
Chapter 3
具体的な日常業務の方法



68

Section 1-1 コミュニティワークの全体像

コミュニティワークを

“仕組み化”
せよ！

2つの仕組み

　職場において、コミュニティワークを実践していくためには、“２つ
の仕組み” が必要です。

１ 地域福祉活動計画の策定
２ 単年度を基本とした日常業務における地域福祉プログラム実

践の仕組み化

　では、なぜ、この２つの仕組みが必要なのでしょうか？
　簡単にいえば、それは、「長期的展望」と「短期的展望」をしっかり
と持ち続ける仕組みだからです。

　地域福祉活動計画においては、社協が住民とともに何に取り組むべき
か？　を、改めて組織として考える大きな契機となります。住民の計画
としての側面だけでなく、組織として、「地域福祉とは？」について考
える大きな契機となり、社協全体の目標設定（長期的展望）ができます。

　しかし、この計画だけでは、間接的な支援が多い地域支援においては、
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成果が見えにくく、日常的に地域福祉を推進していくことが形骸化して
しまう場合が多々あります。そのため、地域福祉プログラムをしっかり
と進めていく身近な共通目標を持ち、その目標に向かって動いていくこ
とが重要になります。そこで、重要となってくるのが、「日常的なコミュ
ニティワークの仕組み化」です。

　今まで、コミュニティワークの実践においては、残念ながら、個人的
な力量によるもののみに終始し、「それは、○○さんだからできる」と
いったことがよく言われます。確かに、地域支援の力量が高く、素晴ら
しい地域づくりを行っている方はいらっしゃいます。しかし、果たして
個人の力量だけで仕事を進めていくことが、社協にとって良いことなの
でしょうか？
　このまま、個人の力量だけに頼っていては、社協が地域支援を行うた
めには、偶発性に頼るしか手段はないということになります。そうなる
と、行政の財政状況が逼迫していくにつれて、偶発性に対してのみ補助
金を出すということになってきてしまうのではないでしょうか？

　また、しっかりとした仕組み化がなされていないと、担当者が変わる
と、地域の状況が引き継がれず、地域支援をしようと地域に入ろうとし
ても、一から地域を把握しなければなりません。地域課題をきちんと把
握するころには、担当の方は異動ということにもなりかねないのです。

　そこで、日常的にコミュニティワークを実践していくためには、日常
業務における地域福祉プログラム実践の仕組み化が必要となってく
るのです。
　ここでは、宝塚市におけるコミュニティワークの仕組みをもとに見て
いきたいと思います。

日常的なコミュニティワークの仕組み化



コミュニティワーク
事例検討

コミュニティワーカー
記録

支援策の改善検討・実施

事例課題の継続支援

事業計画

プログラム実施

個別の職員への働きかけ

チームミーティング

課内ミーティング

プログラム評価
基準設定

検討会議
業務管理

チームの
方法論化
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　ここで重要なことは、それぞれがすべて絡み合っているため、何かを
行っていないと他のものもうまくいかなくなるということです（逆にい
えば、どれかを実践していれば、他のこともやらなければならなくなる
ということですが）。
　例えば、記録についていえば、漫然と記録を取り続けていても、その
記録を元に職場などにおいて事例検討を行ったり、きちんとしたＯＪＴ

（個別スーパーバイズ）や業務管理を行っていなければ、担当のワーカー
は、「記録を書く意味などあるのだろうか？」と疑問を持ち、せっかく
自分がおこした地域への働きかけが、職場に共有されることも、次の担
当の方に引き継がれることもなくなってしまうのです。そうならないた
めには、どんなに不格好だとしても記録をはじめとしたこれらの過程を
いかに行っていくかが重要になってくるのです。
　そして、この仕組み化の成功率を高めていくためには、検証が必要で、
そのコツは検証の責任者をもうけることです。*1

（藤井博志著『社協情報　ノーマ　2008　2月号　№.214』全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会，2008年，P10．）

事例検討とPDCAサイクル

図　宝塚市社協における事例検討と業務サイクルイメージ図
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　ＰＤＣＡは「サイクル」といっていますが、正確には「らせん」です。
はじめは、不格好でも、ＰＤＣＡサイクルの「Ｃ＝Check（検証）」
がきちんとしていないと上に上がっていかないのです。

　大切なことは、「とにかくやってみること」と「検証」をきちん
とすることです。

　この日常業務の仕組み化は、地域包括支援センターなどの個別支援
ワーカーの世界では、周囲からの要請もありますが、すでに当たり
前のように実践されつつあります。“地域支援”までは、なかなか手
を出せずにいるのは事実ですが、近い将来、地域包括支援センターや障
害者相談支援センターのワーカーが力をつけてきたとき、社協としては
果たしてどのように “地域支援” を行い続けていくのか、きちんと考え
ていく必要があります。

　人は「意味」ではなく、「意識」の共有で動く。

　この仕組み化を職場に浸透させるには、コツがあります。それは、当
たり前ですが、みんなをやる気にさせることです。
　どんなに正論をいっても、人は動かない。「すばらしいです。がんばっ
てください」になってしまいます。
　とにかくこの仕組み化も複数の人で考えて、その過程において、自分
が考えたものとして、意識を共有していくことが重要になります。過程
の中で、「私がその部分やります」とどれだけの人に言ってもらえるか
がポイントです。

個別支援ワーカーにおける仕組み化

仕組み化を成功させるためには？
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　つまり、
　人は「意味」ではなく、「意識」の共有で動くのです。*2

　社協ワーカーとして活動に取り組んでいくためには、この「仕組み化」
は重要な役割を担うことになるのです。
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地域課題から見る
コミュニティワークの各種調査Section 1-2

課題抽出の第一歩は

“仮説”
から始まる！

　社協では、各社協の事業計画に基づいた諸事業を実施していますが、
理論上、事業計画というのは地域課題を社協が蓄積した結果として反映
され、設定の根拠も蓄積された地域のデータによるところを基礎として
います。
　つまり、私たちの活動地域・エリアの設定とは、自身で蓄積した情報
群に応じ設定がなされるものであり、既存のエリア、つまり行政区等（自
治会や班、小・中・高校区）という端的な定義付けではなく、集約し
た地域の情報や課題を根拠に活動する地域を定義することが必要
です。そうすると、自分の事務局のある地域を越えて活動する機会もあ
ることに気づくことがありますし、柔軟な活動ができる可能性も秘めて
います。

　ここでは、地域への入り方を私達はどのように設定していくかを考え
てみたいと思います。ひとつは、学術的に地域をエリア（物理的・行政
的な区分け）やコミュニティ（生活圏域）として構造化したうえで、概

活動の蓄積から活動地域やエリアを設定する

地域課題抽出への第一歩は「仮説」
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ね設定した課題の検証に見合う地域を焦点化して介入する方法です。
　もうひとつは、職業集団として地域を独自定義し地域参入する場合が
あり、その地域理念の下に専門性を生かした活動を均一に展開しながら、
活動場所で得られた課題を検証していく方法です。

　つまり、前者は「地域を１つの集団として定義し、蓄積されたワーカー
の記録や住民実態等の課題（仮説）に応じたエリアを設定し地域へ介入

（設定仮説⇒検証型）」し、後者は「自己集団の理念や願いを根拠とし
て地域介入し、その結果として課題（仮説）を構築する、ボトムアップ
的介入（仮説生成⇒検証型）」を示します（※研究用語では、前者を「演
繹法」、後者を「帰納法」といいます）。

　これらの過程の中では、常に「検討立てした（浮かび上がってきた）
課題は本当に課題なのか」「この方法でやってみたらどうなるのか」と
いった仮説を一定の手続きの中で検証していく作業が何度も必要になり
ます。その結果が、「解決」につながります。

　地域を、「複雑多岐にわたる要因が絡みあう場所」として仮定した場合、
特定された場所で起こる諸問題を解決するためには、その要因が絡み合
う集団構造を理解しなければいけません。その理由は、上述した通り課
題によって私達が活動するエリアを変えなければいけないことや、支援
を進めていく上で、

　特定の課題（地域課題）が個人に起因する課題なのか、地域の
集団形成や社会性・風土に起因する課題なのか把握することがで
きない
からなのです。
　例を上げてみましょう。地域の組織化を進めていく中で、２つの地域
にまたがるエリアを１つのエリアとして展開しようとする場合、何らか

よい仮説を生むために ～「集団」や「場所」への現状理解と蓄積を～
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の相違があり難航している地域があるとします。個としては一見良好な
関係を構築できているように見えましたが、調べていくと小字を境に
くっきりと政治的な思想観の違いがあることが見えました。私たちの活
動は単に行政区に分けていくと異質な部分もあり、深層的（見えにくい）
な人間間での関係性を重視することが多いのです。この場合は、エリア
分けをより広範囲で検討する必要があります。
　また、個別支援を行っていくと類似した課題が複数の人間に当てはま
るケースや、共通の困りごとが近接した地域で起こっていることもあり
ます。
　この状況に「気づける」視点を養うためには、日ごろより各地域の
大まかな状況を掴み蓄積しておかないと気づけません。

　地域診断には“ ２つの観点”があり、大別すると「地域社会の診断」
と「地域集団・組織の診断」に分けられ、両側面からの把握を通じ地域
把握を図ることが必要です。

【参考：地域の元気度という観点から】
　「地域社会の診断」は、「地域福祉活動の基礎は人口動態にある」とい
う言葉に代表されるように、資料で見られた観点別に市町村の大まかな
データと、標的となりうる地域のデータを算出した上で、絞り込みや介
入を図ることが活動の円滑性に影響します。
　これを、地域の状況を把握する（状況把握）と言います。ここで
は、必要に応じて地域の歴史や文化の変遷をたどる診断も必要となりま
す。その観点としては、①自然環境　②産業や就業の形態　③政党の支
持基盤　④冠婚葬祭等文化的な伝統を基軸に地域の個性を捉えていくこ
とが必要であると言われています。
　「地域集団・組織の診断」は、地域としての行動力（地域行動デー
タ）、つまり既存団体や組織の状況がどのような状況にあるのかを調べ

地域データ（その１：動態・社会資源・住民活動）



元気

出生率 人口 高齢化率

生き甲斐・充足感 健康（心・体） 人間関係のつながり 不安がない
安全・安心 雇用・収入

祭り

地域の運動会

スポーツ大会・練習

バザー（イベント）

年中行事

地域の掃除

イベント（回数、規模、
リーダーの人数）

生涯学習

高齢者の就業

個人の取組

自治会活動

子供会組織率

老人会活動

おやじの会での活動

子供の居場所

共同農業作業・水の管理

芸術・文化活動

各種団体の活動内容

防犯パトロール

火の用心（パトロール）

自主防災活動

あいさつ活動

共助の取組

朝市

地域ブランド

コミュニティビジネス

伝統芸能・工芸

農業体験

グリーンツーリズム

リサイクル

癒し

地域の資源を
活かす取組

福祉サービス

福祉タクシー

給食サービス

買物配達サービス

人材派遣

地域に住んでい
る人対象の取組

CATV

コミュニティFM

地域の情報紙

地域の情報
の受発信

・・・・・・・・・各種データ・・・・・・・・・

地域通貨

地域力の向上

地域点検

地
域
行
動
デ
ー
タ

状
況
把
握
デ
ー
タ

（国土交通省中国地方整備局『中国地方の地域社会を考える懇談会報告書』
(http://www.cgr.mlit.go.jp/chiiki-shakai/top.htm/）図表Ⅱ-3．）

図表　データの概念の具体的イメージ
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たうえで、福祉活動等との関わりについて一定の評価をすることにあり
ます。身近なところでは、①町内会・自治会組織　②ボランティア活動
やＮＰＯ等　③高齢者の集団・組織　④児童関係の団体・組織　⑤障害
児（者）の団体・組織等の観点からいわば、地域自助の元気度を捉え
ていくことです。

　上の図は、地域社会を元気にするためにはどのような仮説（課題）を
抽出すべきかを状況把握データ及び地域行動データより詳細に抽出する
ことで、元気づけるための戦略を作っていこうとするものです。よい仮
説を抽出するためには、このような外堀からの視点（マクロ）と内側か
らの視点（ミクロ）の両側面から地域を把握し、蓄積する手法も用いら
れています。



データにより
効果を把握

状況把握データ
【現状を表現】

【結果として現れる現象】
（人口増減）
（出生率）
（医療費）

など

元気の素が
分かる

地域行動データ
【様々な活動】

（ボランティア活動）
（コミュニティ活動）

（NPO活動）
（祭り）

元気になるためにやらなければ
いけないこと（戦略）が見えてくる

状況・意識
の共有

行動目標
の共有

（国土交通省中国地方整備局『中国地方の地域社会を考える懇談会報告書』
(http://www.cgr.mlit.go.jp/chiiki-shakai/top.htm/）図表Ⅱ-4．）

図表　データの関係性の概念図
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　そのうえで、2つのデータを相互に見直していくことによって大まか
な課題を見つめていこうとする流れになります。

　本来、事業等を実施・解決する過程においては、ある程度の客観性を
持たせることが必要であると考えられていました。例えば、行政等と連
携し事業を実施するにあたって、しばしば小地域でその効果を見ていく
機会があります。その途中で私たち社協ワーカー個人が持つ感覚や視点
は述べていくものの、結局のところ、ある程度他の地域でも同じ効果・
結果が得られるようシステマティックに事業が組み立てられることがあ
りました。
　しかし、よく考えてみると、現実的に異なる地域で同じことがあ
てはまるということ自体不自然なことではないでしょうか。また、

地域データ（その２：ワーカーの視点＋思い⇒現場の理論へ）
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事業体として同じ事業を同じ手続きで実施することはすごく違和感のあ
ることではないでしょうか。
　この状況は、以前から私たちが良い感性を持っていたにも関わらず、
それを記録として蓄積していなかったことに起因しているとも仮定でき
ます。地域における客観性とは、いったい何なのでしょうか。
　私たちが行う地域への介入には、「客観」という言葉はなじまない部
分があります。なぜなら、自身が地域の参加者として入っているからで
す。そこに自分が一緒に参加していたら、主観的で一見客観性も何もな
いではないかと誤解されてしまうからです。しかし、主観は客観の集合
体から得られた考えである（間主観性）というアプローチもあります。
端的に言えば、「世界」は客観的に存在するのではなく、多くの主観の
間で共有されたものとして存在すると考え、その上で成り立つ公共性の
ことなのです。
　つまり、社協ワーカー個人を独立した存在として見るのではなく、

社協ワーカー個人は複数のワーカーや地域の人たちとの関係性の
中で存在している、その中で培われた理論こそが、むしろその地域の
中での新たな「客観」と呼べるのです。
　これより、日常的な住民や利用者・ワーカー同士のやりとりを記録化
することは、現場の理論を形成していくうえでとても貴

・ ・ ・ ・ ・

重な財産なので
す。
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定性的（質的）調査と
定量的（量的）調査

Section 1-3

調査は

“質と量”
から理解する必要がある！

蓄積より仮説ができたら

　記録の蓄積が行われていくと、「〜ではないだろうか」という疑問が
生じてくると思います。
　それを私たちは、改めて住民や事業の対象者に確認する作業を行いま
す。それが、調査です。
　この、「調査」という言葉を耳にしたとき、多くの人は最初にアンケー
ト調査を連想するのではないでしょうか。アンケート調査では、実態調
査のように調べたい項目を問いと答えの形式で記載してもらう手法や、
〜段階調査法に代表される、回答者の感ずる所見に関して「思う・やや
思う」などに○を記載させ、回答してもらう手法が多く活用されている
ようです。そして、その結果として計量的に示されたデータは、読み手
にとって客観的数字に裏付けられた信頼のおけるものである印象を与え
ます。そこに小数点以下の数字が記載されているようなら、読み手はも
う恋に落ちたように納得してしまうでしょう。
　しかし、私たちが調べたい事象、特に地域のニーズとは本来アンケー
ト調査のみで知りえることができる事象なのでしょうか。地域住民の
ニーズを顕在化し特定の事業等に結び付けていく過程で行われる様々な
ニーズの集約方法や方法論は、既知のとおりアンケート調査だけでは困



定性的調査 定量的調査

事例研究法
フィールドワーク
アクションリサーチ
現場観察・参与観察
座談会
文書資料の解釈
構造化または半構造化インタビュー

統計的研究法
組織的観察
実験的観察
統計資料分析
量的内容分析

記録・日記・日誌
フィールドノーツ
歴史資料

センサスデータ
サーベイデータ
観察データ、実験データ

代 表 的 な
技 法

デ ー タ
の 形 式

【定性・定量の性質】
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難なものです。
　ところで、調査に関してはい

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

くつかのカテゴリ分類がなされています
が、大きく分けると“2種類”あります。
　１つは、フィールドワークやインタビュー、参与観察に代表されるよ
うな「定性的調査（質的調査）」と、もう1つはサーベイ（アンケート）
調査に代表されるような「定量的調査（量的調査）」と呼ばれるアプ
ローチです。
　定性的調査というのは、比較的少ない数の事例を詳しく分析すること
によって、社会現象や文化に関わる問題について、多くの要因の間の関
連性を分析したり、記述したりするアプローチのことです。これに対し、
定量的調査というのは、かなり多くのサンプルについて集められたデー
タをもとに、比較的少ない数の要因（1回のアンケートで調べられる程度）
間の関連を全体的に調べようとするアプローチです。簡単にいうと、定
性的調査を「深く狭く」調べるアプローチだとしたら、定量的調査は「浅
く広く」調べる方法です。2つのアプローチの例を下記に紹介します。

　定性的調査と定量的調査の2つといっても、その方法には例示する通
り多くのアプローチがあることが分かります。また、上記2つの調査は、
一見すると綺麗にそれらの性質が分かれているように見えます。この性
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質をよく理解し、じっくりと時間をかけ、適正な手続きを踏んだ上で事
象課題を解決するのであれば、信頼性の高い文献や資料として、事業に
使用できるのではないでしょうか。
　しかし、私たちには、その詳細な手続きにかかる時間や労力、経済的
ゆとりは十分ないことも承知していますし、地域福祉活動計画などを作
成する際には、1回のみの調査（ヒットエンドラン方式）や数回の座談
会等で、大まかな住民ニーズをつかめるはずがないこともまた、承知し
ているかと思います。
　重要なことは、ひとつの方法にとらわれずに、その解決したい
課題に対して有効な手段を複数選択しながら、課題を解決するこ
とです。この観点は、方法論的複眼（「マルチメソッド」「トライアンギュ
レーション」）とも呼ばれており、複雑な事象を解決するひとつの手段
として活用されています。
　実際に定性的調査を行う場合にも、定量的調査のエッセンスを交えな
がら結論づけている文献も多くあります。
　メジャーな調査法については後述しますが、今後は、社会福祉士養成
課程に見られるような「社会調査」や簡単にわかる統計の本が出ていま
すので、具体的な方法論は書籍を参考にしてみてください。

〔用語の解説〕
参与観察･･･数ヶ月・数年単位で対象地域に入り、その地域の一員として直接観察を行うこと。
センサスデータ･･･ ｢人口･国勢調査｣。農業や工業など、国勢のさまざまな側面について行う統計調査。
サーベイ･･･「調査」「実地踏査」等の意。



新たなニーズを発掘する・地域で困りごとを探る・福祉意識の定着
を見る（確認する）・育児、医療、移動、教育の現状を探る・課題
把握の１形態として・地域への捉え方を確認するため・住民が望む
サービスを見つける・安心するまちづくり・福祉の風土づくりなど
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Section 1-4 アンケート・住民実態調査

実態把握などの調査は

“手段・方法”
を学ぶべし！

住民への実態（意識）調査の現状

　地域福祉活動計画を策定する際などに、地域住民の生活実態に応じた
ニーズがどの程度あるのか、個々の福祉的な意識や関心の度合いはどの
程度かを把握するための１つの指標として、住民実態（意識）調査が実
施されています。そこでは量的データを集約して地域全体としてどのよ
うな傾向があるのか、また、どのような事業展開を行うべきかなどを明
らかにしています。
　例として、県内において全般的に策定済みの地域福祉活動計画ではど
のような内容や手法を用いて調査が行われているのか見ていきたいと思
います。

①調査の目的
　目的については、次のようなキーワードが組み込まれています。



住民全員抽出・住民世帯数抽出・無作為（千人単位ないし数百人
単位）抽出・作為抽出（関係機関別等）・社協事業参加者別・福祉
団体別・趣味の集い別・年齢層など

性別・地域はどこか・年代は何十代か・在住期間・家族構成・職業・
同居・扶養の意識・「地域」「近所」への意識や関わり度合い・付
き合い方・自治会参加状況・各福祉分野への関心度・次世代の家
や親への意識・介護意識・ゴミ問題・福祉への印象・市町の好き
嫌い・理想の市町とは・現状の市町や社協実施サービスの満足度・
福祉への興味関心・福祉活性化への手立て・合併したら論・ボラ
活動の経験や参加の有無・社協に足りないもの・地区社協の活動・
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②サンプル抽出
　調査対象（サンプル）の抽出については、次のような種類があります。

③回答・回収方法
　回答方法ついては、2段階（「はい」か「いいえ」）ないし、4段階回
答法（「思う」「やや思う」「あまり思わない」「思わない」等）、5段階
回答法（4段階回答法に、日本人の好きな「どちらとも言えない」を加
えたもの）、該当項目に○をつける（複数回答あり・なし）、自由記述法

（上位記載・空白提示）などが一般的です。
　また、回収方法については、郵便返信が多く使用されており、その他
関係機関にポストを置く、職員が回収、既存事業や福祉まつり等のイベ
ントで直接配付し回答を得るなどの方法が採られています。

④質問項目
　項目については、大区分として福祉や教育、土木、産業、自治などの
カテゴリを設けて回答を促す方法や、地域福祉とボランティアに大別し
て質問をする方法が多く採用されていました。次のような質問がよく使
われています。



広報誌の周知について・あったらいいサービス・自分が困ってい
たら論・役立つ関係機関・若いボラ育成・アイデアなど

⑤計画に掲載された集計結果について
　集計結果については、個別の質問項目の回答をグラフ化して提示する
方法が採られていました。グラフの下段には、個別の結果をそのまま説
明している文章が多くありました。
　グラフの種類については、2段階回答法の場合は円グラフが用いられ、
4段階回答法や該当項目に○を付ける回答の場合には帯グラフが用いら
れていました。
　自由記述欄の部分は、各種グラフの次ページに集計結果一覧が細かく
記載されていました。
　
　現状では上記の手続きで調査が行われていることが確認できました。
今後も良い調査へ向かう一助として、考察事項を踏まえた提案がありま
す。

　アンケートなどの統計調査やサーベイ調査と呼ばれる類のものは、実
証的な手法であり、基本的に「何らかの仮説を検証するために用いる手
段のひとつ」です。ただ、実証的な手法であっても、事前調査としては
大まかな課題を把握するツールとしても活用されています。
　調査の目的と設問は、以下の視点を参考にしてみてください。

①調査の目的は何か
お そもそも形式的に調査を実施しようとしていないか
お 何を知りたいのか
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調査の目的と設問項目について



②具体的にどういった性質で、どの段階での調査なのか
お 地域等の課題が分からないので、それを知るための調査

※この場合、調査で得られたデータの妥当性を何で検証するの
か、何で照らし合わせて結論づけるかまで考えてください。

お ある程度明らかになっている地域等の課題を確認・検証するた
めの調査

お 事前・予備的に行う調査
お 本調査
お 事後調査

③設問項目に根拠があるか
お 項目を複数の社協ワーカーで吟味しているか
お 項目が難解な言葉（専門用語等）で表現されていないか
お 作成側の都合のいいように誘導的に設問していないか
お 分析する予定のない項目を入れていないか
お 回答しやすい・しにくい設問を入れていないか
お 設問数が多くないか（多いと後半の回答がダレてしまいます）
お 複数回答の選択肢は適当に作っていないか、的を得た選択肢か

④分析がしっかりできているか
お 基礎的な分析の方法を理解しているか
お 分析ができないため、結果の下に円グラフや棒グラフをつけて

分析したようにごまかしていないか
お 各設問間の関係性からクロス集計する必要がある項目が出てき

ていないか
お 各設問間の有意差・分散がないか
お 分析から得られた考察が結果を反映しているか、見当違いな考

察になっていないか

　ところで、上記の計画では、おそらく作業部会や策定委員を中心に質
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問事項を設定しているかと思います。しかし、策定以前から私たちはさ
まざまな地域福祉的な取り組みを行い、一定の実績や歴史があることも
事実です。業務記録については、整備されている所とない所があります
が、記録の中から見つかる疑問や仮説は少なくありません。簡単に例示
すれば、日常業務のなかで特定の事業に対する相談や質問が多い場合、
その事業の認知度や実施方法に関して周知が少ないことや、システム上
の問題を当然疑わなければいけません。新たな質問を投げかけることも
時に必要ですが、日常的に私達が感じた疑問や仮説を反映させ検証する
手段としても、今後、量的調査を活用できるかと思います。

　方法については、特に無作為抽出が多いことが分かりました。また、
無作為抽出では2,000人ないしは3,000人という抽出数を設定していまし
た。作為抽出の場合は福祉団体を中心に比較的広範に調査を実施してい
ることがわかりましたが、一方で個々の抽出先から得られた個体数が数
十から数百まで幅のあることもわかりました。
　ここで考えるべきことは、抽出の根拠はいったい何かということ
です。「2,000人分の予算しか取っていないから」ではないです。
　よく考えてみると、住民の何割の人にお願いするのか、どのような方
に対して回答してほしいのか、本当に無作為に抽出していいのか、世帯
に応じて回答し家族みんなで考えてもらう方法もあるのではないか、と
色々な方法や根拠を探ることができます。そう考えると、歯切れの良い
数字をサンプル数として設定することに対しては、疑問を生じることも
あるのではないでしょうか。
　サンプル数の設定の方法については、人口の十分の一などに設定する
方法や年齢階層別の何割かを抽出する方法などがあります。
　回収については、郵送法を採用しているところが多いようです。その
回収率については20％中盤から60％まで幅広い結果となりました。回収
率は、そのデータに偏りがないかどうかを左右しうる数値です。低いと
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回答者の抽出方法と回答・回収方法について



偏りがあるものと考えられ、「こういう考えもできる」程度と解釈され、
信憑性は乏しくなります。ただ、

　10万人の地域と5万人の地域で同じアンケートを1万人に配れ
ば、ほぼ5万人の地域の回収率の方が高くなります。
　これは母数が違うからです。回答率と信憑性の関係はその質問の性質
にもよるので明確には言えませんが、概ね50％前後を目標に回収率を高
めるための努力をする必要があります。つまり、回収方法については、
返信用封筒を同封するだけでなく、調査告知を強化したり、自治会の協
力を得たり、必要に応じて直接回収等も検討する必要があるのではない
でしょうか。

ワタシにとっての社協
○自分を育ててくれた大切な場所（32歳・男性・

社会福祉士）
○様々な分野・立場の人との出会いの場（28歳・

女性・総務）
○学び舎（35歳・男性・事務職）
○正義の味方！（36歳・女性・社協コミュニティ

ワーカー）
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Section 1-5 座談会

座談会は

“迷子”
にならないように気をつけること！

　座談会の回数を重ねていくと、座談会の方向性が分からなくなってき
ます。ここで重要なのが、開催したそもそもの目的です。目的に立ち返
ることで、今後の方向性や会の存続について十分見つめ直すことができ
ます。つまり、“目的の設定が重要”なのです。
設定の根拠は色々ありますが、特に

① 私たちが地域の情報やニーズを把握すること。特にその地域
住民の階層や構造（地縁組織が主かなど）を把握するため
か否か。

② 活動の滞る地域において、そこの地域住民の主体性を形成す
るための仕掛けを作るためか。

　などをあげることができます。
　また、そのなかで、どういった年齢層の住民に主に参加してもらいた
いのかということも含めて目的を設定してくことが必要です。

　地域の単位については、地縁型組織中心で主体形成まで行わない場合

なんで「座談会」を開催するのか？

地域の対象の単位はどうするか？



☞point
○ 地域には、主に地縁型（自治会長、民生委員、行政区長、公民館長、

保護司、婦人部、老人クラブなど）の方といわゆるテーマ型（アソ
シエーション型：ボランティア、ＮＰＯ、主婦、世話焼きさん、役
職にはついていないが自分から何かをやりたがっている方など）の
方々、当事者の方（独居高齢者や障害のある方など）に分けられます。

○ 社協の場合は、地縁型の方々とのつながりが強い場合が多いため、
まずは、地縁型の方々に座談会の話を持っていった方が地域から反
発が出ることが少ないようです。

○ ただし、デメリットとしては、「頼まれボランティア」的な方々が多
いため、動きが鈍い場合もあります。

○ お金の問題に対しては、きちんと事前に説明しておくことは重要です。
○ また、座談会の準備の段階から地域の方に入ってもらうことも効果

的です。
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においては、自治会単位など少ない世帯数でも問題ありません。
　もちろん、主体形成を行う場合でもやり方によっては可能です。ただ
し、地縁型組織中心の場合、担い手が同じ人物になってしまい、一人に
負荷がかかりやすくなり、活動が停滞しやすくなる場合もあることに注
意が必要です。
　地域によって、集落単位、行政区単位が良いか、小学校区、自治会連
合会単位などが良いか、など活動しやすい単位を検討する必要があるこ
とはいうまでもありません。

　初めて地域に入る場合は、地域の状況がよく分からないため、つまり
誰がキーパーソンなのか？　や人的構造や地域の歴史はどうなのか？　
といったことが分からないため、地縁型の方をターゲットとして、座談
会の開催の話を持ちかけた方がうまくいく場合が多いです。

対象は誰にするか？



90

　周知方法は多くが回覧板で回してもらう形式ですが、実際は地域の中
心的な自治会長や民生委員などの呼びかけにより、頼まれてくるという
方が多いのが実情です。

　座談会を開催することにより、地域の人が自分の問題と捉えた上で活
動できるようになるためには、５回程度は開催するのが良いといわれて
います。単に、地域の方の声を聞くということであれば、１、２回でも
問題ないと思いますが、「道路を作ってほしい」といった社協では対応
することが難しい問題が出てきてしまう可能性も大きいのです。
　こういったことを防ぐためには、前段に簡単な講話と、模造紙、ポ
ストイットを使ったＫＪ法などによるワークショップによりテーマを
決めて、グループなどで話し合いを行うという方法もあります。

　最低５回ぐらいの開催ということに加え、その後の担い手となっても
らうためには、地区社協の組織化なども検討していくことが必要になり
ます。
　誰が推進主体となっていくか？　は、難しい問題です。気をつけないと
同じようなことを同じ自治会長がいくつも担っている可能性があるため、

① 他の機関からどのようなことを頼まれているか？
② 既に、その地域で行っている活動はどのようなものがある

か？
③ そして、社協ワーカーは何を地域課題と仮説として考えているか？

周知方法

開催方法

地域の人が自分たちの問題として捉え、自分たちで解決
するためには
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④ その地域の歴史はどのような歴史を持っているか？
⑤ 今まで社協がどのような働きかけをしてきたか？

といった「地区カルテ」や「長期経過記録表」を事前に作成した上で、
座談会により仮説を検証していくことが重要になります。

　もし座談会で了承を得られたら、広報誌などで広報していくことも今
後地域に波及していくひとつのきっかけとなります。

　この場合は、違うやり方も必要です。例えば、ある市では準備の段階
から現在まで、地区社協活動などに関わったことがない方、いわゆるテー
マ型（アソシエーション型）の方にも企画運営をしてもらうことにより、
地域に関心のなかった方にも気づきを促すきっかけとなった事例もあり
ます。

　個別支援ワーカーと地域支援ワーカーが一緒に座談会を企画準備する
ことも職員の主体形成を促す意味では重要になります。個別支援ワー
カーが座談会の企画準備をすることにより、今までよりアセスメントの
幅が広がったというような事例もあります。

広報の重要性

自治会にアソシエーション型の方が入ってもらうためには？

職場の縦割りを協働に導くためには？
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Section 1-6 地区カルテ

地区カルテは

“社協ワーカー必須”
アイテム！

なんで地区カルテを作るのか？

　「地区カルテ」とは、地域を患者にたとえ、その病状・処置・経過
などを記録しておくもの、つまり診療簿のことを指します。
　しかし、はなから地域が病気であることを前提に書く記録ではありま
せん。私たちが日常的に業務メモや日誌をつけていたものを、ただ観点
別にまとめて、何か分からないときや問題が起きた時などに読み返せる
ようにしたものです。
　私たちや諸先輩方は、長い年月の中で地域やそこに生活している人た
ちを「見たり」、時には「聞いて」きたりしていました。そして私たちも、
状況に応じて同じことをしていくでしょう。その事実は変わりません。

　同じ行為を地域で行っているのであれば、過去に同じ状況も
あったと思います。そして、同じ悩みにぶつかったりもしてきた
はずです。
　先輩方は、年をとるにつれて細かなやりとりは忘れてしまいます。ま
た、一人の優秀な社協ワーカーが抜けても組織を維持していかなければ
いけません。
　少ない人数の中で、社協ワーカー個人の地域感覚だけで仕事をしてい
ると必ず個人の弱みが「社協」の弱みになるでしょう。そうならないた



１. メモを取る
２. メモをまとめる
３. 思いついたことは記録しておく
４. ある程度期間が長くなったら、小さなレポートを書いてみる
５. 仮説を立て、観察を焦点化してさらに観察する

①メモを取る
②メモをまとめる
③思いついたことは記録しておく
④ある程度期間が長くなったら、小さなレポートを書いてみる
⑤仮説を立て、観察を焦点化してさらに観察する

（以下繰り返し）
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めにも、時系列に沿った経過記録や、地域のデータ、過去の社協ワーカー
の所感は常に社協の財産として蓄積され、更新されなければいけないも
のです。

　「地区カルテ」に限ったことではありませんが、「書く」という行為が、
日常業務の中で一番効率的に仮説を検証・分析するプロセスとなります。
つまり、特に数式を使った分析技法を使わなくても、効率的に書く行為
を行うことによって、課題が見つかったり、解決への糸口をつかめる可
能性を秘めています。
　業務が慣れてくるにつれ、徐々に私たちはメモを取らなくなってきま
す。それは自己の感覚で業務を遂行し始めている警鐘と捉えてください。

　メモを取り、書くことで自分のアイデア、考え、認識を鍛えて
いく、これが最も大切です。
　参考までに、質的調査研究での基本というのは、実は下記のとおりシ
ンプルな構造なのです。

メモを取る、書くという習慣をつける
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　現在、「地区カルテ」は「地区別基礎データ表」や「コミュニティ
別基礎データ」等として色々な名前が付けられています。ところで、福
祉関係のキーワードを探っていくと、似たような言葉や言い回し、英語
等が混同されたり、重複されて使用されている場合があります。また、
言葉が多いことも悩みの種でしょう。この現象は、昨今の日本における
福祉の動向が急であることや、福祉学という学問全般の歴史が浅いまま
分化してしまったこと、他の学問領域の考えを多様に使用していること、
過去に研究者や大学教授が「言葉の使い方」に関する十分なすり合わせ
をしてこなかったことなどが原因として浮かび上がってきます。
　話を戻します。「地区カルテ」は、各社協のエリアの設定によって
まとめ方は違いますが、概ね地区社協等の既存のデータ集約によるとこ
ろのようです。およそ、郡部では集落や区、単位自治会ごとにもなるこ
とや、都市部では小学校区ごとのデータとなっています。このエリア指
定の定義づけによって、収集できるデータも異なってきます。ただ、い
ずれにしても、基礎データであることは否定できないので、
　「地域特性」　「社会資源」　「福祉ニーズ」
の３領域を意識したデータ収集を盛り込むことがその観点として挙げら
れます。
　特に、「社会資源」は、①地域の拠点　②団体状況　③ネットワー
クの場などを基軸に、社協ワーカー自身が日常的に協働したり、気を
使っている地域リーダー等の活動者のデータも記載されておく必要があ
ります。
　例として、基礎データの資料を示します。かなり細かく調べるのでは
と考えている方もいるでしょうが、実際のところは個人情報保護の観点
から行政よりデータを頂けない場合もあります。その場合は、不明な箇
所を抜かして記載するだけで構いません。ただ、社会資源（インフォー
マルな住民活動や地域の世話焼きさん等も含めた）や現状で抽出できう
る地域課題などを中心に埋めていくことが私たちには特に重要であると

地区カルテ
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思われます。
　また、基礎データも住民層別の数的・質的な視点（「もともとそこに
住んでいた人が多いのか」「新興団地があるか」「住民同士は一見うまく
いってそうか」）等を記載した方が、課題を抽出するうえでは考慮すべ
きところではないでしょうか。
　なお、地区カルテにその地区のマップをつけて印をつけたりその地区
の歴史を加えたりするなど、皆さんが把握しやすい形に直していくこと
も考えられます。



地域カルテ

地域福祉圏域別　基礎データ（日光Ａ地域福祉圏域）

平成20年　4月　1日現在

項　　目 圏域内数 全市数 入手先 基準日
人口 3,036人 94,026人

住民基本台帳
（市市民課） H20.4.1

年少人口
0～14歳（年少人口率）

347人
（11.4％）

11,528人
（100％）

生産年齢人口
15～64歳（生産年齢人口率）

1,879人
（61.9％）

58,226人
（100％）

老齢人口
65歳以上（高齢化率）

810人
（26.7％）

24,272人
（100％）

自治会数 12 244 住民基本台帳
（市民課） H20.7.1

H20.4.1

世帯数 952世帯 36,025世帯

民生委員児童委員数 8人 237人 民児協総会資料
（厚生福祉課）

H19.12.3
（ 委 嘱 状 交
付）

主任児童委員数 2人 26人 　　　〃 　　〃

単位老人クラブ数 4単位 単位

生活保護世帯数 世帯 世帯 人権福祉課

要介護認定者数 人 人

厚生福祉課

要支援１・２ 人 人

要介護１ 人 人

要介護２ 人 人

要介護３ 人 人

要介護４ 人 人

要介護５ 人 人

障がい者手帳所持者数

厚生福祉課
身体障害者手帳 人 人

療育手帳 人 人

精神保健福祉手帳 人 人

高齢者世帯数 155世帯 8,196世帯

独居世帯数 80世帯 4,686世帯

高齢者二人（夫婦）世帯数 68世帯 3,379世帯

ひとり親世帯数（児童扶養手当受給者） 世帯 世帯

小学校数 1校 28校

教育委員会 H20.5.1
児童数 134人 4,791人

中学校数 1校 17校

生徒数 75人 2,680人

高等学校数 0校 3校 H20.4.1

535

655

630

699

597

379

3495

（厚生省HP）
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生徒数 人 人

特別支援学校数 0校 1校 教育委員会

不登校児童・生徒数 人 人

保育園数

子育て支援課
公立保育園 0園 16園

私立保育園 0園 6園

児童館 1園 6園

幼稚園数 0園 9園

社会資源リスト

項　　目 名　　　称　　　等

社会福祉施
設等

高齢者福祉施設 デイサービスＢ、グループホームＣ、小規模多機能ホームＤ、在宅介護オ
アシス支援事業所Ｅ

障がい児・者福祉施設 なし

児童福祉施設 Ｆ児童館

その他

活動拠点

共同利用施設・地域利用施設等 Ａ地区公民館

自治会館等

学校関係

その他

公園 Ａ地区運動公園

医療機関 往診可能の病院 Ａ地区診療所

生活関連機
関等 よく利用されている商店等 ＪＡ直売所、ファミリーマートＧ店

教育施設 Ｈ小学校、Ｉ中学校

その他活用可能な社会資源

人的資源リスト

項　　目 名　　　称　　　等

団体・
グループ

福祉活動団体 Ａ地区社協

ボランティアグループ グループＥ

ＮＰＯ

その他の団体

個人

コミュニティ活動

福祉活動

その他
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地域福祉圏域内の主な活動20年度実績

区　　分 内容・実績（前年度との比較） 課　　題

４月

自治会長会（4日） 委嘱状交付・総会
※日赤募金（社資）への協力依頼（市社協）

社協ワーカーとしての出席
をしていなかった。この機
会に地区社協事業報告をす
る。

福祉施設：塩野室町
（6日） 小規模多機能型ホームＤ内覧会

老人クラブ連合会
（9日） 役員会（歓送迎会、会費について）

生活圏域連絡会
（14日）

4月定例会（包括、在介、担当保健師、社協ワーカー
顔合わせ）

５月

小学校（13日） 高齢者とのふれあい交流会事業打ち合わせ

学校行事のため、作られた
「高齢者との交流」意識で
進められる。福祉教育の分
野で支援できないか。

生活圏域連絡会
（15日） 5月定例会（情報交換、社協事業協働について）

地区社協（22日） 監査・役員会

役員に対しての事業説明な
どされていないため、他人
事になってしまう。総会前
の余裕をもった時期に役員
会を開催し、役員会で次年
度計画を進めたい。

地区社協（23日） 塩野室地社会福祉協議会総会

老人クラブ連合会
（26日）

役員会（Ｈ小学校ふれあい交流事業、清掃奉仕活動、
交通安全教室について）

６月

地区社協（1日） 花いっぱい事業（花壇整備・土づくり）

小学校（12日） 高齢者とのふれあい事業 イベント要素が強いふれあ
い事業となる。

民児協（13日） Ａ・Ｊ地区民児協合同研修会

合同開催だが、企画・調整
は当番制となっているが、
研修テーマなどを双方の民
児協で検討する必要はない
のか。

地区社協（17日） 花いっぱい事業（花苗定植）

小・中学生との共同作業
だったが、人数が多い、事
前打ち合わせが少なかっ
た。

自治会長会
（26日）

市社協会費、市社協事業（小地域見守り活動推進）へ
の協力依頼。

地区社協（27日） 独居老人等給食サービス（ボランティア、民生委員児
童委員）

～以降省略～
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重点エリア

重　点　地　区 要　　　　　　　因

地域課題

Ａ．高齢者問題

課　　題
・公共交通が不便（バスのみ）
・日中独居の見守り活動（特に平日の昼間）
・農閑期の外出機会が少ない

要　　因 ・公共交通機関が乏しい。
・農家を含め、若い世代は仕事に従事している。

援助目標（１年） ・農閑期に外出機会を作る（地区社協事業など）
・ボランティア人材の発掘・把握（地域の手薄な時間帯）

　　　　（３年） ・いきいきサロンの実施

Ｂ．障がい者問題

課　　題 ・精神、知的障がい者が多い。日常生活を問題なく過ごしているようにみえるが、万
一の際の地域支えあいの体制がみえてこない。

要　　因 ・内向的な地域性があるため、家中に隠す傾向がある。

援助目標（１年） ・障がい者に関する問題の把握

　　　　（３年）

Ｃ．児童問題

課　　題 ※把握できていない。

要　　因

援助目標（１年） ・地域内の児童に関する問題の把握

　　　　（３年）

Ｄ．その他

課　　題 ・支えあい体制ができていない。

要　　因

・自然災害が少なく、農家など地域全体が何らかの仕事をしているため
多忙である。

・自治会長任期が2年と短く、退任後は事業等に無関心である。
・自治会長会、民生委員児童委員協議会の情報を交換する機会がない。

援助目標（１年） ・自治会や団体の枠を超えた支えあい意識を視点においた事業（図上訓練、いきいき
サロン）の実施

　　　　（３年） ・自治会単位での事業展開

その他特記事項

・ボランティアの存在や活動の場が定着していない。
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住民支えあいマップ
（災害時助け合いマップ）

Section 1-7

地域住民の

“福祉の力”
を再構築しよう！

ホントの社会資源って「支えあい」？

　「住民支えあいマップ」は、世話焼きさんを柱としたご近所の福祉
を進めるために、あらゆる資源、人的情報を掘り起こすことを目的とし
て作るものです。近年では災害時のために、住宅地図上に要援護者や支
援者、避難所、医療機関などの地域資源や危険箇所等を記載することに
より、災害弱者と呼ばれる方々の対応を迅速に展開する手立てとしても
その活用が期待されています。
　私たちがニーズを把握する際には、一般的に住民懇談会や訪問調査、
住民アンケートなどを通じて様々な課題を把握してきました。一方で、
それらの方法には個々のつながりまで詳細には分からないという欠点が
あることや、調査シートやアンケートを元にご近所のつながりのイメー
ジを住民に浮かび上がらせることは困難であるという指摘もありました。
　しかし、住宅地図等を拡大し、改めて地域の様々な建物や世帯を見て
みると、人と人との関係や人と資源とのつながりを容易に浮かび上がら
せる利点効果もあることが確認できます。つまり、一枚の地図を通じて、
子どもから高齢者まで多くの方々を交えたつながりの線を容易に描写で
きる手段として、マップが全国的に活用されるようになりました。
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　「住民支えあいマップ」の活かし方はさまざまですが、目的は地域
の支えあいづくりであり、その作成過程そのものが支えあいづくりです。
その場合、班（組）や自治会といった生活区域内ですべての人が分け隔
てなく、日ごろのつながりを確認し合いながら作成していくことが効果
的です。
　この図は、災害時を見据えた支えあいマップの例です。特に、要援護
者を基軸として、その支援者や地域資源を棒線で記載したものです。一
枚の地図で表すとそのつながりが一目瞭然であることが分かります。
　どのようなことを把握していく必要があるかについては、以下の視点
で行うと良いかと思います。

①要援護者と隣人の関わり合い
　要援護者の方で付き合いのある方、ない方を抽出します。表面的に関
わりがないことや、独居であったとしても、趣味の関係や師弟関係で今
でも関わりのある方が近くにいるかもしれません。進めていくと地域で

 （長野県飯田市『災害時助け合いマップ（住民支え合いマップ）策定マニュアル』
（http://www.city.iida.nagano.jp/fukushi/map/）長野県飯田市，2007年．）
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孤立している世帯もあり、有事の際は要援護者となりうる可能性があり
ます。

②大小世話焼きさんの所在
　どの地域でも、個人に対して私達ではできない支援をしてくれる方が
います。その方は意外に地域のことを良く知る「情報通」でもあること
から、鍵を握る存在といえます。その方を抽出し、世話を焼いている方
や関わりのある方を線で結んでいくとつながりが確認できます。

③各種サービスの機能状況
　要援護者が使用する福祉サービス内容・事業所や、サービスの拠点、
保健医療関係の所在を抽出します。これにより、公的あるいは広域的に
カバーできるサービスを参加者が確認することができます。また必要に
応じて、新聞・郵便・警察・ヤクルト・生協・ＪＡなどの資源からつな
がりを確認できます。

④住民のふれあいの状況
　クリーン作戦などの自治会活動や忘年会新年会の状況など班や自治会
でひとつになる機会があるかどうかを確認します。「その中で、あの人
があの時こう言っていた」などを思い出すこともあるはずです。また、
視点を変えて、回覧板の回り順や、朝挨拶を交わす方、玄関が向かい同
士で心配なお宅の状況が確認できる方などを抽出してみると、思わぬつ
ながりを発見できるかもしれません。

⑤地区内の各種福祉資源の所在
　福祉団体加入の有無からつながりを見つけることや、地域のたまり場

（生きがいサロン・交流会・高齢者学級など）の拠点、お茶のみ場になっ
ているお宅等を確認していくと、交友関係のつながりを確認することが
できます。
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⑥地区の福祉課題とその解決のヒント
　記入をしながら話を進めていくと、地域の課題が徐々に分かってきま
す。それは危険箇所などのインフラ関係の問題から、引っ越してきた若
い夫婦、旧農村地と新興住宅地との関係など多種多様な問題が出てきま
す。その問題は福祉課題という狭い範囲ではなく、生活課題の方が多い
かもしれません。現場で作成を支援する社協ワーカーが察することが多
いと感じますが、ひとまず課題になりうるファクターやヒントを書き込
んでください。

⑦福祉ニーズの発信・収集の拠点の所在
　民生委員、福祉委員、自治会長、班（組）長等は、比較的市町関係の
情報が入りやすいだけでなく、地域の問題をよく知っている可能性があ
りますので抽出していきます。また、それらの方々が情報を得る人たち

（情報通）の方は世話焼きさんである可能性が高いので、同時に抽出し
てみます。必要の際は、私たちとこの鍵となる方々との連絡調整より様々
な取り組みを行うこともできます。

⑧プライバシー保護の徹底
　なお、要援護者の住所などの個人情報については、関係者以外に漏え
いがあっては絶対にいけません。「どの範囲の関係者が」「どういう目的
で」使用するのか、事前に申し合わせをし、文章にしておく必要があり
ます。

　上記を掘り起こしていく過程で、作成の場にいる方々が相互に対話し
進めていくことで、新たなつながりや協力を得られるケースもあります。
また、この作業で得られた課題の要因となるヒントを、社協ワーカーが
あえて投げかけることで、自分たちで問題を解決する方策を検討するス
キルが個々に身につきます。
　その他、社協ワーカーがマップの作成を通じて地域に入る際は、地元
の歴史や流儀を掘り起こすことも、つながりを見つけるための重要な手
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立てです。
　例えば、もともと農家数軒の集落だったものが、新規の区画整備によ
り住宅が建ち、ひとつの大きな自治会に発展した地域があるとします。
そういった地域では、班は入り組んでいて大きく見るとつながりが薄れ
ているように見えますが、昔ながらの持ち回り行事を通じてつながりを
維持している家もあります。また、何十年も前に組内に若い夫婦が越し
てきて、その時にたまたま家が近かったので、様々な相談を聞いてあげ
たAさんは、自身が独居になった今では、その相談を聞いてあげた夫婦
に買い物などのお手伝いをしてもらっているようです。そういった昔か
らの恩もつながりには大事な要素となってきます。
　つながりができやすい環境とは、年齢や趣味、奥さんの出身などが同
じか近い人同士がつながりやすいこと、班（組）が違って隣同士であれ
ば留守番の関係でつながりやすくなるなどの見解があります。また、地
域のつながりは「おすそわけ」の文化であり、いわゆる「頂く」「返す」
の関係を綺麗に相殺してしまうと、支えあいも相殺されるという指摘も
あります。一方で、要援護者の孤立感という視点に立てば、女性より男
性の方が約 6 倍孤立感を持っている傾向があります（内閣府調査より）。
　地域に住む「個」に共通する課題を地域課題として仮定するならば、
今後の私たちの仕事というのは、

　その希薄化された「個」と「個」を結びつけ、つな
がりを修復していく作業

なのかもしれません。
　そのためにも、マップを作成することを目的化せずに、地域に情報を
返して、地域住民とともに、社協ワーカーが地域の課題を解決していく
作業までが、マップ作りといえるでしょう。



住民・関係者

コミュニティ
ワーカー

社協等の組織

活動プログラムの選択

コミュニティワークの
手法選択

支援プログラムの選択

［地域福祉活動］

［コミュニティワーク］

［事業計画］

決定

支援

業務進行

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

評価視点

A・B・C ＝活動プログラム

壁 壁 壁

目
標Ａ  

Ｂ  

Ｃ

Ａ  

Ｂ  

ＣＡ  

Ｂ  

Ｃ

コミュニティワーク・プロセスの理解［目標とプログラム］

（藤井博志著『社協情報　ノーマ　2007　7月号　№.208』全国社会福祉協議会地域福祉推進委員会，2007年，P7．）
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コミュニティワーク実践に際しての
目標設定  ～計画的な地域支援～

Section 2-1

目標設定は

“分析視点”
を意識した設定をしよう！

　「コミュニティワーク」の実践は、前述のコミュニティワーク・プロ
セスというようなスムーズな進み方はせず、下図のように “紆余曲折”
して展開されます。
　大切なのは、なぜ “紆余曲折” しているのかを認識できることです。
この“紆余曲折”の仕方を戦略的に判断できることが、「コミュニティワー
カー」の専門性といえます。
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　そこで、この節では、藤井博志のコミュニティワーク・プロセスの「７
つの視点」*3 を意識した目標設定について説明します。

　地域福祉の理念は、住民主体、住民自治、地域民主主義、公民協働、ノー
マライゼーション、ソーシャルインクルージョンなどですが、特に “住
民主体” の理念のもとに、住民の主体形成と参加・参画を重視し、絶
えず「住民」に立脚して実践されているかは原則事項です。

　「コミュニティワーク」の目標は、「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」です。実践上では、この3 つの
目標が複合したり、その活動によって強調点が変わってきますが、この
目標の変化を見落とさないようにすることが大切です。

　目標達成の作業は、何らかの活動や事業という “プログラム” によっ
て進行します。「コミュニティワーク」は、目標とそれに対応した “プ
ログラム” を追うと実践課程の把握が容易になります。
　この場合、以下の2つの主体とプログラムが展開されます。

① 住民・関係者が選択した「活動プログラム」
 住民や関係者が設定した目標の達成のために、自らが必要と判
断し、実践する活動や事業。

② 社協等の組織による「支援プログラム」
 ①の実行を支援するために、「コミュニティワーカー」が所属
する組織（社協等）が実施する事業。

視点１　地域福祉理念が背景としてあるかを確認する

視点２　コミュニティワークの目標の変化を把握する

視点３	「プログラム」と「コミュニティワークの手法選択」
	 に着目する
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　このように、「活動プログラム」の支援や、「支援プログラム」を
住民・関係者へ適切に提供する、または調整する等の業務として社協の

「コミュニティワーク」は展開されます。

　視点３のプログラムの決定には、何らかの「協議の場」が必要です。
特に、協働を促進していくために、会議や研修などの “場” を設定して、
そこに働きかける手法を頻繁に活用します。いつ、どこで、どのような

“場” が登場しているかに着目すると、その展開が見えやすくなります。

　「コミュニティワーク」は、遂行上に障壁となっているものを発見し、
それを課題化し、解決策を見出す行為の連続です。しかし、「コミュニティ
ワーク」はこの壁が見えにくく、漠然とした悩みを抱いている「コミュ
ニティワーカー」が多いと思います。
　しかし、この “壁” を見いだすことが、コミュニティワーク分析にとっ
て重要なポイントとなります。

　コミュニティワーク分析の要点は、「目標」「プログラム」「（プログラ
ム）の主体」「場」「出来事・事件」「コミュニティワーカーの意図・想
い・働きかけ」の「６つの要素プロセス」に沿って確認しながら “壁”
を発見し、その “壁” を乗り越える次の戦略を見出すことです。

　「コミュニティワーク」は個別支援と違って、必ずしも要援護者の登

視点４　「場」に着目する

視点５　「壁」を見つける

視点６　コミュニティワーク分析の６つの要素

視点７　実践の出発点を認識する



ワタシの仕事のポリシー
○「やってみる」←頭だけで考えて「ムリ」とい

う判断はしない。（30歳・女性・事務職）
○笑顔（34歳・男性・主事）
○確認を怠らないようにする。（25歳・女性・事務）
○自分の感性を大切にすること（30代・女性・事

務職）
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場によって実践が開始されるわけではなく、地
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

域の歴史は延々と続いて
い
・ ・ ・

ます。
　そのため、現在の実践が地域の歴史のどの時点から端を発した課題で
あるかという「コミュニティワーカー」や「組織」の認識によって、展
開の戦略が違ってきます。
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コミュニティワーク支援計画の
作成方法

Section 2-2

支援計画は

“３つの目標”
を意識しながら立てよう！

　コミュニティワーク・プロセスの「７つの視点」を意識した目標の
設定について説明しましたが、ここでは、実際に「コミュニティワーク
の支援計画」を立ててみましょう。

　「何から始めればいいか分からない」という言葉を耳にしますが、そ
れは、年度ごとの目標設定や計画が立てられていないからです。そのた
めの計画が支援計画であり、この計画を立てることで、社協ワーカーと
しての地域支援のための指標となり、また、「戦略」となりえるアイテ
ムとなります。

　記入の仕方は、担当地区（地域）ごとに地域福祉活動計画のような中
長期計画を年次計画に落とし、項目（事業）ごとに年度終了後の到達目
標となる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）を設定します。
　次に、この到達目標に基づいて、上段には地域住民や関係機関などの
動きなどを記入し、下段に社協ワーカーとしての支援内容を月別に記入
します。

支援計画の記入方法



●平成21年度　○○地域福祉圏域の支援計画（例）

（社協コミュニティワーカー：○○　○○）

項目（事業名） H21.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H22.1月 2月 3月 到達目標（ゴール）

○○地区地域福祉
活動計画策定事業

第１回策定委員
会開催
（課題把握・部
会等の設置）

調査活動
各部会開催

第 2 回策定委員
会開催
（課題整理・分
析）

各部会開催 第 3 回策定委員
会開催
（まとめ・計画
素案提示）

計画（案）作成 最終策定委員会
開催
（○○地区地域
福祉活動計画
（案）審議）

平成 22 年度事
業計画作成

タスクＧ：
＊○○地区地域福祉活

動計画の策定

プロセスＧ：
＊地区内の福祉課題の
把握・共有化

＊課題解決のためのプ
ログラム作成

リレーションシップＧ：

リレーションシップＧ：

策定スケジュー
ル等作成
募集資料作成

策定委員募集 役員等との打合
せ（進め方のレ
クチャー等）

各部会支援 見守り・必要に
応じて助言

各部会支援 見守り・必要に
応じて助言

作成支援
スーパーバイ
ザーからの指導

見守り・必要に
応じて助言

○○地区社協広報
紙発行事業

広報編集委員会 広報編集委員会 第○号発行 広報研修会の開
催

広報編集委員会 広報編集委員会 取りまとめ
発注・校正

第○号発行 タスクＧ：
＊地区広報紙の発行
＊自主的な委員会の運
営体制への移行

プロセスＧ：
＊広報発行（作成）意
義の理解

＊委員会の組織体制の
見直し

進行・調整 取りまとめ
校正・発注
広報研修会の企
画・調整

広報編集委員会
のあり方提案

調整 運営支援

※「上段」には、実際の地域住民や関係機関、会議等を、
　「下段」には、社協コミュニティワーカーの支援内容（計画）を記入します。

（必ずリレーションシッ
プゴールがあるわけで
はありません）
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●平成21年度　○○地域福祉圏域の支援計画（例）

（社協コミュニティワーカー：○○　○○）

項目（事業名） H21.4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 H22.1月 2月 3月 到達目標（ゴール）

○○地区地域福祉
活動計画策定事業

第１回策定委員
会開催
（課題把握・部
会等の設置）

調査活動
各部会開催

第 2 回策定委員
会開催
（課題整理・分
析）

各部会開催 第 3 回策定委員
会開催
（まとめ・計画
素案提示）

計画（案）作成 最終策定委員会
開催
（○○地区地域
福祉活動計画
（案）審議）

平成 22 年度事
業計画作成

タスクＧ：
＊○○地区地域福祉活

動計画の策定

プロセスＧ：
＊地区内の福祉課題の
把握・共有化

＊課題解決のためのプ
ログラム作成

リレーションシップＧ：

リレーションシップＧ：

策定スケジュー
ル等作成
募集資料作成

策定委員募集 役員等との打合
せ（進め方のレ
クチャー等）

各部会支援 見守り・必要に
応じて助言

各部会支援 見守り・必要に
応じて助言

作成支援
スーパーバイ
ザーからの指導

見守り・必要に
応じて助言

○○地区社協広報
紙発行事業

広報編集委員会 広報編集委員会 第○号発行 広報研修会の開
催

広報編集委員会 広報編集委員会 取りまとめ
発注・校正

第○号発行 タスクＧ：
＊地区広報紙の発行
＊自主的な委員会の運
営体制への移行

プロセスＧ：
＊広報発行（作成）意
義の理解

＊委員会の組織体制の
見直し

進行・調整 取りまとめ
校正・発注
広報研修会の企
画・調整

広報編集委員会
のあり方提案

調整 運営支援

※「上段」には、実際の地域住民や関係機関、会議等を、
　「下段」には、社協コミュニティワーカーの支援内容（計画）を記入します。

（必ずリレーションシッ
プゴールがあるわけで
はありません）
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　この計画を立てることにより、社協ワーカー自身の行動の進行管理（計
画的な支援）が行え、これと連動して記録をとることにより事業評価や
次年度の事業の企画に役立てることができます。また、人事異動などに
より担当者が変わっても継続した地域支援が展開できるよう、引き継ぎ
の資料として活用されるとともに、スーパービジョンの際にも役立ちま
す。
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記録  ～記録の必要性～Section 3-1

記録は

“習慣づける”
ことが第一歩！

　みなさんの職場で「記録」は整備されていますか？　また、みなさん
は記録をつけていますか？

　「記録をつけることは重要！」
　上司や先輩のアドバイスで一度は耳にした言葉かもしれません。では、
その“意義”を考えたことはありますか？
　ここでは、コミュニティワークの分析に重要な「記録」について見て
いきたいと思います。

　コミュニティワークにおいて、「記録」をつけるということは、どん
な意義があるのでしょうか。また、作成された記録はどのように活用さ
れる（活用すべき）でしょうか。
　多忙な現場において、日々の活動や目前の課題解決に追われ、記録を
つける時間・労力をつくり出すことは、時には困難なことかもしれません。
　そのため、そうした状況でも記録をつけていくためには、「記録の意
義（必要性、重要性、目的、手段など）」を十分に理解することが必要です。
　なぜ記録が必要なのでしょうか。そもそも記録とは何でしょうか。
　コミュニティワークに関わる記録を、単にコミュニティワーカーが関

記録の意義



①的確な評価とそれに基づく支援あるいは介入を行うための基礎
資料としての記録

②スーパービジョンの資料としての記録
③事例検討を行うための資料としての記録
④ワーカーの専門的能力や業務の質の向上を目指して、実践の自

己点検と自己評価のための素材としての記録
⑤ワーカーが自己の実践を点検する資料（事後評価）としての記

録
⑥ワーカーの業務を第三者に理解してもらうための資料としての

記録 *4
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わった活動の「記録」として捉えるだけでなく、地域住民が活動に役立
てることが出来るためのものとして捉える必要があります。
　コミュニティワークにおける「記録」には、主に次のような目的があ
るといえます。

　ケアマネジメントなどの個別支援では、記録と事例検討が不可欠と
なっていますが、コミュニティワークでは、記録や事例検討がなくても、
事業の実施要綱などの事業企画と事業に関わる打ち合わせがあれば、業
務が進んでしまうという実態があります。
　こうした環境では、社協ワーカーは記録をつける義務や必要性を感じ
ることがないでしょう。

　もちろん、記録をつけることは社協ワーカーにとっての「手段」であ
り「目的」ではありませんが、地域住民の地域課題の解決に向けた実践
とともに、その実践のための記録の意義が明確であれば、記録化が行
われるのではないでしょうか。
　その記録の意義を明確化させていくためには、「仮説－実践－
評価」という、より良い実践に結びつくための仕組みと連動する
ことが必要不可欠といえます。
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　「記録」をつける際には、ある現象に対して「第三者的な視点、客観
的な視点をもって記録すること（客観的記録）」と、「そのことに対す
る社協ワーカーの考えや感情・思いを記録すること（主観的記録）」
を区別して記録する必要があります。
　記録を「書く」という行為は、社協ワーカーの内面（考えや感情・思
い）を文字化することですが、「書く」ことによって実践活動の基礎が
形成されていく一方で、第三者的・客観的な視点を持つこともできます。
　つまり、ある課題に対して「その問題は何に起因するのか」「なぜ、
その行為が必要だったのか」「その課題に対してどのように対応したの
か」といったことを“振り返る”ことで社協ワーカーは自分の行動を整
理し、考察することができるのです。
　“振り返る” ことは、実践における現場で「何が起きたのか」「なぜ、
そうなったのか」を検証するために重要な作業であり、そのためにも“振
り返り（記録）” をもとに ｢これからどうするか｣ という考察が重要です。
地域における問題点や課題の発見・整理を行い、改善策を打ち出し、地
域住民の活動に役立てていくためのツールが記録といえます。“振り返
り”を行う有効な手段として「スーパービジョン」がありますが、詳細
は別途で説明します。
　黒澤貞夫は、社会福祉における「記録の考え方」を「良い福祉実践が
行われなければ、良い記録になり得ない」と述べています。つまり、記
録は良

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

い福祉実践を行うために必要なものであり、表裏一体で切り離せ
ないものといえるでしょう。

　コミュニティワークにおける「記録」を整備するためには、次の考え
方に基づいて整備される必要があります。

客観的記録と主観的記録

記録の整備



①記録を業務管理の視点だけではなく、業務の質を高める視点を
重視して整備すること

②記録の継続性が図られるため、なるべく短時間で記録できる様
式になっていること

③記録化業務が事例検討会などのＯＪＴやスーパービジョンに活
用される業務構造の一環として位置づけられていること *5

　近年の社協を取り巻く環境は急速に変動しています。その間も地域の
歴史は続いており、地域住民のニーズも多種多様化していきます。
　業務の質や社協ワーカーの専

・ ・ ・ ・ ・ ・

門性の向上はもちろんですが、「地域住
民にとって最も信頼される組織」となるためにも

　「記録」
は不可欠です。

ワタシにとっての社協
○視野を広げてくれた場所（33歳・女性・？）
○人と人とのつながりをつくりだす場（29歳・男

性・主事）
○地域の方と密着し情報を収集する。（42歳・女性・

主に経理、団体事務、事業）
○地域福祉の拠点（32歳・女性・介護支援専門員）
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記録の種類Section 3-2

コミュニティワークの

“記録の種類”
を知るべし！

　私たちは、いろいろな場面で記録を行います。例えば、理事会・評
議員会の「議事録」、介護保険事業や日常生活自立支援事業（地域福祉
権利擁護事業）などで使用する「ケース記録」、心配ごと相談やボランティ
アセンターなどの「相談記録」などを挙げることができます。

　では、コ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

ミュニティワークで必要な「記録」とはどのようなものでしょ
うか？
　それは大きく分けて、

①ワーカー個々の支援に関するもの
②支援プログラムに関するもの
③設定した「場」の詳細を捉えるためのもの
④地域課題・社会資源・地域状況の把握に関するもの　

の4つに分類できます。
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客観的記録と主観的記録

項目 記録の
種類 目　的 記録の内容・作成の意図

● ワ ー カ ー
個 々 の 支
援内容・支
援 意 図 の
確認

●他ワーカー
と自己の支
援比較

●地域支援の
蓄 積 → 地
域 支 援 方
法の抽出

●現場の理論
形成

▶ワーカーが担当する地域（例えば、Ａ地区社協）
に対し、どのような働きかけをしたか整理する
ために記録するものです。

▶記録に基づき上司・同僚等から支援方法の助言
を受けたり、事例検討の素材として活用できます。

▶「日々の出来事」については時系列に沿って
コミュニティワークに関する部分を客観的に記
録します。並行して、自己の働きかけ・関わり・
意図・想い等は、その横に介入・理由づけな
ど主観的で構わないので記載します。

▶「支援時に疑問や迷いがある」「継続性」「（地
域内等の）変化が予想される」等記録の考察
について必要性を絞り記録すると良いでしょう。

▶重点支援プログラム（※）と比較し、自己の
支援意図が重点支援プログラムと連動したも
のかどうかを職員・職場間で確認できます。

▶記録の蓄積から新たな介入プロセスの模索が
できます。

●個々のワー
カーの蓄積
から得られ
た、社協と
しての支援

（プログラ
ム）・方向性

（戦略）を
抽出・確認
するための
もの

▶社協における支援プログラムの意図や全体像
を把握するためのものです。

▶例えば個別支援の場合、援助の「始まり」「終
わり」が捉えやすい一方で、地域支援のそれ
らは捉えにくく、支援期間も長期化が予想さ
れます。

▶地域課題ごとのシート作成ではなく、年度ごと
の事業プログラムシートを作成して年次更新を
かけることで、長期化が予想される計画を意
図的に区切り、見直しを図ることができるよう
になります。

▶地域福祉活動計画等と整合性・妥当性の確認
を取る必要があります。

①
ワ
ー
カ
ー
個
々
の
支
援
に
関
す
る
も
の

②
支
援
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
す
る
も
の

ワ
ー
カ
ー
行
動
記
録

事
業
企
画
シ
ー
ト
／
事
業
評
価
シ
ー
ト

コミュ二ティワーク記録一覧
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▶支援プログラムが担当となる地区においてど
のようなものがあるか、いつ行われるかを把
握するためのものです。

▶地域に対する支援の相互干渉（ダブリ）や漏
れなどを把握することができ、効率よく支援す
ることができます。

▶地域全体(市内)への働きかけの歴史を中心に
記録したものです。

▶これにより、単年度の支援プログラムが、過
去の歴史を踏まえて比較することができます。

● 設 定 し た
「場」の詳
細を捉える
ためのもの

▶支援プログラムの中に位置づけた会議につい
ての記録となる場合はもちろん、地区社協の
会議など、会議が住民同士による地域課題や
住民の活動プログラムについて話し合う「協
議の場」となることもあり、それらを記録す
ることも重要です。

▶座談会などのフリートーク形式の場において
結論づけ・方向性を具体化するためのツールと
しても活用できます。

●地域課題の
抽出、社会
資源・地域
状 況 の 把
握に関する
もの

▶地域を意図的に切り取り、担当とする地域（例
えばA地区社協）等の課題・社会資源・地域
状況の詳細を記録するものです。

▶課題が見つかった際や、課題を抽出する過程
で確認し、課題の短長・独特さ・風土・繰り返
し等の性質や、動態・基盤等から解決方法を
模索することができます。

③
「
場
」
の
詳
細
を

捉
え
る
た
め
の
も
の

④
地
域
課
題
等
の
把
握
に

関
す
る
も
の

支
援
計
画

地
区
カ
ル
テ

長
期
経
過

記
録

会
議
記
録

※　 「重点支援プログラム」とは、社協全体として「地域の住民活動プログラム」を支援していくための「支援プログラム」
の中で重要と思われる「支援プログラム」のことをいいます。おおよそ、5つ程度上げるとワーカーの頭の片隅に置
きやすくなります。
　また、「重点支援プログラム」は、社協として重点的に推進している「支援プログラム」であるため、支援する機
会は必然的に多くなります。そのため、ワーカーの行動記録の項目に入れることにより、○などの印をつけるだけで、
記録の簡略化を図ることができます。そして、ワーカー自身も現在、自分が行っている地域支援と社協全体の支援
目標とのズレを認識することもできます。
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特に重要な3種類の記録

　コミュニティワークの事例検討を実施していく上での記録のなかで、
特
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

に重要な記録は以下の3つです。

　「事例検討」の重要性は後述しますが、それを行う際、日常的な記録
をつけていないと、散逸する各種記録の再収集や、実践内容を逐次掘り
起こすことで膨大な労力と時間がかかってしまいます。
　上記 3 つの記録を日常業務の一環として保存しておけば、短

・ ・ ・

時間で
「事例検討シート」が作成でき、社協ワーカーの職場内研修や係内での
会議において容易に組み込むことができ、スキル向上を図ることも可能
になります。こういった蓄積が仕組み化を進めるための潤滑油とな
りうるのです。

　しかし、多くの社協における地域支援（地域アプローチ）の現場では、
業務体系などのシステム上の制約が影響し、個々のワーカーの業務も膨
大になっています。結果的に保存されているのは単年度の会議記録程度
にとどまっているのが現状ではないでしょうか。
　一方、例えば地域包括支援センターでは、地域アプローチをするにあ
たり、「ワーカー行動記録」「事業企画書」「会議記録」の重要性を
認識し、徐々にその実践が蓄積されている事例も出てきているようです。
社協が昔からその役割を果たしてきた “地域へのアプローチ” 。これ
こそが、社協が他の機関・団体と比較して最もその機能を発揮できる（発
揮しなければならならない）組織であることを自負するのであれば、今
後、社協の業務システム等の棚卸を行ったうえで、記録様式の検討や蓄

「 ワーカー行動記録」
「 事 業 企 画 書」
「 会 議 記 録」
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積について精査する必要があるのではないでしょうか。
　まずは個々の社協ワーカーが、上記３種類の記録を理解し、少しずつ
実践していくことから始めましょう。
　では、それぞれの「記録」について、具体的に見ていきたいと思います。



122

社協ワーカー行動記録Section 3-3

決して難しくない！ 社協ワーカーの

“想い・働きかけ”
･･･それが行動記録。

社協ワーカー行動記録の考え方

　社協ワーカー行動記録は、「出来事・事件」「ワーカーの思い・意
図・働きかけ」を記録するものです。コミュニティワークにとって
最

・ ・ ・ ・ ・ ・

も重要な分析は経過（プロセス）の分析ですが、この経過記録を
社協ワーカー行動記録として記録します。

　コミュニティワークにおいて最も重要な記録といえますが、
多くの社協の現場では整備されていないのが現状ではないでしょうか。
　では、なぜ整備されていないのでしょうか。記録をつける「時間がな
い？」「習慣がない？」「記録をつける理由が分からない？」それも要因
のひとつかもしれません。
　藤井博志は、「『働きかける対象が多様で変化する』というコミュニティ
ワークの特質ゆえに、ワーカー行動記録（日報）が業務分析に結びつか
ないため＊6」と述べています。
　つまり、社協ワーカーは、１日に担当する複数の地区でそれぞれ異な
る業務をこなし、当然様々な方と出会います。その結果、記録をつけて
も整理ができず、活用されずに終わってしまうためといえます。

　社協ワーカー行動記録は、「日報」です。日々の行動を記録するもの
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ですから、業務の一環として捉えましょう。

≪記述時間≫ １日10分～15分で十分！！　細く長くコツコツと
≪記 述 量≫  5～10行程度で簡潔に
　
　社協ワーカー行動記録は、事例検討などで上司を含め担当職員間で共
有することが前提です。読みやすい記述や適度な分量であることが求め
られます。
　また、エクセル仕様にすることで、働きかけなどの経過（プロセス）
の抽出が容易に行えます。

記述時間と記述量
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社協ワーカー行動記録

日時 ｺﾐｭﾆﾃｨ区 相手方 事業・会議名等 経過・内容・
主な事柄等

社協ワーカーのかかわり
（働きかけ）

社協ワーカーの想い
気づき・コメント等

地区社協
会議等

地域福祉
活動計画

人材育成
福祉教育

当事者
組織支援 そ の 他

4月3日 日光 Ｂ小学校 高齢者とのふ
れあい事業

ふれあい事業
の事前打合せ

Ｂ小学校に訪問し、担当教
諭との打合せを行う。毎年
同様の企画で参加者も減り、
当初の趣旨からズレてし
まってきていると感じ、新
たな企画を提案する。

学校側としては、実施に係る企画や準
備に時間は使えないため、例年どおり
の企画内容で実施したいとの意向。内
容を変えるのであれば、企画等の段取
りをワーカー側に要求したいような話
もあり、今年度は同様の企画で実施す
ることになった。学校の忙しい事情等
も考慮しながら、早い段階で提案して
いく必要がある。

4月7日 日光 包括支援
センター

Ａ地区生活圏
域連絡会議

包 括 支 援 セ ン
ター、Ａ地区担
当保健師との情
報交換とＡ地区
社 協 ミ ニ デ イ
サービス事業の
打合せ

前年度のミニデイサービス
の事業内容と実施体制の見
直し案を提案する。

それぞれがミニデイサービスに対する
思いが異なり、また、時間的な制約や
地域の実情と職員の日程調整が困難
だった。

4月10日 日光
給食サー
ビスボラ
ンティア

Ａ地区社協給
食サービス事
業

4月 給 食 サ ー
ビス事業の実
施

給食ボランティアの調整、
配達の手伝い

サービスを受ける人も担い手も「お弁
当の配達」が主目的となってしまい、
今後につながっていかない。また、ワー
カー側の段取りがなければ実施できな
いのが課題である。

○

4月15日 日光

いきいき
サロンボ
ランティ
ア

いきいきサロ
ンボランティ
アとの打合せ

来月実施する
いきいきサロ
ンボランティ
アとの事前打
合せ

40分 程 度 の レ ク リ エ ー
ションプログラムについて
確認する。

過去の実績に対して改善点が多く見ら
れた。また、他の地域のサロンとの全
体的な調整も必要だと感じた。

4月16日 日光 地区社協 Ａ地区社協役
員会

先進地視察研
修についての
話し合い

司会・進行、調整

まだまだ地区社協自体が自主的な組織
となっていないため、ワーカー側が段
取りをしなければ動かない。事業ごと
に部会なり担当制をとって運営するこ
とはできないだろうか。

○
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日時 ｺﾐｭﾆﾃｨ区 相手方 事業・会議名等 経過・内容・
主な事柄等

社協ワーカーのかかわり
（働きかけ）

社協ワーカーの想い
気づき・コメント等

地区社協
会議等

地域福祉
活動計画

人材育成
福祉教育

当事者
組織支援 そ の 他

4月3日 日光 Ｂ小学校 高齢者とのふ
れあい事業

ふれあい事業
の事前打合せ

Ｂ小学校に訪問し、担当教
諭との打合せを行う。毎年
同様の企画で参加者も減り、
当初の趣旨からズレてし
まってきていると感じ、新
たな企画を提案する。

学校側としては、実施に係る企画や準
備に時間は使えないため、例年どおり
の企画内容で実施したいとの意向。内
容を変えるのであれば、企画等の段取
りをワーカー側に要求したいような話
もあり、今年度は同様の企画で実施す
ることになった。学校の忙しい事情等
も考慮しながら、早い段階で提案して
いく必要がある。

4月7日 日光 包括支援
センター

Ａ地区生活圏
域連絡会議

包 括 支 援 セ ン
ター、Ａ地区担
当保健師との情
報交換とＡ地区
社 協 ミ ニ デ イ
サービス事業の
打合せ

前年度のミニデイサービス
の事業内容と実施体制の見
直し案を提案する。

それぞれがミニデイサービスに対する
思いが異なり、また、時間的な制約や
地域の実情と職員の日程調整が困難
だった。

4月10日 日光
給食サー
ビスボラ
ンティア

Ａ地区社協給
食サービス事
業

4月 給 食 サ ー
ビス事業の実
施

給食ボランティアの調整、
配達の手伝い

サービスを受ける人も担い手も「お弁
当の配達」が主目的となってしまい、
今後につながっていかない。また、ワー
カー側の段取りがなければ実施できな
いのが課題である。

○

4月15日 日光

いきいき
サロンボ
ランティ
ア

いきいきサロ
ンボランティ
アとの打合せ

来月実施する
いきいきサロ
ンボランティ
アとの事前打
合せ

40分 程 度 の レ ク リ エ ー
ションプログラムについて
確認する。

過去の実績に対して改善点が多く見ら
れた。また、他の地域のサロンとの全
体的な調整も必要だと感じた。

4月16日 日光 地区社協 Ａ地区社協役
員会

先進地視察研
修についての
話し合い

司会・進行、調整

まだまだ地区社協自体が自主的な組織
となっていないため、ワーカー側が段
取りをしなければ動かない。事業ごと
に部会なり担当制をとって運営するこ
とはできないだろうか。

○

事務局長 係長 係
※事例検討様式で活用の部分

重点項目は、市町村社協としての重点事業
として位置づけているものや地域福祉活動
計画の基本項目（重点事業）を設定します。
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会議記録Section 3-4

会議記録から

“場が見える”
地域への働きかけの考察

会議記録の考え方

　「会議記録」は、コミュニティワークの「場」の記録として記録化
されるものです。日々の業務の中で最も慣れ親しんだ記録のひとつとい
えるかもしれません。
　会議記録の様式例を示しましたが、会議記録で最も大切な点は、「テー
マ・内容」です。
　「会議記録」は、要約体での記述が原則ですが、参加メンバーの“キー
ポイント”となる発言をリアリティをもって伝えるために、実際の発言
をそのまま記載したり、メンバー間の
意見対立の内容や様子、また合意に至
る経過など、会議という場の臨場感や
ダイナミズムについて記述する工夫が
必要です。
　そのことによって、
　上司のスーパービジョンや即座の
フォローが必要であることが判明し
たり、事例検討での社協ワーカーの
活動分析にもつながります。

＜会議記録に必要な項目＞
①事業名
②コミュニティ（相手方）
③日時
④場所
⑤参加者（メンバー、所属）
⑥テーマ・内容
⑦課題・成果
⑧次回への展望
⑨その他特記事項
⑩ワーカーとして対応すべきこと
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コミュニティ
（相手方） Ａ地区

日　時 平成20年6月17日（火）　10:30 ～ 12:00

場　所 社会福祉協議会　研修室

参加者
（メンバー：所属）

Ａ地区地域包括支援センターＳＷ、Ａ地区在宅介護支
援センター相談員、Ａ地区担当保健師、Ａ地区社協コ
ミュニティワーカー

テーマ・内　容

＜ケース検討＞
　 在宅介護支援センター相談員から先月報告したケー

スのその後の状況について共有化を図る。
＜地区社協事業について＞
　 認知症予防教室の内容について検討する。開催の際

は、在宅介護支援センター相談員にも出席してもら
い、基本チェックやレクリエーションを担当しても
らうことになる。また、教室終了後は相談の時間を
設けることになった。

＜情報交換＞
　 在宅介護支援センターの役割がまだ理解されていな

い。支援が必要な方が担当地域にいても福祉課から
在宅介護支援センターにつながるケースが多い。

課題や成果

課題： ケース検討の際、コミュニティワーカーとして
関わり方や役割が不明確である。

成果： 地区社協事業の介護予防教室について、在宅介
護支援センターの協力を得られることができた。

次への展望 介護予防教室の実施日を調整し、具体的な内容を検討
する。

その他の特記事項 次回　平成20年7月25日　14:00 ～　

社協ワーカーとして対
応すべきこと

・基本的な情報（社会資源など）を収集しておく。
・ 会議の中で地域の情報を聞き出し、地域の課題とし

て記録し、事業などにつなげる。

事務局長 係長 係事業・会議報告シート

事業名：日光地区生活圏域連絡会　
担当圏域：　日光地区　　　　
担当者名：　日光　花子　　　



◆社協の一般的な支援プログラム記録◆

・目的に
  対する
  「仮説」
・目的の
  明確化

・実施要綱
　（要項）
・予算書
・通知文等

・関連資料 ・収支決算
・目的に
  対する
  「評価」

※抜けてしまいがちな記録
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事業企画書Section 3-5

企画書の作成は

“評価やアイデア”
が大きな鍵！

支援プログラム記録としての事業企画書

　社協の年間事業計画に定められた活動や事業は、通常、起案文書を上
司に提出し、決裁を経た上で実施されます。この起案文書には、事業の
実施要綱（要項）、予算、関係機関・団体への通知文などが添付されます。
　この起案文書は、事業綴りの最初に綴られ、事業の進捗とともに関係
資料が随時追加されていきます。そして、事業の終了後に、「収支決算書」
が「事業評価」とともに最後に綴られます。この事業に関する一連の綴
りが社協組織に存在する「支援プログラム記録」といえるでしょう。＊7

　ここまでは、どの社協でも行われている「記録」ではないでしょうか。
しかし、事業を企画する段階で最も重要で抜

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

けてしまいがちな項目があ
ります。それは、
　「事業目的の明確化」
　「目的に対して達成されるべき仮説と評価」
です。



事業企画書の目的

事業企画シートの項目

　事業企画書は、事業の全体像を表すものです。従って、伺書の先頭に
添付されるものです。必要な項目は、「事業企画シート」に示しましたが、

　「目的」「目標」
　それに対応した「達成基準・効果指標」
を記述することが最大の要点です。＊8

◆目的・目標
　事業を企画する際に、実施要綱や関係機関への通知文等に記される目
的･目標は、その趣旨以外に、社協組織やワーカーとしての戦略を含ん
だものとして記します。
　評価については別節で詳しく述べますが、藤井博志は、「目的・目標
に対する評価のうち、アウトカム評価は『地域の福祉力』など、基準化
しづらい定性評価が多いという特徴がある＊9」と述べています。この点
がコミュニティワーク領域の大きな特徴といえます。
　「基準化しづらい定性評価が多い」ため、ワーカーとして評価するこ
とを避けて事業を実施する傾向があります。その弊害を回避するために
も、「達成基準や効果指標」の項目を設けておく必要があります。この
項目は、確定的な評価基準を設定できないとしても、ワーカーが何らか
の評価づくりに挑戦することも期待してのものです。
　もちろん、地域福祉活動計画などの中長期計画や単年度計画において
評価項目が設定されていればそれを反映できます。逆に、それぞれの事
業ごとの評価項目を蓄積していくことで、年度事業評価や地域福祉活動
計画の評価に反映させることもできます。
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◆前年度の状況
　「達成基準・効果指標」に基づく評価が「事業評価シート」に記載さ
れると、次年度の事業企画シートに転記することになります。このこと
により、事業推進にありがちな「代わり映えのしない同じ事業を継続し
ている」という状況の改善につながります。

◆予算
　事業を実施するに当たり、どのような財源が使われているか理解して
いますか？　地域福祉の財源は、公私の財源が混合するという特質を十
分に認識したり、費用対効果などのコストパフォーマンスを考えること
が重要です。
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目　標 地域帰属意識の高揚と新たな交流の仕組みづくり

目　的
心豊かな子どもを育てる活動及び地域住民が自ら行う
活動を通して地域住民同士の絆づくり、交流の場づく
りを目的とする。

前年度の状況
（新規事業の場合は市民
のニーズ、事業の必要性
等）

（１）事業進捗状況
　　　　1回／月（年間7回実施）

（２）評価
●事業目的が不明確になってきた。
●地域住民への周知や参加にもばらつきが見

られる。
●Ａ小学校・Ｂ中学校の関わり方（授業内の

活動）が変わってきたことにより、目的に
ズレが生じている。

（３）課題
●自治会等への働きかけにより、目的を再確

認することができるか。
●地域全体の意識高揚と実施要項等の整備。

具体的内容
（スケジュール含む）　

（１）実施時期及び内容
　　　　平成21年  5月　花苗抜き、土づくり
　　　　平成21年  6月　花苗定植
　　　　平成21年  7月　草むしり、草刈
　　　　平成21年  8月　草むしり、草刈
　　　　平成21年  9月　草むしり、草刈
　　　　平成21年10月　花苗抜き、土づくり
　　　　平成21年11月　花苗定植

（２）場所　なかよし花壇
（３）対象　地域住民

予　算
（１）予算科目　Ａ地区社協予算
（２）財源　　自治会助成金、市社協助成金
（３）内訳　（省略）

達成基準･効果指標 自治会等間の共通認識の確立と実施体制の整備

備考・その他

事務局長 係長 係事業企画シート

事 業 名：   地域ふれあい事業　
担当圏域：   日光地区　　　　
担当者名：   日光　花子　　　
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事業評価Section 3-6

事業評価なくして

“社協の発展”
はない！

事業評価の目的

事業評価シートの項目

　「事業評価」は、事業綴りの最後に収支決算とともに綴られるものです。
必要な項目は、以下の「事業評価シート（例）」に示しましたが、このシー
トで重要なのは、

　「次年度に向けての改善点」です。事業の継続、廃止の判断
を含めた次年度に向けての改善のアイデアを、事業終了時の実感が新鮮
なうちに記しておくことが大切です。

◆事業報告書に関する内容
　組織の単年度事業報告書に記載するデータを、事業終了時にまとめて
おく項目です。これにより、事業報告書作成時の手間も省けます。

◆目的・目標／達成基準・効果指標に対する評価
　事業継続の場合、次年度の事業企画シートの「前年度の状況」の項目
に連動します。



◆其の１ PDCAサイクルの確立
   ①前年度評価の反映　
   ②事業の目的・目標の明確化
   ③実施
   ④評価
   ⑤次年度への反映

◆其の２ 中長期の視点に立った計画推進における
   PDCAサイクルの確立
   ①地域福祉活動計画などの中・長期計画評価
   ②単年度事業計画評価
   ③個々の事業評価
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事業「企画書」と「評価」は車の両輪

　先述の「事業企画書」と「事業評価」はそれぞれの様式にこだわる必
要はありませんが、この記録の趣旨を以下の点で抑えておくことが重要
です。



事務局長 係長 係事業評価シート

事業名：地域ふれあい事業　
担当圏域：　日光地区　　　　
担当者名：　日光　花子　　　

［事業報告書に記載する内容］

　実施日時
　　　平成20年6月1日（日）～ 11月16日（日）
　場所
　　　なかよし花壇
　対象（人数）
　　　12人前後／回
　内容
　　 　自治会長を中心とした地域ボランティアやＡ小学校、Ｂ中学校の生徒な

どによる土づくり、草むしり、春・秋の花苗定植など、年間を通して「地
域花いっぱい活動」を実施し、地域内での交流を深める。

［「目的・目標／達成基準・効果指標」に対する評価］

●長年の継続からマンネリ化し、事業目的が不明確になってきてしまっている。
● 自治会間でも意見が合致せず、地域住民への周知や参加にもばらつきが見ら

れる。
● 地域間の交流が目的であったが、Ａ小学校・Ｂ中学校は、授業内で活動に参

加する形態に変わってきたため、目的にズレが生じてきている。

[次年度に向けての改善点]（事業継続・廃止）

1.事業目的等の明確化（再確認）･･･実施要項等の整備など
2.自治会長会の話し合い等により、周知方法等の共通認識を図る。
3.新たな協力者（ボランティア）の発掘

　
備考・その他
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長期経過記録Section 3-7

長期経過記録は到達点把握の

“羅針盤”
となる！

長期経過記録の目的

　社協組織における“コミュニティワーク記録の意義”のひとつは、
地域住民の長期にわたる地域福祉活動とそれに関わってきた社協活動の
歴史を、その歴史の途中から関わった社協ワーカーが十分に踏まえたコ
ミュニティワーク実践を行える条件をつくることです。
　そのためには、社協ワーカーが担当する地域の状況や、その地域に関
わってきた前任者や組織の長期の関わりなどを知る記録が組織として整
備されていることが必要です。
　「あなたが所属する社協は、どのような活動史をたどってきた
か知っていますか？」
　「長期経過記録」は、社協組織の取り組みを表すものです。地域福
祉活動推進部門が確立されている社協では、社協全体の経過記録のほか、
その部署（課）としての長期の取り組み経過も整備すると良いでしょう。
　この「長期経過記録」は、横軸にその社協が柱としている活動、事
業区分を設定します。例えば、「小地域福祉活動」「在宅福祉サービス」

「当事者組織化活動」「ネットワーク事業」などがあげられます。それに
対して、縦軸は年代ですが、単年度ごとと、地域福祉活動計画ごとに期
間を意識して区切っていくと良いでしょう。
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年 西暦 行政・福祉制度の動向 市社協の主な動き 社協計画 地区社協設立等 小地域活動への人的支援 各種相談事業 ボランティア（活動支援）センター事業 福祉教育推進事業

社協発足（法
人化）期

昭和35年 1960年 今市市社会福祉協議会発足（任意組織・5月24日）

昭和46年 1971年

法人格取得のため、任意団体としての社協を解散（9月
30日）
社会福祉事業法に基づき、社会福祉法人としての設立認
可（11月30日）を受ける。当時の役員18名（監事2名
含）、評議員38名
初代会長に山口武信氏就任

心配ごと相談開設

市 社 協 法 人
化 に 伴 う 地
区 社 協 整 備
期

昭和47年 1972年

2代目会長に福田新作氏就任
社協広報紙「社協いまいち」創刊号（12月）発行

大沢地区社協設立（7月24日）
塩野室地区社協設立（9月16日）
落合地区社協設立（12月15日）
豊岡地区社協設立（12月16日）

昭和48年 1973年 当時の社協会員数は、普通会員が7,953人、特別会員が
276名。

今市地区社協設立（3月24日）によ
り、市内全地区に地区社協が設置

社 協 基 盤 整
備期

昭和49年 1974年 3代目会長に斎藤昭男氏就任。

昭和53年 1978年 広報紙「社協いまいち」第10号発行
前号よりB5版からA4版に変更

ボランティア活動普及事業、初代協力校に今市中学
校が指定

昭和54年 1979年 国際児童年
4月よりボランティア保険開始

昭和56年 1981年 国際障害者年
昭和58年 1983年 福祉講座、点字・手話講習会開始
昭和60年 1985年 朗読講習会開始
昭和61年 1986年 4代目会長に福田儀氏就任

昭和62年 1987年 5代目会長に猪瀬征次郎氏就任 今市市地域福祉活動策定（昭和62年
～平成元年）

今市市ボランティア連絡協議会結成（10月31日・
当時、加盟団体9団体、総数203名）

昭和63年 1988年
6月1日、保健・福祉の拠点施設、今市市保健福祉センター
オープンとともに、事務所を同センター内に移す。
広報紙「社協いまいち」第20号を発行。

平成元年 1989年

当時の今市市の人口55,766人に
対し、65歳以上の人口は7,222
人。（高齢化率13.0％）

第1回今市市福祉ふれあいまつり開催
今市市地域福祉振興基金（福祉のまちづくり基金）制度
発足、基金の果実（利子）を各種事業に活用、平成7年
までに5千万円を目標

今市市地域福祉活動計画実施

平成2年 1990年 今市市障害者療育授産施設「すぎな作業所」開所（4月） 第1回ボランティア活動体験学習（ワークキャンプ）
事業開催。（7 ～ 8月、参加者31名）

平成3年 1991年 6代目会長に福田昭夫氏就任 福祉ボランティアの町づくり事業（ボラントピア事
業）を指定（～平成4年度）

2回目のワークキャンプにおいて、福祉マップを作
成。（参加者60名）

平成4年 1992年

法人化20周年を記念して、第1回今市市社会福祉大会開
催（2月）
当初の目標達成により、今市市地域福祉振興基金の目標
額を3億円に変更

在宅福祉サー
ビス展開期
小地域支援体
制（地区社協）
整備期

平成5年 1993年

ふれあいのまちづくり事業を指定（～平成7年度）
従来の「福祉ふれあいまつり」と「健康フェスティバル」
を統合し、『ふれあいフェアいまいち～健康と福祉のつ
どい～』開催（10月）

小地域福祉活動推進のため、2地区社協に地域福祉
コーディネーターを配置する。（今市・大沢地区）

心配ごと相談所を「ふれあい相談所」に名称を変更

平成6年 1994年 広報紙「社協いまいち」第30号を発行。 3地区社協にも地域福祉コーディネーターを配置す
る。

ふれあい相談所を廃止し、専門として弁護士による
無料法律相談事業開始（月1回開催）

平成11年 1999年
国際高齢者年 広報紙「社協いまいち」第40号発行 指定居宅介護支援事業所（介護保険）の指定

地域福祉権利擁護事業（とちぎ権利擁護センター「あ
すてらす・いまいち」）開所

ボランティア活動への更なる支援を強化を目的に、
名称をボランティアセンターをボランティア活動支
援センターに変更

平成12年 2000年

介護保険制度施行
社会福祉法誕生（前：社会福祉事
業法）社協は、地域福祉を推進す
る中心的役割をもつ組織として明
確化

7代目会長に斎藤文夫氏就任 指定居宅介護支援事業所活動開始
基幹型在宅介護支援センター「いまいち社協」開所

視覚障害者パソコン講習会、要約筆記講習会を実施

平成13年 2001年 ボランティア国際年（IYV2001） 第10回今市市社会福祉大会開催 ボランティア国際年を記念して、実行委員会による
『ボランティア・フェスタ2001』が開催

広域事業（ボ
ランティア・
福 祉 教 育 関
連）移行期

平成14年 2002年
公式ホームページ、オープン。
法人化30周年

今市市地域福祉活動計画策定（平成
14年度～平成15年度、モデル指定）

障害者ケアマネジメント推進事業（試行的事業）実
施

市民活動の拠点施設として、生涯学習センター分館
（旧法務局今市支局）に「今市市民活動支援センター」
が開所

ワークキャンプ2002開催。隣町の藤原町社協と共
催で開催（参加者106名）

平成15年 2003年

（障害者）支援費制度施行 栃木県による障害者相談支援事業「日光広域障害者相談
支援センター」スタート。（担当エリア：日光広域2市2
町1村）
第1回""ふくし""の標語コンクールを実施。応募作品約
600点。

日光広域障害者相談支援センター開所 今市市民活動支援センターをＮＰＯ法人が受託 ワークキャンプに参加したOB・OGによるボラン
ティアグループ「TEAM ""Tiny Revolution""（チー
ム【タイレボ】）」結成（4月12日）
ワークキャンプ2003開催（日光市・藤原町社協と
共催）
ワークキャンプのフォローアップ事業として「ボラ
ンティアリーダー養成研修事業」開催（藤原町社協
との共催、参加者19名）

合併移行期
平成16年 2004年

今市市制施行50周年
新潟県中越地震発生

市町村合併の動きに伴い、日光地区社会福祉協議会合併
協議会を設置（第1回協議会：1月28日）

今市市地域福祉活動計画開始 障害者相談事業において「ピア・カウンセリング講
演会」、「知的障害者（児）ホームヘルパー研修」を
実施

ボランティア・フェスタが規模拡大し、名称も「ボ
ランティア・市民活動フェスタ」に変更（開催期間：
23日間）

ワークキャンプ2004開催（足尾町社協も加わり、
4市町社協での共催）
ボランティアリーダー養成研修事業開催（日光市社
協も加わり共催）

平成17年 2005年 発達障害者支援法施行 生涯学習センターにおいて「障害者文化・芸術展」
開催

ボランティア・市民活動フェスタの事務局を市民活
動支援センターに移管

ボランティアリーダー養成研修事業開催（足尾町社
協も加わり共催）

発 展 強 化 計
画 等 の 基 本
指針策定期

平成18年 2006年

市町村合併により新・日光市誕生
（3月20日）
障害者自立支援法施行

行政と同日に合併「日光市社協」（3月20日）
初代会長に斎藤文夫氏就任
広報「スペシャルすまいる」創刊号発行（5月1日：年6
回発行）
ホームページ開設（6月26日）"

日光市社協「第一次発展・強化プラン」
策定（10月～ 3月）

福祉関係団体・当事者団体事務局を行政から社協に
移管。臨時職員5名分の補助（3月20日～）

地域包括支援センターに職員派遣（社会福祉士・主
任ケアマネジャー）
地域包括支援センター窓口事業受託（藤原・足尾・
栗山の3地域）

ボランティアセンター設置 ワークキャンプ2006・ボランティアリーダー養成
研修事業全域で実施
若者がつくるボランティア企画開催事業実施

地 域 福 祉 の
新 た な 支 援
体制整備期

平成19年 2007年

地域福祉権利擁護事業が「日常生
活自立支援事業」に名称変更
新潟県中越沖地震発生

第1回日光市社会福祉大会開催（3月10日）
広報「スペシャルすまいる」第10号発行（11月25日：
年6回発行）

「第一次発展・強化プラン」実施（19
年度～ 23年）
7プロジェクトチーム開催（組織体制、
安定的財政運営検討、人事・労務・職
員体制整備・強化、地区社協組織化推
進・強化、ボランティアセンター機能
強化、ホームページ運営、法人後見）

地区社協構想策定（9つの地域福祉
圏域と9つの地区社協を設立）
地区社協設立までの従来の地域独自
事業は、市社協の支所事業として継
続実施する。

小地域の人的支援について検討し、新たな地域支援
体制を決定
コミュニティワーク研修開催

法人後見受任調査研究事業（4月1日～） 災害ボランティアセンター設置運営事業（4月1日
～）

事業の見直し等検討
ボランティア活動普及事業全校終了
福祉教育推進プログラム開発研究事業実施
“小地域で考える”福祉教育推進モデル事業指定（3
年：～平成21年度）

平成20年 2008年

組織再編（足尾・栗山支所を出張所に変更、介護保険事
業所の管轄を福祉サービス利用支援係に統合）（4月1日
～）
ホームページ・リニューアル（4月1日）
日光福祉保健センター指定管理（4月1日～：3年）

「日光市地域福祉計画・日光市地域福
祉活動計画」を行政と合同で策定（平
成20年度～平成21年度）
2プロジェクトチーム設置（災害ボラ
ンティアセンター、社協改革推進）

日光地区社協設立（3月26日）
足尾地区社協設立（3月28日）
藤原地区社協設立（12月18日）

9地域福祉圏域に「社協コミュニティワーカー」の
支援と「地域福祉活動支援員（臨時職員）」を配置

法人後見事業実施（4月1日～） 災害ボランティア入門講座開催（1月21日）
災害ボランティア入門講座開催（6月8日）
災害ボランティアリーダー養成事業の実施（8月3
日・24日・31日）
災害ボランティアセンター運営マニュアル作成（12
月1日）

福祉教育ハンドブック（理論編）「with」発行（3
月31日）
福祉教育推進セミナー開催事業実施（7月・8月）

平成21年 2009年

組織再編（介護保険事業所の管轄をそれぞれの部署に移
行、出張所長等の配置）（4月1日）
藤原高齢者生活福祉センター「ふじの郷」指定管理（4
月1日～：3年）

栗山地区社協設立（3月23日） 地区社協活動強化、高齢化集落対策事業等を実施す
るため「地区社協強化推進員（嘱託職員）」を配置（4
月1日）

日光市障がい者相談支援センター受託終了（～ 3月
31日）

社協職員災害時行動の手引き・ポケットブック作成
（3月31日）

ワークキャンプ“2”開催（2月7日・15日）
ボランティア・福祉教育担当者連絡会議開催（2月
16日）

「ボランティアセンター」改め、「ボランティア・福祉教育推進センター」を創設（4月1日）
「ボランティア活動推進校事業（共同募金配分金）」
を創設（4月1日）

長期経過記録



137

年 西暦 行政・福祉制度の動向 市社協の主な動き 社協計画 地区社協設立等 小地域活動への人的支援 各種相談事業 ボランティア（活動支援）センター事業 福祉教育推進事業

社協発足（法
人化）期

昭和35年 1960年 今市市社会福祉協議会発足（任意組織・5月24日）

昭和46年 1971年

法人格取得のため、任意団体としての社協を解散（9月
30日）
社会福祉事業法に基づき、社会福祉法人としての設立認
可（11月30日）を受ける。当時の役員18名（監事2名
含）、評議員38名
初代会長に山口武信氏就任

心配ごと相談開設

市 社 協 法 人
化 に 伴 う 地
区 社 協 整 備
期

昭和47年 1972年

2代目会長に福田新作氏就任
社協広報紙「社協いまいち」創刊号（12月）発行

大沢地区社協設立（7月24日）
塩野室地区社協設立（9月16日）
落合地区社協設立（12月15日）
豊岡地区社協設立（12月16日）

昭和48年 1973年 当時の社協会員数は、普通会員が7,953人、特別会員が
276名。

今市地区社協設立（3月24日）によ
り、市内全地区に地区社協が設置

社 協 基 盤 整
備期

昭和49年 1974年 3代目会長に斎藤昭男氏就任。

昭和53年 1978年 広報紙「社協いまいち」第10号発行
前号よりB5版からA4版に変更

ボランティア活動普及事業、初代協力校に今市中学
校が指定

昭和54年 1979年 国際児童年
4月よりボランティア保険開始

昭和56年 1981年 国際障害者年
昭和58年 1983年 福祉講座、点字・手話講習会開始
昭和60年 1985年 朗読講習会開始
昭和61年 1986年 4代目会長に福田儀氏就任

昭和62年 1987年 5代目会長に猪瀬征次郎氏就任 今市市地域福祉活動策定（昭和62年
～平成元年）

今市市ボランティア連絡協議会結成（10月31日・
当時、加盟団体9団体、総数203名）

昭和63年 1988年
6月1日、保健・福祉の拠点施設、今市市保健福祉センター
オープンとともに、事務所を同センター内に移す。
広報紙「社協いまいち」第20号を発行。

平成元年 1989年

当時の今市市の人口55,766人に
対し、65歳以上の人口は7,222
人。（高齢化率13.0％）

第1回今市市福祉ふれあいまつり開催
今市市地域福祉振興基金（福祉のまちづくり基金）制度
発足、基金の果実（利子）を各種事業に活用、平成7年
までに5千万円を目標

今市市地域福祉活動計画実施

平成2年 1990年 今市市障害者療育授産施設「すぎな作業所」開所（4月） 第1回ボランティア活動体験学習（ワークキャンプ）
事業開催。（7 ～ 8月、参加者31名）

平成3年 1991年 6代目会長に福田昭夫氏就任 福祉ボランティアの町づくり事業（ボラントピア事
業）を指定（～平成4年度）

2回目のワークキャンプにおいて、福祉マップを作
成。（参加者60名）

平成4年 1992年

法人化20周年を記念して、第1回今市市社会福祉大会開
催（2月）
当初の目標達成により、今市市地域福祉振興基金の目標
額を3億円に変更

在宅福祉サー
ビス展開期
小地域支援体
制（地区社協）
整備期

平成5年 1993年

ふれあいのまちづくり事業を指定（～平成7年度）
従来の「福祉ふれあいまつり」と「健康フェスティバル」
を統合し、『ふれあいフェアいまいち～健康と福祉のつ
どい～』開催（10月）

小地域福祉活動推進のため、2地区社協に地域福祉
コーディネーターを配置する。（今市・大沢地区）

心配ごと相談所を「ふれあい相談所」に名称を変更

平成6年 1994年 広報紙「社協いまいち」第30号を発行。 3地区社協にも地域福祉コーディネーターを配置す
る。

ふれあい相談所を廃止し、専門として弁護士による
無料法律相談事業開始（月1回開催）

平成11年 1999年
国際高齢者年 広報紙「社協いまいち」第40号発行 指定居宅介護支援事業所（介護保険）の指定

地域福祉権利擁護事業（とちぎ権利擁護センター「あ
すてらす・いまいち」）開所

ボランティア活動への更なる支援を強化を目的に、
名称をボランティアセンターをボランティア活動支
援センターに変更

平成12年 2000年

介護保険制度施行
社会福祉法誕生（前：社会福祉事
業法）社協は、地域福祉を推進す
る中心的役割をもつ組織として明
確化

7代目会長に斎藤文夫氏就任 指定居宅介護支援事業所活動開始
基幹型在宅介護支援センター「いまいち社協」開所

視覚障害者パソコン講習会、要約筆記講習会を実施

平成13年 2001年 ボランティア国際年（IYV2001） 第10回今市市社会福祉大会開催 ボランティア国際年を記念して、実行委員会による
『ボランティア・フェスタ2001』が開催

広域事業（ボ
ランティア・
福 祉 教 育 関
連）移行期

平成14年 2002年
公式ホームページ、オープン。
法人化30周年

今市市地域福祉活動計画策定（平成
14年度～平成15年度、モデル指定）

障害者ケアマネジメント推進事業（試行的事業）実
施

市民活動の拠点施設として、生涯学習センター分館
（旧法務局今市支局）に「今市市民活動支援センター」
が開所

ワークキャンプ2002開催。隣町の藤原町社協と共
催で開催（参加者106名）

平成15年 2003年

（障害者）支援費制度施行 栃木県による障害者相談支援事業「日光広域障害者相談
支援センター」スタート。（担当エリア：日光広域2市2
町1村）
第1回""ふくし""の標語コンクールを実施。応募作品約
600点。

日光広域障害者相談支援センター開所 今市市民活動支援センターをＮＰＯ法人が受託 ワークキャンプに参加したOB・OGによるボラン
ティアグループ「TEAM ""Tiny Revolution""（チー
ム【タイレボ】）」結成（4月12日）
ワークキャンプ2003開催（日光市・藤原町社協と
共催）
ワークキャンプのフォローアップ事業として「ボラ
ンティアリーダー養成研修事業」開催（藤原町社協
との共催、参加者19名）

合併移行期
平成16年 2004年

今市市制施行50周年
新潟県中越地震発生

市町村合併の動きに伴い、日光地区社会福祉協議会合併
協議会を設置（第1回協議会：1月28日）

今市市地域福祉活動計画開始 障害者相談事業において「ピア・カウンセリング講
演会」、「知的障害者（児）ホームヘルパー研修」を
実施

ボランティア・フェスタが規模拡大し、名称も「ボ
ランティア・市民活動フェスタ」に変更（開催期間：
23日間）

ワークキャンプ2004開催（足尾町社協も加わり、
4市町社協での共催）
ボランティアリーダー養成研修事業開催（日光市社
協も加わり共催）

平成17年 2005年 発達障害者支援法施行 生涯学習センターにおいて「障害者文化・芸術展」
開催

ボランティア・市民活動フェスタの事務局を市民活
動支援センターに移管

ボランティアリーダー養成研修事業開催（足尾町社
協も加わり共催）

発 展 強 化 計
画 等 の 基 本
指針策定期

平成18年 2006年

市町村合併により新・日光市誕生
（3月20日）
障害者自立支援法施行

行政と同日に合併「日光市社協」（3月20日）
初代会長に斎藤文夫氏就任
広報「スペシャルすまいる」創刊号発行（5月1日：年6
回発行）
ホームページ開設（6月26日）"

日光市社協「第一次発展・強化プラン」
策定（10月～ 3月）

福祉関係団体・当事者団体事務局を行政から社協に
移管。臨時職員5名分の補助（3月20日～）

地域包括支援センターに職員派遣（社会福祉士・主
任ケアマネジャー）
地域包括支援センター窓口事業受託（藤原・足尾・
栗山の3地域）

ボランティアセンター設置 ワークキャンプ2006・ボランティアリーダー養成
研修事業全域で実施
若者がつくるボランティア企画開催事業実施

地 域 福 祉 の
新 た な 支 援
体制整備期

平成19年 2007年

地域福祉権利擁護事業が「日常生
活自立支援事業」に名称変更
新潟県中越沖地震発生

第1回日光市社会福祉大会開催（3月10日）
広報「スペシャルすまいる」第10号発行（11月25日：
年6回発行）

「第一次発展・強化プラン」実施（19
年度～ 23年）
7プロジェクトチーム開催（組織体制、
安定的財政運営検討、人事・労務・職
員体制整備・強化、地区社協組織化推
進・強化、ボランティアセンター機能
強化、ホームページ運営、法人後見）

地区社協構想策定（9つの地域福祉
圏域と9つの地区社協を設立）
地区社協設立までの従来の地域独自
事業は、市社協の支所事業として継
続実施する。

小地域の人的支援について検討し、新たな地域支援
体制を決定
コミュニティワーク研修開催

法人後見受任調査研究事業（4月1日～） 災害ボランティアセンター設置運営事業（4月1日
～）

事業の見直し等検討
ボランティア活動普及事業全校終了
福祉教育推進プログラム開発研究事業実施
“小地域で考える”福祉教育推進モデル事業指定（3
年：～平成21年度）

平成20年 2008年

組織再編（足尾・栗山支所を出張所に変更、介護保険事
業所の管轄を福祉サービス利用支援係に統合）（4月1日
～）
ホームページ・リニューアル（4月1日）
日光福祉保健センター指定管理（4月1日～：3年）

「日光市地域福祉計画・日光市地域福
祉活動計画」を行政と合同で策定（平
成20年度～平成21年度）
2プロジェクトチーム設置（災害ボラ
ンティアセンター、社協改革推進）

日光地区社協設立（3月26日）
足尾地区社協設立（3月28日）
藤原地区社協設立（12月18日）

9地域福祉圏域に「社協コミュニティワーカー」の
支援と「地域福祉活動支援員（臨時職員）」を配置

法人後見事業実施（4月1日～） 災害ボランティア入門講座開催（1月21日）
災害ボランティア入門講座開催（6月8日）
災害ボランティアリーダー養成事業の実施（8月3
日・24日・31日）
災害ボランティアセンター運営マニュアル作成（12
月1日）

福祉教育ハンドブック（理論編）「with」発行（3
月31日）
福祉教育推進セミナー開催事業実施（7月・8月）

平成21年 2009年

組織再編（介護保険事業所の管轄をそれぞれの部署に移
行、出張所長等の配置）（4月1日）
藤原高齢者生活福祉センター「ふじの郷」指定管理（4
月1日～：3年）

栗山地区社協設立（3月23日） 地区社協活動強化、高齢化集落対策事業等を実施す
るため「地区社協強化推進員（嘱託職員）」を配置（4
月1日）

日光市障がい者相談支援センター受託終了（～ 3月
31日）

社協職員災害時行動の手引き・ポケットブック作成
（3月31日）

ワークキャンプ“2”開催（2月7日・15日）
ボランティア・福祉教育担当者連絡会議開催（2月
16日）

「ボランティアセンター」改め、「ボランティア・福祉教育推進センター」を創設（4月1日）
「ボランティア活動推進校事業（共同募金配分金）」
を創設（4月1日）
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　コミュニティワークは、組織においても各活動・事業領域が関連し合っ
て時間の経過とともに相乗的に進むものです。従って、社協ワーカーは、
各活動や事業間の相乗的な発展史を把握せずに、社協の支援プログラム
を有効に活用することはできません。
　このように、この「長期経過記録」は、社協ワーカーが社協の活動
史のどの位置に立っていて、組織における各種の事業がどのように関連
し合ってきたかなどの現在の到達点を把握するための羅針盤といえます。
この表は、地域福祉活動計画などを策定するときに中間管理職によって
作成されるとともに、毎年、事業年度末に事業を追加していくことが重
要です。なぜなら、その年の社協の支援プログラムを企画していくうえ
で、改めて現在の立ち位置を確認するのに効果的であるからです。

社協のココが好き
○地域住民はじめさまざまな方々と出会えること。
（?歳・女性・コーディネーター）

○行政のできないところをカバーしている。利益
をさほど追求していない（今後は違うかもしれ
ませんが）（35歳・男性・事務職）

○基本的にいい人が多い（26歳・男性・事務）
○仕事を通して人が喜んでくれること（40歳・男

性・事務職）
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事例検討 ～事例検討の必要性～Section 4-1

事例検討をやらずして

“プロフェッショナル”
とは言っちゃいけない！

　日々の生活の場である地
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

域には常に問題が存在します。
　それを発見すること、解決に向けたベターな判断をすること……これ
が社協ワーカーの仕事でコミュニティワーク実践です。
　個別支援は、一人の人間にしっかり焦点を当て、アセスメント―課題
抽出―仮説検討―目標設定―支援計画作成・支援―評価という連続した
プロセスをケース記録・ケース検討会議を通じて確認しながら行うとい
う科学的・論理的な業務構造をなし、それが日常業務化しています。個
別支援ワーカーは「この人の課題は何だろうか。どうすればその人らし
い生活が送れるだろうか」と常に考え、それをケース検討会議という多
職種が集う場で分析します。
　しかし、コミュニティワーク（地域支援）は、記録・事例検討が定着
しておらず、課題抽出・分析・仮説・検証などの科学的・論理的なプロ
セスを意識していないのが現状です。毎日の業務が悪い意味で慣例的に

（場合によっては無目的に）進みがちです。

　では、社協ワーカーは専
・ ・ ・

門性を発揮した仕事をしていないのか？　な
んて思ってしまいそうですが……それは違います。コミュニティワーク

社協ワーカーの死角
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には個別支援と違う「奥深い難しさ」があるのです。
　コミュニティワークは、プロセスが連続しておらず、さらにらせん状
に展開していくため、経過や成果が見えにくく、分かりにくいのです。
　コミュニティワークの「見えにくさ」や「分かりにくさ」は
① 働きかける対象が多様で変化する
② 援助の開始と終結が見えにくい
③ 記録化が社協ワーカーの業務に組み込まれていない＊10

の 3 点が大きな原因と考えられています。
　でも！　社協には難しいといわれるコミュニティワークの実践が着実
に蓄積されている場があるのです。

① 地域福祉活動計画策定の場
　地域福祉活動計画の策定のプロセスこそ、数年先のあるべき地域福祉
の姿の目標設定と、それに至るための活動、事業プログラムの設定を、
計画という仮説設定として組織を挙げて行える場なのです。
　この地域福祉活動計画を、地域住民とともに丹念に策定し真摯に実行
している社協は、社協ワーカーの力

・ ・

量が総体的に高まっているといえる
でしょう。

② 「有能」といわれる社協ワーカーたち
　有

・ ・ ・

能な社協ワーカーの実践事例報告を聞いたとしても、他の社協ワー
カーは表面的に実践の真似をするだけで、本当の意味でそれを取り入れ
ることがなかなかできません。
　それは、なぜうまくいったのかという成功要因についての分析が不十
分だからです。有

・ ・ ・

能な社協ワーカーたちの成功要因だけでなく、失敗の
要因も汲み出す手段があれば、有

・ ・ ・

能な社協ワーカーたちの実践を多くの
社協ワーカーが自分の経験知にすることができます。
　ベ

・ ・ ・ ・

テラン社協ワーカーの「経験知」を効果的・効率的に後
・ ・

輩社協ワー

実は、社協に蓄積されているコミュニティワーク実践
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コミュニティワーク事例検討の効果

カーに伝えることが可能になります。

　上記のように、知らずしらずのうちに社協に蓄積されてきたコミュニ
ティワーク実践を社協業務に有効に取り入れるためには何をしたらいい
のでしょうか？
　それは……
　コミュニティワーク事例検討
です。
　では、「コミュニティワーク事例検討」は社協ワーカーにどのよう
な効果をもたらすのでしょうか。

① 自分の実践を振り返り、先を予測する
　「これまでの実践を振り返ること」、「次の実践に向かうための最善の
方法を見いだすこと（解決に向けての仮説設定）」を実践の節目で行っ
ていく必要があります。

② 経験を共有する
　①の振り返りと先を予測する作業を一人で行っていると独善的になり
がちです。そこで、「職場内や関係者とともに検討する」、「上司などか
ら適切な助言を受ける（スーパービジョン）」ことが必要になります。
　言い換えれば、その解決したい問題に対して、問題を共有し、関係者
の経験を持ち寄る作業が必要になります。しかし、そのための方法論が
なければ、それは単なる意見交換会に終わってしまい、真の問題解決に
はつながりません。

③ 事例検討を重ねることで方法論を築く
　事例検討の地道な積み重ねを通して、実践に基づいた確かな方法論が
築かれます。優れた事例検討は実践の「理論化」「科学化」を導きます。
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コミュニティワーク・プロセス検討法Section 4-2

コミュニティワークの事例検討である

“プロセス検討法”
をやってみよう！

　コミュニティワーク事例検討方法のひとつである「コミュニティ
ワーク・プロセス検討法」を見ていきましょう。
　この検討法は、「コミュニティワーク実践における壁となっている
場面の争点を意識しつつ、その壁を乗り越える方法を検討するために、
そこに至ったプロセスを検討メンバー間で追体験しながら、現時点の課
題に対する要因と解決方向を明確にし、戦略的な解決方法を見いだすた
めのコミュニティワーク事例検討法の一つである」 ＊11と定義されています。

① 今そこにある壁（課題）に気がつき、どう働きかけたらいいか考え
　 ます。
② その壁（課題）を理解するために過去の取り組み（プロセス）を分 
　 析します。
③ ①②を深めながら、これからの活動方向を見いだします。

現場で打つべき次の一手を
ベターな選択として持ち帰れる！

コミュニティワーク・プロセス検討法の基本を理解する
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　社協ワーカーは、地域で課題に直面したときに立てた大まかな目標を
具体的な事業や仕組みなどにして、誰もが共有できるようにイメージ化
していきます。大まかでも目標や具体的な構想が見えると、それを実現
させるためのプロセスや戦略を実施計画として策定できます。
　この目標に向かったプロセスの中で、壁（課題）に直面します。こ
の 壁（課題）にいかに早く気がつくかが社協ワーカーとして大切です。
　その 壁（課題）を乗り越えるための課題分析―次の戦術の練り直し
―地域への働きかけを行うため、壁（課題）を明らかにしていく必要
があります。
　なんだか、難しそうですが…。

　注目してみよう！！
① 何らかの目標が設定されたとき（目標）
② 何らかの会議や協議が行われたとき（場）
③ 何らかのプログラムが選択、実施されたとき（プログラム）
　
　自分の実践を振り返ってみても、上記のときに

　「う～む。これでいいのかな？なんだかスッキリしないな…」
と思ったことが多くありませんか？

　コミュニティワークでは、人を中心に見るのではなく、「地域の目標・
場・プログラム」に着目していきます。その上で、関係する主体と主体
の間のつながりや関わりなどをひもといていきます。また、「社協ワー
カーがどのような判断や関わりをしたか」というのも壁（課題）を探
すポイントのひとつです。
　では、気がついた 壁（課題）を明らかにし、それを乗り越える方法
とは何でしょうか？

　それは「場の活用」と「プログラムの選択」です。

コミュニティワーク・プロセス検討法で壁（課題）を探すコツ
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　注目してみよう！！
① 壁（課題）を乗り越えるために、社協ワーカーは地域への働きかけ
　 を行うため、それにふさわしい「場」を活用しようとします。たと
　 えば「地域代表者会議」などです。
② 壁（課題）を乗り越える手段として「住民支えあいマップづくり」や「移
　 送サービスの開発」など、課題を解決するための最適なプログラム（事
　 業）を選択します。

　社協ワーカーがどの場に働きかけを行い、どのようなプログラム（事
業）を選択し、それを実施してきたのか分析していくのが、「コミュニ
ティワーク・プロセス検討法」です。

　この検討法では、壁（課題）を見つけて明らかにすることに着目し
ながら、目標や選択されるプログラムについて検討する視点が大切です。
　それが、この検討法を実施する場合、必ず押さえるポイントとなります。

◆「住民主体」かどうか
◆コミュニティワークの３つのゴール（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）
◆プログラム
◆場
◆壁（課題）
◆プロセス
◆区切り方

コミュニティワーク・プロセス検討法で見える
「場の活用」と「プログラムの選択」

コミュニティワーク・プロセス検討法の何を見ていくか



展開過程 時間 内容とポイント

●進行説明と参加者等の紹介をします。
・時間通りに開会し、タイムスケジュー

ルを提示しましょう。
・参加者がお互いをしっかり分かりあえ

る配慮が必要です。
●事例検討の意義や目的を説明します。

・参加者がここを理解することが成功の
鍵です。

●事例様式に沿って説明します。
・余裕をもって説明できるよう配慮しましょう。

１

2

開会

事例提供者か
らの事例紹介

5分

20分

［標準（目安）時間 120分］
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タイムスケジュールとポイント

コミュニティワーク・プロセス
検討法の実践

Section 4-3

とにかく考えているより

“はじめること”
が重要！

　コミュニティワーク・プロセス検討法は、①社協ワーカー自身が行き
詰まっていて解決策を模索しているときはもちろんのこと、②職場内訓
練の一環として、③事業を評価したり、地域支援の方法を検討するなど
の節目のときなどで活用できます。
　実際に「コミュニティワーク・プロセス検討法」をやってみると

きのポイントについて見ていきましょう。



・事例提供者を紹介し、どんな業務を担
当しているかなどを明らかにしておき
ましょう。

●事例提供者になりきって（接近法）事例を
見ていきます。
・難しいところです。継続した訓練が必

要です。時には、幽体離脱して事例提
供者になりきるのもいいでしょう。

●事実の確認をします。
・事例を明確化できるような質問をする

意識が不可欠です。
・事例に関する情報を補足できるときは

行いましょう。
●経過を確認します。もしくは、事例提供

者の意図を確認します。
・事例提供者の想いを大事に共有します。
・時には事例の内側から再構築し共有化

することも必要です。
●コミュニティワークの場合、経過が長い

ため、３期程度（準備期・開始期・安定
期など）に分けて経過を追っていくこと
をお勧めします。

●グループワークなどを導入し時間をかけ
る方法もあります。

●論点を事例検討のプロセスから明確に　
します。
・事例提供者が検討してほしいと考えた

ことを大事にします。
・事例検討のプロセスから導き出された

方向性を意識して整理をします。
●論点に沿った討議を行います。

・雰囲気づくりなど討議しやすくなる配
慮が必要です。

・論点からずれた討議になりがちです。
司会者やスーパーバイザーが修正する
必要があります。

・小まとめをうまく使いながら進めま
しょう。

・少数意見を大事にし、対峙する意見を
引き出しましょう。

3

4

事例の共有化

論点の明確化
と論点に関す
る討議

55分

30分
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●事例検討の落としどころを決めていき　
ます。
・事例検討内容を整理し振り返ります。
・事例検討全体を参加者みんなで振り返

ることで参加者が持ち帰るお土産を増
やすことになります。

●次につながる閉会にしましょう。
・事例提供者はじめ参加者全員が事例検

討を離れて感謝しあいましょう。
・事例検討プロセスがどんなに厳しくて

も「閉会は笑顔」は鉄則です。

5 まとめ閉会 10分

参加者 役割

　事例検討様式を記入します。記入しながら自分の
実践を振り返っておきましょう。参加者に持ち時間
の中で事例を伝えていきます。事前準備から大変な
役割ですが、それ以上の糧を得られること間違いあ
りません。

　時間配分とコントロールを行います。参加者みん
なが発言しやすい雰囲気をつくり、発言を引き出し
ます。事例検討してよかったと思われる成果を参加
者みんなが持ち帰れるように配慮します。

　事例検討の方向の修正や、混迷した際の整理など
を行います。スーパービジョンが持つ「管理機能」「教
育機能」「支持機能」のうち、事例検討の目的によ
りどれを重視するのかを配慮しながら助言します。
※いきなり助言をすることが難しければ、論点のみ
　を伝える方法もあります。

　基本的に誰が参加してもいいでしょう。ただし、
事例検討の意義を十分に分かって参加することが必
要になります。

事 例 提 供 者

司 会 者

スーパーバイザー
（ 助 言 者 ）

検 討 メ ン バ ー

147

参加メンバーは誰？
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◆ 事例提供者を傷つけないようにしましょう。「こうするべきだった」
　 と述べるのはやめましょう。
◆ 事例提供者のストーリーに入りましょう。事例提供者になりき
　 り追体験することが大切です。「自分だったら」「うちの町なら」と
　  思いながら聞いていては「真の理解」はできません。
◆ 事例を安易に大雑把に理解せず、細かく観察します。
◆ 愚痴の言い合いにせず、実践の悩みを整理・分析することからはじめ、
　 建設的な討議をしましょう。

◆ 事
・ ・ ・ ・ ・ ・

例提供者の壁（課題）を探ります。決して自分が感じる壁ではあ
　 りません。
◆ 事例提供者の経験を自分の経験知にするためにも自分の興味や関心
　 にこだわるのはやめましょう。

◆ 事例に入り込むために事実を確認する質問をしましょう。
◆ 社協ワーカーのとった行動に対し意図を尋ねましょう。社協ワーカー
　 の考えが分かってきます。
◆ 社協ワーカーが採用したプログラムの評価基準を確認しましょう。

悪い質問 → 「私の町では○○ですが、あなたの市はどう 
 ですか？」
良い質問 → 「なぜ□□したのですか？」
 ※常に意図（原因・要因）を聞こうと意識します。

　次は、実際にコミュニティワーク・プロセス検討法を行うときに使用
する様式について見ていきましょう。

事例の聞き方　HOW	TO

質問の仕方　HOW	TO
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事例検討用紙の
記入方法と記入例

Section 4-4

コミュニティワーク・プロセス検討法の

“イメージ”
を掴もう！

　「事例検討会」で使用する事例検討用紙について兵庫県社協版に基
づいて説明します。
　事例検討用紙は、

①事例タイトル
②事例概要・ポイント
③検討したいこと（ワーカーの困っていること、答えを出したいこと）
④今後の展望
⑤地域概況
⑥人・団体・機関の関係図
⑦事例の経過
⑧事例全体を振り返っての所感、事例をまとめて気づいたこと

　
の8項目からなっています。
　①〜⑧までの順番は、事例提供者が実践を振り返りながら事例用紙作
成過程で気づきを深めていけるように構成されています。この順番通り
に作成するようにしましょう。
　次ページ以降に事例用紙を作成するに当たってのポイントと記入例を
記載しました。実際に作成する際に参考にしてください。



☞point
　事例（実践）を象徴化させます。一言で、事例提供者の課題と目標を明
確化させ、参加者が主題を理解できるようにします。

☞point
　事例の概要を簡潔に参加者に伝えます。そうすることで、事例検討のテー
マがより鮮明になります。
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事例検討用紙の記入のポイントと記入例

◆事例タイトル
○「地域のつながりを維持していくためのプログラムとしてのサロンに

ついて」

◆事例概要
○　高齢化率が年々上昇し、山間地に限界集落がいくつか見られるよ

うになる一方、老人クラブの減少など高齢者の見守り、お茶飲みに
行く場所も機会も次第に少なくなっていった。
　このようななか、高齢者のサークルの人たちから、サロンを開設し
たいという相談を受け、社協として支援していった。このように住民
による要望があり、その要望に応えることの必要性を感じていた。
　検討した結果、サロンを支援プログラムの中心に据えた。
　今後、地域のつながりを維持していくためには、どのような地域へ
の支援プログラムが良いかが本事例のポイントである。

◆検討したいこと（ワーカーとして困っていること、答えを出したいこと）
○サロンのエリア設定が人口規模や距離から考えて適切か。
○地域に根付いたサロンとして自主運営で立ち上げるにはどのような

ことが必要か。
○地域に入ってふれあい・いきいきサロンを開設するまでの方法を、

他の地域に普及できるようにするためには何が必要か。



☞point
　社協ワーカーの実際の悩み、課題を記入します。ここが事例提供者の苦
しみであり、解決策を見いだしたいところであるため、ここは明確にして
おかなければなりません。
　しかし、事例検討が進行していく中でしばしば本当の課題が別にあるこ
とが発見されます。いわゆる隠れ争点の発見です。これこそが事例検討の
成果のひとつです。
　いずれにしろ、「検討したいこと」は何なのかを出来る限り整理してお
く作業が今後の事例検討のカギを握ります。

☞point
　事例提供者が考える課題に対する自分自身の解決策を記入します。事例
提供者の考えを参加者に課題と同様に伝えていきます。

☞point
　個別支援ワーカーとの事例検討や、他市町社協ワーカーとの事例検討の
際に必要となります。
　コミュニティワークでの地域把握はとても重要です。事例検討会に使用
しなくても、地域の基礎データは把握しておきたいものです。
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◆今後の展望
○地域の選定については、日常生活の中で地域の見守り等必要として

いる地域を拾い出し、地域への働きかけをする。
○サロン普及のため、他の事業との関連を持たせるなど社協の事業全

体の中で関連性を持たせて支援していく。　
○サロンを中心にプログラム支援していきたいと思うが、地域で話を

始めるとき、地域のペースに合わせる。地域の話の中から作戦を練
ることが必要である。初めにサロンありきではない。

○自主的運営をしていくための支援者の確保など。

◆地域概況



［例］

○基礎データ（平成　　年度）

○地区内の活動

項目 A地区 市全体
人 口

老 齢 者 人 口

地 区 社 協 数

自 治 会 数

民 生 委 員・ 児 童 委 員

主 任 児 童 委 員

A地区社協構成（理事選出）団体

A 地区策定委員会選出団体

人

人

地区

自治会

人

人

人

人

地区

自治会

人

人

連携

結果として、
社協主導型に

再チャレンジ

地域の
つながり
把握

解放する老人
クラブが急増

社協の
支援により運営

ふれまち
推進委員会

行政

NPO・サロン
（自主的に運営）

老人クラブ

社協職員

高齢者
実態調査

高齢者サロン
（3ヵ所）

モデルA地区

自治会長など
協力的

モデル
B地区 自治会長

限界集落・担い手いない

波及せず

反対

地域の高齢者へのつ
ながりを維持する支
援プログラムとして

☞point
矢印には関係性を記入します。
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◆人・団体・機関の関係図



［例］

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

H16.4

H19.6

H20.8

☞point
　地域のつながりを総体的に把握し記入します。
　個別支援の事例検討で使用するジェノグラムやエコマップと違い、主体
間の関係が複雑なのがコミュニティワークの関係図の特徴です。

☞point
　事例の出発点からプロセスを時系列にまとめて振り返ります。
　活動の転換期ごとに区切ると説明や質疑がやりやすくなります。
　経過ごとに客観的事実（経過、社協ワーカーの関わり）と主観（社協ワー
カーの意図、想い）を区別して記入することが大切です。

ふれあいのまち
づくり事業を開
始。

安否確認実態調
査の実施。

Ａ地区、第5回お
茶飲み会（サロ
ン立ち上げのた
めの集まり）。

ふれあいのまちづく
り推進委員依嘱。

町の中で既に実行され
ている見守りの方法を
結び付ければ地域の
ネットワーク化ができ
るのではないか。

班に分かれてワーク
ショップ。その後、実
際にサロンを始めると
きの役割分担をした。

委員は、現に各方面で
福祉活動を実践して
いる人たち。

この結果を今後生か
していければいいの
だが。

参加者の中から必要
性を引き出し、自分た
ちでできることを提
案させることが大切
だと思った。
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◆事例の経過



☞point
　事例検討用紙を順に作成したことで気がついた日常業務全体についての
気づきと、事例検討を終えて、事例そのものに対する気づきを記入します。
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◆事例全体を振り返っての所感、事例をまとめて気づいたこと
○地域に何が必要か、地域で何が求められているか、地域で何ができ

るか｡ このことを地域の中で話し合った中で、自分たちの結論とし
てサロンの必要性を感じてサロンを開設することが重要。

○町の現状に即した小地域福祉活動。サロン普及はひとつのツールだ
がそのツールを通して地域の大切さを社協の中でも意識するように
したい。

○住民の活動プログラムは、最終的にはサロンにこだわる必要はない。
あくまで、地域課題である地域のつながりがなくならなければよい
のではないか。

　何となくイメージがわいたでしょうか？　実際に事例用紙を作成して
みると「新しい発見」がたくさん出てきます。まずは、思い切って作成
してください。



155

プロセスチャートの作成Section 4-5

コミュニティワークの

“プロセスチャート”
はエコマップではない！

　コミュニティワークで働きかける対象は個人や団体、機関など様々で
す。それらを全体的に把握しなければなりません。
　個別支援の場合は、対象となる個人とその家族を取り巻く関係図（エ
コマップ）で把握していくため、中心は個人となります。
　しかし、コミュニティワークの場合、関係図を作成しようとして
も中心がひとつではありません。なぜなら、コミュニティワークが
対
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

象としているのは「地域の課題」だからです。
　「地域の課題」に関係する住民や団体を中心にするとしても、関係
している全体像を幅広くとらえる必要があります。関係機関と共通認識
を持つためにも役立ちます。

　　　◆働きかける全体像をざっくりと把握して図にする
　　　◆把握する対象の広がりを重要な関係のみ線でつなぐ、または
　　　　おおよその位置関係を示す
　　　◆同時に地域を動かしている権力関係を把握してメモしておく

関係図は定点から見た関係している人や団体や機関の位置の理解

コミュニティワークの関係図のつくり方
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　コミュニティワークでは、関係している人や団体や機関が時間の経過
とともに影響しあって変化していく過程も理解しなければなりません。
　コミュニティワークは働きかけるのが「場」で、その働きかけから主
体間の変化を起こす実践でもあります。関連と時間を意識しながら図に
していくことが有効です。
　これを「プロセスチャート」と言います。

　プロセスチャートを一言でいうと
　関連付けと時系列を組み合わせた図
となります。

　コミュニティワーク事例検討の中で「プロセスチャートメモ」を取る
トレーニングができると良いでしょう。
　コミュニティワーク事例の目標やプログラム、ワーカーの意図や想い、
働きかけなどに着目して、○で囲みながら、時間の経過における関係性
を線でつないでいくと、関係から生じた変化を理解しやくなります。で
きれば、時間が上から下に流れていくように記載すると、なお良いでしょ
う。
　変化のポイントは、プロセスチャートにメモ書きしておいたほうが分
かりやすいでしょう。
　自分が行ってきた実践を、鉛筆で思いつくままに書いて間違っていた
ら消しゴムで消しながら、少しずつ現時点の地域の姿に近づけてみてく
ださい。思いもよらない発見や、新たなアイデアが思い浮かんだりしま
せんか。

プロセスチャート
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スーパーバイザーがいない
ときのスーパービジョン

Section 4-6

スーパーバイザーがいなくても

“事例検討”
はなんとかなる！

　スーパーバイザーがいなくても『スーパービジョン』で得られるのと
同じような効果を得られる方法があります。
　兵庫県介護支援専門員協会が開発した「気づきの事例検討会」です。
スーパーバイザーがいない現実の中にいるケアマネジャーらが自らの専
門性を高めるために考案された事例検討法のひとつです。
　「気づきの事例検討法」は、主に個別支援ワーカーのための事例検討
法ですが、「コミュニティワーク・プロセス検討法」にも適用できます。
　では、「気づきの事例検討法」を参考に、どうすればスーパーバイザー
がいないときでもスーパービジョンの効果が得られる「コミュニ
ティワーク・プロセス検討法」を実施できるか見ていきましょう。

① コミュニティワーク・プロセス検討法を実施するまでに自分達
でコミュニティワークの基礎知識について事前学習をする
・仲間で集い、定期的に開催する「勉強会」スタイルにするなど、

継続できる方法を考えることが必要です。
・基礎知識を学ぶという地道な努力は、スーパーバイザーがいなく

スーパーバイザーがいない
「コミュニティワーク・プロセス検討法」の方法
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ても、自分たちを実践できる専門家へと導いてくれます。

②質問の種類や問いかけ方を学び、コミュニティワーク・プロセ
ス検討法で応用できるよう訓練を積む
・閉ざされた質問（はい・いいえで答えられる質問）
・開かれた質問（「どのような」のように、質問にも答えにも幅があ

る質問）
・探求質問（具体的な様子を尋ねる）
・明確化や確認（事例提供者が述べたことを再度聞く）
・言い換え（事例提供者が述べた内容を違った形で表現する質問）

など

③司会者・検討メンバー・事例提供者みんなが同程度の責任を持
ち、お互い補完しあう
・事例を深められるか否かのカギを握っているのは、検討メンバー

の参加姿勢です。
・司会は、常に検討の方向性や本質がずれていないかチェックして

いきます。

④事例の共有化の際、事例提供者自身が参加者の質問から出た情
報を加えた新しい見方を話す
・事例提供者自身の気づきからも論点の明確化に近づけます。

⑤事例のまとめを事例提供者と検討メンバーの双方のやりとりを
通じて行う
・事例を事例提供者と検討メンバーのやりとりを通じて振り返るこ

とにより、事例を参加者も含めて内実化することができるととも
に、お土産として持って帰ることができます。

　上記をプラスすることによって、スーパーバイザーがいなくても『スー



　良いスーパービジョン関係が成立しなければ、スーパーバイジーは自分
の担当する個人や地域に対して良い支援が出来ないと言われています。
　これは、「スーパービジョンで起こる力動」と「支援関係で起こる力動」
の間のパラレルプロセス（並列関係）と呼ばれている現象です。＊12
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パービジョン』の効果が得られる「コミュニティワーク・プロセス検討
法」が行えます。事前学習などはちょっと大変かもしれませんが、地域
福祉の専門職としてコミュニティワークの基礎知識を持っていれば社協
ワーカーとしてどこの現場ででも応用がききます。
　ソーシャルワークの中でもまだまだ未確立の分野が多いコミュニティ
ワークです。スーパーバイザーがいなくても、自分たちでしっかりと事
例検討を行い、社協ワーカーの業務を確立し、いつの日かスーパーバイ
ザーとなり、確立された社協業務を後輩たちに伝承していってください。
それが、コミュニティワークの確立につながっていくのです。

　最後におまけです……

　これは、スーパーバイザーとスーパーバイジーの関係に限ったもので
はありません。
　職場の人間関係が支援に直結してくるのです。職場での信頼関係をい
かにつくれるか（ラポール形成）が、地域に出て住民と信頼関係を作れ
るかにつながっていくのです。
　個別支援でいう

「対象者は、支援者の生き方の映し鏡」
というのもそれに近いかもしれません。
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スーパービジョンSection 5-1

スーパーバイザーとスーパーバイジー

“両者”
の存在はありますか？

　どんな組織にとっても「人材育成」は重
・ ・ ・ ・ ・ ・

要なテーマとなっています。
特に、福祉の現場では、ソーシャルワークの専門性（価値、知識、技術）
に基づいて実践が展開され、それに携わる人材は、「高度な専門性」と「確
かな技術」が求められます。
　コミュニティワークを実践するのも組織の中の人材であり、人材は資
源ともいえます。
　この高度な専門性と確かな技術を伝承し、実践の質を向上させる過程
を一般的に『スーパービジョン』と呼んでいます。

　『スーパービジョン』とは、
「職場レベルで専門職に対する支援体制を形成し、スタッ
フそれぞれをバックアップするその技術をさし、社会福
祉援助技術のひとつ」＊13

です。

　誰かが、仕事に行き詰まったときに、周りのスタッフに報告し、その
報告をもとに行き詰まった方が専門業務をスムーズにこなせるように促

スーパービジョン
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すことをいうのです。
　そして、この促す人を“スーパーバイザー ”、業務を促される人を
“スーパーバイジー ”といいます。
　社協ワーカーが現場でよい実践を行うためにも、組織としての社協の
発展のためにも“スーパーバイザー ”は不可欠です。なぜなら、コミュ
ニティワークの実践を行っていくにあたって、行き詰らない人など皆無
だからです。

　逆にいうと、このスーパーバイズが行われなければ、職員の成長は、
その職員の自助努力と天性の資質のみにしか頼ることができません。向
き不向きは別として、どのような職員でも、ある一定程度の専門技術（ス
キル）を身につけさせるということが組織として、難しくなってしま
うのです。
　このように考えていくと、“スーパーバイザー ”の役割は、とても
重要なことがわかります。

　スーパーバイザーとスーパーバイジー（スーパーバイズを受ける人）
との信頼関係に基づいて行われる『スーパービジョン』には、主に３つ
の機能（支持的機能、教育的機能、管理的機能）があるといわれています。
そして、これらのすべてに関係するものとして「評価機能」＊14 があります。

　この3つの機能すべてを踏まえながら『スーパービジョン』を行うと
ともに、場面や職務、職員に応じて選択的に機能を組み合わせて展開し
ていくことになります。

　この『スーパービジョン』を意訳すれば、

「曇りを取って、視界をクリアに広げ、前方のパノラマを共有する」
ための

スーパービジョンの3つの機能



スーパーバイザー

支持的機能
出口が見えず、悩んでいる（スーパー）
バイジーを側面的に支えていく。

教育的機能
知識や技術を教えていくこと。
「自己覚知」を促すこと。

スーパーバイジー

苦しい～
↓

気持ちをわかってほしい！！！

わかんない
↓

教えてほしい！！！

職務がうまく進められない。
どうしよう…

↓
職務や職場環境を整理してほしい。
仕事の優先順位を付けてほしい。

管理的機能
バイジーの援助状況を確認するととも
に、的確なフォローを行うもの。
社協ワーカーが働きやすく最大限の力
を発揮できるよう、人間関係も含めた
職場環境を管理する役割。

▶ 単なる、職員の業務管理にならないよ
　 うにすることが重要になります。（社会
　 福祉援助技術のひとつです。）
▶ いつまでも、「おれの背中についてこ
　 い！」では、残念ながらついてきません。

▶ あくまで、援助技術としての支援を求
めるものです。自分の努力なしに、す
べてをスーパーバイザーのせいにし
ないようにしましょう。

〈スーパービジョンの3つの機能〉
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「ワイパー機能」＊15 といえるかもしれません。

　『スーパービジョン』には、様々な状況に対応したいくつかの形態が
あり、自分の職場や状況にあった『スーパービジョン』を選

・ ・

択していき
ます。

◆個別スーパービジョン
　スーパーバイザーとスーパーバイジーが一対一で、定期的にまたは必
要に応じて行います。自己覚知を深めやすくなります。

スーパービジョンの形態
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◆グループスーパービジョン
　一人のスーパーバイザーが複数のスーパーバイジーに対して行うもの
です。グループの持っている力を活用することで、スーパーバイジーで
ある社協ワーカーが悩んでいることに対して、「同じようなことに悩ん
でいるんだ」という共感が生まれ、スーパービジョンの効果を向上させ
ます。
　事例検討などやコミュニティワークにおいてはコミュニティワーク・
ドラマ演習などによるワークショップがこれにあたります。

◆ピアスーパービジョン
　スーパーバイジー同士でお互いに教え合ったりする形態で、上下関係
が生じにくいため、自由な発言が可能となります。

　このように、基本的な“スーパーバイザー ”は、職場の上司かもし
れませんが、職場の同僚たちで行うこともできます。

　なんだか、とっても難しそうな『スーパービジョン』です。しかし、
方法はいずれにせよ、この機能を職場などに取り入れない場合、現場の
社協ワーカーが袋小路に陥り、メンタル面等に大きく影響を与えていき
ます。
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スーパーバイザー同士の
共通認識の必要性
～同じ視点でスーパーバイズをしているか？～

Section 5-2

よいスーパーバイザーは

“経験年数”
とは無関係

　スーパービジョンの重要性については、これまで説明してきましたが、
何といってもスーパービジョンは、

　「スーパーバイザー」
がきちんと「機能」を理

・ ・

解し、「役割」を果
・ ・ ・ ・

たせるかどうかが “大きな鍵”
を握っていることはいうまでもありません。
　特に、誤解しがちな点は、例えば経験年数が豊かであっても、決して
良いスーパーバイザーになれるとは限らないことです。「コミュニティ
ワークができること」と「スーパービジョンができること」を区別する
という認識が必要で、スーパービジョンを実践する上での「価値」や「倫
理」「知識」を会得しなければなりません。

　また、合併等によって広範囲になり、地域（地区）担当制を置く場合、
“スーパーバイザー ”が複数存在してくることも考えられます。
　当然、社協も組織ですし、専門職であれば担当地域（地区）の変更や
人事異動等により“スーパーバイザー ”が変わる可能性があります。そ
の際、“スーパーバイザー ”の視点が違っていては、“スーパーバイジー ”
が混乱してしまうだけでなく、両者の関係にも大きな影響を与えてし
まうことにもつながりかねません。



166

　そのためには、“スーパーバイザー ”同士の
“共通認識”
がとても重要です。
　ここでは、その「共通認識」を図るためのプログラム等を紹介しましょ
う。

　前提として、“スーパービジョンの役割や機能、技術”を理解して
いなければ意味がありません。
　ここでは、“スーパーバイザー同士”による「アサーティブ・トレーニ
ング」について説明します。

(1) 「アサーティブネス」とは
　「自分の気持ちや要求を、相手の権利を侵害することなく、率直に、
誠実に、対等に表現するコミュニケーションの方法」です。
　自分の行動や言葉が引き起こす結果に責任をもつことが必要です。

(2) コミュニケーションのパターン
　このトレーニングでは、日常生活にみられる態度、コミュニケーショ
ンのパターンを次の3つに分けています。コミュニケーションを取る相
手、自分自身のコミュニケーションがこれらのパターンのどのタイプに
当てはまるか特徴を理解して、何をどのように変えれば「アサーティブ」
になれるかの訓練につなげます。

　①攻撃的（ドッカン）
人に食ってかかる攻撃的なタイプ
　人との関係を勝ち負けで考え、絶対に相手に負けていられない。
まわりは対立を恐れてビクビクしている。

ロールプレイによるスーパービジョンの
スキルトレーニング（基本的なスキル）
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　②受身的（オロロ）
自己犠牲的で、ふみにじられても黙っているタイプ
　自分が我慢しさえすればよいと感じていて、自分で何かを選択
したり、決定したりすることをしない。自分を常に卑下していて、
ほめ言葉を受け入れられない。

　③作為的（ネッチー）
攻撃性を隠して相手をコントロールするタイプ
　表立ってことを荒立てたりしないでちゃんと仕返しをする。正
面きって人と対立しないかわりに、周りの人間をうまくコントロー
ルし、相手に罪の意識を持たせることで自分の手に入れたいもの
を得る。

(3) 「アサーティブ」な伝え方のポイント
a） 自分が何をしたいのか、相手に何をしてほしいのか、「伝えたいポ

イントを絞る」こと
b） 話がそれたり、相手の議論のエサにひっかかるのを避けるため、 

「くりかえし自分のポイントに立ち戻る」こと
c） 「気持ちを言語化する」こと
d） 言葉と態度を一致させるよう「ボディランゲージに気をつける」こと
e） 自分が理解されたいなら「相手を理解する」よう努力すること

(4) ロールプレイのルール
　“スーパーバイザー ”役（ロールプレイの行為者）は、相手役に場面
の具体的な情報を提供して、演じる準備をする。
　“スーパーバイジー ”役は、相手役として感じた気持ちも含めてフィー
ドバックする。
　観察者は、1）行為者の良かったところ、2）次回への改善点について、
客観的に“スーパーバイジー ”、“スーパーバイザー ”にフィードバック
する。
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　ロールプレイは5分程度の場面を設定して、2回以上行う。＊16

　共通認識を図るためには、技術よりも“スーパーバイザー間のコ
ミュニケーション”が重要だと思います。それぞれの考え方の違いは
あったにしても、十分な情報交換をし、同じ共通認識に立ったスーパー
ビジョンが行われなければ「コミュニティワーカー」も育っていきませ
ん。そういった仕組みづくりは、“スーパーバイザー ”や“社協組織”とし
ての責任でもあります。

定期的なスーパーバイザー連絡会等の開催

ワタシにとっての社協
○学ぶことの多い職場（何年たっても勉強になるこ

とがたくさんあります。（32歳・女性・？）
○一生働けると思い選んだ職場です。（30歳・女性・

ボランティアコーディネーターとコミュニティ
ワーカー兼務）

○頭がやわらかくないとくるしい。（31歳・女
性・？）

○チャレンジの場（30歳・男性・総務）
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専門的な実力を診断するための「自己評価シート」

社協ワーカーの評価
（自己レベル診断）

Section 6-1

あなたの社協ワーカーとしての

“レベル”
はどのくらい？

　プ
・ ・ ・ ・ ・

ログラムの評価のみならず、社
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

協ワーカー自身の評価も忘れては
なりません。社協ワーカーは、特に基準となるべきものが明確でないた
め、社協ワーカー自身を評価することが困難な現状です。基準を設ける
ことができれば、社協ワーカーはどのレベルまで成長できたのかを把握
でき、さらには職

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

員としての資質が評価できるのです（給与アップに
つながれば……＾o＾）。

　コミュニティワークや社協ワーカーとしての専
・ ・ ・

門性について説明して
きましたが、「実際、あなた自身がどの程度の社協ワーカーとしての専
門的な実力があるのか」について自己レベル診断を行うための

　「自己評価シート」（牧里（2006）を元に作成）

を作成しました。
　さて、あなたの社協ワーカーとしての力

・ ・

量はどのくらい？

　全6項目の技能の“チェック項目”を見て自己評価をしてみてください。
やり方は簡単です。1項目につき最高5点、合計の最高得点が30点です。



項目 具体的な力 チェック項目 点数
（自己評価）

① 調 査 力

② 表 現 力

③ 構 成 力

見えないもの
を見抜く力

状況を詳しく
説明できる力

異 な る 人 材・
資源を結びつ
ける力

●調査は「アンケート」だけで
　はないことを知っている。
●参与観察、インタビュー面接、
　パトロールは調査というコ
　ミュニティワークであること
　を理解している。
●隠れたリーダー、未来のボラ
　ンティアを発見することも調
　査活動であることを理解して
　いる。
●問題や課題発見の名人でなく、
　資源探しの達人である。

●異なる世代とのコミュニケー
　ションは世代に応じて対応で
　きる（空気を読むことができ
　る）。
●文字、図表、音声、パフォー
　マンスなどの表現手段をフル
　活用できる。
●単なる業務日報の記録ではな
　く、支援業務を客観的に記録
　する力を持っている。

●コーディネーションという異文
　化交流に長けている。
●素材の隙間を見つけて重ね合
　わせ、つなぎ合わせるハイブ
　リッド・テクニックを持って
　いる。
●肥大化する社協官僚制からの
　脱却、職人芸の個人的プレイ
　からチームプレイで対応でき
　る。
●社協のアイデンティティの継
　続的・反復的意識の改革を常
　に追及している（社協らしさ
　の視点をもって取り組むこと
　ができる）。

点/5点

点/5点
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④ 元 気 力

⑤ 突 破 力

⑥ 福 祉 力

意義や目的（目
標）を創出する
力

障壁（バリア）
や制約を克服
する力

抑圧される人
の差別を許さ
ない抵抗力

●協議体というインターグルー
　プワークを再構築（実行部隊
　の編成）できる力を持っている。
●全国ネットワークという威力
　（情報・人材交流の活性化）
　を活用できる。

●お金で計れない価値（値打ち）
　を見いだすことができる。
●意味や意義は繰り返して表現
　しないと伝わらないことを理
　解している。
●人は苦境に立っていても夢と
　希望さえあれば立ち上がれる
　と思う。
●事例というストーリーは書き
　換えられると思う。

●公平性・継続性というブレ
　ーキをかけることができる。
●プライバシーの保護という
　美名の抵抗・保身を打破す
　ることができる。
●前例主義や規則主義で規制
　する組織防衛を崩すことが
　できる。
●常識を疑う・ニッチ（隙間）
　な取り組み探しができ、決
　め付けを廃止することがで
　きる。

●マイノリティ（少数派）側に
立てなければ福祉ではないと
考え、業務に取り組んでいる。

●人権思想は、弱い立場の人の
ために生み出された武器であ
ると考え、それを差別だと
思っている。

点/5点

点/5点

点/5点

点/5点

点/30点
合 計
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＜自己評価レーダーチャート＞

①調査力 ②表現力

⑥福祉力

⑤突破力 ④元気力

③構成力
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レーダーチャートにおとして「自己覚知」をしてみよう！

　「自己評価シート」の各項目の点数をグラフに記入し、線でつなぐと
あ
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

なたの社協ワーカーとしての力の“バランス”を見ることができます。

 

　この表を見ることによって「自分自身の力」の「強み」や「弱み」
を知ることができ、
“自己覚知”
につながるばかりか、今後のスキルアップに活かせることになります。
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プログラムの評価項目をつくる意義

プログラムの評価Section 6-2

プログラム評価は

“住民と一緒に”
を目標に！

　ある社協ワーカーが「ここのサロンはいいよ」って言ったとき、「いい」
というのは具体的に何がいいのでしょう？
　おそらくその社協ワーカーにはその人なりの基準があるかもしれませ
んが、他の社協ワーカーは違う評価をしているかもしれません。このよ
うに、プログラムに対する評価が組織で共有化されていないために、担
当者ごとにバラバラな支援が行われている実態があります。つまり、そ

れぞれの社協ワーカーが「自分基準」でものごとを判断してしまっ
ているのです。
　もちろん地区によって多様性があるのは良いことですが、「多様性」
と「バラバラ」とは違います。社協ワーカーであれば、専門的な観点で、
少なくとも組織としてある一定の基準に沿って事業を展開していくこと
が必要です。その基準を設定することで、社協は戦略的かつ継続的に地
域支援を展開していくことができるようになります。
　なお、評価について、以下説明していきますが、大事なことは、評
価とは、手段であり、目的ではありません。物事をよくするための道
具であるということが “ポイント” です。
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　 コ ミ ュ ニ テ ィ ワ ー ク は、 住
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民 が 選 択 し た 活 動（ プ
・ ・ ・ ・ ・

ロ グ ラ ム ）
を
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

側面的に支援していくものであるため、プログラムそのものを評価
するといっても難しいかもしれません。そこで、ここでは、視点そのも
のを転換し、プログラムを事業計画のような切り口で評価してみたいと
思います。

　まず、プログラムを3つの段階に分けて考えます。

　　①インプット（投入）
　　　…事業の予算規模、職員の労働などの作業量など。
　　②アウトプット（活動指標）
　　　…具体的な活動量、活動実績を測る指標。
　　③アウトカム（成果指標）
　　　…プログラムを実行することによりどのような成果が生み出さ
　　　　れたかを明確に計測する指標。

　これだけでは分かりにくいので、サロンを例にとってみてみましょう。

　右ページの図のような評価方法が想定できます。
　最終的なアウトカムを活

・ ・

用することにより、事業評価として行政な
どと交渉するときに有効な指数となります。

プログラム評価の考え方



インプット

事業の
実施結果
＝アウトプット

初期的・
直接的な
アウトカム

中間的に
波及した
アウトカム

最終的な
アウトカム

サロンの設置のための予算額が
100万円。

サロンが30箇所設置された。
（1箇所当たりの回数、定員など）

サロンへの参加者が増える。
サロンの数が増える。

住民が自分たちで活動
内容を考える。

孤立死が減る。
要介護認定を受けている
高齢者の数が減る。
高齢者が生きがいを感じ
る指数が増えた。

社協や行政への設置方法や助成に
ついての問い合わせが増える。

サロンとは別のところで、
挨拶をするようになる。

見守り活動が起きる。

地域課題として、「独居の高齢者が増えている」「高齢者が引きこもりぎみである」という
課題がはじめにあり、その課題を解決するために、仮説としてサロンを設置し、出た結果
がアウトカム指標である、ということを常に頭に入れておく必要があります。

＜プログラム評価の一連の流れ＞
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項　目 評価レベル

これらを、レーダーチャートにする。

評価項目（例）

１・２・３・４・５

１・２・３・４・５

１・２・３・４・５

１・２・３・４・５

１・２・３・４・５1

2

3

4

5

運営

構成

開催数

内容・
機能

波及効果

運営は住民が自ら行っているか。

開催数は？（どのくらい楽しんでいるか？）

構成メンバーはどのようなメンバーか（つなが
りがどのようにできているか）。

どのような内容・機能か？（当初の目的にあっ
た形で行っているか？）

どのような影響（波及効果）を与えているか（見
守り活動などにつながっているか？）。
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　社協ワーカーが支援するうえでの指標としては、最終的なアウトカ
ムでは、プログラムの評価（検証）がし

・ ・ ・ ・

にくいと思われます。そこで、
次に、対行政というよりも、社協ワーカーが地域を支援する上でのプロ
グラム評価指標について考えてみたいと思います。

　評価基準をつくるうえで、一番大事なのは、まず「職場で話し合い」、
項目を作っていくことです。例えば、Ａ社協が良いと考える「ふれあい
サロン」の評価項目を、まずは上記における「中間的に波及したアウト
カム」を想定して、いくつか言語化してみると項目がつくりやすいと思
われます。
　完全なものである必要はありませんので、とりあえず、職員の「意識」
を共有するために、「職員の合意」によって作成し、それに修正を加
えていく作業が大切になります。

　例えば、項目として上げると、

　　　　　　

社協ワーカーが支援するためのプログラム評価基準
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診断項目をつくり、職場、住民と共有する

　また、客観的なデータが入手できない場合、たとえそれが主観的で
もレーダーチャートなどによって見えるようにする（＝可視化）と、
何が良くて、何が足りないのかが見えてくるようになります。この作業
は、特に、プログラムそのものが比較できる場合に有効です。

　このように、プログラム評価について見てきましたが、作業の留意点
としては、下記の3つに注意する必要があります。

【作業の留意点】
　　①評価のための評価にならないように、ＰＤＣＡサイク
　　　ルのＣ（検証）として活用する。
　　②評価項目は単に○×をつけるのではなく、その項目に
　　　基づいた現状分析を行うこと。
　　③評価をなるべく具体的に考えるため、主観的な項目で
　　　も良いので、職員間で共有して作成し、できる限り数
　　　値化する。

　以上のように、社協ワーカーが支援していくためのプログラム評価を
みてきましたが、住民とともに評価（検証）を行うことを最終目
標としてみてください。最初は事務局で評価項目づくりを行い、この
作業に社協ワーカーが慣れてきたら、住民とともに作業を行いましょう。
　コミュニティワークのもっとも大きな特徴は、住

・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・

民の活動を側面的に
支
・ ・ ・

えるということです。そのために、住民自らが活動をしていくための
道具として評価（検証）方法を住民に伝えることは、専門職としての社
協ワーカーの重要な役割だといえるのではないでしょうか。
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