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転入者（Ｉターン）コミュニティが融合す
る新たな住民自治と地域福祉活動

地域支援と地域自立生活支援の往来（新旧住民が織りなすコミュニティづくり）

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

　Ａ町は観光業が盛んで、避暑地としても有名で
ある。都会から来た方々はＡ町の雄大な自然に魅
了され、別荘としてではなく定年後に定住する方
も多い。
　本事例のＢ地区には東北道のインターがあり、
観光施設が建ち並ぶメイン通り沿いのため、比較
的生活しやすい環境であり、多くの別荘地が点在
している。
　Ｂ地区では、平成 24 年度にＢ地区社会福祉協

議会（以下、地区社協）が中心となり、小地域福
祉活動計画（以下、「小地域計画」）を策定し、翌
年から計画の推進が始まっている。
　まず、Ｂ地区社協では、高齢者の孤立・孤独死
を防ぎ、高齢者同士の交流を深めることを目的に
高齢者サロンを立ち上げた。現在、地区内には３
つのサロンがあり、高齢者のふれあいの場として
多くの方々が参加している。

　Ｂ地区は人口 3,092 名と人口全体でみるとほぼ
横ばい状態にあるが、高齢者数のみが増えており、
高齢化率は 33.7％、少子率は 9.2％と少子高齢化
が進行している地区となっている。
　また、別荘として利用していた建物に定住する
方も多く、地区の約半数の方が転入者である。転
入者の多くは、都会の喧騒を離れ、ゆっくりと老
後を過ごしたいと考えており、自治会や地区社協
等の地域の組織に加入しない方が多くいる。その
ため、自治会加入率は 48.7％（Ａ町全体 66.9％）、

地理的理解とコミュニティワーク戦略

4

地区社協加入率は 31.1％（Ａ町全体 54.5％）と町
全体の加入率よりも 20％程度低い水準となって
おり、地縁組織が弱体化している地区である。近
年では高齢者の孤立死が数件続いており、自治会
や民生委員等からは不安の声が聞かれる。
　なお、地区の役員になっている方々のほとんど
が昔から地域に住んでいる方（以下、「旧住民」）で、
旧住民からすると転入者は自治会にも入らず馴染
みにくい存在となっている。一方、転入者にとっ
ては、旧住民ばかりで構成されている組織には入
りにくく、地域に積極的に関わる住民と関わって
いない住民（関わりたくない・関わりたいけどきっ
かけがない）とで大きく２分されている状態と
なっている。
　また、転入者は年齢的に時間に余裕がある方が
多く、ボランティア活動や余暇活動を活発に行っ
ているが、自分達が暮らす地域での活動が少なく、
地域住民と関わる機会が少ないことも特徴である。 

人口	 3,092名

高齢化率	 33.7％

世帯数	 1,349世帯

自治会加入世帯数	 621世帯

地区社協加入世帯数	 419世帯

 B 地区地域概況（H26.4.1 現在）
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られた地区
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　ボランティア活動をコーディネートする際、ボ
ランティアは地域と交わることはない。これは、
転入者がどれだけ活動をしても、旧住民は転入者
を「地域住民」とは認知しないといった地域性が
ある。
　今回は、地域の課題を明らかにし、その課題に
取り組む計画（小地域計画）を策定するコミュニ
ティワークを実践した地域に、サロンサポーター
養成講座を受講した転入者を繋げるコーディネー
トを行うことで、転入者が地域住民として活躍で
きる仕掛けを行った。

①旧住民（地域住民）への働きかけ
　　Ａ町では平成 24 年度から町内に 18 ある地区

社協単位で各年６地区ずつ小地域計画を策定
している。Ｂ地区でも平成 24 年度から小地域
計画の策定に取り組んでおり、地域の現状や地
域課題を策定委員会で共有してきた。策定委員

会が進むにつれ、「地域住民の交流不足」「組織
力の低下」という問題が地域課題として浮き彫
りとなった。

　　しかし、策定委員は自治会長や公民館長など
既に様々な役職を担っており、すぐに地域課題
に取り組むことが難しく、「人材不足」という
地域課題も障壁となっている。

②転入者への働きかけ
　　各地区で行われた策定委員会の意見（高齢者

を対象としたサロンを行いたいが、手伝ってく
れる人材がいない）を基に、町社協と町ボラン
ティアセンターでは平成 25 年度からサロンサ
ポーター養成講座（５回コース）を開催した。
講座の参加者のほとんどは転入者であり、転入
者が交流の場を求めていることが明らかと
なった。

　　この講座では、講座だけで終りではなく、実

社会資源の把握と構想づくり～課題と解決策～
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【短期目標】
タスク：定期的に高齢者を対象とし
たサロンが開催される。
プロセス：転入者と旧住民が活動を
通してお互いを理解する。
リレーションシップ：転入者は地域
を理解し、旧住民は転入者を受け入
れる気持ちが芽生える。

【長期目標】
タスク：過疎の進行を遅らせ、人口の流出を防ぐ。
プロセス：地元の方や他の地区の方がここに住む
たいと思える地区になる。
リレーションシップ：旧住民や転入者との壁がな
くなる。

【中期目標】
タスク：子どもから高齢者まで多世代
を対象とした事業が開催される。
プロセス：転入者が気軽に地域と関
われる環境となる。
リレーションシップ：－

　少子高齢化が進むＡ町では今後、人口減少が進
み過疎化していくことが予想され、2014 年５月
に日本創世会議で報告された「消滅可能性都市」

（2040 年までに 20 〜 39 歳の若手女性が半減し、
行政機能の維持が難しくなるとみられる自治体）
にも挙げられている。（Ａ町：54.1％）
　また、地域での交流は年々減少傾向にあり、地
域と関わりを持たない住民が増えたことから、引
きこもりや孤立死が増加している。
　転入者の中には既に退職していて時間や技術が
あり、地域に貢献したいと考えている方は多い。
しかし、その力をどのように地域へ還元したら良
いのか、その手法が分からないために力を持て余
している現状である。
　また、旧住民も地域機能の低下から、自分たち
だけで地域活動をしていくことに限界を感じてお

り、地域のお祭りや伝統芸能、育成会事業など様々
な活動を断念せざるを得ない状況が増えている。
　転入者の力を地域の社会資源として活用してい
くことができれば、お互いにとって良い相互作用
が働き、地域福祉の推進に繋がるのではと考える。
また、転入者がボランティアとして地域活動に参
加することで、今まで地域活動に参加してこな
かった同じ転入者の方々も参加しやすくなるので
はと考える。
　旧住民は自治会の決まりや意識を緩和し、転入
者を受け入れる体制をつくり、転入者は地域の歴
史や考えを理解することで、お互いの精神的壁・
物理的壁を埋めていく。お互いが認め合い助け合
うことで、お互い様の関係が構築できるのではな
いかと考える。
 

目標の設定～ 3つのゴールと仮説の設定～

際に地域で活躍できるサポーターを育てるこ
とに重点を置き、継続的に支援を行った。平成
25 年度の受講生の中にはＢ地区の方が３名お
り、地域でのサロン活動を希望していた。

　　しかし、実際にサロンを開催するとなると活
動場所や活動資金をいかに確保するかなど
様々な課題に直面した。
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コミュニティワーク・アプローチ（支援プロセス）

　旧住民は小地域計画を策定することにより、地
域の福祉課題を共有することで地域福祉活動推進
の気運を高めた。
　また、そこで課題として挙げられた人材不足を
解消するため、サロンサポーター養成講座を開催
したところ受講生の７割程度が転入者ということ
が判明し、転入者が地域と関わる絶好の機会にな
ると考え、講座で終了とせず、継続支援をしなが
ら地域に繋げていくこととした。
　具体的には、講座は 11 月で終了となったが、
受講生はまだ主体的に実践するには不安があると
の声も多かったため、12 月から３月までの４ヶ
月間、月２回事務局が会場を用意し、サロンの内
容や募集方法を受講生と一緒に検討していく模擬
サロンを開催した。受講生たちは、計８回の模擬
サロンを体験することにより自信を持ち、地域で
実践する力を身につけていった。
　同時期、Ｂ地区では、高齢者を対象としたサロ
ンを開催しようと検討していた。Ｂ地区社協がサ
ロンを開催する場合、町社協から補助金が交付さ
れるため、活動費についてはある程度心配をせず

開催でき、公民館などの使用も地元の繋がりがあ
る方々が開催するため、場所の確保も問題はな
かった。しかし、サロンを運営する人手が足らず、
開催することに躊躇している状況だった。
　そこで、サポーターと地域を繋ぐことになった。
サポーターは地域で活動することを希望してお
り、サロンの知識もあることから、地域でも好意
的に迎え入れてもらい、サロンを開催することが
できた。また、今まで地域の活動に参加してこな
かった高齢の転入者も参加するようになり、参加
者の幅が広がった。 

[B 地区内の 3 つのサロン ]

サロン① サロン② サロン③

主催 D民生委員 B地区社協 サロン
サポーター

会場 民生委員宅 地区公民館 地区公民館

対象 近所の一人暮
らし高齢者

地区内75歳
以上の高齢者 地区内在住者

頻度 月１回 年４回 月２回
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第１期　小地域計画を策定する地区の選定とＢ地区の策定過程

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

2011/11/1 どのように計画策定を進めて
いくのかを検討する。
年間６地区、３年間かけて策
定することになる。

打ち合わせ。 地区社協役員を集め説明会開催、
何故計画を策定するのかを理解
してもらえればと思う。この研
修を通して、役員の方々に気づ
きを芽生えさせられればと思う。

2011/12/6 説明会の開催。各地区社協か
ら３名参加してもらい、小地
域計画の策定意義や策定方法
等について学ぶ。

説明会の準備、進行。 小地域計画がどのようなもので、
何故作るのかが理解できたので
はないかと思う。あとは、どうやっ
て自分たちの地区でも作ろうと
思ってもらえるか考えていきたい。

2012/1/12 来年度、小地域計画を策定す
る地区を募集するため、通知
を発送する。

通知の発送。 どれくらいの地区が手を挙げて
くれるか少し不安に感じる。

2012/2/17 １地区のみ立候補がある。 通知締切。 やはり、初年度策定したいとい
う地区は少なかった。残り５地
区をどのように決めるか検討し
たい。

2012/6/13 地区社協会長会において小地
域計画の説明。（策定方法お
よび今後の予定について）

会議の準備、進行。 地区社協会長に小地域計画の説
明をし、今年度策定に取り組む
地区を決めたい旨を伝えた。説
明をする際、話が長くなってしまっ
た。どこをポイントに話すか、
又いかに簡潔に話すか要点をま
とめて話せるようにしておかな
ければと感じた。

2012/6/13 初年度の策定なので、他地区
のモデルとなるような地区を
選定する。

計画策定地区選定。 なんとか策定する地区が決定し
た。この６地区の策定がスムー
ズに進むよう準備をしたい。

2012/7/18 25日に行われる説明会の打
ち合わせを行う。説明会の進
行方法や説明内容の確認をす
る。

打ち合わせ。 説明会を行う前に、職員間で打
ち合わせをしたことにより、職
員間で共通理解することができ、
少し安心感を持つことができた。

2012/7/25 計画策定の説明会を実施。各
地区社協から３名ずつ役員に
出席してもらう。

今後の進め方について説明をす
る。

今回の説明会に出席してくださっ
た方には、計画についてある程
度理解をしていただけたと思う。
今後、地域に出て行ったときには、
この方たちをキーパーソンとし
て進めていければと思う。

2012/8/22 Ｂ地区で第１回目の策定会
議。
小地域計画についての概要説
明をした後、策定委員長・副
を決める。
①地域の現状を再確認
②地域の良い所の再確認

計画概要や協議事項を説明する。 Ｂ地区の会長や役員さんは、説
明会やセミナーに毎回複数名参
加していたため、ある程度計画
の必要性を理解していた。その
ため、地域で説明した際にとて
も進めやすい雰囲気だった。事
前に核となるメンバーに説明し、
こちらの協力者にしておくこと
が大切だと感じた。
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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

2012/9/12 Ｂ地区で第２回目の会議。
①前回の振り返り
②地域の心配なところは
③どんなまちにしたい

会議の準備、進行。 大勢で話し合うと、なかなか全
員の意見を引き出すことが難し
く、限られた方の意見だけが反
映されてしまう可能性がある。
今回はＫＪ法を用いて地区の
方々から意見を聞きだした。Ｋ
Ｊ法を使うと全員の意見が平等
に聞き取れるので、効果的な手
法だったのではと感じた。

2012/10/23 Ｂ地区で第３回目の会議。
①前回の振り返り
②どんなまちにしたい
③自分たちに出来ることは

会議の準備、進行。 自分たちの地区をどのようなま
ちにしたいかをＫＪ法で整理し、
その中で自分たちでできそうな
ことを考えてもらい、できそう
なところにポストイットを貼っ
てもらった。Ｂ地区では、転入
者や別荘の方たちとの交流を増
やしていきたいとの意見が多く
出された。

2012/11/20 Ｂ地区で第４回目の会議。
①前回の振り返り
②具体的な取り組み方法の検
討

会議の準備・進行。 委員から多くの意見が出る地区
のため、話が色々な方向へ飛ん
でいきやすい。事務局側としては、
ひとつひとつの意見を要約して
いく力が必要だと感じた。

2012/12/19 Ｂ地区で第５回目の会議。
①前回の振り返り
②具体的な取り組み方法の検
討

会議の準備・進行。 Ｂ地区では話し合いを重ねるた
びに、様々な意見が出るように
なってきた。自分の家を使って、
サロンを開いても良いと言って
くれる方も出てきて、やる気も
増してきたように思える。

2013/1/21 Ｂ地区で第6回目の会議。
①具体的な取り組み方法の検
討

会議の準備・進行。 Ｂ地区の会議は今回で終了とな
る。具体的な取り組み内容になっ
ており、役員もやる気がわいて
きたようなので、この気持ちを
維持できるよう支援していきたい。
来年度からの推進が楽しみな地
区になった。

2013/1/29 町社協会長に、各地区策定委
員会の終了と経過報告会の予
定について説明する。

計画経過報告会について説明。 今回の経過報告会では、地区社
協に策定方法や経過について理
解してもらう他に、会長や理事
に対してのＰＲも含んでいる。
会長にこの計画の大切さや必要
性を理解してもらえるような報
告会にしたいと思う。
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第２期　Ｂ地区内でのサロン活動の展開

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

2013/2/1 民生委員来所。「せっかく計画
を策定したので、気持ちが乗っ
ているうちに動いてみたい」
との話がある。

［サロン①］

打ち合わせ。 計画書を印刷・全戸配布した後、
推進をしようとするとどうして
も５月以降の動き出しになって
しまう。今回、民生委員から「皆
で決めたことだから、計画書が
出来る前にどんどんやっていこう」
と言っていただいた。自分の地
域を何とかしたいと思っていて
くれたことがうれしかった。

2013/2/15 「小地域計画を策定する中で、
地区内に高齢者が気軽に立ち
寄れる場所が欲しい」との意
見が多数あったため、民生委
員が独居高齢者に呼びかけ、
自宅に招いた。

［サロン①］

参加者にこの集まりの目的と経
緯について説明。

計画づくりからすぐに行動に移
せたことが素晴らしいと感じた。
今回は民生委員さんの協力で、
自宅を開放してくれた。必要と
感じた方が、少しの勇気をもっ
て行動に移せば地域福祉は益々
活性化すると実感した。

2013/3/7 各地区の計画がまとまったた
め、理事・地区社協役員向け
の報告会を実施。

会議の進行、説明。 各地区社協から３名ずつ役員が
集まり、計画の報告会を行った。
これまでの説明会など、既に数
回小地域計画について説明して
きたため、少しずつではあるが
役員にも計画が浸透してきた様
子。来年度も６地区で策定作業
が行えるよう、各地区社協会長
に呼びかけていきたい。

2013/5/17 Ｂ地区では４月から本格的に
サロンがスタートし、今回が
２度目となる。今回は、大黒
舞いを披露してもらう。14
名の高齢者とボランティアが
集う。

［サロン①］

サロンに参加。事業終了後、主
催者・ボランティアから話をう
かがう。

このサロンは民生委員が中心に
なって行っているサロン①だが、
民生委員だけでなく、数名のボ
ランティアが送迎やお茶出しな
どを手伝ってくれている。1人で
やろうとすると負担が重くなり
継続しないことが多いが、何人
かで手分けしてサロンを開催し
ているので、とても良い雰囲気
でサロンができているように感
じる。

2013/5/23 平成25年度小地域計画策定
および推進について、地域福
祉担当、地域包括支援センター

（以下、包括）、町福祉課の職
員間で話し合う。

打ち合わせの準備・進行。 今回のような打ち合わせ会を行
う事で、昨年の振り返りや今後
の推進について話し合えた。また、
今後養成しようとしていたサロ
ン②のボランティアと同じよう
なボランティアを包括の方でも
養成していたことが分かり、協
力していく方向で調整すること
になった。町福祉課とのかかわ
り方についても共通理解を図る
ことができた。
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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

2013/6/7 昨年度計画を策定した地区の
役員を集め、今年度の計画の
推進方法について話し合う。

会議の準備・進行。 昨年度計画を策定した地区に対
し、その取り組み方法について
の話し合いを行った。実行性の
ある計画にするためにも、でき
ることはやっていきたいと思う。

2013/6/21 毎月１回大安の日にサロン①
を実施。今回は、琴の先生を
呼んで演奏を聴き、その後お
茶会をしていた。参加者は高
齢者13名とボランティア。

［サロン①］

サロンの手伝い。 今回も多くの参加者・ボランティ
アが参加してくれていたが、地
区社協の役員が民生委員さんだ
けというのが気になった。地区
社協としてサロンを進めていく
と決めたのだから、他の役員も
手伝っていくようにした方が良
いと思う。

2013/9/17 地区社協会長と計画の進捗状
況について話し合う。

［サロン②］

打ち合わせをする。 Ｂ地区全体のサロン②を一度開
催しようということになる。全
体のサロンを行うことで、地区
社協役員やボランティアの方々
にこの計画のことを知ってもらい、
推進の協力者を増やすきっかけ
になればと思う。

2013/10/4 地域サロンの協力者を増やす
ため、ボランティアセンター
が主体となって地域サロンサ
ポーター養成講座を開催する。

講座の手伝い。 小地域計画の策定過程において、
サロンのお手伝いさんがいれば
との声がよく挙がっていた。こ
の養成講座を受けた受講者がサ
ロンの担い手に繋がるよう支援
していきたいと思う。

2013/10/11 サロンサポーター養成講座に
て、Ｂ地区民生委員がサロン
①の実践事例について、他地
区の方に報告する。

講座の手伝い。 サロン①では、冬期の開催をど
うするか、送迎ボランティアが
いないか等の課題が出てきてい
るとのことだった。やはり定着
するまでは定期的な支援が必要
だと感じた。

2013/12/10 地区社協役員・老人クラブ役
員・ボランティアが集まり、
12月16日に行うサロン②
の打ち合わせをする。

［サロン②］

会議の進行は地区社協役員に
行ってもらい、職員はアドバイ
スをする程度にする。

Ｂ地区は協力者が多く、今日の
会議も16名の方が集まり、楽し
そうな雰囲気で進んでいた。協
力者自身がサロン開催を楽しみ
にしており、とても良いことだ
と感じた。

2013/12/16 Ｂ地区全体のサロン②が開催
される。参加者は、概ね75
歳以上で閉じこもりがちになっ
ている方を対象とする。参加
者 26 名。 お 手 伝 い 20 名。
内容は、地区社協役員が考え
たゲームと紙芝居、歌、お茶
飲み。

［サロン②］

サロン②の手伝い。 今回初めてＢ地区全体のサロン
②を開催したが、手伝いをして
くれる方が20名も来ていただき、
とても良い雰囲気で開催されて
いた。想像していたよりも多く
の人数が集まってくれたので皆
とても喜んでいた。あまり気を
張らず、お茶飲み程度で良いん
だということを伝えていきたい。
終了後、反省会をし、次回は３
月開催となる。
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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

2014/3/27 小地域計画の報告会。今年度
計画を推進・策定してきた地
区の代表の方々に報告をして
もらう。

報告会の準備、進行。 先進地区の取り組み状況を報告
してもらうことで、今後まだ策
定していない地区がどのように
取り組んでいけば良いのかイメー
ジがついたと思う。また、推進
地区においては今後の取り組み
への意欲が増しているようだった。
やはり、住民の方々が頑張って
きた成果を報告する場は大切だ
と感じた。

2014/4/26 月に1回のサロン①の開催。
［サロン①］

サロンの手伝い。 サロン①は、毎回参加者が増え、
開放している自宅も定員いっぱ
いになってきている。今後は、
これ以上新規の方を増やさない
ようにするのか、開催方法を変
えていくのか、ボランティアと
話し合いながら決めていきたい
と思う。

2014/6/2 Ｂ地区全体を対象としたサロ
ン②を開催するため、関係者

（地区社協役員、民生委員、
老人クラブ役員、ボランティ
ア）と話し合いを行う。12名
参加。

［サロン②］

会議に参加。 Ｂ地区全体でのサロン②は、３ヵ
月に１回開催している。毎回そ
の１週間前に打ち合わせを行い、
当日までの役割分担などをして
いる。そのことで、当日の円滑
な運営ができていると思う。

2014/6/6 B地区社協会長や副会長を集
め、今年度どのように計画を
進めていくのかを検討する。

打ち合わせ。 今年度もサロン活動に力を入れ、
Ｂ地区内に数ヶ所のサロンを立
ち上げることを優先目標とした。
また、第２の目標として世代間
交流を活発にしていくこととした。

2014/6/9 サロン②の開催。今回は、落
語と折り紙を行った。34名
が参加し、ボランティアは
17名だった。

［サロン②］

サロンの手伝い。 今までは、演芸を観て楽しむ内
容が多かったが、今回は折り紙
を皆で折る機会を設けたせいか、
ボランティアや参加者同士の交
流がよく図れていたと思う。30
分程度でも良いので、皆で交流
できる時間があると良いと思っ
た。

2014/6/9 本日のサロン②の反省と次回
の日程・内容を検討する。

［サロン②］

会議に参加。 参加者が多く、会場が狭い状況
だったため、次回は75歳以上で
普段あまり外に出歩かない人を
集めてみようということになる。
また、運営費を賄うためにも、
１人当たり200円集めることに
なった。
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第 3 期　新旧住民の壁（課題）を取り払う契機

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

2014/7/1 ７月から新規サロン③を開催
予定のCさん（新住民）から電
話があった。地区の総会で地
区社協会長からサロンについ
ての説明を受けたが、「地区
内の人が運営しないのであれ
ば会場は貸せない」との話に
なってしまったとのこと。

［サロン③］

相談。 新たなサロンが立ち上がると楽
しみにしていたが、会場の問題
で開催困難となってしまった。サ
ロンを開催するにしても、地区
の理解が必要だと感じた。今後、
説明をする時は職員も同席する
ようにした方が良いだろう。

2014/7/3 Ｂ地区内でサロンを開催でき
そうな会場を探した結果、公
民館から使用の了承を得る。
７月25日から月２回開催で
きることになる。

会場探しの支援。 公民館長と相談し、なんとか会
場が見つかりほっとした。ただ、
会場のトイレが和式しかないため、
少し不安がある。ひとまずサロ
ンを開催してみて、どうしても
洋式が必要となった場合は、ポー
タブルトイレや他の会場も検討
する。

2014/7/23 ７月25日からサロン③が開
催されることになる。Cさん
と当日の流れについて話し合
う。

［サロン③］

打ち合わせをする。 サロン③のスタッフは、初めか
ら独自にサロンを立ち上げるの
ではなく、昨年からＢ地区社協
主催のサロン②の手伝いをして
いたことで、地区の役員から信
頼を得ていた。その結果、今回
会場を借りられ、地区社協の支
援も得られることになった。こ
のワンステップ（手続き）がＡ町
の場合は必要なことだと感じた。

2014/7/25 第1回目のサロン③の開催。
平成25年度に地域サロンサ
ポーター養成講座を受講した
ボランティア３名（新住民）が
参加。

［サロン③］

サロンの手伝い。 「人数が集まらなかったらどうし
よう」とCさんは不安に感じてい
たようであったが、一般参加者
４名、お手伝い５名が集まりほっ
としていた。３人のボランティ
アもＢ地区には慣れていたこと
もあり、とても良い雰囲気のサ
ロンになった。また、参加者に
も好評だった。今後の広がりが
楽しみなサロンであり、引き続
き支援していきたい。

2014/9/12 サロン③の開催。今回で５回
目となる。現在月２回のペー
スで行われている。

［サロン③］

サロンの手伝い。サロン終了後、
今後の運営方法について話し合
う。

サポーター養成講座を経て、新
たにサロンができたことは、企
画した職員としてうれしく思う。
このサロンが長く続いていける
よう支援し、このサロンをモデ
ルとして他にも波及していけた
らと思う。
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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

2014/10/20 サロン②が行われる１週間前
B地区推進会議を行う。当日
の流れについて確認する。また、
他のサロンの開催状況につい
ても情報共有する。14名参加。

［サロン②］

会議に参加。 Ｂ地区で行っている他のサロン
（①および③）のことを、「勝手に
やっている」「何をやっているか
分からない」「知らなかった」とな
らないように、皆で情報共有を
した。今後も定期的に情報を流
し、連携を図っていきたい。

2014/10/27 今回のサロン②では、大正琴
や手品を観て楽しんだ。参加
者30名、お手伝い15名。

［サロン②］

サロンの手伝い。 今回は、演芸をしてくれる方の
人数が３グループ21名と多く、
会場に入りきらなかったため、後
ろの和室で待機してもらった。事
前に参加人数を必ず確認してか
ら依頼することを役員さんと話
し合った。

2014/10/27 次回は包括で養成した介護予
防サポーターと保健師を呼ん
で健康講話と体操をしてもら
うことにする。

打ち合わせをする。 現在、包括と社協で介護予防と
サロンを融合させ、小地域での
福祉活動を進めようとしている。
Ｂ地区でもこの活動が定着して
くると今後介護保険改正などに
より必要となってくるミニデイ
などにも対応できてくるのかな
と思う。

2014/11/28 ７月から始まったサロン③も
今回で９回目となる。12月
から２月は雪が降る可能性も
あるため、３月から再開する
こととなる。

［サロン③］

サロンの手伝い。 本日の参加者は18名と多くの方
が参加してくれた。今回は自由
に話をする時間を多く取り、参
加者同士の交流を深めてもらっ
た。12月から３カ月間休みになっ
てしまうため、再開時に再び人
が集まるよう支援していきたい。

2014/12/8 B地区推進会議を行う。来週
行うサロン②と次回（３月）の
内容について話し合う。

［サロン②］

会議に参加、アドバイスをする。 次回の内容がモンゴル音楽の演
奏ということになったが、その
出演依頼を地区社協の役員自ら
が頼むことに。今までは、「町社
協の方でお願いしてほしい」等の
発言が多かったが、自分たちで
内容を決めて、依頼等も自分た
ちで行うようになってきた。自
分たちが行うサロンだというこ
意識が根付いてきたのかとうれ
しく思う。
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ボランティア
活動

（新住民＜旧住民） （新住民＝旧住民）

地域

支援

社協

サロン活動

新たな地域

転入者
つながる

つながらない 地域

養成講座 コーディ
ネート

社協

小地域福祉
活動計画

転入者

コーディネート

コミュニティワーカーの評価（到達点）と展望

　今までは、ボランティアをしたい方がいた場合、
社協ではボランティアを必要としている人や団体
に繋げる２者間でのコーディネート（ケースワー
ク）が主であった。そこでは、ボランティア活動
者は地域と交わることはなく、転入者がどれだけ
良い活動をしても、地域住民は転入者を地域に必
要な人材とは認めない地域性があった。
　今回は、地域の課題を明らかにし、その課題に
取り組む小地域計画を策定（平成 24 年度）した
地域にサロンサポーター養成講座（平成 25 年度）

を受講した転入者を繋げることで、転入者が地域
住民として活躍できる働きかけを行った。
　この働きかけを行うことにより、地区社協では
安心してサロンを開催することができるようにな
り、新たな地域の居場所づくりに繁った。また、
サポーターが以前から希望していた自分たちが主
催するサロンも B 地区内の公民館（使用料免除）
で開設することができた。

コミュニティワーク関連図（エコマップ）
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　高齢化（B 地区 33.7％）が進行し、一人暮らし
高齢者（B 地区 237 世帯、全世帯の 17.5％）は年々
増加している。高齢者が安心して暮らすためには、
地域に交流できる場が必要だとの意見（小地域活
動計画）から、平成 25 年度から高齢者の居場所
作りに力を入れてきた。その結果、B 地区内には
３ヶ所のサロンが立ち上がり、居場所づくりが少
しずつ進んできた。
　平成 27 年度からは、全世代に関りのある防災
対策を取り入れることで、多くの方が地域と繋が

りを持つことを期待している。
　また、平成 28 年度からはより地域との繋がり
が希薄となっている若い世代（子育て世代）や転
入者に焦点を絞り、今まで地域との関りがなかっ
た方たちとの繋がりを形成していきたいと考えて
いる。
　この活動を通して、地域に関心を持つ人が増え
る（自治会加入率アップ）、自然な声かけや見守
りが出来ることに繫がれば、安心して暮らせる地
域になっていくのではないかと考える。 

2013年
（平成25年）

2014年
（平成26年）

2015年
（平成27年）

2016年
（平成28年）

2017年
（平成29年）

2018年
（平成30年）

2019年
（平成31年）

2020年
（平成32年）

全体

地域として
の取り組み

ワーカーの
働きかけ

ねらい

自治会加入率
の維持

転入者と協働で
サロンを開催

サロンの定期
開催

サロンの定着化

サロンの定着

災害時の協力
体制の整備

災害時の協力体制
を検討

第2期A町地域福祉活動計画推進

小地域福祉活動推進

第1期 T地区地域福祉活動計画推進

小地域福祉活動計画策定
（平成24年から6地区ずつ策定）

第3期計画

第2期計画

第3期計画推進

第2期計画推進

自治会加入率の
向上
人口の流出防止
若い世代の流入

子育て世代との
交流
転入者と旧住民
の交流

住民同士
（旧住民、転入者、
子育て世代）の
交流機会を創出

旧住民と転入者
が協働する事に
より、サロンを
実施

防災対策を考え
る事で、世代間、
旧住民、転入者
を越えて協力す
る必要があるこ
とを共有

地域と子育て世
代や転入者をつ
なげる

子育て世代を支
える事業（子育
てサロンなど）
を実施

ちょいボラな
ど、住民同士の
助け合い活動の
実施

自治組織を継続
するため、転入
者（特に若い世
代）を受け入れ
る体制を構築

自治会加入率
アップ（1％）

サロンサポーター
養成講座開催
→地域サロンへ
とつなげる

子育て世代への
支援

子育て環境の
整備

助け合い活動の
検討

若い世代が活躍
できる場を創出

助け合い活動の
実施

転入者の積極的
受け入れ

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～

新旧住民のお互いさまの関係づくり
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コミュニティワーク・スーパービジョン　

　人口減少の進む地方衛星都市や過疎市町村では、地方創成を旗印にますます移住者誘致策は熱を帯び
て広がっていきます。地域も人手不足といった地域課題の解消に向けて、受け入れに積極的な姿勢を見
せる一方、自治会組織への加入は進んでいません。その背景には、旧住民の地縁と互助を重視する農村
部と移住者の多くが暮らして来た選択縁と消費によって成立する都市部とでは、くらしの文化的相違が見
られ、結果的に新旧住民の分断が生じていると考えられます。こうした状況では、支えあいを推進する地
域福祉プログラムも空回りしてしまいます。したがって、本ケースはコミュニティづくり（地域福祉の基
盤づくり）を進めることを目標にしたコミュニティワーク実践であったと言えるでしょう。

■本事例の問題背景

　本事例の展開過程は、くらしの文化的相違を踏まえ、それぞれの状況に応じた協議の場、学習の場（計
画策定、研修の場）において、地域課題や福祉ニーズの把握とそれぞれの地域での役割を認識していく
プロセスと同時に多次元の参加ルート（地縁〈世帯単位〉とボランティア〈個人単位〉）を用意し、新
旧住民が協働できる場として地域福祉プログラム（サロン）を展開してきた事例だと言えます。

　全国的な動向として、地域福祉計画策定状況（2012 年３月時点）は、58.9％であり、改訂（見直し）
を行った自治体は、その約半数に留まっています。その理由に、策定段階では、プロセスゴールやリレー
ションシップゴールといった学びと関係形成を重要視すること、また、実務者レベルのタスクゴールと
して計画書づくりが目的化され、推進段階で形骸化している実態があることを指摘しているものだと考
えます。本事例では、策定段階のプロセス、リレーションシップゴールに重点を置きながらも、一人の
前向きな声に答える形でプログラムを実行したことで、全体の推進力へとつながっていったと考えられ
ます。
　また、地域福祉計画策定場面においてマネジメントの工夫も必要です。策定場面での雛形であり、方
法論として重宝されている KJ 法は、全体の調和性をはかれるものの、運用を誤ると「個性の埋没化」
を招いてしまう恐れがあります。KJ 法では、個々人の意見をカードで出し合うブレーンストーミング
を経て、一つの意見として模造紙に整理し、その後、全グループで共有し、地区全体の課題として取り
まとめる作業行程が一般的です。結果、抽象化された課題や対応策になることが多く、具体性を欠いて
しまう恐れがでてきます。
　今回は、懇談会に参加した民生委員が後日、自発的に社協に声を届けたことで、サロンのプログラム
化、実行まで進みましたが、懇談会の場面でも、一人のつぶやき（意見や意思）を拾い上げ、共有し、
実行へ移すこと、そして、地区の課題としての全体に広げていくフローも想定しておくことが大切です。
その際のコミュニティワーカーの場の作り方、意見を引き出し共有していくファシリテーターとしての
力量が問われることになります。

■コミュニティワークの視点

■地域福祉計画に問われる実効性と工夫
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　現状としては、既存の地域組織に関わる住民と自発的に参加する移住者という参加者層によって、サ
ロンというプログラムの中で、新たなコミュニティが構築されてきた兆しが見えます。こうしたコミュ
ニティがより多層的に広がりを持てるようにワーカーが働きかけていけるかが問われることになると考
えられます。
　その際にコミュニティワーカーとして気がかりなのは、冒頭にある半分以上の関わっていない住民（い
わば、福祉の無関心層）のことだと思います。福祉への関心の程度は、当事者を中心に、当事者家族や
支援者、友人、知人、隣近所、小地域と物理的、心理的に外延化するほど薄れていくことが一般的です。
従って、関心を高めるというのは、当事者性を高めるアプローチでもあると思います。外延にある人々
に福祉教育といっても自主的に参加してもらえるかというと期待は薄いと思います。そのため、地域の
祭りや文化的イベント、趣味のサークル活動など、多種多様な地域におけるプログラムに福祉性を組み
込むという発想が必要です。まちづくりへの参加意識や関心を高めること、まちづくりへの参加の場、
つまり役割を作り出すことです。企業が実施する社会貢献活動と教育機関を調整し地域を題材にしたイ
ベントを開催するなど、遠心的な関わりからもまちづくりへそして福祉への関心を高めていく長期的な
成果であることを説明することができるか、コミュニティワーカーに求められる力だと思います。

（川本　健太郎）

■新旧住民をつなぐコミュニティの「開放性」と「自律性」

　今回の事例では、学識者（外部者）を招き、小地域（福祉）計画の意義や必要性を丁寧に伝える過程
を経て、地域の判断に基づきモデル地区の選定を行っています。社協としては、年度内に 6 地区での策
定を予定していたようですが、結果的に 1 地区が表明するに留まりました。その後、コミュニティワー
カーが改めて地区へ説明に渡り歩き、5 地区を追認したと考えられます。
　なぜ、１地区であったのか、また、１地区ではいけなかったのでしょうか。１地区となった最もの理
由としては、コミュニティワークとしての一貫性の欠如だと考えられます。一貫性とは、地区計画策定
のために地域に出向くのではなく、従前よりそれぞれの地区でのコミュニティワーク実践が展開されて
おり、その文脈において、小地域計画の策定の必要性を見極め、住民と認識を共有していくというプロ
セスです。そして、それぞれの地域の実状に応じたオーダーメイドの説明が実施できているかどうかと
いうことに尽きると思います。
　もう一点は、6 地区のモデル化を進めた理由です。時折、機会の平等を重んじるばかり、可能な限り「全
区同時」に始めることへのこだわりがうかがえる場合があります。今回は、3 カ年で全区策定という事
業主体側のスケジュールが優先されたと言えるでしょう。上述した地域の状況と事業としての方針との
ジレンマを抱えつつも、新たなプログラムや資源を開発する場合には、「選択と集中」によってきめ細
かな実践を展開することが望ましい場合があります。また、何より、住民が主体となって取り組めるか、
その土壌づくりが優先されるべきです。1 地区であったモデルアプローチとして、「トライ & エラー」
を繰り返す中で評価（Check）を丁寧に行い、小さな成功体験を積み重ねていくプロセスを重視します。
またこうしたプロセスを記録や説明、今回のように実際の活動場面の見学などによって可視化していく
ことで、波紋のように広げていく方法だといえます。

■主体的参加を促す場づくりと波及性




