p．124）とされる．   

ボランティアの援助を求めてくる人ほ，ある意味では既存の「社会協同的地域社会」とうまく  

関係のもてなかった人であると考えられるが，それだからといって既存の「社会臨同的地域社会」  

への適応にばかり援助の目標をおくべきでほないだろう．既存の「社会協同的地域社会」には封  

建的な，あるいは閉鎖的な権力構造があるのかもしれない．とすれは，そのような「社会協同的  

地域社会」に代わる，より民主的な新しい「社会協同的地域社会」を開発していくことが求めら  

れるだろう．また，従来から，精神・身体障害者を自らの「一員」として受け入れている「社会  

協同的地域社会」はまだまだ少ないと言ってよい．そのような地域社会をつくっていくのもコー  

ディネーターの重要な役割である（注7）   
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同様のことが，ボランティア活動を希望してくる人についても言える．既存のボランティア・  

グループやボラソティア団体に属することを希望しない人が多くなった場合，必要ならば新しい  

ボランティア・グループや組織を，コーディネー ターの援助のもとにつくっていくことが必要に  

なる．  

4．5．保護的機能  

保護的機能についてほ，岡村によれば「以上にあげたような調整，送致，開発という社会関係  

の維持・修復の機能によっても，なお援助対象者が社会関係の全体的調和を実現しえないとき，  

あるいは実現するまでのあいだ，一般的専門分業制虔の要求基準を緩和した特別の保護的サービ  

スを提供するのが，社会福祉の保護的機能である」（岡村，1983，p．126）とされる．   

ボランティア・コーディネートにおいての保澄的機能とは，一般の「社会協同的地域社会」に  

おいては「社会参加ないし社会的協同の機会」を得ることができない人びとを対象に，一時的な  

仮の「社会協同的地域社会」を提供することを意味するのであろう（注8）   

すなわちボランティアの援助を求めている人であって，「社会酪同的地域社会」の「一員」であ  

ろうとすることが困難な人，つまりそのような役割実行能力をもたない人に対してほ，ボランテ  

ィア・コーディネーターほ，ボランティアの協力を求めつつ，その人に一時的な仮の「社会協同  

的地域社会」を提供することが必要になるだろう．多くの場合，ボランティアが対応する社会福  

祉の「保護的楼能」についてほ「専門的援助が不十分な場合に求められるもの」であると考えら  

れてきた傾向がある．しかし，それではボランティアの援助と専門職の援助の質的相違が考慮さ  

れなくなってしまう．ボランティア・コーディネーターが個人と「社会協同的地域社会」との社  

会関係の援助を専門とするものであるという立場からすれば，ボランティア・コーディネートに  

おける「保護的機能」とは，既存の「社会協同的地域社会」との社会関係をもつための十分な役  

割実行能力をもたない人に対して，一時的な仮の「社会協同的地域社会」を提供するということ  

をその第1の目的とすべきである．「専門的社会制度の役割期待に応じられない人」あるいほ「専  

門的社会制度の欠陥によって援助を受けられない人」を，その保護的機能の対象とすることは慎  

重に行なわなiナればならないだろう．  

」
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5．ボランティア・コーディネートの今後の課題   

さて，以上のように岡村理論を基礎としてボランティア・コーディネート論を展開してきたが，  

このような考え方でボランティア・コーディネー トを見直した場合，いくつかの新しい課題がで  

てくる．以下，それについて若干，考察してみたい．  

5．1．ボランティ7活動希望者への援助の研究  

この考え方のもっとも重要なことのひとつほ，繰り返すようだが，ボランティア活動希望者を  

●■●■◆ ボランティアの援助を求めている人と同じような「社会的要求」をもっている「援助対象者」で  
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あると考えることである．従来，ボランティア活動を希望していても，充分な援助なしでほ自分  

ではボランティア活動にはいっていけない人たちは，あまりボランティア・コーディネーターの  

関心をひかなかったのではないかと思われる．そのような人びとは「資源」にならないと考えら  

れたのだろう．たしかにボランティアをひとつの「資源」とみる見方からすれば，そのような人  

たちはコーディネーターにとってあまり重要な人たちでほないかもしれない．しかし，ボランテ  

ィア・コーディネーターを個人の「社会参加ないし社会的協同の機会」への要求に関する専門的  

ソーシャルワーカーであるとする考え方からすれば，自分だけの力ではなかなかボランティ7活  

動を始めることができず「社会協同的地域社会」に入っていくことができない人たちを援助する  

のは，ボランティア・コーディネーターにとって最も重要な仕事のひとつとなるのである．   

ボランティア活動をはじめたいと思っていても，なかなか実際にはできない人が少なからずい  

ることは事実である． いくつかのボランティア・グループを紹介しても，そのグループに溶け込  

むことができない人など，人間関係をつくる能力が不足している場合，あるいは身体的な・精神  

的な障害のために適切な活動を見つけられない場合，あるいは職業の関係で，経済的な問題で，  

継続的に行なえる活動を見つけるのが難しい場合などがあるだろう．このような問題は，岡村理  

論を用いて理論的に評価し整理することが可能である．この問題に関して，より進んだ実践とそ  

れをふまえた研究が求められていると思われる．  

5．2，社会的協同の制度の研究の必要性  

MSWやPSWほ保健・医療制度をよく知っていなけれは，その仕事ほできない．同様にスク  

ール・ソーシャルワークは学校制度をよく知ったうえでないと実践ほ不可能である．それとまっ  

たく同じことがボランティア・コーディネートにも言えるのである．ボランティア・コーディネ  

ーターは「社会参加ないし社会的協同の較会」iこ関する社会制度，ここでは「社会協同的地域社  

会」と呼んでいるものをよく知っていなければならないのである．   

しかし「社会協同的地域社会」とは具体的にどういうものであろうか．それは例えば在宅ケア  

との関連でいえば「助け合いの近隣地域社会」であるといえる．父子家庭で，父親は夜遅くまで  

働いていなければならない場合があったとして，近所の人がその子供たちのケアをしているのだ  

としたら，それほひとつの「社会協同的地域社会」であるといえるだろう．ひとり暮らしの老人  

がいて，日々の買い物もままならない生活をしているのだが，近所の人がその人をきちんとケア  

しているのだとしたら，それもまた「社会協同的地域社会」であるといえる．   

問題は，そのような「社会協同的地域社会」を単なるイメージとして捉え「昔は近所づきあい  

があって人情があった」というような回顧的な発想でアプローチするのではなく，もっと科学的  

に（ということはそのような地域を実際に観察しデータを旋めることによって），そのような助け  

合いが実際に成り立つ条件を研究してみることであろう．すなわちたとえ戦前にそのような「地  

域」が各地にあったとしても，それは例えば日常的に集団的な生産活動があったという条件があ  

ったからかもしれないし，また個人の自由を哀詩するほどの全体主義的な発想が強要されていた  

のかもしれないのである．また現代においてそのような「地域」があったとしても，それはある   
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種の「組織」への加盟を前提としているのかもしれないし，また特定の個人のカリスマ性に依存  

した性格のものかもしれない．   

従来，ボランティア・コーディネー ターに要求される地域福祉ないし在宅福祉的な専門性とは，  

上述したように「クライテリア」の問題に重点がおかれたり，あるいほ「タライェソトの生活状  

況やニーズを全体的に把握し，ニーズに合致したサービスやサポートと結びつけるケース・マネ  

ージメソト撥能を，身につけなければならない」（白沢，1988）とされていたように思われる．そ  

れは重要なことである．しかし，重要なことほ他にもあるのであって，それは「社会協同的地域  

社会」を人間の社会的要求を満たすための社会的な仕組みとして見ていく視点であろう．   

それは保健・医療制度や学校・教育制度とほ違って，よりインフォーマルで，その地域「外部」  

の人の目にはわかりにくいものであろう．それはつまるところ「普通の人々」が実際にどのよう  

に助け合っているか，ということである．その「助け合い」の仕方がわからなければ，その「助  

け合い」の輪のなかに人を入れていくことも，あるいはその輪を広げていくこともできないので  

ある．   

例えば，援助を受けたとき，それをどのような形で「返礼」するのかという問題を考えてみて  

もいい．これほ実際，現場のボランティア・コーディネータ ーが，たびたび問われる問題である．  

その場合，たいていコーディネーターほ自分自身の考え方（「ボランティアは返礼などを受け取  

ってほならない」という信条・信念など）や，自分自身の好みや習慣（「自分の家でほ返礼しな  

いのほたいへん失礼なことだった」という思いなど）にしたがって返答してしまうようである．  

なぜなら，多くのコーディネーターは，そのような問いにほ「専門性」ほ必要とされないと考え  

ていると思われるからである．しかし妥当な「返礼」の仕方は，東京と大阪と京都では違うかも  

しれない．都市部と農村部でほ違うかもしれない．年齢層や社会経済層によっても違うかもしれ  

ない．それは，その地域や該当する「社会協同的地域社会」の文化（どう「返礼」していくかと  

いうことを決めるのほまさに「文化」の問題である）によって規定されることであるから，それ  

を把捉しつつ，しかもそれを無批判的に受け入れることなく対応していかなければならないので  

ある．そのような「文化」の把握は，その地域や「社会協同的地域社会」の習慣や伝統，行動様  

式の理解を前提としており，ボランティア・コーディネーターは，そのような問題を専門とする  

社会学老や文化人類学者の助力を必要とすることも考えられる．   

また，このようなボランティア・コーディネーターの機能が，コミュニティ・ワーク全体の中  

でほどのように位匿づけられるのか，コミュニティ・ワーカーとどのように協働・役割分担関係  

をつくっていくのかということは，本稿では（筆者の力不足のために）ほとんど考察されなかっ  

た重要なポイントであろう．  

5．3．いわゆる「対象者」への対応の転換  

この考え方において，重要なもうひとつのポイントは，くどいようだが，いわゆる「対象者」  

の捉え方が従来のものとは変わってくるということである．いままでは「ボランティアを受ける  

側」であった．しかし，被らが「社会参加ないし社会的協同の轢会」を求めている点で，ボラン   
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ティア活動希望者と同じであると考えれば，彼らをコーディネーターが援助ナるのは，「ボランテ  

ィア」をうまく派遣するためでほなく，「社会協同的地域社会」との関係をつくることができる  

ようになるためである．  

「対象者」をあくまで「対象者」として捉え，「ボランティ7」の「受け手」と理解しているか  

ぎり，「ボランティアの資源化」という概念は付いてまわるのであろう．「ボランティアの資源  

化」を避けるためにほ，「対象者」も「ボランティア（活動希望者）」も共に「社会参加および社  

会的協同の故会」を求めている個人なのだという概念のもとに，ボランティア・コーディネー ト  

を行なうのである（注9）  

5．4．新しい「社会協同的地域社会」に向けて  

最後に，ポラソティ7・コーディネー トが現代社会iこおいてもっている非常に大きな役割につ  

いて若干言及しておきたい．   

歴史的な流れをみれば，岡村理論でいう基本的な7つの社会制度ほどれも大きく変わってきた．  

経済制度は高度な貨幣経済が発達し，身分制を基礎とした敏美制度は個人の選択が可能な制度に  

変わってきた．民間療法あるいはセルフケアが中心だった保健・医療制度ほ専門的な保健・医療  

制度に変わった．教育の場も各家庭・地域から学校へと変わった．家族制度も大家族制度から核  

家族制変に変わり，自分の意思で家族をもたない人もふえている．文化においても地域が担って  

いたものを，現代でほテレビや雑誌などのマスコミが担っている部分が大きくなってきたように  

思える．   

以上，6つの社会制度は劇的に変わってしまったのだが，残るひとつの制度，社会的協同の制  

度についてほどうだろうか．それについて筆者は言及する知識も力晶もないのだが，社会福祉に  

関係したことに限定すると，ひとつだけ言えるこ とは，社会的協同の制度の一部分だけほ，どう  

やら専門的な制度iこ移行しつつあるということである．つまり「ケア」を担う社会的協同の制度  

の部分ほ，少なくとも（それが充分なものなのかどうかという問題ほ別にして）専門職が対応し  

ようとしているのである．   

しかし，それ以外の部分はどうか．現代の「社会的協同の制度」は，現代の人びとの「社会参  

加ないし社会的協同の機会」を満たしうるものなのだろうか．「誰かと連帯したい」「仲間がほし  

い」「帰属する集団がほしい」「誰かの人生に関与したい」「人間関係のなかで安定感がほしい」  

「誰かといっしこに行動したい」「誰かといっしょに何かを作り上げたい」といった要求は「社会  

参加ないし社会的協同の機会」への要求であると理解できるが，現代の「社会的協同の制度」が，  

それにどこまで応えているのかは，大きな疑問が残るところである．  

「人間は困ったときにのみ他の人間を必要とする」という価値観が，主として「ケア」に関する  

「社会的協同の制度」のみに専門職が関心をもちつづけている現状の背後にあるとも考えられる．  

人間が人間を必要とするのほ何も困ったときのみではないだろう．人間にほ，ともに笑い，とも  

に汗を流し，ともに夢を語る人間が必要なのである．それが「社会参加ないし社会的協同の擬  

会」への社会的要求の意味するところであろう．そのような社会的要求は，一部のコミュニティ   
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・ワーカーからは注目されていたのだが，その個別的な対応についてほ従来，見過ごされてきた  

のである．ボランティア・コーディネーターほ，そのような要求に専門的に応えようとしている  

ソーシャルワ ーカーなのである．   

なお末尾ながら，この原稿をまとめるにあたって，岡村重夫先生と松本栄二先生からいただい  

たご指導に感謝したいと思う．  

〈注〉  

1．このような危険性を自覚し，新しいモデルを作ろうとする動きほ，上述の上野谷や小笠原と同じく   

「寝星川市民たすけか・、の会」を実践現場としている筒井と橋本（1985）によって試みられている．し   

かし本稿の立場との違いほ筒井と橋本がボランティアと当事者の区別を前提としてモデルをつくってい   

るのに対して，本稿では次節に述べるように，ボランティアと当事者の絶対的区別を無くするようなモ   

デルを考えていることである．  

2．岡村理論という場合，『社会福祉原論』（参考文献参照）に述べられた理論であるとする．  

3．いわゆる「当事者」が行なうボランティア活動については．拙稿（岡，1987）を参照Lていただきた   

い．  

4．これを「福祉社会」菱〉るt・、は「福祉コミュニティ」とよぶことも可能かもし九ないが，その制度が多   

くの欠陥をもちつつも現に存在していることを強調するために，そして組織化されていない混沌とした   

人間関係の「網」をイメージとして含めるために「社会協同的地域社会」と新しくよびたいのである．  

5．いわゆるコミュニティ・ワーカーは，これに最も近い働きをするのであるが，コミュニティ・ワーカ   

ーはむしろ，コミュニティ・オーガニゼーショソによって，この「社会協同的地域社会」そのもののな   

かに援助の対象を見いだそうとしていると言った方が正確だろう．その中心的な作業は「組織化」であ   

って，例えば組織化さ九ていないインフォーマルな人間関係をインフォーマルなままの形で援助に活か   

していこうとしたり，個別的な援助を重視したりするボランティア・コーディネーターの作業とは微妙   

に違うのである．  

6．ここでも岡村のいう「社会福祉の対象」としての「社会関係の不調和」「社会関係の欠損」「社会関係   

の欠陥」という概念が有効である．すなわちボランティアーコーディネー ターほ「社会協同的地域社   

会」との社会関係が不調和であればそれを調整し，それが欠損していれば形成されるようiこ援助し，そ   

の「社会協同的地域社会」そのものに欠陥がある場合は，それを変えていくように援助していくのであ   

る．  

7．しかしながら，それを専門的な蔑能としてもつのは，むしろコミュニティ・オーガニゼーションを担   

当するコミュニティ・ワーカーであろう．ボランティア・コーディネーターは，彼らと協働的関係をも   

ちながら，この楼能を発挿するのである．  

8．例えi・ま，あるボランティア・センターは，精神病院を退院してきたはかりの社会性の乏しいひとをボ   

ランティアとして受け入れ．単純な事務を担当させていた．その人はボランティア活動によって社会参   

加をしたいと希望していたのだが，その彼女を受け入れてくれるほどの受容隆の高い個人や団体を見つ   

けるのほきわめて難しかった．そこで，そのボランティ7・センター自身が，彼女のボランティア活動   

を受け入れたのである．これはボランティア・コーディネー トの「保護的横能」といえるだろう．すな   

わち，ボランティア・コーディネー トの主体自身が「社会協同的地域社会」の代替として撥能したので   

ある．  

9．この対応の転換によって，いわゆる「対象者」に対する実践援助活動の目標が変わってくることがあ   

る．例えば，「ボランティアの援助を必要としなくなる」状態にまで「対象者」の生活能力を引き上げ   

るということが目標であったのが，「対象者」が窮極的に自分自身にかかわる「社会北岡的地域社会」   

の一員としての役割を果たすように導くことが，新い、目標として設定されうるのである．具体的に言   

えば，障害者がボランティアの摸助を必要とせずに眉い杓に行くことができるようになった状態を最終   
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的な日原とせず，その障害者の「社会参加ないし社会的協同の擬会」への要求に着目し，例えば，彼な   

いし彼女が障雪着たちのボランティア・グループに参加し，他の問題をかかえている障害者たちiこかか   

ゎることができるようた機会を提供することが，ひとつの目標として浮き上がってくるのである．  
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