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特集：2019年度　活動報告

総合研究センターは、しなやかで粘り強さをもつ
レジリエンスな社会を創造するため、
広報誌に「しなやか、柔軟な」という意味を持つ
「Pliant」とつけ、その願いを込めました。
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編集後記
　近年、日本は多様な危機に直面し、レジリエンスを大きく発揮しなければならない状況が続いていま
す。大阪府茨木市在住の私は、2018年6月に大阪府北部地震に見舞われました。我が家では電球が割れ、
玄関のタイルが崩れ、道には多くの割れた瓦が落ちていました。１週間ほどガスが使えず、冷たいシャ
ワーを浴び、カセットコンロで食事を作るといった生活をしていました。しかし、家と電気というハー
ドを使え、さらに全国から集まったたくさんのガス会社の社員さんが夜遅くまで一軒一軒ガスの開栓を
していたことから、すぐに日常の生活に復帰することができました。もちろん、大きな被害を受けな
かったこともありますが、早期に社会生活を復帰することができたのは、防災のためのハードと、減災
と回復力を早めるソフト（人の支援）の力が発揮された成果だったと思います。編集後記を書いている
2月現在、新型コロナウイルス感染症が猛威を奮っています。この感染症に対して日本および世界が
One Teamとなり、Pliant vol.4発行時には感染が収束していることを心より祈っております。
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レジリエンス・プロジェクトとは…。

　近年、自然災害などの突発的ショック、人口減少や地域コミュニティの希薄化のような慢性的ストレスによって
もたらされるさまざまな課題を克服し、しなやかな強さをもつレジリエンス社会が注目されています。広範な通勤・
通学圏を含む京都都市圏では中心市街地だけでなく、都市圏のベッドタウンに固有の課題が存在します。たとえば、
高齢化の進行や地域コミュニティの活力低下、子育て世代の減少や住民の孤立、空き家の増加などが進行しています。
　総合研究センターでは、地域住民一人ひとりの自立と、自立した住民が支えあう共生が両立する新しいスキームを
構築するために、「レジリエンス・プロジェクト」（以下、2テーマ・4研究）を立ち上げました。

プロジェクト名：「レジリエンスな社会を創造する学際的研究拠点
　　　　　　　　―京都都市圏におけるしなやかで強靭なコミュニティの構築―」

テーマ1：生涯を通じたこころとからだの健康（自立）─こころとからだのレジリエンス─

研究①　「生活環境の多様性を配慮した子育て支援システム研究」（看護×心理×理学療法）
妊娠期からはじめる子育て支援を「子どものこころの健康増進モデル」で行います。また、発達障害児については
二次障害の減少を図り、「切れ目のない発達障害支援モデル」を提案します。

研究②　「客観的指標に基づいた健康寿命延伸研究」（看護×理学療法×臨床検査）
未病研究・在宅医療として簡便化した試薬開発を行います。また、高齢者の外出の増加により主観的幸福感の上昇を
図ります。これらの研究により健康寿命延伸につなげていきます。

　　テーマ2：個性を生かし支えあう社会（共生）─地域社会のレジリエンス─

研究③　「地域性を考慮したコモンスペース活用研究」（児童教育×経営×都市環境デザイン×心理）
子どもから高齢者まで幅広い層の居場所づくりにより、地域コミュニティの希薄化の解消、地域内での孤立減少を
図り、他地域への「コミュニティ・カフェ」運用モデルを提案します。また、地理情報システムにより、住民交流の
ための最適な居場所モデルの提示を行います。

研究④　「地域社会のレジリエンスを高める地域防災・減災研究」（看護×救急救命）
多様な専門職らの連携により、コミュニティにおける自助・共助をコアとする防災・減災アクションプログラムの
策定を行います。
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第 3回レジリエンスと私
Plian

t 04

日本アイ・ビー・エムを経て、2011年よりレジリエンスコーチとして、研修やコーチング、講演活動
を実施中。著書『ひきずらない技術』（あさ出版、2016）　山口県出身。

　私は2つのレジリエンスに関わってきました。
最初はシステム・レジリエンス、そして今は心の
レジリエンスです。これまでの歩みについて書き
たいと思います。

1.システム・レジリエンスに
　邁進した20年

　IT企業に勤務していたほとんどの期間、シス
テムの災害対策に取り組んでいました。予期せぬ
事態で停止したシステムをいかに早く復旧させる
か、究極は止まらないシステムづくりが目的です。
自然災害から停電や通信不全、コンピュータウィ
ルスや人的ミスなど、システムが停止する原因は
さまざまです。リスクの大きさと発生の頻度を見
て、対策を講じます。構築の難易度と予算も考慮
して、最適なディザスタリカバリ（災害復旧）シ
ステムを設計するのが仕事でした。ひとつとして
同じシステムはないので、とてもやりがいがあり
ました。2003年頃から、ビジネスレジリエンス
という言葉を使いはじめたのが、レジリエンスと
の最初の出会いです。
　SEにとってシステムダウンはとても緊張しま
す。身体中にアドレナリンが放出され、徹夜で復
旧作業をすることもありました。2-3日程度なら

深谷純子（株式会社深谷レジリエンス研究所　代表取締役） 

火事場の馬鹿力で乗り越えられましたが、長期化
すると心が折れそうになります。
　トラブルだけでなく、難易度の高い多忙なプロ
ジェクトなど、いわゆる逆境や試練を経験した
後、「もうこんな仕事は勘弁してほしい」「向いて
いないので異動したい」と、やる気が下がる人が
いる一方で、「この経験を役立てたい」「次はもっ
とうまくやりたい」と、逆境をバネに成長する人
もいます。
　同じ経験をしても捉え方は人によって違う。知
識や経験ではなく、本人の性格や思考傾向に違い
があると思います。エモーショナル・インテリジェ
ンス（感情知能）やポジティブ思考が関係してい
ると後で知りました。
　管理職として相次いで部下がメンタルを病んだ
ときはショックでした。「なぜ不調に気づかな
かったのか?」「どうすればよかったのか?」と、
自分の能力不足を責めましたが、今思えば論理
的思考への偏りがあり、人を機械のように見て
いたように思います。コンピュータに関わるこ
とで左脳的な思考が強まり、曖昧さや感情を受
容する右脳的な思考が欠け落ちていた。人の感
情や直感よりも、データや成果を重視すること
で、心理的な不調に気づくのが遅れていたと思
います。

2.心のレジリエンスに
　興味をもったきっかけ

　海外統括部署で、米国やアジア地域を相手に仕
事をしたとき、英語でのコミュニケーションに苦
労しつつも、今の仕事につながるヒントを学ぶこ
とができました。
　米国の同僚から、日本人はBusyやDifficultな
ど、やる気を下げるマイナス言葉を使いすぎると
指摘されました。“Busy” は振り回されている、
“Difficult” は否定的なニュアンスがあり、能力
の低さややる気のなさを感じると言われました。
日本では、有能な人は難しい仕事をし、忙しいも
のだと思われますが、これらの言葉を使いすぎる
ことでネガティブな影響もあります。
　米国の同僚たちは意欲を高める言葉を選んで
使っていました。もちろん、多少の自己アピール
もあります。例えば、Busyの代わりに、Manage, 
Control　（仕事を管理している、掌握している）
Difficultの代わりに、Challengeable, Tough（挑
戦しがいがある、手ごわい） などを使うと、前向
きさが伝わります。プラス言葉を使ってみると、
気持ちが変わりパフォーマンスも上がります。そ
れは実践することで実感できます。
　ストレスに強い人は、態度や行動にも特徴があ
ります。よく笑う、ユーモアがあり周りを笑わせ
ている、運動を好む、仕事以外に打ち込める趣味
がある、人づきあいがよいなども分かってきまし
た。これらの行動は、身体や感情を整えるホルモ
ンの分泌を促し、MRI画像によると脳内の動き
も活発になることがわかっています。言葉や行動
を見直せばストレスに強くなり、心のレジリエン
スが高まります。

3.心の筋肉（レジリエンス）が
　必要な時代

2011年から「心のレジリエンス」に取り組んで
いますが、この年は東日本大震災がありました。

震災から復興し、経済の長引く停滞感から抜け出
し、日本を活力のある国にするためには、個人だ
けでなく、組織や社会全体にもレジリエンスが必
要です。
　レジリエンスは関係性の中で育まれます。他者
との好ましい関係があること。誰かに感謝するこ
とで、自分が守られていると思え、「私は大丈夫
だ」と思えます。困難に立ち向かう勇気や忍耐力
が生まれ、組織やコミュニティのために役に立ち
たいという利他的な目的も生まれます。繋がるこ
とで強くなれる、レジリエンスはオーガニックな
ものだと思います。
　米国心理学協会では、レジリエンスはプロセス
だと定義されています。プロセスとは一連の行動
や手順のことですが、私は「習慣」という日本語
に置き換えました。
　丈夫な身体を作るために健康的な生活習慣が
必要なように、心の筋肉（レジリエンス）には、
レジリエンス習慣が必要で、下表にその4つの
行動をまとめました。

　今後は、レジリエンス行動が実践され、一人
ひとりが毎日を満たされた気持ちで過ごせる社
会の構築に、尽力していきたいと思います。

2つのレジリエンスから学んだこと
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つながりがない悲劇

　昔は家の前で立ち話をしたり、暖かい季節には
家の前に床几を持ち出して将棋を指したりと人が
集っていましたが、今はそんな姿もあまり見なく
なりました。近所にどんな人が住んでいるのかも
わからない。孤立していたからかと思われるような
様 な々事件が起こっています。つながりがあれば…
話せる場があれば…もしかすると防げたかも
しれない。悲劇は起こらなかったかもしれない。
そんな思いが沸き起こります。

「支援する・される」がない

　私は障がい者施設で仕事をしていたのですが、
高齢者、児童、障がい者など縦割りの施設に違和
感がずっとありました。確かにそれぞれの場所は
必要で保障されるべきだと思うのですが、互いに
知り合い、身近に声を掛け合える関係ができるよ
う、いろいろな方が集える場所も地域に必要では
ないかと感じていました。「支援する側・される
側」の境界線のないご近所さんとしてのつながりが
大切ではないかと。

　まちの縁側ぽかぽか茶屋は、「お子さんからご
高齢の方までだれもが気軽に立ち寄れる場所。ひ
なたぼっこのようにほっこりできる場所。ココロ
がぽかぽかするようなつながりがたくさん生まれ
ますように…」そんな願いを胸に、2016年10月、
左京区市原の住宅街でカフェ併設型コミュニティ
スペースとして産声をあげました。

いろいろな人たちのかかわり

　自分が住んでいる地域にまちの居場所をと、ま
ずはウォーキングをしながら空き家がないかと場
所探し。駅から近いところに一軒の空き家を見つ
け、開設準備に取り掛かりました。資金面での問
題もありましたが、なんとかそれはクリアして、
今度はソフト面。町内会の会長さんやご近所さん
にご挨拶し、地域の民生児童委員さんにまちの居
場所開設の相談をしたところ、地域学区の社会福
祉協議会の方々、手作り市などで焙煎コーヒーを
淹れていたご近所さんなど幅広い方々をご紹介い
ただき、多くの方々のご協力のもとオープンにこ
ぎつけました。着物をほどいて座布団カバーをつ
くってくださった方々、看板を書いてくださった

方々、備品をご提供くださった方々など、様々な
かたちでかかわってくださいました。

参加者が場をつくる

　現在は、月・水・木・第1土曜日の11:00～
16:00でオープンしています。カフェコーナー、
リサイクルコーナー、貸しスペース、地域の方々
の手作り品（無農薬野菜・手芸品・ポストカード
など）販売コーナー、乳児さんも過ごしやすいよ
うに畳のスペースもあります。カフェコーナーで
コーヒーや小さなお菓子など注文したい方はして
いただいて、冷水、お茶はセルフで自由に飲んで
いただけるようにし、本や雑誌、囲碁や将棋、絵
本やおもちゃなどいろいろな世代の方に利用して
いただけるようにしています。
　この3年間で多くのプログラムやイベントが生
まれてきました。それらのほとんどが、このぽか
ぽか茶屋に来てくださっている方々からのご提案
によるものです。もてる特技を発揮していただい
て、このぽかぽか茶屋をみんなの場所としてつ
くって盛り立てていただくスタイルです。新春書
初め大会、ぽかぽかハンズ（手芸サークル）、ぽ
かぽかトーク（お話の会）、ぽっかぽっか歌おう
会（歌声喫茶）、お抹茶サロン、キョンちゃんお
はなしタイム（紙芝居や絵本の読み聞かせ）など。
このようにプログラムはありますが、プログラム
参加が必須ではありません。
　昨年は地域の皆さんの特技を披露していただき
たいと、ぽかぽか文化祭を開催いたしました。
1階では落語、楽器演奏、紙芝居などをご披露い
ただき、2階では絵画、手工芸品、写真などの作
品展。多くの方々がご参加くださいました。もち
ろん司会をやってくださったのも常連さんです。

人と人とのゆるやかなつながり

　みんなでなにかたのしいことができる場、悩み
やしんどいことも吐露できる場、ぽかぽか茶屋が、

そのようなみんなの居場所となればと願います。
もちろん常駐スタッフにとってもたのしく安心し
て過ごせる居場所になればと思っています。
　カフェコーナーに来られる方、リサイクルコー
ナーを覗きに来てくださる方、囲碁をする方々、
常連さんたち同士が談笑されている姿、お弁当を
食べて遊ぶ乳幼児親子さん、お友達と一緒に遊び
に来てくれる小学生や中学生の姿もあるなど、い
ろんな世代の方が来てくださって、新たなつなが
りが生まれています。これは、最初に思い描いて
いた姿なので、とてもうれしいです。このぽかぽ
か茶屋が、失われた人と人とのゆるやかな関係を
取り戻す場になればと願います。

ぽかぽか茶屋のこれから…

　どう継続していくかが課題です。開設してまだ
約3年。資金面では、無償ボランティア、場所の
提供があって運営していくことができているので
すが、それらが得られなくなった時に、また老朽
化している家屋の修繕が出てきた時にその費用を
どう工面するか。
　人的な面では、現在の常駐スタッフが運営でき
ない状況になった時にどうするか。先を見据え、
しなやかに変化させながらまちの縁側としての役
割を果たしていきたいと思います。

レジリエンスが「当たり前」になっているまちを目指して

白田美佳（まちの縁側ぽかぽか茶屋 運営）

青年海外協力隊としてインドネシアの聴覚障がい者施設での支援活動経験を有する。
帰国後、精神障がい者施設に勤務する傍ら、不登校児童の居場所でそこに通う子どもたちとかかわる。
自身の出産・育児の経験から、人と人とのつながりの大切さを感じ、“まちの縁側ぽかぽか茶屋” を
立ち上げる。

ぽかぽか茶屋でのひとコマ

レジリエンス な 現場たち 3

しょうぎ
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はじめに
　
　前号では、広域専門ボランティアの “育成” に焦
点を当てたが、本号では、その “活動” に焦点を当
てる。そして　その“活動”が地域の「地力を産む（レ
ジリエンス）」重要な創造的活動となることを説明
したい。

活動の概要

　兵庫県でのヘリテージマネージャー養成講習会
（以下、養成講習会）の修了者は、中間支援組織のひょ
うごヘリテージ機構（H2O）を中心に、直接的な
活動グループとしてNPOや社団法人を設立し、社
会的な活動を展開している。その状況は、H2Oが
出版する「ひょうごヘリテージ年報」に詳しく記録
されている。最新刊の16集（2019年3月）には
15集までの既刊総目次索引が記載されており、彼
らの活動歴を把握することができる。
　彼らの活動は①調査報告、②活動記録、③資料の三

つに分類されている。①調査報告では、一貫して登
録文化財建造物の登録のための調査を実施してい
る。また、7集から古民家再生促進支援事業への参
加に加え、行政と連携して歴史的建造物の所在確認
調査を広域的に実施し、修理の実践へと繋げている。
そのような事例として、片岡愛之助さんが定小屋と
する明治時代の芝居小屋「永楽館（豊岡市出石町）」
の再生等が見られる。②活動記録では、古民家の耐
震対策の調査手法や対策の手法に関するアドバンス
コースの開催等、自分たちの技量向上のための諸活
動を一貫して実施している。また、注意を引く活動
として各地で行っている地域再生提案事業があげら
れる。そして、③資料では、新聞を始めとした各種
の広報に掲載された記事がまとめられている。
　そのような中、ヘリテージマネージャー（以下、
HM）として我々が目標とした、民間組織だからこ
そできる、「NPO歴史と出会えるまちづくり船場城
西の会（以下、船場城西の会）」のモデル的な活動
を紹介したい。行政では支援の難しい、まちなかの
宗教施設を再生した事例である。

船場城西の会の活動

　真宗大谷派姫路船場別院本徳寺（以下、船場本徳
寺）は、世界遺産姫路城（兵庫県姫路市）の南西側
のバッファーゾーンに所在する、真宗大谷派の山陽
教区を管轄する拠点的寺院である。1618年、姫路
藩主本田忠政が船場の寺地を東本願寺宣如上人に寄
進する。ここに船場本徳寺が成立し、以来同地にお
いて法灯が護られてきた。しかし、近年（2000年

前後）の同寺を知る我々にとっては、檀家以外の人
があまり寄り付かない寺で、堂宇も傷みが見える状
況との印象であった。さらに、同船場地区は少子高
齢化が進み、活性化を考えようとする組織もない。
コミュニティの協働活動も希薄になる等、衰退が著
しい地区との印象であった。
　そんな状況を憂いた住民やHM等が2004年頃に
まちづくり活動組織を立ち上げる。彼らは、「地域
は歴史の宝庫で、朽ちてはいるが良質な財産が埋も
れている。それらを整備、活用することで活性化を
目指す」との指針を定め、ボランティア活動を始め
た。そして、現在は約400名の構成員となりNPO
である船場城西の会（賛助会員数89名）」も設立し、
姫路市と協働して地域再生に取り組む。彼らの活動
は、同船場地区に対しては、町家の活用や歴史的古
道の再生支援事業、地区内の寺社参道整備の他、歴
史講座、研修や他団体との交流や校外学習協力、大
学や兵庫県立歴史博物館との連携などにも積極的に
取り組むなど、広範な活動を展開している注1。さら
に、地域拠点である船場本徳寺においては、本堂コ
ンサートや船場御坊楽市、茶会、除夜の鐘の会、境
内整備の協力などの活動をしている。また、境内の
堂宇についても、文化財指定のための調査を実施、
2006年に本堂・表門・大玄関及び鐘楼が姫路市指
定文化財の指定を受けた。2011年には、書院を曳
屋、修築し、2018年に国登録文化財に登録された。
さらに、2018年から本堂・表門・大玄関の修復に
取り組む。今や同寺は地域拠点として人が集まる場
所に再生したといってよい。
　寺は、「修復は、伽藍の修復ということに留まらず、

今まで脈々とお念仏と共に大切に相続・護持してこ
られた先達の願いを大切に受け継ぎ、（中略）、御堂
を次世代に手渡し」、地域における聞法道場として
の興隆を願うと船場城西の会の協力を契機に復興を
実感するまでになってきた。

まとめ

　日本においては、憲法上の制約から宗教施設には
公的な支援は難しい注2。そのため、文化財指定もし
くは登録により、公的な財産である「文化財」とし

て支援する必要がある。しかし、上記に見たように
衰退がはじまった地区（寺）においては、宗教施設
を文化財にする内発的な努力を期待することは難し
く、民間のHM等の外部的な活動組織の関与が極め
て重要であることが判る。
　2019年4月の文化財保護法の改正において、文化
財所有者に代わって「文化財保存活用支援団体」を導
入した。私は、先行する人材育成の状況が熟してきたこ
とを評価して、民間活力の導入を決断したと考えている。

3

まちの文化遺産を継ぐ（2）
―広域専門ボランティアの活動―

村上裕道（京都橘大学文学部歴史遺産学科教授）

文化としてのレジリエンス
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注 1　内閣府NPOホームページNPO法人ポータルサイト　
特定非営利活動法人歴史と出会えるまちづくり船場城西の会
https://www.npo-homepage.go.jp/npoportal/detail/028001538
参照
船場・城西　活動日記
http://www.himesen.com/nikki/diary2012/diary233.html参照
注 2 日本国憲法 第八九条　公金その他の公の財産は、宗教上の
組織若しくは団体の使用、便宜若しくは維持のため、（中略）、こ
れを支出し、又はその利用に供してはならない。

本堂ミュージアムフェアー（2015）

寺の復興図（2020）

損壊の見られる大玄関（2004）
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妊娠期から始める子育て支援：
子育てカフェ “ふらり” の活動を通して

宗由里子（京都橘大学看護学部看護学科助教）

1.子育てカフェ “ふらり” とは

　2018年における、京都市の合計特殊出生率
（1人の女性が一生に産む子どもの数）は1.25、
山科区は1.29でした。同年の日本国内の合計特
殊出生率は1.42なので、全国平均を下回る結果
です。全国の出生数は2016年に初めて100万人
を下回ってからは、急激に減少し、2019年は
86万4千人と推計されており、少子化は日本に
おける深刻な課題となっています。
　また、現代の子育て世代は、子どもと触れ合う
ことがほとんどないまま親になっていくことが少
なくありません。不安を抱えながら育児を行うこ
とは産後うつや虐待の要因になることがあります。
少子化に歯止めをかけることは難しいかもしれま
せんが、山科区やその近隣において不安を抱えな
がら妊娠期や育児期を過ごす人が少しでも減り、
子育てを行う上でよい環境をつくることができれ
ばよいと願います。
そこで、2018年9月より育児における悩みごと
を気楽に相談して早期に解決し、前向きな気持ち
で育児ができることを支援するために、妊娠期か
ら助産師や臨床心理士に相談ができる相談室を立
ち上げました。勤労妊婦も多く、夫婦で一緒に相
談できる機会は希少であり、平日公共機関を利用
できない方でも週末に相談ができる機会を設ける
ために、日曜日（主に隔週）の13時から16時
に開室することにしました。予約は必要なく、気
軽にふらっと立ち寄れるようにしたいという思い
から、“ふらり” と名付けました。場所は山科駅

から徒歩圏内の京都橘大学サテライト・ラボラト
リー『たちラボ山科』です。主に本学看護学部看
護学科の母性看護学・助産学教員が実際の相談を
受け、心理学科や精神看護学教員も運営のメン
バーに加わっています。

2.子育てカフェ “ふらり” の活動

　レジリエンス・プロジェクト「子育てカフェ
“ふらり”」での主な活動は、住民を対象とした
相談活動と講演会開催による情報発信です。子育
てカフェ “ふらり” 開催日の相談は、来談者0人
の日から10人近く来られる日など様々で、実際
の相談者は、妊婦や乳児から思春期の子どもの保
護者などです。
　相談内容は、「つわり」、「妊娠期の体重コント
ロール」、「分娩期の過ごし方」など出産までの妊
娠期の過ごし方、「赤ちゃんの沐浴や湿疹」、「授
乳困難感」、「夜の睡眠不足」、「離乳食」、「赤ちゃ
んとの電車移動」、「産後の骨盤補正」など乳児期
の子育ての実際、「保育所への入所希望」、「トイ
レトレーニング」、「不登校」、「反抗期」など幼児
期以降の子育ての悩みなど多岐にわたり、どれも
生活に密着した悩みであると感じています。直接
的な悩みの解決には至っていない場合も多々あり
ますが、話を聴き、感情に共感することを含め、
他者との交流を持てることが、相談者の育児にお
ける孤独感が軽減し、心が軽くなるような場所に
なっているのではないかと考えています。
　一方、悩みを持つ方だけでなく、2019年度に

取材を受けた「市民しんぶん山科区版7月号」や、
フリーペーパー「山科じかん（2019年夏号）」、
関係各所に配布したチラシを見て、興味をもって
来られた方もいらっしゃいました。さらに、山科
区内で子育て支援を行う関係者の方が視察を兼ね
て来られることもありました。
　住民を対象とした講演会は、参加費無料とし、
これまでに3回、アスニー山科で開催しました。
第1回は、2019年1月27日に「産褥早期の子育
てに向けた家族教室～子どもの成長発達と親の役
割、産後うつ～」をテーマに、子どもが健やかに
発育・発達するための親の役割や、産後うつを父
親をはじめとする家族ぐるみで予防できる大切さ
を伝えました。
　第2回は、2019年3月3日に「災害に備えよ
う ! 子育て家族の防災」をテーマに、山科区内
の避難場所の確認、安全な家具の固定、家族との
連絡の取り方を紹介し、備蓄品や災害時の持ち出
し物品の例を実際に展示し、手に取ってもらえる
ように工夫しました。
　第3回は、2019年11月23日に「子どもの心
を軽くする親の習慣～やがてくる思春期にむけて
～」をテーマに開催しました。子育てにおけるほ
め方、叱り方のコツや、心を満たす前にお腹を満

たすことの必要性などの講演と家庭での性教育や
親の健康を考えるパネルディスカッションを行い
ました。
　これらの計3回の住民を対象とした講演会は、
子育てカフェ “ふらり” の地域における認知度
に比例するかのように、回を重ねるごとに参加者
が増え、第3回では赤ちゃんや小さなお子様を連
れた保護者の参加もみられ、60名定員が満席に
なりました。

3.今後の課題

　子育てカフェ “ふらり” は2018年から開始し
ましたが、立ち上げて半年は、ほとんど誰も来な
い状況でした。そこで、山科GOGOカフェなど
の山科区役所での催しに参加し、関係機関との交
流を図りました。その結果、徐々にではあります
が、地域の方々に存在を知ってもらうことができ
てきました。
　今後は、実際に相談を担当する助産師免許を持
つ大学教員の強みが発揮できるよう、男女の妊娠
前プレコンセプションケア※や医療的ケアが必要
な子どもへのケア、父親の育児参加支援など、具
体的に相談できる内容もアピールし、多くの方に
利用してもらえる仕組みづくりが課題です。
　さらに、どなたでも気楽に利用できる相談室は
続けながらも、山科区役所保健福祉センター子ど
もはぐくみ室や、『たちラボ山科』近隣の洛和会
音羽病院やまこと助産院などと連携を図り、継続
的な地域支援ができるよう働きかけて、活動を進
めていきたいと考えています。

※将来の妊娠を考えながら、女性やカップルがからだやこころの
　状態を知り、自分たちの生活や健康に向き合うこと

来訪されたお母さんと赤ちゃん
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発達障がい支援プログラムの開発：
お子さんと学生の楽しい交流 
―大学ならではの発達障がい支援を模索して

大久保千惠（京都橘大学健康科学部心理学科准教授）

　発達障害は、中枢神経系の機能に関係した生来
の発達の偏りや遅滞であるため、日常生活や社会
生活において困りごとを抱えることがよくある。
したがって、支障なく生活を行うためには持続的
な支援を必要とする。加えて、ライフステージを
通じてそのニーズが変化するため、多機関連携に
よる長期の一貫した支援計画が必要とされる。し
かしながら、我が国においては支援が途切れてい
る現状があり、発達障害が理解されず、適切な支
援が受けられていないために生じる二次的な症状
に、つらい思いをしている方が大変多い。特に、
支援が途切れがちになるのは学齢期以降であるが、
その間の子どもの成長においては、心身の健康、

豊かな遊び、安心できる環境、認め受けとめてく
れる人の存在が大きい。子どもたちは、安心して
遊ぶ居場所で、信頼できる人に認められ、ほめら
れることにより、自己肯定感や自尊感情をはぐくみ、
社会の中で自立していく力やコミュニケーション
の力を身につけていく。大学には、安心して思う
存分安全に遊べる環境、さまざまなことにチャレ
ンジできる設備、多様な専門領域に卓越した人々、
学生のパワーといったリソースがあり、途切れの
ない支援を行うことにおいて、「大学」が果たす役
割は大きいと考えている。
　そのような観点から、2017年から本学で「みん
なのこころ育て広場」という子どもたちと学生が

楽しく交流する場を設けてきた。開催日のテーマ
と内容の概略は表1に示した。各回とも10数名か
ら25名程度の子どもたちが参加し、健康科学研究
科、看護学科、作業療法学科、心理学科、都市環
境デザイン学科の学生が子どもたちと楽しく遊ん
だ。体育館、調理室、広場、教室などの学内施設
を使った活動を行ってみて、大学という場所は、
安全に大胆に楽しく遊ぶことができ、日常生活の
中ではなかなか取り組みにくいことにチャレンジ
できる場所であることを再認識した。また、バイ
オマーカーの測定に臨床検査学科、大型遊具での
遊びに作業療法学科、段ボールハウスを作るとき
に都市環境デザイン学科の先生方のご指導を仰ぎ、
学生にはそれぞれの専門領域の知識を活かしなが
ら活動をサポートしてもらうといった、総合大学
ならではの強みを実感した。
　子どもの自由意思を尊重することを基本として、
とにかく楽しいものになるように検討しながら活
動を行ったが、子どもたちは新奇のことにチャレ
ンジしたり、少しだけ頑張ってみたりすることで
得られた達成感や、学生にほめられる経験などを
通して、自己効力感や自己肯定感を感じることが
できたのではないかと考える。また、ルールを守
りながら他者と協調して遊び、作業をすることや、

初めて会ったおとなである学生とコミュニケー
ションをはかることなどを通して、社会のなかに
おけるスキルをはぐくんでいるのではないかと考
える。さらに、子どもたちにとって、「大学で学生
さんと遊んで楽しかった」という思い出もとても
大切なものであると考える。
　このような活動を行う中で、2017年度には「地
域における発達障害の方および家族への支援に関
するニーズの把握と支援方法の検討」、2018年に
は、「子どもにおける身体活動が注意機能・集中機
能に及ぼす影響」、2019年には「発達支援グルー
プ活動の効果についての検討―注意機能、ストレ
スおよび社会性に及ぼす影響―」という3つの研究
を計画し、保護者やお子さんの協力をいただきな
がら、大学における支援についての必要性やその
効果についての検証を行ってきた。大学が「途切
れのない支援」を担う機能を果たすに適切なのか、
エビデンスに基づいた支援についての検討を行う
ことが求められていると考えている。研究はまだ
発展途上であるが、子どもたちの健やかな成長を
サポートすることに役立つようなエビデンスに基
づいた支援について検討を重ねていきたい。また、
子どもたちと大学生とが交流をもつ中で、大学生
が学ぶことはとても多いと感じている。地域の役
に立つことと学生教育を両輪に、レジリエンス・プロ
ジェクト研究の発展に微力ながら寄与していきたい。

写真1. 第6回　大型遊具で遊ぶ

写真2. 第9回　段ボールハウスを作って遊ぼう

第1回

第2回

第3・4回

第5回

第6回

第7回

第8回

第9回

2017年12月25日

2018年3月12日

2018年8月21・23日

2018年12月25日

2019年2月16日

2019年8月8日

2019年8月21日

2020年2月15日

クリスマスを楽しもう

体育館で遊ぼう

春は水遊びだ ! そしてあなたは勇者になる

クリスマスを楽しもう

寒さに負けないぞ ! からだをうごかそう

子どもはみんなアーティスト

夏はおまつりだ !

ダンボールハウスを作って遊ぼう

体育館での遊び・調理室でのピザ・ケーキ作り・サンタクロースを探す冒険

体育館での遊び・ポップコーンづくり・学校の宿題

啓成館横広場で水遊び・優心館内で謎解きゲーム

体育館でミニ運動会・ケーキのデコレーション・サンタクロース登場

体育館で大型遊具を使った遊び

自由な工作

体育館・優心館で夏祭り（縁日風に屋台と遊戯）

体育館でダンボールハウスを作って遊ぶ

開催日 テーマ 活動の概要

表１　「みんなのこころ育て広場」の開催日とその概要
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　2019年10月26日に京都橘大学総合研究セン
ターは、レジリエンス・シンポジウム「京都が京
都であり続ける社会の創造にむけて」を開催しま
した。このシンポジウムは、レジリエンスという
概念を誰もが知っている文脈で説明し、より身近
な概念として普及することを目的として企画され
たものです。
　プログラムとして、まず第1部では藤井聡 京
都大学大学院工学研究科教授に基調講演していた
だきました。続く第2部では、藤田裕之 レジリ
エント・シティ京都市統括監、明致親吾 京都
CSR推進協議会会長、そして岡田知弘 本学現代
ビジネス学部経営学科教授の3名の方々よりご報
告いただきました。さらに第3部では、第2部の
報告者の方々をパネリストに迎えたパネルディス
カッションがおこなわれ、平尾毅 本学現代ビジ
ネス学部経営学科教授がコーディネーターを務め
ました。それぞれの概要について、以下にご報告
します。
　まず、藤井聡氏による基調講演では、「国土強
靭化論」においてレジリエンスとは「ショック耐
性×回復力」であるとの枠組みが示されました。
ショック耐性とは防災力やハード対策であるのに
対して、回復力とは減災力やソフト対策を意味し、
ハードとソフトの適切な組み合わせがレジリエン
スを高めるために必要であるとのことでした。し
かし、昨今のレジリエンスを巡る議論では、防災
対策よりも回復力を強化するソフト対策ばかりが
強調される傾向にあると藤井氏は指摘し、工学

的・経済学的な観点からハード対策の重要性を繰
り返し述べています。シンポジウムの後に発行さ
れた土木学会誌（2020年1月号）においても藤
井氏は、南海トラフ巨大地震による被害推定につ
いて報告されており、全体を通してインフラを中
心とした「国土強靱化投資」に対する熱意が感じ
られる講演でした。
　続いて、第1報告では、藤田裕之氏が「京都
発 ! レジリエンスとSDGsの融合」と題する報
告を行いました。先行き不透明な現代社会におい
て、想定外のことが起こることを前提にした概念
としてレジリエンスを捉え、自然を支配しようと
する防災観から脱却して、災害による被害の縮減
につながる減災の重要性を強調しました。藤田氏
によれば、レジリエンスとは「災い転じて、福と
なす」と「雨降って、地固まる」を合わせた概念
とされます。前例のない社会に突入していく今日

では、臨機応変に対応できる柔軟性や創造性が不
可欠であり、そうした持続可能な社会の創出は
2015年9月に国連で採択されたSDGsに通じる
とのことでした。
　次いで、第2報告は明致親吾氏による「CSR
とレジリエンス～本業を通じた社会課題の解決
～」でした。ここでは、レジリエンスが様々な主
体が直面する社会課題への取り組みと捉えられ、
CSRの観点から地域に密着した京都市の中小企
業が紹介されました。まず、「京都市レジリエン
ス戦略」を引用しながら、レジリエンスの取り組
みを、個人・家庭、地域・企業等、都市、国家、
そして世界・地球規模の5つのレベルに分け、そ
れぞれのレベルでレジリエンス課題が異なり得る
ことを示唆しています。たとえば、SDGsの17
の目標や「国土強靭化論」と、地域に密着した中
小企業が取り組む課題は、必ずしも相容れないの
ではないかと問題提起しました。そのうえで、
CSR京都が提唱する「企業が社会に信頼を築く
経営」を行っている地域企業の取り組みを紹介し、
社会課題と本業を直接・間接的に結びつける
CSRが肝要であると指摘しています。
　最後に、第3報告において、岡田知弘氏は「京
都が京都であり続けるために、何が必要か―地域
経済学の視点から―」と題して、レジリエンスを
考えるうえで「京都らしさ」の根底をなすものは
何かを検討することの大切さと、日々の生活のた

めに人間が行う経済活動の持続性を地域内再投資
の観点から説いています。岡田氏は京都盆地を形
成する自然条件や今日の社会構造をふまえ、京都
の個性であり地域の経済を支える中小企業の活動
に着目し、地域内再投資力の重要性を主張しまし
た。さらに、地域の復元力につながる地域産業を
平時から育成する事前復興の考え方の提示や、イ
ンフラよりも人間の復興（生存機会の復興）を優
先した地域内循環型の復興の取り組みの紹介が
ありました。
　以上の基調講演と個別報告をふまえて行われた
パネルディスカッションでは、それぞれの専門的
立場からレジリエンスをめぐって広範に議論され
ました。それらに共通していた論点は、社会の一
員として当事者意識をもって行動することの大切
さでした。想定外の事態が起こることを前提に据
えながらも、常日頃からいざという時のために地
域ぐるみで準備しておくことが重要であるとの見
解の一致が示されました。そして、実際に想定を
超える危機に直面した際には、いかに柔軟に対応
し、人間中心の復興を遂げられるかが肝要である
との指摘がなされました。
　以上、レジリエンス・シンポジウム全体を通し
て、様々な領域、異なる立場から興味深い話題提
供がありましたが、すべての話題に共通して、現
在の私たちが直面し、そして取り組み始めるべき
喫緊のテーマが多く含まれていたように思います。
哲学者の和辻哲郎はその著書『風土』において、
自然の豊かさと厳しさの両方をもたらしてきた日
本の気候により、人々は「自然を征服しようとも
せずまた自然に敵対しようとも」せずに、「持久
的ならぬあきらめに達した」としています。本シ
ンポジウムは自然環境に対象を限ったものでは決
してありませんでしたが、レジリエンスが人々の
「忍従性」のみで語られる問題ではないという認
識は共有できたのではないかと思います。
　当日は大勢の方々にご参加いただきました。ま
た、数々の貴重なご意見もいただきました。この
場を借りて厚く御礼申し上げます。藤井教授の基調講演

パネルディスカッションの様子

片岡裕介（京都橘大学現代ビジネス学部経営学科准教授）

京都が京都であり続ける社会の創造にむけて
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研究の種

作業療法とものづくり　高齢者のヘルスプロモーション

川﨑一平（京都橘大学健康科学部作業療法学科助教）
永井邦明（京都橘大学健康科学部作業療法学科助教）

はじめに
　幸福の概念である “well-being” という言葉を
耳にする機会が最近増えた。高齢者が自身の生活
に目を向けるとき、少し前までは “health” すな
わち “健康” を心掛けることが一般的であったが、
今や身体的な健康だけではなく、身体と心が
満たされ、生きがいをもった日々を実現する
“well-being” を目指す時代にシフトしている。
少子高齢化という社会課題を抱える我が国にとっ
て、高齢者の “well-being” を支える役割を担う
べき一職種が作業療法士であろう。作業療法士は
高齢者が健康に生きがいを持って暮らす支援を
行う上で高い専門性を有しており、また、地域生
活の場においては何らかの障害を有する人（認知
症や麻痺、自閉症など）やその家族を対象に作業
療法を実践している。本項では作業療法のツール
である “ものづくり” の魅力について述べたいと
思う。

作業療法とものづくり
　人は心が満たされ、幸せを実感することを誰し
もが望むが、事故や病気によるアクシデントや、
例外なく訪れる “老い “は、時に人の心を空虚に
し、心身の健康状態を阻害する。作業療法は英語
で “Occupational Therapy”であり、“Occupy”
には「占有する、占める」という意味が含まれて
いる。辛い体験などで、ある人の心にぽっかりと
穴が空いたとき、作業療法は必ずその穴を希望や
楽しさで満たし（占有し）、次のステップへ進む
きっかけを与えてくれるだろう。病気や障害で心
身の健康が保てない人々が、困難を乗り越え、再

び自分らしく生きていくために一番必要なことは、
その人が主体的に取り組める、充実した作業を行
うことである。作業療法士は、対象者の想いや歩
んできた人生史を適切に捉え、効果が見込める作
業活動を通して治療を展開することが可能だ。
　これまでの研究結果では、創造的な作業活動が
何らかの障害を有する人々や高齢者にとって、心
身の健康や社会的健康の増進に寄与することが明
らかになっている。人々は創造的活動を行うこと
で、自分自身をコントロールできるようになり、
もたらされる達成感は日頃のストレスの軽減に繋
がり、自尊心を高め、さらには他者と活動の場を
共有することで人間関係の発展にもつながる。創
作物は個人の好みに応じ、何であっても構わない。
日曜大工が好きな人は木工細工を行い、陶器に造
詣が深ければ陶芸を行うとよいだろう。その人が
主体的に取り組めることが最も大切である。
　我々の地域プロジェクトの目標は、誰もがその
ような「ものづくり」の機会を得られるよう、プ
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ラットフォームを整えることである。ものづくり
活動に参加し、自らのQOL（Quality of Life：
生活の質）を高めている地域住民の事例を次節で
紹介する。

ものづくりを活用した認知症予防と地域のネット
ワークづくり
京都橘大学作業療法学科は「ものづくりを通して
健やかな人生を送ろう !」をテーマに、月に一度
「ものづくり教室」を開催している。対象は、心
身の健康増進を図り、認知症などを予防したいと
考えている地域の高齢者である。認知症予防には、
脳の健康を維持するための生活習慣を身につける
ことが有効と考えられている。ものづくり教室は、
参加者の生活習慣を改善するためのヘルスプロ
モーションプログラムであり、これまで七宝焼き
や革細工、タイルモザイクなどを制作してきた。
ものづくり教室の特徴は、参加者が単に指示され
たとおりに作品を作るわけではなく、何をどのよ
うに作るのか自ら「計画」し、立案した計画を
「実行」し、作業を振り返って「評価」を行い、
「改善」すべき点を分析し、次はさらにより良い
ものを作るといったPDCAサイクルを活用しな
がら主体的にものづくりに取り組んでいる点であ
る。主体的なものづくりの過程で身についた学び
は、参加者の日常生活にも反映されており、高齢
者からは「ものづくり教室に参加するようになっ
てから、買い物に行くにも、外出をするにもまず

計画を立てる習慣がつきました」など、日々の生
活の中で自らの思考過程に変化が生じたとの声が
多数あがっている。
　また、2019年10月に行われた京都橘大学の学
園祭では、本学作業療法学科の学生と地域の高齢
者が共同で考案・制作した商品が販売された。商
品の企画段階においては、豊かな知恵と経験に基
づくアドバイスを行う高齢者の生き生きとした姿
があり、学生側も作業の工程をいくつかに分けて
高齢者が苦手とする細かな作業を手助けするなど
工夫する様子がみられた。接点の少ない高齢者と
学生が、ものづくりを通して互いの興味や関心、
そして思いに触れながら1つの目標に向かって歩
みを進め、商品として完成したアロマストーンや
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和はがきを作るために紙漉きを行う高齢者

クリスマスリースづくりを行う高齢者

完成した和はがき

紙すきで作ったハガキは大盛況のうちに完売した。
参加者からは「自分達の作った商品をこんなに多
くの人に買ってもらえるなんて思ってもいません
でした」、「若い人達と一緒に頑張ってよかったと
思います」といった声があがっており、1人1人
が地域で役割を持つ意味を考えるきっかけになっ
たと思われる。ものづくりには人の主体性を引き
出し、人と人との関係性を育む力がある。また、
主体的な活動を実践することは、近年社会的課題
となっている高齢者のヘルスプロモーションや地
域のソーシャル・キャピタル（地域との繋がり）
を促進する有効な手段になりうるであろう。


