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本評価について 
 
この報告書は、「創造性」と「社会包摂」を切り⼝に⽂化事業の価値に関して把握を試みたものであ
る。評価対象は「⽂化事業」の参加者や関係者にもたらされた影響や価値に着眼している点に特徴があ
る。また、「誰のための評価か」という点について、当初は「団体のため」に⾏うことを計画してい
た。しかし、活動に知っていくなかで⾒えてきたのは、事業の PDCA を回し、その中⾝を常にブラッ
シュアップし続けるシステムを、団体独⾃で既に有しているという事実であった（※）。そこで、評価
結果の主な届け先を次のように想定することとした。 

1.評価業務の発注元であり、⽂化事業の実施主体である静岡県 
2.障害者福祉施設を有し、⽂化事業に関⼼をもつ福祉活動団体  
3.社会包摂につながる⽂化事業の実践に関⼼をもつ⽂化芸術活動団体 

 
（※）分野を横断した実践者をゲストとして招くトークイベントやしえんかいぎは、ピア・レビューの要素を併せ持つ。

また、各事業で事業担当ではないスタッフや外部の関係者・専⾨家を交えた振り返りの会の実施や、報告書の制作を通

して参加者アンケートの意⾒や関係者へのインタビュー・執筆依頼等により事業を多⾯的にレビューしている。 
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本報告書のあらすじ 
【背景にある課題意識】 

●⼈権の問題 誰もが「そこにただいる」ことが⼈の在り⽅として認められるために何が必要か 

●周縁化の問題 ⼀⼈ひとりの存在を隠したり、排除されることのない社会にいかに向かっていけるか 

●閉鎖性の問題  「その⼈の在り⽅」を、ともに守り合う関係性を広げる⼿段とは何か 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【分析結果】 ※上記評価設問①〜③と対応 
① 他者とともに過ごすなかで、⾃⼰を⾒つめ、他者を尊重するなどの「観」が養われていた 
② 本来のあり⽅を問い直し、創造性を活かした実践を主体的に展開している例がみられた 
③ 利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合いの先に社会包摂を位置づけること 
本事業は、当事者本⼈に変化を求めず、周りの他者が想像⼒を持って、いかに存在を肯定しうるか

表現未満、プロジェクト：とるに⾜らない、無駄、役に⽴たないと切り捨てるのではなく、その⼈を表す 
          ⾏為として尊重し合うことを⽬的とした体験型事業（5 つのアプローチ） 

 

拠点・居場
所づくり 

ひとインれ
じでんす 

しえん 
かいぎ 

スタ☆  
タン!! 

観光 

 創 造 性   ✕  社 会 包 摂 
  〈⺠主主義〉      〈共⽣社会〉  

評価⽬的 
本評価は、「表現未満、プロジェクトの影響や価値を把握し、⽂化事業を通じて市⺠サイドから社
会包摂の社会づくりをすすめる打ち⼿を整理する」ことを⽬的とした。 
 
評価設問 
上記の評価⽬的に基づき、３つの評価設問を設定し、調査を⾏った。 
①福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値・変化とは何か 
②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけとなってい
るか 
③県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回路とは何か 
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を問いた。そして、対話や表現の交換を通じて、“⼈間が幸せに⽣きるとはどういうことなのか”と⾃
問しながら創造的⾏為を⾏う主体を増やすことが、社会包摂へのアプローチとなることを⽰唆した。 
 

評価概要（エグゼクティブ・サマリー） 
1.団体概要 
2000年に設⽴された認定 NPO法⼈クリエイティブサポートレッツ（以下、「レッツ」という。）は、
現在、静岡県浜松市の中⼼市街地に「たけし⽂化センター連尺町」という拠点を構える。障害福祉施
設でありながら、地域の⽂化創造発信拠点となることを⽬指し、「障害や国籍、性差、年齢などあら
ゆる「ちがい」を乗り越えて、⼈間が本来もっている「⽣きる⼒」「⾃分を表現する⼒」を⾒つめて
いく場を提供し、全ての⼈々が互いに理解し、分かち合い、共⽣することのできる社会づくりを⾏
う」団体である1。 
 
2.事業概要 
「表現未満、」という⾔葉は、レッツがこれまでの活動を通じて⾒出したコンセプトである。それは、
「特別な⼈がつくる『表現』ではなく、誰もが持つ⾃分を表す⼒、⾏為を『表現未満、』と評して⼤
切にしていこうとする⽂化活動」である。差別や排除は知らない、交わらないことによって起きて
いる。そこでレッツでは、「とるに⾜らない、無駄、役に⽴たないと切り捨てるのではなく、その⼈
を表す⾏為」として受け⽌め、尊重し合う体験の場を社会に開く取り組みとして、以下のプロジェ
クトを進⾏中である。 
 

A 拠点・居場所づくり︓障害者を核とし、さまざまな⼈が集う⽂化センターを運営し、障害を顕在化する 
B ひとインれじでんす︓福祉、アート、⽂化政策等の各分野の専⾨家が拠点に滞在し、対話を⾏う 
C しえんかいぎ︓業務で⾏う「⽀援会議」を福祉従事者に限らず他者と共有し、当事者のありようを考え
る 
D スタ☆タン!!︓オーディション形式の雑多な⾳楽の祭典。施設の⽇常的な⾳の表現を「⾳楽」として発
信 
E 観光︓気軽で⾃由な観光的態度で福祉施設を訪れ、交わるなかで社会の分断を越えていく⼿法 

 

 
1 認定 NPO 法⼈クリエイティブサポートレッツ HP より（http://cslets.net/introduction） 
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3.事業の背景にある課題意識 
事業の背景には、「⼈権」への意識があ
る。代表の久保⽥さんは「障害者の世界
には、無⾃覚の排除の構造がある。（中
略）その根底には「隠す」という⾏為が
根強くある」と指摘する。また、こうし
た状況を変えていくためには、⼈の在り
⽅を変え、誰もが「そこにただいる」こ
とを認め合うことが重要だと述べてい
る。これを、⼤澤寅雄⽒が提唱する⽂化
事業の「⽣態系サービス（図 1）」になぞ
らえてみると、レッツは「そこに⽣きる
権利」等の「⽣息・⽣育地サービス」を
保証するために、「調整サービス」の機
能として⽂化事業を実施していると考えられる。 
 
4.評価の⽬的と評価設問 
本事業評価は、表現未満、プロジェクトによる影響や価値を把握し、⽂化事業を通じて市⺠サイド
から社会包摂2の社会づくりをすすめる打ち⼿を整理することを⽬的とし、以下の評価設問を設定し
た。 
 

①福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値・変化とは何か 
②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけとなっているか 
③県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回路とは何か 

 
5.評価結果 
①福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値・変化とは何か 
 →他者とともに過ごすなかで、⾃⼰を⾒つめ、他者を尊重するなどの「観」が養われていた 
 
観光参加者への事後アンケートでは、回答者の６割強に⾃⼰や他者へのまなざしの変化がみられた。 
 
 
 
 
 

 
2 「社会包摂」とは、社会的に弱い⽴場にいる⼈が社会から排除されたり、孤⽴したりするのではなく、共に⽀え合う社

会を作ること 

 

2020/3/5アーツアカデミー2019 第７回レポートより 

図１︓⽂化事業の価値として⾒落とされがちなサービス（⾚線内） 
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グラフ 1・グラフ 2 ︓観光参加者への事後アンケート 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
※⾃由記述のなかには、「⾃分の内部から突如湧き上がる衝動がたとえ理解しがたいものでも、決して無視をしてはいけ

ないなぁと思うようになった。」や「障害がある、なしにかかわらず、⾃分とは違う他者に対して寛容になった。」とい
う内容がみられた。 

 
②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけとなっているか  
 →本来のあり⽅を問い直し、創造性を活かした実践を主体的に展開している例がみられた 
 

事例１︓グループホームすてっぷ施設⻑ ⼤橋さん（浜松市） 
 
 
✔ 福祉が制度化されるにつ

れ、職員はあるべき姿を求
められ、利⽤者に対しても
均⼀的なシステム化が進⾏
することに懸念があった。
「⾃閉症の⼈にはこう対応
すべき」と、決めて対応し
ないといけないという認識
が福祉業界に広がってい
た。 

✔ レッツと関わるなかで、⽀
援はもっと⾃由で創造的で
幅広くていいんだ、という
ことに気づいた。 

✔ レッツの価値観が⾃分たち
の中に⼊っていくことで、
関わり⽅や捉え⽅の⾃由度
が増した。 

✔ スタッフ会議の⽬的が「問題の解
決」から、「エピソード（出来事）
の共有」や「問題の新たな捉え⽅
や視点を補う」ことに変化した。 

✔ しえんかいぎを参考とした「哲学
カフェ」を開始。その後、偶発性
を取り⼊れたレク企画（哲学カフ
ェ実践編）に発展。 

✔ 職員⾃⼰評価表の裏⾯を職員間で
共有された価値観に基づき独⾃に
作成。（本報告書・資料編に添付） 

 
 
 
 
 
 
 

⼤いにあった
１⼈

５.９％

どちらとも
いえない

５⼈
２９.４％ 少しあった

１０⼈
５８.８％

ほぼなかった
０⼈
０％

全くなかった
１⼈

５.９％
⼤いにあった

４⼈
２３.５％どちらとも

いえない
５⼈

２９.４％
少しあった

７⼈
４１.２％

ほぼなかった
１⼈

５.９％

観光に参加したことで⾃分⾃⾝に対する意識
の変化はありましたか︖ 

観光に参加したことで他者の⾒⽅や関わり⽅に
変化はありましたか︖ 

N=17⼈ N=17⼈ 

︻
⾃
⼰
へ
の
ま
な
ざ
し
︼ 

︻
他
者
へ
の
ま
な
ざ
し
︼ 

① 課題意識 ② 関わりによる変化 ③ 創造性を活かした実践



 153  

事例２︓佐鳴台⼩学校校⻑ 鈴⽊先⽣（浜松市） 
 

 
✔ どの学校の中にも、まだまだ

「◯◯でなければならない
枠」がある。しかし、その
枠には、はまりきれない部
分も出てきている。それら
は悪いものばかりではない
ので、枠組みを緩める⾒直
しができないか。 

✔ レッツのスタッフと出会っ
て、「ありのままをまず⾒
る」ことを原点として、そ
こからスタートすることの
⼤切さに気づかされた。 

✔ ⼩学校の経営⽅針に盛り込
んだ多⽂化共⽣社会の実現
に向けた取り組みとして、
レッツとの協働事業が記載
された。（2019.3） 

✔ レッツスタッフと施設利⽤者メンバ
ーがお昼休みに⼩学校に訪問し滞
在する「ミニミニアルス・ノヴ
ァ」という企画を継続的に実施。 

✔ 「総合的な学習の時間」に児童が
「たけし⽂化センター」をクラス
単位で訪問する企画を実現。 

※本サマリーでは２事例を抜粋している 
 
③県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回路とは何か  
 →利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合いの先に社会包摂を位置づけること 
 
調査結果を踏まえ、社会包摂に向けた回路を図 2 のとおり整理したところ、３つの観点が⾒えてき
た。1 つは、「他者」の存在の重要性である。通常、福祉施設への訪問者は限定的であるのに対し、
団体は障害者施設で⽂化事業を⾏うことで、多様な他者との出会いを⽣み出した。それは「知らな
い」ことによる差別を防⽌するだけでなく、訪問者に他者を通じて⾃⼰を⾒つめる機会を提供する
ことで、寛容な「観」を養う役割を担っていた。２つ⽬は、ありのままの存在を肯定する「場づく
り」である。表現未満、は利⽤者に宿る創造性を「⽂化」として肯定する試みである。それは同時
に、訪問者⾃⾝にとっての創造性や主体性を⽣み出す装置になっていた。そして最後は、その場づ
くりを担う「スタッフ」の振る舞いである。スタッフは図２のように、利⽤者と訪問者双⽅向の⾃由
で多様な関わりを⽣み出していた。スタッフが、時に⽀援員として、また時に、友⼈としての⾝のこ
なしをすることによって、利⽤者と訪問者の関係をフラットに接続する役割を果たした。このよう
に、利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合いの先に社会包摂を位置づけるアプローチは、⽂
化事業ならではの具体的な打ち⼿となっていることがわかった。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 訪問者 

・他者と出会い 
⾃分を⾒つめる 
・他者も⾃分も 

受け⼊れる 

他者の創造性に触
れ、⾃分の中に創
造性や主体性が⽣

まれる 

図 2︓表現未満、プロジェクトを通じた社会包摂の回路のイメージ 

① 課題意識 ② 関わりによる変化 ③ 創造性を活かした実践
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1.概要  
1-1.団体の特徴  
レッツは、全ての⼈々が互いに理解し、分かち合い、共⽣することのできる社会づくりを⾏う団体
である。この団体の特徴については、さまざまな表し⽅ができるが、ここでは、①運営する障害福祉
施設を「⽂化センター」と位置づけながら、多様な⽂化事業を展開していること、②⽂化事業によ
り、福祉の現場を他者や社会に広く開いていること、③障害のある⼈たちのケアについて考え続け
ることをあきらめないこと、をあげたい。別の⾔葉では、表現未満、プロジェクトの記録集のなかで
岸井⼤輔⽒（劇作家）が「⽇常の⽀援や利⽤者の活動といった現場を⼤切にするという思いと、対外
的に伝えたいという気持ちもある。両⽅やることにこだわるのがレッツの特徴」と述べている3。 
団体⽴ち上げの経緯としては、団体代表の久保⽥翠さんの⻑男壮さんが重い障害をもって⽣まれて
きたことが契機となり、2000年に任意団体として活動を開始。当時は、「障害のある⼦どもと家族が
安⼼して“ありのまま”で居ることができる居場所づくりを、アートを通して実現する」活動を⾏って
いた。その後、2004年に NPO法⼈化し、「障害、性差、年齢、国籍などあらゆる違いを越えて、さ
まざまな⽴場の⼈がともに⽣きる社会の実現」をミッションに掲げ、アートによる社会包摂に向け
た事業を展開してきた。 
 
1-2.団体の課題意識 
団体は、これまでの活動のなかでさまざまな課題に意識を向けて取り組んできた。その中⼼にある
のは、「排除」の問題である。 
 

障害者の世界には無⾃覚の排除の構造がある。社会が障害者や家族を排除し、親が彼らを排除し、それ
を受け⼊れた施設職員が排除する。その根底には「隠す」という⾏為が根強くある。無⾃覚に隠してし
まう、それが排除につながる。排除は常に弱いものに向けられる。そしていつか、あなたもわたしも排
除の対象になりうる。 
これらを解決していくには⼈の在り⽅を変えていくしかない。役に⽴つ⼈だけが社会にいていいのでは
ない。だれもが「そこにただいる」ことを認めることだ。そしてお互いがそれを守り合う。 

久保⽥翠（2020.3.23 ⼭梨⽇⽇新聞「時標」より⼀部抜粋） 

 
レッツスタッフへのインタビューや資料から、「排除」の問題に関する問いを以下に列記した。 
 

●⼈権の問題 誰もが「そこにただいる」ことが⼈の在り⽅として認められるために何が必要か 

●周縁化の問題 
⼀⼈ひとりの存在を隠したり、排除されたりすることがない社会にいかに向かっていけ
るか 

●閉鎖性の問題 「その⼈の在り⽅」を、ともに守り合う関係性を広げる⼿段とは何か 

 
3 認定 NPO 法⼈クリエイティブサポートレッツ「表現未満、プロジェクト」記録集 p.72 
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このような排除に関する課題意識が、今回の評価対象事業である「表現未満、プロジェクト」の背景
にある。その課題への打ち⼿としてレッツは、寛容な社会づくり（社会包摂）に取り組んできた。 
近年、⽂化政策で注⽬されているこの「社会包摂」は 1990年代、ヨーロッパで「社会的排除」と相
対する概念として⽴ち上がった。それまで知られていたノーマライゼーションが結果として、障害
のある⼈を無理に⼀般の基準に当てはめる⽅へ働いてしまったことに対し、社会包摂は「違いのあ
る⼈たちの違いを尊重したまま受け⼊れる社会を⽬指そうとする考え⽅」として提唱された概念で
ある。 
⽇本では 2000年に厚⽣労働省の「社会的な援護を要する⼈々に対する社会福祉のあり⽅に関する検
討会報告書」で「今⽇的な『つながり』の再構築を図り、全ての⼈々を孤独や孤⽴、排除や摩擦から
援護し、健康で⽂化的な⽣活の実現につなげるよう、社会の構成員として包み⽀え合う（ソーシャ
ル・インクルージョン）ための社会福祉を模索する必要がある。」と取り上げられた。また、⽂化庁
では 2011年に「⽂化芸術の振興に関する基本的な⽅針（第 3 次）」において社会包摂に⾔及し、そ
の後、施策が講じられるようになった。 
福祉政策としての社会包摂とレッツの寛容な社会づくりは、課題意識が重なる⼀⽅で、アプローチ
に違いがあるように感じられる。それは、政策では、⽣きづらさを抱えた⼀⼈ひとりを合理的配慮
のもとに社会の側へ引っ張り上げる社会参加的発想に基づくイメージであるのに対し、レッツの実
践では、課題の解決を本⼈の変化に求めず、互いの存在を肯定し、交歓関係を⽣むことで偏⾒や差
別を乗り越えていく発想がある（図 3）。レッツは、NPO法⼈化した 2004年以降、こうした寛容な
社会づくりとしての打ち⼿を⾒出すことに意識を向け、試⾏錯誤を繰り返している。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1-3.団体のもつ変化の理論 
レッツスタッフへのインタビューから、２つの「変化の理論」を把握することができた。１つ⽬は、
「福祉事業」と「⽂化事業」を地続きに捉え、スタッフ⾃⾝も両事業に循環のイメージを持っている

図 3︓福祉政策とレッツの打ち⼿の違い 
●福祉政策としての社会包摂       ●レッツの寛容な社会づくり 
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ことについてである。福祉現場で誰もが対峙するさまざまな出来事から⽣じる“⾃⾝だけではどうし
ようもないモヤモヤ“は、⼀般的な福祉施設では他者や社会に声を上げることが難しい。⼀⽅レッツ
では、⽂化事業を通じてそれらのモヤモヤを他者や社会に開き、さまざまな⾓度から対象をみる機
会を装置として持つことで、⽬の前の⼀⼈を通して社会のあり⽅を考えていく「観」が養われてい
ることがわかった（図 4）。 
 

図 4︓福祉事業と⽂化事業の循環 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※中央のノートのイラストはレッツスタッフ夏⽬さんによる図解 
 
⼆つ⽬の変化の理論は、過去の報告書やスタッフインタ
ビューのなかから⾒えてきた事業参加者個⼈の変化に関
するものである。それは、⽂化事業が福祉施設において
⾏われることで、ひとつの「場」がつくられ、⼀般的な福
祉施設と異なる機能（他者を理解し、⾃分⾃⾝を⾒つめ
直す）を持たせることが可能になっていた。右記では、レ
ッツに訪れた⼀⼈ひとりが「⾃⼰へのまなざし」と「他者
へのまなざし」の両⽅を深めていくプロセスを図式化し
た（図 5）。 
 

2.事業概要・実績 
2-1.事業概要 「表現未満、プロジェクト」 
「表現未満、」という⾔葉は、レッツがこれまでの活動を通じて⾒出したコンセプトである。それは、

③⽂化事業の実践から⾃⼰や
他者へのまなざしを深める 
 

①福祉事業で⽣まれてきた 
“モヤモヤ”を隠さず認識する 
 

②⽂化事業の企画を通じて 
“モヤモヤ”の⾔語化を試⾏する 
 

④⽂化事業から得た視点や 
⽰唆を福祉の現場に持ち込む 

図 5︓他者と⾃⼰へのまなざしの段階 
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「特別な⼈がつくる『表現』ではなく、誰もが持つ⾃分を表す⼒、⾏為を『表現未満、』と評して⼤
切にしていこうとする⽂化活動」である。差別や排除は、知らない、交わらないことによって起きて
いる。来てみて、知って、つながることで、「とるに⾜らない、無駄、役に⽴たないと切り捨てるの
ではなく、その⼈を表す⾏為」として受け⽌め、尊重し合う体験の場を社会に開く取り組みとして、
以下のプロジェクトを進⾏中である。 
 

A 拠点・居場所づくり︓障害者を核とし、さまざまな⼈が集う⽂化センターを運営し、障害を顕在化する 
B ひとインれじでんす︓福祉、アート、⽂化政策等の各分野の専⾨家が拠点に滞在し、対話を⾏う 
C しえんかいぎ︓業務で⾏う「⽀援会議」を福祉従事者に限らず他者と共有し、当事者のありようを考え
る 
D スタ☆タン!!︓オーディション形式の雑多な⾳楽の祭典。施設の⽇常的な⾳の表現を「⾳楽」として発信 
E 観光︓気軽で⾃由な観光的態度で福祉施設を訪れ、交わるなかで社会の分断を越えていく⼿法 

 
2-2.事業実績 
「表現未満、プロジェクト」のうち、静岡県⽂化プログラム（以下、ブンプロという。）が助成した
事業の実績を以下に整理した（表１）。 
 

表 1 表現未満、プロジェクト事業実績（⼀部抜粋） 

事業の柱 ⽬的 時
期 

ブンプ
ロ助成
時期 

実績 
（延べ
⼈数） 

運営 
（延べ⼈

数） 

１．拠点・居場所づくり（A） 
 
 
 
 
 
〈表現未満が⽣まれる現場〉 

障害者を核とし、さまざまな
⼈が集い、学び、交流する⽂
化センター。障害のある⼈の
存在を顕在化し、さまざまな
価値観を提⽰する対話の場で
あるとともに、商業だけでは
ない新たな賑わい創出の社会
実験の場となり、新しい街の
コンセプトを構築していく
場。 

年
中 

2016 
 
2017 
 
2018 

★2,160 
 
－ 
 
☆600 

約540 
 
約140 
 
約60 

２．ひとインれじでんす（B） 
 
 
 
 
〈ソーシャル・インクルージ

ョン☓街〉 

福祉、アート、哲学、⽂化政
策、評論、編集等の各分野の
専⾨家がレッツの場に滞在
し、現場を⽬撃後、トークや
スタッフとの対話を⾏う事
業。 

随
時 

2016 
2018 
 
 
 

－ 
－ 
 
 
 

2 
2 
（３回） 
※滞在ゲス
ト⼈数 
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３．しえんかいぎ（C） 
 
 
 
 
 
〈福祉の中の表現未満〉 

障害福祉の「⽀援」を⾒える
化する。通常、業務で⾏われ
る「⽀援会議」を福祉従事者
に限らない他者と共有し、当
事者のありようを探り考える
場を通じ、個⼈の⽣きづら
さ、社会の問題、根源的な⼈
が⽣きることの豊かさや困難
さをみつめる事業。 

定
例 

2016 
 
2017 
 
2018 
 
 

年5回 
約200 
年3回 
⾮公開 
年8回 
⾮公開 
 

約100 
 
約60 
約160 
※福祉関係
者等の⼈数 
 

４．スタ☆タン!!（D） 
 
 
 
 
 
〈表現未満なパフォーマン

ス〉 

オーディション形式の⾳楽ラ
イブイベント。障害福祉施設
の⽇常的な⾳の表現を「⾳
楽」として発信するとともに
全国の未知のジャンルを発掘
することが⽬的。審査員がそ
の場で講評を述べることで多
⾯的な捉え⽅を体感する事
業。 

年
１
回 

2019 約200 

約20 
 
 
※出演者以
外の⼈数 

５．観光（E） 
2016-タイムトラベル 100時

間ツアー 
2017-かしだしたけし 
2017展覧会「レッツ観光局」
☆ 
2017-観光サミット★ 
 
〈光を観る観光とプラットフ
ォーム〉 

「観光」は与えられたものを
⾒に⾏くのではなく、⾃らそ
こに「光を観る」旅。気楽で
⾃由な観光的態度が社会の分
断を越えて緩やかにつながっ
ていくための⼿法となること
を⽬指す事業。 

不
定
期 

2017 
 
 
 
2018 
 
 
 

年7回 
36名 
☆300
名 
★70名 
10回 
74名 
 

約14 
 
 
 
約20 
 
 
 

 

3. 事業評価 
3-1.評価⽬的 
本評価は、「表現未満、プロジェクトによる影響や価値を把握し、⽂化事業を通じて市⺠サイドから
社会包摂の社会づくりをすすめる打ち⼿を整理する」ことを⽬的に実施した。 
 
3-2.評価設問 
上記の評価⽬的に基づき、３つの評価設問を設定し、調査を⾏った。 
①福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値・変化とは何か 
②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけとなっている
か 
③県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回路とは何か 
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3-3.調査対象及び調査項⽬ 
調査対象は、レッツと協議の下、スタ☆タン!!３及び観光参加者へのアンケート並びに福祉や地域の
関係者 6名へのインタビュー調査を実施した。以下に調査対象及び調査項⽬を⽰す（表 2・3）。 
 

表２︓アンケート調査対象 

調査対象 スタ☆タン!!３参加者 14 名 観光参加者 17 名 

評価設問 ②、③ ②、③ 

調査項⽬ 
 
 
 
 
 
 
 

【スタ☆タン!!当⽇アンケート】 
1.これまでのスタ☆タン!!参加経験回
数 
2.普段の関⼼分野 
3.参加した理由 
4.スタ☆タン!!に参加した感想 
5.今⽇をきっかけに取り組みたいこと 
6.あなたの思う雑多な⾳楽とは何か 

【事後フォローアップアンケート】 
1.観光への参加動機 
2.他の観光と⽐較しどのくらい特別（⾮⽇常的）
な体験だったか 
3.観光はどのくらい有益な体験だったか 
4.観光が今後も継続され、体験者が増えることは
必要だと思うか 
5.観光に参加したことで「⾃分⾃⾝」に対する意
識の変化はあったか 
6.他者の⾒⽅や関わり⽅に変化はあったか 
7.あなたにとって観光でみた「光」とは何か 

 
表３ インタビュー調査対象 

カテゴリー 福祉関係者 地域関係者 

評価設問 ①、②、③ ①、②、③ 

調査対象者 
（県内） 

●近隣の福祉施設︓グループホーム
すてっぷ施設⻑ ⼤橋さん 
●近隣の福祉施設︓細江あすなろ作
業所（⽣活介護等）職員 五味さん 

●市内 佐鳴台⼩学校校⻑ 鈴⽊先⽣ 
●市内在住の⺟親 ロビンスさん 
●市障害保健福祉課 深⾕さん 
●袋井市カメラ屋店主 すずやさん 

調査項⽬ 
 
 
 
 
 
 

1.レッツと関わったきっかけ 
2.レッツと関わり続ける理由（地域や福祉現場、⾃⾝の抱える課題を踏まえて） 
3.事業が与えた影響（意識・⾏動） 
4.レッツが地域に存在している意味 
5.レッツの事業に対する以下の観点での評価とその理由 
（1）地域への誇りを⾼めているか 
（2）多様なつながりを⽣んでいるか 
（3）障害理解を促しているか 
（4）⾃らの⽇常や⼈⽣を豊かにしているか 

※インタビューは、予め⽤意した上記質問を軸に脱線した質問も交えながら、⼀⼈ 1 時間〜2 時間半程度で実施した。 

※インタビュー記録は、本報告書《資料編》に掲載しているので、参照されたい。 

※インタビュー候補先には、県外の関係者の名前も多くあげられたが、今回は県内の関係者にしぼり調査を実施した。 
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3-4.調査結果 
 
評価設問：①福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値・変化と
は何か 
 
表現未満、プロジェクトのうち、参加者の層が⽐較的広いと考えられる観光とスタ☆タン!!の事業に
ついて調査を⾏った。調査では、事業にはどのような参加者が参加し、事業をどのように捉え、どの
ような影響を受けたのか、把握を試みた。 
 
◯参加者プロフィール 
【観光】 
過去 2年間の観光への参加者は、県外在住者が多い傾向がみられた。また、参加動機として、「レッ
ツの取り組みに興味を持っていたから」が 82.4%を占めた。次に多かったのは、「福祉施設という場
に関⼼があったから」41.2%であった。⼀⽅、「未知の世界に踏み⼊れたとき、⾃分はどう振る舞う
のか知りたかった」23.5%、「ただなんとなく、楽しそうだったから」17.6％等、⾃⼰への変化や満
⾜に関する動機は少なかった。このことから、参加者は、レッツの取り組みへの関⼼層が、福祉施設
に滞在して体感するという事業の特徴について期待を抱いていることが伺える（グラフ 3・4）。 
 

グラフ 3︓観光参加者居住地（名簿より） 
 

 

グラフ 4︓観光参加動機（F-up アンケートより） 
（複数回答可） 

 

 
【スタ☆タン!!３】 
スタ☆タン!!３への参加者アンケート回答者の居住地は、県外の割合が⾼かった。また、過去の参加
状況を確認した項⽬では 83％が「初参加」であった。参加動機は、「スタ☆タン!!のコンセプトに惹
かれた」、「レッツの事業に前から興味があった」という理由が多くみられた。⼀⽅で、「福祉の実践
としての学びを深める」動機は１名のみであった（グラフ 5・グラフ 6）。 

別の予定を断るため 1件

知⼈に誘われた 3件

多様性について考えるため 3件

なんとなく楽しそうだった 3件

⾃分がどう振る舞うのか知るため 3件

障害者に関⼼があった 5件

観光のコンセプトに惹かれた 5件

福祉施設に関⼼があった 7件

レッツに興味を持っていた 14件

県外76⼈, 76.8%

県内9⼈, 

9.1%

市内14⼈, 

14.1%

N=99 ⼈ 

N=17 ⼈ 
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グラフ 5︓スタ☆タン!!３参加者居住地 
（アンケートより）       
（アンケート回答者のみ） 

 

グラフ 6︓スタ☆タン!!３参加動機（アンケートより）                      
（複数回答可） 

 

 
◯【観光】：事業の捉え⽅（特別性、有益性、必要性） 
観光参加者は、事業の「特別性」や「有益性」について、回答者の８割以上が肯定的に捉えた。また
「必要性」についても、「今後も観光が継続され、体験者が増えることは必要だと思うか」と尋ねた
項⽬で、17 名全員が「必要である」と回答した。回答の選択理由は次のとおりである（グラフ 7〜
9）。 

グラフ 7〜9︓アンケートの質問項⽬と結果 ⾃由回答コメント 

特別性︓他の観光体験と⽐較し、観光はあな
たにとってどのくらい特別（⾮⽇常的）な体
験でしたか︖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

【特別性】 
＊その状況をどう扱ったら良いか分からないまま、特に
何かを求められず、また詳細な案内があるわけでもな
く、ひとまず障害のある⼈たちの只中に居続ける。その
こと⾃体が⾮⽇常でした。 
＊福祉施設で慰問でも賃労働でもボランティアでも家族
友⼈でも無く、何時間も利⽤者たちに接することができ
る機会はほかに無い特別な体験。 
＊⾒るべきものが⽤意された型通りの体験と全く違い、”
圧倒的な他者”の存在に静かに驚いた。彼らが⽣きている
世界と、⾃分の⽣きている世界は別物なのか、重なるの
か、⾊々と感じるものがあった。 

⼤いに特別であった

6⼈, 35.3%

少し特別であった

8⼈, 47.0%

どちらでもない

1⼈, 5.9%

ほぼ特別でない

1⼈, 5.9%

全く特別でない 1⼈, 5.9%

刺激を求めて 1件

福祉の実践の学びを深める 1件

たまたま 2件

審査員に興味があった 3件

出演者に興味があった 4件

雑多な⾳楽を浴びたかった 5件

レッツに前から興味があった 6件

コンセプトに惹かれた 6件

県外5⼈, 

35.7%

県内2⼈, 

14.3%

市内3⼈, 

21.4%

不明4⼈, 

28.6%

N=14 ⼈ N=14 ⼈ 

N=17 ⼈ 
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有益性︓観光はあなたにとってどのくらい有
益でしたか︖ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【有益性】 
＊その場にいる⼈と接して考えたことが、現在の⾃分に
とても影響を与えていると思うから。 
＊障害のある⽅と時間を過ごすという経験ができたか
ら。また、その経験を通して障害のある⼈とともに⽣き
ることについて考える時間が得られたから。 
＊これが普通と思える世の中になればと強く思える体験
になったから。 
＊「障害者」という⾔葉があることによって、健常者と
障害者に線が引かれる、ということがあるように、⾔葉
によって⾃らの感じ⽅やモノの⾒⽅が規定されることに
意識的になった。 
＊頭での理解でなく、その場に居続けることで、それま
で直視する事がはばかられると感じていた障害者の発す
る声や独特の⾏動に慣れたと⾔えば良いでしょうか。そ
の⼈がただそうあるだけの事実として、⾏動や声を受け
取ることが出来るようになってきた。 
＊友⼈・知⼈を作る場所となったから。 
＊それがきっかけで職員になったから。 

必要性︓今後も観光が継続され、体験者が増
えることは必要だと思いますか︖（回答理由
の記載欄設定無し） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

特別性・有益性スケール︓１全く（特別・有益）でなかった←→５⼤いに（特別・有益）であった  

必要性スケール︓必要ないと思う←→必要だと思う  

 
◯【観光】：事業の影響（⾃⼰へのまなざし、他者へのまなざしの変化） 
「影響」に関する項⽬として、「⾃⼰へのまなざし（⾃⼰への意識）」と「他者へのまなざし（他者の
⾒⽅や関わり⽅）」の変化を確認したところ、事業参加者の約６割が「変化があった（⼤いにあった、
少しあった）」と回答した（グラフ 10・11）。 
 
 
 
 
 
 
 

⼤いに有益であった

7⼈,41.2%

少し有益であった

8⼈,47.0%

どちらでもない 2⼈

11.8%

N=17 ⼈ 

N=17 ⼈ 
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⼤いにあった
４⼈
２３.５％どちらとも

いえない
５⼈
２９.４％ 少しあった

７⼈
４１.２％

ほぼなかった
１⼈

５.９％

グラフ 10・11︓アンケートの質問項⽬と結果 ⾃由回答コメント 

⾃⼰へのまなざし︓観光に参加したことで⾃
分⾃⾝に対する意識の変化はありましたか︖ 
  

＊⾃分の内部から突如湧き上がる衝動がたとえ理解しが
たいものでも、決して無視をしてはいけないなぁとなぜ
か思うようになった。 
＊障害がある⼈と接する機会を持つことで、⾃分が”知っ
ている”と思い込んでいるのとは別の世界が広がっている
ように感じ、⾃分の住んでいる地域でガイドヘルパーの
講座を受講してたまに外出⽀援をするようになった。 
＊なんとなくいやだなと感じている⾃分がよくないよう
な気がしていたが、いやなものはほっといて楽しいもの
は楽しんでいればいいと思うようになった。 

他者へのまなざし︓観光に参加したことで他
者の⾒⽅や関わり⽅に変化はありましたか︖ 

 
 
 
 
 
 
 
 

＊障害がある、なしにかかわらず、⾃分とは違う他者に
対して寛容になった。 
＊ひとの在り様を今までより広いグラデーションの中で
考える事が出来るようになった。特に障害のある⼈たち
を⾒る解像⼒が少し上がり、その⼀⼈⼀⼈を⾒る⽅法が
分かった。 
＊相⼿に対し、なにかをしなくても、その関係は成り⽴
つのだと思えた。 
＊幅広いタイプの⼈が⾃分の意識に⼊るようになった。
素通りしていた他⼈に⽬を留めるようになった。 

⾃⼰へのまなざし・他者へのまなざしスケール︓１全く（変化が）なかった←→５⼤いに（変化が）あった  

 
◯【観光】：参加者にとって観光にみた光（事業の価値や可能性、⽴ち上がってきた何か） 
観光参加者への事後アンケートにおいて、観光体験から⾒えてきた光（価値や可能性等）を尋ねた。
以下に抜粋した意⾒から、参加者が他者へのまなざしと⾃⼰へのまなざしをさまざまに深めたこと
がわかる。 

図 6：事業参加者が観光にみた光（事業の価値や可能性等） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

⼤いにあった
１⼈
５.９％

どちらとも
いえない
５⼈
２９.４％

少しあった
１０⼈
５８.８％

ほぼなかった
０⼈
０％

全くなかった
１⼈

５.９％

N=17⼈ 

N=17⼈ 
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◯【観光】：当⽇の参加者の制作物（⼀部抜粋） 
以下の記録は、観光当⽇に参加者が振り返りの時間に制作したものの例である。「⾃由にしてくださ
い」とのスタッフの姿勢に⼾惑いながらも、いかに滞在するか、参加者⾃⾝が考え、他者と交わり、
そのなかで感じたことを⾔語化したり、スタッフ等と対話を⾏ったりする時間が確保されていた。 
記録の特徴としては、時系列で参加者⾃⾝がみたもの、体験したことを記載し、そのなかで湧き出
てきた問いや感情を紙⾯に書き加えている内容が多くみられた。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

観光（⽇帰り）ver.とある⼀⽇の 
タイムスケジュール（例） 
 
10:30 参加者が駅に集合 
10:45 アルス・ノヴァ到着・受付 
11:00 ⾃由⾏動（１時間） 
12:00 昼⾷ 
13:00 ⾃由⾏動（３時間） 
 
16:00 参加者はしばし休憩 
16:30 参加者と振り返り  
     振り返りシート記⼊ 
17:00 代表 久保⽥さんとの 
トークタイム 
18:00 ⼣⾷ 
19:00 かたりのヴぁ 
21:00 参加者帰宅 
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◯【スタ☆タン!!３】：事業の影響（参加しての感想） 
アンケート回答者の感想では、「⾃分を表す⾏為を⼤切にしようと思った」、「ハイディキャップに関
わらずマゼコゼがよかった」、「⼀⼈⼀⼈がありのままでいることの意味を感じた」が上位 3 位を占
めた。多様な他者の⾳楽や演出に触れることで、他者を受け⽌めながら、⾃⾝を⾒つめるきっかけ
となったことがわかる。 
 
 

グラフ 12︓第３回スタ☆タン!!事業参加者の感想 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、⼀例としてアンケート回答者のうち、【関⼼分野】に「福祉」や「⽣活」をあげた 4⼈の回答
を以下に抜粋する。「感想」や「今後取り組みたいこと」の内容は、さまざまな受け⽌め⽅となって
いたが、他者への関⼼が開くと同時に、⾃⼰への内省や意欲につながっている例も⼀部みられた（図
7）。 

図 7︓スタ☆タン!!3 アンケート 
A さん（初参加） 
1.⽣活・⼦ども・旅 
2.・レッツに前から興味があった 
・たまたま通りかかった 
3.改めて⾃分と向き合った 
4.遠慮しない／思い⽴つ／思い切る 
／正直になる／⼤切にする／ 
丁寧に／そして何もしない 

B さん（初参加） 
1.アート・福祉・障害 
2.レッツに前から興味があった 
2.審査員に興味があった 
2.「雑多な⾳楽」を浴びたかった 
3.ハンディキャップに関わらず 
マゼコゼよかった 
4.カラオケに⾏きたくなりました 
 

回答者事例 
1.関⼼分野（選択式） 
2.参加理由（選択式） 
3.感想（選択式） 

4.今後取り組みたいこと（⾃由） 

0.0%
0.0%
0.0%
7.1%
7.1%
7.1%

21.4%
21.4%
21.4%
21.4%

28.6%
28.6%

35.7%
42.9%
42.9%

こんなものは⾳楽ではないと感じた ０件
芸術の中にいれるべきではないと感じた ０件

もともと抱いていた⾳楽の概念がひっくり返った ０件
聴いていられない、背を向けたいと思った １件

もっと多様な⼈と交わりたいと感じた １件
その他(表現「未満」ではないと思った) １件

改めて⾃分と向き合った ３件
⾃分もありのままでいたいと思えた ３件

出演者の「表現未満、」に魅⼒を感じた ３件
何かを始めたいエネルギーが湧いてきた ３件
その⼈を表す尊い⾏為として受け⽌めた ４件
⾃分とは違う「新しい価値観」に触れた ４件

⼀⼈⼀⼈がありのままでいることの意味を感じた ５件
ハンディキャップに関わらずマゼコゼがよかった ６件

⾃分を表す⾏為を⼤切にしようと思った ６件

N=14 ⼈ 
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D さん（2 回⽬） 
1.福祉・ソーシャルインクルージョン 
2.レッツに前から興味があった／2.コンセプト 
3.その⼈を表す尊い⾏為として受け⽌めた 
3.⼀⼈⼀⼈がありのままでいることの意味を感じた 
4.いつも通り、様々雑多な⼈（存在・表れ） 
に、どう感じるか、どう受け⽌めて 
いくのか 

C さん（初参加） 
1.福祉 
2.出演者に興味があった 
3.聴いていられない、背を向けたいと

思った 
4.審査員をやってみたい 
 

 
◯【スタ☆タン!!３】：出場者と審査員 
スタ☆タン!!３の出演者の題⽬は実に多様である。それらは、鶴⾒俊輔⽒が、「⼈の⾏為や振る舞い、
⾝振り、祭りやデモ、労働のリズムや合いの⼿」と定義する『限界芸術』の要素とも重なる内容であ
る4。 
 
●出場者（計 14組） 
№01 はっぱオールスターズ（ヒップホップ）  
№02 村⽊多津男（数え歌） 
№04 ひさし（⽊⿂） 
№05 中村円（︖） ―⽋場― 
№09 THE KENTY DONUTS 
№13 とびうお（うた） 
№14 ⽊の葉パレット（iPhone打ち込み曲） 
№15 男組「静と動」不器⽤（シャイ）な男たち（オ

ペレッタ） 
№17 タムラムラ（⽀援系パンクロック） 
№18 よしさんズ（⼝頭伝承） 
№20 さとみとふきこ〜略して 25歳〜（体操） 
№23 泰⽇友好合唱団（童謡） 
№27 堤亮賀（声） 
№29 ⽵内家（うた） 
コラボレーション出場者（2 組を 1 組に合併） 
№10 ⻄村よしひろ（パーカッション童謡）＆№25 

正義の使者三浦悠也と、グレース軍団（ロックか
ら、動揺まで） 

ゲスト出場者（計 1 組） 
№06 横村雄輝（むしむし暑い⽇） 

●審査員（計 7 名）※全員、⽴候補 
 
安野太郎（現代⾳楽作曲家） 
村⽊多津男（詩⼈、⽇本将棋連盟浜松⽀部メ
ンバー） 
哲太陽（⾃⽴⽣活リングリングスタッフ） 
渡辺勇⼠（ワークショップデザイナー） 
テンギョウ・クラ（ヴァガボンド） 
佐藤啓太（スタタンプロディーサー） 
松島京太（新聞記者） 
 
 
 
「スタ☆タン!!３」開催概要 
2019年 11⽉ 3⽇（⽇）⽂化の⽇ 
13 時〜19 時（６時間） 
＠たけし⽂化センター連尺町 
⼊場無料 

 
 
 

 
4 鶴⾒俊輔「限界芸術論」ちくま学芸⽂庫（1999） 
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評価設問：②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけと
なっているか 
 
○福祉関係者（施設運営者や職員）の抱える課題、アウトカム及び波及効果 
福祉関係者へのインタビューでは、さまざまな課題に対し、レッツと交流をもつことによって認識
の捉え直しや新たな打ち⼿を⾒出す様⼦がみられた。以下インタビューから得た回答のポイントを
列記する。 
 
〈福祉関係者の抱える課題〉 
✔ スタッフにとって現場は常に評価される場 

職員は職場で常に評価され、こうあらねばならないという⽀援員の服を着ていなければならない 
✔ 制度によるサービス化 

福祉はどんどん制度化され、職員は職員としてあるべき姿が求められ、利⽤者をお客様扱いし、サー
ビス化されている。「あなた」と「私」という個⼈間の関係性が築きづらい 

✔ 名付けることで、楽にはなるが、個々⼈が⾒えなくなってしまう 
例えば、アスペルガーと名付けられると本⼈も⼀瞬は楽になるが、こういう⽀援／施設／働き⽅にす
べきと⼀律に外部者に決められてしまうとすればそれは窮屈。⽀援者も名付けることで楽にはなる
が、個⼈が⾒えなくなってしまう 

✔ 利⽤者⾃⾝も「障害者」という服（レッテル）を脱ぎ捨てられる場・関係が少ない 
⽀援が閉じている。⽇頃接している⽀援員以外の第３者的な関わりが持てる場が必要 

✔ 就労⽀援の仕事で「教育」や「指導」として⽀援者の狭い価値観に当てはめることへの違和感 
社会⽣活に適応する必要は感じるが、果たして個性を潰してしまうのはどうなのか 

✔ ある枠の中で⽣活するほうが本⼈のためという決めつけが福祉の考え⽅にある 

 
〈福祉関係者の認識の捉え直し〉 
✔ ⾃由度が増し、現場が楽しくなった 
マニュアル化されたことからの逸脱⾏為を批判する世間に挑むレッツを⽬撃し、⾃⾝や同僚のなかの
⽀援の⾃由度が増していった。「⾃閉症の⼈はこうって⽀援⽅法を決定するのでなく、もっと⾃由で創
造的で、幅広に捉えていいと思えて、仕事が楽しくなった。レッツ滞在時だけでなく、⾃⾝の現場に
レッツでの視点や体験を持ち帰ることで現場も楽しくなった」と話していた職員もいた。 

✔ ただ⼀緒にいる意味を実感 
⽀援者として上質なサービスを届けるよりも、ただ⼀緒にいること⾃体に意味がある、という個⼈的
な感覚と結びつく部分が多くあり、⾃信につながった。 

✔ 話し合いの内容が「問題」から「エピソード」に変化 
以前は、「利⽤者 Aさんのあの⾏動を変えるためにはどうすべきか」ということばかり話し合ってい
たが、今は「こんなことがあったよ」、「⾯⽩かった、ぐっときた」というエピソードや、「そもそも、
それって問題なのかな︖」、「僕らがつい、問題⾏動って呼ぶだけで、本⼈は構わないことかも︖」、
「その⼈の⽣き様だよね」など、本⼈らしさを尊重する意⾒も出てくるようになった。 
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✔ ⾃施設の利⽤者にとって、レッツのスタッフ（や利⽤者）を「友⼈」と思える関係となった 
 
✔ ⾃分⾃⾝の⽀援を、問い続けることが⼤切だと思うようになった 
 
✔ レッツや利⽤者との関わりを通じて、「⼈間って⾃由でいいんだ」と思えるようになった 

 
〈福祉関係者の新たな打ち⼿の展開〉 
✔ 新たな打ち⼿として「哲学カフェ〈実⾏編〉」を企画 

レッツの「しえんかいぎ」を参考に、⾃⾝の施設で取り組んできた「哲学カフェ」の新たな形（実⾏
編）が⽴ち上がった。これにより、障害者のレクリエーションや余暇の幅が広がった。（例えば、駅ま
で利⽤者と出かけ、⾜の向く⽅へ新幹線に乗って向かい、なんとなく下⾞した街で歩き、何気なく⼊
ったお店でご飯を⾷べるなど）。レクに決まっていない要素や偶発性を持ち込むことで、「こんなトラ
ブルがあった。でも◯◯さんの熱意はすごかった。」など体験を共有する機会が増え、⽀援員の対応⼒
の向上やスタッフ間の関係性の質を⾼めていた。 

✔ 市の補助⾦を獲得し、独⾃のワークショップを企画 
「やったことないをやってみる 2019」という試みが「平成31年度浜松市創造都市推進事業補助⾦補
助事業」として採択。専⾨・⾮専⾨の関係や⽀援―被⽀援関係にアーティストが加わり、両者を混ぜ
合い「境界」を取り払う⽅法を確⽴。「福祉現場には、無意識的にどうすべきか、ということばかりに
視点がいきがちで、曖昧かつ名付けようのないことは扱われないことも多い」という気づきに基づ
き、「曖昧さを楽しむ認識」が団体内に根付いた。 

✔ 職員⾃⼰評価表「裏⾯」を新たに作成 
職員間で共有された価値観に基づき評価表「裏⾯」の内容を独⾃に作成。（本報告書資料編に添付） 

 
○地域の関係者（市職員、⼩学校校⻑、中学⽣の⺟親、個⼈店店主）の抱える課題、アウトカム 
地域の関係者について、インタビュー結果から抱える課題及びアウトカムの整理を⾏ったところ、
福祉関係者と同様、さまざまな課題に対し、認識を捉え直したり、新たな打ち⼿を⾒出したりする
様⼦がみられた。 

表 4︓地域の関係者の抱える課題とレッツから受けた影響 
 〈地域の関係者の抱える課題〉 〈地域の関係者がレッツから受けた影響〉 

 
市
職
員 

✔ 福祉施設におけるさまざまな背景を持
った多分野からの⼈材確保が難しい状
況がある 

✔ 市内の NPOが福祉事業をはじめると福
祉事業⾊が強くなってしまい、⾃由な
活動や制度にない活動が弱まってしま
うケースがある 

✔ レッツのように⽂化事業を営み、福祉分野を越えて
多様な⼈と交わりを持つことが多分野からの⼈材確
保の打ち⼿の⼀つになると考えるようになった 

✔ レッツとの関わりを通じて、事業⺟体がどのような
⽬的や属性を持っているかを意識し、助⾔のレベル
を調整するようになった。助⾔することが適切と思
われる NPOに対しては、たとえ制度になっていな
い領域でも「これが必要」と思う活動を、応援者の
協⼒を得て取り組んでいく重要性を伝えるようにな
った 
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⼩
学
校
校
⻑ 

✔ ⼩学校という社会のなかにも「◯◯で
なければならない」という考え⽅の枠
や制限があること 

✔ 地域に開かれた学校づくりに向けて
「校外学習」を形骸化させず根付かせ
るにはどうすればいいか 

✔ レッツ利⽤者やスタッフとの関わりから、学校は問
題を起こさない場所ではなく、問題が起こったとき
にどうするかを学ぶ場でもある、という寛容さが児
童に浸透していると感じるようになった 

✔ 学校の理念である「多⽂化共⽣社会づくり」を体感
する機会としてレッツとの協働が継続している 

市
内
在
住
の
⺟
親 

✔ ⼦どもを通じて関わる学校社会が「ち
がい」に敏感で、息苦しさを感じる。
⼦ども（中学１年）が学校に馴染めて
いない 

✔ 学校が地域住⺠と対話し、協⼒関係を
築くことが必要と思うが、なかなか教
員と連携することができない 

✔ レッツと関わることで、⾃⾝も「ちがいは、いい悪
いではない。⼈は⾊んな⾯があっていい」と捉え直
せるようになった。レッツが⼦どもの居場所となっ
た 

✔ コミュニティ・スクールの総合学習としてレッツと
の関わりをさらに加えられないか企て中。学校や社
会は簡単に変わらないが、「⾝近にあること、できる
ことからすればいい」と感じるようになった 

県
内 
個
⼈
店
主 

✔ 知的障害のある⼈との関わりを持つ機
会が全くなかった 

✔ ⽇常⽣活での⼈とのつながりは限定的
である 

✔ 今では、知的障害のある⼈達と⼀緒に何かをする関
係性ができ、事業に参加したり⼿伝うこともある 

✔ レッツ主催のイベントに参加して「⾯⽩い」と思え
る⼈や他の NPO活動と出会い、⾃分の社会（⼈と
のつながり）が広がった。地域でつながった⼈とチ
ームを結成し、スタ☆タン!!３に出演することもで
きた 

 
○福祉や地域の関係者の評価 
インタビューを実施した 6名による「表現未満、プロジェクト」の評価は以下の結果となった。 
 

表 5︓表現未満、プロジェクトに対する福祉や地域の関係者の評価 
 A B C D E F 平均 
（１）地域への誇りを⾼めている（地域の魅⼒や⽂化的価値向

上に資する） 
4 5 5 5 4 4 4.5 

（２）地域における多様な⼈とつながるきっかけを⽣んでいる 4 4 5 4 5 4+ 4.3 

（３）福祉分野の現場や当事者への理解を促進している 5 5 5 4 4 4- 4.5 

（４）⾃らの⽇常や⼈⽣を豊かにしている（⾒つめ直し、捉え
直す機会として） 

5 4 5 5 5 5 4.8 

スケール︓１全く評価しない／２ほぼ評価していない／３どちらともいえない／ 

４少し評価している／５⼤いに評価している 
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4.評価結果と今後に向けた提⾔ 
4-1.評価結果 
以上、評価設問に沿って調査結果を眺めてきたが、改めて「表現未満、プロジェクトによる影響や価
値を把握し、⽂化事業を通じて市⺠サイドから社会包摂の社会づくりをすすめる打ち⼿を整理する」
という評価の⽬的について、各評価設問に照らし、結果をみながら総括していきたい。 
 
① 福祉の現場における⽂化事業について、事業参加者にもたらされている価値や変化とはなにか 
⇒他者とともに過ごすなかで、⾃⼰を⾒つめ、他者を尊重するなどの「観」が養われていた 
 
表現未満、プロジェクトでは、普段、障害のある⼈との交わりを持たない個⼈に多様な形で関わり
代（訪問した⼈がさまざまな関わり⽅ができる場）を⽤意していた。他者が⼀定時間（期間）滞在す
ることに特徴のある「観光」では、他者とともに過ごすなかで、観察・関与・対話などの⽅法を参加
者⾃⾝が考え、試し、考察する時間が、「⾃由時間」や「振り返りの時間」、「スタッフとの対話の時
間」としてプログラム化されており、それが参加者の⾃⼰や他者へのまなざしを深める要因となっ
ていた。中でも、特徴的であったのは、複数の参加者の観光体験をともに時系列にまとめていく⽅
法である（写真）。これは「しえんかいぎ」の技法を応⽤したものと⾒受けられるが、まるで⽂化⼈
類学の探検やフィールドワーク後のアウトプット⼿法のように、事実の特定（体験・⾒聞きしたこ
と）を記述し、その隣に、「その時感じ、考えたこと」を書き出した制作物が存在した。 
 
また、記述には、⾃⾝のなかで解決されていない「問い」
が改めて可視化され、それを⾃ら肯定・否定を繰り返す
内容も複数⼈の振り返りからみられた。こうした思考
する状態は、川喜⽥⼆郎⽒が創造的⾏為の出発点であ
るとした「渾沌」の状態と類似する5。渾沌の状態を切
り抜けるために意志や関⼼が発⽣する。その過程で⾃
⼰と他者の存在が「渾沌」のなかから分かれ出てくるこ
とで、⾃⼰や他者の捉え直しや多様性を尊重する「観」
のようなものが⽣まれている様⼦が伺えた。 
こうした現象は、単に場を開いただけでは起こりにく
く、障害のある⼈にはありのままでいることを保障し、訪問者には⾃由な過ごし⽅を保障すること
で、訪問者⾃らが障害のある⼈等との過ごし⽅、関わり⽅を探求し、⾃ら発⾒していく過程が必要
となる。このような外部の⼈の関わり⽅を、地域活動家で外部者として表現未満、の現場を定期的
に訪ねてきた⼩松理虔⽒は「共事」と表した6。そこにあふれていたのは「親しみ」であり、「安⼼感」
であった。他者を知らないがゆえに無⾃覚に排除するような関係ではなく、また、⽀援―⾮⽀援関
係のようなどちらか⼀⽅が優位な関係でもなく、友⼈のようなフラットな交歓的関係性がそこに⽣

 
5 川喜⽥⼆郎「創造性とは何か」祥伝社新書（2010） 
6 「ただ、そこにいる⼈たち−⼩松理虔さん 表現未満、の旅」認定 NPO 法⼈クリエイティブサポートレッツ（2020） 
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まれていた。 
 
②福祉や地域の関係者が抱える課題に対し、認識の捉え直しや打ち⼿を導くきっかけとなっていた
か 
⇒ 本来のあり⽅を問い直し、創造性を活かした実践を主体的に展開している例がみられた 
 
関係者へのインタビューから、レッツの⽂化事業に参加した後も継続的に関わることで、課題意識
が明確になるとともに、認識の捉え直しや打ち⼿が具体化されている様⼦が伺えた。その打ち⼿と
なる実践（以下表５③）の内容も創造性に富んだものがみられた。  
 

表 5︓インタビュー結果からみられた課題意識や変化、創造性を活かした実践の例 
 

 
ロ
ビ
ン
ス
さ
ん 

✔ ⼦どもが学校に馴染め
ず、学校⽣活に不安があっ
た。「彼⼥は彼⼥のままで
いいじゃないか」と思う反
⾯、「今変わっておかない
と⼀⽣この⼦は苦労するん
じゃないか」と。どちらも
幸せを願ってのことだけ
ど、どうしたらいいかわか
らなかった。 

✔ でも、レッツと関わるな
かで、「彼⼥は彼⼥のまま
でいいんだ」という気持
ちを⾃分の中に取り戻し
た。 

✔ コミュニティ・スクールの動
きが市内で始まることにな
り、「学校のあり⽅を変えてい
くチャンス」と思い、関わる
ようにした。 

✔ 昨年、その活動の⼀環でレッ
ツのメンバーを中学校に招い
た。 

✔ ⽣徒が地域を調べる「総合学
習」をよりよくするため、提
案予定。 

 
あ
す
な
ろ
作
業
所 
五
味
さ
ん 

✔ 利⽤者さんも家族も、枠
の中で⽣活されてきたと思
うんです。枠からちょっと
出ると、「出ちゃだめ」っ
て枠の中に戻される。確か
に社会⽣活に適応するって
ことは⼤切かもしれない。
でも果たしてそれがその⼈
の個性まで潰してしまった
らどうなのかな。 

✔ そうした問いに応えてく
れる実践がレッツにあっ
た。枠から出てもその⼈の
個性と捉え、徹底的に本⼈
のしたいことを伸ばしてい
く。⼀⾒それが問題⾏動に
みえることもあるけど、徹
底的に寄り添えば彼らも気
持ちが安定してきてメチャ
クチャなことにはならない
んじゃないか、という観が
⾝についた。 

✔ レッツのスタ☆タン!!等の影
響を受けて、彼ら（⾃施設の
利⽤者さん）の表現したいこ
とを発散できる舞台や⾳楽祭
を施設として開催。 

 
✔ シャイな男性利⽤者さんとと

もに、今後もスタ☆タン!!に
連続応募予定。 

① 課題意識 ② 関わりによる変化 ③ 創造性を活かした実践
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グ
ル
ー
プ
ホ
ー
ム
す
て
っ
ぷ 
⼤
橋
さ
ん 

✔ 福祉が制度化されるにつ
れ、職員はあるべき姿を求
められ、利⽤者に対しても
均⼀的なシステム化が進⾏
することに懸念があった。
「⾃閉症の⼈にはこう対応
すべき」と、決めて対応し
ないといけないという認識
が福祉業界に広がってい
た。 

✔ レッツと関わるなかで、
⽀援はもっと⾃由で創造的
で幅広くていいんだ、とい
うことに気づいた。 

 
✔ レッツの価値観が⾃分たち

の中に⼊っていくことで、
関わり⽅や捉え⽅の⾃由度
が増した。 

✔ スタッフ会議の⽬的が「問題
解決」から、「エピソード（出
来事）の共有」や「問題の新
たな捉え⽅や視点を補う」こ
とに変化した。 

✔ しえんかいぎを参考とした
「哲学カフェ」を開始。その
後、偶発性を取り⼊れたレク
企画（哲学カフェ実践編）に
発展。 

✔ 職員⾃⼰評価表の裏⾯を職員
間で共有された価値観に基づ
き独⾃に作成。（資料編に添
付） 

佐
鳴
台
⼩
学
校 
鈴
⽊
校
⻑ 

✔ どの学校の中にも、まだ
まだ「◯◯でなければならな
い枠」がある。しかし、その
枠には、はまりきれない部分
も出てきている。それらは悪
いものばかりではないので、
枠組みを緩める⾒直しができ
ないか。 

✔ レッツのスタッフと出会
って、「ありのままをまず⾒
る」ことを原点として、そこ
からスタートすることの⼤切
さに気づかされた。 
 
✔ ⼩学校の経営⽅針に、多
⽂化共⽣社会の実現に向けた
取り組みとして、レッツとの
協働事業が記載された。
（2019.3） 

✔ レッツスタッフとメンバーが
お昼休みに⼩学校に訪問し滞在す
る「ミニミニアルス・ノヴァ」と
いう企画を継続的に実施 
 
✔ 「総合学習」の時間に児童が
「たけし⽂化センター」をクラス
単位で訪問する企画を実現。 

 
③ 県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回路とは何か 
⇒ 利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合いの先に社会包摂を位置づけること 
 
レッツが 2016年に静岡県ブンプロの事業の⼀環で取りまとめた「⽂化芸術による障害のある⼈など
のソーシャル・インクルージョン推進調査報告」の書き出しにはこのような⼀節がある。 
 

「障害者の芸術活動に対する注⽬が⾼まるなか、彼らの絵画や造形、パフォーマンスを⽂化資源として
とらえるのではなく、彼らの存在そのもの、既成概念にとらわれない創造性を⽂化資源と捉えた。ま
た、その創造性を活かすことができる周りの⼈との関係性や、その関係性を成り⽴たせる環境を含め⽂
化資源とした。また、これらを⽂化プログラムとして、どのように発信できるか調査・実践・検証を⾏
った」7 

 
7 「⽂化芸術による障害のある⼈などのソーシャル・インクルージョン推進調査報告」認定 NPO 法⼈クリエイティブサ

ポートレッツ（2016） 
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表現未満、プロジェクトは、こうした調査・実践・検証のうえに⽂化資源を増幅させていく装置とし
て展開されていることが伺える。なかでも注⽬したのは、「⽂化資源」の範疇に、障害のある⼈によ
る既成概念にとらわれない創造性という点に加えて、「その創造性を活かすことができる周りの⼈と
の関係性や、その関係性を成り⽴たせる環境」を含めている点である。「創造性を活かすことができ
る周りの⼈」には、スタッフをはじめ、ともに施設に通う利⽤者メンバー、そして外部からさまざま
な理由で施設を訪れる外部者が想定される。それらの⼈が、互いの創造性を活かし合える関係性を
成り⽴たせる場としても、表現未満、プロジェクトは機能した。 
 
静岡県は、「ふじのくに⽂化振興基本計画（2018年度から 2021年度まで）において、重点施策５「地
域・社会のさまざまな課題への⽂化⼒の活⽤」を定めている。その重点施策を進める上での考え⽅
として、「社会包摂」を据えている。 
 

ふじのくに⽂化振興基本計画（2018 年度から 2021 年度まで）⼀部抜粋 
重点施策５「地域・社会のさまざまな課題への⽂化⼒の活⽤」 
◆重点施策を進める上での考え⽅ 
・県は、⽂化政策の実施を通して、寛容の精神に基づき社会のあらゆる⼈々の多様な価値観を互いに認め
合う、ソーシャル・インクルージョン（社会的包摂）の実現を⽬指します。  
・社会の幅広い分野（教育、医療・福祉、まちづくり、産業など）において、⽂化の価値や⼒は、従来の
課題・問題を解決するヒントや⽷⼝となることがあります。また、⽂化がそうした役割を果たし、存在感
を発揮することで、継続的な⽂化振興を図るうえで重要な⽂化を「⽀える」⼈や団体の活動の場を広げて
いくことにもなります。 

 
今回の調査で⾒えてきたことは、⽂化政策（⽂化事業）はいかに社会包摂の実現に寄与しているの
か、という点である。そして、社会包摂の実現に寄与している点とは、「創造性を活かし合える関係
性」をさまざまな主体間に⽣み出す装置としての役割であることがわかった。 
つまり、評価設問３「県が⽬指すインクルーシブな社会づくりを市⺠サイドから推進するための回
路とは何か」について、⼀⾔で表すとすれば、「利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合いの先
に社会包摂を位置づけること」が重要ということになる。以下はそれを図解したものである（図 8）。 

図８︓表現未満、プロジェクトを通じた社会包摂の回路 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

訪問者 
・他者と出会い 
⾃分を⾒つめる 
・他者も⾃分も 

受け⼊れる 

他者の創造性に
触れ、⾃分の中
に創造性や主体
性が⽣まれる 
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ここで改めて、この回路のポイントをあげておきたい。 
 
１つ⽬は、「他者」の存在の重要性である。通常、福祉施設への訪問者は限定的であるのに対し、団
体は障害者施設で⽂化事業を⾏うことで、多様な他者との出会いを⽣み出した。それは「知らない」
ことによる差別を防⽌するだけでなく、訪問者に他者を通じて⾃⼰を⾒つめる機会を提供すること
で、寛容な「観」を養う役割を担っていた。 
 
２つ⽬は、ありのままの存在を肯定する「場づくり」である。表現未満、は利⽤者に宿る創造性を
「⽂化」として肯定する試みである。それは同時に、訪問者⾃⾝にとっての創造性や主体性を⽣み
出す装置になっていた。 
そして最後は、その場づくりを担う「スタッフ」の振る舞いについてである。スタッフは図のよう
に、利⽤者と訪問者に接しながら、双⽅向の⾃由で多様な関わりを⽣み出していた。それは、時に⽀
援員としてであり、また時に友⼈のような⾝のこなしをすることによって、利⽤者と訪問者の関係
をフラットに接続する役割を果たした。このように、利⽤者と訪問者との創造性を介した関わり合
いの先に社会包摂を位置づけるアプローチは、⽂化事業ならではの具体的な打ち⼿となっているこ
とがわかった。 
なお、社会包摂を市⺠サイドから推進する回路の全体イメージは以下のとおりとなる（図 9）。 
 

図 9︓社会包摂を市⺠サイドから推進する回路のイメージ図 
 
 
 
 
  
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② 

③ 

④ 他の主体と出会い、 
ともに取り組む 
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4-２.評価の総括 
最後に総括として、レッツの事業を⼤澤寅雄⽒が提唱する“⽂化⽣態系“の概念になぞらえて考えて
みたい。⼤澤⽒は、「⽣態系サービス」という概念を⽂化へと適⽤した「⽂化の⽣態系サービス」を
右図のように⽰したうえで，４つの⽣態系サービスのうち、真ん中の「調整サービス」と「⽣息・⽣
育地サービス」が⾒落とされがちであると述べている8（図 10）。 
 
改めて、⾒落とされがちな２つのサービスをみ
ると、まさにレッツの「表現未満、プロジェク
ト」の各事業はこれらと合致する事業であるこ
とがわかる。「⽬的よりも現場が先にある。」こ
れは、打ち合わせ時に久保⽥瑛さんから発せら
れた⾔葉であるが、レッツの⽂化事業は、単に
娯楽や癒やしを与える価値とは別に、⼈が⽇常
を⽣きる場（福祉施設）を通じて⽣まれてくる
渾沌としたものが事業の種になる。それはすぐ
には解決できるものではなく、また解決するこ
とが必要かどうかもわからない。だからこそ他
者とともに眺め、⾔葉を交わし、問い直す。そ
して、多⾯的にその対象を捉えていく。 
こうしたアプローチは、2001 年に北海道の浦
河べてるの会ではじまったとされる「当事者研
究」にも重なるものがある。表現未満、プロジェクト
は、まだ始まったばかりであり、今後もさまざまな主
体と交わる中で変化していく事業であるが、こうした
事業の価値を育てていくためには、⻑い⽬で事業を⾒
守っていく専⾨機関の体制整備等が不可⽋である。 
 
右の図 11は、英国の⽂化政策専⾨家であるジョン・
ホールデン⽒のものである。この三⾓形は⽂化に関わ
る主体を市⺠・政府・専⾨家とし、各々の主体が⽂化
のどの価値を最も重視しているかを表している。その
中では、専⾨家たちによって構成される価値は、施政
者が求める短期的な社会的価値や市⺠が求める主観
的・直観的価値を抱合しつつ社会全体を⽂化によって
動かして⾏こうとする⻑期的スパンの「共同体的価

 
8 「アーツアカデミー2019 第 7 回レポート：「芸術と社会の関わり⽅を磨く」―社会とのつながりを捉え、「接続」を

考える―」アーツカウンシル東京（2020） https://www.artscouncil-tokyo.jp/ja/blog/41862/ 

 

2020/3/5アーツアカデミー2019 第７回レポートより 

図 10︓⽂化の「⽣態系サービス」 

出典 ジョン・ホールデン『⽂化の価値とその正当性の危
機―なぜ⽂化に市⺠からの負託が必要なのか』（John 
Holden, "Cultural Value and the Crisis of Legitimacy：Why 
culture needs a democratic mandate" ）、 2006 年 。
http://www.demos.co.uk/people/johnholden 

図 11︓⽂化の「⽣態系サービス」 
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値」あるいは「公共的価値」と位置づけられる。9 
この、「共同体的価値」は、前述の⽂化の⽣態系サービスで取り上げた 2 つのサービスに重なるもの
である。この価値は専⾨家たちによって構成される価値とされるが、専⾨家は、レッツのような市
⺠団体とともに⼿を合わせながら、⽂化を掘り起こす主体を形成していくことが期待される。 
 
4-3.今後に向けた提⾔ 
ここでは、調査結果や評価業務全体から感じられた点を３つ取り上げてみたい。 
 
（１）参加者・協⼒者の輪を広げる 
スタ☆タン!!や観光参加者へのアンケート結果では、参加者には県外の個⼈の割合が⾼かった。これ
は、「表現未満、」という独創的なコンセプトを積極的に発信し続けてきたレッツの実績の現れであ
る。まだ少数ではあるが、福祉関係者や学校関係者の参加もみられ、そうした参加者も事業の価値
を感じている様⼦が伺えた。参加者の他に、「認知している者」については、今回は、調査対象に含
めていないが、メディアへの露出や SNS での広報に加え、映像配信や報告書の制作・配布など積極
的に事業の普及に取り組んでいることからも、幅広い層へリーチしていることが⾒込まれる。 
 
また、⽂化事業の協⼒者について把握するため、表現未
満、プロジェクト広報資料や報告書、レッツHP で紹介
されていた関係者のマッピングを⾏った。左半分は「⽂
化芸術の関係者」、右半分は「福祉の関係者」であり、
「レッツ」と書かれた中央から「市内」、「県内」、「県外」
で分類した。あくまで外に発せられたデータでの整理で
はあるが、傾向として、県外の⽂化関係者（個⼈）の名
が最も多かった。また、市内においても数名の名前が上
がっている⼀⽅で、県域においては、関係者は少なかった。 
 
2019年 11⽉ 13⽇に⾏われたスタ☆タン!!３の振り返りの会において、スタッフから「レッツは孤
軍奮闘状態にある」という発⾔があったことも踏まえると、今後は、県内において共通のビジョン
を掲げる仲間をつくり、ともに事業を実施していく段階に来ているように感じられた。その点につ
いても、同振り返り会において、「運営プロセスを開き、実⾏委員会形式を導⼊する」や「協⼒者に
ハンター（スカウトマン）として表現未満、を⾒つけてきてもらう」など、今後の⽅向性について、
適切な意⾒が出されていた10。 
 

 
9 熊倉純⼦「⽂化の３つの価値と、専⾨機関の役割 ―これからの国際交流機関に期待すること」

（https://www.wochikochi.jp/special/2010/08/post.php） 

 
10 英国の医療機関では、地域活動と市⺠のニーズのマッチングを役割とする⾮専⾨職の「リンクワーカー」という職種
が活躍している。 

 



 177  

仮に、スタ☆タン!!の運営プロセスを開き、実⾏委員会形式で取り組むとすれば、以下の各運営プロ
セスにおいて現在取り組んでいる内容を、まずは開いて他者や他団体とともに実⾏していくことに
なる。今後、協同的実践について、具体的な検討が進むことを期待したい（図 12）。 
 

図 12︓スタ☆タン!!の運営プロセス（現在の取り組みの主体・分担） 
企画 → 募集 → 審査 → 開催・座談会 → 振り返り会 → 感想収集 → 関係者取材 → 総括 → 記録集発⾏ 

レのみ  レのみ レ・審  レ・審・出・来  レ・審・他    レのみ   レのみ    レのみ    レのみ 

 レ︓レッツ   審︓審査員  出︓出演者  来︓来場者  他︓その他専⾨家・関係者  

 
（２）変化を前提とした創発的な⼈材育成⼿法の開発 
 
これまでレッツの試みの多くは、助成⾦等を活⽤し、多様な領域の専⾨家とつながりながら⾼い⽔
準で実施されてきた。単に資⾦を投⼊しただけでなく、必ず濃密な振り返りの実施や報告書の執筆
を実施プロセスに位置づけ、成果や事業の価値を整理してきた。その積み重ねにより、レッツスタ
ッフは、障害のある⼈の既成概念にとらわれない創造性を活かすことができる「観」を養い、また、
創造性を活かす関係性を成り⽴たせる環境をつくる主体となっていることは、先に述べたとおりで
ある。今回、提⽰した「社会包摂を市⺠サイドから推進する回路」についても、レッツのスタッフの
ような⼈材なくしては成り⽴たない。⽂化事業を実施することで⼈材はいかに育ちうるのか、これ
は、⽂化政策のなかでも重要なテーマであり、これまでの知⾒や経験をそうした⼈材の観点から整
理し、ノウハウを伝承していく役割が期待される。 
しかしそれは、単に「マニュアルを制作する」といった類のものではない。 
 

「⼩松理虔さんがレッツに滞在して⼩松さん独⾃の⽬線から紐解いていく伝え⽅は⾯⽩かった。レッツ
はこれまでコンテンツを⾃分たちでつくってきたけど、今後は「素材」に徹したらいいのかもしれな
い、といった新たな道も⾒えてきた。」 

 
これは、2019 年 12 ⽉の電話での打ち合わせ時にレッツ代表の久保⽥さんが発していた⾔葉だが、
このようにレッツが「素材」に徹することで、外部の⼀⼈ひとりとともに学び合っていくアプロー
チなども発展の余地が⼤いにあると感じられる。単細胞のアメーバは、仮⾜により移動する原⽣⽣
物だが、その語源はギリシャ語で「変化」を意味する αμοιβη（amoibē） に由来する。レッ
ツも、レッツに関わる外部の個⼈も、ともに学び、アメーバのように変化することを前提とした創
発的な⼈材育成⼿法の開発を期待する。 
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（３）重度の知的障害当事者本⼈にとっての意味の測定 
 
社会包摂をテーマとした評価では、「事業を実施したことで当事者のエンパワーにどの程度つながっ
ていたか」という観点も測定対象とすることがある11。本件では、この点は評価の枠組みに位置づけ
なかった。 
 
重度の障害があり、本⼈の意思を周りが確認することが困難な場合に、どのような⽅法でそれを測
定し、判断に活かすのか。他者による⼀⽅的な決めつけではない判断の保障のためにも、測定⼿段
の開発が必要であると感じた。それは、「更新を前提とした指標」や「個々に異なる⼿段となるかも
しれない。 
 
福祉が「本⼈を幸せに近づけていく技術」であるとすれば、⽂化は「本⼈の幸せとは何かを問い続け
る技術」である。その⼈がその⼈らしく⽣きていくための⽀援には、そのいずれもが必要である。し
かし、福祉の世界では、戦後制度化が進み、そうした⽂化のもつ技術が⼀部の⽀援現場では失われ
つつある。それは、その⼈の幸せとはなにか、という問いが発せられず、個⼈が、ある集団の⼀⼈と
して扱われたり、⽀え⼿の⼀⽅的な価値観を投影した歪んだ⽀援の形を引き起こす事態につながり
かねないことを意味する。 
 
「本⼈の幸せは親ですらわからない。親⼀⼈で決めるより、気の合う仲間が話し合って決めたほう
がよいのではないか。」 レッツ代表の久保⽥さんの⾔葉である。障害当事者本⼈にとっての意味、
この点については、既に取り組みを開始している“障害のある⼈と⼀般の⼈がともに暮らす実験”や
「たけしと⽣活研究会」等の場での模索を期待したい。その模索の対象には、「障害当事者の親」も
含まれる。親が持つ記憶を他者とともに引き継ぎ、いくつものまなざしによって眺め合うこともま
た、その⼈の幸せとは何かを問い続ける⽂化芸術の重要な役割であるといえる。 
 
 
 
 
■評価者と本評価の問い合わせ先 
⼀般財団法⼈ＣＳＯネットワーク 
担当：渡真利紘⼀、島⽥拓都 
tekuteku84@yahoo.co.jp 
 
 
 

 
11 「評価からみる “社会包摂×⽂化芸術” ハンドブック」九州⼤学⼤学院芸術⼯学研究院 ソーシャルアートラボ事務
局（2020）（http://www.sal.design.kyushu-u.ac.jp/publications.html#handbook2019）」 

 

あなたを通して、私をみる 

あなたを通して、社会をみる 
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資料編：インタビュー記録集ほか 
※所属は 2020 年 1 ⽉現在 
※今次評価では扱いきれなかった重要な点には下線を引いている（評価者による） 
 
その１ 浜松市障害保健福祉課 深⾕さんの話 
 
きっかけ 
レッツを知ったのは平成２０年頃、「たけし⽂化センター」の取り組みを旧⽂
泉堂書店跡地で始めたときに、お客さんとして⾒に⾏ったのが最初です。当時
のスタッフの⼀⼈の鈴⽊⼀朗太さんとコーヒーを飲みながら話したのですが、
照明が暗めであることを話題にしたときに、「ちょっと薄暗い⽅がいい。明るすぎると⾒えなくてい
いものまで⾒えちゃうんで。」と⾔って写真を撮っていたことが、印象的でした。 
 
ただそこに居るだけの仕事 
現在の部署に異動してきたのは平成 24年度。それから 4年間就労⽀援の担当をして、平成 28年度
から事業所の指定や施設整備を担当しました。就労担当の時も、レッツ代表の久保⽥さんは、「ただ
そこに居るだけで仕事になる」という新しい仕事の形がある、っていうお話を熱⼼にされていて、
それもあって、「どういうところに付加価値を⾒いだし、理解してもらっていくのかが⼤事だなぁ」
と思っていました。僕も就労⽀援を担当していたから、障害がある⼈が今よりもっとお⾦を稼ぐ⽅
法ってどういう⽅法があるかな、とよく考えていました。例えば、⾼度な技術や難しい特殊な作業
だと⼀部の⼈しかできないですからね。そういう中で、就労⽀援担当の 4 年間は、障害のある⼈の
強みになるもの、変な⾔い⽅ですが、持っているものでどうやって楽をしてお⾦を儲けることがで
きるか、ということをよく漠然と考えていました。 
 
物から⼈の魅⼒へ 
ほかにも、当事者の社会参加関係の担当職員と、啓発事業でレッツと関わることがありました。そ
のときに作成したのが、『ほとんど知らなかったグッズと⼈に出会える本』という本です。はじめか
らレッツに委託したわけでなく、企画競争でいくつかの事業者が提案した中から、レッツの提案に
対する評価が最もユニークだということで選ばれました。この本の⾯⽩いところは、物から⼈へ視
点がシフトしていくところです。⼀⾒、雑貨本のように「物」の紹介をしているので⼿に取りやす
い。そこから、お店などの「場所」に変わって、終盤は、その「場所」にいる「⼈」を紹介していく
んです。商品をとっかかりにして、その背景にこういう魅⼒的な⼈がいるっていう⾒せ⽅です。 
読み進めていくと、⾃然に障害に関する⼈たちに⽬が向いていく。障害というキーワードでなく、
⼈としての魅⼒に⽬を向ける姿勢が僕も気に⼊っています。現在も浜松市のホームページにデータ
を掲載していますので良かったらご覧ください。 
（https://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/syoghuku/welfare/obstacle/syogai_siori/sassihonn.
html） 
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適正な事業運営、加算に関する助⾔ 
レッツは、⽣活介護や就労継続⽀援 B 型、放課後等デイサービスなど、福祉制度上の障害福祉サー
ビスをしていますが、その管理する担当になったのが平成 28年度からです。浜松市では各事業所が
適正な事業運営ができるように、2 年に 1 回の頻度で全ての事業所を回って、実地指導を⾏ってい
ます。その中で、事業所の状況を聞き取っていますが、基準の断⽚的な理解から備えるべき記録が
煩雑になっていたり、加算要件を間違えている事業者に出会うこともあります。なぜその記録や書
類が必要なのかや、報酬が加算されるのは、通常の⽀援にプラスアルファの⽀援が提供されている
ことを評価しているからなど、その本質を理解しきれていないことがほとんどです。そういう時は、
「この基準はこういうことを求めているんですよ。」とか、「こうすれば、こういう加算だってとれ
たはずですよ。」と、間違った解釈で運営している点について正しい解釈を説明します。それが利⽤
者へ質の⾼い⽀援を提供することに繋がるからです。レッツともそういうやり取りをしてきました。 
 
関わり続ける理由 
障害福祉に関係する法⼈は、障害に関わる⼈の⾃⼰実現や、みんなが幸せになれることを⽬的に活
動していて、お⾦儲けでやっているわけではないですよね。レッツに対してもそういう思いがある
こと感じています。 
また、久保⽥さん⾃⾝が、壮さんの幸せも⼤事だけれど、親としての⾃分たちの幸せや、そういった
同じ境遇にある家族の幸せな未来を視野に⼊れて活動をしている。その前向きな思いに、僕も共感
するところがあって、応援したいという気持ちが続いているのだと思います。 
 
レッツらしさ 
過去（平成 28 年）には、「レッツのスタイルをより良い運営につなげるにはどうしたらいいか」と
いう点でお話をしたことがあります。それが今の「しえんかいぎ」につながっていったと、後にスタ
ッフの⽅からお聞きしました。 
当時、実地指導の際にレッツの個別⽀援会議の記録を⾒せてもらったのですが、「全然レッツらしさ
がない」と感じ、それを伝えたんです。とにかく、形式ばったものになっちゃっていました。あらか
じめ備えられている様式に、項⽬を埋めるための差し障りない⾔葉が並んでいるような、「その⼈」
が⾒えてこない記録でした。レッツのスタッフも、福祉事業をする上でそういう「書類」がなければ
いけない。だから「書類」を作ったといった感じで、なぜその書類を作る作業が必要なのか、その本
質の部分に本⼈の幸せという⽬的が込められていることが理解しきれていなかったのです。制度も
レッツも⽬的は同じ⽅向のはずなのに、材料であるはずのツールに振り回されて、⽀援内容の⾒え
る化という点ではレッツの良さが発揮できていませんでした。 
でも、レッツには強烈な個性があって、関わるその⼈のことを知ろうと思いを深めていくし、福祉
をやってきた⼈だと、「ここまでやっていいかな」と躊躇するようなことまで、（利⽤者本⼈が望ん
でいる場合は）踏み込んでいくところがありますよね。 
個別⽀援として、ほんとにその⼈のニーズへの対応が個別過ぎじゃないか、と思えるようなことが
時々起きますが、⽀援者としては、⼀般的には⼀緒にやらないかもしれないこと、例えば、「物を壊
してみよう」というようなことを、「本⼈はやりたいのではないか」と捉えて実⾏する。その事象だ
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けで判断するんじゃなくて、その事象の先にある本⼈の思いに⽬を向けるような。表現未満、もそ
うですよね。「そこに、その⼈の熱意がある。じゃあ、それを⼤事にしよう」、「それを認めて、⼀緒
にやっていく先に何があるのかな」というのに⽬を向けて価値を⾒出していく試みなのだと思って
います。それだけその⼈に向き合っているのに、それが伝わってこないなんてもったいないと思っ
たんです。それで「レッツが感じている本⼈がやりたいことっていうのはこういうものなんだ」と
いうものを⼤事にして、そこへ制度として必要なもの、やらなければならないものを取り⼊れて⽀
援を組み⽴てればいいと話しました。フォーマットは、あくまでも⽬的を標準的に整理しやすくす
るためのツールですから、使いにくいなら改良して、⾜りないものがあれば付け⾜していき、必要
な部分を必要なところに落とし込めばいいんです。その後、かなりの試⾏錯誤を繰り返したようで、
今はもう凄い！イラストがいろいろ⼊ったり、まさに、「しえんかいぎ」の報告書に出ているような
形に。全然ちがうじゃないですか、⽀援者はもちろん、障害のある⼈やご家族にもちゃんと伝えた
いことが伝わるというか、こっちの⽅が「レッツらしい」と思っています。 
 
専⾨性を背負う 
僕が⾔うのも変な感じですけれど、市の担当者って基準を拠り所に「あっている、あってない」のチ
ェックをします。事務職員なので、原則的な判断が主で、それ以上にはあまり踏み込まないという
のがあると思うんです。当然ながら、そのベースとしての知識や経験も、福祉をやってきた⼈ばか
りではないですから。その業務担当として可もなく不可もなくとなりがちだったと思うんです。で
も、そういう状況に問題意識を持っていた上席者がいたものですから、⾏政事務としての制度管理
に専⾨職の専⾨性の視点も加えたより良い制度運営を⽬指しました。僕がこの業務を担当すること
になった時、そう⾔われました。⾏政に携わるソーシャルワーカーとして、その「専⾨性」の視点を
持って事業者の「専⾨性」の部分をいかに引き出すか、それに基づくコメント、助⾔がどうできる
か、ということが専⾨職である⾃分の使命だと今も思っているので、「レッツらしくない」という話
ができたんだと思います。でなければ、型にはまった様式を⾒て、「必要事項は記⼊されていますね」
で流れてしまった話だったと思うので。 
 
レッツならではの特徴 「固定観念を抜け出す」 
まず、レッツはストレートな福祉事業とは別の事業をしていますね。福祉事業以外の催しがすごく
多い。「スタ☆タン!!」もそうですし。⽂化事業は、福祉だけのものじゃないから、福祉分野でない、
⾊んな分野の⼈が関わりますよね。それって、他の分野に福祉を発信する役割にもなっているのか
なぁ、と思っています。それに他からも⾊んな意⾒が⼊ってくる。だから、固定観念の中の福祉とい
うのではなく、もっと福祉とは違う分野の⽬からすると、「こういう当たり前がある」、といった部
分を取り⼊れた事業運営になっている、というのは、他にはないレッツの強みであり、他の福祉団
体の運営との違いなんだろうな、という気はしますね。 
 
福祉の専⾨職はいない 
レッツの職員に、もともと福祉をベースとした専⾨職であった⼈はいないと聞いています。福祉の
専⾨職だからではなくて、みんなアーティストなど別の分野にベースがあるけど、レッツのこうい
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う試みに賛同して協働している⼈たち。そういう、基本的な熱意がある⼈たちがやっているから、
というのも違いがあるし、楽しいんだろうな、という気はしますね。福祉施設にいる⼈でも、何とな
く福祉を職業として選んで⽣活のために働いている⼈だとか、ビジネスで何かやっている⼈だと、
お⾦にならないことは、あんまりやりたくないと思いますし、必要以上のことをやろうとか、発展
させよう、まではいかないと思うんです。レッツのスタッフは、今やっていることに⾯⽩さを⾒出
して、もっとこうしたら⾯⽩い、もっとこうしたら楽しいんじゃないかっていう、障害がある⼈も
ない⼈も関係なく、「楽しい」っていうところを軸に、みんなで⼀緒に事業を⾏っている、という感
覚がありますね。⼀⾒、奇抜に⾒える部分もありますが、ちゃんと理由や思いが込められていて、⼀
⼈⼀⼈を⼈として尊重していることがわかります。そこには全く悪意はないと感じています。もち
ろん、逸脱しすぎないとか、ルールは守ってもらうようには伝え続けていかないといけないとも思
っていますが。 
 
福祉業界全体の課題とレッツ 
運営の仕⽅（姿勢）は、⼀般的な施設だと、福祉という業界の中での当たり前が浸透していて、こん
なことしたら、こんな危ないことがあるかもしれん、っていう、ネガティブな可能性を先回りで排
除しようっていう思考が強くなりがちです。確かに、その利⽤者さんを⼤事にしているとは思うん
です。けれど、⼤事にし過ぎてしまうというか。経験する機会を取り払ってしまうが故に、「何の浮
き沈みもない⽣活」になってはいないだろうかと。それがその⼈の⼈⽣にとって、本当にいいこと
なのかどうかという疑問にも通じていきます。安⼼安全が当然で、⾏政の⽴場からすると危険を排
除するのは良いことで、もちろん事故はあってはいけないんですけど。 
 
80 点なら無しにしてしまえという社会の圧⼒ 
近頃の社会は、ちょっと極端な感じがします。「80点なら無しにしてしまえ」みたいな圧⼒で、100
点でなきゃダメみたいな感じになりがち。でも、その 20点⾜りない部分を責める世の中で、責めら
れるんだったらやらない⽅がいい、って判断になってしまうのもわかるんです。守りに⼊ってしま
う気持ちも。 
 
「楽しいこと」に視点を置く 
⼀⽅で、レッツは、「楽しいこと」に視点を置いているような気がするんです。危ないかもしれない、
っていうのはあるかもしれないけれども、その⽅が本⼈が楽しいよねっていうところで、踏み切っ
ちゃうと思うんですよね。攻めてるというか。 
もちろん、最低限の危機管理はしているし、試⾏錯誤を繰り返しているのですけど。 
⼈の部分でいえば、今はもう福祉だけでなく、全業界的に⼈がいない⼈材難ですよね。その中で、本
当にストレートに「福祉事業所の職員」っていう⾒え⽅だと福祉職希望の⼈しか集まらないですけ
ど、レッツみたいな福祉っていう観点だったり、アートや⽂化っていう観点だったり、多⾯的な⾒
え⽅をする法⼈だと、その分多くの⼈の⽬に留まるのかもしれません。また、個性的な取り組みを
しているからこそ、「そこで⼀緒にやりたい」という⼈は、はじめからモチベーションが⾼い⼈の可
能性も⾼くてそれが、レッツの強みになっていて、そういうところは、確保した⼈材の熱意に違い
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が現れることもあるのかなと思います。 
 
表現未満、の前と後 
「表現未満、の前後で、レッツ⾃体が変わっているか」という点について⾔えば、レッツ本体は、あ
まり変わっているっていう感じはないと思いますね。その時、その時、これが必要じゃないか、これ
をやったら楽しいんじゃないかという、その素直な発想を活動の種にしているから。だから、細か
い点でいうと、5年前、10年前で、レッツの主張した部分に、「こういうのがあった⽅がいいんじゃ
ないか」っていうものが⾜されて、多少変わっていっている部分があるかもしれないけれど、それ
はレッツの動きの中で、達成されてきたことでもあるし、もっと掘り下げていったら、こっちの⽅
が⼤事なんじゃないかっていう⾵に優先順位が変わっていった、っていう部分もあるのかもしれな
い。でも変わっているようで根底の部分は⼀緒。そういうことで、レッツ⾃体は、軸の部分は変わっ
ていないと思いますね。「表現未満」を始めて、続けてきたことによって、⼀番変わったのはやっぱ
り、協⼒者が増えているっていうことだと思いますね。 
 
協⼒者の広がり 
協⼒者の広がりが感じられるのは、それこそ⽂化関係であったり、レッツの知名度も当初は、まだ
その狭い範疇で、浜松や広くても静岡県くらいの範囲だったと思うんです。でも、だんだんそれが
波及していって、全国のいろんな所に呼ばれたり、いろんな⼈を呼んでいます。全国各地の関りを
持った⼈たちも、レッツのやっていることを⾯⽩いと思って協⼒してくれるから広がっているんで
すよね。けれど、正直、僕、知らない⼈ばっかりです。 
 
⾃分のアンテナも⾼く 
でも、だからこそ、別の機会に、レッツを訪れていた⼈の名前を⾒ると、「前にレッツのイベントに
来ていた⼈だ」と初めてちゃんと認識する。レッツを通じてでなかったら、全然、知り得なかった⼈
は沢⼭います。 
レッツで⽬にしていた⼈だったから、その⼈の分野での活動や訴えているような部分を、その後も
意識しますので、⾃分⾃⾝のアンテナも⾼くなった気がします。それこそ、レッツの⼈たちが⾊ん
な所へ⾏って、活動の種を撒いているとも感じます。 
 
福祉事業⾊が強くなってしまうことを憂う 
レッツのような団体は、「⾃分たちらしさ」に⾏き着きやすいと思うんですが、僕が憂いているのは、
NPOで福祉事業を始めると、福祉事業⾊が強くなってしまうことです。社会福祉法⼈がやっている
福祉事業と、NPO がやっている福祉事業が、事業内容でいうと提供されるサービスは変わらない。
当然、変わっちゃいけない部分もあるから、当たり前なんですけれど、そうなると、なぜこの団体は
NPOなのだろう、っていう気もしてしまう。今の制度になくて、営利活動でもなくて、⽬的を達成
するためにもっと⾃由な活動をするために NPOが設⽴されたはずなのに、社会福祉法⼈でもできる
ことをやっているって、それこそ、「らしさ」が無くなってしまうように感じるんです。 
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制度にない活動を呼びかける 
なので、僕はそうした NPOに「福祉制度にない活動を！」と、伝えています。法⼈の⽅々が必要だ
と思う、こういうのが⼤事、というのを聞き取って、改めて投げかけるんです。それをどうしたら形
に出来るのか、未だ無いものを作るから、NPO活動なんじゃないかな？と。もともと、設⽴したと
きはそういう思いがあったはずなので。だから、制度をやろうとするんじゃなくて、制度にないこ
とをやりましょうよ、と、そうした「これが⼤事」って熱い思いを話してくれるところには、期待を
込めて⾔っています。 
 
応援者とともに 
そういう、今までにないものをやろうとすると、⾒てくれている⼈もいて、応援してくれる⼈もい
るから。「これだけイイコトをするんだ！」っていうのをアピールして、それに賛同してくれる⼈か
ら協⼒を募ればいいと思っています。今はクラウドファンディングとか SNSなどで⽀援を求めて発
信する⼿段はたくさんあるので。よく「市が補助⾦を」と、⾏政の⽀援を求められたりしますが、す
ごくハードルが⾼くなるんですよね。⾏政も財源が潤沢なわけじゃないですし。 
 
NPOとのこれまでの関わり 
僕は前職、精神科病院に勤務していて、その関係で精神障害に関する普及啓発をしている NPOの活
動に協⼒していました。当時、プライベートな時間を費やしての活動は⼤変なこともたくさんあり
ましたが、同じ志を持った仲間と積み重ねた時間はとても充実していて、ひとつひとつ形にしてい
った経験は忘れ難い思い出になりました。ですので、NPOの⽅々の活動に当時の⾃分たちのような
思いを⾒るようで、他の⼈よりも期待が⼤きいのかもしれませんね。 
 
それにしても、しゃべりだすと、⾔いたいことはいっぱいありますね。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉２３⽇午前＠浜松市役所） 
 
 

その２ ロビンスさんの話  
 

きっかけ 
2011年頃、⼦どもといろんなことをしたいと思っていて、いろいろな場所へ
連れて歩いているなかでレッツが「アルス・ノヴァ強化⽉間」をやっている
ことを知って、来てみたのが最初の出会いでした。福祉事業所がなぜ強化⽉
間をやるのかと。利⽤者さんの特徴をドラクエのカードみたいに紹介が書い
てあり、そこにスタッフも混ざっていて、「何だここは、⾯⽩そうだな」と思いました。 
 
福祉について 
それまで福祉に全く興味はありませんでした。施設は⾏ってはいけない場所のような気がしていた
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のです。誰かにそうやって⾔われたのかわかりませんが、⾒ちゃいけない、触れてはいけない⼈た
ちという意識がずっとありました。レッツに通う間に「そうではなかった」と捉え直しました。今で
は⼦どもに「どうしてあの⼈は⾞椅⼦に乗っているの？」と街で聞かれたら、「私に聞いてもわから
ないからご本⼈に聞いてきたら」と⾔えます。それでいいと思っています。 
 
レッツとの関わり 
いま、上の⼦が中学１年⽣で、学校に馴染めない⼦で、学校⽣活を通してこれでいいのか、と思わさ
れています。彼⼥は彼⼥のままでいいじゃないか、と思う反⾯、今変わっておかないと⼀⽣この⼦
は苦労するんじゃないかと不安もあって、どちらも幸せを願ってのことだけど、どっちがいいかわ
からなくて。でもレッツに来れば振り戻せるんです。「彼⼥は彼⼥のままでいい」って思えるんです。 
周りで⼦どものことで悩んでいる友⼈にもレッツを勧めていて、もちろん、解決はしないんだけど、
なんか「まぁいっか」って思ったり、「⼤したことではなかったな」、と思えたりしているようです。 
うちの⼦、⼩さい頃からレッツに連れてきていて、すごい⾃分勝⼿なんですけど、なんか優しいと
ころは優しくて。教室にポツンとしている⼦がいたりすると気付くんです。⾃分より浮いている⼦
の席が決まらないときも「別に隣でいいよ」と⾔えたりとか。気にしない。別に優しくしようとして
いるとかっていう訳ではないのだろうけれど、みんなが嫌がっていることが彼⼥にとって嫌じゃな
いってことが多いようです。 
 
表現未満、プロジェクトに関わり感じていること 
⽯をカラカラする⾏為を楽しむとか、普通に⽣活していたらそんなこと考えも及ばないし、やろう
とも思わなかったです。そうしたことに出会えたのはラッキーでした。私は学校でできないことを
なるべく家でしたい！と思っていて“くだらんピック”というのをやったんですよ。その話をしたら、
レッツのスタッフから「表現未満、でくだらんピックやりませんか。」と、お誘いがあって、やった
んですね。体積を同じにした粘⼟に⽖楊枝をどれだけ刺せるか競ったり。⼩学校１〜４年⽣まで連
れてきて、レッツの利⽤者さんと⼀緒にやったんですけど、うちわでティッシュを滞空させる企画
は⾯⽩かった。企画への熱量がすごいんですよ、利⽤者の⽅たちが。明らかにできてないのに、うぉ
ーーって盛り上がっていて、⼩学⽣が引いてて（笑）。その構図が⾯⽩かった。⼩学⽣の彼らを圧倒
させる⼈たち。ああいう⼦どもたちを⾒ることってなかなかない。⼤⼈は普段は⽬線が⾼いんです
ね、⼦どもたちに対して。知的障害のある⼈たちと街で出会わないから未知との遭遇の連続だった
と思います。 
 
ロビンスさんのレッツとの関わりを通じた変化 
若い頃は⼈と違う考えを持っていても全然苦にならなかったんですけど、⼦どもを育てるようにな
って、学校社会では⼈と違うことを考えるのは苦しい。⾃分がおかしいのかな、こんな⺟に育てら
れたら⼦どもたちは不幸じゃないかな、と考えてしまう。そうしたときレッツにくるとそんなこと
ないな、って思えました。 
 
地域の中での役割と打ち⼿ 
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浜松でコミュニティ・スクールが始まることになって、学校の在り⽅を変えていくチャンスだと思
って関わることにしたのですが、なかなかうまくいかない。教員のなかには保護者の⾔うことは⾯
倒という認識があったり、関係性も学校側がやってほしいことを⼀⽅的に地域に求める感じでした。
そうすると地域も疲弊しちゃうんですね。「これをやってほしいという話があったけど得意な⼈がい
ないから、別のことだったらできるよ。」みたいな双⽅向の対話が必要だと感じていました。そこで
昨年、コミュニティ・スクールの活動の⼀環として、私の企画でレッツメンバーに中学校に来ても
らったんですよ。 
どんなことをしたかというと、久保⽥さんとレッツメンバー10名ほどを学校に呼んだんです。久保
⽥さんが中学⽣に「みんな笑っていいからね、触ってもいいし、何を聞いてもいいよ。障害のある⼈
達になにかしてあげたいって思わなくていいから、話したいと思えば話せばいいし、汚いと思えば
汚いからやめてって⾔っていいよ。」という話や、「この⼈達はルールに縛られていない幸せな⼈達
なんだよ」というようなことを伝えていたそうです。⼦どもたちの反応をみると、「私も縛られるの、
やめよう」って書かれていたりと、とてもよい機会になったと思いました。表現未満、の観点と結び
つけるとすれば、「それぞれが⼤事にしていること、そこに向かう情熱はすごい。その点は尊敬でき
るんじゃないか。」というメッセージが根底にはあったと思う。だから、無駄だと⾔われることをや
っている⼈たちで、でも存在しているし幸せだし。私の夢は世界平和なんですけど、この総合学習
の企画は世界平和の⼀環だなと思えました。⼦どもたちにとって、レッツのような存在との出会い
は⼤きな意味があると思います。レッツのときも⺟親たちが喜んでたし。 
 
ハブになる⼈が必要 
「レッツは地域のつながりを作っているか」という点は、トライをしていると思うんですけど、な
んせとんがっているんで届く⼈にしか届かないというのがあると思います。 
例えば、私のようにレッツに居⼼地や拠り所を感じている⼈がワンクッション⼊って、「いいから⾏
こうよ」という形できっかけをつくるといいのかもしれません。来たことのない⼈は、やっぱり⽬
的をはっきりさせたがるんですよね。ここは◯◯をするところとか。でも、レッツは「別に何もしな
くていいんだよ」とはっきりという。するとわからないから、より得体のしれない場所になり、余計
に怖がられてしまう。そこで「じゃあ、私がいるから⾏こう。⾏けば分かるさ。」と誘う。つまり、
ハブとなる⼈が必要なんだと思います。 
 
来て触れて考える 
「福祉業界の⼈に理解を促進しているか」この点、すごく頑張っていると思うんですけれど、レッ
ツはそもそもその福祉業界で⼤事にしていることを覆すことをやってるんじゃないですか。例えば、
福祉業界では、⽣活できるように特訓みたいなことをする。レッツのやり⽅はそういうのとはちょ
っと違いますよね。福祉業界で、もやもやしている⼈たちがレッツを訪れているようなので理解促
進については頑張っているとは思いますが、地道にやっていく部分かなと。発信の仕⽅がわかりや
すくはない。でもやっぱり、来て触れて考えるっていうことを⼤事にポリシーとしてやっていると
思うので、それでいいと思います。 
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今後に向けて 
この春に⼦どもたちが地域に出かけて現場を訪ねる企画をしたのですが、先⽣がアポを取っちゃう
んですよ。すると先⽣も負担なので沢⼭の場所へアポは取れない。「あなたとあなたはテーマ⼀緒だ
から市役所へ⾏ってね」となる。そこに私が⼊れば、もっと⾯⽩い場所に連れていけるし、⼦どもた
ちだって、本当は⾃分でアポを取って、「うわ、こんなところきちゃった」って場所でもいいし、怒
られちゃってもいい。そうした経験が⼤事なんじゃないかと思っています。地域の⺟親側は協⼒す
るよと伝えていても、学校の先⽣は⼼配なんですよね。だから⼦どもを放つことができない。責任
問題にもなる可能性があるから。でも来年度こそやろうと今⾔っておかないと動けなくなるから、
近々⾔いに⾏こうかな。課題を抱えている場所を訪問するのもいい。これからの⼦どもたちは課題
をどう発⾒して解決していくかってことが⼤事になってくると思うので。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉３１⽇午前＠たけ⽂） 
 

 
その３ すずやカメラさんの話 
 
きっかけ 
2008年頃、袋井市内にある「どまん中センター」って名前がついた個⼈所
有の建物で⾏われたナデガタ・インスタント・パーテイーっていうグルー
プのアートイベントに⾏ったんです。ナデガタ・インスタント・パーテイ
ーは、⼈と⼈を結びつけて関係を作るとか、アートとして触媒みたいな役
割をしてみるんですね。その時そこにレッツスタッフが来ていて、そこで
僕は初めて知ったんじゃないかな、浜松でレッツがアルス・ノヴァって場所をやっていること。知
り合った後も「今度は何々をやるよ。」って誘ってくれて、⾯⽩そうって思って⾏ってみたりした。
当時はまだ拠点が⼊野にあった。イベントに⾏きながら、徐々にレッツが何をやっていて、どんな
⼈がいて、ということを知っていった。福祉事業というよりはアートイベントの事業を通じてつな
がったんですね。 
 
⾃分の⽣活範囲では繋がれない⼈との出会い 
それで浜松⽅⾯にも知り合いができて、浜松が僕にとっての遊び場になっていく。ちょうど SNSも
流⾏りはじめたころで、知り合いを作りやすかった。僕はみんなでワンチームを作って、という雰
囲気は苦⼿で、でも⾃分の⽣活範囲だけでは繋がれないような 100⼈に 1⼈いるみたいな⼈と出会
える感じがあった。だからレッツについても、まずアート＋福祉分野でもあるって感覚で。あの頃
は、知的障害のある⽅々のアートも施設の⼤多数が実践している時期ではなかったので、レッツが
やっていることが⾯⽩くて惹きつけられて。ちょうどハマったんだよね。 
 
レッツとの関わり 
レッツの⽅たちは僕が写真屋であることは知ってくれていると思います。ただ別にそれはレッツで
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写真の仕事をしているわけでは全然なくて、なにか⼀緒に関わってやることになったときに「じゃ
あ僕、記録係をしましょうか。写真撮りますし。」という感じで関わる。あとは福祉に興味がないわ
けでもなくて。でも、レッツのイベントに⾏く理由は、理念とか使命感とかでは全くなくて、やって
いることが⾯⽩そうだからいく。福祉は後付っぽい。それと、⾯⽩そうなことやってると思って出
かけたら、おまけに⾃分燃やさせてもらえるっていうのも楽しくてね。 
 
施設を開くこと 
最近、拠点の⽞関でやってるライブによく⾏くんですよ。利⽤者がアーティストとして演奏する。
それが⾯⽩くて。そうすると利⽤者さんたちと知り合ってお互いが顔を覚えて「こんにちは！」と
挨拶してくれる。知っている⼈がいるので⾏こう！って感じですね。もう最近は何もイベントやっ
ていなくても⾏ける場所になった。レッツは開くってことをとにかく使命のようにやっておられる
ので。なかなか⼀般的な福祉施設、例えば⽼⼈ホームに「ちょっと遊びに来ましたー！」っていって
関われないもんね。慰問として歌を唄いに、とかいう受け⼊れならあるけれど。ただ、開くってそこ
へ⾏きたい⼈がいて、開いてくれているところがあるっていう両⽅の補完関係にある。施設も本来
はそういう形になっていることが当たり前であってほしいですけどね。 
 
意識のパラダイムが変わっていく仕掛けを期待 
浜松にサルーテの会っていう団体があって、⽇本の精神科医療の現状を柔らかく考えようという活
動をしてる。その根っこはイタリアの劇団。イタリアには精神科病棟ってもうないんですよ。精神
科の患者はいるけれど地域が受け⼊れている。⽇本はそういう⾯では後発で福祉の中の閉鎖性をど
うブレイクしていくか。治療の効率だけでは限界で、今の認識を変えていくって⾔う時に「アート」
だとか、受け⼊れる⼈々のなかの「⽂化」を揺さぶっていく作業が絶対に必要ですよね。僕がレッツ
や⽂プロに求めているものはエンターテイメントの提供ではなくて、そこら辺の⼈々の意識のパラ
ダイムがちょっと変わっていく仕掛けになることを期待している。そういうものは、⼤きな塊から
変えることは難しくて、福祉もアートもはじめから⼈に受け⼊れられるものではなく、だんだん受
け⼊れられていく感じ。その点、アートと福祉は割と同じ⽬標を持っていると思う。 
少数から始めて、ひいては全体の意識のパラダイムを変換していくやり⽅が共通しているかもしれ
ない。 
 
スタ☆タン!!に参加して 
vは、他⼈にとって⾯⽩いかどうかは別として、「どうだい、⾯⽩いかい？」って⾃分たちが⾔う側
になれる。⾒ている側にもやっている側にも⽴てるってところも良いと思うんだよね。⽂化って⼈
の意識や常識が変えていく、⼈づくりや⼈の変⾰ということだとするならば、レッツがやっている
多様なイベントという作業は、福祉事業所としてのレッツがやっていることにやっぱり価値がある
と思う。 
 
レッツと関わって影響を受けたこと 
関わったことによって、広げてもらった世界は結構あって。例えば知的障害のある⼈達とのふれあ



 189  

いなんてそれまでなかったですし、そうした⼈たちと⼀緒に何かをしていくという発想そのものも
なかった。なので、僕が割とレッツに純粋に遊びに⾏って、利⽤者ともお友達付き合いをしていけ
るっていうのは、レッツとの関わりだったからだろうなと。「なんかやってくれ」って⾔われるわけ
じゃないし、何々をやらせてくださいってわけでもない。やっぱり開くほうが開いてさえくれてい
れば、「こういうのできるよ」と乗りやすい。レッツのやり⽅に影響を受けている協働学舎さんのイ
ベントにも⾏ったことがありますが、そういうふうに僕らみたいなのを受け⼊れるやり⽅が広がっ
ていく、それこそ⼀つの⽂化のようにできているので、こちらも⼊っていきやすくなる。 
 
レッツと関わり続ける理由 
あと、先程⾯⽩いからレッツに関わり続けていると⾔ったけれど、それだけだと飽きてしまう。レ
ッツの場合は、彼らがやっていることの意味や社会的な必要性を後から⾃分で掴んでいける場もつ
くってくれるから⾃分の中で継続できるって感じがあって。そういう意味で、なかなか飽きないん
ですよね。単純に惹かれてるんですよね、こうしたことを 10年以上続けていることに。 
 
惹かれている 
僕にとっての居場所なんだと思います。でも、それだけではなくて。⾃分が居⼼地がいいだけだと、
もしかしたら好き嫌いが出てきて飽きるかもしれない。でもずっと関わり続けているのは、惹かれ
ていることだったり、あとはやはり、後からでもいいから、とにかく、やっている意味とか、やった
ことによる変化とか、そういうのをちゃんとこう、⾃分の中でも咀嚼することができるところがい
いんだと思う。 
そう、きっと。年齢も年齢だし、ある意味純粋に楽しいっていうことだけをやっているっていう⾵
な感じだったら、なんかもっと、乃⽊坂のコンサートとか⾏った⽅が楽しい、ってなる。でもやっぱ
り、嫁さんだとか娘とかの⽬が怖いじゃん（笑）。だけど、レッツや、オモケン、サルーテの会には、
わりと胸張って⾏けるのは、僕は楽しいから⾏っているんだけれども、そういう⾵にするとなんか
⾔い訳のような感じになっちゃうけれど、「意味のあることをやっているぞ」っていうような、いち
おう僕の中では、それが⼀本こう、筋が通っているという印象はあるんだよね。そうじゃないと、や
っぱり、関わり続けることに 3 次元的に⾃分の中で、保っていけない感は、ありますものね。 
 
関わる場所が広がっていく 
レッツの活動を知った他施設の⼈も、関わりがある⼈達がいるじゃないですか。浜松の社会福祉法
⼈光の園の⼈達も、レッツのやり⽅に影響を受けている施設⻑さんがいらして、同じようなイベン
トをやったときに⾏きましたよ。そういうふうに、「このレッツのやったイベントをここでもやりた
い」って⾔ってやっていく⼈たちが現れて、僕らみたいなのを受け⼊れていく。そうした積み重ね
が、それこそ⼀つの「⽂化」のように感じられているので、周辺の企画にも⼊っていきやすくなる。
⾃分の中では、そんな広がり⽅を感じています。結果的にですが、さっき⾔った浜松サルーテの会
や、「おもしろ教育研究所（メンタルヘルスや性教育など健康教育をちゃんと聞いてもらえるように
「⾯⽩く」することを熱⼼に追求している）」もそうした広がりのなかで出会った活動なんです。 
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楽しいことからつなげていく 
具体的に直接聞いたわけじゃないですけれど、福祉関係の⼈に聞くと、「補助⾦のとりかた、上⼿よ
ねー」ってレッツに対してやっかみみたいのがあるそうで。やっていることは、福祉としてはうち
の⽅が社会的に意義があるのにって。例えば、何⼈の⼈の⾯倒をみているか、といった基準で⾔え
ば、⼤きな施設なんかは、「役に⽴っているはずなのはうちの⽅なのに、なのにあそこは、アートを
もち出したから、すごく注⽬されて、結果、補助⾦も取りやすいわよね」っていうやっかみ。 
その⼈たちのそういう話を聞いていて、「やっかみだろ、バカヤロー」っていうばかりでもなくてね。
彼ら⾃⾝もスタッフも⼤変な思いをして沢⼭の⼈を収容する施設を運営しているのに、レッツはな
んかこう、遊び半分みたいに⾒えるって気持ちになること⾃体は、理解できないこともないんです。
そういう⾵な形になること⾃体はね。だけど、専⾨的に⾒て、例えば、それ衛⽣上よくないと⾔われ
るようなことも、全く無いわけではないかもしれないけれど、こういう僕らみたいな、専⾨家では
ないような⼈間と福祉を、こんなに使命感とかだけではなくて、「楽しいということから繋げていく」
っていうのはレッツの他にはないなと。 
それから、「⼈権」についても僕はわりと興味があるんです。「⼈権」を⼤事にしたいと思っている
し、「⼈権」が蹂躙(じゅうりん)されているのは、それが⾃分のことであれ、他⼈のことであれ、⼈
と関わる上では、最⼤に気を付けなくてはいけないことであろう、と思うので。そういうことも考
えさせてくれる場を開いてくれるレッツの場があることは、こんなに幸福なことはないだろうと思
います。 
 
具体的な⽀援には関わっていない 
繰り返しになるけど、レッツは福祉施設ではあっても、⼿伝わされることがないんですよ。⼿伝わ
されたとしても、福祉としてスタッフがやっているような仕事、例えば、利⽤者さんの下の世話を
するかといったら、そうはしないわけで。ご飯⾷べることとか、困りごとがあった時の相談に応じ
ることもない。 
「しえんかいぎ」くらいかな、関われるのって。昨年度にやっていた「表現未満、」の⼀環で⼀度出
たことがあるだけで、ほんと具体的な⽀援について、僕らは知らないんですよね。そんな感じで、レ
ッツには純然たる福祉事業もあるわけだけど、むしろ「いいよ、それは、僕らに任せてくれれば」に
なっている。素⼈が変な介⼊をすることでもないから、まあそういうことなんだろうと思うけれど。
だから、レッツは「福祉分野のことの関わりを広めていくぞ」、ってスタンスじゃないと思う。じゃ
あ、どうしたらいいの？というのは、わからないけれど。 
 
福祉のボランティア的な関わりはしていない 
普段、福祉ボランティア的な役割を特段レッツから求められることはないですね。イベントの⽚付
けをするとか、暇なときに⼿伝いはするけれど、それ以上でもそれ以下でもない。今思えば、福祉事
業所としてのアルス・ノヴァを理解するとか、ないしは、実際に障害を抱えている⼈の具体的な⽇
常での困りごとを、僕らがわかっているか、といえば、「そんなことはない」。良いか悪いかは別とし
て。 
壮君（レッツ代表の久保⽥さんの息⼦さん）が今のような 24 時間介護付きになったときに、「マン
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ツーマンの介護をやれる⼈になったらどう？」って、久保⽥さんに勧められたことはある。それ⾃
体に僕も興味がないわけでもないのだけれど。そこは、なかなかガッツリした関わりになるのでね。 
 
地域の魅⼒を⾼めている？ 
私にとってレッツの取り組みはすごく魅⼒的です。他県でもいくつかありますよね、北海道のベテ
ルの家とか。そういう有名なところと同じように、「福祉＋アート」分野としてレッツは、有名です
よね。だけど、例えば、浜松市⺠のどれだけが、それを知っているかというと、知らないと思うんで
すよね。その意味では、浜松、袋井もそうだけれど、ここらへんの⻄部の⼈が、「浜松と⾔えば」と
⾔って、鰻とか楽器とかオートバイとかと並んで、福祉や、「福祉＋アート」というものとして出て
きてほしい。今、街でアンケートをとったとしても、きっと「福祉＋アート」のことは、なかなか出
てこないじゃないですか。 
⾳楽でさえ、「浜松は『楽器の街』であって、『⾳楽の街』ではない」と揶揄する⾔い⽅があるくらい
だから、福祉の街になることは難しいことかもしれないけれど、知っている⼈にとっては、⼀つの
ブランドになるような感じはしますよね。それがあるんだよーっていう。地⽅の⼈とそんな話をし
ていても、そうした話ができる感じはあるのかな。もっと、そうした感じが広がってもいいなと思
う。そうしたら⾃分も早くから知れていたかもしれない。 
 
束になって動き出す感じへ 
同じ浜松市内だけれど、北部地域の施設の⼈が来て、「ほんとに良い」と⾔っているし、⼩学校の校
⻑先⽣をしている⼈が来て、「うちの学校でもぜひこういうのをやりたい」と⾔っている。それだけ
でも、すごいことなんだけど、まだ、それが『束になって動きだす』という感じまではいっていな
い。浜松の⽅では、こういう先進的な事例があって、東京や全国で、専⾨誌ではないところで特集に
出てくるような感じになってくるとか、それを⽬指して移住してくる⼈がいるって感じになったら
すごいよね。 
 
多様な⼈とつながるきっかけを⽣んでいる 
僕にとっては、多様な⼈とつながるきっかけを⽣んでいる側⾯はもちろんある。最近の僕の⼈間関
係の 7〜8割は、レッツのつながりから⽣まれている感じはあります。仕事も含めて。鴨江のアート
センターも、鈴⽊⼀朗太さんたちのやっている「⿊板とキッチン」とか。それから、「オモケン（お
もしろ健康教育研究所）」さんとの付き合いや「浜松サルーテの会」との関わりもそこから⽣まれて
いる。 
 
スタ☆タン!!３の出演経緯 
演劇とか映画が好きなもんで、浜松の付き合いとは別に、池⽥千尋さんっていう商業映画の映画監
督をしている⼈が、僕が住んでいる袋井市出⾝でね。その⼈が、袋井の⽂化施設で、「映画を作ろう」
というワークショップをやったとき、そこに⾏ったりしていたんです。 
その時に、映画好きな⼈たちと知り合ってね。すぐに何か作るわけではないし、何か特別なことす
るわけじゃないけれど、中には、⾃主映画を作っている⼈もいるから、「こんなことできる⼈とか暇
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だからいける⼈とか声を掛け合える連絡網を作ろう」って話になって、この⼀年、２週間にいっぺ
んずつ来られる⼈で集まってたんです。2⼈とか 3⼈だったりするんですけれど。 
その⼈たちで、朗読劇みたいなものをやってみたり。 
それで、スタ☆タン!!が近づいたときに、毎回私はとりあえずやれそうなものを４つ、5 つ出してみ
るんですね。その中のひとつに、あの⼈たちとの企画があって。あれは、5⼈いたのかな。⼀組は、
夫婦なんです。タイの「象さん」を歌っていてくれた彼⼥とカメラをずっと抱えていた⼦は夫婦で。
旦那の⽅が映画好きで⾃主映画を作るというのが趣味を持っていて。 
もう⼀⼈の出演者も、映画がすごく好きな男の⼦で。その⼦は、最近、調べてみたら、「僕、発達障
害がありましたわ」って⾔うの。 検査してみたら、そうだってことがわかったって。計算とか数字
とかずっと苦⼿だったって。けど映画のことは、ものすごい詳しいの。昔の映画の細かい情報とか
含めて。1回⾒ただけでそんなに語れる？っていうぐらい詳しかったりするんだけれど。その⼦は、
それが⾼じて、「俳優になりたい」という夢を持っていたりもして、今は働きながら、映画好きを続
けているんだけれど。 
あともう⼀⼈は、別に声を掛けていた⼈が来れない、って⾔ったもんだから、ムラキングっていう、
詩を作る⼈がレッツメンバーにいて。彼とはもうお友達になっているんで。⼈が来ないとコーラス
が⼀⼈だとカッコ悪いんで、「ンバンバ」っていうだけだからといって誘いました。 
実は、⾃分の持ち歌の歌曲等をそれぞれ３つ、別々に出していたんです。そしたら審査員から「混ぜ
てやってみては？」と⾔われたもんで。だから、別にもともと組んでいる仲間ではなくて、やれと⾔
われたので、ハイ、っていう話になった、っていう。 
（※スタ☆タン!!3 には「エントリー№23 泰⽇友好合唱団（童謡）」として出演） 
 
スタ☆タン!!のその後 
もちろん彼らとの付き合いは今でも普通に続いています。レッツ代表の久保⽥さんに、「⾯⽩かった
からまたなんかやってよ」と⾔ってもらったのでまた何かをやりたいと思っています。既にプラン
があることはあるんです。たけ⽂で、その⼦たちも誘って。これも 1回、スタ☆タン!!で何かのため
に⾏く、っていうことをしていればできる。あそこでお芝居は、僕らにはちゃんとできないかもし
れないけれども、それの真似事みたいなことをやるために、何回かあそこに稽古のために通って、
本番をやって、利⽤者さんがいる時間にね。そんなことを、やってみたいなーと思っているんです。
スタ☆タン!!に出演した本⼈たちは、すごく楽しんでましたね。あんなことも、どこもやらしてくれ
ないですしね！⾃分たちのような企画を求められる、っていうのはなかなかないんで。ちょっと公
⺠館で、というのはないだろうし。逆にちゃんとした芝居をやるところで、っていうものでもない
でしょうから。場所によっては、みんながみんな⾯⽩がってくれるわけじゃない。だから波⻑が合
うっていうことが割と⼤切だろうと思っていますね。 
 
観客の意味 
スタ☆タン!!当⽇、普通に緊張するぐらいの観客はいたんですよね。それも、僕が⾒ても、知らない
⼈だわ、っていう⼈も結構会場にいた。これが別のちっちゃくて、⾝内の催しだったとしたら、無い
ですもんね。そう、なかなか、知らない⼈がああやって何⼗⼈か居てくれて、司会が、ハイどうぞ、



 193  

って⾔ってくれるような場は他にないですよ。レッツのスタッフ⽔越さんの司会もよかったよね、
ああやって敢えてグダグダやるわけじゃないですか。でも、どんなにグダグダ、フレンドリーに、ラ
フな感じでやろうとしても、やっぱり緊張はするんだよね。でも、さっきの、発達障害だってわかっ
た彼なんかには特に「やりたい」っていう気持ちがあってね。俳優になりたいわけだし。なので、
「観客の存在」っていうのは、⼤きな意味があると思うんですよ。 
義理で、業務で座っている⼈もいるけれど。そればっかりでない、家族とかだけでもない場。 
 
純粋に楽しい 
まぁ、閉じた仲間内でやることも意味があるとは思うんだけど、「開いた」ところで、やれるってい
いよね。あれでも⼀応、稽古っていうほどではないけれど、何回かみんなで合わせてみたりしたわ
けで、それ⾃体も楽しいわけじゃないですか。好きな⼈にとっては。そこには、さすがに、社会的使
命みたいな位置づけは、なくて。僕も彼らもそこには、純粋に楽しんで尚且つ、「⼀緒になって楽し
んでください」っていう、こちらはそういう気持ちでやっている感じでしたね。 
 
客体にもなれるし主体にもなれる 
「客体にもなれるし主体にもなれる。」まさしく、そういう感じですよね。その⼀⽅で審査もあるの
で、敷居が必ずしも低いとは⾔いたくはないんだけれども、でも、やっぱり、割と低い意識で参加さ
せてもらえる。 
スタ☆タン!!は、敷居が⾼くなくてもいいと思っているんです。選ぶ基準は難しくて、沢⼭の⼈が応
募するようになったら、みんな、エンターテイメントとしてやって上⼿なものばかりになりがち。
でもスタ☆タン!!は「そういうふうにはしない」って信頼しているけど。出演者を観てみると、知り
合いばっかりというのでもなくて、厳しいのは、たけし君も落ちるんだよね、タケシ⽂化センター
でやるのにね。⼊れてやればいいじゃないか、って思うんだけど、まあ、落ちるんだよね。で、ジャ
ンプの彼⾒た？あの⼦は、ジャンプするわけじゃないですか。そのジャンプと、たけし君のカチャ
カチャと、別に、俺は⼀緒だと思うんだけど。それこそ「表現未満、」っていうやつだよね。けれど、
なぜか厳しいんだよね、⾝内に。そういう⾵だけれど、審査員も⾯⽩い⼈達がちゃんと組んでくれ
ているから、続けて欲しいと思うんですけどね。⼀回⼀回、主催の佐藤さんが、スゲー疲弊するんで
すよね。あれはさ、なんかこう、働き⽅改⾰の逆⾏を、絶対そこではしているから。続けてくれ、っ
て⾔いにくい感じはあるんだよ、本当に疲弊するから。廃⼈になるからさ、しばらく。 
 
（※ジャンプの彼は、スタ☆タン!!３に「エントリー№27 堤亮賀（声）」として出演） 
 
関係性を開く役割 
最近、⼈を連れてくることも僕の役割だと特にそう思います。 
さっき⾔ったように、「開く」っていうのは、本当は開く側が、努⼒をして開いていかなくちゃいけ
ないものではなくて、ちょっと開けば、後は、⼊れない地域の⼈とかが、ガーッ！って、こう、そち
ら側の圧が本当は強くて、「ここも開けよ、ここも開けよ」、っていうように外の⼈が思えるぐらい
の⽅が、本当は良いような気がしているんですよね。だから、「参加 OK」という場がもしあったら、
そこに、合いそうな⼈を⾒つけて、つないでみたい。そういうことをやりたいっていうのは、すごく
思いますね。 
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多様性を受け⼊れることが⽂化の役割 
僕、別に、⾃分が⼤好きっていうタイプでは全然ないんだけど、それこそレッツやナデガタ・インス
タント・パーティーもそうだけれど、そういう場所に交わって、「こんなことをしてもいいんだ」っ
ていう、⾃分の幅が広がった感じはすごいある。そうした経験から「多様性やソーシャル・インクル
ージョンみたいなことを受け⼊れることができるっていうことが、今の⽂化の役割だ」と、そこだ
って思うのです、なんかこう。 
 
芸術と⽂化の役割 
僕の定義なんだけれど、尖ったものを作ったり作らざるをえなくなっちゃったり、どうしても出来
ちゃうのが「芸術」の役割で。⼀⽅、⽂化は、別に尖ったものを作っていくということに⽂化の役割
があるわけじゃなくて、もっとどっちかというと、下⽀えで、そういう変なものを、変だけれど排除
するのではなく、受け⼊れていきたいな、こいつ何か全体のところに⼊れていったら⾯⽩くならな
いかな、っていうのを、ひとりひとりの⼈間が考えられるような、社会的な、それこそさっきから⾔
っているような、パラダイムみたいなものが出来ることが、⽂化の仕事のような気がするんですね。 
下⽀えの側っていうか、⼟壌の側っていうか。それが逆⽅向になっていくのが⼀番怖い。⽇本⼈じ
ゃないと、同族じゃないと、仲間じゃないと、みたいな感じになってしまうとね。そうではなくて、
それらを受け⼊れる、⾯⽩がる。役に⽴つとかっていうところまで⾏かなくても、⾯⽩がれるか、だ
ったり、受け⼊れる素地を広げていくことが、今の⽂化の役割だと思うんです。 
レッツをはじめとする、それらは、そういう場を広げてくれた、っていう感じはものすごくありま
す。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉２３⽇午前＠すずやカメラ店内） 
 
その４ あすなろ作業所 五味さんの話 

 
きっかけ 
2016年頃、たまたま新聞でレッツの活動内容が紹介されているのをみて、
「⾯⽩そうなところだな。⼀度、久保⽥さんと話してみたいな」という思い
を私が抱いたのがきっかけです。うちの施設（あすなろ作業所）は少しず
つ、就労⽀援から⽣活介護の事業に移⾏してきたんですけど、私、⾳楽が好
きで、「いつかみんなでミュージカルをやってみたい」と思っていました。レッツが芸術の分野で活
動しているのを拝⾒して、お話したいなと思ったわけです。すぐに電話したら、会っていただいて
相談しました。その後、作業所で活動を⾒てもらったり、職員会議でお互いの意⾒を交換したり、レ
ッツメンバーがきて、⾳楽に合わせて体を動かすワークショップを開いてもらったりもしました。
レッツメンバーはひたすら楽器を叩き、踊り、その中に私たちの施設の利⽤者さんや職員も混ぜて
もらったんですが、そのときはうちのメンバー、⼾惑っていましたね、「何だこの世界は…」みたい
な。初めて参加したらまぁそうだろうなと思いますが。 
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スタ☆タン!!出演のきっかけ 
レッツの⽅から「こういうイベントやるんで」とお誘いがありました。⾃分たちも⽇常の活動で⾳
楽を取り⼊れたり、⾊んな表現活動みたいなものはしていても、やっぱり中だけでやっているとつ
まらないですよね。発表する場といいますか、みんなに観てもらいたい。⾃分たちだけでやって⾃
⼰満⾜で終わって、それはそれでいいかもしれないけれど、やっているうちに、「周りの⼈たちはど
んな感じでこれを⾒るんだろう、どう評価するんだろう」ということが知りたくなって、それでス
タ☆タン!!に応募してみたんです。１回⽬はなんと「審査員賞」を受賞。それで味をしめてしまって、
第２回、３回と毎回応募しています。 
 
（※スタ☆タン!!３には、「エントリー№15 男組「静と動」不器⽤(シャイ)な男たち（オペレッ
タ）」として出演） 
 
同僚スタッフの感じ⽅ 
同僚スタッフにも最初は⼾惑いがありました。いまもかな…。でも反対な訳ではないですね。それ
は、私がノリノリだからでしょうかね、アルス・ノヴァの活動に。私が突っ⾛ってやっているから、
ついて⾏ってみようかなという感じ。スタッフはやることに対して案を出してくれたり、変わりつ
つ職員もいて、不快感よりむしろ⼼地よさみたいなものも感じてくれているような気がしています。 
 
福祉のしごととは 
利⽤者さんも家族も、今までやはり枠の中で⽣活されてきたと思うんですね。枠からちょっと出る
と、「出ちゃだめだよ」って枠の中に⼊れられて、こっちへ出れば、戻される。こうする感じで枠の
中で⽣活するいい⼦ちゃんじゃないですけど、それが良いって感じで。職員の中にもそういうふう
に考えている⽅がいると思うんです。たしかに社会⽣活に適応するってことは⼤切かもしれない。
でも果たしてそれがその⼈の個性まで潰してしまったらどうなのかなって思いもあって。⼀つ⼀つ
検証していくと別にそれほど枠の外に出ても、社会に迷惑をかけていないんじゃないかと思える。 
私がこの仕事をし始めた頃、教育とか指導って⾔葉がよく使われていたんですが、⾃分のこの狭い
思い込みに彼らたちを押し込めているんじゃないかなって疑問がずっとありました。その後、ある
⾃閉症の利⽤者さんとの関わりから、「⾃分の狭い世界観にその⼈達を押し込めてはいけない、彼ら
たちが楽しくキラキラと輝くような⼈⽣を送ってもらえるような⽀援こそ、私たちの仕事かな」と
思えるようになりました。⾃分の価値観を押し付けることはやめて、彼らたちに寄り添う。つい、
「あれやりなさいよ、これやりなさいよ」となってしまう場⾯が、現場ではたくさんあると思うん
ですが、それは学校ならある程度社会適応のための訓練が必要かもしれませんが、それを卒業した
らもういいんじゃないか、私たち⾃⾝だって⾃由に⽣きたいと思っているじゃないですか。なんで
彼らたちはそれを否定されるのかなと。 
 
レッツの影響 
そうした問いに応えてくれる実践が、レッツにはたくさんありますよね。その⼈の個性と捉えて、
そこを伸ばしていく。⽀援にはある程度２通りあるのかなと思っていて、⼀つは、枠があって、その
枠からはみ出したら枠へ⼊れる。というやり⽅。もう⼀つはレッツの運営しているアルス・ノヴァ
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みたいに、その⼈の個性と捉えて、徹底的に本⼈のやりたいことをしていく。レッツのやり⽅を⾒
ていると利⽤者さんたちは⾃分のやりたいことを思う存分やっている。⼀⾒それが問題⾏動って感
じにとらわれてしまうときもあるかもしれないけれど、それを徹底的にやったところで、彼らの気
持ちが安定してくる。意外と⼈間、ある程度まで⾏けば落ち着いて、そんなメチャクチャなことは
やらないんじゃないかな。みたいな観が⾝につきました。やはり、抱え込もうとするとどこかでこ
う、⼈間ってピューと出たくなったり、あるいは逆に諦めてペニャってなって、せっかく持ってい
る芽を潰してしまったり、そういう部分があるかもしれない。だったら、うちの施設はレッツ⽅式
で。彼らたちの⼈⽣なんだから、⾃分の⼈⽣の主⼈公としてキラキラしながら⽣きてもらいたい、
という思いはずっとあります。それを提供するのが仕事。何をしたら彼らが光り輝くのかを探るの
が⾃分たちの仕事かな、と思うんです。 
 
利⽤者さんの変化 
うちの利⽤者さんで、絵が好きな⽅がいらして。⼊所当時、⾼校を出ていたから 18歳だったのかな。
その頃は、典型的な⾃閉的な⽅で、何かあるとパニックになって、ヒーとかキャーとか声を発して
怒りまくっていましたけど。今はもう、割と⾃由に、⾃分の好きなことをやって、絵も書いたりして
いるんです。この頃、⾔葉の量がすごい増えてきて。それで、このあいだ驚いたのは、⾃分が描いた
絵を、「素晴らしいね」って表現したんですよ。すごいなー、って。そんな⾔葉が彼から出るんだ！
って驚きました。 
だから、「スタ☆タン!!」に参加させてもらって、⾃分たちの活動で⽇常的に⾳楽を使ったり、いろ
いろ表現活動をしていくなかで、やっぱり彼らたちが、あきらかに以前と⽐べて表現する能⼒が⾼
くなったかな、というのを感じていますね。 
⾔葉で発することができる⼈たちは、⾔葉で。紙に書いてくる⼈もいます。⾔葉の表現ができない
⼈は、⾃分なりの⽅法を探してくる。そういうことが徐々に増えてきているので、活動をやってき
て、よかったな、と。もし仮に単なる下請けの仕事をやっていたら、きっと、出てこなかった部分だ
ろうなとは思います。 
 
表現することの意味 
就労作業所から⽣活介護に移⾏するなかで、程度区分の重い⽅たちが残りました。仕事の受注は難
しくなり、何をしようかと。そこはもう、⾃分本意なんですけど、私が⾳楽が好きだからとりあえず
⾳楽をやってみようかっていう形ではじめました。⾳楽の講師を呼んで⾳楽療法をしてみたり。皆、
好きな⾳、嫌いな⾳はありますが、「⾳楽が嫌い」って⽅にお会いしたことはないですね。⼀⼈、⽬
の不⾃由な⽅がいて、基本的には横になっているんですけど、その⽅が⾳楽が嫌いかというと、⾳
楽を流していると⾜の先でリズムを取っているんですよね。他にヨガもしていて、その中で彼らの
体に触れることがあるんですが、すごい硬いんですよね、カチカチで。なぜこんなに硬いのかなと
思った時に、多分ストレスだなと思ったんです。彼らも表現したいことがいっぱいあるんだろうと
思うんです。だけど⾔葉で表現できなかったり、表現⽅法がわからず、多分内の中にこもらせてし
まっている部分がストレスとして彼らたちは持っているのかなと感じて。これを取るには外に⾃分
たちの⼼の中の叫びを発散させる必要があるのかなと。それで、近頃は年に１回、施設の近くの場
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所を借りて、舞台に⽴つ機会を持っているんです。よく「舞台は魔物」といいますけど、普段しゃべ
れない⽅が、マイクを向けると喋っちゃうんですね。いつも隅っこにいる⼈が舞台に⽴つと何故か
センターに⽴っているんですね。それってなんだろうと思うんです。やっぱりあるんですかね、主
張したいことが。みんなに観てもらっているとなんかまた違う気持ちが沸き上がってくるんでしょ
うね。練習のときはみんなダレてますよ、どうでもいいや、みたいな感じで。 
 
利⽤者さんとの関係性 
私は、彼らと接するなかで⼈間は⾃由でいいと教わりました。意外と⾃分でしがらみを作って、み
んなそれに縛られて⽣きている部分ってあったりするじゃないですか。彼らは、⾃分にとっては、
⼈⽣の師匠ですね。⾊んな⽣き⽅を教えてくれる。 
実際、⾃分が私⽣活で困ったことがあったとき、相談したことがあるんですね。「こういうことがあ
るんだけれど、どうかねー？」って語りかけて。ひとりの⽅に話しかけたとき、ただジーっと座って
いるだけなんですけれど、それでいいんですね。返事をしてくれるわけでもなく、でもただ、じっと
側に居てくれただけで、⾃分としてはありがたかったですね。⾃分もそういう、彼らの側に寄り添
って、じっとこう、良きパートナーとしてありたいと思っています。⽀援員だなんだって⾔葉はも
う、私はいらないと思うんです。ただのおばちゃんでいいので、ただただ寄り添っていたい。 
⾃分⾃⾝、本当に狭い世界で⽣きているので。その点、⾃分⾃⾝も勉強して、⼈間としての幅を広げ
ていかなくちゃいけないという思いがあります。そして私も、彼らの⼼の声を聴きたいなと。⼀⼈
のおばちゃんとして、彼らたちの本当の⼼の叫びを、「何したいのー？」って寄り添うなかで⼀⽣聴
いていけたらいいなと思っています。よく思うのは、前世は逆だったのかもしれないし、⾃分がハ
ンディを持っている。そして彼らはある⽇突然、⾔葉をいっぱい持つ⼈間に変わったとき、⾃分に
対してなんて⾔うだろうか、と。それがすごい気になっているんですね。ひょっとしたら、「僕はそ
んなことはやりたくないよ」って⾔われるんじゃないかな？とか。 
 
福祉の現場における⽂化の意味合い 
うちのスタッフはどちらかというと枠を崩すことを怖がるタイプで。確かに、枠があったほうが安
⼼という⾯もあると思うんですけどね。⼀⽅、私は枠を壊そうとするタイプだもんだから、スタッ
フはビビっていると思います。でもスタッフには⾊んなひとがいていいと思うんです。⾊んな考え
⽅があって、それぞれがいいように影響して、⼀つのものを創り出していく。芸術や表現によって、
⾊んな⼈の⾊んな意⾒がぶつかり合っていく過程が⼤事だと思うんです。「これでいいんだ」ってな
っちゃうと、進歩が⽌まっちゃうじゃないですか。 
スタ☆タン!!後の変化 
レッツに影響を受けて、今年で 2回⽬になるんですけれど、「細江 De⾳楽祭」って催しを主催する
ようになりました。普段、⾃分たちがやっている表現活動を⼀般の⽅に観ていただく企画です。も
ちろん他からも、演奏家を呼んだり、近隣施設の⽅に参加していただきながら、発表の場をもって
います。 
活動していくと、だんだんとどこかで⾒たりとか聞いたりして、そこから話が広がってね。⼀⽅、⼥
性もフラグループを持っていて。メンバーは、利⽤者さんだけじゃなく、⼀般の⽅や気持ちのある
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在宅の障害を持った⽅たち向けに、フラを教えてくださる⽅に、ボランティアとして関わってもら
って活動しています。つい最近では、県の芸術祭が菊川であり、それに声を掛けていただいて、舞台
に⽴ちました。嬉しい出来事でしたね。 
 
今後の「福祉」について 
もっともっと⾊んな特⾊を持った福祉の事業所ができるといいな、と思うんですね。まだ世間は学
校を出て、どこかの就労系の事業所に⾏って、お給料をもらって、というのがだいたいの流れなん
だけど。でも、利⽤者さんたちは、必ずしもそれを望んでいるかっていうと、望んでいない利⽤者さ
んもいると思うんですよ。⾃分はこういうことが好きだとか、こういう⽅へ⾏きたいとかって、ひ
とりずつ聞けば、あると思うんです。その⽅たちが選択できる事業所が、もっともっとたくさんで
てくると、⾃分はこういうことをしたいから、それをやっている「アルス・ノヴァ」に⾏きたいと
か。うちの場合だと、やっぱり、踊りとか、そういう表現活動をしているから、そういう活動がした
いから、じゃあ、あすなろ⾏くよ、とか。あそこは⾳楽やっているから、体操やっているから、と
か。そういうところが、⾊々出てきて、選択できるくらいになってくれれば、もっと、こういう⽅た
ちも幅が広がって、社会の⼈たちのその価値観、⾒⽅も、考え⽅も変わってくるのかな、と。それ
は、⼀般の⽅にも⾔えると思うんです。不登校で学校に⾏けない、その⼈たちを無理に、学校へ⾏か
せる必要があるのかな？いまは、フリースクールも⾊々あって、選択肢もできてきていますけれど。
必ずしもそこへ⾏かなくても、彼らたちが本当にやりたいことをそれこそ光り輝くような、そうい
う内容のものが⾒つかれば。それでいいんじゃないかな、と。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉３１⽇午後＠たけ⽂） 
 
その５ グループホームすてっぷ施設⻑ ⼤橋さんの話 

 
きっかけ 
レッツの名前は、同じ市内にいるので知っていたんですけれど、当時は、「ぶ
っ⾶んだことをしている」という印象でした。それで、ちょっとそういう変
な先⼊観があって距離を置いていたんですけれど、６年ほど前にレッツが
哲学者の鷲⽥清⼀さんを浜松に迎えた企画があって、「おーすごいな」、って
思って⾒に⾏ったんです。その頃から「沼にはまる」っていうか。そこでなされる議論がものすごく
深くて、⾯⽩い。それが、きっかけでした。その後は、鷲⽥さんのお弟⼦さんに当たる⻄川勝さんを
招いた「語りの場」、いまの「かたりのヴぁ」ですね。それに職員たちと定期的に⾏きはじめました。
⾏けるときには⾏く感じで。 
 
同僚の職員さん、利⽤者さんと 
同僚の職員もはじめは無理やり連れて⾏かれた感はあったかもしれないですね。レッツが運営する
アルス・ノヴァの「場」は何をする「場」か決まっていなくて、カオスでしたから。それでも僕以外
にハマっている職員も結構いて。最初は職員だけで⾏っていたのが、だんだんと利⽤者さんも連れ
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てっちゃっても「ノヴァだからいいや、カオスだから。こちらの利⽤者さんがちょっと変なことし
ても、全然いいよ、って⾔ってくれるだろうし。利⽤者のみんなも、だからレッツっていう名前をし
っかりわかっていて、僕が、「ちょっと出かけてくるよ」って⾔うと、「なに、レッツ？」って、必ず
⼀⾔、そう、聞くんです。 
 
関わり⽅の変化 
初期の関わりとしては、そういう感じでしたが、「表現未満、」が始まったらそれに⼊り浸るように
なり、頻度が、どんどんあがっていきましたね。3ヶ⽉に 1回だったのが⽉ 1 になり、今は週 1ペ
ースでいるみたいな。ひどいときには週 1 を超えるペースで⾏きます。基本、⽂化センターという
形でオープンなので、イベント以外でも⽴ち寄ったり、いまはトータルで全体に関わっていたい感
覚もありますね。 
 
レッツが惹きつけるもの 
⼀つはその居⼼地の良さってこと。うちの職員が印象的なこと⾔っていたんですけど、「⾃分の職場
にいるといつも何かこう、評価される。あと義務感とかね。何かしなければならないとか、職員とし
て」。看護婦さんは⽩⾐を着ている。僕らは僕らで⽀援者という服（⽴場）をずっと着ていなければ
いけない。でもレッツにいると、それが脱げる。何でもあり、みたいな感じ。 
レッツでは、「あの⼈、職員なのに○○さんがこんなことしてた時に⽌めなかった」って⼀切⾔われ
ない。利⽤者さんがお客さんのコーヒーのコップをさっきみたいに取りに来ても、だれも咎めない、
この感じ。職員は、「これはいい」って。 そうした⼀つの居⼼地の良さと、もう⼀つは「⾃分がや
りたかったことって、これに近いことじゃないか」っていう気持ち。⽀援者然として向き合うとか、
上質なサービスをお届けするみたいなことよりも、もっと利⽤者さん⼀⼈ひとりと⼀緒にいるって
こと⾃体に、意味がある。⾃分⾃⾝の話になるけれど、僕⾃⾝が⼊所施設の⼤規模なところがもと
もと好きで就職したけれど、2年ぐらいで嫌になるんですね。やっぱり、これは⼈間の暮らし⽅とし
てどうかなって。⼤規模で 40⼈が⼀緒に⽣活。これがやりたかったんじゃない。ここに⼀⽣居るの
は、僕も嫌だし。「同世代の彼らたちも嫌じゃないか？」と思って、⼊所施設をやめるような形で、
そこにいた利⽤者さんたちと⼀緒に、グループホームを出てきたんです。 
でも、そうやって来ても壁に結局ぶち当たって。最初は良かったんですよ。何にもルールもない感
じが。こういうのがしたかった、って感覚に近かったので。ですが、どんどん、福祉も制度化され
て、世間から職員は職員としてあるべき姿が求められていく。 
どんどんサービス化してきた。「これも違う」って思い始めていた時に出会ったのがレッツだった。
「あ、そうだ！」みたいな感じ。ずっと⾔い訳していたんですね、世間がそういう⾵になってきちゃ
ったから、福祉がそういう⾵になってきちゃったから、と。僕がしたくてもできないのは社会のせ
いだ、みたいな。でも、レッツみたいに関係なく、やっているところもある、衝撃でしたね。 
 
表現未満、を通じた変化 
表現未満、プロジェクトをやり始めてから、シリーズとしてイベントがある今と、無かった時と⽐
べると、わかりやすさっていうか、伝えやすさが変わったんだと思うんです。例えば、「利⽤者さん
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も連れて⾏きたい」って⾔った時に、やっぱりイベントチックじゃないと⾏きづらいんですよね。
わかりづらいというか、いつ⾏ったらいいんだろうって。レッツの⼈たちは、イベント化すること
にきっと⾃⼰⽭盾みたいなものを感じているかもしれないけれど、僕らとしては、表現未満、とし
てイベント化してくれることで、より⾏き易くなった。僕は、レッツみたいな感覚を⾃分の施設の
中にも広げていきたいと思っていて、そうした⾃分の作戦として考えた場合も、⾃分の施設にわか
ってもらえやすくなったと思います。表現未満、は、活かしやすいです。普段来るとカオスそのまま
って感じが、イベント時には「⾒える化」されたりする。レッツのやっていることの理解度、浸透が
イベントがあることによって、外のひとに早く⼊っていく感じがしています。 
 
レッツとの関わりから得られたもの 
そうですね。⼈は義務化されたり、マニュアル化されたりするなかで、「障害者」ってレッテルを貼
る。そうした世間の常識みたいなことに、レッツは挑んでいる、っていうのがだんだんわかってく
るっていう感じですね。単純にレッツのことを理解するだけでなく、レッツの価値観が⾃分の中に
⼊っていく感じが僕にも職員にも起きている。そうすると、⾃分の中の⾃由度が増すっていうか。
今までは、福祉はこう、⾃閉症の⼈にはこう、って思わないといけないと感じていたのが、そんなの
なくていいんだ、って捉え直せたり。⽀援は、もっと⾃由で創造的で幅広くていいんだ、っていうこ
とに気づいて、仕事が楽しくなった。 
それは、レッツにいるときだけが楽しいんでなく、レッツでそういう視点を得たり、体感を通して、
現場に持ち返ることで現場が楽しくなる。もちろん、職員全員じゃないと思うんですけどね。 
 
表現未満、後の影響、はじめたこと 
2年前かな。⽂化プログラムでのレッツの影響を受けて、夜に開かれる「哲学カフェ」を始めました。
いまはもう、施設⻑の僕はほとんど関与せず続いています。毎⽉やることを変えていくんですよ。
もともと「かたりのヴぁ」みたいな、話しあうことがテーマの、どちらかというと脳内的な学び合い
の時間。でもそればっかりだといけないってことで、レッツがやっていたのを僕らなりにアレンジ
して、⾏動的な実⾏編の企画を毎⽉やっています。 
今までの障害者のレクリエーションや余暇って⾔ったら、何時にカラオケに⾏って、マクドナルド
でご飯⾷べて帰ってくるのがパッケージ化されていたりなんかするんですけど、そういうんじゃな
いレクをやってみよう、といって、うちの職員が考えたんですけど⾯⽩かったですよ。新幹線の駅
まで利⽤者さんを何⼈かのグループに分けて連れて⾏って。みんな⾔葉もしゃべれないけれど、⽅
⾓も分からないかもしれないんだけれど。上りか下りか、⾜元がこっちに向いたら上りに⾏くとか、
こっちに向いたら下りに乗ろう、って⾔って。何にも決めないで新幹線に乗って、⽬的地も決めず
に、⾏った先で街中歩いて、利⽤者さんがなんとなく⼊った店でご飯⾷べちゃおう、って。カオスな
レクみたいなものをしました。あれは、よく考えたなと。決まっていないことを楽しむとか、偶然を
楽しむみたいな。カオスに⾝をゆだねるというか。僕もついていきたかったな、と思いました。それ
で、帰ってきたら、職員が⽣き⽣きしていて、こんなトラブルがあった、あんなトラブルもあった、
でも、こんなことが⾯⽩かった、と。感謝しましたね、レッツにね。彼らの法⼈の名前にもあるよう
に、まさにクリエイティブをサポートしてもらったような、感じですね。その⽇は僕、職員たちがそ
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ういうこと企画してやってくれたっていうのが、嬉しくて嬉しくて。 
まぁ、もちろん、職員のなかには、レッツを完全に受け付けない⼈もいますけどね。やっぱりこう、
あれは福祉じゃない、っていう。でも、それはそれで全然ありだと思うんです。⾏ってみて感じてみ
て、⾃分には合わないって思う、それはありだなと。 
 
⽂化事業の価値 
福祉サービスって、サービスをする側と受ける側が明確化されてきていて。それって、対⾯式みた
いで、こっちが売る側です、あなたはサービスをされる側です、みたいにすごく分断がされている
と思います。それでサービスする側としては、それもすごくマニュアル化されて点数化されがちな
んだけど、でも、レッツと関わって気づいたのは、対⾯式ではないんですよね。横並び的というか。 
たとえばこのコーヒー。⼆⼈で並んで⾒ると、対⾯して⾒た時と違って、同じ側⾯が⾒える。対⾯じ
ゃなくて⼀緒に、共に⾒つめる感じ。その感じがそもそものケアとか、本質的なものと⼀致する。そ
ういうことは、なかなか研修では、⽴ち戻れないですよね。 
僕はこれまで、どんなアプローチをしてきたかと⾔うと、「哲学」だったんですよ。哲学の先⽣を毎
⽉招いて、すごく内省的でアカデミックな会を、問題意識を持っている⼈の中で開く。それは今も
⼤事に続けているんですけど、結局、脳内でしかなくて。現場を変えていったり、外とはつながりに
くかったんですよね。その時、⽂化事業は、脳内だけじゃなくて、⾝体感覚で、という感覚があると
感じました。なかなか⾔語化できない部分だけど、アートも「なんだこりゃ」っていうのを、⼀緒に
触れれば職員同⼠でわかちあえる。僕らの法⼈でもワークショップをやりますが、「何だ、この⼾惑
いは」っていうのもみんなで共有できたりする。つまり、さっき⾔った対⾯（「あなたにはわからな
いでしょ、私にはわかる」っていう専⾨・⾮専⾨）じゃない世界にあるアートや⽂化は、脳でなく体
で、僕らに訴えてくるという感覚。全てをひっくるめてくれるというか。「曖昧さを楽しむ」。普段は
わけて考えがちなあれこれをアーティストがやってきて職員と利⽤者とを、みんなでワ―って分断
を上⼿に取っ払ってくれる。この曖昧な時間こそ、⼀番贅沢な時間じゃないか、と思えるんです。そ
んな曖昧な時間で名付けようのないことなんて、普通、福祉の現場で話し合われることないですか
ら。どうするべきか、ってことばっかりに視点が⾏きがちで。 
 
スタッフの弱さの強さ 
曖昧なところにいますよね、レッツのスタッフはけっこう。制度って揺るがなくなっちゃうじゃな
いですか。でも、揺らぐのって、すごく⼤事なんですよね。きっと、揺らいでいること⾃体が⼤事
で。でも、その揺らぎって時に⾟いじゃないですか。福祉現場にいると、「この⼈どうしてこんなこ
とするんだろう」とか「この⼈にとって、いい⽀援ってなんだろう」みたいに揺らぐその葛藤に毎⽇
付き合うことって、ものすごくしんどくて。どういうふうになるかっていうと、「じゃあ、何時にこ
ういうことを⾔う、このタイミングでしましょうとか。この⼈のこういうことは⾃閉症のこういう
こだわりと特性が合うからこうだ」、と。揺れないようにわかりやすさを導⼊していくと、職員は揺
れなくなって、楽になっていくんです、ある意味、わかるから。わかるってことは揺らがなくていい
から。でも、それ、強いっていう弱さだったり、弱いっていう強さだったり、裏表。揺らがなくなれ
ばなるほど、職員って、逆に弱くなっていく。レッツはその逆で、そういう揺らいでいることの弱さ
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があるがゆえに強い、っていうか。どっちがいいとか悪いとかじゃないんですけどね。でも、本来や
っぱり揺れているもんだって。それを揺らさないようにカチっとしようっていうことに無理がある。 
例えば、⽀援員が受けなければならない「強度⾏動障害者従事者養成研修」もそう。強度⾏動障害っ
ていう、⾃傷したり、互いに暴⼒を振るったりする⼈の⽀援は「こうあるべき」、っていう研修で、
これは今⾔ったように、職員による⽀援が揺れなくするためのものになっています。⼀瞬は楽にな
るんですよね、⽀援者も。この⼈のこうなる理由は、こうなんだって、わかった気になれるから。で
も実際はそうじゃない。⼀⼈ひとりにとっての⽀援を、クリエイティブに解釈しようと思ったら、
無限なんですよね、その⼈の⾏動の解釈も、その⼈の幸せも。 
レッツなら、それを「表現未満」っていう⾵に⾔い換えられるのかもしれない。さっきの淡さや、曖
昧さ、名付けようがない、作品でもなければ、作品じゃないとも⾔い切れない、そのアワサとか曖昧
さっていうのが、福祉の世界では排除されがちです。「その曖昧さ、いいじゃん」って⾔ってくるの
がレッツだったり、アートだったり、⽂化だったりする。私たちは、それを取り⼊れたいなぁ、と思
うんです。 
 
⽀援者する側とされる側の先なんて、取っ払ったほうが、お互いが楽。でもそう⾔うと、福祉の現場
の公私混同っていうふうになるんですね。いけないことだって。 
 
障害の捉え⽅次第 
よく当事者さんの⼿記で、アスペルガーの⽅や、それこそ⾃閉症、と⾔われる⽅達が、⼦どもの頃、
⽣きづらくて、⽣きづらくて、「友達となんで⾃分はこんなに違うんだろう」って思っていて、成⼈
したときに、「あなたはアスペルガーですよ」って⾔われたときに、すごくホッとした、って話があ
ったりします。アスペルガーだったので、だから⾃分はうまくできなかったんだ、と理解できる。こ
んな⾵に、名付けられ、曖昧さが取り払われ、ラベリングされることで楽になれる⾯もたしかにあ
る。きっとそこから始まることもあると思うので、否定するのではないんですけれど。でも、そのラ
ベルが⼀⽣、変わらなかったり、その意味がひとつだったりしたら。アスペルガーはこうだ、って。
アスペルガーの⼈が⽣きやすくするためには、こういう⾵に⽀援すべきだ、って。そこまでラベル
が及ぶと、その⼈はまた、⽣きづらくなってくるんですね。そうしたことも、⾊んな⼿記に書かれて
いますよね。名付けられた時は⼀瞬、楽になったけれど、そこからアスペルガーの⼈はこうで、こう
いう施設に⾏くべきで、仕事はこういう仕事に就くべきだ、っていうことで窮屈になってくる。そ
の⼈を⾒ずに、アスペルガーの⼈、って⾵になってしまう。でも名付けたことから⾒えてくるもの
って、本当にその⼈の⼀部分でしかないですよね。名付け⽅としても。 
北海道で当事者研究をしている「べてるの家」は、そのラベリングをすごく⾃由にしていますよね。
その⼈に応じたラベルしか貼らない、みたいな。確か⾃分で名付けるんですよね。その分、⾯⽩いラ
ベルになる。それも、気分が変わったら変えればいいっていう⾃由さがある。そういう意味では、レ
ッツにも、「恋愛妄想詩⼈」と名がついている利⽤者さんがいますよね。彼も⾯⽩い。 
 
レッツと関わることでのスタッフの影響、変化 
モチベーションは、絶対に変化が⾒られましたね。⾊んなことを超えるのがアートや⽂化だって⾔
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われ⽅をしますが、レッツと関わったり、ワークショップをやったりすることで法⼈の中で割れる
というか。そういうことをやりたい⼈たちと。反アート、っていうか。「うちの⽂化とは違う、うち
の法⼈にはうちの法⼈の⽂化がある」っていう。べつに仲が悪いわけではないんですけれど、そう
いうことは、⽣まれますよね、どうしても。うちでは、全員が集まる会議を結構やるんです。その会
議の質っていうかな、会議の内容は、ものすごく変化がありましたね、レッツと知り合ってから。そ
の質というのは、今、⾔っていた捉え⽅の⾃由さ。前は、どうするべきか、みたいな話し合いだった
のが、レッツの「しえんかいぎ」のようなことを、繰り返し⾃分たちで取り組むようになると、話し
合われる深さが変わるっていうか。「そもそもそれって、ここで問題にするようなことなのか？」み
たいな問いが⽣まれたり。「僕らが、問題⾏動って呼んじゃうけれど、それって別に、よくない？」
とか、「その⼈の⽣きざまだよね」とかね。 
福祉現場の会議って、問題解決してしまいがちなんですよね、利⽤者さんのこういう⾏動を、なん
か変えなきゃいけないもんだっていう雰囲気がある。でも、いまは、エピソード的に「こんなことが
あったよ」、「⾯⽩かった、グッときた」みたいなね。録画しておけばよかったと思うほど、何年か前
の会議とは全然違うと思いますね。最近なんて、会議の時間を延ばして、⾳楽をアイスブレイク的
に実際に⾃分たち職員たちでやってみたりしています。会議の前に 30分くらい時間を設けて取り⼊
れると結構盛り上がって、会議の質も全然変わるんですよ。 
それから、「問題」の捉え⽅にも変化がみられます。そもそも、利⽤者さんの問題を、問題として捉
えているのは⾃分たち職員じゃないか、みたいな視点や論点が⾃然に根付いていく。根付いたり、
深まったのは、ここの哲学カフェのおかげでもあるし、⾃分たちで始めたからでもあると思います。 
 
変化がみられた、現場の⽀援会議 
以前の利⽤者さんの⽀援会議は、「今までの Aさんは、こういう問題がありました」、「Bさんはこう
いう問題がありました」っていう、問題をあげつらうみたいな時間でした。でも今は、「Aさんはこ
んなことがあった」と。問題としてじゃなくて、エピソード（出来事）として話し合う。それを、「そ
れ、問題じゃん」っていう⼈もいれば、「いやー、ここが彼⼥のコアな部分なんですよ」みたいなこ
とをいう⼈もいる。それが、結構、ぶつからずに。そうしたことを職員も体感しているんじゃないか
と思います。 
特に、現場のリーダーみたいな感じの⼈が、会議をまわしてくれるんですけれど。彼⼥がすごく変
わりましたね。 
以前よく気にしていた「◯◯さんの体重が先⽉より 1キロ増えました。⾷事がうんたらこうたらで、
もうちょっとご飯を減らして…」みたいな数字的なことを、今は⼀切⾔わなくなりました。「彼⼥、
変わったなー」と。数字で表されるようなこと、ぜんぜん⾔わなくなった。その事に気がついたと
き、「あっ、レッツ化してる」と思いましたね。 
 
関係者の広がり 
そうですね。レッツで知り合った⼈達のなかには仲良くさせていただいている⼈もいます。僕らが
やっているワークショップや哲学カフェ、グループホーム⾒学ツアーをやっても、来てくれるのは、
ほとんどレッツで知り合った⼈たちです。もっと広がっていくといいな、と思っていますが。⼀⽅
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で、ものすごく、多種多様な⼈たちに来てもらいたい、とまでは思わないんです。⾃然に開いている
状態でありたいっていうか。広がっていくといいなと思う先としては、僕はやっぱり、福祉関係者
に来てもらい、わかってほしい。「もっと楽しいよ、この仕事」って。でもこうしたことを、うまく
伝えることができなくて、⻭がゆいところです。 
 
施設利⽤者の変化 
うちの利⽤者さんたち、アルス・ノヴァにしょっちゅう来るようになって、名前で覚えてもらって
いるんですね。「あー、けんちゃんだね」とか「ユーちゃん、よく来たね」とか、「ホリタ君、久しぶ
り」とか。みんな名前で呼ばれているし、お互いに名前でわかっている。するともう、グループホー
ムの利⽤者さんってレッテルじゃなくて、「ユウコさん」とか「ホリタ君」でしかない。彼らにとっ
て、すごく幅が広がったというか。それこそ僕らが「⽀援者っていう服」を脱ぎたいように、彼らも
やっぱり、「障害者っていう服」を脱ぎたい。その時、⼀番近くの僕らは、彼らには「⽀援者」とし
て写っているんだろうなと。でも、彼らアルス・ノヴァに来ると、もう、友⼈なんでしょうね、きっ
と。そうした意味でも、関係者は広げていきたいと思うんですよ、そのとき福祉施設なら友⼈にな
りやすい。 
広げていきたい先は、同様の施設を運営している社会福祉法⼈だったり、近い領域の⼈たち。実際
にはなかなか難しいものがあるかもしれませんが。それから、やっぱり、利⽤者さん⾃⾝が変わり
ましたね。前はカラオケとか、温泉とかって⾔っていたのが、レッツのイベントがあったらそっち
に⾏きたいっていう感じ。何が満たされているのか。たぶん、「障害者っていう服」を脱げている感
覚が彼らにもあるんじゃないかな。レッツが主催している真⾯⽬な研修じみたトークイベントにも、
「⾏きたい！」って⾔う利⽤者さんがいれば連れて⾏くんですね。けっこう、⾃分が勉強したり、学
んでするとか、ってのが⾃慢だったりするんですよね。障害のある⼈はそれを奪われているから。
学ぶっていう機会を。うちの利⽤者さんはトークイベントに来ると、必ず最後に⼿を挙げて意味の
わからない質問をする。僕は毎回すごい肩⾝が狭い思いをする。でも利⽤者さんはそんなことはお
構いなしに張り切って⼿を挙げる。学ぶことの楽しさって、⼤⼈になっても気がついたりしますし。
きっと、利⽤者さんにも、あるんじゃないかな。 
それから、「表現未満」でいえば、うちの利⽤者さんが作った漬け物を、⾏き交う⼈たちにふるまう
企画をしたことがあったんですが、それをやったときも、その利⽤者さんけっこう、⽣き⽣きして
いて。その漬物、うんとしょっぱいんですけどね。とても、ご飯がないと⾷べられないレベルの塩分
濃度のやつ。それを⾏き交う⼈に配るっていう。その企画は、「表現未満実験室」の時に、「なんかや
ってくれ」っていう漠然とした依頼が来て。それで、うちのスタッフが、「何やろう」、と考えて、そ
れをしたんですよね。そんな感じで利⽤者さんへの⽀援内容とかメニューがもう、根源的に変わり
ましたね。みんなでワークショップをやるし、出かけたりもするし。明⽇もこの場所（たけし⽂化セ
ンター・アルス・ノヴァ）で開催される「⽞関ライブ」にうちの利⽤者さんが、出演者でひとり呼ば
れている。⽴ち姿がきれい、って、意味がわからない理由で。実は出演する利⽤者さんにとっては、
かなりの背伸びで。「⽞関ライブ」に出るって事⾃体、⼼配にもなるのだけれど。本⼈は張り切って
いるから、やれるって伝えて。うちの施設も、レッツに近くなったかな、と思いますね。 
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地域の⼈との関わりの変化 
以前は、地域の⽅々との交流は全くなかったんですよね。それは⾃分たちも⾃覚していて、毎年、施
設の⾃⼰採点のなかに「地域との交流」の項⽬があり、それは毎年法⼈の課題としてあったんです
ね。今も当然あるんですけど。これも、3,4年前から「⽂化」を取り⼊れることによって初めて施設
を「開けた」感があります。さきほど話したワークショップを地域の⼈に開いてやっているんです
ね。すると、近隣の⾚ちゃんからお年寄りまで、もう本当に全世代が揃うぐらいの開かれ⽅になり
ました。イベントはまた⽇常の関係性とは異なるかもしれないけれど、「開き始めた感」は確実にあ
り、そのとっかかりを作ってくれたのが、「⽂化プログラム」でした。 
 
利⽤者の家族の変化 
利⽤者さんのご家族も最初は抵抗があったかなと思います。もともと、最初は、僕が Facebook を
やったりとか、利⽤者さんの顔をああやってオープンにすることに、親の会の親御さんたちは総じ
て抵抗があったと思うんです。プライバシーへの配慮という観点で。「これは隠すようなことじゃな
い。オープンにしていいんだ」、っていうことを、最初の頃は僕が親御さんたちを説得して承諾して
もらっていた感じでした。でも、⾃分たちが、繰り返し、繰り返し楽しいこととか、こんなところが
グッとくる、みたいなことをやっていく中で変わっていきました。 
親御さんとの会合って、施設から今年の所信表明や事業計画を話す場。ですから、ものすごく「閉じ
ている感」があって。その理由の⼀つは、やまゆりの事件のこともある。施設側も慎重にならざるを
得ない。でも、それこそ⼀昨⽇開かれた年に 1 度の会合では、親御さんの⽅から「全然、顔をだし
てくれていい」、「名前隠すのはおかしい」って⾔ってくださる⽅が増えて。 
僕らがやりたいことって「曖昧」だったり、「淡さ」だったりする。だから、事業説明しにくいんで
すよね。抽象的なことがしたいんです、とか、曖昧なところにいたいんです、って⾔うと、ふざける
な、ってなるじゃないですか。でも、これもなし崩し的にわかってもらえるようになった、っていう
気がしています。 
でも、親御さんたちはうちのワークショップに参加するわけではなくて。さっき話した、⾏先を決
めないで⾏った新幹線の旅も、来ているわけではないんです。だけど、報告の記事は読んでくれて
いるし、そういうことに触れる機会がある。僕も抽象的なことを報告に書くし、その参加報告もか
なり、ぶっ⾶んだことを書いて毎⽉「通信」として出すんです。その報告がちょっと変わっていくの
って、きっと親御さんもわかりますよね。前は、カラオケに⾏ってみんなで楽しかったっていうの
が、最近よくわからないことやっているぞ、って。なんか新幹線で意味もなくどこか⾏ってきた、み
たいな。どっかのアーティストとなにかやっているぞ、って。親御さんも最初は⼼配だったと思う
んですよね。でも、⼀昨⽇は親御さんたちにも、そうしたことの⼤切さがすごく浸透している、って
いう感じがして。どんどんやってください、って感じがあって。 
グループホームの親御さんに関しては、特に理解があるんです。やっていることに。以前、親御さん
と⼀緒に、プチ・ワークショップを⼀緒にやったことがあるんですが、「こういうことって、けっこ
う障害が重くても参加できるでしょ？」、「これならうちの⼦もできる」って声が聞けました。その
うえで、「それをみんなでやっているんですよ」っていうのを伝えられるようになりました。親御さ
んたちのまなざしも変わりました。前は意味不明なことやっているな、って思われていたと思うの
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で、きっと。 
 
⾃分たちの価値基準に基づく評価実践 
社会福祉法⼈として、毎⽉職員個々の「⾃⼰評価」アンケートをしているんです。当然ながら、普通
のアンケートです。出勤時間は守れていますか？携帯電話の使⽤は勤務中にはしていませんか？利
⽤者さんは、さん付けで呼んでいますか？そうした、普通のオーソドックスな評価を「やっていま
す」、「やっていません」って確認するんですが、やっぱり、違和感が⽣まれてくるんですよ、レッツ
のような事業に触れていると。で、「この項⽬だけが⼤事なんじゃない」、ってなる。表⾯だけじゃな
い、って職員たちとみんなで話し合って、今までなかった裏⾯をつくろう、って話になりました。
「利⽤者さんと⼀緒に何もしない時間があったか」、とか。 
（※「⾃⼰評価様式」は本報告書・資料編に掲載） 
 
「⾃⼰評価」の裏⾯を作る過程も⾯⽩くて、すごく盛り上がりました。職員たちも、こういうことっ
て⼤事だよね、⼀緒にご飯⾷べて、おいしい、とか。⼀緒にお⽉さんを⾒て、奇麗だね、とかって。
⼀緒に何か共有することがあったか、とかね。あと、これはなかなか表には出しづらいんだけど、僕
ら⽀援者は、いつも聖⼈君⼦みたいにイライラしないとか、って求められるんですね。でも本当は
やっぱり「いいかげんにしろ」、って思うこともあるんですよ。そういう気持ちの時もあっていいじ
ゃん、みたいな。だから「ある」⽅が点数が⾼く出るようにしてみたり。表⾯だけじゃやっぱり、語
れない、っていうんで裏⾯を作って、⼀番最後の欄に今⽉の格⾔みたいなのを職員がそれぞれに書
いて共有するんです。 
よく、公私混同するな、って⾔われて、切り替えろ、ってされますけど。仕事終わったら仕事のこと
考えないように、って⾔うけれど。無理なんですよ、そんなの。体調悪い⼈がいたら、家に帰ったっ
て、彼⼥⼤丈夫かな、と考えてしまう。そういうことがあってもいい、と思うし。だから、帰りの⾞
の中で、仕事のことを考えちゃうことがある・なし、って項⽬では、ある⽅が点数が⾼く出る。公私
混同が絶対だめっていいきれないよね、みたいなことも、職員と共有しています。 
 
今後に向けて 
いま、施設でしていることを、今後は、組織内にいかに仕組み化できるかですね。現在も、取り組み
としては広がってきている感はあるんです。法⼈の中で、まずはひとつの児童の施設だけがやって
いた「⽂化」ワークショップが、最近は、僕らの障害者の施設が加わって、今年から介護保険の施設
もさらに加わる予定。本当に⼦どもからお年寄りまでみんなで作るワークショップみたいにしてい
く。そうしたことも視野に⼊っているから、法⼈の中で波及している感は、すごくあるんです。施設
⻑クラスには、広がってきている感があるのでもうちょっとかなと。最終的には、そういう部署を
作り、企画を担当する⼈を雇いたい。でも、仮に年間 500万円の⼈件費の根拠ってなに？と問われ
たら、「曖昧さを楽しむためです」って経営層に⾔えないじゃないですか。もっと意味を⾒える化し
ないといけない。そこが難しい。 
 
先⾏事例としては、品川の施設に、アサダワタルさんがディレクターとして配置されていて、うち
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の法⼈もいつかそうできたらな、と思っています。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉３１⽇午後＠たけ⽂） 
 
その６ 佐鳴台⼩学校校⻑ 鈴⽊先⽣ 

 
レッツとの出会い 
鈴⽊先⽣：たしか出会いは、7年ほど前で、当時はアルス・ノヴァが⼊野
にあった頃、私が近くの⼊野⼩学校の教頭をしていた時でした。当時の校
⻑先⽣が、特別⽀援学校から⼊野⼩学校にお⾒えになった⽅で、レッツ代
表の久保⽥さんともお知り合いで。それで、ご挨拶に来られたのを私もお
受けして、というのが最初のきっかけでした。その後、「近くなので、利⽤者さんを連れて運動場に
遊びに来てもいいですか？」と、お話があり、「もちろん OK」と。そのあと、半分は⾃分たちから
の希望で、せっかく来てくださるなら、「何か⼀緒に出来ることはありませんか？」とお誘いしまし
た。そこで、⼦どもたちが⾃分たちの⼒で、皆を喜ばせる企画をする児童会のお祭りのときに、その
⼀⾓にブースを設けていただくとか、授業を利⽤者さんも⼀緒に交えてやってみるという試みをし
ました。 
⼩学 1 年⽣の図⼯の時間でファッションショーをしました。ちょうど学校も障害のあるお⼦さんを
受け⼊れており、「⾃然に関われるのはいいんじゃないか」ということでお付き合いがはじまりまし
た。もちろん当時の校⻑は、特別⽀援学校の校⻑をなさった⽅なので、インクルーシブの考え⽅を
持っておられたし、職員もそういう企画に共感してくれました。全校に対してではなかったけれど、
⼦どもたちは喜んで参加していました。 
それまで地域の福祉や⽂化の施設と連携して取り組むことはなかったので、レッツさんが初めてで
した。本番の様⼦をみて、「⼦どもたちは本当に⾃然に関わるんだ」と実感しました。むしろ⼤⼈の
⽅が、⾊々⼼配したりね。教員というより保護者の⽅や地域の⼈たちから、「どうなんだろう？」と
いう声は 2、3 あったかもしれませんが、⼦どもたちは本当に楽しそうでした。 
そのあと、私は萩丘っていう地域の⼩学校に赴任することになり、それから暫く３年ほどはレッツ
さんとの直接のお付き合いはなくなりましたが、レッツさんとの交流をきっかけに、障害のある⽅
たちと交流するのは、いいものだなという実感があったので、近所の施設と交流して⾃閉症の利⽤
者さんと⼀緒に折り染めをしたり、障害者雇⽤を推し進める農家さんの話を聞いたりしました。そ
ういう芽が私⾃⾝に開いたんでしょうね。 

 
⾳楽会を合同で企画 
レッツさんとは、再び 2018年に私が佐鳴台⼩学校に赴任してから、「何か交流ができないか」って
いうお話をレッツスタッフの夏⽬さんからいただき、交流が再開しました。 
前任校は、コミュニティ・スクールのモデル校だったので、佐鳴台⼩学校に来て、そういうのをこれ
から考えていきたいという時にレッツさんに再会して、「何か⼀緒にそういう機会を作ってできない
か？」ということで、夏⽬さんにコーディネートしていただきました。それが、みんなで⼀緒に⾳楽
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を楽しむ「佐鳴台みんなのコンサート」です。本当に「みんなで」なので、障害の有無も関わらず、
やってみました。知り合いで浜松市出⾝のピアニストや⽣徒の保護者で声楽家の⽅、それにレッツ
メンバーによる「レディオ体操」など。 
ある意味チャレンジだったんですよ。クラシックって静かに聴かなきゃいけないものだというのを、
あえて「声を、出ちゃうのも有り！」みたいな感覚でやったので。⾊んな趣味の⼈もいるので、⾊々
織り交ぜることで、ある程度「型のあるもの」と「⾃由なもの」とを織り交ぜてやったことで、⼦ど
もたちのなかに、その印象が残っていて、「またないの？」という反応もありました。 
 
レッツメンバーでお昼休みに学校滞在 
やってみると、⽬指す⽅向がみえてきて、今度は、レッツさん単独で、もう少し学校の中で交流でき
ないか、という話になり、学校に昼休みに来ていただく企画をはじめました。近頃、学校が多忙化し
ているなかで、昼休みならそんなに束縛されるものじゃないし、⼦どもたちが希望で選べるものな
ので、レッツさんさえよければ、ぜひ来てください、ってお話しました。 
私たちも、レッツメンバーに⼦どもがどう関わるのか、間近で⾒ていて、⼀つ⼀つ気づきがありま
した。例えば、太⿎とかがあると、そちらに⾏ってしまい、そこにいる利⽤者さんや⼈にはあまり興
味が向かない。ちっちゃい⼦ですのでね。でも、それを無くして「マネッコしてみよう」っていう企
画に変えてみたら、利⽤者さんとの関わりが⽣まれてきて、けっこう楽しんでるんですね。ぐるぐ
る描いている⼈の隣で、ぐるぐる描いていたりとか。 
⼦どもたちは、関わる回数を重ねると、関わり⽅を学んでいくんですよね。次回は、⾃分の⽅から寄
っていけるようになっていたり。基本、希望の⼦が⾏くのでね、怖がったりはしないです。 
最近のエピソードでは、レッツメンバーの壮さんが来たときに、ちょうど眠かったようでスタッフ
さんと⼀緒にゴロンと横になっていたんですよ。その横で、その顔を眺めながら楽しそうにしてい
る男の⼦がいて。その様⼦をじっと⾒ていて、「明⽇も来るでしょ？」なんて⾔うんです。⼦どもた
ちは、ちゃんと関わり⽅を⾒つけていく、ってことです。そこには、レッツのスタッフさんの絶妙な
⾒守る⽬がある。そこが⽋かせないんですよね。そこは安⼼してお任せできるので、私たちも受け
⼊れられるのです。 
 
レッツ夏⽬さん：やはりメンバーを連れて⾏くのは⼤変で、例えば、壮君は廊下を⾛り回るんです
よ。廊下のような場所が⼤好きで。嬉しそうに⾛るんですけれど、その合間に、⼤事な掲⽰物が“ビ
リッ”て破れちゃったりもする。もう、ドッキドキです。破っちゃった⼦に謝ったり、とか。やはり
事件は起きてしまう。けれども、それを含みつつの滞在なのかな、とも思います。 
 
鈴⽊先⽣：でも、学校って、レッツのメンバーが来ないときでも、⾊々なことが起こりますよ。学校
は本来、起こったときにどうするか、を学ぶ場でもある。もちろん、命に繋がっちゃいけないけれど
も、多少のことに関しては、当然に起こります。その後、謝るなら謝る、直すなら直す、など次から
気を付ける。それがすごく⼤切だと思います。逆に、レッツメンバーが来てくれた時に、あまりそう
いう状況に⼦どもたちがキイキイ⾔わない様⼦を⾒て、意外と寛容さが育ってるなぁ、と感じると
ころはありますね。 
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教育現場の難しさ 
学校も今、変わろうとしているんですけれど、やっぱり「枠」があるんですね。学校の中で⾊々「◯
◯でなければならない枠」というのがあって。そこに、だんだんはまりきれない部分も出てきてい
る。でも、それが悪いものばっかりではないので。特に芸術性などについてはどうしても「枠」を⾶
び越えるところがあるのだけれど、それを認められない。本来、「ありのままをまず⾒る」という部
分からスタートするって、原点のはずで、⼦ども達は、意外とそういうのが分かっている。だからそ
の⼤⼈が作ってしまった「枠組み」を、もう少し緩く⾒直していくことができないか、という思いが
あります。レッツさんとの出会いでそうしたことに気づいて、⼦どもの姿から、じゃあ、どういう⾵
にしていけるのか、っていう可能性を今探っている途中だと思っています。レッツのスタッフさん
たちのような⼤⼈と出会えるというのも⼦どもたちにとって⼤きなことです。⼦どもたちもまた、
社会に役に⽴つ何かをする、っていうことに対する視野が広がると思います。 
 
レッツと関わり続ける理由 
代表の久保⽥さんやスタッフのみなさんが、常に⼈が⽣きていくことと向かい合って考え続けてい
る、ということ、そして考えているだけじゃなくて、実践し続けていることがすばらしいと思いま
す。「やってみてどうだったか」って考えて、「変えるところは変える」。すべてそこですよね。パタ
ーン化されていない部分が、すごく良いなと思います。やっぱり、⼈なので喜んだり楽しんだり、悩
んだり、悲しんだりっていうすべての感情がありますよね。その発露は、⼈によって違うけれども、
そういうものを私は⼈間らしさだと思っています。レッツのみなさんは実践のなかでそれを失わず、
ありのままに出されているんです。そういうことを⼤事にしているところが、⼈として⼀番⼤事な
ことだと思います。⼀緒に活動していると、それを⾒つけることができる。私たちも⼈間性を⼤事
にできるし、「⼈」なんだって気づかせてくれる。感謝しています。 
 
みんな⼀緒 
それから、私は「みんな⼀緒」っていう感じがするんですね。みんな同じところに⽣きている⼈、と
いう括りです。そんな感じでいられるというかね。昨⽇、聞いた講演の中では、「⼈はみんなグラデ
ーションの帯の中にいる」という表現がありました。ここにいる⼈も、あそこにいる⼈もいるわけ
で、私たちもそこにいて、たまたま国の基準があって「障害」がある⼈、ない⼈って分けられている
けれど、よく考えると、みんな同じところにいるんだと気付くんです。そこに夏⽬さんも、みんなも
いて、私たちもそこの仲間、っていう感覚があります。 
 
夏⽬さん：昨年は 7⽉に、初めて佐鳴台⼩学校の 4年⽣が全員、たけし⽂化センターに校外学習に
⾒えたんです。もともと、浜松市内全域どこの⼩学校も、⼀度でいいからたけ⽂に来てくれたらい
いね、っていう話をしていました。障害を発信するために。その話をたまたま陽⼦先⽣（鈴⽊校⻑）
にお伝えしたら、「では、⾏きます。」と即答くださって。それで、ほんとに実現してびっくりしたん
です。7⽉、4年⽣が 1 クラスずつ交代で来られました。その時に、担当したスタッフの⽵内がいつ
も⼤切にしているのは、「ここは福祉施設です」とは⾔わないことなんです。「ここは、⾊々な⼈がい
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るところです。」とたけし⽂化センターのことを紹介する。そこで、「探検していってください」と⼦
どもたちに伝えて、『⽬撃シート』と『コレ、やったシート』を渡して、それにメモしながら探検を
1時間してもらう、ってことをやっているんです。その狙いは、⾊々な⼈たちがいて、そのなかに⾃
分たちもいるっていう感覚を、この場所で感じてもらえたらいいな、ということ。「その⼈たちと⾃
分は違う」のではなくて、いろんな⼈たちがいて、⾃分もその中のひとりだな、って思ってもらえた
らいいな、と思って取り組んでいます。 
⾃分に対して「こんなんでよかったのかな」とか「⾃分はダメだ」という評価ではなくて、「⾃分は
これでいいんだな」と思える、⾃尊⼼をこの場所との関わりを通じて持ってもらえたらと思って、
この企画をやっています。 
鈴⽊先⽣：この企画は 4 年⽣の主任がその考えに共感して、いろいろな動きを作ってくれたんです
が、まさしく⼦どもの姿がそうだったんですよ。⼦どもたちが「ありのままを受け⼊れられる」のを
⽬撃して、⾃⼰肯定に繋がって、安⼼感があったので、⼦どもたちがとても穏やかないい表情でし
た。本当に、⼀緒にいることが⼼地よい、っていう感じでしたね。⾃分のなかに純粋な気持ちがある
んだっていうことに気付いた⼦もいましたし、それを⾒ていた先⽣たちも、そういう⼦どもの姿が
あるんだってことに気付いて、ホッとしたり、喜んだりと、とてもよい表情をしていました。⼀般的
に⾏われる福祉施設での体験って、「体験させてあげている感」というのがあるように思うんです。
でもレッツの皆さんにはそれが感じられませんでした。本当に、⼀緒に遊んでいるおともだち、み
たいな感覚で受け⼊れてもらいました。こちら側もレッツを訪問して、「その⼈に声を掛けねば」っ
ていう気持ちを全然持たないで⾃然に触れ合えました。ゲームをやっている⼈がいれば、すぐライ
バルになっちゃってたりしているわけですよ。それが、妙に新鮮な感じがして、そういう⾵に振る
舞ってよさそうな空気を醸し出している、そういう空間なんですよ。 
 
夏⽬さん：そこには、先⽣⽅が仕切り⽅というものが影響します。先⽣⽅はどうしても、つい、声掛
けしたくなっちゃいますよね。「どぉ、交流してみたら？」と⼦どもたちに声掛けをしがちなんです。
こちら側は「そうした声掛けは敢えて、しないでくださいね」と事前にお願いしていて、⼀般的な⼩
学校だと、「せっかく来たんだから、あの⼈と⼀緒に何かやったらどう？」って児童に⾔ってしまい
がちなんです。そうではなくて、やっぱり、この「場」はみんなのものなので。関わってもいいし、
関わらなくてもいい。きっと佐鳴台⼩の先⽣⽅は、よくおわかりで、⾃由にさせた、というのが、成
果の理由だと思うんですよね。 
 
多⽂化共⽣とレッツ 
鈴⽊先⽣：そもそもほんとうはね、⾊んな⼈がいるのが当たり前なんですが、そこを社会は⾊々と
区分けしてきたわけです。でも、もう、そんな⾵にしていたら、社会は成り⽴たない状態まで来てい
る。 
では、⾊んな⼈と幸せに⽣きていくためには、どうしたらよいのか。「この部分は共通に理解しなく
てはいけなくて、あの部分は受け⼊れるのか」ということを、⼩さい時から、実感としてもって⽣き
ていかないといけないと思うんです。⼤⼈になってから理解しようと思っても、そこはなかなかで
きないんじゃないか、という思いは強く持っています。 
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外国籍の⼦を受け⼊れる際にも、そうした⼦がいない学校ですと、受け⼊れる際、最初は躊躇しま
す。地域も躊躇しますよね。⼀⽅で、外国で暮した経験のある⽅たちは、それが当たり前なので、意
外と⾃然な感覚なんです。そうした躊躇も、⽇本独⾃のものなのかもしれませんけれど、もうそん
なことを⾔っていられない時代だと思いますし、「楽しいことも多いよ」という実感が、なるべく獲
得されていくのが⼤切かな、と思っています。実際、会ってみると、皆が楽しんでくれている。そう
した実感が得られる経験が何よりですよね。レッツさんとふれあう体験をすることには、ある程度、
「そうなるだろう」ということは⾒当がついてやっていますけれど、実際⾒てみないとね、分から
ないところもあります。それでやってみて、「あーやっぱり、やってよかったね」と感じることばか
りです。 
 
不完全でいい 
先ほど、保護者の考えとか、⼤⼈の考え、って話が出ましたが、やっぱり、⼈としてのありようっ
て、本来、不完全でいいと思うんですよね。だけど、妙に、完成されたものが美しいとか、AIとか、
完璧にやることが素晴らしいって価値観が出てきています。もちろん、それにも役⽬があるので、
その役⽬の中では完璧にやってもらうことも⼤事なんですけれど、⼈もそうあらねばならないとい
う、妙な誤解があるように思います。本当は、不完全だから、助け合うといういいところがあると思
うんです。そこのところは、忘れちゃいけないと思うんです。「完璧が⼀番、と勘違いしないように
ね」って。お互いの「それでいい」っていう気持ちも⼤事にしていきたいな、と思っていますね。 
 
教員や⼦どもたちの変化 
教員も、初めて障害のある⼈との関わりに直⾯する⼈がいるので、⼦どもと同じように徐々に関わ
りが始まっていく⼈も当然いますし、レッツさんの考え⽅を HP で知って「やっぱり⼤事ですね」
と、すぐ分かる⼈もいます。うちの学校は、発達⽀援学級（県では特別⽀援学級と⾔います。）を持
っている学校なので、その先⽣たちにとっては当たり前のことなんですけれど。レッツさんとの関
わりが増えてきたので、⼦どもたちの意識のなかに、差別感が減ってきた気がします。「みんな違っ
て、みんないい」という⾔葉がありますが、違っていると、奇異に⾒ちゃうところがあるじゃないで
すか。それが以前よりも少なくなり、ありのままを⾒るようになってきたという感じがします。そ
れはなぜかというと、関わり⽅を覚えたから。関わると、相⼿が分かるんですよね。関わらないと、
なんだかすごく怖いものに⾒えてしまうので、⾃⼰防衛として遠ざけてしまいがちですが、関わっ
てみると、「いやー、⼀緒じゃん」とか、「◯◯って、優しいじゃん」とか、「⾯⽩いね」、となってい
く。そんな変化が⼦どもから⾒られる瞬間があります。それは⼤⼈も同じですよ。⼦どもの⽅がむ
しろ、⾊々な先⼊観がない分、ほんとうに、⼈としてフラットに付き合っていますね。 
 
夏⽬さん：いやー、⼦どもは本当にすごいですよね、⾒ていて思います。全然、「違う⼈」だと思っ
ていない。 
鈴⽊先⽣：その点は、⼦どもたちに学ぶところかな、と思っていますね。⼀緒に学ぼう、ってよく⾔
っています。 
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今後に向けて 
私たちの学校の課題は、「持続可能に」っていう部分をどう達成していくか。やっぱり、数年で終わ
ってしまったりする部分もあるので。続けていきながら、きっと⾊々と変化はしていくと思うので、
それらをずっと、みんなで⾒ていくためのなにかが必要だと感じています。続けていくためにどう
したらいいのか、というのをちゃんとみんなで考える。それを⼤事にしたいと思います。地域が学
校との交流を続けながら、⼦どもの成⻑に合わせて変化をみていくのは、意味があると思いますし、
学校側も⾊々と参加した⽅がいいと思っています。 
私、今年初めて「スタ☆タン!!」を観たのですが、発表する⼈たちが本当に⼀⽣懸命⽤意しますよね。
そうした熱意にも感動した部分がありましたが、公募の審査員の評価の⾔葉も素晴らしく、奥深か
ったです。私もそういう⾔葉を持ちたいと思いました。⼈への深い理解や、⾃分の専⾨分野とつな
げて考える考え⽅がないと、そういう⾔葉って出てこないので、⾃分もそういう⼈になりたいって
思うんです。 
 
スタ☆タン!!参加後の変化 
スタ☆タン!!に参加して私⾃⾝が変化したと思うんです。例えば、いま、特別⽀援学級の⼦どもたち
が、「ゆるキャラ」を作るために、⾊々と絵を描いて、デザインを出しているんです。昨⽇、とりま
とめている担任が絵を⾒せてくれました。⾯⽩い形で、何だろうと考えているうちに、そうしたも
のに、味わいみたいなものを感じている⾃分がいることに気付いたんです。 
 
夏⽬さん：それ、「表現未満、」ですよ。カッチリしたものじゃないものを、愛でる気持ちになってく
るんですよね。 
 
鈴⽊先⽣：そうなんです。担任はね、⾒た感じ、ちょっとグロテスクなのでどうしようかな、って思
ったというんですけれど、「じゃあ、どういう思いでそれを描いたのかコメントを書いてみようか」
と⾔いました。その⽅が楽しんでみられるというか、思いを感じ取る⼿がかりになるのではないか
と思ったんです。相⼿の表現未満、から相⼿の思いを想像できるように⾃分も変化したなぁ、と思
いましたね。 
 
⻑い⾒通しを持って 
私たちも、「未来をどう⽣きていくか。その未来は⼦どもたちが創る」ってことを考えたとき、レッ
ツさんは、⻑い⾒通しを持って、未来の幸福に向けての取り組みを⾊々してくれていると受け取っ
ています。表現やアート、芸術と結び付けていく、という部分は、何百年も前から⼈の歴史と結びつ
いてきたもので、これから先も、つながっていくことだと思います。私はそうした事業は価値があ
ると思いますし、その部分をレッツさんが打ち出してくれていることに、⽣きる元気をいただくと
いうか、今の時代を⽣き抜く強い⼒になっていると思います。 
 
地域の核に 
昔は学校が「地域の核」としてありました。それはこれからも求められるので、そういう学校になる
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ように変わっていかなければいけないと思っています。そしてある意味、たけし⽂化センターが、
そういう「地域の核」になるのも、新しい未来の街づくりかもしれないな、と思います。周りに⼈が
集う場所として、とても楽しみな⾯があります。 
 
続けていくために 
レッツさんへの訪問企画は、繰り返し取り組んでいきたいと思っています。それが⼤事だと思うの
で。 
夏⽬さん：佐鳴台⼩学校の皆さんがたけし⽂化センターに前回来訪されたときは、路線バスで来ら
れているんですけれど、来年度は路線バスではなく、チャーターバスを使って来るという道筋を、
⼀⽣懸命、創ろうと画策されている、と陽⼦先⽣から聞きました。その仕組みがつくれれば、その
後、校⻑先⽣って代わっても、企画が残ってくれたらいい、そういうことまで考えてくれている、と
いうことにびっくりしました。 
 
鈴⽊先⽣：前回は、「やろう」となって、では、既存の校外学習の⼀環として取り組むことを、まず
考えたんですね。主任がそれを考えてくれたんですけれど、やはり既存の⽅法のなかでは、滞在時
間がギリギリで短かったんです。それで、もう少し⻑く滞在するように、それを単独のひとつの活
動として、バスも貸し切りで⾏くっていうのがいいということになり、その⽅法だと予算がどのく
らいかかるかも計算したりして、バス代もそんなに⾼くはならないということが分かりました。今
後、そうした企画の意味を保護者にお話ししながら、理解を得ていくことになります。 
保護者に理解を得るときに、単純にその企画について相談するのではなくて、いまは、コミュニテ
ィ・スクールの仕組みに関する会議があるので、そうした場で相談して「やっぱりそういうのが今
の⼦には必要よ」、「これからの社会のためには⼤事だから、ぜひ。」と⾔ってもらえると、保護者に
お伝えするときも、「バス代はちょっとは⾼くなるけれども、この企画はこういう⾵に良いですよ」、
と伝わりやすくなると思っています。 
また、やりながら、きっと変化は起こってくるんですよね。世界情勢も変わりますし。もしかした
ら、ここで育った⼦がレッツさんに就職するかもしれないですし。そういうの、よくありますよ。外
部から来た⽅のお話を聞いた中学⽣が同じ職業に就くようなこと。そういうのもありかな、と。そ
れから、街づくりを考える⼈になるとか。夢は⾊々広がります。 
 
夏⽬さん：レッツとしては、なかなかこういった校⻑先⽣や学校には出会えないので、本当にあり
がたかったと思うんです。もし、課題があるとしたら、出会い⽅ですね。今回の場合は、私たち⾃⾝
が、低年齢の頃から⾊んな⼈と出会う機会を作って、寛容性のある社会づくりをしていきたいとい
う⽬的を持っていて、それに加え、佐鳴台⼩の先⽣⽅の教育現場でのニーズとが、たまたま合致し
たことが⼤きかったのかなと。今回の出会いを経験して、異業種の⽅々との出会いは、とても⼤事
と実感しました。これから広げて⾏かないと、いけないな、と思います。 
 
鈴⽊先⽣：レッツのスタッフさんのなかには、同じぐらいのお⼦さんもお持ちで、⼦どもの発達段
階にも理解がありますしね。⽵内さんは、これから⼩学⽣になるお⼦さんをお持ちで、そういう視
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点から適切な仕掛けやプログラムを作っていくというのは重要だと思っています。教員だけでは、
ああいう⾵には発想できなかったと思うので、その点は、質の⾼い教育につながっていると⾔える
かな、と思っています。 
 
夏⽬さん：その仲間に⼊れてもらえて嬉しいです。 
 
鈴⽊先⽣：トラブルというか、⾊んな課題は、きっと何をやったとしても出ますよね。それは当然
で、そうしたらまた、どうすればよいのか考える。それを繰り返せる⼈になる⽅がいいじゃないで
すか、っていうだけのことなんですけどね。 
それを⼀緒にできる仲間がいることが幸せです。 
 

（インタビュー：令和２年１⽉２３⽇午後＠佐鳴台⼩学校） 
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（参考資料）グループホームで独⾃作成した「職員⾃⼰評価表 裏⾯」 
 
〈作成の経緯〉 
・「職員⾃⼰評価表」は、社会福祉法⼈として毎⽉職員が個々に実施していた。 
・内容は、「出勤時間は守れていますか？」、「携帯電話の使⽤は勤務中にはしていませんか？」、「利
⽤者さんは、さん付けで呼んでいますか？」など⼀般的なものに「A できている」、「B 概ねできてい
る」、「C できていない」をチェックして確認していた。 
・しかし、レッツの事業等に触れていると、そのことに違和感が⽣まれてくる。「この項⽬だけが⼤
事なのではないのではないか」、と。 
・そこで、職員たちと話し合って、今までなかった「裏⾯」を作成した。 
・作っていく過程において、チームでアイデアを出し合ったプロセスも重要だった。 
・「⼀般の評価表には載らないけど、こういうことって⼤事だよね」、「割り切れない曖昧なことや⽭
盾も⼤事にしたい」、「ネガティブな気持ちだってアリじゃない？」、「『専⾨職としての服』を脱ぐ時
間もあっていい」など、職員同⼠が本⾳をぶつけて何が⼤切かを議論することができた。 
 
 

〈グループホームすてっぷ 職員⾃⼰評価表（独⾃に作成）〉 
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（参考資料）観光体験者の振り返りメモ 1〜4 

（参考資料）観光体験者の振り返りメモ１ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・午前中はなんとなく全体を⾒てた. 
 ジュンにひっぱられて階段を上下する. 
・お昼をたべる. 
 たべた後 流しの近くに⽴ってたら リクにお茶と⼲しイモをすすめられる. 
 散歩に⾏こうと思ったら リョウガがカレンダーにセロテープを貼る活動 
 の⼿伝いを命じられる. テープがなくなるまで⾏う. 
・流し前のテーブルでフウ、ナルミ、オハラ君と絵（⽂字）、線、などをかく, 
 主にフウのペンのフタを外したりつけたりしている. フウが最初線しかかかなかったのに 

たまに丸をかくのがたのしかった.  
・ササキさんに声をかけていただき散歩に. 少し前にアミちゃんに壁ドンされそう 
 になる. 散歩には、ササキさん、カクちゃん、アミちゃん、だいちゃんの５⼈で. 
 だいちゃんの⾞いすをはじめておす. 
 ⿊板とキッチンまで⾏き 少し休けい. アミちゃんが⼈⾒知りを発祥してすぐに退散.  
そこからはカワちゃんが⾞イスを押す. 実は最初から押したかったのかもしれない 
（結構いろいろ⼿伝ってたので） 

 散歩から帰ってきたらジュンが前の道を歩いてて⼿をひいて中に⼊れようとする. 
 帰ってきて、疲れてしまう、というか寒い. フウにおやつをもらう. 
 じょじょにみなが帰るのを イスにすわってながめる. 
 リョウガが帰り際、こぶしをあわせてくれる. ややうれしい. 
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（参考資料）観光体験者の振り返りメモ 2 
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（参考資料）観光体験者の振り返りメモ３ 
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（参考資料）観光体験者の振り返りメモ４ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10:30 ・じゅんさんたちとアルス・ノヴァへ． 俺は⼿をつながなかった．  
 
11:00 ・かわせさんに案内してもらう． アダチさんもいたけど 
     何を考えてるかはあんまりわからなかった．  
 
   ・スタジオに⾏ったら、リクさんがドラムたたいていて、 
    ⼥性のスタッフぽい⼈がコンガたたいていて、電気消えてもやってた．  
    けどあまり参加する気にならなかった． ⾃分の⾳が聞こえないから．  
 
   ・⾼橋さんがつくってるのを⾒てた． ちょっと何⾔ってるか分かりづらかった．  
12:00 ・アダチさんの前で⾷べた． でもとくに何も話さなかった．  
    話しかけたけど．  
13:00 ・オガタさんが名札をみせてきて、指パッチンを俺がして 
    ほめあいみたいになった． スタジオに⾏きたかったけど、 
    オガタさんが散歩⾏こうと⾔ったので⾏った． テンギョウさんも．  
    寒いよと⾔いながら散歩⾏った． オガタさんは電池をもってきてて 
    ラジカセのをいれかえてた． あとバーンってうってきたのでやられたら 
    めちゃ笑ってた． めちゃおもしろかった、ノリよくて．  
    途中絵本屋に⾏ってあいさつした． かもえアートセンターに⾏って、 
    ひたすら DJした． 全然いいレコードなかったんだけど、ラスト 
    ２枚がヒットし、おどった． 14時に帰ると、まってたけど、 
    中を散歩、その後エレクトーンを⾒つけてフリーズ． 職員さんに 
    ⾦かかると⾔われるもフリーズ． 楽しいダンス動画で⽴ち上がる 
    エレクトーンをふいて、⽴ち直る． その後、トイレで⼀緒になり、 
    「俺もう帰るわ、スタジオ⾏きたいから． もしやるなら⼀緒にやろう」と伝える 
15:00 ・セッション． オガタさんはずっと同じのを、だいたい、やってるから、 
    セッションしてて楽しい． ノるから． ⼀緒にやれる、コミュニケーション 
    できるから． それでいて、⽌めてはくれない． お互いにムリなトコに⾏く．  
    その感じがよかった．  
16:00 


