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Chapter 2
事例を読むにあたって



（実験には）2つの結果がある。もし結果が仮説を確認したなら、君は何かを計測し
たことになる。もし結果が仮説に反していたら、君は何か発見したことになる。
─エンリコ・フェルミ

エンリコ・フェルミ：物理学者、1938年ノーベル物理学賞受賞
Nuclear Principles in Engineering, by Tatjana Jevremovic

（安宅和人訳：『イシューからはじめよ　知的生産の「シンプルな本質」』英治出版。P140。）
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事例の特徴は、
１　仮説にこだわり、その仮説をもとにした３つの目標を軸に作成しています。
２　PDCAサイクルの視点で各事例は作成しています。
３�　コミュニティワークの実践におけるキーワードを「見える化」しています。（「暗黙知」か
ら「形式知」へ）

1　「仮説」へのこだわりと「３つの目標」

　（1）なぜ、仮説にこだわるか？
　仮説にこだわる理由は、ワーカーが地域に働きかけていくときの意図と強く結びつくからです。
前章にありましたとおり、通常、地域の状況を把握して、課題は何か？　その課題を解決してい
くためには、どのような活動主体を組織化して、どのようなプログラムを展開してもらうように
ワーカーが支援していくか？　を捉えていくための重要な根拠となるからです。

　（2）仮説がなぜ重要か？
　仮説を立てるに当たり、自分が考えている仮説が適切かどうかを考えていくことが重要になり
ます。
　社協の職員も、日ごろからコミュニティワークだけを実践できる環境にあればいいのですが、
実際は、関係団体の事務や、事務局内での庶務など、ほかにも多くの仕事を抱えているのが実情
です。
　そういった状況にあるからこそ、社協コミュニティワーカーは、問題を解決するのに最も妥当
な仮説を立てることが重要になります。仮説は、いくら素晴らしい仮説でも、解決できないもの
や具体的な活動につながらないものでは意味がありません。
　大切なことはその問いの答えがどれだけ有効か？　ということです。
　仮説を立てるということは、効率的に不要な問題や役に立たない解決策を消去するプロセスで
もあるのです。

　（3）仮説の立て方
　仮説は、気づきを蓄積し、統合させることから構築されます。
　①　一次情報をきちんとつかみ、分析する。
　②　コミュニティワークの現場に入る。
　③　何はともあれ、言葉にする（記録にする）。
　④　とりあえず、結果を想定する。などです。

事例を読むにあたって
Chapter

2
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　社協コミュニティワーカーが仮説を立てていく上で必要となるであろうことを挙げてみまし
た。（黒子読本P73 ～ P78）
　また、仮説の立て方そのものは、いくつか本を挙げさせていただいているので、そちらを参照
していただき、適宜、ご自身で学んでいただければ幸いです。
　なお、仮説は決して正解である必要はありません。間違っていれば修正すればよいのです。む
しろ、正しい仮説という呪縛に捉われて、具体的な行動を開始せずに、とどまっていることの方
が大きな問題です。そのためにも、仮説は他の方と共有していくことが重要であり、そのために
も記録、そして、隠れ争点（壁）を見つけるための事例検討（黒子読本P155）はとても重要になり
ます。

　①　一次情報をきちんとつかみ、分析する。
　一次情報とは、簡単にいうと、地域の状況はどのようなものか？　という情報をつかむことを
いいます。具体的には、高齢化率は何パーセントか？　地域の社会資源はどのようなものがある
か？　などということです。
　そのためには、地区カルテ、長期経過記録など、地域のデータ把握が重要になります。

　②　コミュニティワークの現場に入る。
　地域の人の課題を解決しようとしているのですから、他の人から聞いた話で問題を解決しよう
とせずに、現場に行き、現場の人の声を聞き、そこで、一次情報から得た疑問などをぶつけてい
くことが重要です。現場に行くことで、自分の肌感覚で知ることができるからです。そのことが、
しらみつぶしに課題を挙げて仮説が正しいかなどという検証をせずに、地域の課題解決の大幅な
時間の短縮に役立つのです。
　また、個別支援ワーカーが、利用者と実際に会わずにアセスメントすることなどありえません。
このことは、コミュニティワークでも同じです。地域という対象に対して、実際に現場に入らず
して地域アセスメントすることはできません。
　急がば回れです。

　③　何はともあれ、言葉にする（記録する）。
　とにかく、仮説を立て、自分の起こした行動が正しいのかどうかを他の人と共有するためには、
記録にきちんと落としていくことが重要です。
　この行為は、自分が行動を起こし、地域の中で袋小路に陥ったときに、行動の根拠を見直す大
きな材料となるとともに、自分の行動を可視化していく大きな材料となるからです。１日15分
でかまいませんので、記録をきちんと書いていきましょう。（黒子読本P113 ～ P116）

　④　とりあえず、結果を想定する。
　それでも仮説が浮かばないというときは、もう一度、原点に戻り、この地域の課題は何か？　
そのためには、どのような状況になっていることが望ましいか？　といういうことから、考えて
いくこともひとつの方法です。あるべき姿を想像し、逆算して、現在の状況とのギャップを把握
するのです。黒子読本（P37 ～ P39）にある通り、仮説は基準となりますので、基準がなければ検
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証（評価）をすることはできません。
　そして、このギャップを埋めるための手段を考えてみれば、その手段を行うためには、どのよ
うなことをしなければいけないか？　ということが浮かぶのではないでしょうか？

　（4）仮説と３つの目標
　この事例集における仮説は「一般仮説」、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）は「作業仮説」として設定させていただきました。
　いいかえれば、この本における始めの仮説は、大くくりの仮説であり、それらに具体性を持ち
込むために、３つの目標をそれぞれ設定して行動を起こしていきます。この３つの目標は、作業
の基準となる仮説であるため、同時に評価視点となります。そして、これらは、事例検討や記録
における共有化（黒子読本P35 ～ P39）により、軌道修正しながらワーカーは支援を行っていくの
です。

　（5）仮説を立てる上での留意点として
　繰り返しになりますが、仮説を考えていくと、いろいろな仮説が思い浮かぶかもしれません。
しかし、すべての仮説を検証することは、ある意味時間の無駄であり、そもそもそれほど暇では
ないはずです。
　やるべきことはたくさんありますし、検証している間に事態（地域の状況）はどんどん深刻化し
ていく可能性もあります。地域は仮説が解けるまで待ってくれるわけではありません。
　つまり、気づきの蓄積から生まれたいくつかの仮説の中から今、解決すべきものは何かという
論点をきちんと見極めて、仮説を選択し、課題を解決していくこと（仮説を検証していくこと）が
非常に重要になるのです。

２　PDCAサイクルの視点

　PDCAとは、PlAn（計画）→Do（実行）→CheCk（検証・評価）→ACtion（改善）のことです。
　この本では、PDCAを重要視しています。
　なぜ、PDCAを重要視しているかといいますと、コミュニティワークにおけるプログラム実践
は、1回あたりの期間が長期にわたるため、どうしてもこのPDCAが置き去りにされがちだから
です。人事異動などにより、支援の途中で担当が変わったりすると、最悪の場合、「なぜ、この
ようなプログラムを選択したのか？」という根拠が置き去りにされ、目的がプログラムを実施す
ることになってしまったりするからです。
　個別支援では、期間が短いことやケアマネジメントの仕組みとして確立されていることから、
必ずこのPDCAは行われています。しかし、地域支援においては、PDCAがうまく行われている
か？　という部分に関しては疑問が残ります。（黒子読本P35 ～ P37）
　ぜひ、この本を通して、PDCAサイクルというものを意識していただき、皆さんの日々の活動
に反映してほしいため、あえて、この部分を強調させていただきました。
　なお、仮説とPDCAの関係を簡単に図にすると、次のようになります。
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３　実践におけるキーワードの「見える化」（「暗黙知」から「形式知」へ）

　コミュニティワークは、活動主体となる住民を通しての間接的な援助（黒子読本P18 ～ P21）で
あるため、地域における多くの複雑な要因が重なった結果、何を基準としてその働きかけを行っ
たか？　ということが、自分自身でもわからなくなってしまうことがあります。しかし、全くそ
こに要因がなかったわけではなく、きちんとした経過を追い、ワーカーの働きかけや想いを見て
いき、地域の状況を判断するとともに、プロセスチャートなどに落としていくことにより、要因
は見えてくるはずです。
　このように、事例を読み解く上では、一人では袋小路に陥る場合が多々あります。そのリスク
を回避するために、SUPERVISIONの項目を入れました。そのことにより、事例の「読み解き」
や鍵となった「壁」を見ることができるようにしてあります。実際の現場では、この部分が事例検
討や日常的なスーパーバイズになります。（黒子読本P145 ～ P154）
　今、重要なことは、多くの社協コミュニティワーカーの実践を「ひとりの実践」（暗黙知）から「み
んなの実践知」（形式知）として共有化していくことではないでしょうか？

仮説について書かれた本
小宮一慶（2007）『ビジネスマンのための「発見力」養成講座』ディスカバリー・トゥエンティワン。
小宮一慶（2007）『ビジネスマンのための「解決力」養成講座』ディスカバリー・トゥエンティワン。
安宅和人（あたか・かずと）（2010）『イシューからはじめよ　知的生産の「シンプルな本質」』英治出版。
内田一成（2006）『仮設思考』東洋経済新報社。
内田一成（2010）『論点思考』東洋経済新報社。
御立尚資（みたち・たかし）（2003）『戦略「脳」を鍛える』東洋経済新報社。
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図　仮説とPDCAサイクル
出所：大久保幸夫（2006）『日経文庫1096キャリアデザイン入門Ⅰ基礎力編』日本経済新聞社、151頁に基づき作成。



23

30

　Ａ地区は、山間地にある限界集落といわれる地域であり、若者の流出等により過疎化、高齢化
が進んでいる。
　社協の関わりとしては、地域福祉活動計画策定時に組織された住民組織（福祉活動委員会）へ
の支援のほか、福祉教育の取り組みとして、地区内にあるＢ中学校に対する福祉教育活動への支
援を行っている。
　Ｂ中学校は、10 年以上にわたり、学校行事や委員会活動のひとつの柱として福祉学習に熱心
に取り組んでいる。社協とは、十数年来、Ｂ中学校福祉学習の支援を行うなど、密接な関係をもっ
てきた。
　しかし、一方で限界集落や過疎化という身近に迫った地域課題があるにも関わらず、学校での
福祉学習は学校内だけで終結してしまうことが多く、「何のための福祉教育なのか」と疑問を感
じるようになる。
　そこで、「単発的な体験学習や狭義の福祉を学ぶ学習」ではなく、「日常的で身近な地域の福祉
の素材から学ぶ取り組みができないか」「福祉教育を学校や社協だけで進めるのではなく、地域
を巻き込んだ取り組みができないか」学校側との話し合いの場を設け、熱心な先生方と一緒に考
えていくことになった。

「僕たちのふるさとを元気にしたい！」
～学校・地域・社協がつながる福祉教育の推進～

　限界集落　　まちの活性化　　福祉教育（総合的な学習の時間）

　A地区は市の北部に位置し、人口 523 人、世帯数 240 世帯、
高齢化率 50％という山間地にある限界集落といわれる地区
であり、過疎化、高齢化がさらに進んでいる。

［B中学校における福祉学習の取り組み］
　■地域高齢者との交流
　■デイサービスセンター利用者との交流
　■特別支援学校との交流
　■福祉疑似体験（車いすやアイマスクの体験）

「伝える」術
す べ

福祉教育は“場”づくりが大切―。
黒子事例

1

事 例 タ イ ト ル

キ ー ワ ー ド

地 域 の デ ー タ

事 例 概 要

項　　目 A地区

人 　 　 口 523人

高 齢 化 率 50%

自 治 会 数 6自治会

世 帯 数 240世帯

中 学 校 数 1校

中 学 生 数 13人

ポイント：もっとも重要となるであ
ろうポイントを記載してあります。

ポイント：コミュニティワークの技
術を加納恵子先生の日常生活の言葉
に置き換えた分類をもとに事例を分
けました。（『黒子読本』P28～P29）

ポイント：おおまかな事例の概要が
記載されています。

ポイント：ここは、ワーカーの想い
や実践を象徴化したものです。（『黒
子読本』P150）

ポイント：ワーカーがコミュニティ
ワークを実践していく上で、キーワー
ドとなった言葉（考え）を入れてい
ます。

ポイント：ワーカーが地域の状況を
判断するときにもととなった量的
データ（地区カルテ、長期経過記録）
を記載しています（「1次情報をつか
み、分析する」ための材料です）。
　多くの方が、その地域が地元であ
るか、その地域で長い間働いている
ために、肌感覚に頼りがちです。
　しかし、それだけでは自分の行動
を第三者と共有することはできません。
　そのためにも、質的、量的なデー
タを記録し、分析して、根拠を踏ま
えていくことは、仮設の精度を上げ
ていく上で、非常に重要になります。
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タスク・ゴール

●学校内だけで取り組む福祉教育から
　地域を基盤とした福祉教育への取り
　組みへ移行する。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●学校側の「福祉教育の捉え方（認識）」が変わる。
●生徒たちは、地域（地元）の課題に目を向けることにより、
地元への愛着心が強くなる。

●生徒たちが地域の大人たちと関わっていくことにより、
大人たちは子どもたちを地域の担い手として意識するよ
うになる。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●地域内での「学校」の役割や位置づけが明確になり、
　学校と地域とのより良い関係が構築される。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　学校において福祉教育（学習）を取り組む際、授業や調整などにかかる時間数の確保といった課題も
多いが、学校や先生方の「福祉教育（学習）に対する視点」が変わることで、学校での取り組みが変わ
るのではないか。
　また、「地域内での強い結びつきがある」といった特性や「過疎化・高齢化の進行」といった地域課
題が共有されているため、学校と地域が一体となって福祉教育を進めていくことができるのではないか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標

ポイント：PDCAで事例は構成さ
れています。

ポイント：仮説と３つの目標にあり
ますように、この事例における仮説
は一般仮説、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）は作業仮説
となっています。
　いいかえれば、この本における始
めの仮説は、大くくりの仮説であり、
それらに具体性を持ち込むために、
３つの目標をそれぞれ設定して、行
動を起こしていきます。
　なお、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）については、P14～
P15を参照ください。
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社　　協

福祉教育（学習）
プログラム支援

地域福祉活動
プログラム支援

まちづくり委員会

一緒に地元の
今後を考える

B中学校

教　　員

生　　徒

強い結びつき

地域課題の共有

住民組織
（福祉活動委員会）

つながる つながる

変化

効果的な学習
地域づくりの
世代間継承

フィードバック フィードバック

地域ぐるみでの地域づくり福祉教育の展開

強い
関係性

プロセスチャート

ポイント：プロセスをチャート化し
ていくことにより、状況を可視化し
ています。（『黒子読本』P155～
P157）関連付けと時系列を組み合
わせた図です。
　これにより、ある視点からみた関
係している人や団体、機関の位置の
理解を促します。
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DO
第１期　学校と地域との話し合いの場づくり

事例の経過　�６つの要素（「目標」「プログラム」「（プログラム実践の）主体」「場」「出来事・事件」「ワーカーの意図・想い・働きかけ」）を意識して抽出

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

20.2 　今年度をふりかえり、次年度
の取り組み方について、学校側
と打ち合わせを行う。

　来年度の取り組みとして、福
祉体験の活動だけでなく、これ
まで地元に関わる課題について
調査してきたことを具体的に発
展させた活動にしてはどうかと
提案する。

　新たな取り組みにはなるが、学
校も意欲的であり、心強さを感
じた。
　学校側としても生徒が調査活
動で「地元のために何かできるこ
とはないか」と考えていたため、
方向性が合致して良かった。

20.2 　A地区自治会長と電話にて相談
し、地区自治会連合会が母体と
なって「地域の活性化」などのた
めに定例的に開催している会議
（まちづくり委員会）に参加して
みないかとの提案を受ける。

　より課題を身近に感じてもら
うため、大人たちの土俵に立って
話し合いができないか、学校（生
徒たち）の思いを実現できないか
相談する。

　漠然とした話だったにも関わら
ず、子どもたちの関わりに関心
を示してくれた。学校という存
在が大きかったのかもしれない。

20.3 　自治会連合会長より「夜に開催
しているから春休みの時の会議
に参加してはどうか」との連絡が
入る。

　早速、学校に連絡をして自治
会連合会長の話をする。担当の
先生も一緒に参加することで返
事を受ける。
　再度、自治会連合会長に連絡
し、具体的な方法（当日の進め方
など）について相談する。

　とにかく担当の先生の対応が
早く、その日のうちに参加する
ことが決まった。また、地域柄も
あるのか、地域との関わりの強
さを感じた。

20.3.25 　まちづくり委員会の会議に中
学3年生3名、担当の先生と一
緒に参加する。内容は、「今後の
地域（まち）について考える」をテー
マに座談会形式で話し合う。
　中学生は、学校の総合学習で、
地域のことについて調べてきた
ことを発表する。

　委員会は行政職員も関わってい
ることから、進行などの段取り
はすべてお任せする。

　大人の会議に中学生たちは少
し緊張した様子だったが、堂々と
発表していたのを見て感心した。
　また、大人たちと真剣に向き
合っている姿、地元への熱い思い
に触れるひと時に感動した。
　最後の感想では、「自分のふる
さとのために何かしなければな
らない」という中学生の言葉が印
象的だった。

ポイント：経過ごとに、「年月日」、「経
過（主な事柄）」、「ワーカーの関わり
（働きかけ）」という客観的な事実と、
「ワーカーの意図・想い」という主観
的な事実に分けて記入されています。
　特に、事実としての「ワーカー関
わり」とその価値判断となった「ワー
カーの意図・想い」に着目していく
ことが重要な視点となります。

ポイント：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
てあります。

ポイント：青色のゴシックの部分は、
ワーカーがコミュニティワーク実践
のポイントとなっているところです。
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CHECK

ACTION

コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○学校と「福祉教育（学習）」に関して共通理解を図った。
　○学校と地域住民（組織）をコーディネートし、出会いや協働の場を設定した。
　○裏方に徹し、地域住民や生徒の主体的な動きを見守っていった。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�学校側の意識が変わっただけでなく、これまで取り組んできた福祉学習が実践で活きることを知る
機会となった。

　○子どもたちの地元に対する意識が強くなり、主体的に関わる意義を知った。
　○地域の大人たちは、子どもたちが地域の担い手の一員であることに気づいた。

　○�頭だけではなく、身体で福祉の本質を身につけていくために、今後も地域の現実的な福祉課題に生
徒自身が関わり、さまざまな人たちと日常的な交流を通して自然に身につけていけるようなプログ
ラムを展開していく。

　〇�時間確保が難しくなってきている中、総合的な学習の時間だけで福祉教育を行うのではなく、いろ
いろな教科・教育を通して取り組んでいけるよう支援していく。

住民の動き・反応

今後の進め方

仮説・目標の結果

仮説の結果
⃝�担当教諭の熱心な思いにより、学校側の理解を得ることができ、新たな取り組
みにつながった。

⃝学校と地域との強い結びつきが、福祉教育の実践に理想的な推進基盤となった。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�まだまだ日常的な実践レベルにはないが、地域の課題に向き合い、その課題解
決のために取り組んでいくことの大切さを知る機会となった。

プロセス・ゴール

⃝�学校は、福祉教育は単に「やさしさ」や「思いやり」といった福祉の抽象的なもの
を学ぶだけではなく、具体的に地域福祉の担い手を育てることを、実践を通じ
て理解した。

⃝�生徒にとって、現実的な地域課題に地域住民とともに関わることで学習効果を
フィードバックできた。

⃝大人にとって、地域課題への対応をより若い世代に継承することにつながった。

リレーションシップ・
ゴール ⃝学校と地域との密接な連携関係ができつつあり、今後も取り組みが期待できる。

ポイント：間接援助技術であるコミュ
ニティワークは、ワーカーが動き直
接、支援対象に働きかけるわけでは
なく、実際には、住民が課題を主体
的に解決していけるように、ワーカー
は課題を見るとともに、住民に働き
かけを行っていきます。

ポイント：はじめのページに記載し
た仮説と３つのゴールの結果がどう
だったのか？　をきちんと検証（評
価）し、共有していくことは、今後
の支援においてとても重要なことで
す。（『 黒 子 読 本 』P56～P58、
P70～P71）

ポイント：検証があるからこその、
改善です。そして、改善のあとには、
PDCAが再度、繰り返し行われます。
このPDCAのプロセスが何度も行
われていくことが重要になります。
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SUPERVISION

※『黒子読本』P42-44参照

※�『黒子読本』P201
参照

実践では
社会資源間の
連絡調整も
不可欠！

※『黒子読本』P201参照

　本事例は、学校中心の福祉教育から地域を基盤とした福祉教育へとプログラムを転換していく中で、
子どもたちの地域への思いを具体化するために、子どもたちと地域の「出会いの場」を提供し、子ども
たちが「地域の担い手の一員として成長」していくことを支援していく事例です。

コミュニティワークの視点

[コミュニティワークのプロセス ]
　本事例では、これまでの学校内での疑似体験中心の「プログラム」
から、地域と一緒になった福祉教育のプログラムへの転換をワーカー
が投げかけ、「活動主体」としてまちづくり委員会や福祉活動委員会
を巻き込んでいくことを仕掛けています。その背景には、過疎化とい
う身近に迫った地域課題があるにもかかわらず福祉教育が学校内だけ
で完結してしまっているというワーカーの「問題状況」に対する明確
な認識があります。このように、コミュニティワークのプロセス（問
題状況・活動主体の組織化・プログラム）をしっかりと踏まえている
ことに、まずは注目したいと思います。

[ 場の設定 ]
　本事例では、学校内での福祉教育のプログラムを地域と一緒になっ
たプログラムへと転換していくために、ワーカーが「学校」と、「ま
ちづくり委員会」「福祉活動委員会」という 2つの地域団体をつなげ
ています（社会資源間の連絡調整）。ワーカーの提案に対して、例え
ば「学校だけでは限界があるため、地元の人から協力を得たい」と前
向きになった際に、タイミングを逃さず、すぐにそうした場を提供す
ることができている点も重要なポイントです。もちろん、こうしたこ
とがスムーズに進んでいるのは、「委員会には定期的に関わっていた」
という日ごろからの関わりによる信頼関係があることも忘れてはなら
ない点でしょう。
　また、事前に具体的な方法について相談するものの実際の会議など
の場では、「自主的に行っている委員会」であることから「進行など
の段取りはお任せ」しているように、学校・子どもたち・地域が出合
う場をコーディネートしても、それぞれが主体的に関われるよう配慮
しています。ワーカーが自分の思いだけでプログラムを進めるのでは
なく、常に学校と子どもたち、そして地域住民を主体として場をコー
ディネートしているということは、今後「学校や地域が一体となって
取り組める下地」となっていくはずです。

ポイント:青ゴシックのところは、『黒
子読本』のページが右に記載されて
いるところです。

ポイント：事例を振り返るにあたり、
何がポイントだったのかということ
が、ポイントごとに記載されていま
す。（『黒子読本』P161～P164）
　スーパーバイズが「曇りを取って
視界をクリアに広げ、前方のパノラ
マを共有するという機能」であると
いうことが分かります。また、ワー
カー自身の働きかけのプロセスを見
ていく上での視点が整理されていま
す。


