
黒子事例3
「選び取る」術
プログラム選択は
“日進月歩”─。
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　平成 10 年度より実施している小地域を単位とした独居高齢者の見守り活動は、対象者を取り
巻く関係機関や近隣住民との見守りネットワークの形成の定着を図ることを目的としている。
　各地域の対象者にネットワークを張ったが、担い手不足によりネットワークを構築することが
難しくなり、対象者数が減少していった。
　原因をたどると、当初より、担い手である福祉協力員をお願いすることが難しい状況が続いて
いた。そこで、担い手の抽出も含めた別の方法を模索することとなった。
　一方、検討事案とは別に本事例地域担当民生委員より、担当地域の広範さや独居高齢者の把握
の困難さ、サロン的な場づくりについて社協に相談があった。
　そして、地域からの相談要望の影響を受け、既存の見守り活動事業が、結果的にサロン的な場
づくりへと実現されていくことになる。

「小さな輪からより大きな複合型ネットワーキングへ」
～一人暮らし高齢者見守り活動の再構築とサロンの立ち上げ支援～

　独居高齢者　　福祉協力員　　ソーシャルサポートネットワーク　　住民支え合いマップ
　ふれあいいきいきサロン

　面積は72.55㎢、産業は伝統工芸品を中心と
して栄え、以前から県外の転入者が多い。近
年では、近隣市町の大規模工業団地に勤務す
る人々のベッドタウン的役割を担っている。

「選び取る」術
す べ

プログラム選択は“日進月歩”─。
黒子事例

3

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 Ａ地区内 -Ｂ組

人 口 1230人 633人

65 歳 以 上 450人（36.6％） 348人（54.9％）

自 治 会 数 1自治会（4班） 1自治会（2班）

世 帯 数 446世帯 237世帯

民生委員児童委員数 2人 1人

高 齢 者
世 帯 数

独居世帯数 35世帯 27世帯

二人世帯数 38世帯 24世帯

友 愛 訪 問 対 象 者 数 30人 24人

［社協の事業］
　■�一人暮らし高齢者見守り活動事業（近隣の福祉
協力員などによる日々のさりげない見守り）

　■�一人暮らし高齢者給食サービス事業（月３回）
（個別訪問時、対象者の個別の住民支え合いマッ
プを作成し、民生委員の意見を合わせて支給の
有無を決定）
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タスク・ゴール

●地域で複合型のソーシャルサポート
ネットワークを形成し、定期的な茶
話会を開催する。
●Ｂ組の地域内において、見守りを必
要としているが見守りができていな
い対象者に、信頼関係のある世話
焼きさんが茶話会への参加を促し、
参加してもらう。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●茶話会を実現するために、民生委員が仲間と主体的に活
動を行えるように支援していく。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●サポートスタッフを発掘することで、独居高齢者に
新たなサポートネットワークを構築する。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　小地域（自治会を構成する班・組）に独居高齢者が数多く住んでいる場合、独居高齢者ごとに見守り
ネットワークを構築するのは、近隣における担い手の重複や班・組員の人数を勘案した場合、限界があ
るのではないか。
　そこで、複数の独居高齢者の支え合い状況を見て、関係性がある班・組員複数名をサポートスタッフ
（福祉協力員）とすることで、同地域内独居高齢者とソーシャルサポートネットワークを形成すること
ができ、対個人型の見守り活動ではなく、地域内の広い目から見守り活動や交流活動ができるのではな
いか。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標



52

【見守りネットワークに係る改善協議】

行政担当課 地域包括支援センター

○対象者のスクリーニング
○地域包括支援センターから
　の情報提供
○民生委員への説明・募集

担い手不足のため、新たな
枠組み構築が検討課題

社会福祉協議会

Ａ地区民生委員

○地区内独居高齢者増による不安
　⇒地域担い手育成・定期顔合わせを兼ねた
　　集会を希望（例）食事会

相談 【Ｂ組内合意形成】
○開催反対者対応協議
○茶話会方式への提案

【Ａ地区自治会長】
○開催場所に係る協力と
　各種料金の折衝

【対象者抽出】
○社協サービス利用者への勧誘
○老人クラブ関係者への説明お
　よび参加勧誘

【協力者抽出】
○支え合いマップにおける組内関係性の確認後、
　抽出・勧誘。

【対象者・協力者の抽出完了】
○当日の対応
○実施スケジュール等打ち合わせ

【対象者抽出】
○Ｂ組内独居かつ対象と
　なりうる方への勧誘。

合意

新たな見守り活動（複合型）の提案
○三者協議し、合意形成

見守り活動事業（複合型）の実現
○Ｂ組内の複数の対象者を支える、複数の協
　力者が複合的に見守りを実施。
○日々の見守りだけではなく、月１回の茶話会
　の中での交流をも含む。

○見守りネットワーキング図（複合型：Ａ地区）※本事例

福祉協力員
（世話焼きさん）

(2件)

福祉協力員
（世話焼きさん）

(2件)

福祉協力員
（世話焼きさん）

(3件)

福祉協力員
（世話焼きさん）

(3件)

※民生委員を中心に、
複数の協力者が、複
数の対象者をネットワ
ーキングする。
※関係機関はネットワ
ーキングの運営や個
別の対象者に係る相
談等民生委員を介し
て状況を把握。
※従来のネットワーク連
絡会を茶話会方式に
し、一堂に会する機
会を設定。

H 地区公民館
月１回茶話会サロン的集会→

関係機関

民生委員

対象者

対象者

対象者

対象者

対象者

プロセスチャート
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DO
第１期　「見守り事業」（プログラム）の見直しと地域の状況把握

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

21.4.21 　一人暮らし高齢者見守り活動
事業（以下、「見守り事業」という）
希望調査を民生委員に依頼。
　「高齢者夫婦世帯はこのサービ
スを利用できないか」と一部民生
委員より質問があり、今後、他
の方法を含めて対象者の範囲や
担い手探しなどを検討すること
を回答。

　民生委員協議会の定例会に参
加し、目の前で説明することで、
見守り事業に係る意見を直接伺
う。

　年々見守り事業の対象者が減
少しているが、見守りを必要と
している高齢者は増えているは
ずなので、この機会に事業内容
の見直しを進めていきたい。

21.6 　見守り事業を町福祉課と担当
者レベルで協議。（数回意見交換
会を開催）
　対象者の拡大を検討する前に、
見守り事業の対象者に成りうる
一人暮らし高齢者のスクリーニ
ングを進めることで合意。

　個人情報も絡むので、行政と
きちんと足並みをそろえること
を意識した。行政の担当者と社
協担当者で意見がまとまるまで
協議する。

　「見守り事業」と「一人暮らし高
齢者給食サービス事業（以下、『給
食サービス事業』）」のどちらも利
用していない方がきっといるはず
なので、改めて、事業の整理と
対象となる方の洗い出しを図り
たい。

21.6.12 　Ａ地区民生委員来所。ボラン
ティア保険について詳細に相談
あり。
【相談事項】
○�Ａ地区内Ｂ組は独居高齢者が
多く住む状況。伝統工芸品を
つくるために、県外からの転
入者が多く、長く地域に住ん
でいても、交流や人間関係も
疎遠になっている。近いうちに
組メンバーや組内高齢者を交
え、食事会を開催したい。
○�担当地区が広いため、高齢者
のみではなく、広範的な支援
対象者に対する把握の難しさ
を言及。
○�近いうちに自治会長、組メン
バーに呼びかけたいことを言及。
また、将来、自分が年老いて
も次世代まで継続できるよう
にしたい意向を確認できた。

　ボランティア保険の内容以外
に、保険加入意図を詳細に確認
する。
　食事会開催に対する関係者へ
の呼びかけは、民生委員に任せ
ることに。その反応を見てすぐ
に連絡いただきたい旨申し添える。

　対象地域は、近接地域と比較
した場合、広範で確かに独居高
齢者が多い。
　民生委員一人だけでは日常的
な見守りや状況を把握すること
が難しいのではないかと思い、持
続可能な形で組内の相互交流・
担い手づくりができないだろうか。

21.9.14 　Ａ地区民生委員と協議した結
果、対象者拡大は保留にして、
10月に民生委員が行う一人暮ら
し高齢者調査結果を踏まえてス
クリーニングすることで合意。

　調査結果で新しく名簿に記載
された高齢者を踏まえ、スクリー
ニングする意向を提示。

　対象者を拡大する前に、現在
制度の狭間に埋もれている方を
まず見つけることが重要である
旨を民生委員に気づいてもらい
たい。
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21.10.28 　Ａ地区民生委員来所。
　今までの動きについて経過報
告を受ける。
【開催に当たっての障壁】
○�自治会長は開催に同調するも
のの、Ｂ組内での認知度は低く、
大きな力にはならないのでは
ないか（まだ相談はしていない）。
○�開催場所をＢ組公民館に設定
したい意向を組メンバーに提
案した際、使用にあたる電気・
水道代・食事代を負担させら
れることを嫌がったメンバーか
ら食事会の開催に対して消極
的な意見が出て、開催そのも
のに対する意見が割れる。
○�食事会のメンバー選定をどの
ようにすればいいか悩んでい
ることを言及。

　自治会長については社協理事
であることを説明し、自治組織
としては動けない可能性もあるが、
改めてこの動きに対し社協がサ
ポートしたい旨を説明する。
　食事会では食事を作るサポー
トメンバーの負担や支出負担が
増えてしまう。顔合わせが目的
なら、まず茶話会にしてはどう
か提案。
　並行して社協でこの動きに合
致できる財源がないか確認する
ことを説明。
　対象者選定については現在行っ
ている配食サービス利用者を確
認後、再度調整することを約束
する。

　いろいろな問題が顕在化して
きて不安はあるようだが形にす
ることが重要。
　民生委員（キーパーソン）の主
体性を確保しながら進めていき
たい。

第２期　新たな「見守り事業」の方法へ～仮説に基づいたプログラムの実施

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

21 .11
～12

　民生委員の一人暮らし高齢者
調査が刷新され、スクリーニン
グを開始。
【結果】
○�利用対象者がいる地区民生委
員複数名に確認した際、見守
り事業の難しさ（1人の対象者
に複数の協力者や福祉協力員
で１つのネットワークを構築
することの難しさ）に気づく。
また、利用者自身が断るケー
スもあった。

　調査結果を詳細に確認。結果
を踏まえ関係機関と協議・相談。
　個別の利用者の状況について
は、担当地区民生委員に確認。

　独居高齢者が多い地域では、対
象者1人に対し複数の協力者で
見守ることは難しいのではないか。
　独居高齢者の相互交流が不足
している状況下で、小地域にい
る複数の利用者を複数の協力者
で複合的ネットワーキングし、
交流を図ることが日常性につな
がるのではないか。
　見守り事業の仕組みを柔軟化
させて、地区の茶話会を絡ます
ことができないか。

22.3 　Ａ地区自治会長に相談。
　Ｂ組公民館施設利用料につい
て申し合わせ、開催に当たって電
気・水道代については自治会負
担できないか協議。
　※後日、民生委員が社協に来
所し、自治会が負担となった旨報
告を受ける。

　茶話会方式にすることで負担
額を抑制できること、社協として、
小地域で持続可能な会としたい
意向を持ちかける。

　開催にあたる障壁は１つクリ
アできたな。
　見守り事業の実施要綱に複合
型ネットワーキングを追加変更
することを下準備し、関係機関
にあらかじめ打診しておこう。

22.4.8 　Ａ地区民生委員と協議。
　見守り事業として茶話会を実
施することで合意。
　来月5月14日を開催目標に実
施することで合意。

　早期に実施できるよう目標月
を定めることを意識し協議する。

　次回は対象者の抽出と協力メ
ンバーの抽出を早めに協議しよ
う。
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22.5.1 　Ｂ組内見守り事業対象者の抽
出（5名）と茶話会参加を約束す
る。

　給食サービス事業および民生
委員が独自で呼びかけた対象者5
名を抽出する。
　呼びかけに当たっては、民生委
員と同行して対象者のお宅に伺
い、茶話会参加希望の有無を確
認する。

　他にＢ組内で参加を渋っている
独居高齢者数名については、地
元老人クラブ会長と面識があった
ので、会員さんを含めて一緒に
できないだろうか。

22.5 　Ｂ組内見守り事業協力者４名
への打診。

　給食サービス事業のときに作
成した事業対象者を取り巻く住
民支え合いマップを確認したと
ころ、世話焼きさんと思われる
方が何名かいることがわかった。
　マップに記載されていた世話
焼きさん宅に伺い、参加協力を
依頼。快諾した方4名を協力者
にお願いした。
　同時に日常的な見守りも行う
ことで合意した。

　参加者は全てＢ組におり、昔
から社協と関係性があったので、
選任依頼がうまくいった。
　日ごろから社協のサービス利
用者別に支え合いマップを作っ
ていたことが思わぬ所で役立った。

22.5 　福祉課と社協事務局で打ち合
わせ。

　なるべく、民生委員に負担が
かからないように、協力者を社
協の福祉協力員として委嘱する
ことを提案したところ、了承を
得られた。

　単なる協力者というよりも福
祉協力員という形で会長から委
嘱を受けた方がやる気や継続性
が出るのではないだろうか。

22.5 　社協会長が来局。 　局長と一緒に今までの状況を
説明した後に、福祉協力員の委
嘱について諮ったところ了承を得
られた。

　これで、今までの仕組みをよ
り柔軟に活用することができる
のではないか。

22.5.10 　協力者4名を福祉協力員とし
て委嘱。
　茶話会当日の調整を民生委員
と協議。

　当日の流れを含め具体的に調
整。
　民生委員より連絡あり、老人
クラブ会員も茶話会に参加して
くれることになった。

　民生委員のみに開催の負担が
いかないよう、協力員や社協で
準備するものなどを振り分けたい。

22.5.14 　第１回地区見守りネットワー
ク連絡会（茶話会）開催。
　茶話会の話を聞いた地元企業
の社長がお土産を持って飛び入り
参加。

　開催中は、発起人の民生委員
が中心となり、利用者と福祉協
力員とのコミュニケーションが
図れるよう、後方支援に徹する。

　サロンの雰囲気は良かったが、
今後は安定した開催ができるよ
う支援していかなければ。



56

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

　○�食事会から茶話会へと開催方法を変えることにより反対住民の合意を得ることができた。
　○�社協「見守り活動事業」を見直し、独居高齢者の数によっては、単独型の見守り活動だけでなく、
複合型の見守り活動など、ケースに合わせて行うこととした。

　○�組内の対象者の抽出を図り、老人クラブなどの協力のもと見守り活動対象者として同意してもらった。
　○�給食サービス事業の際に作成していた個別の住民支え合いマップをもとに、対象者個々の関係性を
確認し、世話焼きさんを探して、茶話会への参加協力に同意してもらった。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○食事会の開催については、組内で意見が食い違った。
　○見守り活動に参加協力したい者の思い。
　○�茶話会開催場所にかかる水道光熱費、食事代の負担感に関する不安があったが、それらが自治会負
担となったことで反対者がいなくなった。

　○�持続可能なネットワーキングとなるよう、茶話会で行う内容の検討を、協力者らと進めていく。
　○�社協や町の事業を活用している人以外の方にも参加してもらえるように働きかけていきたい。
　○�高齢化率が高いこともあり、今後組内の対象者・協力者の構造に変動あることが予見できるので、
給食サービスとは別に対象者個人の支え合いの状況を確認し、協力者の選任を図っていく。

　○�他の地域も同様の地域課題があるか確認するとともに、同じような地域課題を持っている地域に事
業（プログラム）が波及していくように働きかけていく。

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 ⃝�複合型のネットワークとしたことで、組内の複数の福祉協力員のもと見守り・
交流活動ができるようになった。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール ⃝�本事例地域で複合型のソーシャルサポートネットワークを形成し、サロン的な
茶話会を開催することができた。

プロセス・ゴール ⃝�民生委員の主体性を維持し、老人クラブや福祉協力員を巻き込みながら茶話会
開催までの支援を行うことができた。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�現社協事業利用者および一部の対象候補者への働きかけを行うことができたが、
残りの対象候補者への呼びかけを継続して行っていく。
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SUPERVISION

※『黒子読本』P48-50参照

※『黒子読本』P37-39と
　P73-78参照

※『黒子読本』P128-134と
　P173-177参照

　本事例は、「見守りネットワークの再構築」とともに、その過程において「サロン的な場づくり」を
仕掛けることで、地域で見守る体制をつくり出していく事例です。

コミュニティワークの視点

[事業の見直しの視点 ]
　まず、一人暮らし高齢者の増加（＝ニーズの増加）にもかかわらず、
その役割をほとんど果たすことができなくなっている事業をどうして
いくかというのが本事例の出発点になっています（問題状況）。ワー
カーはこうした状況に対して、見守りというプログラムの主体である
見守りの協力者の負担に着目し、「複数の協力者が複数の利用者を見
守る『複合型』ネットワーキングのほうが、プログラムが日常化する
のではないか」という仮説に基づいて実践を行っています。
　このように、プログラムがマンネリ化してきた場合、プログラムの
主体、プログラムの内容について何が問題なのか点検し、仮説を立て
て実践（検証）していくことが必要になります。本事例のように、見
直しをきちんと仮説を立てて行えば、もしその仮説が間違っていたと
してもどこが間違っていたのか、考えることが容易になります。また、
これはＰＤＣＡサイクルという視点から見たときも重要なポイントで
す。「C」すなわち評価をきちんと行い、これまでのプログラムの計
画（P）と実際（D）を評価し、次のアクションにつなげていくとい
う視点です。

[ 住民支え合いマップの活用について ]
　住民支え合いマップは、地域の中で専門職が気づかないインフォー
マルな見守りや支え合いのネットワークを発見するプログラムとし
て、多くの地域で活用されるようになってきているのはご存じのとお
りです。しかしながら、これを作って終わりにしてはその価値は半減
してしまいます。今回、作成していた「支え合いマップ」が現実に役
立つことになったわけですが、逆にいえば、これまでこれを役立てて
いなかったということもできます。社会福祉協議会は、さまざまな取
り組みを進めていますが、それぞれの事業が有機的に連携していない
ことが多いのではないでしょうか。
　今回、「世話焼きさん」4名が、参加協力を快諾し、（福祉）協力員（サ
ロンというプログラムの主体）になってくれました。このことは支え
合いマップの有効性を確認できたということでもありますから、他地

※『黒子読本』P68-72参照
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区でもこの蓄積を十分に活用していくことが必要なのではないでしょ
うか。

[ 民生委員の負担軽減 ]
　民生委員は、地域福祉推進の要となる存在です。ただし、本事例に
あるように民生委員だけで日常的な見守り活動を推進していくことは
大きな負担にもなります。そこで、民生委員の主体性を確保しつつ、
その負担を軽減していくことで、民生委員が期待される役割を果たし
ていくことを支援していくことが重要になります。本事例では、ワー
カーは民生委員の相談を受け止め、あくまで後方支援に徹しながら、
サロンの開催という新たなプログラムの実施を支援しています。また、
「世話焼きさん」の中から 4名のサポートスタッフを得ることに成功
しました。一人で担当地域を見守らなければと思っていた民生委員に
とっては、4名の「（福祉）協力員」の存在は、大きな支えとなった
ことでしょう。
　コミュニティワーカーとしては、今後事例にもあるように、サロン
というプログラムが定期的に開催できるよう支援していくこと、また
その内容について助言していくこと、地域包括支援センターなどと連
携を取って、何か変化があった時にすぐに対応できるような体制をつ
くることなどが必要になってくるでしょう。
　また、今回のプログラムの振り返りを通して、本プログラムを評価
し、一定の普遍化を行ったうえで、見守り活動としてのサロンという
プログラムの普及を図っていくことも大切になるでしょう。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P100-104参照

※『黒子読本』P93と
　P113-116参照

※『黒子読本』P63-65参照

※『黒子読本』P56-58参照

※『黒子読本』P132-134参照


