
黒子事例5
「繋げる」術
活動 “主体” の
捉え方が肝心―。
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　平成 21 年度から行政の提案により、「地域福祉活動計画」を具現化するためのモデル的取り組
みのひとつとして、「地域福祉特別推進事業」を実施することになった。この事業は、各地域に
おいて、一人暮らし世帯などが孤立せず、安心して暮らせるよう、行政、地域包括支援センター、
社協が協働して、地区社協など地域住民による組織を基盤として「見守り支援」や「生活支援」
などを実施するものである。
　この事業を実施するにあたり、モデル地区社協をどこに設定するか協議した。その結果、自治
公民館活動などコミュニティに対する意識が高い点を理由に、1年目は、「Ａ地区社協」をモデ
ル地区として選定することになった。
　この事業の手立てとして、まず「見守り支援」については、従来から民生委員、自治会長、福
祉協力員の協力のもとに行っている見守りネットワークをさらに強化するため、自治会単位に自
治会長、自治公民館長、民生委員、福祉協力員、班長、ボランティアなどで構成される「ご近所
お助け隊」の組織化を目指した。
　また、「生活支援」については、地域の実態を把握するために、「住民支えあいマップ」を作成
して対象者を把握することや、これまでの上記ネットワークの中で、その任い手と共に社協職員
は戸別訪問をしていなかったが、一緒に訪問することによって、各対象者の生活ニーズまで把握
していくことを目指した。

「自分たちの“できること”からはじめよう！」
～モデル事業を通した小地域福祉活動の展開～

　地域福祉活動計画　　住民支え合いマップ　　戸別訪問　　ご近所お助け隊

　Ａ地区は、単身高齢者や高齢者世帯が多い。高齢者が気軽に
足を運べる店舗がないことや、病院まで遠いなどの問題がある
一方、昔ながらのご近所付き合いが残っており、地域福祉活動
計画のアンケートからも、「何かあったら地域で助け合う」と
いう土地柄である。さらに合併前から公民館活動として地域活
動を長年行ってきた土壌があり、「どう働きかければ地域が動
き出すか」を分かる住民も多い。

「繋げる」術
す べ

活動“主体”の捉え方が肝心―。
黒子事例

5

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

人 口 4,100人

高 齢 化 率 28.4％

自 治 会 数 13自治会

地 区 社 協 数 （市全体で14）

民生委員児童委員数 10人

主任児童委員数 1人
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タスク・ゴール

●地域の実態を生活ニーズまで把握
でき、地域における新たな見守りの
体制（支え合いの体制）を確立さ
せる。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●住民が地域課題に気づくとともに、住民が事業で行う
ツールを理解した上で住民自身が主体的に事業を実施し
ていくことができる。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●今まで地域の福祉的な実態、課題を意識せず、見
守りなどに参加していなかった住民にも、事業に協
力してもらいながら、地域課題の解決を一緒に考
え、解決していくようになる。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　「地域福祉活動計画」を具現化するためのモデル的取り組みの１つとして、地域福祉特別推進事業を
実施することが、より多くの住民を巻き込みながら計画を推進していく上で有効ではないか。
　事業を実施するにあたり、「モデル地区」を選定し、比較的活発に住民活動がなされている地区社協
をターゲットにすることで即応的な事業展開が図れるのではないか。
　そのことにより、「地域ぐるみでご近所が主役の支え合う仕組み」を行政、市社協、関係機関、地域
が一体となって進めていくことができるのではないか。
　さらに、このモデル地区が成功することで、他の地区社協にいい意味で相乗効果を期待できるのでは
ないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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社  協 Ａ地区
他の地区

（Ａ地区以外） 地区社協
役  員  会

地域住民小地域ネットワー
ク研修会の実施

モデル地区選定

説明会の実施

○地域福祉特別推進

　事業職員会議

支援

これまでのＡ地区社協での取り組み

実態調査
民生委員・自治会長・福祉協力員

見守りネットワーク
民生委員・自治会長・福祉協力員

地域福祉特別推進事業の実施

実態調査 「ご近所お助け隊」の結成

「住民支え合いマップ」による
地域の実態把握（自治会単位）

民生委員・自治会長・福祉協力員・自治
公民館長・班長・ボランティア

お助け隊と連携して市社協職員、
学生ボラが一緒に戸別訪問

自治会長、自治公民館長、民
生委員、福祉協力員、ボラン
ティア等

戸別訪問

○週１回の声かけ
○買い物代行
○ゴミ出し
○家の小修繕
○庭木の手入れ　などの生活支援

「ご近所お助け隊」

住民コーディネーター

調整

Ａ地区社協からの選任

他地区への波及を期待

連携
行政・包括
支援センタ
ー等

強

化

強

化

プロセスチャート
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DO
第１期　モデル事業の戦略を描く～関係者間の合意形成づくり～

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

21.8.20 　小地域ネットワーク活動に関
する内部会議を開く。

　職員間での情報共有。 　モデル事業とその他の見守り
ネットワークの展開を話し合い、
イメージを共有しておく。

21.8.21 　地域福祉特別推進事業職員向
け説明会を開く。
・職員の合意形成

　社協職員への内容説明。地域
福祉活動計画を具現化していく
ためのモデル的な取り組みのひ
とつとして、この事業を実施す
る旨を伝える。

　住民の主体的な活動をより一
層進めていく方策のひとつであ
ることへの理解を進められれば
……。

21.8.25 　Ａ地区社協役員向けの地域福
祉特別推進事業説明会を開催す
る。

　内容説明。
　新しいモデル事業のあり方と
今までの延長線上にある活動の
共通性を理解してもらう。

　Ａ地区社協会長は、「何か始ま
るのだな、動き出したのだな」と
察してくれているように感じた。
「自分たちが何かしなくては」と
思ってくれているように感じた。

21.9.4 　Ａ地区住民代表向け地域福祉
特別推進事業説明会を開催する。

　自治会長、公民館長、民生委員、
福祉協力員への内容説明。
　組織体制と概要についての理
解を深める。

　参加者は、具体的に何をする
のか、どんな役割をするのか、詳
しいところばかり気にしている
様子だった。「何のためにやるのか」
が抜け落ちてしまった。
　社協に何かやらされるなとい
う雰囲気になってしまったかもし
れない……。

21.9.10 　小地域ネットワーク研修会職
員企画・調整会議を開く。

　研修内容の検討。
　研修会の役割分担により職員
の連携を促す。

　職員が働きかけ、それを受け
た地区社協の役員や地域で要に
なってくれる人たちが、「次にど
う動いていくかが重要なカギに
なる」ことを理解してくれれば
……。

21.9.14 　地域福祉特別推進事業内部職
員会議を開く。

　内容の検討。
　座長を職員の持ち回りにし、負
担を緩和する。

　職員から意見がたくさん出る
ように、職員の負担を減らし、自
覚を持たせるために、司会を持
ち回りにしようと思った。活発な
議論を展開してほしい。

21.9.15 　市民生委員連絡協議会で説明
する。

　既存の地域福祉活動計画や見
守りネットワークと地域福祉特
別推進事業の関係性、今後の協
力体制について説明。

　地域福祉活動計画からの流れ
と見守りネットワークの重要性
を理解してもらい、その延長線
上に地域福祉特別推進事業が位
置することを理解してほしいと
思い説明したが、こちらの意図
を理解してくれただろうか……。
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第２期　地域の状況把握～住民支え合いマップ（プログラム）の活用～

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

21.10.6 　地域福祉特別推進事業内部職
員会議を開く。

　内容の検討。
　住民支え合いマップの作成作
業への理解を促す。
　地域の実態調査をするにあたり、
「住民支え合いマップ」を活用す
ることにした。

　市は防災マップを作る。
　住民支え合いマップは、社協
と住民とが一緒に作ることにメ
リットがあるかもしれない。み
んなで作ることで、市や包括を
巻き込むキッカケになるといい
のだが。

21.10.13 　Ａ地区で実施する「住民支え合
いマップ作り」のベースとなるマッ
プを作成する。

　職員が自治会エリアごとに地
図を作った。

　地図を活用すると、視覚的に
誰がどこにいるかわかりやすい。

21.10.14 　地域福祉特別推進事業内部職
員会議を開く。

　住民支え合いマップ策定につ
いての作業手法についての理解
を進める。

　なぜマップ作りをするのか、
その意義を理解してもらえれば
……。

21.10.15 　介護サービス職員に対して、
住民支え合いマップ作りについ
て説明する。

　住民支え合いマップ作りにつ
いて、その意義と作業手法につ
いて説明する。

　介護サービス職員から担当し
ている人の面倒を見ている名前
が出たときの反応がよかった。
　「個人情報が問題だ」と言う人
は1人もいなかった。

21.10.16 　Ａ地区の現地調査を実施する。 　大まかな地理などの状況を把
握する。

　事前に地理を把握することで、
住民への聞き取りがうまくいけ
ば……。

21.10.18 　Ａ地区社協の福祉まつり会場
において役員に情報提供する。

　福祉まつりの作業に協力しな
がら、住民支え合いマップを作
る上でのポイントをかいつまん
で話し、耳に入れておく。

　今度のマップ作りの際にうま
く活かせれば……。

21.10.19 　新たに住民支え合いマップの
ベースマップを作成する。

　前回作成したマップを使いや
すいようにするために、作成し
直す。

　協議・検討を重ねベースとな
るマップが完成した。これでう
まく共有できればよいのだが
……。

21.11.5 　地域福祉特別推進事業内部会
議を開く。

　住民支え合いマップづくりの
進め方について話し合う。
　地区から選出される住民コー
ディネーター（地域住民）の業務
内容について理解を得る。

　住民コーディネーター自身が
自分でやりたいと思っていること
を言える場にしたい。

21.11.9 　Ａ地区地域福祉特別推進事業
研修会を開催する。

　Ａ地区住民・職員を対象とし
た外部講師による研修会を運営
する。（Ａ地区社協・市社協との
共催研修会として実施）

　新しい視点を加えることがで
きたらよいのだが……。
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21.11.17
～12.8

　Ａ地区において自治会ごとに
「住民支え合いマップ作り」を展
開する。（対象：Ａ地区内の13
自治会）

　支援を必要とする方の住所、周
辺環境など地域資源を確認した。
　市職員、地域包括支援センター
職員全員が地域の営みを自然に
聴き出せるよう、慣れてもらう
ようにできるだけ打ち解けて話
を引き出すことを心がけた。

　細かい地域性を把握し、具体
的な把握内容を共有しながら、支
援体制をつくれれば……。
　13自治会での支え合いマップ
作りに際して、「自治会長たちは、
扱いづらいだろうな」と思ってい
たが、扱いづらいと思い込んで
いたのは職員の方だったようだ。
思っていたよりたくさん話が聞け
てよかった。
　地域福祉の醍醐味を感じるこ
とができた。

21.12.2 　小地域ネットワーク研修会職
員企画・調整会議を開く。

　研修内容について打ち合わせ
した。

　職員から積極的な発言を促し、
いろいろな意見が聞けた。職員
も少しずつ意識が高くなってきた。
研修会もうまくいってほしい。

21.12.17
～1.13

　Ｂ～Ｄ地区社協を対象に、小
地域ネットワーク研修会を開催
する。

　福祉協力員、民生委員、自治
会長、地区社協役員の合同研修
会を運営する。
　自分たちのできることを話し
合いながら連携が図れるよう支
援する。さまざまな職員にグルー
プワークを進行させた。

　やらされ感ではなく、「何かし
なくては」というように、みんな
の意識が主体的な方向に変わり
つつある。
　何となくやらなくてはとは分かっ
ていたけど、「本当にやれるんだ」
「ぶれていないんだ」と改めて感
じることができ安心した。

21.12.21 　理事会で地域福祉特別推進事
業の流れを説明する。

　地域福祉特別推進事業と見守
りネットワークについて説明する。

　モデル事業Ａ地区社協以外の
地区社協会長の反応を確認でき
た。意外といい反応だった。

21.12.24 　地域福祉特別推進事業内部会
議を開く（Ａ地区の実態把握につ
いて）。

　住民支え合いマップの報告と
情報共有。
　マップの活用と住民意識につ
いて担当職員に確認した。

21.12.25 　評議員会で地域福祉特別推進
事業の流れを説明する。

　地域福祉特別推進事業と見守
りネットワークについて説明する。

　理事会同様、モデル事業Ａ地
区以外の地区社協評議員の反応
を確認できた。

22.1.19 　地域福祉特別推進事業内部会
議を開く。

　内容検討。 　小地域ネットワークの進捗状
況を話し、他地区の状況を確認。

22.1.22 　Ｅ地区社協を対象に、小地域
ネットワーク研修会を開催する。

　福祉協力員、民生委員、自治
会長、地区社協役員の合同研修
会を運営する。
　さまざまな職員にグループワー
クを進行させた。

　自分たちのできることを話し
合いながら連携を深めることが
できた。

22.2.17 　地域福祉特別推進事業内部会
議を開く。

　内容検討。 　細かな事項を漏れなく把握し、
開始に間に合うよう調整。

22.2.19 　Ｆ地区社協を対象に、小地域
ネットワーク研修会を開催する。

　福祉協力員、民生委員、自治
会長、地区社協役員の合同研修
会を運営する。
　さまざまな職員にグループワー
クを進行させた。

　自分たちのできることを話し
合いながら連携を深めることが
できた。
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第３期　「ご近所お助け隊」の組織化を通した福祉コミュニティの再構築

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

22.2.22 　地域福祉特別推進事業「Ａ地区
ご近所お助け隊」代表打ち合わせ
会を開催する。

　発足式関係の打ち合わせと準
備を行う。
　代表者に対して、戸別訪問や
見守り、生活支援の実施方法に
ついて説明する。

　「ご近所お助け隊」の発足式と
してスタートの区切りを意識し
てもらいたい。
　また、訪問活動などを通して、
自分たちの問題として、意識し
てもらいたい。

22.2.25 　地域福祉特別推進事業「Ａ地区
ご近所お助け隊」発足式打ち合わ
せ会を開催する。

　自治会長、福祉協力員、民生
委員、班長、ボランティアを「ご
近所お助け隊」として配置するこ
とにより、「地域福祉特別推進事
業がスタートした」という認識を
地域の方にも持ってもらえる機会
とする。

　実施していない地区から、「う
ちの地区でもやってほしい」とい
う要望が出てほしい。
　「ご近所お助け隊」と新たに命
名することにより、自治会や民
生委員、ボランティアが協力し
てもらうことができるか……。

22.3.5 　Ｇ地区社協を対象に、小地域
ネットワーク研修会を開催する。

　福祉協力員、民生委員、自治
会長、地区社協役員の合同研修
会を運営する。
　さまざまな職員にグループワー
クを進行させた。

　不活発な地域への啓発として
他の状況を説明しながら、この
地区ならではの話を聞き出す。

22.3.16 　地域福祉特別推進事業　「Ａ地
区ご近所お助け隊」発足式を開催
する。

　マスコミ等への情報提供。住
民へのＰＲ。
　発足式を皮切りにいよいよス
タートするという、住民意識を
高めていくために実施した。

　地域の方の意識がうまく高まっ
てくれればよいのだが……。

22.3.12
～3.25

　「Ａ地区ご近所お助け隊」活動
のための戸別訪問調査を実施す
る。

　職員も一緒にお助け隊、学生
と同行訪問し、基礎データを収
集する。
　予想以上に、買い物や家事援
助、庭木の手入れなど生活支援
のニーズが高いことが分かった。
　また、一部には、見守りを拒
絶する方がおり、その方へのア
プローチが課題となっている。

　お助け隊との顔合わせと、地
域資源、地元の営み（生活ニーズ
など）を確認することができた。
　このニーズを「自分たちの問題」
として捉えてくれることに成功
しただろうか。
　拒絶する人にもなんとか地域
とつながりを持つような仕組み
がつくれたら……。
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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

　○職員や関係者等との情報共有の場（会議や打ち合わせ等）を設定した。
　○既存事業の見直し（実態把握方法や小地域ネットワークの再構築）。
　○地域の実態把握、地域住民への動機づけとして、住民支え合いマップ作りを開催した。
　○見守りや生活支援を行う「ご近所お助け隊」を組織化した。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�住民支え合いマップ作りなどを通して、自分たちができることを始めようとする主体的な動きが少
しずつ出てきた。

　○�「ご近所お助け隊」メンバーにとっては、戸別訪問を通して、地域の生活ニーズを直に感じ、自分
たちの課題としてとらえてもらうようになった。

住民の動き・反応

仮説・目標の結果

仮説の結果

⃝�モデル事業を通して、社協の職員の意識、住民の意識、関係機関の意識に徐々
にではあるが、変化の兆しが見え始めてきた。
⃝�従来の活動からさらに進展して、地域の実態の把握や見守り活動の強化などの
プログラムが進み始めるとともに、班長やボランティアなども巻き込んだ活動
に変化してきた。
⃝�他の地区社協に対しても良い影響を与えることができた。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール
⃝�地域の実態把握、戸別訪問、ご近所お助け隊の結成と、プログラムをうまく進
めることができ、住民が主体となった地域の見守り体制を構築することができ
る基盤づくりができた。

プロセス・ゴール

⃝�モデル事業のプロセスを通じて、Ａ地区社協内のより多くの住民が地域の課題
に気付き、共通認識を持てるようになった。地域や経験年数の差はあるものの、
個々の問題を「自分たち」の問題として捉えつつあり、自発性と心が大きく育っ
てきた。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�このモデル事業を通して、今まで参加が多くはなかった班長やボランティアの方々
が自治会長や民生委員などと協力して地域の課題を意識し、活動し始めつつある。

ACTION

　○�「ご近所お助け隊」が地域の実情を理解するとともに、自分たちの課題として捉えてもらうために、
数カ月に 1回は、隊員が集まる会議を開き、活動の実情と進め方を一緒に考えてもらう。

　○�見守りを拒否する方に対してお便りを渡すなどアプローチの方法を変えて、できる限りつながりを
つくるようにしていく。困難ケースは、住民と一緒に市や地域包括支援センターと連携して、対応
できるようにお互いの情報を共有できるようにしていく。

今後の進め方
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SUPERVISION

※『黒子読本』P100-104参照

※『黒子読本』P105-108参照

　本事例は、コミュニティワークの視点から言えば、地域の実態調査を支え合いマップ作りという「プ
ログラムを選択」して行い、見守り活動（プログラム）を行う新たな「ご近所お助け隊（活動主体）を
組織化」する事例といえます。

コミュニティワークの視点

[支え合いマップの選択 ]
　まず、地域の実態調査に ｢住民支え合いマップ｣ というプログラム
を採用しています。プログラムの選択は、｢みんながやっているから｣
とか ｢ほかでもいいと聞いたから｣ といった理由で安易に選択するも
のではなく、これから推進するプログラムや地域の実情に合ったもの
であるかをよく吟味する必要があります。本事例では、社協や包括、
行政を巻き込んでいくために適した手法であるという理由から、この
手法が選択されている点に注目してほしいと思います。また、｢介護
サービス職員｣ に対しても、｢支え合いマップ作り｣ について説明し、
参加を促している点も注目されます。同じプログラムを選択したとし
ても、その意図によってその実施方法や結果は異なってきます。逆に
いえば、何のためにそのプログラムを選択するのかという意図が明確
でないと同じプログラムを実施したとしても効果は半減してしまうと
いうことです。

[ 生活支援サービスの組織化と活動の転換 ]
　｢ご近所お助け隊｣は、週 1回の声かけといった見守りや買い物代行、
ゴミ出しといった制度では対応できないような ｢生活の困りごと｣ に
対応するための生活支援サービスの主体の組織化といえます。これま
での地域福祉活動はイベント型（例えば、半年に 1回の食事会など）
にとどまるものも多く、個別の生活課題に対応することが難しいこと
が課題とされてきました。その意味で、本事例の取り組みは地区社協
が生活支援サービスに取り組むことを意図した意欲的なものであると
いえます。
　イベント型から生活支援サービスを組織化していく際に、大きな課
題となるのが、住民の負担感でしょう。どうして自分たちがそのよう
な活動を行う必要があるのかを納得し、他人の問題としてだけではな
く、自分たちの問題として捉えることができなければ主体的な活動と
して継続していくことは難しいでしょう。本事例では、この点につい
て詳細な記述はありませんが、おそらく住民支え合いマップ作りなど
によって専門職とともに地域の課題を把握したことや、市、包括、社

※『黒子読本』P106視点3参照

※『黒子読本』P45-47参照

※『黒子読本』P48-50参照
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協等の各機関、職員同士が打ち合わせを重ね、一緒に取り組んでいる
ことなどが住民たちの主体性を高め、負担感を軽減することの要因に
なっているかもしれません。もちろん、新たな活動としてスタートす
ることを意識してもらうための「演出」も重要な要素になっていると
いえます。

[ 機関間・職員間の合意形成の工夫 ]
　プログラムを実施していく際に、機関間・職員間の合意形成を重視
している点にも注目してほしいと思います。社会福祉協議会は、縦割
りであることが多く、それぞれの職員がそれぞれの担当する事業のみ
に取り組む「タコつぼ型」になる危険性が高い組織です。それを解消
していくためには、それぞれの職員が情報を共有し、それぞれの事業
の強みを生かした事業展開を図っていく必要があります。本事例では、
「地域福祉特別推進事業内部職員会議」という場を設定し、座長を職
員の持ち回りにすることで、職員の負担軽減と同時に、主体性を持っ
て関われるように工夫したり、事業の実施においても介護保険事業の
職員や、行政、包括など多様な主体が参加し、実施していくための工
夫がされており参考になります。A地区における「住民支え合いマッ
プ作り」において、行政も含めて関わった職員が「地域福祉の醍醐味
を感じることができた」のであれば、組織としての成果も大きかった
と思われます。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P71-72参照

※『黒子読本』P161-164参照

※『黒子読本』P22-25参照




