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新たな地域の担い手と創るオーダーメイドの
つながりの場づくり

地域自立生活支援と地域支援（高齢者サロンの質の向上） 

事例概要とコミュニティワークの視点

コミュニティワーク・デザイン

　「サロン活動」の参加対象は、主に地域内の高
齢者を前提として実施しているケースが多い。た
だし、サロン活動への参加については地域内住民
であれば特に制約等はない。
　Z 町のサロン活動の普及率は、県内でも下位の
状況にある。普及率が低い背景には、「足（交通

の便）の問題」「参加者の固定化」「活動内容のマ
ンネリ化」などが考えられる。この状況を踏まえ、
今後の高齢社会における小地域活動の活性化を図
るためにも、多くの社会資源が関わる「地域サロ
ン活動」を展開していくためのプロセスを考える。
 

　Z 町は南北に長い町であり、自然と文化の観光
資源は町の至るところに点在する。主産業は農業
であり、町の南部にある工業団地や隣町の大規模
工業団地勤務者のベッドタウン的な要素もあっ
て、人口は約 12,000 人程度で維持している。
　町のエリアは北部、中部、南部の３地域に分か
れている。町全体の高齢化率は 24.2％であり、３
地域別にみると北部が最も高く、次いで中部、南
部の順となっている。
　北部は、地理的問題から地域からの現役世代の
流出等により数年後には集落機能の限界化が危惧
されるエリアが多々ある。
　中部は、町のメイン商店街であったことや農地
転用のアパート等が増えたことで、高齢化率は北

地理的理解とコミュニティワーク戦略

3

部よりは低いものの、高齢化率も徐々に上昇傾向
にある。
　南部は、新興住宅地が増えたことによって高齢
化率は低いが、高齢者世帯や一人ぐらし高齢者は
増加傾向にあり、住民同士の繋がりの希薄化が見
られる。

人口	 　12,000名

世帯数	 4,256世帯

高齢世帯数	 403世帯	

社協会員世帯数	 2,512世帯	

 地域概況

小中学校区エリア分布図

・北部、中部、南部のエリア分けの分布図
・小学校３校　中学校が１校（中央）
・移動については、中学校を中心とすると、乗用車

に乗れば町内のどの
場所にでも約 15 分以
内で移動が可能であ
る。
・道路の混雑等はな
く、抜け道（農業用道
路）も多く整備され
ているので、時間配分
は組みやすい。
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践した事例である。

①　地域内現役世代および若手シニア世代へ
の働きかけ

　町社協では、小地域モデル活動を 3 カ年（平成
24 年度 ~ 平成 26 年度）実施した中で、サロン活
動の推進には自治老人クラブが必要であること、
また、自治老人クラブは会員の若返りを考えてい
る一方で、若手シニア世代は既存の会員と同じ活
動には参加したくないことがわかった。そのため、
若手シニア世代を対象にボランティア講座を開催
したところ、趣味を活かした地域活動への関心が
高いことがわかり、若手会員が主導で自治会内の
高齢者を招待する活動を行う自治老人クラブが出
てきた。

②　町生涯学習課管轄のジュニアリーダース
クラブへの働きかけ

　Z 町には高校がないため、若者が中学卒業を機
に町外の高校へ進学する。そのため町内で若者の
姿を見る機会が減り、地域と高校生の繋がりが希
薄化している。
　ジュニアリーダースクラブ（以下、JLC）は、
地域におけるボランティア活動を実施している
が、地域住民と関わりがある活動が少ないことが
課題となっている。そのため、実際に中学生や高
校生に聞き取りを行うと、「高齢者 = 支援が必要
な人としてのイメージ」という固定観念が強く、
高齢者に関する福祉教育の必要性などの課題が浮
き彫りとなった。

社会資源の把握と構想づくり～課題と解決策～

　過去に様々な活動を展開する中で、「新しいこ
とを始めることに抵抗を感じる」町民気質がある。
そのため、新しい事業を展開していくためには、
活動の担い手や責任のあり方が重要なポイントと
なる。　
　既存のサロン活動は、介護予防の観点から実施
しているが、参加者の多くは女性であり男性の参
加は少ない。自治老人クラブ活動においても同様
の課題を抱えており、男性が参加しない理由とし
ては、「役員（責任者）にならせられる」「忙しい
から時間がとれない」などが多い。
　また、サロン活動内容のマンネリ化により参加
することのメリットが見い出せないことや、他の
活動との連動がないため長年継続することが目的
化してしまっている。そのため、参加者も限定さ
れ、発展性がないため活動縮小の一途を辿る結果
となっている。これはサロン活動を推進する社協
ならではの課題でもあり、「サロン開催」が目的
化され、地域の課題解決を意図していないケース
が多い。参加者の多くは、サロン活動に何かしら
の目的をもって参加するため、目的が合致しなけ
れば、徐々に参加しなくなってしまう。
　サロン活動の最大の魅力は、「人と人が関わる
こと」であるが、平日の日中に開催することが多
いため、参加者の対象が高齢者世代に限られてし
まう。これは、多世代での交流が進まない要因に
もなっている。
　今回の地域サロン活動においては、サロンが「特
別な場所」から「誰もが気軽に集える場所」へ、
地域住民の意識転換を図るため、自治老人クラブ
活動において若手会員が増加したクラブ（世代交
代）に対して、サロン活動のあり方を共に考え実
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目標の設定～３つのゴールと段階的設定と仮設設定～ 

　目標を設定する前にまず、サロン活動の主な参
加者である高齢者の現状をみる。
　現在の自治老人クラブの問題は「会員減少」で
ある。全国でも会員増加運動に取り組んでいるが、
会員数は減少の一途を辿っている。県老人クラブ
連合会では、単位クラブ名称の変更等を推奨して
いるが、名称を変えても活動内容に変革がなけれ
ば魅力は生まれない。
　次に、町福祉計画アンケートからサロン活動に
つながる住民の思いを確認する。
　「近所付き合いや住民間の交流について」の項
目においては、「必要、大切」と感じる人は、全
体の約 8 割に上る。また、「地域の問題」につい
ては、65 歳以上の方の 5 割が「地域のつながり
に関すること」に不安を感じている。

　この 2 項目については地域住民の繋がりの希薄
化に直結していることが見て取れる。
　仮に、老人クラブに参加すれば近所付き合いの
他にも自治会住民と繋がれる機会が増えるにも関
わらず、活動に参加をしないことが会員減少にも
繋がり、会員減少から単位クラブ解散に至ると地
域の繋がりが希薄化してしまうことが見えてく
る。
　そこで、高齢者の閉じこもり予防の観点から、
集うことを目的としている従来型のサロン活動
を、シニア世代の活動拠点となるサロン活動とす
るために、「役割」「魅力」「繋がり」を意識した
居場所づくりを実践し、「既存の繋がり」と「新
たな繋がり」を同じ場所で融合させることで「地
域での生きがい発信基地」となるのではないか。

【長期目標】
タスク：自治会における多世代交流活動が活発になっ
ている。
プロセス：地域において、なくてはならない場所と
して認知される。
リレーションシップ：交流活動を通して、年配者・
現役世代・若者の相互支援を行う関係づくり。

【中期目標】
タスク：自治会にない社会資源が参加した交流活動の開催。
プロセス：自治会住民がサロンの役割と役割を認識する。
リレーションシップ：多様な社会資源が様々な意見をすり合
わせながら、一緒に地域に必要な活動を考える。

【短期目標】
タスク：地域において、若手シニア世代を対象と
した集いの開催。
プロセス：交流活動を通して、サロン（居場所）が
身近に感じ、その必要性を理解することができる。
リレーションシップ：自分たちより下の世代の考
えを受け入れることができる気持ちが芽生える。
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　現役世代と若手シニア世代をターゲットに講座
を開催したところ、講座受講者が地元自治会で同
内容の講座を実施した、その地域において休耕の
畑等を活用した新しい事業を計画するなど、地域
活性の気運が高まり、老人クラブの活動が自治会
を巻き込んだ活動となるきっかけをつくった。
　また、その計画を立てる会議において、地域の
若者の支援について触れたところ、「田畑を活用
したふれあい事業を一緒に行えれば」との意見も
出された。このことをＪＬＣの会員に伝えたとこ
ろ、「駅の近くで集まる場所やイベントがあれば
参加はしやすく、友人なども誘って参加したい」
との意見があった。
　自治老人クラブは、交流事業について前向きに
検討していることを良い機会と捉え、奉仕活動の
視点から地域の子どもたちへの支援活動として

「学校への雑巾の寄付」を提案するために、集会
を開催したところ、予想以上の会員が参加した。
集会の中で、子どもたちのために何かをしてあげ

たいという思いが形になり、「生きがい」を見つ
けたようであった。
　一方、ＪＬＣ会員に対し、高齢者の理解に関す
る福祉教育を行ったところ、最初は容姿で判断し
てしまっていた会員たちも、高齢になっても活動
者はたくさんいる、たくさんの知恵を持っている
ことを理解し、交流をしたいという思いが深まっ
た。
　しかし、両者が積極的に関わりを持ちたいと思
う反面、「開催時間のズレ」などを配慮しながら
も実施の難しさに両者が躊躇した。
　そこで、比較的時間の調整がつきやすい自治老
人クラブに対して、若者の活動は休日になってし
まうため、休日開催を提案したところ、平日と休
日の参加率は特に変わらないことや、自治老人ク
ラブとしても、休日は家族がいるため「足（交通）
の問題」が解消されることが分かり、休日の開催
が増えた。

コミュニティワーク・アプローチ（支援プロセス）
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第１期　老人クラブを中心とするサロン活動の展開

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

2012/6/14 小地域福祉活動推進事業（以
下、小地域事業）のサロン普
及の打合せについて、町担当
課および地域包括支援セン
ター（以下、包括）との３者
で協議する。３者ともにサロ
ンのあり方についての考え方
の違いが見えてくる。

地域でサロンを普及するために
は、民生委員へ個別にお願いを
することになるため、民生委員
児童委員協議会（以下、民児協）
に対する説明会を実施すること
になった。

民生委員の地域内活動について
は、地域によって差が出始めて
いるので、この機会に一度足並
みを揃える必要がある。

2012/6/22 A 地区老人クラブ会長が来所
され、７月７日に地域の高齢
者を迎えて茶話会を実施した
いとの相談あり。会長からの
急な申し出だが、老人クラブ
会員の都合が良い日というこ
とで、実施内容についての相
談を受ける。

サロン内容の提供（過去に行っ
た茶話会や好評だった内容等を
伝える。）

大所帯な老人クラブであり、有
意義な茶話会を望んでいる。

2012/6/24 A 地区会長と副会長で来所され
再度話し合いを行う。老人クラ
ブ会員だけでなく、地域高齢者
にも好まれる内容で『健康講話・
交通講話』を組み入れたいとの
こと。

開催日が土曜日のため、保健師、
駐在所に確認の連絡を取り、調
整する。

会長と副会長は女性だが、やる
気が感じられる。

2012/6/26 A 地区老人クラブ会長来所。自
治会長に協力していただき、老
人クラブ名で自治会内の回覧
を依頼する。会長も会員外の
方への周知をどうすれば良い
か悩んでいた様子であったの
で喜んでいる。

自治会長への協力依頼文の作成
および回覧文書を作成する。

自治会長は、単位老人クラブ副
会長の息子さんであるため話が
通りやすかった。

2012/7/5 A 地区老人クラブ副会長から
電話。茶話会を実施するのに
マイク等があれば貸してほし
いとのこと。会長はマイクな
どはいらないと言っている
が、聞こえない人がいると
困ってしまうので、会長には
内緒で連絡したとのこと。

事務局の機転で持っていたとい
う形に調整する。

副会長の方が気が効くのか、指
導力は会長よりあるように感じ
る。

2012/7/7 A 地区で茶話会を開催する。
参加者２５名（会員外参加者
５名）健康講話１時間　地域
安全講話３０分、他は談笑の
時間とした。

老人クラブの説明およびサロン
の役割についての説明を行う。

男性会員（有識者）の参加率が
良く、健康講話は好評だった。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2012/7/11 A 地区老人クラブが用具返却
のため来所。２人とも『みん
な喜んでいた。１２時３０分
ぐらいまでお喋りしてたん
だ』と笑顔で話される。帰り
際、｢あのくらいの集まりな
らまた開けるね。今度は自治
会長にも来てもらってみる
よ」と茶話会が成功したこと
が励みになり、自信に繫がっ
た様子である。

９月の会員勧誘強化月間の際や
年始会などを企画するようお願
いする。

１つの成功が２人の自信に繋が
り、女性会長の活動としても参
考となる事例になった。

2012/9/19 B 地区で、老人クラブ主催の
敬老会において、社協サロン
の説明を行う。

老人クラブの経歴、地域の現状
とサロンの役割についての説明
を行う。

老人クラブ自体がサロン的役割
を果たしているため、会員が維
持できれば問題ない自治会であ
ると思った。

2012/12/18 老人クラブ連合会（以下、老
ク連）の会議の中で、会員増
強をするのであれば、公民館
を中心とした活動に転換する
よう事例を含めて説明を行
う。A 地区の事例を基に、交
通機関を使わないで行ける範
囲でなければ参加率が低くな
ることも併せて説明する。

資料（パワーポイント・紙）で
説する。

会員増強を一番意識しているた
め、公民館活動をメインに老人
クラブの活動を展開する必要が
あると感じた。

2013/3/15 12 月に開催した老ク連会議
で、公民館活動を推進するこ
との説明について、老ク連と
しても公民館活動の活性化を
目的としたクラブについて
は、年間５クラブを上限に助
成金を出すことが承認され
た。

老ク連予算の見直しおよび会議
費等の削減を提案する。

事業費に予算が回せるため、サ
ロン活動が展開しやすい状況が
つくれた。

2013/7/9 サロン活動に取組むことに
なった C 地区老人クラブの
定例会に参加し、説明を行う。
説明をするも、サロン活動が
特別な活動として誤解してい
る会員が多く、後日仕切り直
しとなる。

会長と事前協議を行い、説明を
行う。

新しい活動には強い抵抗があ
る。

2013/8/27 モデルサロン活動について再
度老ク連に説明を行う。会長
の説明では新しいことに取り
組むという伝わり方になって
しまうことが判明し、説明は
事務局で行うことになった。

説明の際に感じた会員の不満等
をまとめ、会長に説明を行う。

社協の「新しい取り組み」とい
う文言がネックになっている。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2013/9/13 老ク連において新規福祉推進
団体設立に向けた住民説明会
を行う。事前の根回しをした
ため、スムーズに話しがまと
まる。近日中に自治会内に設
立依頼文を回し、立ち上げに
向け動き出した。

住民説明会への出席。 設立役員が若手のため、６０代
の方がメインとなる。

2013/9/19 B 地区で公民館活動を実施す
るとの連絡があり、社協とし
て居場所づくり講話の依頼が
あり対応する。
サロンという言葉は浸透しな
いが、居場所づくりという言
葉に女性の方々が反応し、
１２月にも開催することがそ
の場で決定される。

サロン活動の取り組み事例を紹
介する。

男性より女性の方が居場所を必
要としている。

2013/11/22 C 地区老人クラブにおいて再
度説明会を行う。居場所づく
りの説明を行うと、２ヶ月に
１回程度で実施したいとの意
向がまとまる。次回の開催は
年始会（１月）で調整するこ
ととなる。

サロン活動の説明を行う。 基本的に会員が積極的な自治会
であるため、モデル事例として
十分に有力なクラブである。

2014/1/9 C 地区老人クラブで１月末に
開催するサロン活動の参加者
をいかに増やすかについて相
談に来る。これまでの状況だ
と、会員のみに電話連絡をし
ていたが、自治会長および公
民館長に協力を依頼し、自治
会内回覧を行うことになっ
た。

自治会長および公民館長あてに
趣旨説明文を作成する。

自治会としては、クラブに助成
金を出しており、本来の使い方
だとして了解してくれた。

2014/1/29 C 地区老人クラブでは、自治
会長等の協力もあり、例年よ
りも倍の参加者が来た。また、
６０代の若手の方の姿もあ
り、その場で入会していく方
がほとんどであった。役員の
方も、自治会に見える活動が
結果に繋がったと満足気に喜
んでいる。

若手会員に老人クラブ活動の意
義を説明する。

若手会員は「老人」という言葉
を毛嫌いしている。

2014/3/7 C 地区老人クラブ若手役員と
今後の会の見直しについて協
議を行う。若手会員は、年配
者とではなく、若手会員独自
に活動を展開していきたい思
いがあり、後日活動事例を紹
介することになる。

若手会員が活躍するクラブの会
長に連絡を取り、後日交流会を
開くこととなる。

年配者とは行動することはでき
ないが、配慮は必要であるとの
認識はしっかりもっている。
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第 2 期　JLC との関わり（福祉教育）と新たなサロン活動の模索

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

2014/6/29 ［JLC 支援］
6 月 12 日に開催した JLC
と別の高校生との会議の内容
の報告を行い、高校生の悩み
が同じ ( 町に魅力がなく、友
達を呼べない）ことについて
話し合いを行う。

（協議内容）
１）町の魅力とは何か
２） 高校生にとって集まりた

い場所、イベントとは
３） 自分たちならどんなこと

ができるか
４） 自分たちでイベントを仕

掛けるなら何を行うか

JLC 組織の主体性を持たせるた
めに、３年生を筆頭に参加者全
員が意見を出せるよう、JLC 事
務局に事前に伝えた。

事務局の意識改革のために必要
なもの
１）高校生のやる気
２） なんで JLC に入ったかの動

機の再確認

2014/7/5 ［JLC 支援］
社協の活動を知るためのボラ
ンティア活動。広域町合同開
催のスポーツ大会に、JLC
から 1 名が参加。参加した
生徒には、自分ができること
を見つけられるよう特定の役
割は与えず、自分ができる活
動に参加させた。大人のボラ
ンティアには、生徒に積極的
に活動を促すよう声掛けを
行った。

大人のボランティアに高校生を
支援してもらえるように連絡す
る。

自分ができる活動を主体的に
行ってほしい。

2014/7/27 ［JLC 支援］
今回の定例会では、具体的な
イベントへの参加について説
明し、高校生手作りジャムを
作成販売することで一致し
た。また、子ども向けブース
を行うことで決定する。

講師との連絡調整および材料を
仕入れ先の調整。

支援者側と学校側の連携が上手
くいかないと、学校の協力を得
られなくなってしまうので注意
が必要である。

2014/8/8 ［JLC 支援］
社協の福祉教育事業。講師（障
がい当事者）と JLC 活動の
PR も兼ねて福祉教育事業を
行う。講師には事前に打ち合
わせをしていたため、高校生
の役割が明確となり、また、
中学生は JLC の組織につい
て理解することができた。

講師には高校生の主体性を引き
出すため、高校生は中学生の１
歩２歩も先に進んでいることを
伝えてもらうよう依頼する。

JLC の１人が留学の経験があ
り、海外の障がい者福祉の状況
なども踏まえて事業が行えたの
で、期待以上の成果だった。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/8/11 ［JLC 支援］
高校生にジャムづくりの材料
と場を提供してくれる人がい
ないか照会する。事務局職員
がブルーベリーを作っていた
ため、全面的に協力してくれ
ることになった。

事務局との調整。 協力者が身近にいて良かった。

2014/8/17 ［JLC 支援］
事務局職員宅に集まり、11
キロのブルーベリーの収穫を
行う。職員が説明および仕入
れの手伝いを行ってくれた
後、収穫した品物を全員で冷
凍保存した。

事務局と事前に打合せを行い、
職員を通して話してもらえるよ
う段取りした。

全員での活動を通して、事務局
の指示ではなく、自主的に動く
ようになってきた。

2014/8/30 老ク連有志で２回目の地域奉
仕活動として、中学校での保
護者と合同の作業奉仕を実
施。

学校との連絡調整。 学校の先生方の反応が１回目と
変わってきているため、老ク連
の方も奉仕活動の意義を見出し
た様子。

2014/9/13 老ク連有志の地域奉仕活動と
して、小学校で保護者と合同
の作業奉仕を実施。

学校との連絡調整。 学校と老ク連の顔の見える関係
が築かれてきているため、作業
をお願いする風景も見えた。し
かし、子どもたちとの交流は作
業奉仕では難しいと感じた。

2014/9/14 ［JLC 支援］
仕入れた材料をジャムに加工
するための内容を確認し、
ブース出店に向けての調整を
始める。

イベント主催者と事前に連絡を
取り、高校生が決めた内容につ
いて調整する。

若い世代が考えるアイディアを
事務局が驚いていたことが収穫
だった。

2014/9/17 年４回の開催が定例化した B
地区においてサロン（健康教
室）が開催される。参加者は
男性が多い傾向にある。

町保健師と今後の調整を行う。 男性の参加者が意外と多く、健
康に関心が高いことに驚く。喫
煙しているのに…。

2014/10/11 老ク連有志で 3 回目の地域
奉仕活動として、中学校での
保護者と合同の作業奉仕の実
施。教育長と校長先生を交え
ての懇談会も実施。学校から
は、次年度も継続したいとの
言葉がある。

学校との連絡調整。 単なる労働力として扱われない
ように、学校との連携が重要に
なる。

2014/10/26 ［JLC 支援］
企業が JLC との協同での協
働事業として協力してくれる
ことになった。企業側から高
校生に実施してもらえたこ
と、企業が負担をしてくれる
費用、在庫の仕入れの費用に
ついて相談する。

JLC が決めた事項を企業代表に
随時報告し、社協内でも JLC を
支援するため、ブース出店方法
について検討する。

高校生の活動は社協のボラン
ティアセンター整備にも力を発
揮してくれそう。
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年月日 経過（主な事柄） ワーカーのかかわり
（働きかけ） ワーカーの意図・想い

2014/11/7 ［JLC 支援］
材料搬入についての調整。
ジャムの完成には２週間必要
であり、ラベル作成と併せる
と、より早い搬入が必要。事
務局と時期の調整を行う。

事務局へ連絡を行い、企業への
あいさつおよび材料の搬入日程
の調整を行う。

予想以上に時間が必要。当日に
間に合うように調整したい。

2014/11/11 ［JLC 支援］
臨時の定例会を開催する。
JLC の進行が大幅に遅れて
いることに対し、どうするか
を早期に検討し、役割分担を
明確にした。
１） 最終準備については、前

日全員で行う。
２） 事前準備時にチラシの確

認、高校生が企業へあい
さつに回る。

事務局と役割分担を行い、社協
→企業、事務局→高校生との最
終調整を行う。

テスト時期（３学期制と２学期
制）の生徒のタイミングが合わ
ない。

2015/2/2 C 地区老人クラブにおいて、
そば打ちの講習会を行い、会
員が住民を招待することで調
整したとのこと。

講師との日程および連絡調整。 若手会員の活動が活性化してき
ている。

2015/2/20 C 地区老人クラブにおいて、
若手会員が主となったサロン
活動の実施。若手会員がそば
打ち講習、年配者は学校へ寄
付する雑巾縫いを同じスペー
スで行う。世代ごとの活動に
なっているが、１つの空間で
活動できている。参加した皆
が満足している。

講師との連絡調整。 役割が明確になると男性の参加
者が増える。

2015/2/22 ［JLC 活動支援］
年間活動の振り返り。ボラン
ティア活動は学校でもできる
ので、今年度は企業、さらに
地域の人と一緒に新たな取り
組みを行いたいとの意見でま
とまる。JLC の考える地域
の人とは、地元の企業や地域
の人と一緒に活動をすること
であり、進学しても活動には
積極的に参加していきたいと
のこと。

振り返りのファシリテートを行
い、事務局と思いの集約を一緒
に行う。

事務局担当者は今年度の活動で
満足しているが、JLC の次の展
開を考えなければならない。

2015/2/25 C 地区老人クラブ役員と実施
事業の振り返りを行う。話し
合いでは、地域に休耕してい
る畑でそばを作り、季節ごと
にサロンを開催する方向でま
とまる。
年配者を招待すること、子ど
もたちを交えて何かしたいと
の話があがる。

現役世代が参加しやすい休日開
催を提案。

そば打ちが功を奏したのか、誰
かに振る舞いたいという思いが
強くなっているので、これを地
域活動に活かしたい。
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コミュニティワーカーの評価（到達点）と展望

コミュニティーワーク関連図（エコマップ）

※JLCに自主性が生まれないつながり

・地域において、顔の見える関係の再構築
・交流事業において、若者とシニア世代の合同学習

・年配者への敬意
　　（尊敬）

・地域での見守り
　　（行きがい）

依頼

支援

ボランティア

行政

連絡
支援

・イベント
・事業

自治公民館

自治公民館（あたりまえにある場所）

自治公民館

若者 消防団

現役

高齢者民生委員

サロン活動

県

学校町

自治会

……今までの流れ

……期待される効果

・空き場所の利用

後の会員
（後の会員）

理解
支援

加入率
の増加理解

主催支援

参加

参加
場の活用

・集会エリアの活用

長い活動を続けることで地域の誇りとなるサロン

参加

婦人会

老ク連

社協

町内外学生JLC

同じ場所での開催

若
者
サ
イ
ド

シ
ニ
ア
・
地
域
サ
イ
ド

相互の理解

・地域の人材の理解
　　　資源

・会館の有効活用
地域における重要な場所

活性化
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コミュニティワーク・スキーム～ロードマップによるデザイン～

全体

全体（詳細）

地域の
取り組み

シニア

地域（ねらい）

行動（ねらい）

ワーカーの
行動

JLC

2012
平成24年 平成25年 平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 平成31年 平成32年

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

（総合計画策定）

（第1期地域福祉活動計画策定）

（会員増加運動） （会員増加運動　新設設立クラブ推進）

（起業と連携） （地域との連携）

（地区老ク有志による、町内学校においての社会奉仕緑化活動の実施）

（地域内高齢者招待事業の開催　地区老ク）

・総合相談窓口設置
・生活困窮支援窓口

出張型ボランティア講座の開催
（困りごと・ボランティア活動・福祉教育学習・
認知症サポーター講座・健康相談会等）

・地域支援事業実施

モデル小地域福祉活動（サロン）

（第1期計画推進）

（某町地域福祉総合計画推進）

小規模サロン
開設について
説明会の開催

高校生が、町内
外にある資源
の確認

民生委員向け、
サロン事業説
明会の開催

受講者対象で
地域開催の啓
発

地域の居場所
づくり

地域公民館活
用事業

予防事業と併
せた交流の推
進

若者の活動の
場の創出

ボランティア団
体向け地域の困
りごと解消サ
ミット

ボランティア活
動者が地域課
題把握

地域担い手の
確保

地域の困りご
との把握

地域において
の社協相談員
の役割の確立

JLCの卒業生
が地元に戻る

現役世代を巻
込む在り方を
構築

大人のボラン
ティア講座の
開催

成年向け活動
講座の開催

高齢者の活躍
のPR

若者が来ること
ができる場所に
する

高齢者の実情の
把握

相互が支援しあ
える関係の構築

現役世代（のち
の高齢者）がサ
ロンを理解

地域としてサロ
ンを活用する

模擬サロンの
定期開催

サロンの定期
的開催

サロン開催時
に出張型総合
相談所の開設

サロン開催日
時の見直し

サロンにおい
て世代間交流
の開催

若者とシニア
世代が交わる
サロンの開催

若者保護者世
代へサロンの
PR

新しい形の自
治会交流事業
の実施

　サロン活動といえば「集まる」ことを目的にし
ているところが多いが、今後 Z 町ではただ集ま
るだけのサロンから「自分が誇りを持てる場所」
という付加価値が提供される場にしていきたいと
考えている。そのためには「お互い様の精神」を
ベースに子どもから高齢者まで、世代間を越えた
支え合いの風土を地域に根付かせていくほか、若
者やシニア世代がそれぞれに有する知識や技術を
伝え合うことで、互いに尊敬・尊重し合える関係
性を構築していく必要がある。さらに、現在の老
人クラブ会員ではできないことを地域の若者との

連携を契機に、多様な地域資源との交流の輪を広
げていくことで自治会活動の活性化や担い手不足
の解消等に繋がる可能性が開かれていくのではな
いだろうか。
　今後は、サロンが「高齢者になったから行く場
所」から「誰もがあたりまえに寄り道ができる場
所」として地域に根付き、その場を通して個人の
有用感や地域の誇りを感じながら、地域住民とし
て「共感のネットワーク」生まれていくことを期
待している。
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コミュニティワーク・スーパービジョン

■問題背景

■コミュニティワークの視点

■プログラムの評価方法と戦略

　サロン等の小地域福祉活動は、必ずしも住民の自発性に基づいた活動であるとは言えません。行政政
策の意向を踏まえ社協によってプログラム化が進められ、校区福祉委員会や自治会等の地縁組織に「お
願いする」ことで、実施に至ってきた経緯があることは否めない事実です。こうした伝統的な地縁組織
に限定した小地域福祉プログラムは、いわば官僚的な地域福祉のあり方だと言えます。さらに最近では、
自治会加入率の低下からくる担い手不足も生じており、活動を継続することも困難な状況に直面してい
る地域が増加していると言えるでしょう。

　小地域福祉プログラムは、活動主体の組織化を通して、地域が「主体」となって「必要」なこと
を「自発的」に担うことで展開されるよう、コミュニティワーカーは側面的に支援することが役割
となります。本事例では、開発段階ではなく、すでに定例的に運営されてはいますが、疲弊しつつ
あるサロン活動を取り上げています。こうした既存プログラムの再活性化は、人員や運営の仕組み
が固定化する中で、新たなプログラムを組織化する以上により一層の労力を要します。本事例は、
コミュニティワーカーが、プログラムを改めて点検し、地縁組織にとらわれることなく、自発的に
参加するシニアや若者の個人参加を促しサロン活動を改善してきたコミュニティワーク実践だと言
えるでしょう。

　地域福祉計画の高齢者アンケートを活用し、高齢者ニーズの把握とともに改めてサロンの目的を再
確認しています。またモデル地区へ出向き定期的に状況を確認し、参加者からのヒアリングを通して
現状を分析することは評価活動（check）の一環として捉えることができます。ただし、本来的には
プログラムごとに PDCA サイクルの仕組みを有しているかどうか、つまり、事例検討の場を当初か
ら想定しているかが重要で、地域住民、専門職、関係機関を含めて評価を行う「参加型評価」の方法
も効果的であると考えています。「参加型評価」は、利害関係者を巻き込みながら振り返りを行い、
プログラムの成果と課題を検討する場です。こうした評価の取り組みを通して、地域住民の動機づけ
を高めたり、専門職の役割や価値の共有化を行うことを戦略化することがコミュニティワークの専門
性だといえるでしょう。
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■参加ルートの多様性

　冒頭で述べたように、小地域福祉プログラムは、日を追うごとに参加者が固定化され、そのことで
内容もマンネリ化していくものです。固定化は、参加者同士のつながりが深まっていることの成果で
ある一方、新たな参加者にとっては、親密なグループに見えて、敷居の高さを感じてしまう恐れもあ
ります。こうした中で、新たな人材としてシニア世代、高校生世代を対象に福祉学習プログラムに着
目し媒介的機能をもたらしています。
　固定的なメンバーによるグループ化の敷居の高さは、「私の居場所ではない」との判断の結果であり、
相互承認を得ることのできる場として、福祉学習の成果を発揮することのできる場としてサロンを位
置づけたことで相互関係が育まれてきたのだと言えます。

（川本　健太郎）




