
黒子事例4
「見通す」術
活動計画は実践の
“指標”─。
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　２カ年かけて市民や福祉関係者、行政との協働により、地域福祉推進のための活動・行動計画
となる「市地域福祉（活動）計画」を策定した。
　しかし、合併により広域化した地域において、大きなひとつの枠組みとしての計画では、きめ
細やかな福祉ニーズに対応できないため、地域の特性や福祉ニーズ、課題に即した小地域（地区）
ごとの計画を策定することになった。
　この計画の策定を担当することになり、自分の担当するＡ地区の計画策定の支援と 9地区計画
全体の進行管理を行うことになった。これまで計画の策定に関わった経験がなく、イメージも全
くつかめないといった、当初からさまざまな不安を抱えながら計画づくりがスタートした。

「計画づくりを通して“地域の福祉力”を高めよう！」
～小地域（地区）福祉活動計画の策定プロセス～

　地域福祉活動計画　　小地域（地区）福祉活動計画　　住民主体・住民参加

　地形は、市街地が多くある標高 200ｍほど
の平坦地域から、2,000ｍを超える山岳地域ま
で大きな起伏があり、総面積の約87％が森林
となっている。総人口の 8割以上が市の中心
部に居住している。
　Ａ地区は、市の中央に位置し、市役所や図
書館などの公共施設や、古くからの商店が集
まっている。駅周辺の区画整理や歴史ある景
観が維持され、自然や歴史、文化などを生か
した地域づくりが進められている。

「見通す」術
す べ

活動計画は実践の“指標”─。
黒子事例

4

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

地 域 の デ ー タ

事 例 概 要

項　　目 Ａ地区 市

人 口 24,628人 92,176人

　　0 ～ 14 歳 3,398人 10,825人

　　15～64歳 15,388人 56,426人

　　65 歳以上
　　（高齢化率）

5,842人
（23.7％）

24,925人
（27.0％）

自 治 会 数 39自治会 227自治会

世 帯 数 9,458世帯 36,200�世帯

民生委員児童委員数 55人 211人

単位老人クラブ数 14単位 129単位

小 学 校 数 4校 28校

中 学 校 数 2校 17校

高 等 学 校 数 1校 3校
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タスク・ゴール

●地域特性に応じた小地域（地区）
単位の活動計画を策定する。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●計画の策定プロセスを通じて、地域住民の支えあい、助
け合いの意識が高まる。
●住民が今まで気づかなかった地域課題についても関心を
持つようになる。
●地域福祉の担い手であることを意識するようになる。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●単独の分野（自治会・民生委員・福祉関係団体・
ボランティアＮＰＯ等）という縦の関係から相互理
解が深まり、横のつながり（関係）ができる。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　小地域での計画を作ることによって、地域住民が主体的に計画策定に関わり、自分たちの住んでいる
地域の課題を発見・共有し、地域全体の課題としてとらえ、自分たちで解決していく力“地域の福祉力”
を高めることができるのではないか。
　また、計画策定への支援を通して、社協ワーカーおよび社協組織としての意識統一が図られるのでは
ないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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市地域福祉計画（行政計画）

市地域福祉活動計画

一体的に策定
社協ワーカー

定　 例　 会

地区社協

地区計画

連携・共有

連携・共有

連携・共有

連携・
共有

小地域福祉活動計画
（9地区計画）

支援

Ａ地区社協

Ａ地区計画案策定委員会

●自治会　　　●民児協
●老人クラブ　●婦人会
●社会福祉施設
●学校・幼稚園

第１回策定委員会

第２回策定委員会

第３回策定委員会

第４回策定委員会

地区社協役員会

Ａ地区計画決定

計画の推進主体

9地区策定委員連絡会

●各地区計画策定委員会から2
名ずつ選出

●社協ワーカー

第１回連絡会

第２回連絡会

第３回連絡会

9地区社協連合会
（進行管理）

報告会を計画
今後の課題

社  協

担当ワーカー

連携・共有

プロセスチャート
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DO
第１期　社協ワーカー（担当者）としての迷いと不安

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

22.4.6 　小地域（地区）活動計画の進行
管理とＡ地区の計画策定支援の
担当になる。

　これまで計画の担当をしたこ
とがないので、どのように進め
ていったらよいのか、本当に策定
することができるのだろうか……
不安。

22.4.8 　アドバイザーに策定スケジュー
ルなどについて相談する。

　関係する資料を送り相談した。 　果たしてスケジュール通り進
めることができるか、まったくイ
メージができない。不安は募る
ばかり……。

22.4.13 　地域福祉（活動）計画（市全体計
画）で活用できるデータを整理す
る。

　データ整理。
　活用できるデータは、地区市
民会議（ワーキンググループ）で
協議してきた①地区のニーズ・
課題と、②課題解決のための方
策であった。

　活動計画の地区市民会議では、
子どもが参加していなかったため、
子どものニーズが分からない。
他のデータは活用できるにしても、
子どものニーズ把握をする必要
があるのではないか。
　また、地区ごとの作業になるが、
共通のシートが必要ではないか。
　それにしても、昨年の地域福
祉（活動）計画のワークショップ
で住民のニーズが地区ごとにあ
る程度まとめられていたのは大
きい。

22.4.15 　上司に計画の方向性と「子ども
聞き取り調査」について相談する。

　上司に報告、相談。
　社協ワーカー定例会までに、
計画担当者としての考えをまとめ、
定例会で説明するようアドバイ
スを受ける。

　現時点での考えを定例会で説
明しようと思う。
　他の社協ワーカーも不安を抱
えている。果たして理解しても
らえるだろうか……。
　また、地区が孤立しないよう、
9地区の策定委員による連絡会を
開催したい。

22.4.19 　社協ワーカー定例会を開催す
る。

　司会進行と内容の説明。
　①計画のスケジュール②各地
区の策定委員会の設置・運営方
法③子ども聞き取り調査につい
て説明する。

　とりあえず、全体的な流れに
ついて社協ワーカー間の共通理
解を図ることができて良かった。
完成までの期間が限られている
ため、必要に応じて変更修正を
していきたい。また、毎月の定
例会で進捗状況を確認し、情報
交換をしながら進めていきたい。
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22.4.21 　Ａ地区民児協総会。 　民児協会長への説明と依頼。　
　①計画策定の意義と目的、内
容について説明する。
　また、子ども聞き取り調査に
ついて民児協に依頼する。

　今年度からＡ地区の担当にな
り、初対面にも関わらず早々のお
願いごとで理解が得られるか不
安であったが、趣旨を理解しても
らえたのでほっとした。
　来月の定例会で会長以外の委
員さんたちにも説明し、理解を
得たい。

22.4.26 　シートの作成。 　現時点で考えているワーカー
共通のシートをアドバイザーに
相談する。

　共通シートについて、なかな
かアイデアが浮かばず困っている。
誰でも見やすく、期待が持てて、
なおかつ計画書としての意味合
いも持ち合わせたシートを考え
たいと思うが……難しい。

22.4.28 　Ａ地区社協役員会。
　総会議案として提案する地区
計画について、また策定主体と
なる地区社協が設置する「地区計
画案策定委員会」の設置・運営要
領および選出委員についての説
明を行う。
　そこで、この計画は「地区社協
の計画なのか」それとも「地域の
計画なのか」
　「地域の計画」だとすると「地区
社協とは別に、新たに予算をも
らい策定委員会が実施すること
になるのか」といった質問が出さ
れた。

　関係する資料をもとに説明、提
案する。
　質問に対して、「地域の計画」
だが、実施していただくのは、「地
区社協」と考えている。地域の人
たちが会員になり、集まった組織
体が「地区社協」であるため、も
ちろん、全ての課題についてと
は言わないが、地域で解決でき
ることについて解決していくの
も「地区社協」と考えている。
　また、予算については、既存
の地区社協の事業を今の地域の
課題に対して対応できるか、改
めて見直しして事業を実施する
ため、特に、新たに予算がつく
ということを考えていないと回
答した。

　まずは、前段として計画の必
要性の理解と策定への意思表示
ができてよかった。この計画策定
を契機に、Ａ地区社協事業の見
直しと、新たな活動を見い出す
ことができれば……。
　事前にワーカーたちと計画の
位置づけについて話し合っていた
ため、なんとか質問に回答する
ことができてよかった。

22.5.11 　Ａ地区計画の策定委員として
打診するため、委員候補者のお
宅を訪問する。

　計画の趣旨説明と依頼のため
の訪問。

　委員候補者たちの承諾が得ら
れほっとした。地区社協総会でス
ムーズに承認されれば良いのだ
が……。

22.5.13 　Ａ地区社協総会。 　全構成員に計画策定の必要性
とスケジュール、策定委員につ
いて説明し、承認を受ける。
　なぜ、委員会の名称に「地区計
画」の次に案がつくのか？　とい
う質問が出たが、地区社協が最
終決定する計画であり、推進す
るところが地区社協だからであ
ると回答。

　なんとか納得していただき、ま
ずはスタートラインに立ててほっ
とした。
　ただ、自分たちが推進してい
く計画だという意識をもってもら
えるだろうか……。
　他の地区社協の状況はどうだ
ろうか。
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第２期　計画担当者としての期待とさらなる不安～策定準備期～

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

22.5.19 　Ａ地区民児協定例会。 　定例会での説明と依頼、情報
交換。
　計画策定に関する説明、子ど
も聞き取り調査の依頼をする。
　「子どもへの聞き取り調査は、
普段、地域のことなど考えるこ
とのない子どもたちにとって、地
域を考えるきっかけにもなる」と
いう意見が聞けた。

　民生委員さんの意見を聞いて、
「子どもたちの意見は、計画のた
めだけにあるのではなく、子ど
もたち自身に地域について考え
る機会になったり、自分たちも地
域を支える一員（地域福祉の担い
手）であることを意識させる契機
にもなる」ことに気づかされた。
　また、子どもたちのニーズを
把握するため、常日ごろから学
校との関わりが必要であると感
じた。

22.5.27 　策定委員向けの研修会を開催
するためにアドバイザーに相談
する。

　アドバイザーに相談。 　策定委員にも温度差がある。も
う一度、自分の地区だけではなく、
全地区の策定委員全体で計画の
意義や必要性などについて共有
する場がほしい。

22.5.30 　障がい者相談支援センターへ
行き、情報をもらう。

　障がい者のニーズに関する情
報を得たいため、障がい者相談
支援センターへ行き、さまざま
な情報を提供してもらう。

　とても参考になる情報を得る
ことができた。地区ごとにデー
タが整理されていたため、社協ワー
カー定例会の際に資料を配布し
たい。
　課題の整理・分析の参考にし
てもらえたら……。

22.5.30 　社協ワーカー定例会を開催す
る。

　各地区の計画策定の進捗状況
について確認する。

　各地区の進捗状況に多少のば
らつきはあるものの、それぞれ
に取り組めている現状を確認で
きほっとした。
　担当者1人で考えることには
限界があるため、自由に意見を
出し合いながら、検討できる場
にしたい。

22.6.8 　各地区社協の状況を整理する。 　共通のシートを作成し、各地
区の社協ワーカーに入力を依頼
する。

　自分の地区の状況は分かってい
ても、他の8地区の状況が分か
らない。細かな情報まで得られ
るシートではないが、全地区社
協の状況が把握できれば……。

22.6.24 　研修会（策定委員向け）を開催
する。
　自由質疑の場面で、Ｂ地区の
策定委員から、「前回（3月）の研
修会を受けてから地域住民とし
て自分たちでできることを考え、
自治会内でできる小さな助け合
い（電球の交換やゴミ出しなど）
を実践するようになった」との意
見が聞けた。

　司会進行。 　前回の研修に参加した委員か
らの意見で、地域の中で何が必
要で、自分たちには何ができる
かを考え、主体的な活動につな
がっていることを知り、感激した。
　地域の中には、このように力
を持っている住民がもっと存在し
ているのではないだろうか。
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22.6.30 　社協ワーカー定例会を開催す
る。

　各地区の計画策定の進捗状況
について確認する。

　各地区とも今のところ順調に
策定委員会に向けての準備が進
められている。
　しかし、地区によっては「計画
策定は社協職員の仕事」などと住
民に理解してもらえないところ
もあり、ワーカーはさまざまな
悩みを抱えているようである。
　何とかしたいが、自分の地区
も正直不安な状況であり、良い
方法が見つからない。

22.7.16 　Ａ地区社協会長と策定委員会
の打ち合わせを行う。
　第1回は、5年後のＡ地区の姿
について協議することになる。会
長は、「当日、意見が出るかどう
か懸念されるところだが、いく
つかのキーワードが出れば、何
とか検討することができるだろう。」
と話していた。

　資料の説明と当日の流れの確
認。

　会長が言うように、当日、資
料を提示するのでは、なかかな
か意見は出ないと思う。事前に
資料を郵送し、委員会当日に何
を検討するかをお知らせしてお
きたい。

22.7.21 　Ａ地区民児協定例会。 　子ども聞き取り調査の結果を
報告する。

　民生委員から「子どもに目を向
ける機会になった」などの声が聞
けた。調査によって情報が得られ
ただけでなく、新たな視点をつ
かむ契機となった効果は大きい。
　結果についても、地区社協広
報誌に掲載して地域住民に周知
したい。

第３期　Ａ地区の計画策定支援と計画全体の進行管理～計画策定期～

年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

22.7.29 　第1回Ａ地区計画案策定委員
会を開催する。
　5年後のまちの姿（目標）につ
いて協議する。

　計画骨子、地区の概況・課題
について説明。

　事前に送付した資料に目を通
してくれている様子。積極的な
意見交換が行われた。また、各
分野から委員を選出できたので、
幅広い意見が出て、それを反映
できれば。

22.8.11 　社協ワーカー定例会を開催す
る。
　各地区の計画策定の進捗状況
の確認、9地区策定委員連絡会の
設置について検討する。

　地区社協の人たちがやらされ
ているという感があるという意
見がワーカーからあったが、そ
れでも各地区とも1～2回の策
定委員会を実施し、どの地区の
ワーカーも住民参加を意識し、
工夫しながら進められているこ
とが確認できた。

　なんとか、この計画の策定と
いうプロセスを通して、地域の
方が自分たちの地域の課題を地
域で解決していこうという意識
をもってもらえれば……。
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22.8.17 　Ａ地区計画案策定委員長（地区
社協会長・地区自治会連会長）と
打ち合わせを行う。
　委員長から、「自治会ごとに地
域の福祉課題の解決に積極的に
取り組んでいくために、自治会
長と民生委員が中心となって自治
会単位の福祉部を設置したい」と
の意向が聞けた。

　会長への説明。 　委員長の構想をまとめ、策定
委員会の中で検討できるような
資料を作成していきたい。

22.8.20 　Ａ地区計画案策定委員会正副
委員長と打ち合わせを行う。
　9地区策定連絡会でのＡ地区の
説明内容と役割について協議す
る。
　地区の概況と今後の方向性に
ついては委員長（地区社協会長）
が、課題シートについては副委
員長（地区民児協会長）が説明す
ることになった。
　委員長の自治会単位の福祉部
の構想について副委員長も賛同
してくれたため、次回の策定委
員会で提案することになった。

　9地区策定連絡会での説明内容
と役割について協議した。
　委員長の構想について確認す
る。

　委員長と副委員長の意思統一
が図れた。この両者の共通認識は、
これからの作業や実践において
大きな意味をもつと感じた。

22.9.1 　アドバイザーと打ち合わせを
行う。
　策定委員の「やらされ感」をど
う解消したらよいか、策定委員
と社協ワーカーの認識のズレを
どう埋めたらよいかなど、社協ワー
カーの悩みについて相談する。

　アドバイザーに社協ワーカー
が抱える課題を伝え、不安感を
少しでも解消し、閉塞感を取り
除くことができるようなアドバ
イスを依頼した。

　社協ワーカーの本音を出して
もらうため、定例会では堅苦し
くならずに、自由に情報交換が
できるとよいのだが……。

22.9.1 　社協ワーカー定例会を開催す
る（アドバイサーも参加する）。
　各地区の計画策定プロセスに
おいて、現在悩んでいる点を含
めて報告してもらった。

　できるだけ堅苦しくならず、和
やかな雰囲気になるよう意識し
ながら進行した。

　各地区とも悩みを打ち明け、全
体で共有することができた。

22.9.2 　第1回9地区策定委員連絡会
を開催する。
　各地区の計画策定の進捗状況
について報告し合う。

　調整担当として、9地区策定委
員連絡会設置の趣旨説明と今後
の予定についての説明を行う。
　職員ではなく、策定委員から
発表してもらえるよう事前に各
社協ワーカーに働きかけた。

　策定委員自らが発表すること
で、主体的参加を促したいとい
う意図があった。この意義は大き
いと改めて感じた。
　また、自分の地区以外の状況
を知ることは、相互に良い刺激
になったのではないかと思う。

22.9.14 　第2回Ａ地区計画案策定委員
会を開催する。

　前回（第1回）の協議内容の振
り返りと、今回の検討事項につ
いて説明する。

　さまざまな意見が出される中で、
学校と地域の連携の必要性につ
いての提案が出された。この提
案を計画に反映してほしい。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーの関わり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

22.10.5 　第3回Ａ地区計画案策定委員
会を開催する。
　今後5年間の具体的な活動の
取り組みと、大きな目標につい
て協議した。

　前回（第2回）の協議内容の振
り返りと、今回の検討事項につ
いて説明する。

　委員長である地区社協会長が
提案した「自治会福祉部の設置」
について、委員から期待の声が
上げられた。
　まずは、策定委員の地区から
設置され、徐々に全域に広がって
いければいいなと期待が膨らんだ。

22.11.1 　Ａ地区計画策定委員会正副委
員長と計画素案について打ち合
わせを行う。

　第3回策定委員会を経て策定
された計画の素案の確認を行う。

　次回、地区計画案が決定すれ
ば最後の策定委員会となる。
　これまでも、正副委員長と事
前に打ち合わせをすることで、よ
り効率的に策定委員会を進める
ことができた。また、出された
意見は決して否定せず、自由に
意見を出し合えるような雰囲気
づくりに努めていただけたので、
積極的な意見交換の場となったの
だと思う。

22.11.1 　社協ワーカー定例会を開催す
る。

　各地区の計画策定の進捗状況
と今後のスケジュールについて
確認する。

　どの地区も12月中の計画の決
定に向けて、悩みながらも進め
られていることが確認できたこ
とは大きな成果だった。

22.11.9 　第4回Ａ地区計画案策定委員
会を開催する。
　計画素案全体の確認を行い、地
区の大きな目標を決定した。

　策定委員の合意を得て地区の目
標、計画案が決定された。4回に
わたり、熱心に検討していただき、
心からうれしく思うと同時に、策
定委員（地域住民）の熱い思いに
ふれる機会となり良かった。
　特に、障害に対する理解や、地
域と学校の連携・協働の必要性
について、共通理解が深められ
たことが大きな成果であったと思
う。

22.11.15 　第2回9地区策定委員連絡会
を開催する。

　司会進行と今後のスケジュー
ルについて説明する。
　現時点での各地区の進捗状況
について確認する。

　地区の報告を受けて、各地区
とも苦労しながらも計画策定に
熱心に取り組んできた様子がう
かがえた。
　ある委員から、「作って終わり
ではなく、計画を実行していか
なければならない」といった意見
が出されたことがうれしかった。
　今後は、自分たちの地域の計
画であるという誇りと責任を持っ
てもらうこと、計画を推進する
主体であることへの意識づけを
行っていく必要がある。
　現時点では、まだ全地区とも
計画は決定されていないが、年
内の決定を受けて、再度、全体
での報告会を実施し、士気を高
めたい。
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22.11.25 　Ａ地区計画案策定委員会委員
長（地区社協会長）と打ち合わせ
を行う。
　また、委員長から「計画の進行
管理の必要性と計画の推進主体
となる9地区社協の連合会（組織）
の必要性」についての提案があっ
た。

　委員長と計画について打ち合
わせを行う。
　役員会での計画素案の説明を
誰にしてもらうのがよいか、委
員長である地区社協会長に相談
したところ、策定委員会からの
説明ということを鮮明にするた
めに、策定委員会の副会長から
説明するのが良いのではといわ
れる。

　地区社協会長の提案を聞いて、
今後の計画の推進と進行管理に
ついて協議する場が必要であり、
それを行う地区社協連合会のよ
うな組織が必要であると感じた。
　来年度の組織化に向けて、調
整していきたい。
　また、説明を事務局に任せら
れるのではと不安だったが、地区
社協会長も理解してくれたので
ほっとした。

22.11.25 　Ａ地区策定委員会副委員長（民
児協会長）と打ち合わせを行う。

　11月29日に開催する地区社
協役員会（Ａ地区計画案の審議）
で、地区社協会長と策定委員会
委員長が同じ人なので、地区社
協会長が説明するよりも、策定
委員会の他の方（副委員長）から
説明するのがよいのでは？　と
地区社協会長から提案があったこ
とを話し、策定委員会副委員長
から説明してほしい旨を伝えた
ところ、了解を得られる。

　役員会での計画案の説明も、策
定委員会主体（主導）にこだわっ
た。それは、地区住民を代表す
る策定委員が主体的に策定した
計画であることを認識してほし
かったためである。
　副委員長も趣旨を理解して、こ
れを承諾してくれたのでほっとし
た。

22.11.29 　Ａ地区社協役員会において、Ａ
地区計画案が審議され、Ａ地区
計画が決定した。

　役員会に出席する。 　何とか地区計画が完成できて
良かった。
　しかし、計画が完成したこと
についての評価は高かったが、自
分たちが主体的に取り組んでい
く計画であるという認識がどこ
まであるのか、正直不安に感じ
る部分もあった。

22.12.14 　社協ワーカー定例会を開催す
る。

　地区計画の策定状況について
確認する。

　今月中に全地区計画が完成で
きると分かり安心したと同時に、
これまでの同僚である社協ワー
カーたちの努力に感謝した。
　改めて一丸となって取り組むこ
との意義を痛切に感じた。
　2月の地区計画の報告会が楽し
みになった。



70

CHECK コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○ 9地区計画全体の進行管理と自分の担当地区の策定支援を行った。
　○常に「住民主体・参加」を意識して支援した。
　○�足りない情報（障がい者や子どものニーズなど）を得るためにアンケートやヒアリング調査を行っ
た。

　○計画の必要性や意義について、策定委員との共通理解を図るために研修会を開催した。
　○ 9地区の情報の共有化などを図るため、連絡会を設置・運営した。
　○社協ワーカー間の共通理解を図るため、定例会（勉強会）を実施し、情報や意見を交換する場をつくった。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�計画策定のプロセスを通して、気づかなかった課題などについて知る機会となった。また、少しず
つ地域課題に対する意識が高まった。

　○�計画の必要性や意義については理解できるが、5年後の地域像については具体的にイメージしにく
い。また、今後の取り組みについての意欲・意識に温度差がある。

住民の動き・反応

仮説・目標の結果

仮説の結果
⃝�自分たちの住む地域にはどのような課題があるのかについて考え、話し合うこ
とで、策定委員間での共有化を図ることができた。
⃝�職員間の意識統一については十分とは言えないが、目的意識を高めることはで
きた。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�策定委員による話し合いが行われ、地域の実情に応じた計画を策定することが
できた。

プロセス・ゴール
⃝�今まで関心がなく気づかなかった課題などについて、考える機会となった。
⃝�地域福祉の担い手としての意識については、地域住民間で温度差が激しい。今
後の課題である。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�策定委員のさまざまな分野から現状や課題について話を聞くことで、他の分野
への理解を促すことができた。

ACTION

　○�今後、住民主体の実践につなげるために継続して検討していく機会（場）が必要である。どんなこ
とでもいいから、計画をひとつでも推進しなければ地区社協が今以上に停滞してしまう。

　○節目、節目で継続的かつ効果的に進行管理を行うための仕組みをつくる支援が必要である。
　〇�住民が主体となり計画を推進していくための社協ワーカーとしての関わりについて、事例検討や学
習会を通して学ぶ機会（場）をつくり、職員の資質の向上を目指していく。

今後の進め方
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SUPERVISION

※『黒子読本』P51参照

※『黒子読本』P59参照

※『黒子読本』P192-194参照

※『黒子読本』P61参照

　「これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書」においても、市区町村内に設定される圏域ご
とに「地区福祉計画」を策定することが提案されています。本事例は、合併によって大きくなった市に
おいて、「それぞれの地区の独自性」を生かしながら、コミュニティワーカーが「その計画策定を支援」
していった事例といえます。

コミュニティワークの視点

[身近な地域における計画策定の意義 ]
　本来「地域福祉活動計画」は、活動主体である地域住民が主体となっ
て策定する計画であり、しばしば誤解されているように社会福祉協議
会の「活動計画」ではありません。また、計画は作らなければならな
いから作るのではなく、コミュニティワーク実践によって地域に多様
な主体が生まれてきたときに、その主体間の調整や計画的な活動の実
施が求められるために必要になるもので、コミュニティワーク実践の
一環として捉えていく必要があります。
　身近な地域における活動計画の取り組みも基本的にはこの考え方の
延長線上にあるといってよいでしょう。つまり、身近な地域で地域住
民が主体となってさまざまな活動主体の取り組みの調整や計画的な活
動の実施を行っていく計画で、コミュニティワーカーがその策定を支
援していく必要があるということです。また、特に合併により市町村
が大きくなった場合、市全体の地域福祉計画や活動計画では、それぞ
れの身近な地域におけるニーズや課題を正確に反映することは難しく
なっていきます。そこで、身近な地域のニーズや課題を踏まえた小地
域ごとの住民の活動計画が必要になってくるのです。

[ ９地区ごとの計画策定のマネジメントの工夫 ]
　本事例の提供者は、自らが担当する地区での計画策定と9地区全
体の計画策定の進行管理という2つの役割を担っています。まず、
後者からコミュニティワークの視点を見ていきたいと思います。
　計画策定に限らず、圏域設定を行っている場合には何らかの取り組
みをする際に、「全地区統一」と「それぞれのペース」というジレン
マに直面します。住民が主体であるといっても、市全体のシステムを
つくっていくような場合には、全地区統一の取り組みが求められます
し、主体である住民の熱意などの「機が熟した」地区から取り組んで
いくというのも選択肢のひとつです。本事例では、その選択について
は触れられていませんが、全地区統一という選択がなされています。
　この全地区統一の取り組みを推進していくために、ワーカーはいく
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※『黒子読本』P180参照

※『黒子読本』
　P42-44参照

※『黒子読本』P73-81参照

※『黒子読本』P61参照

【インターグループワーク】
　地域社会内には各種の集団が存在
するが、その集団に所属する有志が、
当面する社会問題を共通の目標とし
て認識し、目標達成のために協力・
調整しながら進むことをいう。

つかの「ツール」を用意しています。それが従来から実施されている
「ワーカー定例会」の活用であったり、「子ども聞き取り調査」の実施
や「９地区策定委員連絡会」の組織化、「共通シート」の作成といっ
た取り組みです。このような工夫によって、各地区がそれぞれの独自
性を生かしながらも、全体としては統一した取り組みが推進できる計
画策定過程のマネジメントが行われていることに着目したいと思いま
す。

[ 計画策定というコミュニティワーク実践 ]
　次にワーカー自身が担当する地域の計画策定のプロセスから、コ
ミュニティワークの視点を見ていきたいと思います。
　まず、計画策定プロセスにおいて、住民が主体になるよう工夫して
いる点です。例えば、9地区策定連絡会ではワーカーが説明するので
はなく、正副委員長が説明することによって、計画策定の要となる両
者の主体性が高まっていると思われます。
　また、自治会福祉部の設置という新たな活動主体の組織化や、学校
との連携という新しいプログラムの萌芽、障害への理解という福祉教
育としての意義など、ワーカーは、計画というプログラムの「場」で
ある策定委員会を使って新たな活動主体、プログラムの開発などの可
能性を見いだしています。このことは計画策定そのものが、コミュニ
ティワークのプロセス（策定委員会に参加する住民＝活動主体、計画
＝プログラム）であるということを示しているといえます。

[ 多様なニーズを把握する必要性 ]
　子どもに対する調査をしている点や障がい者相談支援センターから
の情報収集などを行っている点も注目しておきたいと思います。活動
計画の策定では、ついつい参加者が「いつものメンバー」に限定され
てしまいがちです。もちろん、地域の代表者の皆さんは地域福祉活動
の主要な担い手であり、その参加が重要なことは言うまでもありませ
んが、地域住民すべての課題をこうした皆さんが把握しているわけで
はありません。ワーカーが、地区社協のメンバーだけでは拾えないニー
ズに着目し、そのための情報収集を行い、それを地域に投げかけてい
る点も重要な視点であることを指摘しておきたいと思います。
　もちろん、計画は作ることが目的ではなく、実施していくことが目
的であり、あくまでツールのひとつであるということを忘れてはなり
ません。作った後の実施およびその進行管理もコミュニティワークの
重要なプロセスであり、Ａ地区会長が提案している通り、「9地区社
協の連合会」のような代表者会議を組織化し、お互いが刺激し合いな
がら活動を推進していくこともそのひとつの方策です（インターグ
ループワーク）。

（永田　祐）　

コミュニティ
ワーカーの専門
性は、大衆的（ア
マチュアリズム）
×専門的（スペ
シャリズム）！


