
新しい公共フォーラム 2012 第 3 回レポート 

「3.11 後  これからの『地域』の話をしよう」 

日 時：2012/03/17 13:00～17:30 

場 所：霞ヶ関ナレッジスクエア 

出席者：小林先生ほか 

 

悪天候のため、定刻より 5 分遅れで開催。 

河口副会長 あいさつ 

３．１１以降､歴史的変換点にさしかかっている。東日本大震災は地震・大津波・原発

事故などの大災害が同時に発生した。 

システム転換が必要である。 

白熱討議がなければ転換は難しい。討議がなければ革命か？ 

池本事務局長 経過説明 

第１部基調講演「コミュニティと公共」 

小林正弥 千葉大学教授 

公共哲学と対話型講義 

対話型講義―ジレンマ、答えがない・・・ことを考えること。 

政治経済の次なる方向を見出すため、公共哲学、政治哲学が必要である。 

公共哲学：パブリックなフィロソフィーである。多くの人々に共有され、一つ

では無い、多様性を有する。 

 

対話型講義：ソクラテス式問答法（対話、討議からアイデアを生み出す）を大

規模講義に発展させたもので（ハーバード方式）、答えが明確でないものに対

して人々の考えを促していく。 



 

鳩山政権において、新しい公共・友愛が提唱されたが、菅政権で友愛は無くなり、野田

政権で新しい公共もなくなった・・・。 

 

公共哲学プロジェクト 

時代毎の公共哲学を提案する。 

学際的、公共圏と対話、分野を超えた学者間の対話、それぞれの対話から学問の改革、

教育改革をはじめる段階である。 

日本の公共哲学プロジェクトでは、海外ではあまり無い、「公」を考える。日本ではお

上というイメージがあり、公と私が対立している。 

公から「公共」を分けて考える。公共には「共」という文字が含まれる、すなわち共に

なにかをする。他人（社会）のためになにかをする「公共」は、公と私を媒介するもの

である。 

時空間的な展開を図る。日本という国民国家内の考えを海外を意識した国家へ、グロー

バルな意識の中でのナショナル。そのうえで、中央から地方、地域とローカルな取り組

みをグローバルでローカルな広がり、グローカル公共哲学を展開する｡ 

過去世代から現在、将来世代への発展、例えば核廃棄物の問題は将来世代、時間的な観

点も必要である。 

これらを理想論ｖｓ現実論と捉えるのでは無く、理想主義的な現実主義（理想を考えな

がらどう実現していくか）を提案していく。 

 

リバタリアニズムからコミュニタリアリズム 

公共哲学は市民社会論と関係性、共通性が高い。 

市民社会論：近代主義的、農村から都市化していく、市民は都市から生まれて

いるイメージ。 

現在では、「市民」ということばは、都市の市民では無く、都市に限定されてはいない。

市民というよりパブリックな人々（パブリックシチズン）公共民である。 

精神性、倫理性と深い関わりがあり、公と私の関係、企業は私的な活動という考えが強

いが、企業の活動の中にも公共的なものを求める。（社会的責任） 

 



新しい公共 

人々が支え合える活気がある社会。 

具値的方策：寄付税制、ＮＰＯが活動しやすく、ソーシャルキャピタル育成。 

現状認識は 

逆風からの新展開へ、事実上開店休業状態、新しい公共概念の変化・・・ 

市民の側から新しく考え直すことが重要、担い手の育成。 

ニューパブリックとの違い 

ネオ・リベラリズム（小泉、阿部政権）でいうところの、民営化して財政負担を少なく

し、効率的に運営する「新しい公共」と混同されている。 

近代主義市民社会論を超える必要性：どのようにコミニュティを再建するか 

会場へ質問：コミュニティと公共の違いは？ 

関係は深いけど、違いはあるのではないか？ 

共同体、伝統、範囲が狭い、共有する考えを持っているのではないか。 

公共、コミュニティを超えた世界を視野にいれた関係性が必要ではないか。 

公共哲学プロジェクトでは、 

新しい教育法律の中に公共という言葉があるが、この公共をどう理解するかがテーマ。 

 

正義とは？サンデル教授の理論 

功利主義批判：一人一人の幸福を主観で考える、最大幸福の最大、利己主義、個人主義

に結び付く危険がある。経済的な考えが入っている。 

権利義務論（自由形正義論） 

個人が犠牲になるかもしれない功利主義には限界がある。 

個人の自由と権利・義務は 70 年代前半から有力になってきた。 

市場主義（自由原理主義） 

所有権を重視する、自己所有は国家・福祉より優先する。 

再配分もダメ、リバタリズム、国家を小さく個人自由を最大限に 

リベラリズム（正義論） 

ロールズは全員が正義に合意出来るとして、格差をあまり大きくしないという考えから、

福祉国家、福祉のための税金。 

どちらも権利とか自由から出発しているが、サンデルはロールズを批判した。  

第２に個人を抽象的に考えているが、現実にはあり得ない。 

正義と善：ロールズの魔術を解く 

義務論：善なき正義、善の多様性―正義、道徳的主体、所有、分配：契約論 

 



第２部では 

地域活動に公共的な貢献をする、するとしたらどうするか？ 

いろんな問題、ジレンマがある、どんな問題？ 

克服方法はあるのか？のりこえられるか？ 

皆さんで討議して下さい。 

第２部 グループディスカッション 

産業振興復興、担い手（女性・若者）、地域コミュニティ再建 

①地域の産業振興・復興 

（A） 

福島県須賀川市の農産物直売所「はたけんぼ」の取り組み 

ＪＡの子会社「はたけんぼ」を中心に地域の商工業者と「地消地産開発チーム」を立ち

上げ、農業や食品だけでなく教育、医療、観光など幅広い地域おこしに取り組んでいる。 

原発放射能問題で県内の他の直売所は売り上げが 6 割減となったが、「はたけんぼ」は

2 割減にとどまり回復してきている。 

ジレンマ（やりにくいこと）：当初、幅広い協力関係をつくるのにＪＡ内部で理解が得

られなかった。なんでもＪＡなど狭い仲間内で処理しようという考えがある。規約制定、

メンバーの幅広い選定、農商工連携の認定事業とするなど理解を得る努力を行った。 

ジレンマ：地域へ貢献できることであっても、すぐに利益に結びつかない場合や直接的

な利益に結びつくかどうか不明な場合には実施に消極的な意見が出てくる。「はたけん

ぼ」全体の実績を確保しながら、地域への貢献への熱意と地域の多くの人たちとの強い

つながりがあって可能になっている。 

（B） 

ＮＰＯ樹恩の松本さん、大学生協が呼びかけてはじめた。全国、６ブロック制。 

廃校の利用からスタート。現在、3 つの事業。森の学校、１３カ所。森の手入れとして、

下草刈りなどの作業をしている。ボランティアリーダーを育成。間伐材から割り箸を生

産。森の手入れについては山主の意向聞いて調整している。儲けが無いと聞いてもらえ

ない。制度的な問題あり。 

被災地では特に活動していない。被災地産品の支援、生産段階での支援を考えている。 

②地域の担い手、女性・若者 

（C） 

演劇を通して、ニート、引きこもり２６０万人、１０万円かせげれば年間３兆円の経済

効果。 



社会に関わりたいという欲求をもつ活動をしています。 

（D） 

外国人のお嫁さんたちに日本語を教えている。福島、主婦ボランティア、仲間はずれは

しない。上から目線はしない。 

南相馬）自治会の班長、会計担当、４月から自治会長。地元のことをよく知らない。考

えていきたい。 

竹林）南三陸町、電気自動車バスの導入を考えている。栗駒、端材、チップ材利用。野

菜をハウスで作る、南三陸の人たちと 

③地域コミュニティの再生 

（E） 

松島、たまり場環境をつくりたい。殆どが縦割り、障害者専門、シニア専門これらの区

分はない。行政の補助は求めない。 

（F） 

公共的貢献をしたいか 

・芝の家（貢献）貢献といういうとよくない、貢献だと上から目線？ 

・何が公共的貢献なのか、定義がしっかりしていないのでは・・・ 

・震災後にコミュニティが重要だ言われるけど、そうだねってことで、肌に感じて重

要だという人はそんなにいないのではないか。 

・全国で子供と木を植えている活動、今回、自分の地域がどうなっているかあまり知

らなかった。町内会に出てみたら、こんな組織になっていた。 

 

第３部 対話型講義、まとめ 

小林正弥 千葉大学教授 

・リバタリアリズムの限界。大震災後は功利主義の限界があきらかになった。阪神震災

後にＮＰＯが重視された。さらにこれとコミュニティの連携が必要ではないか。 

共通性、共同性、公共性 

自由、個人が大事、コミュニティの両方大事 

新しいコミュニティ（共和体） 

精神性、良き社会をどうしたらよいか、協同組合や様々な思想的な課題になっている。

皆さんの事例は最先端の現場の課題だと感じた。対立したものを統合していくのが必要

である。 



君子は和して同ぜず。共同から共和へ 

美徳リズム、公共的美徳、どうやって構築していくか。国家、公共全体の課題。 

新共和主義、新公共主義 

「公共経済―友愛経済」倫理的美徳が必要「良き生」 

問題の認識がとても重要。ジレンマの問題を意識すること。 

目的から遡って何が大事かを考える。思わぬアイデアが出てくる。現実の問題に直面す

る中でアイデアが出てくる。 

閉会の挨拶 

木村氏 

１．新しい公共の概念は、簡単に決めるものでもないのでは。時代の変化に伴って変化

していくのは当然。NPO 等が自身で考えていく。その際、自立性、自発性、そして現

場感覚が重要と思う。 

２．ボランティア活動そのものの充実をどう考えるか、そしてその後の展開、全体像を

どう考えるか、NPO のその中での役割は？ 

３．杉本さんから紹介のあったミラクルキャップ、相馬の女性が発案して販売に取り組

んでいるのにご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

３部の質疑応答の場面のメモです。 

みなさんの感想の参考にしてください。 

 

－－－－－－－－メモ ここから－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

論点 

産業振興復興、担い手（女性・若者）、コミュニティ再建 

１０分休憩１４時３５分から 

 

公共的貢献をしたいか 

・したい、したくないではなく必然なんだ（しなければならない） 

・芝の家（貢献）貢献といういうとよくない、貢献だと上から目線？ 

・何が公共的貢献なのか、定義がしっかりしていないのでは・・・ 

・震災後にコミュニティが重要だ言われるけど、そうだねってことで、肌に感じて重要

だという人はそんなにいないのではないか。 

・全国で子供と木を植えている活動、今回、自分の地域がどうなっているかあまり知ら

なかった。町内会に出てみたら、こんな組織になっていた。その場にもっていくのも大

変。 

・公共とは？なにが公共的貢献なり活動なのか？ 

 

米里）鎌倉市、民生委員がいない。民生委員になった、まったく機能していない。解っ

てきた・・・ 

地域をもう一度考え直していきたい。 

田中）北京から、 

Ｄ）外国人のお嫁さんたちに日本語を教えている。福島、主婦ボランティア、仲間はず

れはしない。上から目線はしない。 

南相馬）自治会の班長、会計担当、４月から自治会長。地元のことをよく知らない。考

えていきたい。 

竹林）南三陸町、電気自動車バスの導入を考えている。栗駒、端材、チップ材利用。野

菜をハウスで作る、南三陸の人たちと 

Ｃ）演劇を通して、ニート、引きこもり２６０万人、１０万円かせげれば年間３兆円の

経済効果。 

社会に関わりたいという欲求をもつ活動をしています。 

Ｅ）松島、たまり場環境をつくりたい。殆どが縦割り、障害者専門、シニア専門これら

の区分はない。行政の補助は求めない。 

 



民生委員、自治会長は典型的なコミュニティ内の公共的貢献、コミュニティを超えた貢

献がある。 

具体的な問題 

地域の産業振興復興 

Ｂ）ＮＰＯ樹恩の松本さん、大学生協が呼びかけてはじめた。 

森の学校、１３カ所。下草狩りなどの作業をしている。ボランティアリーダーを育成。

間伐材から割り箸を 

山主の意向聞いて調整している。儲けがないと聞いてもらえない。 

制度的な問題があり、全国、６ブロック。 

被災地では特に活動しいない。被災地産品の支援、生産段階での支援を考えている。 

 

Ａ）農産物直売所はたけんぼの取り組み 

ジレンマ（やりにくいこと）：幅広い協力関係をつくるのに理解が得られなかった。な

んでもＪＡのなかで処理しようという考え。直売所だけでなくて地域全体としての貢献

があったのではないか。 

 

ジレンマ：お金にならない。若者の協力。有効性をどう示すか。ＪＡとの関係。 

 

町田の佐野）ボランティアの考え方。ボランティアしてやっているのでは？ 

・山主、お金にならないような事をなんでやってくれるのか？ 

都会の人は、非日常的な事がしたい。それが、森林ボランティアになっている。 

 

Ｆ）山主、市町村有林を整備している。山主さんから頼まれてないのになぜやるのか？ 

・森づくり団体がある。そこと、山主さんの架け橋として 

・山主のためだけにやるわけではなくて、もう少し広い範囲を見て 

 

ＪＡの中と外とは、ＪＡは組合員のためにある。地域は組合員のそとにある。組合のた

めだけでなくて地域に貢献するっていう原則みたいなものがあるが、実際には動くこと

が難しい。 

 

友愛思想と公共思想。香川のいろんな種類の協同組合も可能、他の組織を含めた共同組

合。 

 

放射能で６割減、はたけんぼは２割はなぜ？ 

販売だけを目的ではなく、異業種との交流（地消地産開発）、地域との深いつながりが

出来ていたので信頼関係があった。開発関係の人からのネットワークで売り上げを維持



できた。 

 

長期と短期の問題。 

異業種との交流をＪＡの上の人達の理解を得るのが大変だった。まわりからは遊んでい

るのではないかと思われた。国の認定を助成無しでとった、まわりの目が変わった。 

 

地域の担い手、女性、若者 

Ｄ）学生時代生協、お弁当の容器をリサイクル可能なものに 

担い手として若者が参加してくれない。新しい人たちをどうやったら巻き込めるか。 

議論がゴミ問題に発展。ゴミを片づけるのに非協力的。アイデアを出してまわりを巻き

込んでいく方法はないのかな。 

有償で抱き込んでいくのも有りかな、やりたい人を巻き込んでいく。 

 

男性：ワーカーポリティは参加できないという議論。 

 

Ｃ）ニート、引きこもり 

身分証明がないから、ネットカフェにも行けない。３万人の自殺、鬱病が多い 

６兆円の経済損失。みんなモヤモヤしているが、どうやって良いのか解らない。 

女性の就労というテーマ：地域内でなかなか難しいが、女は工夫する。年齢、特技から

小さな活動を。 

千葉の活動（サロン、文化）はゆっくりやっていく。女性が中心となって。他の地域と

ネットワークをとりながら。ゆるく、やわらかくやっていく。 

もう一度、教育を考えていくことが必要でしょう。女性を中心に若者とおっちゃんを巻

き込んでいく必要。 

 

・正義、は男性的な強いイメージ（政治哲学） 

Ｅ）ボランティアで続けて行くのは限界。仕事としておこなう。仕事なら若い人も参加

できる。将来的にこうなるというのを示す必要がある。 

 

・話しているレベルが違う。ニートは都会にしかいない。野菜生産、外国人、震災でい

ない。生産中止。若い人が農業で東京から来ても定着率４％。 

○○清掃会社では、大学から人がこない。□□環境だとどっと来る。 

廃棄物から資源を回収しなければならない。雇用のミスマッチ、都会の人をつないでい

くところが大事。 

・人が少ないからほしいでは成り立たない。生活に責任が出てくる、ビジョンが出せる

か。農業でもビジョンが出せれば・・・ボランティアも有償で 



・前の教育方針では奉仕を義務化していた。経験はどこかで役に立つと期待していた。

が・・・ 

・質問、１０年度事業仕分けで廃止された。その理由は？ 

・若者を入る秘策、企画をたてる？ 

Ｄ）若い人が来るための企画を思いつくのは、若い人なのかな？地域を巻き込んで 

Ｃ）事業仕分け、若者自立支援。社会参加と就労、３ヶ月。６０万人に対して３０カ所

で年間６００人、３ヶ月で就労させられなかった。費用対効果で仕分けられた。 

 

・制度を介するとお金が滞る、地域通貨を提案したい。提供したいものとほしい物 

・地域通貨、１ピーナッツ、ありがとうと握手。 

・生活保護、低め安定、ニートを脱しようといない 

・東北文化、女性は出しゃばるな、これをどうする。 

・生活支援や自立支援の制度を勉強した方が良いのでは 

 

Ｃ）引きこもりが市役所で申請できるか。在宅ホームレス。 

家の手伝い、地域の手伝いが出来た、参加した。ありがとうと言われた。 

その体験が出来なかった。 

子供連れの女性が、子供が騒ぐから迷惑が掛けられないというので参加できない。 

企業が補償出来なくなった。家庭が崩壊している。セイフティーネットが崩れている。 

 

地域コミュニティの再生 

Ｅ）若者が参加したいけど、敷居が高くて・・・ 

防災、独居、防犯 

ナチュラルなテーマが必要。たまり場、テーマが出てくる。やっている内に、最初から

出来ない。 

エリアコミュニティ、テーマコミュニティ 

 

Ｆ）芝はもともとコミュニティがある。港区が資金を出す、運営は慶応大学が。自分た

ちには必要がないのになぜ区が金を出すのか。 

ネットで好きなコミュニティに参加できるので、地域に参加しない。自発的にコミュニ

ティを良くしようと思わない。もともと、壊れていないので必要ない。 

 

・局所的ではないか、いくつあるのか 

Ｆ）今後増やしていく、実験的、芝地区限定 

集客、基本的にコミュニティは生活の一部と考えているのであまり集客はしていない。 

Ｅ）祭りが発祥、空き教室を使う。メンバー６０名増える一方。地元の記事になってい



る。仕事をつくるのが目的です。３県の絵を都会で売るビジネス。 

 

まとめ 

３．１１後の地域話をしよう 

原発についての対話型講義の本。リバタリアリズムの限界。大震災後は 

功利主義の限界があきらかになった。阪神震災あとにＮＰＯが重視された、さらにこれ

とコミュニティの連携が必要ではないか。 

共通性、共同性、公共性 

自由、個人が大事、コミュニティの両方大事 

リベラルが批判、農村共同体という古いものに戻そうとしている。 

 

コミュニティの場所を移さなくては、どうする。ナショナルからグローバル、ローカル

へ 

様々なコミュニティをどう考えるか 

ゲマインシャスト、ゲゼルシャフト対立関係、後が良い 

新しいコミュニティ（共和体） 

精神性、良き社会をどうしたらよいか、協同組合や様々な 

思想的な課題になっている。皆さんの事例最先端の現場の課題だと感じた。対立したも

のを統合していくのが必要。 

君子は和して同ぜず。共同から共和へ 

美徳リズム、公共的美徳、どうやって構築していくか。国家、公共全体の課題。 

新共和主義、新公共主義 

「公共経済ー友愛経済」倫理的美徳が必要「良き生」 

問題の認識がとても重要。ジレンマの問題を意識すること。 

目的からさかのぼって何が大事かを考える。思わぬアイデアが出てくる。現実の問題に

直面する中でアイデアが出てくる。 

美徳＝徳目、お題目にみえるけど、解決のするもの 

小林先生、どうもありがとうございました。 

 

－－－－－－－－－－メモ ここまで－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－ 

 

本報告レポートは、スタッフの酒井がメモ的にまとめたものです。小林氏のパワポ使用

やユースト録画と併せてご参考にしてください。 

 


