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はじめに（おことわり）

•あんまりツボを捉えられてないかも…
（はなはだ自信がない）
•かなり「釈迦に説法」かも…

＊もう一度考えてみるきっかけが一つでもあれ
ば…
＊ご一緒に考えられれば…



でんぐりとは？
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「社会変革家」

私は「社会変革家」

○聞いて、鮮烈でした。
○もちろん、「社会を変える人々」に関する
「でんぐりプロジェクト」と承知していたが。
○あらためて、「でんぐりがえし」を考えてみたい



「活動家」という言
葉を復権させよう

○いろんな言葉があるよ
○コト挙げする人も、言
わないけど実践している
人も
☆ここでは自覚的・意識
的になることを
試みてみよう

http://www.amazon.co.jp/gp/product/images/414088343X/ref=dp_image_z_0?ie=UTF8&n=465392&s=books


社会課題によって害を受けてい
る人たちの改善のために、さま
ざまなレベルの権力、制度、構
造を活用し、人々や組織に影響
することで、態度、行動、政策、
法律を変更しようとする継続的
プロセスのこと

アドボカシー（社会提言、
声を挙げること）とは

Reference: Adapted from an advocacy skills-building 
workshop, India HIV/AIDS Alliance,India, November 2002.

『行動する社会変革活動』
（ツールキット）

図示すると（次ページ）



社会変革活動（図示のこころみ）

さまざまなレ
ベルの権力、
制度、構造
に働きかけ

人々や組織
に影響するこ
とで

社会の態度、
行動、政策、
法律を変更
し

社会課題に
よって害を受
けている人
たちを救う
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それを、当事者が行う

でんぐりがえし（当事者による社会変革）

よくできたネーミングと
あらためて思う



100数十人の“でんぐり家（社会変革家）”

8でんぐりがえしプロジェクトシリーズのゲスト（11ページのリストの1ページ目）



ほの見える「歩みの道」（考え中…）

受苦

受難

運命

脱自己化

使命化

課題解決
型行動

フォロ
ワー

責務感

原点を維
持した展
開
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何で私
が？

私だけじゃ
ない。どう
して？

言うだけ
じゃだめ。
変えて、な

んぼ

力があるも
のには、責
任が宿る

もうこんなこ
とが起こらな
いように。こ
れは、私の
仕事だ

仲間がいる。
同志と共に

みんなの
夢に



どうすれば増える、高まる？

変革家 活動家 提言者

リーダー でんぐり家
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当事者の

でんぐりの促進?!



速めること、できる？

受苦

受難

運命

脱自己化

使命化

課題解決
型行動

フォロ
ワー

責務感

原点を維
持した展
開
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ロールモデルを知る場

リーダーシップ共有の場

マネジメントを知る場

ツールを学ぶ場

できるという仮説を今は信じている
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当事者による社会変革活動のスタイル

出典：日本医療政策機構市民医療協議会
患者アドボカシーカレッジ「0-1 アドボカシー（政策変革活動）とは」

スタイルに優劣はなく、
いつの時代にも、

いずれにも役割がある

協働型も増えている
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出典：日本医療政策機構市民医療協議会
患者アドボカシーカレッジ「0-2 アドボカシーの果たす役割」

でんぐり家にしか、
できないこと（特性）
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出典：日本医療政策機構市民医療協議会
患者アドボカシーカレッジ「0-2 アドボカシーの果たす役割」

ここでは、医療の文脈になっていますが、広く社会問題全般と共通すると思われる



促進剤を探して
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でんぐりがえしプロジェクト
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他にはない貴重なPJ



野田智義さん
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でんぐり家にも読
めるリーダー論



野田さんのリーダーシップ観
• 歴史はリーダーシップで作られてきた
• 「巷のリーダーシップ論（人を導く…）」への疑問
• たった一人から始まる
• 「変革」と「創造」に関すること。「事前の不確実
性」と「事後の確実性」

• リーダーシップは旅。沼地に入っていく。確信はない。
いつの間にか人がついてくる

• 「桃太郎」「スターウォーズ」などに共通のストー
リー

• 利他の精神（あるいは大義、使命）に人は共感する
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リーダーシップは旅
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•カリスマではない。最初からリーダーではない
•見えないもの（課題が解決されている姿）を夢見
る

•不安の中で一歩踏み出し懸命に歩み続ける
•新たな景色や光が見えてくる
•いつの間にか人が付いてきている
•自分の夢がみんなの夢になる
•結果的にリーダーと呼ばれるようになる



委員としての姿勢

・滋賀県のがん医療を良いものにしたいという真摯な思い

・常に県民の代表である

・先に逝ったがん患者、家族の代弁者である

・常に生の声を集約、議論に反映させる

・医療者や行政の立場を理解する

・限られた時間の中で効率の良い発言を心掛ける

・労をねぎらう。結果へのお礼を欠かさない

・がん治療を受ける側であることを常に忘れない

滋賀県がん患者団体連絡協議会 会長 菊井津多子さんの8カ条
滋賀県医療審議会委員、滋賀県がん対策推進協議会委員（副会長）



社会変革活動を活性化
するための10カ条
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1章自殺対策のための
ロビイング

○清水康之さん(NPO法
人「自殺対策支援セン
ターライフリンク」代表)

NPO法人ライフリンクHPから



米国の社会変革家育成研修を受けてみた
Midwest Academy, Organizing for Social Change
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5日間のカリキュラム
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タウンミーティング演習
全員ロールプレイ風景（準備⇒本番）
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社会変革活動8つステップ

S1 課題選択（イシュー） 提起したい社会課題を選択しましょう

S2 分析・調査（インフォメーション） 社会課題に関する情報を分析・収集しましょう

S3 目標設定（ゴール） 社会変革活動の目的や目標を設定しましょう

S4 標的特定（ターゲット） 標的となる意思決定者を特定しましょう

S5 連携相手（コラボレーション） 仲間・味方・連携相手を特定しましょう

S6 資源特定（リソース） 活動の資源を特定しましょう

S7 実行計画（アクションプラン） 実行のための詳細計画を作成しましょう

S8 評価（PDCAサイクル） 進捗管理・評価をしましょう

出典：Advocacy in Action。一部改変



東大HSP/H-PAC（社会人リーダー養成講座）

• リーダー論（野田さん）

• リーダー像（勝村さん、
ゆきさん・・・）

• ツール（社会変革活動
シートなど）





社会変革活動・戦略プラン作成シート（記入法）



社会変革活動・戦略プラン作成シート（記入例）



31

Advocacy-college.net
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でんぐり。知ろう、応援しよう、やってみよう

さまざまなレ
ベルの権力、
制度、構造
に働きかけ

人々や組織
に影響するこ
とで

社会の態度、
行動、政策、
法律を変更
し

社会課題に
よって害を受
けている人
たちを救う
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当事者が行う

でんぐりがえしプロジェクトは永遠です。
（いや、早く必要なくなる社会になってほしい）
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