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１ 住民主役の人権が尊重される地域づくり 

 

 

（１） なぜ住民主役の人権学習か 

 近年地方分権の流れのなかで、「地域のことは地域で」「住民主体」という考え方が

強調されるようになっています。これに伴って、人権についても、これまでのように

行政任せではなく、住民自身が責任をもって、人権が尊重される地域づくりをすすめ

ることが求められています。 
 ところがこれまでは、行政が学習の場や内容をお膳立てする人権学習のスタイルが

多く見られました。この弱点は、人権は「教えてもらうもの」という意識に陥り、「自

分のもの」「日常的に使いこなすもの」という意識になりにくいことがありました。 
 人権は、それ自体を切り離して捉えるのではなく、住民主体の地域づくりの基礎に

置かれるべきものです。人権は、すべての人の血肉となって、あらゆる地域づくりに

日常的に生かされるべきです。 
 

（２） 人権の視点をもった地域づくりとは 

これまで地域では、まちづくり＝まちの活性化と捉え、華やかなイベントを行うこ

とが、元気なまちづくりの象徴とする傾向が一部にありました。しかし、まちづくり

の目的は、その地域で暮らしている多様な住民の一人ひとりにとって、住みやすい地

域にすることにあります。これはすなわち、人権の視点を根底に持つということです。

このことは、わかっているようで、案外見落としがちなことです。 

また現代の地域社会には、多様な人が住んでいますし、人々の考え方も多様になっ

ています。それらの多様性を尊重したまちづくりであるためには、人権の視点は非常

に重要なものになっています。 

 

（３）価値観の多様化と現代の地域社会 

現代社会は、価値観の多様化の時代とよく言われます。 
家族の形態、しあわせのかたち、結婚相手の見つけ方など、これまで「普通」「常識」

とされてきた考え方に従うのではなく、自分自身が、自分の物差しで決め、自分らし

い生き方をすることがいいことなのだと、広く受け容れられるようになりました。 
金子みすゞの詩「わたしと小鳥とすずと」は、小学校の教科書にも掲載され、今や

日本中の多くの人々が、この詩の最後のフレーズ「みんなちがって、みんないい。」を、

共感を持って受け止めているように思います。 
「みんなちがって、みんないい。」は、まさに一人ひとりを大切にする、人権の考え

方に基づいています。個人の尊重という人権の理念は、確実に根を張ってきていると

いえるでしょう。この傾向は、国際化の進展や、個人の尊重の傾向の強まりなどによ

って、今後ますます強まるものと考えられています。 
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２ 人権の基本 

 
（１）人権とは何か 

人権とは、「人間として幸せに生きるためのあたりまえの権利」です。 

一人ひとりが生命を守られ、自由や平等を保障され、人間として幸せな社会生活を

営むことができるために必要なこと、つまり日常生活の全てを支えている権利です。 

    

（２）人権は誰のものか 

人権は、私たち一人ひとり、すべての人のものです。差別を受けやすい立場の人（障

害者、在住外国人など）の問題と考えがちですが、決してそうではありません。 
 
（３）人権とは、誰に対する権利なのか 

① 国家（公権力） 

憲法が保障している人権は、国家（公権力）に対する権利として規定されていま

す。公権力が個人の人権を抑圧しないように、歯止めとするのが目的です。 
 

② 市民相互間 

人権問題は、市民相互間の人権侵害としても現れます。人権擁護委員会が扱う事

例の大半は、市民間の人権侵害となっています。 
 

（４）人権にはどんなものがあるか（日本国憲法で保障されている人権） 

① 自由に生きる権利（自由権） 

個人の権利・自由を尊重して「国家は余計なことは何もするな」という性格をも

つものです。人権は、歴史的に自由権として誕生しました。 
(1)人身の自由… 奴隷的拘束及び苦役からの自由  

    適正な刑事手続、拷問や残虐な刑罰の禁止    
(2)精神的自由… 思想・良心の自由、 信教の自由、学問の自由、 

集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密 
(3)経済的自由… 私有財産の保障、居住・移転・職業選択、 

外国移住・国籍離脱の自由 
 

② 人間らしく生きる権利（社会権） 

「国家は人間らしく生きる権利を保障せよ」という人権です。 

(1)生存権：「健康で文化的な最低限度の生活を営む権利」 
 (2)教育を受ける権利 
 (3)労働者の権利：賃金、就労時間、休息その他の勤労条件に関する基準 

 

③ 平等権：人間は誰も平等であって差別されないこと 

 

④ 参政権：選挙権、 被選挙権、 請願権、憲法改正の国民投票権 など 
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３ 話し合いは何のためにするのか 

住民同士でさまざまな話し合いをすることは、地域づくりの基本です。しかし、そ

もそも私たちは、何のために話し合いをするのでしょうか。基本を明確にすることで、

見えてくるものがあります。 

 

（１） 結論の出ていないことに、参加者同士で結論や方向性を出すこと。 

① 結論や方向性がすでに出ているのなら、話し合いの必要はありません。 

② 話し合いで結論を出すのは、だれか偉い人ではなく、参加者同士です。 

 

＊結論が出ない話し合いもあります。しかしそれが井戸端会議と違うのは、何らかの目的がある

ことです。従って話し合いをする場合は、その目的が明確にされ、実現されることが大切です。 

 

（２） 出された結論や方向性に、話し合いに参加した人全員が責任を負うこと。 

① 結論を出すための話し合いですから、出された結論や方向性に参加者全員

が責任を負うことが、話し合いの最も重要なことです。 

② そのためには、参加者全員が、平等な立場で自由に発言できなければなり

ません。   話し合いの基礎に、人権尊重の理念が求められます。 

 

 

話し合いを成功させる６つの基本ルール 

  責任者 段階         ６つの基本ルール 

司会者 発言者 

１ 話し合いの目的と到達目標を明確にする。 

 話し合いの最初に、この話し合いの目的と到達目標を説明してくださ

い。これによって、きょうは何をするのか全員に意識付けられます。 

 ○ 

  

 最初 

２ 話し合いの終了時間を明確にする。 

終了時間を明確にすることで、メリハリをつけた話し合いができます。 
○  

途中 ３ みんなが話し合いに参加する。 

 参加者は、意見があれば必ず会議中に発言しなければなりません。この

ため、司会者は参加者が話しやすい雰囲気にする努力が必要です。 

 ○  ○ 

４ 話し合いの結論を確認する。 

 会議終了時には、司会者は話し合いの結論を確認することが大切です。

これによって、参加者の誤解を防ぎ、全員で結論を共有できます。 

 ○ 

 

 

  

最後 

５ 終了時間を守る。 

 最初に確認した終了時間は全員が守らなければなりません。どうしても

オーバーする場合は、参加者の同意を得る必要があります。 

 ○ ○ 

終了後 ６ 話し合いで決まったことを、終了後に変更しない。 

 決まったことを後から変更することは、話し合いに費した貴重な時間が

無駄になります。その時黙っていて後から不満を言うことは厳禁です。 

 ○ ○ 
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４ 司会の技法～みんなの意見をうまく引き出すために 

 
（１）みんなの意見をうまく引き出すことがなぜ大切か 

 
① みんなの意見が反映される地域づくり 

人権文化を基礎に置いた地域づくりを進めていく上では、一人ひとりの考え

方・意見を尊重し、それぞれの発言の中から、みんなで、結論を練り上げて

いくことが求められます。このためには、みんなの意見がうまく引き出され

ていることが前提になります。 
 
② 主体的に参加することで内面の変化が起こる 

人権学習は、参加者が主体的に人権を考えることによって、自分の内面に何

らかの変化を引き起こしたとき、はじめて自分のものになります。このよう

な学習の場とするためには、参加者の主体的な力を引き出すことが大切です 
 

（２）みんなの意見を引き出す司会の技法～ファシリテーション 

 
ファシリテーションとは何か 

 

ファシリテーションとは、話し合いの中で、参加者それぞれの意見を引き出したり、

話の進行を整理したり、参加者のチームワークを引き出したりしながら、参加者全員

で共通の成果を導き出せるように支援する技法のことです。つまり、参加者の主体的

な参加を促しながら、話し合いを円滑に進行させていく技法です。 
 
ファシリテーターとは何か 

 

ファシリテーションの技法をもって、話し合いを進めていく進行役のことを、ファ

シリテーター（＊）といいます。みんなの意見をうまく引き出すためには、司会者は

ファシリテーター役となることを意識しましょう。 
 
  ＊ファシリテーター（促進者・触媒） 

参加者一人ひとりを尊重し、心の動きや状況を見ながら会議を進行する人。自らは中立的で、

参加者自身の自主性を引き出し、「気づき」を促すことをめざした、「促進者・触媒」の役割 
がポイントです。          ＊ファシリテート（facilitate）：「促進する」の意味 

 
みんなの意見をうまく引き出すための具体的な技法 

 
 でもファシリテーターという名前にこだわる必要はありません。要は参加者の意見

をうまく引き出せればいいわけです。そのための具体的な技法については、「問題事例

と解決方法」を参考にしてください。 
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５ 問題事例と解決方法 

 
実際の話し合いでは、さまざまな困った場面に直面します。そこで、ここでは問題

と思われる事例や、そうした事例の解決方法などをご紹介します。ファシリテーター

の心構えをもってどう解決するのか、具体的にご理解いただきたいと思います。 
 
問題その１：話しにくい硬い雰囲気 

 

ファシリテーターは、参加者がのびのびと意見を言えるように、話しやすい打ち解

けた雰囲気を作り出していく必要があります。しかし、司会者が雰囲気づくりに躍起

になって必死になればなるほど、逆に場の雰囲気が凍りついてしまうという、笑えな

い逆説的な話もあります。 
そこで先ずは、話しにくい硬い雰囲気にしないためにどうすれば良いのかというこ

とを、幾つかお示ししたいと思います。 
 
１ 話し合いの場のセッティング 

まず、求められるのは、話し合いの場のセッティングです。 
ロの字型では、参加者同士の間に大きな空間が広がってしまい、話しづらい距離感

ができてしまいます。また、参加者全員が主催者の方を向いて座るような形（学校形

式）では、参加者のお互いの顔が見えず、主催者と参加者とのやりとりに終始し、参

加者同士での話し合いが成立しにくくなります。 
できれば作業台のようなテーブルを囲んで、顔つきあわせて座るのが望ましいでし

ょう。親しい人と食事をするくらいの距離感で、話ができるからです。もう少し人数

が多い場合にも、車座などの形で、出来るだけお互いの間の距離が近く、お互いの顔

が見えるようなセッティングを心がけることが有効です。 
 

２ 座る順番 

席は、出来るだけ親しい人同士が固まって座らないように、同じグループに属して

いる人同士には出来るだけバラバラに座ってもらい、なるべく初対面の人と隣り合わ

せに座ってもらうように誘導しましょう。 
親しい人同士が固まって座ってしまうと、話し合いの進行とは別に、仲間内だけで

ヒソヒソ話をしてしまったりしがちで、れは話し合いを大変邪魔します。 
また、そのグループ以外の人から見ると、自分が何か発言するとヒソヒソと批判さ

れるように見えてしまい、つい発言を控えることにもなりかねないからです。 
 
 
３ お茶やお菓子 

お茶やお菓子を出すのも、話しやすい雰囲気づくりには有効です。 
お茶やお菓子を食べながら話ができるということが、自由な雰囲気の演出にもつな

がり、あまり構えることなく気楽に発言しやすくなるという効果も生まれます。 
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４ ファシリテーター自身の態度 

 

（１）目線 

参加者からできるだけ意見を引き出すためには、ファシリテーター自身が、参加者

と同じ目の高さで、参加者の目を見ながら話を聴くという姿勢を示すことが大切です。 
「あなたの発言を興味深く聞いていますよ」「大変良い発言だから自信を持って話し

て下さい」といったメッセージを、目線で示すことで、参加者が話しやすい雰囲気を

つくることが大事なのです。 
 
（２）共感的なあいづち 

しっかりとあいづちを打つということも大切です。参加者に、ファシリテーターは

話に興味を持って共感しながら真剣に聞いてくれている、と感じさせられるようなあ

いづちを打つことが、ファシリテーターには求められるのです。 
 
（３）しっかりと話を聴く 

ただ話を聞く・聞き流すのではなく、参加者の目を見ながら、しっかりと話を聴く

ことが大事です。話の内容だけではなく、その発言者の心の動きを、そして理解度や

意気込みをも、その話を通じて聴いていくことが求められているのです。 
 
問題その２：ファシリテーターが発言者の意見を全て肯定してしまう 

 

「一人ひとりの意見を尊重する」「議論を誘導しない」「黒子となる」というと、フ

ァシリテーターは発言者の意見を全て肯定しなければいけない、と思ってしまう場合

がありますが、ここは注意が必要です。 
発言者の発言そのものや、発言しようという姿勢に対しては、暖かく受け入れ、尊

重することが大切ですが、発言の内容に対して、肯定・否定といった評価につながる

あいづちは避けるべきです。例えば「今のはいい発言ですね」などと、発言内容をフ

ァシリテーターが評価するようなあいづちは、望ましくありません。 
また、個人批判を交えたような発言や、話の本筋とは関係ない長々とした発言など

は、いつまでもファシリテーターが共感的な姿勢で聞いていては、ほかの参加者がう

んざりし、かえって話し合いの雰囲気を悪くしてしまいます。 
共感をもってあいづちを打つことが基本ではありますが、それとともに、常に話し

を整理することを心がけなければなりません。上に例示したような、話し合いの趣旨

から逸脱したような発言をする発言者に対しては、毅然とした態度で修正を促してい

くことも、ファシリテーターには求められるのです。 
 
 
問題その３：ファシリテーターが自分で結論を言ってしまう 

 

ファシリテーターの役割は、あくまでも参加者の意見を引き出し、それらを整理し
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ていくことであって、自身の意見を結論じみた形で出してしまってはいけません。 
話し合いの結果として導き出された、参加者の大方の一致点が結論なのであって、

たとえそれが自分自身の考えとは異なっていても、自分の考えを押し付けてはいけま

せん。 
とはいえ、ファシリテーターも、話し合いの進行には責任がありますから、どう進

めていくかという進行の仕方については、自らの意見を述べて参加者に問うというこ

とも必要になってくるでしょう。つまり、逆に言えば、ファシリテーターが述べて良

いのは進行に関する意見だけであって、内容に関する意見は述べてはならないという

ことです。 
それでは、人権問題を話し合う場合に、価値観が白紙の羅針盤のない航海のような

状態でいいのでしょうか？ 

そこで重要になるのが、ファシリテーターのほかに、人権について一定の専門的な

知識をもった助言者の存在です。このような助言者が、話し合いの間で適当な介入を

行うことによって、話し合いの実があがることになります。 

このような考えから、そのような助言者の育成を図るプログラムも別に用意してい

ます。 

 
問題その４：参加者同士の対立的な雰囲気 

 

話し合いによっては、参加者同士の意見がぶつかり合い、険悪な対立的な雰囲気に

なってしまうこともありえます。そうした事態を避けるには、どうすればよいのでし

ょうか。 
それには、意見と人とを切り離すよう促せばよいのです。「××さんの意見」といっ

た言い方ではなく、必ず内容を捉えて「○○○といった意見」という風に、誰の発言

であるではなく、意見の内容を示すようにします。   
誰が言っているかということと内容は無関係であるということを徹底しながら話し

合いを進めていけるように留意しましょう。 
 
問題その５：話の筋が見えなくなる 

 
話し合いを進めていくうちに、いったい何の話をしているのか、話の筋が見えなく

なってしまうということも、話し合いの中ではしばしばありがちです。 
そうした事態を避けるために、ファシリテーターは、その日の話し合いの目的を初

めに確認するようにします。また、それを記したペーパーを配布したり、それを板書

するなどの方法によって、常に参加者に思い起こさせるよう心掛けましょう。 
また、途中で出てきた意見は、適宜、ホワイトボードまたは黒板に整理しながら板

書するようにし、それぞれの意見がどのような文脈の中に位置づくのかを常に参加者

みんなが確認できるようにしておくことも重要です。 
そして、その板書を踏まえて、最後には、その日の話の結論（到達点）を明らかに

することも、ファシリテーターには求められます。 
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問題その６：参加者が一人でいつまでも話している 

 

話し合いの席で、長々と演説を始めてしまう方もしばしば見かけますが、これをス

トップさせることは案外難しいものです。 
こうした事態を防ぐためには、ファシリテーターはどうすればよいのでしょうか？ 
このような場合に対しては、話し合いの始まる前に、簡単な話し合いのルールを示

しておくことが効果的です。とはいえ、あまりたくさんルールがあると、自由に発言

できるという雰囲気が損なわれてしまいますから、ルールの数は、せいぜい１つか２

つということになるでしょう。 
その１～２個のルールの中に、「できるだけ多くの人に発言をしてもらえるように、

１人の発言は１回３分以内にする」といった、時間制限ルールを入れておくのです。 
これをあらかじめ了承しておいて貰えれば、長々といつまでも話している人に対し

ては、「もうだいぶ制限時間を過ぎちゃってますよ」「ルール違反ですよ」といったユ

ーモラスな表現で、発言の収拾・切り上げを要請しやすくなります。 
 
問題その７：参加者が自分の主張にこだわりが強い・声が大きい 

 

人の主張に耳を傾けず、自分の主張だけを押し通そうとする人もしばしば見かけま

す。また、その人が有力者であったり声が大きかったりすると、その人の意見に引っ

張られてしまうケースも出てきます。 
しかし、人権文化を基礎に置くということは、一人ひとりの人権を尊重するという

ことのはずです。とすれば、ファシリテーターは、他の参加者の意見を聴く機会を積

極的につくり、そのような人の意見も尊重しながら、みんなで、結論を練り上げてい

くというプロセスが求められます。 
ファシリテーターは、少し勇気が必要ですが、自分の主張に強いこだわりを持って

いる人に対して、粘り強く接するとともに、妥協点・落としどころを、参加者全員で

考えていけるような話し合いの進行に努めましょう。 
 
問題その８：参加者の意見が出ない 

 

なかなか意見が出ない場合に、いかにして意見を引き出すかは、ファシリテーター

の腕の見せどころです。 
ここで気をつけるべきは、出来るだけ漠然とした問い掛け方はしないということで

しょう。例えば、「皆さんは人権問題についてどう思いますか？」といった問い掛け方

では、問われた側は、茫洋としすぎて、答えを出しにくいものです。 
ここでは、意見を出しやすくするために、問いかけ方にステップを踏むことをおす

すめします。 
最初のステップとして、答えやすい問いかけ方として、ＹＥＳ／ＮＯ型の質問をし

ます。例えば、「男女混合名簿に賛成ですか」といった質問であれば、参加者全員ＹＥ

Ｓ／ＮＯいずれかで応えることが出来るでしょう。 
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次のステップとして、「なぜ男女混合名簿に賛成するのか」「男女混合名簿にはどの

ような問題があると思うのか」などといった、具体的な答えを必要とするような質問

をしていくと、考えの的が絞りやすくなり、意見が出やすくなるのではないでしょう

か。 

質問のスタイルとその特徴 
 ＹＥＳ／ＮＯ型 または 二択・三択型 ５Ｗ２Ｈ型 
回答しやすい 多くの情報を引き出せる 長

所 具体的な点について情報を絞り込みやすい 広く深く聴くことが出来る 
グレーゾーンの話が聞き出しにくい 情報が発散しやすく焦点がぼけやすい 短

所 行間を読むことが出来ず情報の質が浅い 口数が少ないタイプの人には答えにくい 
 
 
問題その９：発言しない人がいる 

 

話し合いの人数がある程度多くなると、発言が特定の人に偏り、中には発言しない

人もいるという状態が生じることがあります。参加者全員が主体的に意見を出し合い、

その中から結論を見つけていくことを目指すのであれば、決して望ましい状態とは言

えません。 
そうした場合に用いられる手法が、回転発言と呼ばれるものです。これは、「○○に

ついて、皆さんに一言ずつご意見を伺いたいと思います」などといった形で質問して、

参加者全員に順番に、一言ずつ意見を言わせるというものです。 
この方法だと、発言をしていなかった人からも意見が聞けるため、今まで出てこな

かったような新たな論点が出てくることもあり、参加者全員の意見の中から結論を練

り上げていくことに一歩近づくことができます。 
しかしこの手法は、いわば発言の強要であることから、あまり多用すると、話し合

いの自由闊達な雰囲気を壊してしまい、かえって指名待ちの状態を惹き起こしかねま

せん。したがって、この手法が使えるのは、せいぜい１回の話し合いで１～２度程度

と考えた方が良いでしょう。 
また、ファシリテーターは、発言していない人がいないか気を配り、場合によって

は、強要にならないような雰囲気の中で、その人を指名して発言を求めることも必要

です。 
 
 
問題その10：話が脱線していく人 

 

話をしているうちに、話が脱線してしまって、別の話になってしまうというような

ことは、日常会話の中では、多くの人が経験したことがあるでしょう。話し合いの場

においても、特に話し合いになれていないような人の場合、話しているうちにその内

容が本来のテーマから逸れてしまったり、何を話しているのか整理がつかなくなって
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混乱してしまうといったことは、往々にしてあることです。 
そうした場合に、軌道修正を図り、話がテーマからそれて脱線していかないように

話し合いの進行を管理していくこともまた、ファシリテーターの重要な役割です。 
先ずは発言者の話に耳を傾け、多少話し方が稚拙でも、テーマに沿った発言をして

いそうな限りにおいては、その意図を汲みとって、「それはつまり○○ということでし

ょうか？」などと確認をしながら、その発言をしっかり位置づけていくことはもちろ

ん重要です。 
しかし、明らかにテーマからそれてしまっている場合には、この限りではありませ

ん。話し合いの冒頭に配布したその日の話し合いの目的を記したペーパーや、それま

での話し合いの内容を整理してあるホワイトボードもしくは黒板の板所を指し示しな

がら、「今のお話は、このテーマとはちょっと違ったものになってきていませんでしょ

うか？」などと、先ずはやんわりと指摘して、そうした発言を抑制するように努めま

しょう。 
ただし、中には、不慣れなために、発言するたびに常にその内容がテーマからそれ

てしまったり、意味不明な発言になってしまったりするような人もいます。そうした

人が発言するたびに、発言の抑制を試みていては、その人は萎縮してしまい、結局の

ところ発言できなくなってしまうかもしれません。 
したがって、相手を見極めながら、場合によっては、敢えて、意味不明な発言もそ

のまま遮らずに続行させていくことも必要でしょう。 
 
 
時間や、話し合いのテーマに沿った話し合いになっているか、などといった進行管

理も、ファシリテーターの重要な役割ではあります。しかしファシリテーターの役割

は、何よりも先ずは、参加者全員から意見を引き出し、そこからみんなで結論を練り

上げていく作業の支援をしていくことにあります。そのことを常に肝に銘じながらフ

ァシリテーターを務めていけば、自ずと上手な進行が出来る司会者になっていくので

はないでしょうか。 
 
 
参考 
・加藤菜穂子（(株)ヒューマンエナジー代表取締役）講演「効果的な会議を進めるため
の話し方」（２００６年１０月３１日 於：津市芸濃総合支所大会議室） 

・エコライフオフィス中部『ＮＰＯと行政の「協働のツボ」会議ファシリテーション３

０の法則』（２００６年７月） 


