
 

            環境に配慮した医療・福祉の構築 

コロナ後を見据えて 

渡邉洋一 元・青森県立保健大學 特定非営利活動法人地域福祉研究室 pipi 理事長  

基本的問題意識 

 来るべき気候変動・地殻変動など大規模災害が予想される。その度に大きな財政支出が予想

されている。それでなくても、現在の国債などの残高は１千兆円を超え、今回のコロナ対策で

も大きな財政支出がある。これらの財政支出は、将来の次世代への負担として送られることと

なる。このように公的部門の肥大化は、‘世代間の付け回し’として批判されてしかるべきで

ある。  

 視点を変えると、福祉社会を構築しているスウェーデンでは、過剰な終末期の医療支出を抑

えるために、平穏なる終末期を積極的な迎え方を模索している。この医療への考え方は、本邦

でも石飛幸三医師らよる『平穏死のすすめ』が注目されている。あわせて、ヘルス・プロモー

ションを積極的に取り組むべきであり、‘食文化’が果たす予防医学への期待である。さらに、

農林水産などの第一次産業への参画によって健康増進も期待できる。  

我々がなすべきことは、公的部門の肥大化から、自らが使命を待って地域社会に参画して、

新しい公共を模索するべきだ。公的責任は明確にしながらも、過度に租税に依存しない自発的

な活動こそ我々に課された義務である。  

そのために以下のキーワードを設定して論考してみたい。  

①   環境福祉・医療  

②   環境正義  

③   食×農×福祉  

④   メインシステムからサブシステムとの併走へ  

⑤  グリーンリカバリー  

 

 はじめに  環境に配慮した福祉・医療の概念の枠組み 

 現在、新型コロナのパンティミックの経験を経て、新しい‘暮らし方’が模索されてい

る。我々は、社会関係や人間関係の中で人は生まれ、育ち、学び、働き、最後の時を迎え

る。この人生のサイクルには‘関係’が不可欠であり、人類史の中で重要な意味を持って

きた（サピエンス全史ユベル・ノア・ハラリ著参照）。我々の日常は、ある空間に集まり生

産活動に従事することが第一次産業以外では中心となってきた。この‘人が寄る’こと自

体がリスクとなり、これまでの暮らし方が新型コロナのもとで脅かされている。個人と個

人がふれあい交流するというコミュニケーション活動が制約されるこことなる。 

今回の事態から、既存の制度政策や国民意識の変革が求められることとなった。そこで

は、グリーンリカバリーという持続可能な復興が模索されていて、気候温暖化などの気候

変動への対応が不可欠となってきた。そこで問題となるのが、コロナ以前の既得権益の存

在だ。この既得権益に依存する者の生活が崩壊するからでもある。もちろん、コロナ後を

見据えた新しい産業も登場することとなる。しかし、過去の経験や権益に依存する者は、

新しい時代に簡単には適応できそうもない。ここに、過渡期の社会問題が見え隠れしてい

る。 



 本稿では、グリーンリカバリーという考え方を基にして、社会福祉の領域や医療など国

民の暮らしの維持継続のための展望について論考を進めていくこととした。おそらく、そ

こでは、環境に配慮し、持続可能なシステムを構築するために創造的破壊（シュンペータ

ー）を模索することが入口となりそうだ。 

創造的破壊の一環として、現在の社会システムを二層に設定することで分析の枠組みと

したい。第一層は、メインシステムとしての広義の社会保障制度全体のあり方である。こ

の問題を取り扱うには、時間も紙巾もないために、本稿では枠組みだけ提示して別原稿で

取り組みたい。では、本稿で取り組みは、第二層というサブシステムだ。このサブシステ

ムは、国民の社会福祉や医療の理解のあり方からはじまり、地域活動や相互扶助活動等で

あり、公的責任が無いか乏しい領域である。公助・共助・互助・自助に分ければ、自助の

一部から、互助と、共助の一部の領域と説明ができる。特に重要なことは、寄付行為やボ

ランティア活動による自発的な市民活動の活性化に寄って支えられる部分である。具体的

に例えると、メインシステムは、法体系や制度政策という縦割りの仕組みとなっている。

一方、サブシステムは、横断を排除して・包括的な地域社会の問題として、暮らしに寄り

添いを可能とする。具体的には、都会というメインシステムにおいて、サブシステムは‘下

町’という用語で説明できるかもしれない。地方におけるサブシステムは、‘里山 ’とい

うという用語で説明できるかもしれない。 

さらに、サブシステムを検討する上で、食×農林水産×福祉・医療という取り組みは、

新しい可能性を示すといえる（農林水産省所管の報告書‘地域における食と農と福祉の連

携の在り方に対する実態調査検討委員会’報告書参照）。この食と農と福の連携することで

既存の既得権益を超えて、市民参加型の仕組みが模索しやすいという利点もある。都会よ

りも地方に親和性があるかもしれない。もちろん、都会でも、下町福祉・医療という参加

の形が‘見える化’している実践もある。以下に簡単な図説をする。 

図－１  地方部               都市部 

食×農×福 ＝ 里山福祉・医療   下町福祉・医療 ＝ 環境福祉・医療 

食×農×福祉≒里山福祉≒環境福祉  小さな商い 

食×農×医療≒里山医療≒環境医療 

 

 このような考え方は、藻谷浩介著「里山資本主義」で説明されている‘里山資本主義’

の概念と類似していて、藻谷もサブシステムとして説明していることが参考となる。 

 さらに、前記した食と農と福の連携（以下、食×農×福の連携という）による枠組みを

詳細に説明する。この‘食×農×福の連携’は、第一の食の領域では地域社会の社会関係

や人間関係は、‘地域の暮らし’における冠婚葬祭や饗宴での‘食’の文化と、さらに、本

物の食い物文化は、疾患の予防・健康維持など医食同源の視点からも大切である。第二の

農の領域では農林水産の生業における役割や参加と、生き甲斐の創設が期待できる。その

結果精神的安定感と健康増進へ繋がる。第三の福祉の領域では地域の相互扶助と福祉が不

可分で協働することで成立することを指摘した。換言すれば、日常的な暮らしの営みは重

層的に連鎖するものであって、‘食と農と福祉の連携’から構成されるものであることを再

確認している。あわせて、その暮らしを取り巻く‘環境’の視点は、地域社会の日常その

ものであって、社会福祉問題を地域社会から切り離して捉えることの限界を指摘している。    



 このような視点から、食×農×福の連携には、言い換えれば、‘環境’に留意した福祉・

医療（以下環境福祉・医療という）の展開が不可欠であり、広義の意味で‘環境正義’（注

２）を確立する必要性であり、これに取り組む市民活動が重要だといえそうだ。さらに、

新型コロナのパンティミックに対応するためには、既存の社会保障観が狭すぎることと、

縦割りであるために包括的な仕組みが構築でき難いことが基本矛盾であることに留意する

ことから始めたい。 

次に、注目していることとして‘地域社会関係’という用語がある。これは岡村重夫の

理論（主体的社会関係の理論）の中で主張されてきた概念であり、‘環境’を考える中で重

要な意味があるといえる。‘環境’という包括的な概念は、人の暮らしにおける人間関係や

地域社会と自然を含む関係を捉えていて、環境を検討する上で社会関係から説明が可能で

あるといえそうだ。これらを前提として検討してみたい。 

 

第一 地域社会関係  

１ 岡村重夫の社会関係の概念  

岡村の「社会関係の理論」は、拙著「コミュニティケアと社会福祉の地平」（相川書房）

他２冊において、その重要性を説明してきた。この概念において注意すべき点が二つある

とした。                   

第一として、社会福祉の目的から、社会人としての機能の改善と社会関係の改善とを別

個のものとして切り離して考えてはならないということである。つまり社会福祉では、個

人の社会人としての機能の改善は、同時に個人の社会関係の改善として理解されなければ

ならないこと、両者は不可分のものであるからだと岡村は指摘している。このように、個

人の福祉は、当事者と社会制度との関係、すなわち人間関係や社会関係の束として‘地域

社会’という場において成立するからである。 

 第二に注意すべき点は、その概念の後段に示されている全体的、総合的接近という点

である『社会福祉以外の生活関連施策も社会人としての機能や社会関係の改善に関わるこ

ともあるけれども、それらは各制度の専門とする部分に注意を集中するのに対して、社会

福祉はその専門分化された制度でもなく、また抽象化された個人そのものでもなく、個人

と制度との関係の全体に着目して、個人が社会人としての機能を主体的に発揮するように、

個人と集団と地域社会とを援助するのである』である。このようなことから、岡村理論の

特性は、主体的社会関係による社会福祉の固有性の理論とされている。 

２ 岡村理論における地域社会関係  

あわせて、‘地域社会関係’という岡村重夫の造語に着目している。岡村理論は、社会

関係の二重構造の理論として成立したもので、地域を基盤とした‘社会関係の主体的側面’

と地域を基盤とした‘社会関係の客体的側面’の理論は、‘主体’と‘客体’という哲学的

命題から分析されている。一般的に‘主体’とは、生命であり魂として自分の人生を生き、

積極的、能動的に他へ働きかける存在であり、感覚を受け感じる主体的な意識である。そ

して、‘客体’とは具体的・客観的存在そのものであり、目的に応じて注目される性質が変

わる。さらに、身体的な感覚を通して知ることができるものであり、いわゆる“物的なも

の”だといえる。換言すれば、人の身体は主体であり、客体であって一体的なものともい

えそうだ。それは、自分や他者を一個の命として扱う場合と、物として扱う場合を使い分



けている存在だと説明が可能だからでもある。このように、なぜ岡村は、哲学用語である

‘主体’と‘客体’という用語を使用したのだろうか。分析枠組みである操作概念だとし

ても、社会福祉の固有性を説明するために使用したといって過言ではなさそうであり、地

域福祉という造語を説明するために使用したとも言えそうだ。  

このことを参考にして、‘地域社会関係’の基本事項を検討すると、地域社会を基盤と

して、‘社会関係の主体的側面’と‘社会関係の客体的側面’とを全体的統一性を保持させ

ることで成立する地域社会関係による概念のようだ。また、‘地域社会関係’という枠組み

は、制度や政策という広義な仕組みである社会保障制度や社会福祉制度に不可分なものと

して、それぞれの地域社会の特性や環境と連携していく社会関係や人間関係の総体として

の‘関係の束’と言い換えることも可能のようだ。したがって、単なる地域社会における

‘関係’と説明されるものではなく、制度や政策の総体の不可分な領域として地域社会関

係は捉えられるべきである。しかも、メインシステムとしての地域社会関係を支えていく、

サブシステムでは地域社会関係がより強く機能することとなる。このように、制度と個人

との間にある社会関係や人間関係に着目して、その関係の調整をすることを新型コロナの

パンティミックに対応するための対応の根底に据えるべきである。 

３ 環境福祉への期待  

前記したように岡村理論による‘社会関係の福祉理論’としている点を再評価するべき

だと考えてきた。換言すれば、クライエント個人への対症療法だけでなく、クライエント

個人を取り巻く周辺の人間関係や社会関係に働きかける医療・福祉の必要性であり、地域

社会全体に働きかけるコミュニティワークの必要性でもあった。あわせて、クライエント

個人が陥っている‘弱さ’の課題を社会問題へと組み替えるソーシャルアクションの必要

性があるからだ。そのような過程に対して、広義の意味で‘環境正義’という概念を根底

に据えるべきである。この意味での‘環境’の視座による‘正義という思想’の枠組みは

新型コロナのパンティミックに対応できる社会観である。そのためにコミュニティワーク

やソーシャルアクションを展開する取り組みが求められている。広義な意味で社会思想と

して環境との調和と、人間の暮らしの調和を根底とする医療・福祉のあり方だといえそう

だ。このことなしに、新型コロナに対応するパンティミックへの対応策は見えてこない。 

具体的には、社会福祉や医療問題を２４時間・３６５日にわたり病院・入所施設で過ご

すことを前提とした解決方法から、地域社会を基盤とした解決方法へと転換されている中

で、地域社会における社会関係や人間関係を調整していく包括的なソーシャルワークにコ

ミュニティワークやソーシャルアクションを据えていく作業が求められていると理解して

いる。換言すれば、地域社会における社会関係や人間関係を調整していく包括的なとりく

みにおいて、‘環境福祉’の必要性があるといえそうだ。すなわち、‘環境福祉’には、包

括的な社会関係と人間関係を主眼として、クライエント個人が陥っている‘弱さ’に環境

の視点を組み入れて対応して解決へと導くアプローチであるといえる。しかも、‘環境福祉’

は、災害・気候変動・パンディミックなどの地域社会自体の課題や、制度と個人の不具合

と地域社会の間の関係を調整し、さらに住民参加や住民意識の改善を図ることであって、

住民参画意識の醸成を目的とすることになる。そのためのソーシャルアクションを抜きに

は考えられにくいといえそうだ。その達点や取り組みの理念に‘環境正義’という哲学を

据える必要性は前記したとおりである。この‘環境福祉’及び‘環境正義’という枠組み



は自然と人間社会との軋轢や摩擦等から切り離して社会福祉問題へ取り組むことへの喫緊

の課題でもありそうだ。もちろん、‘環境に配慮した医療’でも同様なことがいえそうだ。

そのうえで、‘環境福祉’と‘環境医療’が連携・協働することで、サブシステムが強化さ

れていき、里山福祉と里山医療の協働が期待される。 

 

 第二 食と農と福祉の連携の動向  

 １ 食×農×福の連携  

前記した、農林水産省所管‘地域における食と農と福祉の連携のあり方に関する実態調

査検討委員会’報告書は２０１５年度末に公表された。この報告書では、農（以下、農に

は農林水産の生業を含む）を取り巻く環境や、福祉を取り巻く環境には、既得権益や高コ

スト体質があることを指摘している。また、社会福祉の実施体制が補助金に依存しきって

いて、寄付文化やボランタリズムなどの視点が弱体化していることへの危惧が指摘された。

社会福祉にあっては、社会福祉法人の課題など、農業にあっては、農業協同組合の課題な

どが閉塞感を生み、しなやかで安寧な暮らしを検討するためには、農と福祉の連携が必要

であるとしている。そこには、効率第一主義の大規模経営・ビジネス化する流れがあって

‘大切な何か’を喪失していると考えられるからだ。その理由は、営利を重視していて、

補助金に依存した経営主義にあるからでもある。そこで、‘食’の視点を組み入れて、食と

いう伝統食や冠婚葬祭の饗宴の可能性を農と福祉に連携させることで、新しい局面（食×

農×福の連携）が見いだせることを指摘した。地域社会を基盤として、‘小さな稼ぎ’とい

うコミュニティビジネスや、寄付文化を再考すべきであると提起した。例えば、広島県の

‘（社福）優輝福祉会’は、特別養護老人ホームや知的障がい者施設を小規模化・地域展開

していてレストランやケーキ屋などを経営している。これを‘営福’活動と呼び地域通貨

を導入する等や、農業や林業に取り組んでいて食×農×福の連携の実践といえそうだ。法

人では、下記の図のようにコロナ対策を踏まえて事業を展開しようとしている。 

図 優輝福祉会のコロナ対策 

 



 ２ 食×農×福の協働の促進  

具体的に、‘食×農×福の協働’について検討してみると、食い物と、生業（農林水産）

と、助け合い（福祉）を連携させることによって、地域社会を包括的に見渡すことを可能

とするビジョンが理解できると考えている。もちろん、今日的には、発展した商工産業の

生業は、商品化・高度産業化を経て、高度資本主義を迎えることとなった。しかし、何か

取り残した事象その物が‘里山や下町’の暮らしにあったような郷愁を覚えることが多く

なっている。それは、あまりにも高度化した現代社会は、非人間的で、本来の暮らしが見

えなくなっていることは周知のことだ。高度産業社会では、制度化した‘社会福祉の装置’

によって、入所施設や病院など負の側面（収容第一主義）を覆い隠してきた。また、前記

したように本来の暮らしとは遊離して成立した‘社会福祉の資源’は、膨大な経費を要し

ていて、社会保障の財源が確保できなくなっていることが危惧されている。さらに、今日

の‘社会福祉の資源’は、‘安生・安育・安働・安死’という願いとはかけ離れていて、暮

らしの安寧をもたらすシステムとはなっていないように思う。このように、地域社会での

‘安寧な暮らしの営み’の展開は、‘食×農×福の総体’から説明ができそうだ。換言する

と、‘地域社会関係’に着目する取り組みは、この‘食×農×福祉の総体’の視点との関連

が強いといえる。そして、‘環境福祉’と同じ視座がみえてくる。新型コロナのパンティミ

ックは、この環境という視点無しには対応が困難だといえる。もちろん、メインシステム

において食×農×福の協働が政策的に展開することを期待したい。ここでは、サブシステ

ムにおける食×農×福の協働を中心として論考していくこととする。 

 

第三  地域福祉と社会福祉の差異  

  １ 本邦の社会福祉概念の狭歪さ  

 本邦の社会福祉概念は、欧州に比較して狭いことは周知である。具体的には、福祉関係

の法律や障がい者手帳制度にみられるような縦割りの仕組みであること、福祉サービスの

実施体制も社会福祉法人という独占組織（既得権益組織）に依存していることも欧米には

ないシステムである。ある意味では国家独占護送船団方式だといえそうだ。さらに、高齢

者・障がい者・児童福祉など縦割りの専門職体系に寄っていて、包括的な取り組みの視点

が弱かったことが指摘できる。 

 ２ 英国の社会福祉実施体制  

 そこで、本邦の社会福祉概念の狭さを炙り出すために、英国と比較してみたい。 

英国の簡易な政策の流れ 

1601 年   エリザベス救貧法   

1942 年   ベヴァリッジ報告 (疾病、無知、不潔、怠惰、貧困の五大悪)         

1946 年  国民保健サービス法 「National health Service Act」  

1968 年  シーボーム報告 「Seebohm Report」  

1970 年  社会サービス法の施行 Local Authority Social Service Act  

1977 年 ウルフェンデン報告「The Future of Voluntary Organization」 

1981 年  バ―クレイ報告 「Barclay Report」  

1986 年  社会保障法 （ベヴァリッジ体制の変換） 

1988 年  グリフィス委員会報告「Griffiths Report」 



1988 年  ワグナー委員会報告 「Wagner Report」  

1989 年  「Caring for people」HMSO  

1990 年  国民保健ｻｰﾋﾞｽとｺﾐｭﾆﾃｨｹｱ法「National Health Service and Community Care 

Act」の施行。 

1995 年    『ケア法』(Carers Act)の成立（Recognition and Services） 

1998 年  緑書「国民の福祉についての新しい契約」 

1998 年  政府白書「社会サービスの現代化」 

2000 年 NHS プラン 財政計画及び改革計画とケア基準法 

 このように英国（2000 年までの動向）では、1946 年の国民保健サービス法の成立から

1970 年の社会サービス法の成立を経て、‘国民保健サービスとコミュニティケア法’が

1990 年に制定している。児童福祉法は個別法としてあるが、高齢者・障がい者等を対象に

した縦割り法律はないことがわかる。スウェーデンやオランダ等でも同様で‘社会サービ

ス法’という包括法を基礎とするシンプルな法律体系となっている。 

 ３ 社会福祉と地域福祉の峻別  

 本邦における社会福祉概念の範囲が狭い上に、諸外国にない‘地域福祉’という用語が

定着した。しかも、明確に社会福祉と地域福祉の峻別が整理されていないことは筆者が指

摘してきた。さらに、岡村重夫の操作概念としての‘地域福祉概念’を終焉させることが

求められているとも指摘した。もちろん、本邦以外の国で、地域福祉という概念に当たる

用語は‘コミュニティケア’という用語であって、包括的な地域福祉型社会福祉概念の一

部でしかない。なお、加納恵子は‘岡村の限定のロジックからの解放（岡村理論の呪縛か

らの解放と筆者は言い換える）’を指摘していることも参考になる。いずれにしても、今日

的な社会福祉概念は、包括的な視点が加わり、地域福祉型社会福祉へと変容しているから

だと考えている。さらに、隣接領域である医療・保健との連携・協働が求められている。 

 

第四 ‘地域’から‘環境’へのパラダイム転換  

１ 社会は関係の束  

今日的な哲学の到達点は、フランス構造主義の洗礼によって‘社会という概念’を‘社

会関係の束’としてとらえている。もちろん人間関係や社会関係とあわせて、‘環境との関

係’という視点を含めてである。このように、‘社会は関係の束’であるという今日的な哲

学の到達点は、フランス構造主義の洗礼（ポストモダン）を経て、社会福祉理論において

影響も受けなければならないということを指している。このことは、社会福祉の本質につ

いて、公的福祉サービスの実施を租税の配分から説明することの限界でもある。しかも、

メインシステムだけを強化することの限界があると考えている。 

さらに、社会福祉は、人間関係の調整と、社会関係というエコロジカルな調整を基盤と

することでも説明ができる。したがって、制度と個人との間にある社会関係や人間関係に

着目して！関係の調整をすることが！社会福祉の基本だとしている岡村理論の再評価へと

導く視点である。 

 ２ 構造主義と社会福祉  

社会福祉は、関係主義（構造主義）的な方法論で考える必要が生じているようである。

その理由は、人間科学・社会科学からの学際的領域を保持している社会福祉は、重層化・



複雑化していて単純な説明が困難となっていると認識しているからでもあり、フランス構

造主義や社会構築主義の動向から社会福祉の再検討が求められていると考えるからでもあ

る。社会制度との社会的弱者の間に生じてくる社会的事象や社会問題は、歴史的にも変容

しており、社会福祉への考え方も変化せざるをえない。その変容の過程から社会福祉の固

有な領域と困難性が見え隠れしている。しかも、現代社会は、多くの閉塞感によって苛ま

れていて、社会福祉の固有性と本来性について再吟味する必要がありそうである。これら

のことの詳細は、拙著を参考にしてほしい。 

図－１ 意識と存在（筆者作成） 

 

 

  

 

                     

 

 

３ ‘意識の認識に規定される側面’と‘存在の認識に規定される側面’  

このことを参考にして、筆者は、社会福祉の枠組みに‘意識の認識に規定される側面’

と‘存在の認識に規定される側面’という操作概念を据えてきた。その意味は、租税の配

分や国家という存置では解決できない面（意識の認識に規定される側面）炙り出すことだ

った。もちろん、‘存在の認識に規定される側面’の基本は国家責任という装置と租税の配

分の総体であるとしている。一方では、‘愛’という用語だけでは‘意識の認識に規定され

る側面’を象徴化していて、科学的なメスがはいっているとは言い難いとした。具体的に

は、‘意識の認識に規定される側面’の重要な部分としては、ボランタリズムの側面がある。

しかも、自殺や虐待や孤立などの人間の深層心理に根ざす問題の解決を説明するためであ

った。この‘意識の認識’は、‘存在の認識に規定される側面’という租税の配分に依存し

ても解決し難い命題を炙り出すことだ。ここにこそ社会福祉の本質があると考えてきた。

さらに、‘意識の認識’についての具体的なこととして、自殺対策や高齢者・児童への虐待

や孤立などの根深い‘深層の部分である社会の問題’にも対応するためにも地域社会関係

というアプローチが不可欠であるといえる。しかも、若者や成人の引き籠りやゴミ屋敷や

奇異な犯罪など枚挙にいとまない社会病理学的事象の解決には、既存の社会福祉観では対

応が困難である。そのために、地域社会の関係性に着目したアプローチは、偏見や無理解

という‘意識の認識’の視点に介入することが重要だといえる。一方では、‘存在の認識’

の視点は、クライエント個人が陥っている‘弱さ’にだけ捉われるものではなく、広く‘関

係’に留意した地域を基盤とした実践であり、社会環境や制度政策などの具体的な存在の

視点へのアプローチが求められるという二重構造にあると説明してきた。 

４ ‘地域’から‘環境’へのパラダイム転換  

‘入所施設中心のケア’から‘地域社会を基盤としたケア’を経て‘環境の視点のケア’

への転換は、地域福祉や在宅福祉の座標軸を‘地域’から‘環境’へのパラダイム転換だ

といえそうだ。そこには、食×農×福≒里山福祉≒環境福祉≒環境医療という文脈を検討

する必要でもある。このような視点から、環境という枠組みに食×農×福の連携を計る課

存在 意識 

構造 

環境 

地域という社会関係の束  



題としてみえてくる。グリーンリカバリーという持続可能な復興を計ることで、新しい地

域社会のあり方を模索して、そこでの社会関係や人間関係を豊かなものにしていくことが

大切である。しかし、三密をなくすという人と人との距離感は、社会的距離を程度に図る

ことを進めている。社会関係や人間関係を豊かなものにすると単純にはいえなくなった。

そこで、小さい単位のサブシステムを検討していくことで、小規模な地域社会関係を成立

する必要がありそうだ。具体的には、首都圏から年金生活者などを中心にして、地方へと

社会的移動が求められることとなる。過密都市を地方へ社会的移動を進めて、小さい単位

のサブシステムを小規模な地域社会関係として設置していくことが期待されている。 

５ 里山福祉と里山医療の協働への期待  

 里山医療という概念は、サブシステムを小規模に展開していくことであり、包括的な

医療への期待であり、総合的な医療として診療科単位の疾病治療から、人間全体への医療

を検討することである。具体的には、‘尊厳ある死’の問題に切り込み、高齢期・慢性疾患

などの課題で自己決定による治療の選択を進めていくことである。人生の週末期において、

本物の食い物（ソウルフード）を積極的にとり、穏やかな日々の中で必要におうじて、ペ

イン・クリニックを受けて過ごすことへの期待でもある。過度な終末期医療を見直すとい

う考え方も取り入れることが里山医療の願いでもある。もちろん、公的なメインシステム

として公的責任のもとで、国民皆医療制度による健康保険制度が基本にあることが前提と

なる。 

たとえば、難病ネット（認定 NPO 法人）が設置した‘あおぞら共和国’（仁志田博司代

表）の実践は、子供ホスピスやレスパイトケアの理念のもとに建設が進められている。重

篤な難病がある児・者と家族が穏やかに過ごせる空間であり、英国での実践（著作翻訳ヘ

レンハウス物語）に学ぶことで進められている。ここにも、里山福祉と里山医療の協働の

場として重要な実践となっている。 

 

あおぞら共和国（密集の空間の良さだが、新しい距離感を模索） 



第五 本邦のメインシステムの劣化  

１ 地方の自治の劣化 

地方公務員の非正規職員は約３０パーセントといわれる。今回の新型コロナのパンティ

ミックに対応できる地方自治の専門性が問われている中でこの非正規職員の問題は大きい。

背景には、平成の合併で３３００ヶ所の自治体が現行の約１７００自治体になっていて、

住民から身近で安心できるものでなくなっている。あわせて、今回のコロナ対策でも第一

線の公衆衛生の窓口である保健所（1990 年約 850 所から 2019 年 472 所）も縮小されてき

たことが混乱の根っこにあった。保健所の職員数も 1990 年の 35000 人から 2019 年の約

28000 人に減ってきたことがある。 

社会保障を担う公的責任は、明らかに劣化している。それでも平時は非正規職員などの

努力もあって顕在化することはなかった。しかし、非常時には、地方自治体の力不足が顕

在化することとなった。 

２ メインシステムからサブシステムとの併走へ 

今回のパンディミック後の社会は、このような劣化した地方自治体では、市民の期待を

担える状況とはいえなくなっている。そこで、メインシステムとサブシステムとの併走さ

せていくことが社会を強くできるアイデアだと考えている。サブシステムには、市民参画

意識が醸成されていて、柔軟な地域社会関係が存在し、それを支える寄付文化を構築する

必要性である。あまりにも、租税に依存した社会は脆弱でありメインシステムによる社会

福祉や医療だけではパンディミック後の社会は乗り越えられない。 

3  上部構造と下部構造 

最後に、メインシステムからサブシステムの意味を再度検討してみたい。よく使用さ

れる用語に上部構造と下部構造があり、社会の在り方を分析する枠組みとして使用されて

きた。そこで、本稿では、上部構造は、メインシステムと同意としたい。下部構造はサブ

システムと言い換えられる。本邦の上部構造は、制度政策など社会構成の全体を説明でき

る。下部構造は、上部構造を補完して、住民主体の組織や意識などを指し示すこととなる。

本邦の特性として、中央集権的であって租税の配分に依存し、官僚が制度政策の基軸を担

ってきた。もちろん政治システムが核となっている。この上部構造が強く機能してきたの

が本邦の特色だといえる。具体的には、国民の官依存意識が強く、下部構造となる市民社

会・地域社会が未成熟だと考えている。寄付文化が弱く租税依存が強いことでも説明が可

能だ。換言すれば、前記した財政負担増による借金の増加は、メインシステムである上部

構造が暴走していて制御不能となっているという問題意識がある。 

 気候変動や地殻変動や今回のパンディミックという非常時には、上部構造というメイン

システムだけが強く機能する本邦の現況は脆く、危ういといえそうだ．下部構造を強化す

ることが今回のパンディミック後の社会を検討するキーワードとなりそうだ。 

 

 残された課題  

本邦は、人口減社会を迎えることとなる。しかも結婚を選択しない生き方が増えて単身

化社会となる。したがって、本邦全体の仕組みを縮小する事態となった。あわせて、気候

変動などの動向から社会全体をダウンサイジングする必要が見えてきた。メインシステム

をダウンサイジングする課題だといえる。 



食×農×福の連携を図る視点は、‘サブシステムの強化の立場であり、地域’から‘環境’

を基盤とする仕組みへの模索ができれば、サブシステムはダウンサイジングの対象とはな

らないと考えている。さらに、環境正義を核とした市民活動を進めていくことは、広く社

会問題・環境問題に留意して福祉課題・医療課題に対応することになる。しかも、‘本物の

食’を提起する市民活動や‘環境問題に留意した農林水産の生業’を推進する市民活動に

よって、‘本物の暮らしの姿’を希求することができそうでもある。 

残された課題として、クライエント個人を取り巻く周辺の人間関係や社会関係に働きか

けるソーシャルワーク実践や、地域社会全体に働きかけるコミュニティワークの実践、あ

わせて、クライエント個人が陥っている‘弱さ’の課題を社会問題へと組み替えるソーシ

ャルアクションの実践を構造的に説明する必要がある。合わせて、今日的な行政主導型の

地域福祉概念の再検討を模索する必要がある。それは、メインシステムとしての地域福祉

型社会福祉であって、サブシステムとしての‘里山福祉’や‘下町福祉’の重層性の考え

方へ移行することが‘環境’へのパラダイムだと考えていて今後の取り組みとしたい。あ

わせて、グリーンリカバリーという持続可能な復興を進めていくことは、メインシステム

のグリーンリカバリーを進めることにあわせて、それを支えていく、サブシステムとして

のグリーンリカバリーを確立する必要である。そのサブシステムとしてのグリーンリカバ

リーには、地域社会関係の中で、食×農林水産×福祉・医療の協働が不可欠だといえる。 

最後に、戦後護送船団方式としてのメインシステムは、官製方式として安定感はあるも

のの、既存の既得権益を包含していて、効率性・効果性に課題がみられる。コロナ対策な

ど膨らむ公的債務に対して、より総合的な転換が求められる。そこで、下部構造としての

サブシステムとしての本稿の意味するところがある。 

 

参考文献  

岡村重夫著「社会福祉原論」全国社会福祉協議会 1983   

岡村重夫著「社会福祉学」柴田書店 1968 

シリーズ岡村理論の継承と展開第一巻「社会福祉原理論」ミネルヴァ書房 2012 第４章右田紀久恵「岡村主

体論の警鐘と地域福祉への展開」  

農林水産省‘地域における食と農と福祉の連携のあり方に対する実態調査検討委員会報告書’ （座長渡邉洋

一）2015 年 農水省ホームページ等を参照  

  毎日新聞社政策情報誌「毎日フォーラム」2018 年４月号から毎号に「食×農×福」のシリーズを連載・寄稿し

ている。  

拙著「コミュニティケア研究」相川書房 2000 

拙著「コミュニティケアと社会福祉の展望」相川書房 2005 

拙著「コミュニティケアと社会福祉の地平」相川書房 2013 

岡村重夫著「地域福祉論」光生館 1974 年   

 岡村重夫著「地域福祉研究」柴田書店 1970 

古川孝順『社会福祉学序説』1994 有斐閣  P.10～P.11、古川は、岡村の社会福祉が限定されて以後、社会福祉

固有論は、没社会構造的・没歴史的な世界に沈潜してしまっていると指摘する。  

今村仁司著「現代思想の基礎理論」講談社学術文庫 1992 や、見田宗介（「社会学入門」岩波新書 2006 や同著

「価値意識の理論」弘文堂 1966 を参照  



  WMarkus Gabriel“Arum es die Welt nicht gibt. Ullstein, ”  Berlin 2013,  『なぜ世界は存在しないのか』 

清水一浩訳、講談社選書メチエ、2018 年  

「自殺対策と地域福祉に関する研究」地域福祉研究第 35 号．日本生命共済会 .2007 を参照と、拙編著「メン

タルヘルスとソーシャルワークによる自殺対策」相川書房や、James Hillman “suicide and the soul ” Hodder 

and stoughton  1964 及び James Hillman ” The soul’s Code ”Randon House  1996. 邦訳鏡リュウジ「魂

のコード」河出書房新社 1998 

Jacqueline Worswik“A House Called Helen” 翻訳「ヘレンハウス物語」仁志田博司・後藤彰子監訳クリ

エイツかもがわ  

藻谷浩介他著「里山資本主義」かどかわ（株）2013 

Dominelli,L.(2012) “ Green Social Work:From ” Environmental Crises to Environmental 

Justice. 「グリーンソーシャルワークとは何か」ミネルヴァ書房 2018 監訳者 上野谷加代子  所

めぐみ  

Raymond,Jack“Residential versus Community Care”Macmillan.1998. 

M,Payne“Social Work and Community Care” Macmillan.1995 

Julian Leff“Care in the Community ・Illusion or Reality”Wiley.1997. 

 

 


