
黒子事例6
「創る」術
目指すは “共創”
のまちづくり―。
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　地域の高齢者の生きがい・健康づくりを推進することや、最近、町内において孤立死が起きた
ということもあり、新たなつながりが生まれ、引きこもりを防ぐ手立てとして、高齢者を対象と
した「ふれあい・いきいきサロン（以下、『サロン』）事業」の推進を図っている。昨年度は 19
地区のうち、13 地区社協で実施され、活動が盛んな地区では月数回実施している地区もあり、
地区によって活動の頻度に差がある。
　サロンをもっと活性化させたいとの思いから、今までサロンの実施に消極的であった 2地区（Ａ
地区、Ｂ地区）をモデル地区とし、支援していくことにした。
　まず、各地区社協の役員・民生委員・協力者に集まってもらい、モデル事業やサロンの趣旨に
ついて説明し、地区の方たちから地域の特徴や現状などを伺ったところ、話し合いをする中で、
①老人クラブの活動は盛んに行っている②役員に負担がかかってしまう③サロンで何をしたらい
いのかが分からないなどの意見が挙げられた。
　これらの点を踏まえ、各地区の特徴を生かしたサロンをどのように進めていくのか、地域住民
と共に検討していった。Ａ地区では比較的スムーズにサロンの立ち上げができたが、Ｂ地区では、
なかなかサロンの立ち上げができなかった。

「新たなつながりを目指して」
～ふれあい・いきいきサロンの担い手の組織化から見えてきたもの～

　ふれあい・いきいきサロン　　活動主体の組織化　　担い手の重複と新たな担い手　　新たなつながり

　総面積 410k㎡と人口に比べて大きい
面積。各地区の住民層は、昔から住んで
いた方、高齢者になってから都心から近
年移り住んできた方など、多様な方が住
んでいるのが大きな特徴である。

「創る」術
す べ

目指すは“共創”のまちづくり―。
黒子事例

6

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 Ｂ地区

人 口 2,334人 1,005人

高 齢 化 率 20.1% 30.5%

自 治 会 数 8自治会 2自治会

世 帯 数 747世帯 378世帯

民生委員児童委員数 4人 1人

単位老人クラブ数 1単位 2単位

単位老人クラブ会員数 42人 75人

高 齢 者
世 帯 数

独居世帯数 70世帯 36世帯

二人世帯数 31世帯 50世帯
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タスク・ゴール

●今回モデル地区となった２地区で定
期的に「サロン」が開催されるよう
になる。

TASK GOAL

プロセス・ゴール

●サロンの活動を通して、役員も含め、さまざまな方の参
加により、主体的にサロン活動が行えるようになる。
●実施していない残りの地区においても「サロン」の必要
性を感じ、興味を示すようになる（波及していく）。

PROCESS GOAL

リレーションシップ・ゴール

●事業を行うときに、一部の既存の人だけでなく、
多様な人が参加するような仕組みを仕掛け、縦型
組織から横型組織へ変えていく。

RELATION SHIP GOAL

PLAN

[ 仮説 ]
　老人クラブで行っていたグラウンドゴルフやゲートボールに参加できなくなった方などもサロンに参
加し、サロンから新たなつながりが生まれ、引きこもりを防ぐひとつの手立てとなるのではないか。
　また、このことが契機となり、サロン以外の事業にも特に役職とは関係ない方が参加するようになり、
地区社協の活動に広がりをみせていけるのではないだろうか。
　そこで、サロンを実施していない２地区社協（Ａ地区、Ｂ地区）をモデルとして選定し、サロンの開
催を働きかけることとした。

[ 目標 ]

仮 説 と 目 標
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社  協

Ａ地区社協 Ｂ地区社協

働きかけ 働きかけ

モデル地区選出

（会長自ら立候補） （社協の依頼により承諾）

Ａ地区説明会（１回目）

①地区社協会長の呼びかけにより説明会開
催（民生委員・老ク会長等参加）

Ｂ地区説明会（１回目）
①地区社協会長
老人クラブを中心に開催しては…

　　　↑老人クラブ忙しい
②にこやか老人クラブ会長

・準備・連絡調整は自主的に
・保健師の健康指導（地区会長が手配）

Ｂ地区説明会（２回目）

→自治会合同で実施してみることに
なるが、会長不在のため先の日程
等が決まらず。

さらにニーズを聞くために、にこや
か老人クラブのグラウンドゴルフの
後に話を聞きに行く。

やってみようと
声があがる

会長だけでは
負担大

地区で協力者
呼びかけ

Ａ－３自治会からＡ－２自治会へと「サ
ロン」開催が広まる。（担い手として、地
区社協のボランティア推進員が中心とな
って活動）

①地区社協会長欠席

②地域６名参加

社協の地域包括

支援センター
担い手を確保

認知症講話

継続実施に向けて動き出す 現時点で未実施

プロセスチャート



89

DO
第１期　サロン（プログラム）の推進～新たなつながりをつくるために

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

21.5.29 　アドバイザーと打ち合わせを
する。

　アドバイザーや県社協ととも
に事業の推進を開始した。
　18地区全ての地区でやろうと
しても難しいため、来月の地区
社協会長会議で地区を募集する
ことに。

　18地区それぞれの地域性につ
いて理解が足りていない。

21.7 　モデル地区を選ぶ。 　事務局案として、地区社協と
老人クラブが定期的に活動をし
ているＡ地区とＢ地区の2地区
をモデル地区の推薦（候補）とす
る。

【Ａ地区】
　地区社協会長・老人クラブ会
長ともに地域で顔が広いのでう
まくいきそう。

【Ｂ地区】
　Ｂ地区社協会長なら受けてく
れそう。

21.8.11 　地区社協会長会議でモデル地
区を決める。

【Ａ地区】
　Ａ地区会長からやってみたいと
申し出がある。Ａ地区はサロン
を数回開催したことはあるが、定
期的に開催していきたいとの意
見だった。⇒決定

【Ａ地区】
　Ａ地区で立候補をしてくれて
良かった。会長がやる気があれば、
進めやすいだろう。

【Ｂ地区】
　Ｂ地区社協会長へも働きかけ
たところ、今までやってこなかっ
たので、やらなければと思ってい
たと返答してくれる。

【Ｂ地区】
　Ｂ地区に勧めたが、少し無理
なところがあった印象を受けたが
大丈夫だろうか。
　けれど、酪農の盛んな地域で、
Ｂ地区社協以外は全ての地区で
サロンを行っているから大丈夫だ
ろう。

21.8 　県社協にモデル地区が決まった
ことを伝える。

　今後の動きについて確認をする。
①地域のキーパーソンを集める。
②モデル事業の目的を説明する。
③地域の現状を伺う。
④サロンの進め方を決める。

　地域の方たちがサロンを開こ
うという気になるような説明が
できるかな。
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21.8.21 　Ｂ地区に行き、モデル事業や
サロンについて説明をする。（4名）

　地区の集まりが小学校で開か
れるとのことなので、終了後に
話をさせてもらう。
　県社協職員と説明をしにいく。
地区社協役員と老人クラブ会員
全員がいるはずだったが、地区社
協会長は老人クラブの会長がい
ればすむと判断してしまい、地
区社協会長とにこやか老人クラ
ブ会長のみ参加。
　にこやか老人クラブでは、定
期的に活動をしており、会員は
忙しく活動している。一方、会
員以外の方や体が不自由になる
と集まる所がなく、閉じこもり
がちになっているとのこと。
　Ｂ地区社協会長：老人クラブ
はグラウンドゴルフなど定期的
に活動をしているので、そこを
中心にサロンを開催していくの
が良いのでは。
　にこやか老人クラブ会長：老
人クラブでいろいろな活動をし
ているので、サロンもやるのは
大変。
　会長たちだけでやろうとする
と負担がかかりすぎてしまうので、
地区で協力してくれそうな人に
声をかけて集まってもらい、そこ
でもう一度説明することになる。

　人が集まらず、少し残念に思う。
　少人数なので、じっくり話が聞
けるかなと思うようにする。

　ここに注目し、会員以外の方
や体が不自由な方も、気軽に集
まれる場所をつくるのはどうか
とすすめる。
　何か任せられるのではと、警
戒しているように感じられる。
　地域住民にこちらの思いを伝
え、相手に理解してもらうこと
は難しい……。

21.9 　Ａ地区での説明会に躊躇する。 　もう一度アドバイザーを交え
話し合いをする機会を設けても
らうことにする。

　Ｂ地区で会長たちのやる気を
上げることができなかったため、
Ａ地区での説明に不安を感じて
いた。

21.9.15 　アドバイザー・県社協職員と
モデル事業の進め方について話
し合う。

　Ｂ地区でうまく説明できなかっ
たことを受けて、もう一度、Ａ
地区も含めてどう説明していく
のかを確認する。
　Ｂ地区での現状としては、担
い手の不足と、老人クラブの活
動が盛んで既に会長に負担がか
かっている。

　こちらの意見ばかりを伝える
のではなく、住民の意見をよく
聞き、地区の方が必要と感じて
いることに対して支援をしてい
くようにする。
　会長の支えになってくれる人が
いるといいのだが……。
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第２期　Ａ地区の状況（課題）の把握とプログラム実施のための支援

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

21.10 　Ａ地区で説明会をすることが
決まる。

　Ａ地区社協会長にモデル事業
の説明をしたいので、民生委員
さんや老人クラブ会長さんなど
を集めてほしいと依頼する。

　説明までに時間がかかってし
まったが、会長の気持ちが変わっ
ていなかったことに安心する。

21.10.27 　Ａ地区社協の関係者に集まって
いただき、モデル事業やサロン
について説明をする。（12名）

　まずは、モデル事業やサロン
について説明をする。
　マップを使いながら、Ａ地区（8
自治会）の現状についてうかがっ
ていく。地区の中に入らなけれ
ば分からなかったことも、うかが
うことができた（以前は高齢者で
集いカラオケなどをしていた自
治会。現在も地域のつながりを
強化するため公民館で集まりを
している自治会。新興住宅街で
地域のつながりが低い自治会
等々）。
　協力者が多くいるＡ－３自治
会でやってみようということにな
る。
　初回の日程・場所・内容・役
割などを決め、解散する。

　町内でサロン事業を始めて5
年目となるが、初めて聞いたと
いう人が多くおり、ＰＲ不足を
感じた。
　Ａ地区には8つの自治会があり、
その地区によって活動が異なる。
　マップを使うことにより、視
覚的に状況を全員で確認できた。
また、通常の座談会と違い、課
題を聞き出していくうちに自然
と地域の人が地域の課題を認識
してくれたようだ。
　地域に入っていくことが大切だ
と改めて感じた。
　Ａ－３自治会が軌道に乗ってき
たら、他の地区でも開催してい
こう。
　日程などをその日に決められ
たことは良かったと思う。

21.11 　Ａ－３自治会でのサロンの開
催準備をする。

　職員はチラシ作りのみ支援する。
会場の予約や、チラシ配り、人
集めなどは地区社協のボランティ
ア推進員が行ってくれた。

　ボランティア推進員がサロン
を開くことを楽しみにしており、
積極的に人集めを行うと言ってく
れうれしく思う。

21.12.8 　Ａ－３自治会にてサロンを開
催する。

　参加者（女性も含む）にサロン
の目的を説明する。また、継続
して行うことが大切だというこ
とを伝える。
　地区社協会長が自ら、町保健
師に依頼し、血圧測定や簡単な
体操なども行い、参加者は楽し
そうに過ごす。

　参加者や協力者が継続した開
催に意欲を見せ、「またやりたい」
との声が上がったことに一安心す
る。
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第３期　Ｂ地区の課題把握とＡ地区内におけるサロン活動の広がり　～Ａ地区とＢ地区の違いは何？

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

21.12.11 　Ｂ地区社協の関係者などに集
まっていただき、モデル事業やサ
ロンについて説明をする（地域6
名、事務局4名　合計10名）。
　今回集まってくれた協力者は男
性のみ。

　ここでも、マップを使いながら、
Ｂ地区の現状についてうかがう。
　Ｂ地区は別荘地が多いととも
に、酪農をやっておられる方が多
いことは分かっていたが、別荘地
の方は老人クラブや地区の集ま
りにほとんど参加しておらず、民
生委員や地区社協役員でも実態
をつかめていないことがわかった。
　Ｂ地区では、2つの自治会があ
るが、おのおので開催するので
はなく合同で行ってみようとの話
になる。
　しかし……。地区社協会長が
欠席のため、ここでは開催日を
決めずに、地区社協会長と副会長、
老人クラブ会長などで話し合って
もらい、日程を決めてもらうこ
とに。
　アドバイザーからは、地域で
声かけをする時は女性の力も必
要になるのではとの意見をいた
だく。

　やはり、サロン自体を知らな
い人が多いことに気づかされる。
　別荘地では、最近、孤立死も
出ている。他の事業も含め、検
討する必要があるなあ……。
　この場で日程などを詳しく決
められなかったことが、今後どの
ように影響してくるのだろうか
……。
　確かに、女性が活躍している
地区はサロンが活発に行われて
いる。Ｂ地区では、数年前婦人
部が解散しており、女性が集まっ
て活動する場がない。キーとな
るような女性をどう発掘してい
けばいいだろうか。

21.12.20 　Ｂ地区社協会長に会議で決
まったことを伝える。

　サロンの日程についてうかがう。
「老人クラブ会長とうまく日程が
合わず、まだ決まっていないので、
早めに決めたいと思います。」と
のこと。

　会長も忙しいので、仕方がな
いな……。

22.1 　Ａ－３自治会にてサロンを開
催する。

　協力者（地区社協のボランティ
ア推進員のメンバー）が企画・募
集（チラシのみ社協で作成）を行
う。職員は報告を受け、交通安
全のビデオを貸し出す。

　一度開催し、流れがつかめた
ことにより、地域で自主的に活
動が行えるようになってきている。

　Ａ－３自治会で協力していた
方が自分の地区(Ａ－２自治会)
でもしたいとの意見が出て、開
催することに。

　地区の方から、進んで新たな
地区で開催したいと感じてくれ
たことをうれしく思う。

22.1 　Ａ－２自治会にてサロンを開
催する（社協の運営する地域包括
支援センターの認知症講話とお
茶会を開催）。
　終了後、Ａ－２自治会の方の
みが集まって、今後の進め方につ
いて話し合いをする。

　Ａ－２自治会では初の開催な
ので、サロンの説明をする。
　継続するためには、一人に負
担をかけるのではなく、皆で協
力することが必要だと伝える。

　Ａ－２自治会でも定期的に開
催できるようになれば、他の地
区の良い事例になるだろう。

22.1 　Ｂ地区社協会長に現状をうか
がう。

　会長は、「すみません、日程は
まだ決まっていないんです」との
こと。

　あまりせかすと、面倒くさが
られるかな。
　地区社協会長だけに頼るので
はなく、ほかの手も何か考えな
ければいけないな。
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22.2 　Ｂ地区にこやか老人クラブ会
長に現状をうかがう。

　Ｂ地区でサロンを開催するに
はどのような方法が良いのかを
うかがう。
　にこやか老人クラブだけで開
催するのは大変なので、Ｂ地区
として一度やってみて、地域の人
と一緒に具体策を検討したいと
のこと。

　にこやか老人クラブ会長は、自
治会単位で開催することを負担
に感じている。
　老人クラブ会長に頼むと、会
長任せになってしまうため、一部
の人だけでなく、グラウンドゴ
ルフのときなどに他の地域の方
から話を聞くなど、本当にニー
ズがないか確認してからサロン
を開いていく必要がある。

～22.2 　Ａ地区では、2地区が継続して
開催していけそうなので、様子
を見ながら新たな自治会でも開
催していけるよう支援していく。

　Ａ地区では開催でき、Ｂ地区
では開催できない、この違いは
なんなのか。

　Ｂ地区では、いまだに開催で
きていないので、開催できるよ
う支援していく。
　にこやか老人クラブのグラウ
ンドゴルフの活動にお邪魔し、地
域の方から話をうかがうことに。
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CHECK コミュニティワーカーの仮説を踏まえた自己評価・検証

　○モデル地区の選定および関係者への説明会を開催した。
　○�モデル地区において、マップを使用した地域の現状把握の場を設けるとともに、地域の方に自分た
ちが活動する必要性を感じてもらえた。

　○協力者に女性の力などの必要性や一人に負担が集中しないよう提案し、継続して支援した。

ワーカーの動き（アプローチ・仕掛け方）

　○�２地区ともに前向きな返事（やってみたい……、やらなければ……）が出た。
　○Ｂ地区会長と同地区にこやか老人クラブ会長の「なんでもやらされる感」への不安。
　○�Ａ地区では同地区内２自治会で必要性を感じて「サロン」が開催され、同時に準備（会場・保健師
手配）、企画（健康教室）などの自主性が出てきた。

住民の動き・反応

仮説・目標の結果

仮説の結果

⃝�モデル２地区で「サロン」開催の結果に大きな差が出た。
⃝�「Ａ地区」では、既存の地区社協に参加している地区社協のボランティア推進員
が担い手となり、２つの自治会で開催することができた。
⃝�「Ｂ地区」では、１軒１軒の家が離れていることや、地区社協会長の協力意識、
老人クラブ会長の負担感の軽減などを払拭するとともに、今までとは違う方に
担い手として活動していただくことができず、「サロン」の実施には至らなかった。

目
標
の
結
果

タスク・ゴール
⃝�Ａ地区では、地区社協のボランティア推進員が担い手となり、２つの自治会で
開催することができたが、Ｂ地区では、地区社協会長の協力意識、老人クラブ
会長の負担感により開催するまでは至らなかった。

プロセス・ゴール ⃝�Ａ地区では、地区会長をはじめとする協力者などさまざまな方の参加により「サ
ロン」が行われるようになり、企画や準備なども含め活動の自主性が出てきていた。

リレーションシップ・
ゴール

⃝�Ａ地区では女性の参加や、新たな担い手が参加し開催できるようになった。
⃝�Ｂ地区では、地区社協などの会長の意識を変えることや新たな担い手に参加し
ていいただくことができず、開催することができなかった。

ACTION

　○�地域住民と話し合いを行ったものの、担い手の負担感を解消するような動きができず、Ｂ地区では
いまだにサロンが開催できていない。地域の状況やニーズをもとに、もう一度地域の方々と検討し、
Ｂ地区に適したサロンの開催を支援していく。

　〇�Ａ地区社協では２つの自治会が順調に実施することができたので、これらの地区が定期的に開催で
き、さらに他の自治会や未実施の地区社協においても開催できるよう支援していく。

　○�多くのエリアにおいて、多様な住民が住んでいることから、サロンだけでなく、他の地区社協の事
業にも、既存の担い手だけでなく、さまざまな方に参加してもらえるように支援していく。

今後の進め方
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SUPERVISION

※『黒子読本』P100-104参照

　プログラムとしてのふれあいいきいきサロンは、引きこもり防止、介護予防、地域との交流のきっか
けづくりに効果のあるプログラムとして全国的に取り組まれています。本事例は、サロン活動未実施の
地区社協に対しその実施を「働きかけていく際のアプローチ」を検討する事例であり、多くの社協に共
通する「コミュニティワークの課題を提起」している事例といえます。

コミュニティワークの視点

[意図された問題の投げかけ ]
　今回、Ａ地区において「マップを使うことにより、視覚的に状況を
全員で確認」することができ、「課題を聞き出していくうちに自然と
地域の人が地域の課題を認識」したとあるように、問題状況に地域住
民が気づかなければ、主体的な実施にはつながりません。「サロンを
つくらなければならない」という社協側の意識が先に立ちすぎると、
住民に対するプログラムの押しつけになってしまいます。
　こうした意図した働きかけによって、地域の問題に気づいてもらい
住民の主体性を高めていくという姿勢が、コミュニティワーカーには
求められます。

[ 活動主体の組織化の問題 ]
　一方、Ｂ地区では、サロンの運営の活動主体の組織化がうまくいっ
ていません。同じ手法で問題を投げかけても、地域の状況によってそ
の反応は変わってきます。ワーカーは、現在のところ老人クラブの会
長と地区社協会長以外に地域との接点を持っていないのですが、老人
クラブの会長は、老人クラブの活動で手いっぱいのようです。一方、
ワーカーは、関わりの中で「Ｂ地区では数年前婦人部が解散しており、
女性が集まって活動する場がない」ことに気づいています。活動主体
の発掘がひとつの「壁」となっているわけですが、ワーカーとしては、
あくまで活動主体として老人クラブにこだわるか、新しい活動の担い
手を発掘するかという選択をしていく必要があるでしょう。
　新たな活動主体を発掘する方法はさまざまですが、本事例集で言え
ば、事例⑦が参考になります。子育てサロンの担い手として自治会役
員に過度な負担がかからないよう、新たな担い手を上手に発掘してい
ます。地域には多くの社会資源が眠っており、役割があることでいき
いきと輝く人材がたくさんいるはずです。そうした人材を知っている
のもやはり地域の人ですから、日ごろから地域に関わり、積極的にい
ろいろな情報を収集する中で、サロンの担い手となりそうな人を発見
し、働きかけていくことが必要でしょう。
　サロンができるというタスク・ゴールも大切ですが、「主体的なサ

※『黒子読本』P49参照

※『黒子読本』P105、143参照

※『黒子読本』P63-66参照

※『黒子読本』P26-29参照
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ロン運営」というプロセス・ゴールも大切です。地域福祉のプログラ
ムが住民主体の活動である以上、時間のかかる地域もあればそうでな
い地域もあります。ただし、そのことに甘んじて働きかけを行わなく
なってしまうのであれば、コミュニティワーカーとは言えません。
　また、当該地区を担当する地域包括支援センターと一緒に講座とい
う「場」を開き、人材を発掘するといった方法も考えられますし、事
例では詳しく述べられていませんが、当該地区を担当している民生委
員に働きかけていくこともひとつの方法かもしれません。

（永田　祐）　

※『黒子読本』P199参照

※『黒子読本』P201参照


