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住民主体の活動を支える社協組織（内部）
の支援体制のカタチ

コミュニティーワークを展開するための社協組織づくり（計画と効果的な研修による組織再編）

事例概要とコミュニティワークの視点

地域概要と地域福祉

　これまでの事例でも見られるように、今日の福
祉・生活課題は、複雑化、深刻化しており、既存
の福祉サービスだけでは対応できない課題が存在
し、これらの課題解決に取り組んできた社協の役
割や期待が増大している。これらの期待等に応え
るための組織・事務局体制は重要となってくるが、
新たな課題や制度等に十分対応できていない状況
もある。
　その背景には、人材や財政などの経営的に脆弱

5

　V 市は、平成 18 年 3 月 20 日に A 市、B 市、C
町、D 町および E 村の５市町村が合併し、新し
い市として誕生した。市の総面積は広大な面積を
誇り、地形的には林野が約 87％を占め、平地か
ら山岳地帯に至る起伏に富んだ地形により、自然
環境の豊かさ、変化のある気候などが形成されて
いる。
　V 市の高齢化率は年々上昇し、平成 26 年 4 月
1 日現在では 30％となっている。特に、中山間地
域では、40％を超える高い数値を示しており、同
時に過疎化の一途を辿っている。いわゆる「限界

的な基盤（組織体制）が大きく影響し、また、特
効薬となるような方策も見出しにくい状況下に
あっては、期待どころか、その存在意義が問われ
てしまう。
　社協の使命は「地域福祉の推進」であり、社協
は常に「地域課題を解決する」ために、組織とし
て、一職員として果敢に取り組んでいかなければ
いけない。そのための推進体制は、大きな課題と
なっている。

人口	 87,828人

高齢化率	 30.0％（高齢者人口：26,332人）

世帯数	 36,258人

自治会加入世帯数	 26,783人（加入率73.9％）

総面積	 1,449.87㎢

 地域概況（H26.4.1 現在） 集落」という問題であり、県内でもその対象と
なる地域の大部分が V 市という現状にある。
　V 市社会福祉協議会（以下、V 市社協）は、
行政と同日に合併し、職員数も 100 人を超える
規模となった。合併により、地域も組織も広域
化、大規模化したが、小地域福祉が主流の時代
にあって、地域福祉をどのように推進していく
か？ということが大きな課題となった。
　そこで、合併直後の平成 18 年、新たな社協
組織としてのビジョンや方向性などを明確にす
るため、「発展・強化計画」を策定した。
　この「発展・強化計画」を基に、平成 19 年
度に策定した「地区社協構想」を掲げ、小地域
福祉活動の推進に取り組んできた。
　ここでは、「コミュニティワークの基盤整備」、

「コミュニティワークの支援（推進）体制」、「コ
ミュニティワーカー（社協職員）の育成」の３
つの視点から、その推進体制のカタチを見てい
きたい。
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コミュニティワークの基盤整備

　この基盤整備では、コミュニティワーク実践に不可欠となる「①地域福祉圏域の設定」、「②地区社協
（小地域福祉推進組織）の組織化と活動拠点」、「③小地域福祉活動計画の策定」の３つの点から報告する。

地域福祉圏域の設定

　V 市社協では、平成 19 年度に「地区社協構想」
を掲げ、9 つの小地域の福祉圏域（日常生活圏域）
を設定した。
　この圏域の設定基準については、人口規模や地
域範囲（面積）等の違いはあるが、それぞれの地
域性（従来の地理的環境、地域の結びつきの強さ、
共通の福祉課題など）を踏まえ、「一定の公的福
祉サービス、住民の福祉活動への支援や福祉サー
ビス利用者支援のため、各種相談窓口などの公的
な社会資源が整備され、地域福祉の推進体制が
整っている圏域」とし、合併前から地区社協活動
を展開してきた A 地域を除き、旧市町村を単位
とした。
　また、この圏域は、当時の「V 市高齢者福祉計画・
介護保険事業計画」における日常生活圏域と一致
していたが、現在は、地域包括ケア推進の考え方
から日常生活圏域の見直しが行われ、平成 24 年
度〜平成 26 年度の同計画では、市内でも特に広
域で、地理的多様性に富み、かつ高齢化率の高い
圏域が分化され、13 の日常生活圏域となった。
　これらの見直しを受け、地域福祉圏域や社協と
しての支援体制等についても再検討が必要となっ
てきている。

Ⅰ地区

Ⅳ地区

Ⅴ地区

Ⅲ地区

Ⅵ-①地区

Ⅵ-③地区

Ⅵ-②地区

Ⅶ地区

Ⅷ-①地区

Ⅷ-②地区

Ⅸ-②地区

Ⅸ-①地区

Ⅱ地区

13 の日常生活圏域
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地区社協（小地域福祉活動）の組織化と活動拠点

小地域福祉活動計画の策定

No. 地区社協名 事務局 設立年月日
① Ⅰ地区 社協・本所 S48.03.24
② Ⅱ地区 Ⅱ公民館 S47.12.15
③ Ⅲ地区 Ⅲ公民館 S47.12.16
④ Ⅳ地区 Ⅳ公民館 S47.07.24
⑤ Ⅴ地区 Ⅴ公民館 S47.09.16
⑥ Ⅵ地区 社協・Ｂ支所 H20.03.26
⑦ Ⅶ地区 社協・Ｄ支所 H20.12.18
⑧ Ⅷ地区 社協・Ｃ支所 H20.03.28
⑨ Ⅸ地区 社協・E 支所 H21.03.23

　V 市の小地域福祉推進組織には、9 つの圏域を
単位とする「地区社協」がある。
　A 地域の 5 つの圏域（地区）においては、昭
和 47 年度に地区社協が組織化され、既に地域福
祉活動が展開されていた。そのため、平成 20 年
度から 2 年間かけ、残りの 4 地区の地区社協の組
織化が進められた。
　同時に、地区社協の活動拠点については、社協
の本所・支所がある 5 地区（Ⅰ、Ⅵ、Ⅶ、Ⅷ、Ⅸ）
は事務所内に、その他の 4 地区（Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ）
は、これまでどおり地区公民館に設置した。

⑨

⑥

⑦

⑧

③
①
② ④

⑤

地区社協の組織化・
拠点整備

　V 市社協では、平成 21 年度に行政計画である
地域福祉計画と一体的に「地域福祉活動計画」を
策定した。しかし、広大な面積を誇る V 市にお
いて、ひとつの大きな枠組みとしての計画では、
小地域福祉活動の推進に限界があったことから、
その翌年度、地区ごとの地域特性や福祉ニーズ、
課題等に即した決め細やかな活動を行っていくた
め、活動の中核を担う地区社協と協働し、「小地
域福祉活動計画（9 地区計画）」を策定した。
　計画策定のプロセスでは、「地域の素晴らしさ
の再確認」、「地域課題や目標等の共有」などといっ
た成果があり、策定委員等の活動意欲や意識が高
まり、課題解決（活動）に取り組む契機となって
いる。
　しかし、V 市社協でも言えることだが、せっか
く苦労して策定した計画にもかかわらず、絵に描
いた餅になってしまうケースが多い。これは、地
縁型組織の特徴でもある代表者交代（持ち回り）
制により策定した時点の委員（地域住民）と推進
する委員（地域住民）の交代で生じる温度差や、
計画の段階で実行部隊等の役割が明確になってい

ないなどの理由から、結果として計画が進まない
といった事態を生んでしまっている。そうならな
いためにも、引継ぎ等に係る地区担当ワーカーの
働きかけ（動き）が重要なポイントになってくる。
　試行錯誤しながらの活動計画も平成 27 年度で
第１期が終わり、現在は、第２期の計画策定の段
階に入っている。今回は、日常生活圏域の見直し
もあったことから 13 圏域ごとに、また、前回は
地区社協が策定・推進母体となっていたが、より
多くの地域の多様な主体にも計画に関わってもら
おうと策定委員の構成メンバーも大きく変えた。
これまでの失敗を繰り返さないためにも、役割等
を明確にし、推進段階まで協議をするなど、委員
変更後の対応についても大きな課題と認識し、そ
の支援に取り組んでいる。
　計画を推進していくことの重要性は理解してい
ても「できない」、「やらなくてもいい」個人や組
織からの脱却が、社協の使命や本来の役割を果た
すとこにつながっていることを忘れてはならな
い。
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地域担当性と社協ワーカー等の配置

　V 市社協の活動拠点は、旧市町村社協単位に設
置する本所・支所である。
　コミュニティワーク推進体制については、本所・
地域福祉活動推進係（A 支所機能を含む）と４
つの支所に「社協コミュニティワーカー（コミュ
ニティソーシャルワーカー）」を配置し、地区担
当制を採り、各担当地区に出向いて支援活動を
行っている。
　また、小地域における福祉活動等の充実を目指

コミュニティワークの支援（推進）体制

　V 市社協の組織や事務局体制については、前述の「地区社協構想」を含む「社協発展・強化計画」に
おいて整備し、推進している。
　この支援（推進）体制では、社協内部の体制に関し、「①地区担当制と社協ワーカー等の配置」、「②
事務局体制（多様な機能を有する他の部署との連携）」、「③社協発展・強化計画の策定」の３つの点か
ら報告する。

し、地区社協の拠点には「地域福祉活動支援員（臨
時職員）」を配置し、事務的な役割を担っている。
基本的な体制は、圏域（地区）ごとに社協コミュ
ニティワーカーと地域福祉活動支援員が従事して
いる。
　平成 20 年度に配置した社協コミュニティワー
カーは現在、コミュニティソーシャルワーカーと
して活動している。

専門職等の位置づけ

地域福祉圏域（地区）

地区社協（事務局）

地域福祉活動支援員 社協コミュニティソーシャルワーカー
○臨時職員
○主な業務
　＊地区社協事務局
　＊福祉団体事務
　＊会費・募金等の窓口など

○正規職員
○主な業務
　＊担当地区の地域福祉支援
　　　　（コミュニティソーシャルワーク）
　＊地区社協活動の支援
　＊支援員のサポート

市社協（本所・支所等）

連携

支援
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事務局体制（多様な機能の総合化を目指す他の部署との連係）

　V 市社協の事務局機構は、基本的に以下の４つ
の部門で整理できる。地域福祉を推進する中核的
な組織としての特徴でもあるが、地域福祉の総合
的な機能を有している。
　
【法人経営部門】

法人の運営（理事会・評議員会等）、財務・
人事管理等事業経営のマネジメント支援

【地域福祉活動推進部門】
住民主体・参加による地域福祉の推進（ボ
ランティアセンターを含む）

【福祉サービス利用支援部門】
地域の福祉サービス利用者の支援

【在宅福祉サービス部門】
介護保険法に基づく介護サービスの提供、
各種在宅福祉サービス事業の実施

　職員については、平成 18 年度の合併後、100
人を超える規模となり、当時は、合併前の各社協
のスタンスや地域性の相違などを背景に、旧体制
をベースとしたソフトランディング的な合併を目
指してきた。そのため、本所・支所機能や業務量
と職員の配置（バランス）に不均衡が生じ、平成
18 年度に策定した「第一次発展・強化計画」を
契機に、段階的に事務局機構改革を行ってきた。
本所は、係やセンター（ボランティアセンター、
権利擁護センター）を設置するなど、活動をより
効果的、効率的に行っていくための体制、いわゆ
る縦割りの体制を採った。
　しかし、今日の不透明な社会情勢を背景に、介
護保険制度の改編や生活困窮者自立支援法の施行
などによる新たな社会福祉システムの変容や、災
害等に対する危機管理体制の整備など、従来の仕
組みだけでは解決できない難しい課題への対応が
求められてきた。その解決には、社協の強みを活
かし、多様な機能（部署）が更なる連携を図って
いくことが重要となってくるが、縦割りの弊害な
のか、現実的に連携が図れないという現状があっ

た。
　内部での連携が図れない要因には、

・職員個々の意識に関わるもの（連携の意義や
方法がわからない、専門性が高いあまり周
囲に目が向かないなど）

・組織的な手続きに関わるもの（部署間での壁
があるなど）

が考えられる。
　必要に応じて連携することができれば、組織体
制を変える必要はない。しかし、連携できない理
由は何なのか？
　解決しなければならない課題が困難であるほ
ど、その解決には多様な力が必要になってくる。
個人、組織それぞれに問題はあるにしても、社協
の総合的な機能を有している強みを活かさない手
はない。
　そこで、平成 27 年度以降の事務局体制は、広
域（市全域）的な活動を行っている本所の係やセ
ンターを統合し、チーム制を敷くことになった。
そのチーム内に、多様な役割を担った社協ワー
カー（ケースワーカー、コミュニティワーカー、
ボランティアコーディネーターなど）によるユ
ニット制を探り、総合相談や地域福祉活動の中核
的な拠点となる支所を広域的にサポートする体制
とした。個人の課題解決への意欲や意識も重要で
あるが、係等の壁を取り払ったことで常に「連携」
できる仕組みを構築した。
　部署としての存在ではなく、いわゆる「総合的
な機能」として力を発揮することで、単なる表面
的な「連携」ではなく、課題解決に不可欠な本来
の意味での「連係」に期待している。
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事務局長 事務局次長
（地域福祉担当）

事務局次長
（介護サービス担当）

法人経営チーム

地域支援チーム

地域福祉戦略室

A支所（チーム）

介護サービスチーム 経営担当

介護保険事業所 あ

介護保険事業所 お

介護保険事業所 か

介護保険事業所 く

社会福祉協議会 き

社会福祉協議会 い

介護保険事業所
う デイサービスセンター

介護保険事業所
え デイサービスセンター

介護保険事業所
け デイサービスセンター

B支所（チーム）

D支所（チーム）

C支所（チーム）

E支所（チーム）

総務経営担当

総合事業担当

B・D
地域包括支援センター

C・E
地域包括支援センター

D保健・高齢者
生活福祉援センター

B福祉保健センター

C福祉センター

支

　所

介
護
サ
ー
ビ
ス
提
供
担
当（
事
業
所
）

本

　所

【組織内の連携システムのイメージ】
総合相談の中核拠点としての支所（チーム）

本所チームの広域的なサポート（ユニット）

○○支所（チーム）

本所・地域支援チーム 他の支所

介護

支所長

チームリーダー

CoW
VCo

個別SW

包括支援員

CSW

ユニット（広域・連携）

・支所と一体的に進める広域のコミュニティワーカー（CoW)
・外部支援の仕組みや社会資源の開発等を行うボランティア
コーディネーター（VCo）
・困難ケースを支援する個別支援ワーカー（個別SW）

平成 27 年度事務局機構図
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　【平成 27 年度事務局機構改革の主な内容】

○基本方針
　今日の複雑、深刻な福祉・生活課題に対して、全職員の力を結集し、市民・ボランティアや他の組織との

連携、組織の持つ資源（専門性、拠点、ネットワーク等）を活かしながら、その課題解決に果敢に取り組む

組織（オール社協）を目指す。

○改革の内容
・担当職員だけではなく、本会全職員が顕在化されたニーズに限らず、日常の業務やアウトリーチにより

積極的に潜在ニーズを発見し、解決を図る「総合相談機能」を強化する。（総合相談インテークシート

の活用など）

・地域住民に最も身近な「支所」単位での総合相談・調整機能の仕組みを構築する。（A支所の設置、連

携会議の開催など）

・有機的連携・協働、支援体制を強化するため、これまでの本所の縦割りの部署（係、センター）を廃止し、

各専門職が横断的、複合的に連係できる「チーム制」の導入。（ユニット制の採用※）

・組織内外の総合調整機能および複雑、深刻化する地域課題に対応できる社会資源の開発、地域福祉推進

の仕組みづくり等を行う企画・研究機能を強化する。（地域福祉戦略室の設置、部署を超えたプロジェ

クトチーム等の設置など）

──────
※地域支援チーム「ユニット制」の採用
　地域支援チームは、社会福祉援助技術（ソーシャルワーク）の統合化を目指し、個別支援（ケースワーク）、

地域支援（コミュニティワーク、ボランティアコーディネーション等）の専門職による構成でユニットを組み、

専門的かつ広域的な業務、社会資源等のネットワークや課題解決のプラットフォームなどの業務を担う。

　また、それぞれの専門性を活かし、連携して支所（チーム）の困難ケース等の支援にあたる。

社協発展・強化計画の策定

　合併によって新たな「V 市社協」が誕生した。
しかし、平成の大合併の流れを受け、急ピッチで
合併協議が進められたこともあり、新たな組織と
してのビジョンが明確にならないままスタートし
た。
　本会だけの課題ではないが、社協の立ち位置は、
常に厳しい現状にあった。合併に対する不安や期
待が交差する中で、新たしい社協は「果たして地
域の期待に応えていくことはできるのか？」
　本来であれば、合併協議の中で協議される事項
ではあるが、V 市社協では、合併初年度にあたる
平成 18 年度に「発展・強化計画」を策定するこ
とになった。
　この計画を策定したことにより、組織としての
目指すべき方向を明確に示すことができ、調整困
難であった旧体制等を一新する契機になった。

　この計画の意義は何か？全国社会福祉協議会地
域福祉推進委員会の「市区町村発展・強化計画策
定の手引き（平成 17 年 9 月）」では、改革計画と
しての社協発展・強化計画の必要性と計画策定に
より期待される効果が以下のように示されてい
る。

・地域社会や住民ニーズへの的確な対応
・効果的・効率的な事業・サービスの提供
・補助金・委託金削減への対応、高コスト構造

の克服等財務体質の強化
・事業の有効性、効果の検証による説明責任の

発揮
・時代にあった組織づくりと人事・労務管理

　上記の経営改革と同時に、策定プロセスを通じ
て、役職員の意識改革にも迫るとしている。組織
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系統的な研修体系の確立

としての経営ビジョンや目標を明確化し、改革を
進めながら戦略的に活動を展開していくことは、
地域住民や自治体等に対して説明責任を果たすこ

コミュニティワーカー（社協職員）の育成

　福祉（専門職）の仕事を行うことが「人」である以上、その「人」の果たす役割が大きいため、人材
育成の課題は、どの組織でも共通して抱える大きなテーマとなっている。
　この人材育成では、V 市社協内部における「①系統的な研修体系の確立」について報告する。また、
コミュニティワーカーとしての専門職育成の視点から、とちぎ社協コミュニティワーク研究会と栃木県
社会福祉協議会において共同開発した「②社協コミュニティワーカー養成プログラム」についても報告
する。

一般研修

専門研修

職場研修

自主研修

  研修規程　
職員として必要な一般知識および
技術または技能を習得する研修

職務遂行上必要とする専門的知識
および技術または技能を習得する
研修

職員として必要な一般知識および
技術または技能の習得を日常の業
務を通じて行う研修

職員が自己啓発のため、自らの資
質や能力の工場を図る研修

　V 市社協では、平成 20 年度に「職員研修規程」
を制定し、系統的な研修制度を整備した。

　この規定に基づき、年間計画が立てられ、職員
は計画（指定）に基づき、研修に参加することに
なる。
　新人、中堅、管理職などの職責に応じた一般研
修や、専門領域などの職務に応じた専門研修と
いった職場外研修（Off-JT）のほか、職場内研修

（OJT）についても規程上で位置づけられている。
　職場内研修については、スーパービジョン等が
それにあたるが、まだまだ不確立の状況にはある
が、「黒子読本」に掲載されているワーカー行動
記録などを使用しながら行う個別スーパービジョ
ンや、スーパービジョン体制を整備しながら体系
的に行ってみるなど、試行的に取り組んでいる。

とであり、そのために「発展・強化計画」の果た
す役割や意義は大きい。

スーパービジョン (SV) の仕組み

正（副）担当⇔副（正）担当
先輩Co⇔後輩Co

正（副）担当⇔副（正）担当
先輩Co⇔後輩Co

ピアSV

ライブSV
個別SV

グループSV

●月1回、1時間

●適宜
●月1回、1～2時間
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　その他、組織として位置づけられた研修以外の
自主研修についても、参加する機会が与えられて
いる。
　人材育成に関しても、人事管理システム（職員
の採用、育成研修、活用、評価）の中で行われて
いるが、一方で、人事考課や人事評価制度などの
整備に加え、業務管理体制の整備など、解決しな
ければならない課題も多い。

業務サイクル

年
次
目
標
・
計
画

年
次
目
標
・
計
画

支援計画（4月～翌年3月） 分析
評価

計画
作成

コミュニティワーク実践

ワーカー行動記録

計画に基づき実践

実践を記録

支援計画を
作成

会議記録を
作成

社協コミュニティワーク研修プログラム

　平成 21 年度、とちぎ社協コミュニティワーク
研究会と栃木県社協において、２年間にわたるコ
ミュニティワーク研修プログラム（基礎編・認定
コース）を共同で開発した。このプログラムは、
その前年に制作した「黒子読本」をテキストに、
実践で活用できる基礎的な研修内容として、座学
的な学習のほか、コミュニティワークの記録作成
や事例検討（プロセス検討法）の演習を行い、日
常業務化と業務サイクル（ＰＤＣＡ）定着化を目
標にしている（表 1）。
　この２年間の演習では、１年目に受講者個々の
実践を基に、実際に地区カルテや社協ワーカー行
動記録等を作成してもらいながら、記録の重要性
についての理解を深める。また、２年目を迎える
前に、受講者自身（社協ワーカー）の地域支援計
画を立てる。この計画では、コミュニティワーク
に不可欠な３つの目標（タスクゴール、プロセス
ゴール、リレーションシップゴール）を設定する。
　２年目は、この地域支援計画、特に、目標を意

識しながら実践し、それを記録化してもらうこと
でコミュニティワークの視点を学ぶ。また、事例
検討の方法を習得する。
　このように、コミュニティワーカーとしての一
連の業務サイクル（ＰＤＣＡ）を学習するために
２年間の構成となっており、修了者には認定証（と
ちぎ社協コミュニティワーカー証）を発行してい
る。
　この研修も平成 26 年度までに４期生が終了し、
全 40 名が修了した。また、基礎研修修了後のフォ
ローアップを目的とした研修会も実施している。
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コミュニティワーク研修会（基礎編・認定コース）チェック項目（表1） 氏名
チェック項目 チェック欄

１　

2　

3　

4　

5　

6　

7　

8　

社協におけるコミュニティワークの必要性

①　地域福祉について

①　コミュニティワーカーの役割が理解でき
　　たか

①　社会福祉援助技術の種類について 5　種類を理解し、説明で
　　きる

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

5　両者の違いを理解し、
　　説明できる

4　地域支援を理解で
　　きた

2　個別支援を理解で
　　きた

3　個別支援を理解し、
　　説明できる

5　理解し、説明できる

5　内容を理解し、説明で
　　きる
5　理解し、説明できる

5　理解し、説明できる

5　理解し、説明できる

5　理解し、説明できる

②　個別支援と地域支援について

③　コミュニティワークの技術について

④　コミュニティワークの展開過程について

⑥　社会福祉資源について

②　コミュニティワーカーとしての自覚を持
　　てたか

5　理解し、説明できる

5　理解し、説明できる

5　理解し、説明できる

4　理解したが、少し
　　しか説明できない

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

1　理解できなかった

4　内容を理解し、少し
　　説明できる　

3　内容を理解できた 2　展開の順番を理解
　　できた

1　理解できなかった

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

5　記録の意義を理解し、
　　活用して記録している

5　カルテの意義を理解
　　し、作成している

5　支援計画の意義を理解
　　し、作成している

5　各シートの意義を理解
　　し、作成している

5　経過記録の意義を理
　　解し、作成している

4　記録の意義を理解
　　し、作成できるが、
　　作成していない
4　カルテの意義を理
　　解し、作成できる
　　が、作成していない
4　支援計画の意義を
　　理解し、作成できる
　　が、作成していない
4　各シートの意義を
　　理解し、作成できる
　　が、作成していない
4　経過記録の意義を
　　理解し、作成できる
　　が、作成していない

2　カルテの意義を理
　　解できるが、作成
　　できない
2　支援計画の意義を
　　理解できるが、作成
　　できない
2　各シートの意義を
　　理解できるが、作成
　　できない
2　経過記録の意義を
　　理解できるが、作成
　　できない

5　会議記録の意義を理
　　解し、作成している

4　会議記録の意義を
　　理解し、作成できる
　　が、作成していない

2　会議記録の意義を
　　理解できるが、作成
　　できない

2　記録の意義を少し
　　理解できた

1　理解できなかった

1　理解できなかった

1　理解できなかった

1　理解できなかった

1　理解できなかった

1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる

5　持っている 3　少しは持てている 1　持てていない

4　理解したが、少し
　　しか説明できない

3　理解できた 2　少しは理解できた 1　理解できなかった

1　理解できなかった

1　理解できなかった

2　少しは理解できた

2　少しは理解できた

3　理解できた

3　理解できた

4　理解したが、少し
　　しか説明できない
4　理解したが、少し
　　しか説明できない

②　社協の役割について

③　コミュニティワークの概要について

コミュニティワーカーの理解

コミュニティワーク概論

コミュニティワークの展開

コミュニティワークの記録

調査

事例検討

その他

⑤　コミュニティワークの目標（3つのゴー
　　ル）について

⑦　住民主体の意義について（「何故、住民
　　主体が大切なのか？」）
⑧　コミュニティワークの7つの視点（目標
　　とプログラム）について

①　地域福祉活動計画について

②　事業の企画について

③　事業の評価について

④　組織におけるコミュニティワークのP→
　　D→C→Aサイクルについて　

①　ワーカー行動記録について

②　地区カルテの作成方法について

③　コミュニティワークの支援計画について

④　事業計画・評価シートについて

⑤　長期経過記録について

⑥　会議記録について

①　地域課題の抽出方法（仮説立て）につい
　　て
②　調査の種類について

③　調査の手段・方法について

④　ワークショップの実践方法について

①　事例検討の意義について

①　スーパービジョンについて

②　事例検討の方法について

③　コミュニティワーク・プロセス検討法の
　　視点について

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 2　少しは理解できた

2　少しは理解できた

2　少しは理解できた

2　少しは理解できた

1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

2　少しは理解できた5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

2　少しは理解できた5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

2　少しは理解できた5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった

2　少しは理解できた5　理解し、説明できる 4　理解したが、少し
　　しか説明できない　

3　理解できた 1　理解できなかった
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コミュニティワーク・スーパービジョン　

　地方分権の旗印のもと市町村合併が進められてきました。より身近な自治体へ権限を委譲するのが分
権化ですが、スケールメリットを求め自治体の大規模化が進み広域化した圏域の中で、地域住民にとっ
て行政がより遠い存在になったとも言えます。社協も組織文化やシステムが全く異なる中で再編するこ
とになりました。最も大きな旧市町村を本庁とし、その他を支部に分ける中で、本庁の社協システムを
単に支部（旧市町村）にそのまま押し付けるのではなく、小地域を基本に歴史や文化、実状（環境）に
応じた支援を展開できる組織体制を構築することが必要です。こうした合併後の社協組織を如何に再編
して行くのか、全国的に見ても依然根深い問題を孕みながら今なおそのあり方が問われていると思いま
す。

　再編した社協組織として「やるべきこと」を計画化するため発展・強化計画に位置づけることから始
め、「地区社協構想」を掲げて地域の組織化（地域福祉の基盤づくり）から着手しています。また、再
編に伴い大きな障壁となる職員間の軋轢を乗り越こえ、共通した価値基盤づくりにむけて研修プログラ
ムを体系化し中長期的な視野にたった人づくりによる組織再編のプロセスであると評価できます。これ
まで、活動する地域を異にしてきても、社協の使命と小地域を基本にした地域福祉推進の体制づくりに
向けて、コミュニティワーカーが地域と組織、組織内部の調整、プログラム開発を計画的に進めてきた
事例です。

　地域福祉は住民の日常生活圏域（小地域）を基本単位に展開される実践です。合併を通して広域化し
ても、基本的には、住民の日常生活圏域を設定する規準が変わることはありません。この事例では、地
域福祉の基盤づくりである地域組織化を発展・強化計画に位置づけています。このプランへ位置づける
プロセスにおいて、個別支援系ワーカーも地域組織化の必要性を共有するきっかけとなり、社協組織の
基盤づくりにもつながってきたといえるでしょう。こうした内外的な基盤づくりを経て、地域福祉計画
と一体的に策定した地域福祉活動計画が全市的な地域福祉推進の目標設定が立てられています。この市
レベルで計画目標を下敷きにそれぞれの地域の実状に応じ、小地域福祉計画策定へと進め、第二期目に
入った今、旧来の地縁組織だけではなく、NPO などの多様な主体が参加できるまで進展しています。
小地域レベルの計画であっても策定することが目的化されると推進段階で形骸化することになります。
コミュニティワーカーとして３つのゴール設定（戦略）を明確にすると同時に「実効性」を意識するこ
とは不可欠です。

■本事例の問題背景

■コミュニティワークの視点

■地区社協の組織化と小地域福祉活動計画



97

　合併如何を問わず、大規模化する社協組織において「使命に立ち戻る」機会は重要です。また、その
使命に基づいて、すべき事業を合理的に進めていくためのプラニングが必要になります。本事例は、合
併直後に上述した発展・強化計画の策定プロセス（組織内部の基盤）を進めています。このことは、本
庁支部の関係を超えて「社協として何をすべきか」を問うものであり、組織全体の中でそれぞれの専門
職の位置づけや求められる役割を明瞭化することにつながります。このプロセスを経ないと組織の横断
性は生まれません。
　また、地域福祉活動計画の策定を進めてきたことは、組織再編過程では重要なポイントになっている
と言えます。地域福祉活動計画は、社協を事務局に地域ニーズに基づき住民（組織）や関連機関団体の
参加を経て策定されるものです。地域福祉（活動）計画の実効性は、地域住民や関連機関の主体的参加
と連携恊働により具体的な活動が生まれることを指しますが、その前提には、社協内部が横断的につな
がることで発揮される総合力がものを言います。
その際に、事務局を担当者任せにするのではなく、事業部門も含めた社協専門職が地域に出向き、策定、
推進に参加することは専門職としての学びの場になり、組織内部の連携を深めるためにも不可欠です。

　やるべきことの理解と同様にやれる力量を身につけることも重要です。そもそもは、社協、地域福祉
とは何か、組織内部の横断性を求める意味やそのために必要な技量を高めるために、常に学びの場があ
ることが望ましいです。この事例検討も一つの方法ですが、すべてのソーシャルワーカーには知識や技
術を身につけるためだけの研修ではなく、チームビルディングを目的に含めた学びの場が必要です。
　ソーシャルワークは、個人であれ、地域の集団であれ、ニーズを抱える当事者自身の主体的な関与が
求められる相互関与性や、その取り組みの結果が生死や精神、将来等に直接影響を与えるにも関わらず、
もう一度やり直すことができない不可逆性という特性を有するサービス領域であり、一人で抱えこむこ
との危険性を常に孕んでいるからです。研修の場を通して、組織内部、また、その他関連団体との連携
強化をはかり、人づくりが組織づくりにつながることを意図的に組立てることが重要です。

（川本　健太郎）

■社協組織の使命に基づいた組織再編へのプロセス

■研修の意味




