
Chapter 4
社協にとってのコミュニティワーク
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コミュニティワーカーの
存在意義

Section1

　具体的な実践論に入る前に、まず「おさらい」です。
“黒子？”
　間違って「ほくろ」なんて呼ばないでくださいね。“くろこ（ご）”です。
　「黒子」は、よく歌舞伎で黒装束に黒頭巾を着用して舞台上に現れる
人物で、「役者がなる黒子」と「大道具がなる黒子」が存在しているこ
とはご存じかと思います。
　まず、この「黒子」の意味から転じ、

　「実際はそこにいるが、観客・演者たちの“暗黙の了解”
として劇中では『いないもの』として扱われる存在」
としての意味で使われることを理解してもらいたいと思います。

　これを「コミュニティワーク」に置き換えると…

　「演者（主役）」が “地域住民”
　「黒子（裏方）」が “コミュニティワーカー ”
といった関係になります。さらに、舞台上のストーリーを観

・ ・ ・ ・

ている「観客」
も、やはり“地域住民”かもしれません。ストーリーに魅せられた「観
客」の中には、いつか「演者」や「黒子」として舞台に上がりたい人も
いることでしょう。

コミュニティワーカーは、

“黒子”
じゃなければ本物じゃない！
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コミュニティワークは社協だけのもの？

　さて、これらを踏まえると、「コミュニティワーカー」は
“間接援助(側面的支援)”
の知識や技術が必要であることが理解できると思います。
　この専門技術を習得し、実践することによって、社協職員が「専門
職（社協ワーカー）」としての価値や存在意義を示すことにつながる
のです。

　社協にとって“コミュニティワーク”は、本業というべき必須の技術
ですが、社協だけの専売特許ではありません。このほかにも地域の福祉
行政で活躍する社会福祉主事や社会教育主事・公民館主事、保健師、看
護師、まちづくりNPOのスタッフなどを含めて広く考えることもでき
ます。
　しかし、社協に配置されてきた「福祉活動専門員」や「地域福祉活動
コーディネーター」は、“コミュニティワーカーの典型”とも言え、社協
が代表的な役割を担っていることはいうまでもありません。
　これらを踏まえると、社協はその代表として「高い専門性・優れた専
門性」を発揮していかなければ“専門職”としての位置づけはありません。
　そのためにも、人間性、人格・個性、倫理性や教養が不可欠であり、
自己研鑽や努力が求められます。

　コミュニティワーカーが「黒子」であることは先にも述べましたが、

観客や演者たちから“暗黙の了解”として『いない存在』の意図
していることは何でしょうか。
　確かに、主役ではないことは間違いないのですが、「了解しながらも
観客からは見えていること」「黒子の存在があって劇（演出）などが成
り立っていること」を踏まえると、「黒子」の動きがいかに重要である

“暗黙の了解”が意図する意味
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かがいえるかと思います。

　この「コミュニティワーカーの動き」は

　“地域住民から見えている（見られている）”
　“黒子役でもその役割の意義はキーパーソンである”
ことがいえます。
　このことを意識することで、動き方も変わってくるのではないでしょ
うか？　つまり、「見せる技術」も重要な要素になります。

　しかし、それでも忘れてはならないことは
　“住民主体”
です。
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個別ニーズからの展開Section2

始まりは

“個別ニーズ”
をいかに掴み、地域支援につなげるか！

　地域福祉は、「個別の問題（ニーズ）」を『地域の問題（ニーズ）』と
して捉え、その問題を“地域の力”で解決していくことです。
　まずは、「個別ニーズ」を把握することから始まります。
　では、その「個別ニーズ」をいかに掴んでいくか？　に着目して説明
していきます。

　地域社会で暮らすことは、

“一人ひとりが地域社会の中でいろいろな役割を遂行しながら、
社会関係の修復や改善を図りながら過ごすこと” を意味し、
“「自由」「個性的」「主体的」に自立して生活を送ること”が、豊
かに暮らすことにつながります。＊1

　しかし、実際には、思いがけない病気や事故、介護や子育ての失敗（虐
待など）などによって、地域社会が期待する役割が遂行できなくなり、
誰もが望む豊かな生活ができなくなることになるかもしれません。
　このような様々なニーズへの対応は、家族やボランティア、近隣住民、
友人などの「非専門職」が対応可能なレベルのものから、医師、保健師、
ソーシャルワーカー、ホームヘルパー等の「専門職」レベルでなければ

様々な情報網から掴む
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各専門機関（保健・医療・福祉など）との連携

対応できないものまであります。
　社協は、「非専門職」から「専門職」までのネットワークをもってい
るはずですから、まずは、そこから情報を得ることが、個別ニーズを掴
むきっかけとなります。

　現在、“個別支援ワーカー ”として、生活保護法における「ケース
ワーカー」、介護保険法における「介護支援専門員（ケアマネジャー）」、
地域包括支援センターの「社会福祉士」「保健師」「主任介護支援専門員

（ケアマネジャー）」、障害者自立支援法における「相談支援専門員」など、
多くの“個別支援ワーカー ”が活躍しています。
　“個別支援ワーカー ”ですから、当然、個別の要援護者等を支援して

いくわけですが、地域生活支援が主流となっている現状では、“地域
支援”の範囲まで取り組んでいくことが求められてきています。
　しかし、個別の支援だけでは不十分にもかかわらず、「コミュニティ
ワーク」の理解がない現状であり、また、“地域支援”の複雑さや時
間的な余裕がない“個別支援ワーカー ”にとって、できる範囲とすれば

「ソーシャルサポートネットワーク（インフォーマル資源の活用）」づく
りが精一杯の状況ではないでしょうか。
　地域生活支援は、「コミュニティワーク」の顕在化しやすい地域福祉
土壌の形成や要援護者等を支援する住民との連携とその住民への支援

（地域開発）、また、行政や専門機関の連携や仕組みづくり（サービスや
システムの開発）など、“個別支援ワーカー ”との連携や展開が不可欠
です。

　そのためにも、地域支援ワーカー（社協ワーカー）が “福祉の
組織化”、つまり、ニーズをもつ当事者やその周りの人々、そしてそ
の当事者を支える「専門職」や「非専門職」の有機的なネットワークを
地域に築いていくことが大切です。
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　ここで重要となるのは、各関係機関が
“コミュニティワーク”
を理解し、必要性を認識してもらうことです。
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事務員化ワーカーからの脱却

コミュニティワーカーの個性
～コミュニティワーカーは何カラー？～

Section3

コミュニティワーカーの

“ホワイトカラー”
からの脱出！

　個別支援のプロセスは、
　「課題抽出→要因分析→仮説設定→実施→評価」です。
　一方、コミュニティワークのプロセスは、
　「対策組織づくり→地域問題把握→広報・学習・協議→計画策定→計
画実施→評価」です。このように、両者は同じ要素を持ちながら
　「なぜ、コミュニティワークは難しいのか？」
　それは、個別支援のプロセスのように理

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

解しやすい連続的なプロセス
と異なり、不

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

連続性を持ちながら、ら
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

せん状に展開するという特質から
くる難しさがあるからです。
　しかし、複雑さや分かりづらさの前に、仮説と評価を意識した“地域
福祉活動の援助”をしていますか？

　先にも述べたように、個別支援のようなコミュニティワークの検討方
法を持たない社協ワーカーは、捉え方を違えてしまうと「事務員化」し
てしまい、また、周囲からも「事務職」に見られ、本人自身も「事務職」
として間違った方向に育ってしまう傾向にあります。
　「コミュニティワーク」が専門技術であるのであれば、このような社



主に事務に従事する人々を指す職種・労働
層を指す言葉。これらの職種は主に白を基
調としたワイシャツを着用することからこ
のように呼ばれている。

創造的工業技術者を総称して呼ぶ。これら
に該当する職種は、主に世界水準の技術を
誇る産業に属する場合が多く、ブルーカラー
とは区別されている。

主役というよりは「裏方（役）」として働く
専門職で、実際はそこに居ても周囲からは
“暗黙の了解”として「居ない存在」となっ
ているが、主役（地域住民）の陰の立役者（黒
子役）として居ないと困る職種を指す。

主に現場の作業員など現業系や技能系の職
種で、業務内容が主に肉体労働が主体であ
るものを指す。

公務員（警察官上級職、
消防吏員を除く）、サ
ラリーマン

土木・建築関係、ビル
メンテナンス、運転手・
工員・メカニックエン
ジニア等

技術職・職人（鉄鋼や
自動車、半導体製造業
など、特に熟練を要す
る作業職）

コミュニティワーカーブラックカラー
（Black-Collar）

※造語

メタルカラー
（Metal-Collar）

ブルーカラー
（Blue-Collar）

ホワイトカラー
（White-Collar）

カラー 職種等 職種
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協職員は「専門職」とはいえません。もう一度、社協の機能や役割、コ
ミュニティワークについて考えてみる必要があるかもしれませんね。

　明治時代から意識されるようになりましたが、よく職種について “ホ
ワイトカラー（White-Collar）” や “ブルーカラー（Blue-Collar）”
と呼ばれることがあります。
　このカラーとは職務上の「シャツの襟」を指して使われますが、近年
では、両カラーのどちらにも該当しない職種を “メタルカラー（Metal-
Collar）” と呼ぶ名称として用いられるようになっています。

　果たして社協職員は、“何カラー” に当てはまるのでしょうか？
　「事務員化」している社協職員は “ホワイトカラー” といえますが、こ
れまで説明してきた『コミュニティワーカーは「黒子」である』点を踏
まえると、“ブラックカラー（Black-Collar）” とでもいえましょ
うか？　職業を “ステレオタイプ（固定観念による決めつけ）” で見てし
まうとあまり良くないかもしれませんが、時にはこのように自分の職業
を外から眺めてみるのもいいのではないでしょうか。

コミュニティワーカーは何カラー？
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　「黒」というのは、単純に暗いイメージですが、主役はあくまで「地
域住民」ですから、影のような役割や存在意義を示す意味でも
“ブラックカラー（Black-Collar）”
がぴったりくるのではないでしょうか。
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　地域住民との関係性を重視するあまり、「プロ意識」を忘れかけてい
ませんか？

　地域住民や関係機関との “信頼関係の構築” は大切なことです。
　しかし、そのことを重要視するあまり「地

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

域からほめられたい」。そ
のためには、直接、電球の取り替えをしたり、庭の草むしりをしたり、
住民が喜ぶことなら何でもする“お世話焼きさん”になっていませんか？
　確かに何でもしてくれるコミュニティワーカーの評判は良くなるで
しょう。でも、これって「コミュニティワーカーの役割」なのでしょうか？
また、「社協に頼めば何でもしてくれる」という評判が広がり、昼夜・
遠近を問わずひっきりなしにそんな依頼がきても、そのすべてに対応
しようとするでしょうか？　一方では、「私たち住民が頑張らなくても、
社協の人がやってくれるからいい」という困った噂がたっているのに
……。　
　つい、自分で何でもやってしまおうと思ってしまう社協ワーカーは、
単にその地域の住民に移転・同化してしまい「住民化」してしまって
いるだけではないでしょうか？　「この人でなければ……」という声が、

コミュニティワーカーの勘違いSection4

何でも屋ではなく

“専門職”
としての役割を発揮せよ！

コミュニティワーカーの住民化
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何を意図しているのかをもう一度考えてみる必要があります。
　そうしなければ、地域福祉活動の過程において、次に発展させるため
の課題を客

・ ・ ・

観的に見つけられなくなってしまいます。
　「はっ」と気づいた方も多いのではないかと思いますが、このことは
事例検討においても「事例の分析視点が見えにくい」「有効な論点や問
題の抽出が難しい」などといった悩みに陥る原因にもなってしまいます。
　この冊子では、コミュニティワーク事例検討の「プロセス検討」を中
心に説明していますが、そのプロセスの節目となる“壁”（実践上のジ
レンマ）の発見を日常場面から意識して抽出する力が問われます。
　特に実践上の「決定的かつ重要」なコミュニティワークの価値にかか
わる場面を“争点”として抽出するという2段階のトレーニングが必要で
す。
　この日常場面の実践上のジレンマを切り取るインシデント（ある出来
事、事件の場面）事例学習の方法として「インシデント・プロセス方式」
というものがあります。

　“個別支援ワーカー ”と「コミュニティワーカー」がケース検討会を
すると、“個別支援ワーカー ”からは、「コミュニティワーカー」は「切
実感がない」「のんびりしている」と思われがちです。
　
①コミュニティワークへの役割期待のズレ
　“個別支援ワーカー ”は、フォーマルサービスでは対応できないイン
フォーマルで即時的な対応（ソーシャルサポートネットワーク）を期待
しているからです。
　しかし、コミュニティワークは、個別支援に関わるコーディネートの
役割はあっても、要援護者等の見守りネットワークや小地域ボランティ
アの組織化などの「組織化活動」が主な実践領域です。これらは、即時
対応ではなく、時間をかけて対応する実践です。この「ズレ」が生じて

個別支援への引きずられ現象



191

いるのが要因として考えられます。
②コミュニティワーク分析の方法が不明確、曖昧で漠然
　としている弱点
　「コミュニティワーカー」は、本来の役割である組織化活動の見通し
を“個別支援ワーカー ”にうまく説明できないため、ソーシャルサポー
トネットワークのみを期待されてしまいます。
　その結果、『個別支援に必要以上に引きずられる』ことになって
しまいます。これは、“個別支援ワーカー ”に限らず、住民や行政のコミュ
ニティワークの理解不足にもつながる重

・ ・ ・ ・ ・

要な問題です。
　だからこそ、コミュニティワーク分析の習熟が必要なのです。＊2

　そういう危機意識を持って
“日々努力”
しかありません。
　コミュニティワーカーは「何でも屋」ではなく「間接援助技術者」で
す。フォーマル、インフォーマルの資源が自分の働きかけによって、地
域の困りごとの解決のために“一肌脱いでくれる”、そんな信頼関係こそ
が生命線なのです。

社協のココが好き
○人があたたかい（30代・女性・福祉活動専門員（社

会福祉士））
○社協の活動で、誰かの幸せが生まれるところ。

それが広がって、街に幸せが生まれるところ。
（32歳・男性・事務職）

○担当者のアイデア１つで数百～数千人の人が活
躍する（青壮年部・男性・地域福祉担当）

○あいまいなところ（欠点でもある）（44歳・女性・
社会福祉士）
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コミュニティワーカーは

“無限のエリア”
を組織化できるのか？

エリアを単位とする
社協ワーカーの配置
～合併を通して考えるエリア単位（拠点単位）の
社協ワーカーの配置の重要性～

Section 5

コミュニティワークのエリアの限界

　なぜ、拠点を置き、エリアを単位として社協ワーカーを配置する必要
があるのでしょうか？
　それは、コミュニティワークには、エリアの限界があるからです。

　人が地域を知ることができる範囲というのは、いくら市町村の合併が
進行しようとも、限られているのが現実です。

　地域の住民に働きかけるにしても、やはり、“エリアや人口の限
界”というのは必ずあると思われます。
　そして、大切なことはそのエリアに
　①  職員がいる
　②  拠点がある
ということです。
　まず、①

・ ・

の「職
・ ・ ・ ・ ・

員がいる」と
・ ・ ・ ・ ・ ・

いう必要性について触れたいと思います。
　多くの社協の場合、担当制をとっていても、全員が同じ事務所にいて、
たまたま、そのエリアを担当するといった形が多いのが現状かと思いま
す。この場合の多くは、残念ながら、徐々にその地域に足が遠のき、そ
の地域のニーズから離れていってしまう傾向にあります。



地域福祉をどのように推進していくかが前提となり、地域拠点をしっかり確保し続けることが重要になってくる。
⇒エリアは、小さい拠点をしっかりおくことにより、地域展開できる（介護保険における地域密着の考え方（日常生活圏域の設定）などが
象徴している）。

⇒地域支援ワーカーを置くことにより、地域展開が可能になる。
⇒拠点にいない地域支援ワーカーは、その地域から遠ざかり、担当として配置させたとしても、次第に地域支援をしなくなる。
⇒住民にとっても拠点は重要な集会所であり、身近な相談場所である（例えば、地域包括支援センターや小規模多機能の訪問介護員な
どが身近な相談場所（相手）になってしまう可能性がある）。

○総務担当は支所には最低限にし、本所に集中。
○行政からの派遣は引き上げる傾向にある。
○支所についても、きちんとした位置づけがない場合は、見直しをか
　けていく傾向にある。（支所機能の必要性の明確化）支所がなくなる
　ことは、人員の削減につながる。

支所長1名
総務1名

地域担当1名

D市社協（A支所）
支所長1名
総務1名

地域担当2名

D市社協（C支所）

D市社協（B本所）
事務局長1名（行政）

総務5名
地域・利用支援担当6名

A町社協
事務局長1名（行政）

総務2名
地域担当2名

B市社協
事務局長1名（行政）

総務3名
地域・利用支援担当5名

C町社協
事務局長1名（行政）

総務2名
地域担当4名

合併により起こる変化
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　一番、恐ろしいことは、「職員が地域のニーズを感じなくなる」
ということです。ニーズを感じなくなることによって、最終的には、職
員は、地域支援をしなくなってしまうという事態に陥ってしまいます。 

　通常、フォーマルな仕組みであれば、通常の場合、申請があれば事務
的に必ず手続きを行います。
　しかし、イ

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ンフォーマルな仕組みの場合、制度化されていないことが
逆に裏目となって、ニーズから離れてしまうと「何もしなくともよい
ような錯覚」に陥ってしまいます。これが、インフォーマルな仕組み
の難しさなのでないでしょうか？
　これらを打開するにはやはり、一定のエリアの拠点に社協ワーカーを
配置して、常に、地域のニーズを把握し、そして、地域のニーズにきち
んと応えていくということが必要となるのではないでしょうか。

インフォーマルな支援の怖さ



194

　次に、「②
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

の拠点がある」ということについては、地域の住民がいつ
でも自由に来ることができるようになるということです。
　住民がその場を活用することにより、「場」から地域における「つな
がり」が生まれてくるようになる事例もあります。
　特に、合併は効率化を強く求める傾向にあり、支所等（出先機関）に
ついてもきちんとした位置づけや機能がない場合は、見直しをかけてい
く傾向にあります。支所等の機能の必要性が明確でない場合、支所等は
なくなっていく可能性は強くあります。
　そして、支

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

所等がなくなることは、人
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

員の削減につながることは明ら
かです。

　つまり、
　「エリアを意識して地域展開をしていくこと」
　「コミュニティワークをしっかりと行っていくこと」
は、今後の社協の命運を握っているのではないでしょうか？

社協のココが好き
○本当に「人が好きだな」と思える人格者に出会

えること。（35歳・女性・社協コミュニティワー
カー）

○地域の人と触れ合えること。（33歳・男性・法
人運営係職員）

○なし。ただ、市民の方が地域福祉等熱心です。（30
歳・男性・経理）

○社協が掲げる理想は好き。（32歳・男性・事務職）
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Section 6

必要な要素は

“ヒト・モノ・カネ”
がキーワード

地域支援（コミュニティワーク）
体制づくり

　“地区社協等が組織化”されたからといってそれで終わりではありま
せん。
　地域住民の主体的な組織とはいえ、市町村社協からの働きかけで組織
化されるケースが多いと思います。このような実態の中で、「市町村社
協」と「地区社協」の違いを理解できている地域住民の方は少ないです
し、一歩説明を間違えてしまうと、両者の関係が崩れてしまう可能性も
あります。
　ここでは、両者の関係を整理するためにも、「市町村社協」としての
支
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

援体制づくりについて説明していきます。なお、「情報」については、「ヒ
ト（「コミュニティワーカー」）」の役割であることを理解してください。

　“地区社協”はできたけど、その“拠点”がない。地区社協の位置づけ
をどのように考えるかによって異なってくるかと思いますが、その中核
となり、窓口となる“拠点”は重要な位置づけになります。
　社協の事務所を“拠点”とすることも可能ですが、設定した地区社協の
圏域単位で、身近な場所に常設の“拠点”でなければ意味がありません。
　その“拠点”の場所として

地区社協等の拠点づくり



地域支援体制調整担当

事務局長

地域福祉活動推進係長

地域福祉活動推進係長 日光支所長 藤原支所長○日常業務（記録等）支援
○スーパーバイザー県社協との調整
○OJT整備（CoW定例会・支援員
　連絡会での研修等）
○活動計画支援

○地域支援（コミュニティワーク）総合調整
○地区社協会長・事務局長等会議の開催
○団体事務の全体調整

○エリア内でのスーパーバイズ
　（今後の課題事項）
○スーパーバイザー連絡会議

CoW

支援員

今市圏域

CoW

支援員

落合圏域

CoW

支援員

豊岡圏域

CoW

支援員

大沢圏域

CoW

支援員

塩野室圏域

CoW

支援員

日光圏域

CoW

支援員

足尾圏域

CoW

支援員

藤原圏域

CoW

支援員

栗山圏域

〈日光市社協における地域支援（コミュニティワーク）体制図〉
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①公民館
②空き店舗（空き家）
③公共機関（学校の空き教室など）
などが考えられます。
　つまり、この“拠点”を置くことによって、「協議」「出会い」「協働」
の場として機能することになります。

　“住民主体”の組織とはいえ、専門職（「社協ワーカー」）の支援は欠
かせません。
　ここで、地区社協や圏域内の個々の活動・サービスを組織化するため
に登場するのが「社協ワーカー」です。
　一般的には、人口1 〜 3万人につき1名を配置することが想定されてい
るようですが、人口規模に限らず、地理的条件、地域の特性や福祉課題
などを踏まえたうえで設定していくことが望まれると思います。
　ここでは、日光市社協の例を紹介したいと思います。

社協の役割と人的支援体制づくり
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　このように、地区社協の拠点に「地域福祉活動支援員（臨時職員）」
を常

・ ・

駐させ事務局としての支援や一時的な窓口としての役割を担います。
　一方、「社協コミュニティワーカー（プロパー）」は、地区社協のみな
らず、圏域内のさまざま問題や課題に対する活動（組織化）を担当しま
す。通常は、市

・ ・ ・ ・ ・ ・

社協に勤務し、必要に応じて担当圏域に出向いていきます。
　また、大きな特徴としては、それぞれの担当圏域はひとつでも“チー
ム制”をとっている点です。これは、“個別支援ワーカー ”でもいえるこ
とですが、専門職になればなるほど一人で問題を抱えてしまい、結果と
して「孤立」してしまうことを避けるための仕組みです。
　つまり、個々の「社協コミュニティワーカー」の抱える問題を共有し、
協議できる体制が必要ということになります。

　専門職の
“孤立（孤独）化”
を避ける内部の組織体制づくりが重要なポイントです。

　“地区社協”の活動は、あくまでも自主的な活動であるため、財源の
確保も、基本的には自主的に行う必要があります。
　しかし、市町村社協の構成員が会員であることや、“地区社協”が市
町村社協の拠点となることを踏まえると、運営や活動の活性化を図るた
めにも、“地区社協”の活動が可能な最低限の財源を支援する必要があ
ると思います。

　そこで、「自主（自立）性を損なわない範囲」で活動費等
の助成を行うことも必要です。
　執行部や内部において、助成額の基準や財源など、仕組みづくりを行
わなければなりません。また、必要に応じては、独自で会費や寄付を募っ
ている“地区社協”もあります。

財政支援体制づくり
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ポイントは、

“目標（ゴール）”
の設定にある！

地域支援体制における
共通理解
～社協ワーカー同士が共通認識の下に
目標をめざすために～

Section 7

　この節で説明する “目標（ゴール）” とは、地域福祉の3つの目標
（ゴール）ではなく、「市町村社協内部の地域支援（コミュニティワーク）
体制」に関する“目標（ゴール）”という意味で捉えてください。
　「コミュニティワーク」に関する知識や技術、価値を習得しても、組
織として同じ方向を向いていなければ、何の意味も持たなくなってしま
す。

　“目標（ゴール）” を設定するのは、「発展・強化計画」や「地域福
祉活動計画」における目標とも関連してきますが、数年後にどういう支
援体制になっているかを文書化して、「コミュニティワーカーに限らず、
組織全体としての共通認識」にしておくことが不可欠です。
　具体的な例として、

◆コミュニティワークに対する理解と実践
　「コミュニティワーク」の視点をもって活動に取り組んでいる（記録
できている）、地域カルテを作成し、担当圏域の問題や課題が把握でき
ている、日常的に事例検討やスーパービジョンが行えている…など。

地域支援体制の到達目標の設定
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◆住民主体・参加の徹底へのこだわり
　従来の「コミュニティワーカー」主導型プログラムから“住民主体型”
プログラムへの転換、プログラム等の評価（客観的）ができている、適
切なプログラムの提案や助言等ができている……など。
　
が考えられます。
　つまり、「コミュニティワーカー」がこういった目標を意識すること
によって、共通認識に立った活動が展開できることになります。

　“目標（ゴール）” 同様、常に共通認識を図るための具体的な例として、
定期的に行う「コミュニティワーカー定例会」などの開催です。この定
例会では、困難な問題や課題を解決するための「事例検討（プロセス検
討法）」の実施や勉強会、情報交換（共有）などを行います。特に、「事
例検討（プロセス検討法）」においては、“記録”がきちんと取られてい
なければなりません。

　とにかく、このような定例会等の開催が “日常化” できる仕組みづく
りをすることが重要なポイントとなります。

情報共有のための仕組みづくり	—定例会等の開催—
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活動プログラムは

“課題解決”
のためのものであること！

活動プログラムの実施
～どのようなプログラムを主軸とするのか～

Section 8

　ここでは、どのようなプログラムを主軸として取り組んでいったら良
いか、その活動例や活動プログラムについてご紹介します。

　自治体の規模や生活圏域といった行政などの実情に応じて進めた場合、

“小地域”の範囲は、より大きい単位で設定される場合が多いのですが、
小地域福祉活動における“小地域”は、住民が地域の問題を発見し、そ
れを共有化し、解決に向けての協働活動を進められる関係を形成できる
圏域であり、一般的に最大でも小学校区域を目安にしています。
　しかし、都市部（市部）と農村部（町村部）では、地域の規模や実情
も異なり、プログラム内容も単位が異なってきます。
　その典型的な活動例は、次ページの表の通りです。

　いずれにしても、地域住民の人数、高齢化率、職業（商店地、農村地
等）などの構成要素、地域社会の歴史、地理的条件を含む、これらのさ
まざまな地域割り設定を踏まえながら“小地域の単位”を設定すること
が必要です。＊3

小地域福祉活動のエリアと活動例



（全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会・小地域福祉活動に関する調査研究委員会『小地域福祉活動の推進に関する
検討委員会報告書』全国社会福祉協議会，2007年，P7．）

都市部（支部） 農村部（町村部）

町内会
自治会域

小学校区域

中学校区域

全市域

隣保

集落
町内会
自治会域

小学校区
（旧町村域）

全町村域

小地域住民座談会、見守り活動、家事援助、ふれあい会食会、
ごみだしサービス、外出介助、個別援助活動　など

福祉大会、啓発パンフレットの発行、地域間の小地域福祉組
織の交流会、小地域活動推進マニュアルの発行　など

地区福祉大会、リーダー研修、リーダー連絡会

小地域住民座談会、福祉講座等の学習会、福祉マップ作り、一
人暮らし高齢者の集い、ふれあい会食会、地区ボランティアセ
ンターの開設、地区福祉活動計画作り、ふれあいサロン・ミ
ニデイ（宅老）事業、認知症予防教室・健康教室等の予防活動、
ごみ出しサービス、外出介助、個別援助活動　など

＜小地域福祉活動のエリアと活動例＞

出会いの場
住民同士がコミュニケー
ションし、体験し、相互
に学習する

協働の場
「出会いの場」で共有された
課題を具体的に解決しようと
する住民同士の協働の場

協議の場
住民による活動間の調整や問題
の共有、新たな解決策の模索、

行政との協議を通し
ての計画化、施策化

小地域福祉活動を進めるための3つの場

（全国社会福祉協議会地域福祉推
進委員会・小地域福祉活動に関
する調査研究委員会『小地域福
祉活動の推進に関する検討委員
会報告書』全国社会福祉協議会，
2007年，P9．）
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　地域福祉を進める“主役は住民”ですが、その場合、「出会いの場」「協
働の場」「協議の場」の 3

・ ・ ・ ・

つの場が重要となります。
　ここでは、その実践のために必要な主軸となる活動プログラムを紹介
します。

主軸とする具体的な活動プログラム
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①小地域ネットワーク
　社協では「小地域ネットワーク活動」という名称で “見守り（ニーズ
発見システム）”、“支援（小地域たすけあいシステム）” の活動を推進し
てきました。
　しかし、“見守り（ニーズ発見システム）” だけにとどまらず、“支援（小
地域たすけあいシステム）” を通して交流を深め、地域社会の一員とし
て暮らす状況をつくることが重要です。

②ふれあい・いきいきサロン
　この活動は、全国各地でいろいろな形で開催されています。その背景
には、「交流の場」「住民が主役」「出入り自由」「アイデア勝負」といっ
た共通の思いと方針があります。
　しかし、高齢者以外への広がりがやや弱いこと、開催頻度が少ない形
が多いことなどの課題も指摘されています。
“まちの喫茶室”
　いつでも誰でも気軽に自由に出入りする開かれた社交の場。
“共生型サロン”
　年齢や障害等の分野を超えた、誰でも利用できるサロン。
“常設型サロン”
　常にそこに行けば居場所があり、話し相手や仲間がいるサロン。

③食事サービス
　食事サービスは、 “ふれあい型”　“生活支援型”　“会食型”　“配食型”
などの形式によって異なりますが、栄養・健康の確保に合わせて、見守
り・生活支援の機能を発揮してきました。
　しかし、国の動向等や自立支援論などの動きがあり、改めてその意義
を確認し、事業展開を考える必要があります。
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〔注〕
1　井村圭壯ほか編著『地域福祉の原理と方法』学文社，2008年，P62．
2　藤井博志著『社協情報　ノーマ　2007　7月号　№.208』全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会，2007年，P7．
3　全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会・小地域福祉活動に関する調査研究委員会『小地域福祉活動の推進に関す

る検討委員会報告書』全国社会福祉協議会，2007年，P7．
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全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会『市区町村社協経営指針（2005改定）』全国社会福祉協議会，2005年．
全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会・小地域福祉活動に関する調査研究委員会『小地域福祉活動の推進に関する
検討委員会報告書』全国社会福祉協議会，2007年．
高森敬久・高田眞治・加納恵子・平野隆之著『地域福祉援助技術論』相川書房，2003年。
兵庫県社会福祉協議会編『市町村地域福祉推進計画～ささえあうまちづくり推進プラン４～』兵庫県社会福祉協議会，
2005年．
藤井博志著『社協情報　ノーマ　2007　7月号　№.208』全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会，2007年．
藤井博志著『社協情報　ノーマ　2008　12月号　№.222』全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会，2008年．
松永俊文ほか編著『新版　現代コミュニティワーク論－21世紀，地域福祉をともに創る』中央法規出版，2004年.
横浜市社会福祉協議会・地区社協運営モデル検討会編『地区社協のてびき　地域からつくる福祉のまち』横浜市社会
福祉協議会，2006年．
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おわりに

　思い起こせばというほど昔のことではありませんが、社協歴15年前後
の私たちの1年前は、「社協の存在意義への疑問」や「掴みどころのない
地域福祉現場での不安」「振り返れば成果の見えない業務への苛立ち」
など“愚痴”ばかりこぼしていました。
　しかし、「愚痴からは何も始まらない（生まれない）」とは言います
が、私たちにとってこの“愚痴”には、大きな意義があったように思いま
す。逆に、“愚痴”を言える余裕もないほど突っ走りながら仕事をしてき
たことに気づかされました。この“愚痴”から「社協の使命」に対する問
いかけとなり、原点に返ることができたのだと思います。

　それから1年後、ようやくこのサポートブックができました。全員が
ほとんど手探りの状態での作業でしたから、伝えたいことはたくさんあ
りながらも思いがうまくまとまりませんでした。しかし、冒頭でも述べ
ましたが、このサポートブックは決して「完結編」ではありません。こ
れから皆さんと創り上げていきたいと思っています。
　ですから、私たちは、単なる入口を開いただけにしかすぎません。つ
まり、これから「とちぎスタイル」のコミュニティワークの第一歩を踏
み出していくのです。それが、私たちの一番の「思い」です。

　終わりに、あんぱんまん（「キンダーおはなしえほん傑作選　8　あん
ぱんまん」フレーベル館, 1976年.）の作者であるやなせ・たかし氏の「あ
んぱんまんについて」書かれたメッセージで締めたいと思います。

　子どもたちとおんなじに、ぼくもスーパーマンや仮面者が大好
きなのですが、いつもふしぎにおもうのは、大格闘しても着てい
るものが破れないし汚れない、だれのためにたたかっているのか、
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よくわからないということです。
　ほんとうの正義というものは、けっしてかっこうのいいもので
はないし、そして、そのためにかならず自分も深く傷つくもので
す。そしてそういう捨身、献身の心なくしては正義は行えませんし、
また、私たちが現在、ほんとうに困っていることといえば物価高や、
公害、飢えということで、正義の超人はそのためにこそ、たたか
わなければならないのです。
　あんぱんまんは、やけこげだらけのボロボロの、こげ茶色のマ
ントを着て、ひっそりと、はずかしそうに登場します。自分を食
べさせることによって、飢える人を救います。それでも顔は、気
楽そうに笑っているのです。
　さて、こんな、あんぱんまんを子どもたちは、好きになってく
れるでしょうか。それとも、やはり、テレビの人気者のほうがい
いですか。

やなせ・たかし

　私たちは、そんな “あんぱんまん”であり続けたい……そう思ってい
ます。

社会福祉法人栃木県社会福祉協議会

とちぎ社協コミュニティワーク研究会
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【監修】
加山　弾（かやま・だん）
　東洋大学社会学部専任講師（地域福祉論、コミュニティワーク論）
社会福祉士
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・ 小澤温・秋元美世編,　2008,『最新介護福祉全書2　社会の理解』（共著）,

メヂカルフレンド社.
・ 内閣府政策統括官編,2008,『ユースアドバイザー養成プログラム～関係

機関の連携による個別的・継続的な若者支援体制の確立に向けて～』（共著）,
内閣府政策統括官（青少年国民会議）.

・ 井村圭壯・豊田正利編,　2008,『地域福祉の原理と方法』（共著）,　学文社.
・ 古川孝順編,2007,『生活支援の社会福祉学』（共著）,　有斐閣.
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現在、地域支援体制整備や福祉教育、青少年ボランティア育成等に従事。

高田　美保（たかだ・みほ）
　1973年生まれ。長野大学産業社会学部卒業。平成9年4月に上三川町社
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総合相談事業等に従事。
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現在、ボランティアセンターのコーディネーターとして従事。

金子　祥明（かねこ・よしあき）
　1976年生まれ。足利工業大学工学部卒業。平成13年4月に大平町社会福
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栃木県社会福祉協議会（当研究会事務局担当：今井　厚）
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