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＊ 「NPO法人」が狙われる時代 

右頁の記事をご覧下さい。「NPO法人脱法売買」「全国 11法人売り出され 仲介業者

も」「口座乱造 詐欺に悪用」という 2018年 6月 7日付「毎日新聞」の第一面に掲載

された記事です。ここ十数年の NPO法人の動向を見ていて、まさに「心配していたこ

とが起きた」とため息が出ました。 

翌日 8日付の記事には「NPO買い利権狙う」「震災復興事業の窓口」「県外建設業者

が即決」「熊本地震も標的に」、さらに「販売目的で NPO設立」「『活動歴なし』100万

円でネットに」「『職業訓練』と虚偽申請」という見出しの記事が 10 日付で掲載され

ました。 

今年、NPO法が施行して 20年を迎え、茨城県内の NPO法人は現在 833法人を超えま

した。 

 茨城において、認定 NPO法人茨城 NPOセンター・コモンズは、NPO活動のあり方や

使命の立て方など、「NPOのそもそも」を学び・行動に起こす際の支援活動を担った重

要な存在です。法務局などにほとんど縁のない市民が、法人を開設するのですから、

そうした市民からの相談を受けること自体が大変な労力だと思います。 

私たち「茨精研」も、コモンズより多大な支援を受けて、NPO法人を立ち上げまし

た。コモンズは、NPO を普及する際に、小手先の法人化手続きを教えるのではなく、

「NPO法人とは何か？」をしつこく・じっくり伝える活動に手を抜きませんでした。

そこで NPO法人の要をたたき込まれました。 

それがあるからこそ、これらの新聞記事に腹が立ちます。そして、NPO法が施行さ

れて 20年、様々な NPO 法人が立ち上がった結果、書類審査で法人化できる NPOの問

題性が表面化したのだと感じます。 

 

＊ コモンズの 2018年度総会に参加して 

コモンズは、今年で法人創設 20年になります。NPO法が施行されて今年 12月で 20

年。コモンズは施行と同時に法人を立ち上げて、茨城県における NPO普及もミッショ

ンとして活動を開始したのです。 

今年のコモンズの総会で、重大な審議がありました。ミッションの変更です。代表

理事の横田さんは、20年経過する中で、「NPOを支援する NPOという使命は終わった」 

「他の NPOと変わらず同等に活動をする NPOになった」などを変更理由としました。 

「NPO 法」施行 20 年 

－ 茨城 NPOセンター・コモンズ総会に参加してー 
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茨城県だけでも 833法人ができたことで見れば、コモンズが NPO普及・推進する使命

は達成したことになります。喜ばしいことです。 

内閣府の調査で NPOの活動分野を見ると、「保健、医療、福祉の分野」が最多で、 

「子どもの健全育成」が 2番、その他に「まちづくり」「観光振興」「消費者保護」「地

域安全活動」などと広がっています。 

しかし、身近にある障害児・者の地域支援に関わる NPOの状況を見ると、法人の取

得のしやすさだけで NPOにした事業所がなんと多いことでしょう。 

 

NPO法第 1条は、法律の目的をこう謳っています。 

 

 

 

 

 

言うまでも無く、阪神淡路大震災を機に、NPO法が作られました。この震災で、政

府の初動が遅れた分だけ、いろいろな団体が何とかしたいと集まって行動を起こしま

した。市民による社会貢献活動を意識した最初です。 

NPO法が施行されて初めて、使命（mission）という言葉に触れました。映画の中か

特殊な仕事に就く人たちが使う言葉という認識しかなく、「私の使命とか何か」と考

えたこともありませんでした。 

コモンズ主催の NPO 講座では、「良いことやっています」の押し売りになってない

か、「非営利」とは何を意味しているのか、「人・金・モノ・情報」をどのように活用

すべきかなど、市民活動を展開する上で重要な課題を投げかけられました。 

総会の議論では、コモンズがミッションが変更しようとも、NPOにこだわり、NPOを

どう育て、強い市民社会づくりを先導する立場は変わらないことを確認しました。 

 

＊ 18年目の「茨精研・ICCAM」の現状 

茨精研は、2000年に NPO法人を取得し、「茨精研・ICCAM」を立ち上げました。次の

年の 2001年に社会福祉法人光風会を創立。“障害児・者の地域生活支援に関する調査・

研究をする NPO”と“具体的な援助・支援を実践する社会福祉法人”の両輪関係で活

動を展開して、18年を経過しました。 

 「茨精研・ICCAM」は、障害児・者の地域生活支援に関わる支援者が自分の関わりを

点検する場として、調査研究や研修会、講演会などを企画・開催してきました。それ

は、光風会の実践において、援助・支援をつくり出す論理的・思想的基盤になってい

ます。 

 しかし、障害者自立支援法・障害者総合支援法の施行以後、「障害者福祉」に競争原

理が入り込み、10年が経過した現在、現場に関わる多くの人たちが、目先の仕事で一

杯になり、立ち止まって自分を点検する余裕を持てなくなっています。この問題は、

「花信風」2016年 6月号で状況を報告しましたので、参照ください。 

現在の会員は 26名。普段の研究活動には、10数名が参加していますが、光風会関

特定非営利活動法人を行う団体に法人格を付与すること等により、ボランティア活動をはじめと

する市民が行う自由な社会貢献活動としての特定非営利活動の健全な展開を促進し、もって公

益の増進に寄与する。 
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係者だけになっています。それでも毎年、日本病院・地域精神医学会において、研究

活動の成果を発表することはなんとか継続しています。 

「茨精研・ICCAM」は、NPO法人化以後、研究について民間助成金を申請して活動を

維持してきました。もともと研究会ということもあり、活動費をつくり出す大本が弱

く、研究成果を踏まえて成果物をつくり、それをテキストした研修会

の参加費で稼ぐという発想で取り組んできました。 

今年度は久しぶりに、日本社会福祉弘済会に「精神障害者対象の

ホームヘルプのあり方」というテーマで、助成金を得ることができ

ました。精神障害者へのホームヘルプは、2002年にようやく開始さ

れ、すでに 16年が経過しました。 

私たちは、同じ弘済会より助成を受け、「精神障害者の生活支援に関するホームヘ

ルパーの研修課題と意義」を課題にして、ホームヘルパーを対象に研修会と意識調査

を行い、ホームヘルパーが精神障害者に抱いている問題点を明らかにする研究を行い

ました。そして、日本財団からも助成を受け、この調査結果を踏ま

えて、精神障害者対応のマニュアルとガイドラインを作成しました。

2001年、NPOを取得した 1年目、17年前のことです。当時、主張し

た内容が現在にも通用するのか、新たな課題が生じているのかなど、

成果物の点検は重要な研究であると考えています。 

 

＊ 研究活動の NPO継続を考える 2年間 

今回の研究活動には、会員以外の方に協力を呼びかけました。4名の相談支援専門 

員の方々が研究会に参加しています。身内だけの集まりになりつつあった「茨精研・

ICCAM」に、新たな緊張感と視点の広がりを感じています。 

 今年の総会では、第 10期（2018年から 2020年度までの任期）役員に 4名が立候補

し選出されました。そして、前吉田昭久代表理事が任期満了となり、新代表理事とし

て、現在土浦児童相談所長の高橋活夫さんが選任されました。新体制になっても、残

念ながら急速な会員増は見込めません。しかし、障害者地域福祉が大きく変化する中

で、研究活動はますます重要になっていると認識しています。 

 NPO法施行 20年が経過する中で、コモンズはミッションを変更しました。 

 私たちは、自分たちが学びたいことを取り上げ、自分たちの関心の赴くままに研究

会を続けてきました。それが 1988年、茨城県精神障害地域ケアー研究会の発足です。

そして、自分たちの関心だけではなく、「何をすべきか」を見定め、それを使命として

活動する NPO法人の研究会としたのが、2000年です。 

 超高齢社会、支援者も障害者も高齢者として圧倒的な人数になる社会の中で、 

私たち「茨精研・ICCAM」は何をすべきか？ 

「茨精研・ICCAM」の 20年をどうのように振り返り、展望するべきか。NPO法人と

して 2年後も継続するか否かを検討する時期に入りました。 

 

（「茨精研・ICCAM」事務局長 髙島 眞澄） 

 



社会福祉法人光風会季刊誌「花信風」 

 5 

憲法集会に参加すること 
「『強制不妊手術＝優生手術』被害者の訴え」に向き合うこと 

 
これまで光風会は、毎年 5月 3日の憲法記念日に開催される「憲法を生かす会・茨
城」集会に参加してきました。そして、数年前より、光風会、茨精研・ICCAM、個人
として、市民意見広告運動「『変えないを選ぶ』 9条をこわすな」にも賛同して、カ
ンパを送っています。右の頁は今年、読売新聞・毎日新聞・秋田魁新聞・琉球新聞・

東京新聞に掲載された広告イメージです。 
 当たり前のことですが、「反戦・平和」であることが「福祉」の前提です。それが崩

れた時、社会的弱者として置かれている障害児・者や子ども、高齢者などの生命や人

権を尊重するどころではなくなります。「戦争ができる」「社会に役に立つ」ことが優

先され、「健康な人間」にしか価値を認めない社会に変貌してしまいます。だからこ

そ、福祉に関わる私たちが「憲法改正」を譲歩してはならないのです。 
  

憲法を考える 
 先日、日本国憲法について、あらためて考える機会がありました。 
 それは、2018年 6月 17日、日本臨床心理学会（以下「日臨心」）が企画・開催し
た「当事者が語る 強制不妊手術の体験―強制不妊手術の国家賠償請求訴訟の経過

と展望―」というテーマの研修会でした。光風会からは、ユーザー2名、スタッフ 2
名、日臨心運営委員でもあるスタッフ 2名の 6名が参加しました。この研修会への
参加報告は、9から 13頁に掲載していますので、参照ください。 
研修会の中で、全国弁護団の共同代表である新里弁護士は、「強制不妊手術」に関す

る国家賠償（以下、国賠）の争点について、今はない旧優生保護法の施行であっても、

憲法第 13条・第 14条違反を根拠に、国賠を追求していくと説明しました。憲法は、
国家の権力を制限し、日本という国の人格に相当します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

第 3章 国民の権利及び義務 

 

第 13 条  すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対

する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、

最大の尊重を必要とする。 

 

第 14条  すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分

又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。 
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このあたりから茨城県の賛同者名が並んでします。 

茨城県精神障害地域ケアー研究会 

社会福祉法人光風会・・・・と 
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それに対して、フロアーから憲法 13条に潜む問題性を投げかけた人がいました。
前吉田理事長の仲間の一人、和光大学名誉教授の篠原陸治さんです。会場で発言した

内容は、すでに篠原さんが長年活動を続けてきた子問研の機関紙「ゆきわたり」に整

理されていました。そこから抜粋して紹介します。 
 

篠原提案：憲法第 9条で国賠を戦う  
「私は、『生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利』は、『国民』に限定し『公

共の福祉に反しない限り』と制約されていることに疑問を持ってきた。『日本に暮ら

すすべての人々』の権利として聞き、お互いが『生命、自由、幸福追求』を分かち合

い共同化しようとしつつも、『いま、ここ』では、それらがぶつかり合ってしまう際に

は、妥協と調整が必要なのだが、それが『公共の福祉』という人間社会の知恵だと、

あえて言い聞かせてきた。 
もし私が合憲・違憲論で争うとすれば、いささか唐突の感があるかもしれないが、

憲法第 9条（戦争の放棄と戦力の不保持＝誰も殺さない、誰もが殺されない関係）で
はどうかと考える。ここでも、『脳死・臓器移植』問題などで願い主張してきたことと

同じだが、『ドナー＝生きるに値しない命』と『レシピエント＝生きるに値する命』を

選別して、前者を『脳死＝ひとの死＝移植可』とすることを認めてはならないのだ。 
ここまで考えて、『命』に関する『妥協と調整』は、『強制不妊手術』や『脳死・臓

器移植』をやむを得ず認めるということにならないかと気になりだした。やはり『強

制不妊手術』違憲であると言うとすれば、それは第 9条違反という他ならないと思う
のだけれども」と、篠原さんは提案しました。 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
これまで憲法集会では、第 9条の改正に反対することであって、他の条項の内容に
ついて触れる機会はありません。まして第 13 条の内容については、憲法から福祉を
捉えることをしたことがない自分にとって、「目から鱗が落ちる」というような内容

でした。何よりも、「第 13条で優生手術の国賠を戦うには、弱い」という篠原さんの
指摘は、痛烈でした。 

第２章 戦争の放棄 

〔戦争の放棄と戦力及び交戦権の否認〕 

 

第９条日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発

動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段とし

ては、永久にこれを放棄する。 

 

２ 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国

の交戦権は、これを認めない。 
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振り返れば、「公共の福祉に反しない限り」という文言をその時々の国家が都合良

く解釈して使ってきた歴史が、具体的に頭の中でグルグル回り出しました。精神障害

者は精神病院に、知的障害者は大規模収容施設コロニーに、ハンセン病者は療養所に

などなど・・・「公共の福祉」ということで「隔離・収容」してきた非人間的な歴史が

あり、その延長上で、「津久井やまゆり園」殺傷事件が起きました。 
この「強制不妊手術＝優生手術」の課題については、光風会の

社会資源調査団（以下「社資団」）で、毎日新聞掲載の「旧優生保

護法を問う」記事の読み合わせをしました。すると、ナチス・ド

イツの根幹にあった優生思想と、戦後日本社会の構造を支える思

想性が、考えていた以上に近いものであったことを知りました。 
「福祉」的貢献とか、「仕方がない」と正当化し、救済と切り捨

てからなる「福祉国家」のあり方が続いています。「公共の福祉に反しない限り」に正

直に向き合って初めて、過去のことではない、今までもずうっと続いてきたことであ

り、さらに進み続ける「優生思想」が見えくるのです。 
 

憲法第 9条の戦争放棄とは？ 
現代の競争社会に生きる中で、誰もが「人間の生」に優劣を付けて人を見るという

社会的価値の影響を受け続けています。 
これに抗うには、自分自身にある「内なる優生思想を問う」という人間関係性を大

切にし続けるしかないと考えてきました。福祉の世界では、それは「支援をする側－

される側」という関係性に対する問いです。気を抜けば、支援者の自分を優位に立た

せ、障害児・者などを抑圧してしまい得る関わりについての自己点検です。 
今回の篠原提案は、「戦争放棄・武器の不保持」という日本国憲法第 9条について、
武器を使う戦争に止まらず、「誰も殺さない・殺されない関係」を絶対とする理念をも

つという新たな視座を提供しています。 
つまり、私たちは、自分の中にある優生思想を、「その暴力性がいつむき出しになる

か分からない怖さ」という「戦争の火種」を抱えている状態と捉えることです。そし

て、この思想を放棄できなくとも、せめて大きくならないように監視・抑制できるか

を追求し続けていくことが、人類にとって「憲法第９条を生かす」ことの追求になる

のだと実感しました。 
（理事長 髙島 眞澄） 

 
【参考文献】 
・清水雅彦、憲法を変えて「戦争のボタン」を押しますか？、高文研、2013 
・子供問題研究会 代表篠原陸治、「旧優生保護法下の強制不妊手術」被害者の訴訟

を考える「ゆきわたり」第 510号、2018年 6月 20日 


