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論文 

戦後日本の障害乳幼児支援における幼児グループの展開過程の特質 

―親の会創設の二事例の検討を中心に― 

田中 謙（山梨県立大学人間福祉学部）  

要旨 

 本研究では戦後日本の障害乳幼児支援における幼児グループの展開過程を明らかにするため、東京都葛

飾区および練馬区で親の会が創設した二つの幼児グループの事例から創設の経緯と意義を検討した。 

その結果、葛飾幼児グループは他地域と同様の幼児グループを求める保護者の動きによって、練馬幼児教

室は在宅の障害乳幼児の対策が 1970年代前半に練馬手をつなぐ親の会で課題とされたことを契機に創設され

た経緯を有していたことが明らかとなった。 

また実践コミュニティ概念に基づき分析を行った結果、「ブローカー」や、「コーディネーター」を担う人物が「結

託」に大きな役割を果たしていた可能性も示唆された。 

キーワード： 障害乳幼児 幼児グループ 親の会 児童館 実践コミュニティ 

１．問題の所在と研究目的 

（１）問題の所在と研究目的 

本研究は戦後日本の障害乳幼児注 1)支援における

「幼児グループ」（田中・渡邉、2011）の展開過程と特

質について、特に親の会による創設の経緯と意義に

焦点を当てて明らかにすることを目的とする。 

今日の障害乳幼児支援体制における支援機関の

一つである「児童発達支援事業（所）」「類似事業」等

の通園事業に関しては、その系譜に位置づく「心身

障害児通園事業」等が通園施設整備の「地域的偏在」

を補完し、身近な地域で早期に適切な療育・指導訓

練や療育相談等が受けられる地域療育の充実を図

ってきた。通園事業は先行研究でも 1990 年代以降

幼稚園、保育所等の補完を行う「リソースルーム」とし

て「地域療育の拠点」として（柚木、1997、148）、「地

域の実情に応じて柔軟に活用され」てきたことが示さ

れており（村岡、2010）、障害乳幼児支援体制を検討

する上では欠かすことのできない対象である。 

その際、今日の「発達支援システム」構築の構想で

は、「地域格差の解消」に向けて市町村圏域での通

園事業等の「身近な発達支援機能」の確保が課題と

なっていることを考慮すると、「地域療育の拠点」とし

て展開してきた通園事業の展開過程や要因等を丁

寧に検討する歴史的研究が求められると考える。 

上述の問題意識に基づき、本研究で着目するのが

幼児グループである。幼児グループは先行研究で、

東京都では 1960年代後半～1970年代に「当事者」

である保護者により地域で創設され拡大していくとい

う過程を有していること（田中・渡邉、2011）、東村山

市「愛の園幼児室」のように幼児グループの取り組み

が市等による通園事業へと発展していった過程があ

り、地域の障害乳幼児支援の充実に大きな影響を与

えていたことが示唆されている（田中、2015）。他にも

「障碍をもつ乳幼児の保護者」等により「自主的に活

動を始めた」とされている（澤田、2009、173）。そして

大都市圏だけでなく、滋賀県近江八幡市「ひまわり教

室」（塩見、1975）等の地方都市でも報告されている。

幼児グループは全国の市区町村圏域で障害乳幼児

支援の場を創設し、「心身障害児通園事業」「類似事

業」等の前身として、あるいは民設民営の通園事業

等を担う事業者として、今日に至る障害乳幼児支援
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の場の系譜の一翼を担ってきたと考えることができる。 

しかしながら、幼児グループの展開過程と特質に

関しては十分な検討がされているとは言い難く、全体

像を実証的に解明するためには更なる事例研究の蓄

積が必要である。特に田中・渡邉（2011）等において

保護者が幼児グループ創設に関与していたことは明

らかにされているものの、組織体である親の会として

幼児グループの創設に関与の実態や意義を有して

いるのかについては、ほとんど明らかとされていない

のが現状である。本研究は幼児グループの展開過程

の検討を通して通園事業等の源流を明らかにすると

ともに、障害乳幼児支援の展開過程の中で障害乳幼

児の子育てを担う「当事者」である保護者の関与の実

態や方略を例証的に明らかにすることが可能となり、

従来の幼児グループ、通園事業に関する研究課題

に対する示唆を示すという積極的意義が見出せる。 

そこで本研究では戦後日本の障害乳幼児支援に

おける幼児グループの展開過程と特質について、親

の会が創設した二つの事例検討から、親の会による

幼児グループ創設の経緯と意義を明らかにする。 

 

 

２．研究方法 

 

（１）分析対象事例と分析対象時期 

本研究の分析対象は、1971（昭和 46）年に東京都

葛飾区で創設された幼児グループ「葛飾幼児グルー

プ」と、1972（昭和 47）年に東京都練馬区で創設され

た幼児グループ「練馬幼児教室」である。 

両グループとも親の会によって創設された幼児グ

ループであるが、葛飾幼児グループは葛飾幼児グル

ープ創設のために組織化された親の会が携わってお

り、練馬幼児教室は「東京都手をつなぐ親の会」の支

部組織である「練馬手をつなぐ親の会」が幼児期の精

神薄弱児の支援を目的とし、練馬手をつなぐ親の会

の活動の一環として創設している。「全日本手をつな

ぐ育成会」は戦後日本の知的障害児・者の支援制度

を国に働きかけ、社会福祉活動の実践を行ってきた

組織であり、練馬手をつなぐ親の会は全日本手をつ

なぐ育成会に連なる組織として、練馬区の障害児・者

支援制度の整備に取り組んできた親の会である。 

本研究で葛飾幼児グループと練馬幼児教室を事

例として取り上げる積極的な意義は次の二点があげ

られる。一点目は 1970（昭和 45）年時点の国勢調査

による人口は葛飾区が 462、954人（特別区 23区中

第６番目）、練馬区が 514、440 人（特別区 23 区中

第５番目）と、東京都特別区の中で人口規模による類

似性が見られる点である。二点目は田中（2013）にお

いて東京都特別区の幼児グループが区による「公立

通園事業」へと転換していくものが約半数を占めたこ

とが報告される中で、葛飾幼児グループは特定非営

利活動法人葛飾幼児グループ児童発達支援事業

「葛飾幼児グループ」、練馬幼児教室は社会福祉法

人未来・ねりま「幼児教室とことこ」として創設から今日

まで一貫して幼児グループを継承して地域の障害乳

幼児支援に携わっており、幼児グループの発展過程

を検討する対象として適切であると考える点である。

特に葛飾幼児グループは今日でも保健センター等と

の連携を図り、地域福祉の向上に寄与している NPO

法人経営の児童発達支援事業として評価されている

注2)。以上二点から、本研究では事例として取り上げる

上で一定の妥当性が得られると判断した。 

そして本研究では特に創設の経緯と意義に焦点を

当てるため、二事例の創設の動きが確認できる 1970

年代を主な分析対象時期として設定する。 

 

（２）分析資料 

本研究では分析史資料として、葛飾幼児グループ

20 周年記念誌編集委員会編（1991）、練馬手をつな

ぐ親の会編（1982 ; 1997 ; 2007）を主として用いた。 

また、本研究を進めるにあたっては、資料の分析と

ともに聞き取り調査を実施した。葛飾幼児グループは

創設に参加していた保護者３名（A・B・C 氏とする）、

創設初期の指導員 D 氏、2009 年時の代表 E 氏の

各氏を対象に実施した。時期・場所は 2009（平成 21）

年８月 20日 10:00～12:00、場所は葛飾区立青戸児

童館にて行った。練馬幼児教室に関しては、創設に

参加していた H 氏を対象に実施した注 3)。時期・場所
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は 2009 年７月 23 日 10:30～12:30、場所は練馬手

をつなぐ親の会ねりま事業所にて行った。 

調査は御厨（2007）を参照し、半構造化方式で実

施し、記録方法はメモによる筆記方法を採用した。筆

記記録は聞き取り終了後、整理・再構成し、フィール

ドノーツとしてまとめた。同データは、研究に利用する

ことを説明し同意を得て、匿名化して用いた。 

 

（３）分析方法 

本研究では Wenger（1998）および Wenger 他

（2002）等で提唱されている「実践コミュニティ」（実践

共同体）概念に基づいて幼児グループの分析を行う。

実践コミュニティとは「あるテーマに関する関心や問

題、熱意などを共有し、その分野の知識や技能を、

持続的な相互交流を通じて深めていく人々の集団」

（Wenger他、2002、33）を指す概念である。つまり共

通の問題等を共有している構成者間で、協力して問

題解決を目指し、共に学習することに価値を認めて

いる集団であると考えられ、幼児グループはまさにこ

の性質を兼ね備えたコミュニティであると考える。 

この実践コミュニティの発展過程は Wenger 他

（2002）では、第１段階「潜在」、第２段階「結託」、第３

段階「成熟」、第４段階「維持・向上」、第５段階「変容」

の５段階に分化され、第２段階までを初期段階、第３

段階以降を成熟段階と分類している。本研究では幼

児グループの創設の経緯に着目するため、特に「潜

在」「結託」段階に焦点を当て分析を行う。 

そして「潜在」「結託」段階を分析するにあたり、施

設史研究における施設史研究法で用いられる「分析

視点」８視点（①思想、②利用者、③従事者、④建築

計画、⑤運営・財政、⑥方法・技術、⑦地域・社会、

⑧生活（日課））を援用して、分析枠組みとして用いる

こととする。この分析視点は「障害者教育・福祉の歴

史を解明する研究法」（津曲、2011、399）として有用

性が示されており、中山・津曲（1998）のように特定の

視点に焦点を当てた分析も可能であるという応用性も

有する。本研究の対象である幼児グループは児童福

祉法等に規定された法定施設と異なり、設置基準や

運営基準等の整備がなされておらず、支援の場や支

援者の確保等の経営上の困難さを有していた。その

ため実態や経営に関する資料が限られている傾向に

あるが、同分析視点を焦点化する等援用して分析枠

組みを構築することにより、その応用性を活かして限

られた資料の中から当時の幼児グループの実態や経

営等の特質に、妥当性を確保しながら実証的に迫る

ことが可能になると考えた。 

本研究では「分析視点」を援用し「思想（理念）」「利

用者・生活（日課）・従事者」「方法・技術」「地域・社会」

に再編して用いた。「建築計画」「運営・財政」は本稿

では資料の制約上扱うことができなかった。 

 

 

３．葛飾幼児グループ 

 

（１）葛飾幼児グループの創設の経緯 

葛飾幼児グループは、1971（昭和 46）年９月から

「葛飾区教育センター」の一室で、６名の保護者と障

害幼児で実践を始めた。その後保護者の自宅開放と

いう形態を経て注 4)、1973（昭和 48）年３月から「葛飾

区梅田児童館」で、1979（昭和 54）年５月から「葛飾

区青田児童館」で実践を続けてきた。2006（平成 18）

年特定非営利法人格を取得して７月１日から事業を

開始し、2013（平成 25）年４月１日から葛飾区四つ木

で児童発達支援事業所として児童発達支援事業、相

談支援事業等を行っている組織である。 

葛飾幼児グループは、一人の障害幼児をもつ保護

者（F 氏）が他の保護者に幼児グループ創設の働き

かけを行い、賛同した５名の保護者とともに、葛飾区

教育センターで実践を始めたことが創設の経緯とい

える。F 氏はもともと葛飾区に隣接する墨田区の幼児

グループである「すみだ幼児教室」への入会を希望し

ていた（葛飾幼児グループ 20 周年記念誌編集委員

会編、1991、11）注 5)。この希望に対し、すみだ幼児

教室は葛飾区にすみだ幼児教室と同様の幼児グル

ープを創設することを条件に、参加を認めた。F 氏は

すみだ幼児教室に参加し、同グループで子どもが実

践を受けたことを通して、結果的に自分たちの住む

葛飾区でもすみだ幼児教室と同様の幼児グループ
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が必要であるという認識を得たのである。 

F 氏はすみだ幼児教室通所前は「この子をどう育

ててよいのか分から」ない状況にあり、「指圧に通った

り、北療育園に通ったり、良いと云われること」を「家族

の協力のもとで」行っている状況にあった。しかし、

「北療育園は肢体不自由児の施設」であり重度の精

神薄弱のある F 氏の子どもには「適して」いないと感

じ、「将来のことを考えるたびに精神的に不安定」な

心理状態にあった。その中でF氏はすみだ幼児教室

のことを知り、参加を通して「幼児期における精薄児

指導の重要なこと」を知ったと述べている。F 氏はす

みだ幼児教室において、「何も出来ないと思い込ん

でいた我が子」が、「集団の中で日に日に表情が豊

かにな」ったこと、「自主性がでて来」たこと、靴の着脱、

着衣、脱衣、排泄後の手洗い等に一生懸命取り組む

姿等、「今まで何もしようとしなかった子がなんでもしよ

うとしている」姿を目の当たりにした。この経験を通し

て、「この様なグループで小さいうちから指導すれば

学令に達した時、かなりの子供が就学出来るのでは

なかろうか」ということを F 氏は「幼児期における精薄

児指導の重要なこと」として認識したのである。 

それと同時に F 氏はすみだ幼児教室への参加を

通して、すみだ幼児教室が「葛飾の児童も好意で受

け入れてくれている」ものの「いつまでもこれに頼って

はいられない」ことを考え、「子供の多い家では遠い

ため行きたくても行けないこと」があること、「通うだけ

でも母親の身体に負担がかかってくる」こと等の解決

のため、乳幼児期の支援における「家庭での生活に

より近い地域での支援」（田中・渡邉、2011、124）の

必要性を学習していた。この F 氏の考えやすみだ幼

児教室を参考に葛飾区で幼児グループを創設しよう

とする発想は Wenger （ 1998 ）の 「ブローカー

（broker）」概念から解釈できる。つまり「ブローカー」

とは多重成員性を有し、ある共同体の実践を他の共

同体に仲介し伝播させる存在であり、F 氏はまさにす

みだ幼児教室の実践を葛飾幼児グループに伝播さ

せる役割を担っていたと考えられよう。ブローカーは

石山（2013）の中で Gherardi・Nicolini（2002）を例

に「新たな視点が導入され、実践そのものに良い影

響がもたらされた」といわれているように、F 氏のすみ

だ幼児教室での経験の伝播が葛飾幼児グループで

の実践につながっていくことになるのである。 

また障害種の違いから、既存の社会資源であった

「東京都立北療育園」での支援は、F 氏の「支援の場

を求めるニーズ」（田中・渡邉、2011、115）に対応す

ることができなかった点も葛飾幼児グループ創設の

契機となった。F 氏のニーズは、すみだ幼児教室で

対応された一方で、他区域にあるすみだ幼児教室で

は「家庭での生活により近い地域での支援」は実現で

きず、「地域における支援」ニーズ（田中・渡邉、2011、

115）を顕在化させたのである。また F 氏は自らの子

どもを通じ、就学前期の精神薄弱児に対するすみだ

幼児教室での実践を行うことによって、「子供ってどん

な子も成長するんだな」」（葛飾幼児グループ 20周年

記念誌編集委員会編、1991、11）と、「教育可能性」

（村山、2006）ともいうべき支援対象児の状況が「好

転する可能性」を体験的に学んでいた。それは幼児

グループでの支援により、学齢期以降の小学校や養

護学校等への就学の可能性が高まることにつながっ

ていくという期待が得られるものであった。 

F 氏はこのような幼児グループでの支援の成果や

可能性を基に、「潜在」段階において「地域における

支援」ニーズに対応する支援の場として、自らの今日

中していた葛飾区にもすみだ幼児教室の様な幼児グ

ループを求め、他の保護者に幼児グループの創設を

呼び掛け、コミュニティのメンバーを結びつけようとし

たと考えられる。その結果F氏の考えに賛同した保護

者が保護者間のまとめ役として仲間集めの中心を担

い、F 氏が幼児グループ創設に助力を申し出た葛飾

区教育センター職員G氏と葛飾区教育センターの利

用に関する協議を重ねた結果、週１日午前の実践を

始めることが可能となったのである。 

 

（２）葛飾幼児グループの「思想（理念）」 

葛飾幼児グループは「全ての子供が地域社会にお

いて共に育つ生活環境」をつくり、「子供の成長を引

き出せる」保障をしていくため、「母親（保護者）と職

員・アルバイト・ボランティアの相互信頼と協力」をは
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かりながら、「関係機関や地域との相対的な発展向上」

に取り組むことが活動原理、理念とされている。 

この思想（理念）からもたらされる葛飾幼児グルー

プの特質として、葛飾区手をつなぐ親の会とは別に、

葛飾区（江東、足立、江戸川区や千葉県等の近隣地

域在住者を含む）の障害乳幼児をもつ保護者が親の

会を組織し、その親の会が自主グループとして幼児 

グループ活動を行っていたという点があげられる。 

1960 年代後半～1970 年代前半に創設された幼

児グループの創設主体には、区市町村単位の手を

つなぐ親の会が複数確認できる。区市町村単位の手

をつなぐ親の会が幼児グループを創設した事例とし

て、東京都特別区部では後述の練馬手をつなぐ親の

会が経営してきた「練馬幼児教室」があり、市部でも

国立市手をつなぐ親の会「国立あすなろ教室」、東久

留米手をつなぐ親の会「杉の子学園」等があげられる

（田中・渡邉、2011）。既述のように、すみだ幼児教室

も経営主体は墨田区手をつなぐ親の会である。この

時期に創設された幼児グループは、区市町村により

差は見られたものの注 6)、手をつなぐ親の会が創設し

たものが複数確認される。しかしながら、葛飾幼児グ

ループの親の会は葛飾区手をつなぐ親の会とは別組

織として、幼児グループの創設、経営を行ってきた。 

そして、葛飾幼児グループの思想に係る特質として、

創設から一貫して指導員と保護者らによる自主経営

で展開してきたことが特筆できる。手をつなぐ親の会

と関連のあった幼児グループは、障害乳幼児の支援

に関する区市町村等の行政による公的保障を求める

一つの方略として、幼児グループの「公立化」を目指

した動きが確認できる（田中、2013）。葛飾幼児グル

ープは、指導員の身分保障等の理由から葛飾区行

政に助成や支援者の区職員としての雇用等を求める

運動を行っていたものの、「公立化」を目指すといっ

た動きは資料からは確認できない。 

葛飾幼児グループは 2006（平成 18）年に特定非

営利活動法人格を取得し、2013（平成 25）年から児

童福祉法に基づく「児童発達支援事業」に移行して

いる。けれども、公立通園事業とは異なる親の会によ

る幼児グループによる障害乳幼児支援を行う組織と

して、独自の思想（理念）をもち、その思想に基づい

て葛飾区手をつなぐ親の会等の障害児者支援組織

とは異なる独自の展開過程を経てきたのである。 

 

（３）葛飾幼児グループの「利用児・生活（日課）・

従事者」および「方法・技術」 

葛飾幼児グループの利用児（対象児）の特徴は、

障害種や障害の程度、年齢や定員を制限することな

く受け入れた、「その日に来ても、すぐに受け入れてく

れる場」であった（葛飾幼児グループ 20 周年記念誌

編集委員会編、1991、16）。これは「障害種・程度を

問わない」、「年齢制限をしない」、「定員制限をしな

い」、「宗教・団体の有無を問わない」と対象児の制限

を設けないというグループの理念に基づくものである

注 7)。このため、葛飾幼児グループには初期から「愛

の手帳」（東京都における「療育手帳」）が４度の軽度

の精神薄弱乳幼児や、１度（最重度）や２度（重度）の

精神薄弱乳幼児が複数名混在して在籍していた。 

1960 年代後半～1970 年代前半における幼児グ

ループには、「愛の手帳」１度や２度に該当するような

在宅の重度障害児を利用児とするグループが多く、

就学や施設への入所までの時期を幼児グループの

みで過ごす乳幼児が複数存在した（田中、2015）。し

かし、葛飾幼児グループでは幼児期を同グループで

過ごす重度障害児だけでなく、葛飾幼児グループを

経て保育所や幼稚園に就園し、普通学級に進学した

軽度障害児も在籍していた（葛飾幼児グループ20周

年記念誌編集委員会編、1991、15）注 8)。このことは

葛飾幼児グループが「障害種・程度を問わない」とい

う理念で経営されていたことによると考える。 

生活（日課）に関しては、葛飾区教育センター

（1971 年９月～1972 年９月）での活動は、初期は週

１回 10:00～12:00で設定され、すみだ幼児教室によ

る紹介で指導員を得たことにより週２日へ拡大、さら

に「食事の指導もしたい」という保護者の要求により、

活動時間も午前までから午後までと拡大した（葛飾幼

児グループ 20 周年記念誌編集委員会編、1991、

12）。しかし葛飾区教育センターでの活動は制限が

多く注 9)、また葛飾区へのグループに対する助成の請
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願が議会で採択されたことにより、1972（昭和 47）年

９月に同センターからの撤退を余儀なくされた。その

ため、1972 年の９月から翌 1973（昭和 48）年３月ま

でグループメンバーの自宅開放という形態で実践を

維持し、1973（昭和 48）年３月から、葛飾区の助成を

得て葛飾区立梅田児童館で実践が行われるようにな

る。1979（昭和 54）年には葛飾区立青戸児童館へ移

り、実践を継続していった。 

「方法・技術」に関しては、葛飾区教育センターで

の実践時には午前中と、遊具等の制限があり、乳幼

児同士がボランティア指導員のもとで保護者とともに

おもちゃを使用して遊ぶという実践形態が採られてい

た注10)。葛飾区立梅田児童館に移転後の1974（昭和

49）年８月から、乳幼児と保護者を分離し、乳幼児だ

けのグループによる支援が展開されるようになった。

支援内容は、重度障害児が多く、保護者に「（ボラン

ティアや他児と）関わることで少しでもよくなれば」「少

しでもできることを増やしたい」というニーズがあった

ため、「トイレ」「食事」「遊び」の指導を中心に、「身辺

自立」に力を入れたものであった（葛飾幼児グループ

20 周年記念誌編集委員会編、1991、11）。この指導

内容を通して保護者３名（A・B・C 氏）は「子どもたち

が指導員に接することで変化していった」ことを「痛感

した」と述べており、先述の F氏同様に保護者に葛飾

幼児グループでの活動を通じて「教育可能性」に気

づくという「子ども観」の変化が生じたと考えられる。 

また葛飾幼児グループでは、週２日の活動日以外

は指導員が各家庭への訪問を行い、利用児の家庭

生活やや保育所等への就園や小学校等への就学に

関する相談活動を行っていた（葛飾幼児グループ 20

周年記念誌編集委員会編、1991、11）。この相談活

動では、指導員が葛飾幼児グループに在籍する障

害乳幼児の保育所等への就園時に、保護者に同行

して就園の支援を行うという移行支援も行われていた

（葛飾幼児グループ 20 周年記念誌編集委員会編、

1991、13）。週２日の梅田児童館でのグループ活動

中も、指導員のうち１名がグループ指導ではなく保護

者への相談支援を行っており、保護者間ではお互い

の悩みを話し合う交流が行われていた。葛飾幼児グ

ループにおいては障害乳幼児支援と保護者支援の

二つの支援方法が採られていたのである。 

 

（４）葛飾幼児グループを取り巻く地域・社会 

葛飾幼児グループは、障害乳幼児の支援に関わ

る他の関係機関と積極的に連携を進めていた。葛飾

幼児グループの在籍児の紹介経路は、1970 年代前

半は「葛飾区立教育センター」「東京都立障害児セン

ター」「東京都立台東児童相談所」「知人」の４つの経

路が多い（葛飾幼児グループ 20 周年記念誌編集委

員会編、1991、77）。さらに、1974（昭和 49）年から

は保健所による紹介へて参加した障害児が見られる

ようになる。元葛飾保健所の言語療法士は「保健所

で『発達のつまずき』を発見しても、その子が、『発達

の道筋』をたどれるようにしていく場が必要」と述べ、

「その場があることが心強かったです」（葛飾幼児グル

ープ 20 周年記念誌編集委員会編、1991、39）と述

べている。この記述は保健所での障害の早期発見後

の早期対応の場として、葛飾幼児グループが機能し

ていたことを示している。葛飾幼児グループでは在籍

児が同グループを経て保育所、幼稚園に複数名就

園している。葛飾幼児グループは葛飾区における障

害乳幼児支援を行う幼児グループであるとともに、地

域での障害乳幼児支援のために、関係機関同士で

ネットワークを構築し、連携を図る役割も担っていた。 

葛飾幼児グループは障害乳幼児への支援と保護

者に対する相談支援を行い、他の関係機関との連携

を図り、障害乳幼児と保護者を地域の保育所や幼稚

園への就園につなげていた。こうした支援体制により、

葛飾幼児グループは葛飾区における障害乳幼児や

その保護者への支援の一つの拠点となっていた。 

 

（５）葛飾幼児グループの考察 

葛飾幼児グループはすみだ幼児教室のような幼児

グループを求める保護者により創設された経緯を有

しており、親の会により創設された障害乳幼児支援の

場であるといえる。この葛飾幼児グループが創設され

た経緯に関しては、すみだ幼児教室という先駆的実

践が影響しており、すみだ幼児教室の実践を伝播さ
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せる「ブローカー」としてのF氏の役割の大きさがみて

とれる。そして、葛飾幼児グループが創設され支援が

行われたことを通して、保護者の「教育可能性」に気

づくという「子ども観」の変化が生じており、葛飾幼児

グループが実践コミュニティとして障害乳幼児支援の

みならず、保護者の障害児の発達に関する知識等を

深めていく学習の場となっていたことも指摘できる。 

さらに葛飾幼児グループ創設に携わった保護者に

は F 氏の「この子をどう育ててよいのか分から」ないと

の言葉に代表される養育上の困難さがあった。それ

が葛飾幼児グループでの実践を経て保護者は「保護

者だけではどうにもならなかったことが、指導員・ボラ

ンティアによってよくなった」「近所に同じ境遇の人が

いないから、ここがあってよかった」と述べ、葛飾幼児

グループを「親子の安らぎの場」「憩いの場」「打ち明

けて何でも話せる場」と評価している注 7)。このことから、

葛飾幼児グループは保護者にとって幼児グループと

いう実践コミュニティとしての養育支援や保護者交流

の場という価値を創造していたことが読み取れる。 

そして葛飾幼児グループという実践コミュニティが

葛飾区内に創られたことにより、葛飾幼児グループが

葛飾区内における障害の早期発見後の早期対応の

場として機能し、関係機関とのネットワークを構築する

役割も果たしていたことが示された。葛飾幼児グルー

プは 1979（昭和 54）年から幼児グループの活動の場

となる「専用室」が配置された「葛飾区立青戸児童館」

の新設に際しても、1977（昭和 52年）10月に葛飾区

から「障害児受入に配慮した児童館新設」について

聞き取りの協力依頼を受けている。これまであまり言

及がなされてこなかった限られた社会資源の中で児

童館を場とした障害乳幼児支援を担っていた点、ま

た障害乳幼児の支援を行う機能を有した児童館創設

に関与していた点等の葛飾区の障害乳幼児支援の

発展に寄与していた点は、今後の 1970 年代の障害

乳幼児を対象とした地域福祉の歴史を明らかにする

上で示唆に富む実践であると考えられる。 

 

 

４．練馬幼児教室 

 

（１）練馬幼児教室の創設の経緯 

練馬区は 1974（昭和 49）年まで公立幼稚園が存

在せず、幼稚園 56 園（1974 年度時）のすべてが私

立幼稚園であった（練馬区史編さん協議会編、1981、

1057）。その中で1975（昭和50）年に、定員の約１割

の肢体不自由児を受け入れる障害児学級を併設した

区立「北大泉幼稚園」が設置されている。また保育内

容の多様化に伴う諸問題に対処するため、練馬区で

は保育所職員を中心としたプロジェクトチームが編成

され、障害児保育等の問題が 1974（昭和 49）年から

検討されはじめた（練馬区史編さん協議会編、1981、

847）。こうした練馬区の障害乳幼児支援の取り組み

の中で行政に先駆けて、障害乳幼児の支援に取り組

んでいったのが練馬幼児教室である注 11)。 

練馬幼児教室は、練馬手をつなぐ親の会により運

営されてきた幼児グループであり注 12)、その実践は

1972（昭和 47）年まで遡ることができる（練馬手をつ

なぐ親の会編、1982、54）。練馬幼児教室は練馬区

立石神井、南田中児童館を実践の場とし、区の運営

助成等の支援を受けつつ、練馬区における公的な障

害乳幼児支援の場の代替的な機能を有していた注 13)。 

練馬幼児教室の創設は、1972（昭和47）年に練馬

区立練馬福祉会館で「精神薄弱者相談員」の例会と、

「精神薄弱者相談員」と練馬福祉事務所福祉司、保

護者による会合を兼ねて実施した際に、練馬福祉会

館の視聴覚室を用いて障害幼児を集め遊ばせた活

動が契機となっている注 14)。このような実践が試みら

れた背景要因として、次の二つの練馬区における精

神薄弱児・者をめぐる状況があった。 

一つ目が 1968（昭和 43）年より始められた、東京

都の委託事業である「精神薄弱者相談員」事業の実

施である。この事業は「精神薄弱者福祉法」（昭和 35

年３月 31日法律第 37号）第 15条の２の１において

「都道府県は、精神薄弱者の福祉の増進を図るため、

精神薄弱者又はその保護者（中略）の相談に応じ、

及び精神薄弱者の更生のために必要な援助を行うこ

とを、社会的信望があり、かつ、精神薄弱者に対する

更生の援助と必要な保護に熱意と識見を持つている
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者に委託することができる」との規定に基づいた事業

である注 15)。東京都から事業委託を受けた練馬区で

は、練馬福祉事務所、石神井福祉事務所の２つの福

祉事務所に４名の相談員が配置されていた（創立三

十周年記念誌練馬手をつなぐ親の会編、1982、44）。

練馬区では精神薄弱者相談員による地域の実態調

査として家庭訪問調査が行われていた。その結果複

数の障害乳幼児を含む在宅障害児の実態が「少しず

つつかめるように」なり（創立三十周年記念誌練馬手

をつなぐ親の会編、1982、45）、精神薄弱者相談員

や福祉事務所職員に在宅障害児の支援に関する関

心が高まっていった。訪問実態調査により在宅障害

乳幼児が確認され、対策が 1970 年代前半に練馬手

をつなぐ親の会で課題とされた。練馬幼児教室の場

合この実態調査に携わり、練馬手をつなぐ親の会の

状況にも精通した精神薄弱者相談員が、まさにコミュ

ニティを結託させ、成立させるために「コミュニティが

領域に焦点を当て、さまざまな関係を維持し、実践を

開発することができるように手助けする」役割を担う

「コーディネーター」（Wenger他、2002、131）の役割

を担っていた可能性が指摘できる。 

二つ目は上述の一つ目に関連して、練馬手をつな

ぐ親の会の中で幼児期の対応をどのように行っていく

かという課題意識が高まっていたことがあげられる。

練馬手をつなぐ親の会は発足以降、学齢期の精神

薄弱児の就学等の運動や福祉作業所の創設（「白百

合福祉作業所」等）を推し進めており注 16)、学齢期や

学齢期以降の支援体制整備を地域で進めていた中

で、対応の遅れていた乳幼児期の支援をどのように

行っていくのかに関する課題意識を有していた（創立

三十周年記念誌練馬手をつなぐ親の会編、1982、

45）。さらに、同会の会員でもあった精神薄弱者相談

員が障害乳幼児をもつ保護者から養育相談を受けて

おり、「精神薄弱」の診断を受けた障害乳幼児の支援

が具体的に練馬手をつなぐ親の会で議論にあげられ

たのである注 14)。これらの練馬区の地域における精神

薄弱者相談員による障害児・者支援活動や練馬手を

つなぐ親の会における精神薄弱乳幼児支援の課題

の顕在化、換言すればコミュニティを構成するメンバ

ー間での課題共有が、練馬幼児教室の創設の契機

となっていた。 

ただし、練馬福祉会館で行われた合計２回の実践

は、実践コミュニティにおけるイベントの創始として幼

児グループ創設の契機にはなったものの、課題が多

いものであった。実践は視聴覚室が狭く、適当な道具

もないという環境構成上の課題が大きく、「隣なりの室

にも気兼ねしながら」行われる状況にあった。さらに

「手さぐりでやることと指導員がいないこと」ことが特に

実践上の課題となっていたため、「幼児の親たちは

やゝ失望した」様子であったと述べられている（練馬手

をつなぐ親の会幼児教室練馬手をつなぐ親の会編、

2007、5）。このため練馬手をつなぐ親の会は、幼児

グループに対する練馬区からの助成に関する相談を

行った。それにより練馬区も区内の障害乳幼児を持

つ家庭に関する実態調査を実施し、練馬幼児教室へ

の助成を決定したのである（創立三十周年記念誌練

馬手をつなぐ親の会編、1982、16）。 

練馬区の助成により、練馬福祉会館で試みられた

実践における場所と指導者に関する２つの課題への

対応が行われた。具体的には場所に関しては、「白

百合福祉作業所」を場所とした実践を経て、1972（昭

和 47）年８月１日新設の「練馬区立石神井児童館」の

使用が、午前中の付添同伴という条件付きで認めら

れた。そのため指導員に関しても、児童館職員である

児童厚生員の支援が得られ、練馬手をつなぐ親の会

役員と精神薄弱者相談員が補助を行う体制がとられ

た。このように場所と指導員の確保に見通しが立った

ため、石神井児童館での週１回の幼児グループとし

ての活動が始められたのである。 

 

（２）練馬幼児教室の「思想（理念）」 

練馬幼児教室の目的は「心身に何らかの障害、或

いは成長発達に遅れの心配のある子供に、集団保

育を通して生活習慣を確立させ、社会生活を身に付

けさせる場」とされている（創立四十五周年記念誌練

馬手をつなぐ親の会編、1997、44）。 

この練馬幼児教室の目的の基盤となった「思想」

（理念）は、練馬手をつなぐ親の会の掲げる精神薄弱
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児・者の自立と社会参加の実現であった。東京都内

の区市町村単位の親の会の中で、練馬手をつなぐ親

の会は 1953（昭和 28）年創設と最初期に組織化され

た会の一つに位置している。その活動は、学齢児の

就学機会の拡大のための特殊学級設置運動や作業

所創設等、学齢期以降の障害児者の支援を中心に

行われてきていた。そして先述のように 1970 年代を

迎えて、練馬手をつなぐ親の会は学齢期以降の支援

を見通して、幼児期の支援を検討し練馬幼児教室創

設に向けて動いていった。 

この学齢期以降の支援を見通した幼児期の支援を

実現させる場として創設された練馬幼児教室では、

支援の意義が「ここは母子分離をすることで、自立心

が芽生え、自分でできることが増える」とされていた注

14)。つまり練馬幼児教室では幼児期に生活習慣を確

立させ、自立心を芽生えさせることで学齢期以降へと

つながっていくという乳幼児期の支援の考え方を有し

ていたのである。練馬手をつなぐ親の会は特殊学級

等での学齢期を経て作業所等への就労により精神薄

弱者の自立を目指していくというビジョンを有しており、

その第一歩ともいうべき幼児期に「自立心の芽生え」

を育むという思想が、同会が運営する練馬幼児教室

の思想となっていた。 

この思想に基づき、練馬幼児教室では地域の精神

薄弱乳幼児を持つ保護者に練馬幼児教室への参加

を促していた。練馬幼児教室に通所する保護者には、

自らの子どもに対し「見られたくない」「うちから出した

くない」「銭湯等でほかの子と比べて自分の子どもの

発達が遅いことを意識する」等の意識があった注 14)。

この保護者の「障害受容」に関する意識は、他の幼児

グループに属する保護者にも存在したことが指摘さ

れており（田中、2015）、1960～1970 年代の障害乳

幼児を持つ多くの保護者に共通する意識であったと

考えられる。そのため、当時練馬幼児教室に通所し

ていない主に練馬区内に在住する障害乳幼児をもつ

保護者にも共通して存在していたと考えられる。 

このような意識を持つ保護者の場合、社会から「隔

離」され、在宅生活を選択するケースが少なくなかっ

たと推測される。実際練馬幼児教室では活動初期は

参加者集めが困難であった。そこで在宅障害児を持

つ保護者に対し、パンフレットやポスターを作って練

馬幼児教室への参加を呼びかける等の活動を行って

いた注 14)。在宅の状態から、まずは練馬幼児教室や

練馬手をつなぐ親の会という地域の精神薄弱児者の

「コミュニティ」への参加を促していたのである。その

上で練馬幼児教室では遊びの中で身辺自立等の基

本を身につける「訓練」を一番大切なものと位置づけ、

「訓練」により練馬幼児教室から保育所、幼稚園への

就園をめざす支援を志していた。実際 1973（昭和 48）

年頃より携わった相談員は、入園児は少なかったも

のの、「幼稚園、保育園に入れるよう、力を入れてい

たこと」を後に振り返っている（創立四十五周年記念

誌練馬手をつなぐ親の会編、1997、45）。練馬幼児

教室では、在宅状態にある障害乳幼児とその保護者

に参加を促し、さらに練馬幼児教室を経て保育所、

幼稚園への就園を目指すという社会参加のプロセス

を目指しており、社会参加という思想を重要視してい

たと考えられる。 

 

（３）練馬幼児教室の「利用児・生活（日課）・従

事者」および「方法・技術」 

練馬幼児教室の利用児は主に、当初は精神薄弱

乳幼児が主であった。これは精神薄弱児者の支援を

目的とした練馬手をつなぐ親の会が運営していたこと

によるものと考えられる。 

「生活（日課）・従事者」に関しては、使用が認めら

れた練馬区立石神井児童館において、午前中に障

害のない乳幼児にも児童館が開放されていた条件を

活かし、「普通児の中で遊びながらの指導」が意図さ

れた午前中の日課が設定された（創立三十周年記念

誌練馬手をつなぐ親の会編、1982、45）。つまり児童

館という障害のない乳幼児との共生の場で、交流を

意図した実践が試みられたのである。実践は同児童

館児童厚生員が担当し、練馬手をつなぐ親の会役員

と精神薄弱者相談員が補助に当たる体制がとられた。

しかしながら結果的には障害のない乳幼児との交流

の中でトラブル等が生じ、「普通児の中で遊びながら

の指導」は十分達成されなかった（創立三十周年記
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念誌練馬手をつなぐ親の会編、1982、45）。 

その後 1972（昭和 47）年９月に「練馬障害児をも

つ親の会が区議会に対して、『障害児の保育・幼児

教育に関して』の請願書」を提出し、「児童館に身障

児のクラスを設けていただきたい」という項目が同年

12 月に採択されたことを受け（尾崎、1983、37）、

1974（昭和 49）年４月に練馬区立春日町児童館に

「障害児室」が設けられた。練馬区立春日町児童館

に設けられた「障害児室」において、児童館に配属さ

れた障害児専門保母２名を中心とした実践が行われ、

翌 1975（昭和 50）年には練馬区立南田中児童館に

練馬区立春日町児童館と同様の条件で移動した。練

馬区立南田中児童館移動後は週３日の実践が始め

られることとなった。支援体制も練馬区から指導員とし

て３名が配置され、児童厚生員（児童館職員）２名も

指導に加わる体制が整えられ、送迎バス等の支援も

行われるようになった（創立三十周年記念誌練馬手

をつなぐ親の会編、1982、46）。今日においても練馬

幼児教室は練馬区立南田中児童館を場として実践

がなされており、1975 年以降一貫して練馬区内にお

ける障害乳幼児支援を担う場として機能してきている

のである。 

「方法・技術」に関して練馬幼児教室では、目的を

達するためにレコードの曲に合わせた遊戯、絵を描く、

歌をうたう、運動等の遊びを中心とした活動を行いつ

つ、身辺自立（衣類の着脱、食事、排泄等）の「訓練」

が行われた（創立四十五周年記念誌練馬手をつなぐ

親の会編、1997、45）。また、行事として早期から児

童館前の公園での運動会や、送迎バスを利用しての

遠足等も行われていた（創立四十五周年記念誌練馬

手をつなぐ親の会編、1997、45）。こうした実践は、自

由保育の時間や設定保育の時間が日課に設けられ

る等、保育所や幼稚園の保育内容を取り入れて計画

されたものといえる。保育所、幼稚園への就園を重要

視していたことが、支援方法にも表れている。 

また上述の練馬区立石神井児童館での実践にお

いて、障害のない乳幼児との交流が意図的に試行さ

れた点は、その後の練馬幼児教室の支援方法に影

響を与えていたことが読み取れる。練馬区立石神井

児童館での実践は、児童館という場を活かし、「普通

児の中で遊びながらの指導」という統合を意識してな

されていたが、十分な結果は得られなかった。その後

の春日町、南田中児童館での練馬幼児教室の実践

は、児童館の「障害児室」という分離された場により行

われてゆくことになった。つまり障害乳幼児のみで構

成された集団での実践となっていった。しかしながら、

練馬幼児教室は実践の目的を身辺自立におき、保

育所、幼稚園に就園することを目指し、その前段階と

して「訓練」等が試みられた。従って練馬幼児教室で

は「普通児の中で遊びながらの指導」を練馬幼児教

室から保育所、幼稚園へと経る道筋を構想し、段階

的に達成する方法を志向していったと考えられる。 

練馬幼児教室は障害のない乳幼児との交流を通

じた統合を試行したものの達成できず、保育所、幼稚

園に就園することを目指し段階的な統合を志向して

いった。そのため練馬幼児教室の実践は形態として

は分離で行われたものの、一貫して障害のない乳幼

児との統合を目指していくという思想を基盤としてい

た。つまり練馬幼児教室では実践コミュニティとして障

害乳幼児が保育所、幼稚園への就園を通して社会

参加を実現していく「共有する価値のある」実践を見

出し（Wenger 他、2002、143）、支援方法として実践

化していたと考えられる。 

 

（４）練馬幼児教室を取り巻く地域・社会 

練馬幼児教室を取り巻く地域・社会はどのようなも

のであったのだろうか。以下聞き取り調査から得られ

た内容をもとに分析を進めていく注 14)。 

練馬幼児教室には、障害乳幼児をもつ保護者の

「子どもを通わせられる場所が欲しい」「障害が通うこ

とによって治るか」という専門的な支援を求めるという

ニーズが示されていた。このような育児ストレスをもち、

養育相談等を求める保護者がいた中で、練馬幼児教

室では日常的に連絡帳を利用し、送迎時に練馬手を

つなぐ親の会の役員や精神薄弱者相談員に相談で

きる体制を整えていった。また希望者を集め、月１回

養育等の相談会を行う場を親の会役員が整備してい

た。その中で「障害が通うことによって治るか」等の保
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護者の相談内容に対して、治るのではないことを丁

寧に伝え、障害受容を促していった。このことは同時

に実践コミュニティの「結託」段階における「参加への

価値を見出す」過程でもあった。 

また精神薄弱者相談員は区内の福祉事務所に配

置されていたため、相談員が橋渡し役として、支援を

望む保護者と行政支援を担う福祉事務所を結びつけ

る機能を果たしていた。その結果、練馬幼児教室は

練馬区内において障害乳幼児に対する通所支援とと

もに、その保護者に対する相談支援も担っていたの

である。Aldrich（1999/2007）によると実践コミュニテ

ィは「現場のニーズ」からも発展することを指摘してい

るが（Aldrich、2007、21）、まさに保護者のニーズが

練馬幼児教室という実践コミュニティの発展に寄与し

ていると考えられる。 

また練馬幼児教室の保護者の中には、自分の子ど

もを保育所に就園させた場合に「お客様」扱いされる

より、専門的な支援が受けられる練馬幼児教室の方

がいいという意見もあった。また練馬幼児教室が選択

された理由には、保育所や幼稚園と異なり通所費（保

育費、実費を除く）がかからないこともあった。この経

済的な要因に関しては、当時の保護者のおかれた経

済状況が関連していると考えられる。当時の保護者

の労働環境は、「ダウン症の子をもって仕事をやめる

ケース」がある、障害乳幼児を「育てるのは疲れること

であり、内職がせいぜい」といった状況にあった。障

害乳幼児の保護者の中には労働が困難であり、経済

的に困窮していた家庭が複数存在していた。そうした

状況においては、児童館を場とし、練馬区から指導

員に係る経費が助成されていたこと等により通所費が

かからなかった練馬幼児教室は、家庭の経済的状況

に関わらず支援が受けられるという障害乳幼児の権

利保障という側面でも、重要な役割を担っていたこと

が指摘できる。 

以上より練馬幼児教室は練馬区という地域におい

て、障害乳幼児支援の場として機能するのみならず、

保護者支援の場としての機能も有する幼児グループ

であった。練馬幼児教室は練馬区の支援を受け、練

馬区手をつなぐ親の会が運営していたことにより、こ

の保護者支援が実現していたと見て取れる。さらに練

馬区の支援により公設公営の通園施設や通園事業

ではなかったものの、通所費がかからないため実質

的に経済的に困窮していた家庭の障害乳幼児も支

援を受けられる可能性を有していた点は 1960～

1970 年代当時の障害乳幼児をもつ保護者の支援環

境を検討する上でも重要な指摘であろう。 

 

（５）練馬幼児教室の考察 

以上から、練馬区に練馬幼児教室が創設された要

因は、地域の精神薄弱児者支援に携わる福祉事務

所、精神薄弱者相談員、練馬手をつなぐ親の会が

「潜在」段階において、練馬区における障害乳幼児

支援の充実を図る必要があるという「メンバーの間に

十分な共通点を見出すこと」を行い、同じような問題

や関心について情熱を持ち得ているといった点を共

有したことがあげられる（Wenger他、2002、119）。そ

してこのコミュニティを結託させる「コーディネーター」

として、行政や練馬手をつなぐ親の会との協動を調

整している精神薄弱者相談員の存在が大きいといえ

る。この実践コミュニティとしての練馬幼児教室が創

出されたことにより、幼児教育に係る行政課題が存在

した 1970～1980年代の練馬区において、障害乳幼

児支援を担う場が創出された。すなわち、練馬幼児

教室は、運営形態として公設公営という形態こそとっ

ていないものの、実質的には練馬区からの支援のもと、

練馬区における障害乳幼児支援の公的支援の補完

的役割を担ってきたといえる。特に 1987（昭和 62）年

までは練馬区児童部の助成により指導員配置が助成

されており、児童館を利用して「障害児室」の設置が

なされる等、練馬幼児教室が練馬区において 1970

～1980 年代に行政による障害乳幼児支援の公的保

障を補完する役割を果たしていたことが指摘できる。 

 

 

５．まとめと今後の課題 

 

本研究では親の会が創設した二つの幼児グルー

プの事例から創設の経緯と意義を検討した。 
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その結果、葛飾幼児グループは他地域と同様の幼

児グループを求める保護者の動きによって、練馬幼

児教室は在宅の障害乳幼児の対策が 1970 年代前

半に練馬手をつなぐ親の会で課題とされたことを契

機に創設された経緯を有していた。いずれも実践コミ

ュニティの「潜在」段階におけるメンバーの障害乳幼

児支援の場が必要であるという共通点を見出し、創

設の動きが生じていることが明らかとなった。また「ブ

ローカー」や、「コーディネーター」を担う人物が「結託」

に大きな役割を果たしていた可能性も示唆された。 

そして親の会により幼児グループが児童館という既

存の資源を活用して創設された。今日、厚生労働省

雇用均等・児童家庭局長通知「児童館ガイドライン」

（平成 23年３月 31日雇児発 0331第９号）において

児童館の「発達の増進」「日常の生活の支援」「問題

の発生予防・早期発見と対応」「子育て家庭への支援」

「地域組織活動の育成」の５つが掲げられているが、

当時の幼児グループは児童館を場として障害乳幼児

とその家庭に対してこの５つに関連する役割を担って

いたと考えられる。また森田・根岸・遠藤（2005）が

2003 年時点の調査結果から障害児の受け入れ体勢

を持つ児童館が約８割に上ることを明らかにしている

が、児童館での障害児の受け入れは少なくとも 1970

年代には事例が存在したことが確認できた。 

最後に対象とした二事例が他の多くの幼児グルー

プの展開過程のような公立施設（事業）化を目指さな

かったのか、実践コミュニティとして「成熟」段階以降

どのような展開過程を経て今日に至るのかについて

は検討できなかったため、今後の課題としたい。 
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注 

1) 本研究においては０歳児を含む場合の表記を乳幼児、０

歳児を含まない場合の表記を幼児として進める。 

2) 建築ジャーナル No.1214特集より。 

3) H氏は練馬手をつなぐ親の会の会長を務めた経験があり、

創設期の事情にも詳しい人物である。 

4) 葛飾幼児グループは 1972（昭和 47）年 6 月に「助成金と

場所の提供について」葛飾区議会に請願を行い、9 月に採択

されている。採択に際しグループの管轄が厚生部となり、教育

管轄の教育センターの利用ができなくなった。このため、1973

年 3 月に梅田児童館が利用できるようになるまで、メンバーの

自宅開放という形態がとられた（葛飾幼児グループ 20 周年記

念誌編集委員会編、1991、12）。 

5) 「すみだ幼児教室」は墨田区手をつなぐ親の会の会員が

1969（昭和 44）年４月にバザー等を通じて幼児グループ創設

の資金集めを計画したことが創設の契機となっている。1970

（昭和 45）年４月から墨田区内で「興望館保育園」等を経営す

る社会福祉法人興望館の協力を得て、興望館を場にボランテ

ィア指導員による実践を始めた幼児グループであり、経営主

体は墨田区手をつなぐ親の会であった（障害をもつ子どものグ

ループ連絡会編、1972）。 

6) 1960 年代～1970 年代における都内の地域の手をつなぐ

親の会の動向について、2009（平成 21）年９月８日 15:00～

17:00 に江東区手をつなぐ親の会関係者 I 氏に聞き取り調査

を実施した。調査内容・分析方法等は２の「研究方法」と同様

に実施した。江東区手をつなぐ親の会は葛飾区手をつなぐ親

の会と同年の 1960（昭和 35）年に結成された組織である。聞

き取り調査結果から、1960 年代～1970 年代には障害乳幼児

をもつ保護者であった会員は、区市町村単位の手をつなぐ親

の会では共通して少数である傾向が強く、当時の手をつなぐ

会の活動と幼児グループとの関連が小さい区市町村もあった

ことを指摘している。そのため、障害乳幼児支援の課題に対す

る認識や会での位置づけは各区市町村の親の会により差があ

ったと考えられる。 

7) 2009年８月 20日聞き取り調査時に得られたデータから。 

8)A氏も、「保育園に就園した」と調査内で語っている。 

9)2009 年８月 20 日インタビュー調査時に得られたデータか

ら。G 氏の休暇日は活動の休止を余儀なくされたり、使用場所

の制限もあったりした。 

10) 2009年８月 20日インタビュー調査時に得られたデータか

ら。３名の保護者が当時保育に携わっていたことを述べている。

また、この時期は保護者も活動に参加するなかで、指導員とと

もに活動内容を模索していたと振り返っている。 

北海道地域福祉研究　第19巻

12



 

 

 

11)練馬保健所保健婦と「口蓋裂の子供を持つ親の会」等が

連携して幼児グループ「ちゃぼとひよこ」等が創設され（障害を

もつ子どものグループ連絡会編、1973、150-151）、練馬幼児

教室と同様に春日町児童館で実践を行っている。 

12)練馬手をつなぐ親の会は 1953（昭和 28）年に発足した東

京都手をつなぐ親の会の支部組織である。 

13)1987（昭和 62）年まで、区児童課による児童館職員の配

置が行われていた（練馬手をつなぐ親の会編、2007、8）。 

14)2009年８月 23日聞き取り調査時に得られたデータから。 

15)厚生省大臣官房企画室編（1978）には、「民間篤志家を相

談員に委嘱し、相談指導の業務の一部を委託している。現在

全国で 4、032 人の相談員が配置されている。」と述べられて

いる。以下では相談員と表記する。 

16)練馬手をつなぐ親の会は 1967（昭和 42）年７月より「練馬

区立練馬授産場（石神井分場）」において作業訓練事業を開

始、1969（昭和 44）年 10月「白百合福祉作業所」となる。 
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論文 

地方精神保健福祉審議会における当事者委員の役割 

―地方精神保健福祉審議会議事録の分析から― 

 

松本 真由美（日本医療大学保健医療学部） 

 

要旨 

本稿では政策決定過程への障害のある人々の参加について取り上げる。障害の中でも特に精神に障がいの

ある人々を対象に、地方精神保健福祉審議会への当事者委員の参加に焦点化した。これまで著者が実施した

調査では地方精神保健福祉審議会への当事者委員の参加は３割程度である。しかし、聞き取り調査の結果で

は当事者委員が審議会においてサービスの利用者側として発言し、使命感を持って役割を担っており、今後、

参加の拡大が望まれる。そこで、本稿では地方精神保健福祉審議会の議事録から当事者委員の役割をより明

確に示すことを試みた。 

その結果、当事者委員の発言数は多く、また、内容の面では、当事者の視点を加味した発言をし、当事者の

立場から審議事項を分析し、当事者が受ける可能性のある不利益に対し、一貫して点検役をしていた。このよう

に、当事者委員の参加によってこれまでになかった多様な審議が可能になり、また、活発に発言する当事者委

員の存在が審議会全体を活気づける可能性が考えられた。以上のことから、当事者委員の参加は地方精神保

健福祉審議会において肯定的な意味をもたらすと思われる。 

 

キーワード： 地方精神保健福祉審議会 当事者委員 議事録 

 

１．はじめに 

 

政策決定過程に障害のある人々が委員として参加

することは、障害者権利条約批准後のわが国において

当然のことと考えられる。批准以前の 2012 年に開催さ

れた障害者政策委員会第３小委員会第２回会議にお

いて、すでに、国の審議会等における障害者等の参加

について、たとえば、氏田 1）が「委員会や審議会等へ

の障害者の参画については、国レベルのみでなく、全

国の市区町村においても積極的な登用が必要である」

と述べた。また、石野富志三郎、大胡田誠、関口明彦ら、

複数の委員が障害のある人々の参加の促進について

同様の考えを示している。したがって、政策決定過程

への当事者委員の参加が、今後、大きく進展することが

予想された。 

しかし、障害のある人々の政策決定過程への参加は、

いまだ限られた状態に留まっている。特に、本稿で問

題としたい精神に障害のある人々の場合、公的会議へ

の参加が身体、知的、精神の三障害の中で最も進んで

いない。たとえば、笠原 2）が行った障害者自立支援協

議会における当事者委員の参加割合は、身体に障害

のある人々の約７割に対し、精神に障害のある人たち

は 3.4％に過ぎなかった。本稿で示す当事者委員とは

行政から委嘱され、公的会議に参加する精神や身体な

どに障害のある人々を指す。この当事者委員のうち、精

神に障害のある人たちの参加が芳しくない理由として、

三障害の中で最も遅く障害者基本法の対象となったこ

と、制度・政策面の整備が発展途上にある点、精神に

障害のある人々は自己決定能力が乏しいと認識されや

すいこと 3）、保護義務者である家族が代弁してきたこ

と等が考えられる 4）。 

本稿では特に地方精神保健福祉審議会（以下、審

議会）における当事者委員の参加について取り上げる。

審議会の根拠法は精神保健福祉法で、第９条に地方

の精神保健福祉に関し、取り組むべき具体的な施策を

議論し、知事の諮問に答え、意見を具申する場と位置
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づけられ、都道府県・政令指定都市で設置可能である。

審議会は、これまで地方の精神保健福祉の制度や施

策を検討する上で重要な役割を果たしてきたと考えら

れる。たとえば、1980年代の東京都精神衛生審議会で

の社会復帰医療対策や 5）、1990年代の大阪府精神保

健福祉審議会における人権尊重への提言など 6）、直接、

その地方に有益な制度や施策と関わる審議がなされて

きた。 

では、審議会への当事者委員の参加であるが、松本

が実施した2014年度に関する質問紙調査の結果では、

当事者委員の参加が都道府県で 21.3％、政令指定都

市で 50％であり、両者を合わせ３割程度に過ぎなかっ

た 7）。加えて、行政担当者への聞き取り調査の結果か

らは、当事者委員が参加しない理由として①条例の参

加要件に当事者委員に該当する記載がない②家族委

員の参加で代用できる③当事者選択の公平性が担保

できない等の選択肢を用意したところ、①から順に多く

の回答が寄せられた。これらは当事者委員を委嘱で

きない決定的な理由ではないはずだが、現実に参加

が少ない以上、当事者委員の役割や参加の意義をよ

り明確にし、参加を実現することが求められる。 

著者がこれまで実施した聞き取り調査の結果から、

当事者委員の役割をある程度示すことができたが 8）、

聞き取り調査は当事者委員や行政担当者が主観的に

語ったものであり、それらと並行してより客観的な考察

を試みる必要が考えられる。そこで、当事者委員の役

割が実際の審議会場面でどのように発揮されたかを議

事録分析をもとに考察したいと考える。議事録を用いた

研究として、たとえば、中嶌 9）のホームヘルプ事業創設

時の女性労働問題の分析や、内藤 10）の難病研究・医

療ワーキンググループの議事録を用いた難病対策法

制化過程の分析などがある。中嶌 9）、内藤 10）共に、分

析した議事録の中には当該会議の当事者である家庭

養護婦や難病患者が参加しており、当事者の目線も含

め課題が分析されていた。 

審議会の議事録は当事者委員の発言だけでなく、そ

の前後の発言者も含め、全体の文脈を把握できる利点

がある。こうした第一次資料の分析は、当事者委員なら

ではの視点を明らかにすることを可能とし、提示された

意見に対し、行政担当者（以下、事務局）がとった対応

も確認できる。 

以上の点から、本稿では審議会の議事録分析をもと

にこれまで示されてきた当事者委員の役割をより明確

に示し、当事者委員の参加が審議会に肯定的な影響

をもたらす可能性について検討を行なう。 

 

 

２．研究方法 

 

（１）調査対象 

本調査は 2011 年度から継続している審議会におけ

る当事者委員参加に関する研究の一部である。当事者

委員を複数配置する４政令指定都市と、近年、新しく当

事者委員を配置した３政令指定都市を対象とし、当事

者委員と事務局担当者に聞き取り調査を実施した。 

このうち、要約版に発言者名が書かれていない１市と、

初めて審議会に当事者委員が参加し、まだ発言がなか

った１市を除き、当事者委員が発言した議事録が存在

する５政令指定都市を分析の対象とした。議事録は、

聞き取り調査のための訪問以前、訪問時、訪問後に事

務局担当者から入手し、さらに、追加でホームページ

上に公開された議事録を入手した場合もある。 

 

（２）分析内容 

１）５市の審議会に関する概況 

５市の審議会は年に１～２回開催され、事務局報告、

それにもとづく参加委員による意見交換の形式をとる。  

表１に５市の審議会に関する概況を示した。①調査対

象とした議事録年度：５市の 2010 年度から 2015 年度

までのいずれかの年度を分析対象とし、多い所で６期

分、少ない所でも３期分の議事録を使用した。②審議

会の年間開催数：１～２回である。③議事録の入手方

法は前述のとおりである。④議事録の表示形式：逐語

記録形式が１市、要約版が１市、逐語記録と要約版が

混在しているところが３市である。要約版のみの１市は

ホームページ上に公開された議事録には発言者名の

記載がなく、聞き取り調査時に当事者委員の発言部分

を記した議事録を事務局から入手した。⑤当事者委員
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配置開始年：1999 年から 2014 年の間である。⑥当事 者委員数：１～３人である。⑦当事者委員の所属：断酒

会、当事者団体、人権関係団体である。 

 

２）分析方法 

①当事者委員の発言数と発言率 

各市の議事録の中から当事者委員・家族委員・専門

職委員の発言数をカウントした。カウントの方法は、発

言の長短に関わらず、一人の発言が終了するまでを一

つの発話とし、「はい」など内容のない発言は省略し、

結果を表２に示した。全発言数に占める当事者委員の

発言率、全委員数に占める当事者委員数から割り出さ

れる予想発言率、各市の各回の発言率の合計を各市

の議事録数で除し、平均発言率を抽出した。 

②発言内容 

当事者委員の発言のうち、特に、他市にも共通する

内容や、当事者委員の発言により議論の流れに変化が

みられた所や、専門職委員とは異なる発言を中心に抽

出した。必要に応じ当事者委員の前後の発言者や発

言内容も記載した。審議内容は項目立てし、下線を付

し、一部の発言はそのまま抜書きした。 

この他、2015 年に全国の都道府県・政令指定都市の

事務局担当者に実施した質問紙調査の回答の一部を

分析に使用し、表１に色分けして示した。 

 

（３）倫理的配慮 

各市の当事者委員と事務局には研究の目的、内容、

研究発表と文書化について文書と口答で説明した。本

研究の場合、各市の議事録、審議会委員名簿等がホ

ームページ上で公開されているところが多く、市名、個

人名の匿名を担保できないことについては了解を得て

いる。本調査は日本医療大学研究倫理委員会の承認

を得た（承認番号 26-2）。 

 

 

３．結果 

 

（１）各市の審議会の概要 

A市は当事者委員３名の参加があり、B市と並び、全

国の審議会の中で最も多い当事者委員数である。A 市

は古くから酒害問題があり、全市で断酒会の活動が盛

んで、当事者委員の一人は断酒会の役員である。

 

注）表中の色付き部分は 5政令指定都市の事務局担当者から入手した情報である。

 

表１．５政令指定都市の審議会に関する概況 

記号化した政

令指定都市名 
A B C D E 

議事録 
2011年度～2015年

度：5期分 

2011年度～2014年

度：4期分 

2010年度～2014年

度：6期分 

2012年度～2014年

度：3期分 

2013年度～2015年

度：5期分 

審議会の年間

開催数 
1回 1回 1～2回 1回 2回 

議事録の入手

方法 

調査時に入手、また

は、ホームページ上

に公開されたもの 

調査時に入手、また

は、ホームページ上

に公開されたもの 

調査時に入手、また

は、ホームページ上

に公開されたもの 

調査以前に郵送で

取得、または、ホーム

ページ上に公開され

たもの 

調査時に入手、また

は後日、郵送で取得 

議事録の記録

の仕方 
逐語記録・要約 逐語記録・要約 要約 逐語記録・要約 逐語記録 

当事者委員 

配置開始年 
1999年 1999年 2010年 2012年 2014年 

当事者委員数 3人 3人 2人 1人 1人 

当事者委員の

所属団体 

断酒会、当事者団

体、人権関係団体 
当事者団体 断酒会、当事者団体 当事者団体 当事者団体 
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また、当市のある都道府県は精神科病院で医療専

門職による患者暴行死事件が起きたことを契機に、人

権擁護団体が設立され、その役員を当事者委員が務

めている。この他、ピアサポート団体の代表も参加し、

多様な当事者委員が参加し、年１回、開催されている。

A 市の審議会条例の参加要件は多くの審議会条例に

おいて一般的な学識経験者、精神医療従事者、社会

復帰事業従事者の他に、「市長が適当と認める者」が

付記され、民生委員、所属を持たない者等、当事者を

含む一般市民が参加可能である。 

B 市も A 市と同様、当事者委員が３名配置されてい

る。３名はそれぞれ異なる団体に所属し、長く当事者活

動を続けて来た者が含まれる。B市も年１回の開催であ

る。B 市は災害被災した町であり、ここ数年は災害対策

が当事者目線で審議されてきた。 

C市は比較的最近政令指定都市になり、審議会の体

制構築は数年前に政令指定都市となった A 市やその

他の市を参考とした。議題があれば年に２回会議が開

催される。委員参加要件に「市の住民」を加え、当事者

委員を複数配置とした点など、A 市との共通点がみら

れる。審議会委員は学識経験者、精神医療従事者、社

会復帰事業従事者、当事者および家族の４種の人数

バランスを考慮している。 

D 市も最近政令指定都市となり、C 市同様、他市を

参考としながら体制を整え、年に１回審議会を開催して

いる。審議会の特徴としては当事者委員と家族委員が

よく発言する点である。また、審議会設置の目的を踏ま

え、民意をできるだけ反映できるよう事務局がはたらき

かけを行っていることに特徴がある。 

E 市は 2014 年度に初めて当事者委員を配置した。

その理由は、障害者権利条約の理念の実現から、さま

ざまな場面への当事者の関与を当然と考えてのことで

ある。当事者委員が初めて参加した審議会では、事務

局が、障害関連の法制度の動向等を踏まえ、当事者参

加の意義の大きさを委員全体に向けて説明した。E 市

の審議会は通常年２回の開催である。 

 

（２）当事者委員の発言数と発言割合 

当事者委員・家族委員・専門職委員の発言数は市に

より、また、開催年により差があり、当事者委員の場合、

少ない時で０、多い時で９であった。 

全発言数に占める当事者委員の発言率は、0％から

62.5％まで開きがあり、平均で A 市が 24.5％、B 市が

40.2％、C市が 13.6％、D市が 33.4％、E市が 5.1％

であった。予想発言率はA市が16.7％、B市が15％、

C市が 13.3％、D市が 7.1％、E市も 7.1％で、E市を

除き、予想発言率を上回った。 

 

 

 

表２．当事者委員の発言数・発言割合 

記号化した政令指

定都市名 A B C D E 

当事者委員：

家族委員：専

門職委員の 

発言数 

2011年 6：欠席：7 

2012年 5：1：11 

2013年 2：2：9 

2014年 4：2：16 

2015年 3：2：8 

2011年 7：2：10 

2012年 9：1：16 

2013年 5：0：8 

2014年 4：0：11 

2010年 3：1：16 

2010年 2：2：15 

2011年 7：5：30 

2011年 4：2：30 

2012年 6：4：25 

2013年 2：0：16 

2012年 3：5：4 

2013年 5：4：3 

2014年 欠席：7：15 

  

2013年 －：1：18  

2013年 －：1：16 

2014年 2:1:10 

2014年 0:3:18 

2015年 0:0:14 

全発言数に占

める当事者委

員の発言率 

46.2％、29.4％、

15.4％、18.2％、

23.1％ 

36.8％、34.6％、

62.5％、26.7％ 

15％、10.5％、

16.7％、11.1％、

17.1％、11.1％ 

25％、41.7％、― 
―、―、15.4％、

0％、0％ 

予想発言率 16.7% 15.0% 13.3% 7.1% 7.1% 

平均発言率 24.46% 40.15% 13.58% 33.35% 5.13% 
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（３）５市ごとの審議の展開と当事者委員と関連

する専門職委員、議長、事務局の発言 

各市の議事録の中から主に当事者委員の発言を

抽出した。当事者委員の発言をそのまま記載した部

分は鍵括弧で示した。 

１）A 市の場合 

①2011（平成 23）年度 

・地域移行：当事者委員：退院阻害要因に「退院意欲

が乏しい」とあるのに対して、「本人のせいにするだけ

ではあまりに安直というか、これまで語られてきた施設

病といわれることですね、任意入院で入っている形式

なのに、ほとんどの方が閉鎖処遇というような実情で、

私たちの訪問した折にも「外が見たい」という声などが

結構出てきていました。そうした方々のニーズに対応

できるようなサポートが実践することができたのかとい

う検証がここではいるのではないかと思います。」 事

務局：進まない地域移行を本人のせいにすることは

不適切であった。議長：退院促進が遅々として進まず、

体制整備が必要。当事者の意見等も含み進んでほし

い。 

②2012（平成 24）年度 

・精神医療審査会：当事者委員：精神医療審査会で

本人面談を経て、結果が出るまでの日数が長すぎる

のではないか。事務局：約 40 日。人口規模が近しい

全国の自治体を調査中。 

・ピアサポート：当事者委員：前年 3 月で地域移行が

終了したが、ピアサポート養成講座の今後の具体的

な方針について聞きたい。事務局：相談支援体制の

中核を担うセンターで当事者活動を支援し、ピアサポ

ート養成講座も進める予定。当事者委員：ピアサポー

ターを登録制にし、常に当事者がサポートできる体制

整備を願う。 

③2013（平成 25）年度 

・市町村長同意による入院：当事者委員「市長同意に

よる医療保護入院についての調査報告概要の右側

「（7）退院ができない理由」が気になりました。20年以

上入院されている方の約４割の方が「退院の意思なし」

というご説明でした。私たちが病院訪問をさせていた

だいていると、「外に出ると怖いからねぇ」という表現を

される方が多いです。もう 1 つ、背景にあるものとして

は、「退院したいと病院に言うと、薬が増える」という患

者さん同士のうわさが入ってくるために、「退院したい」

とはいえない環境があると感じました。（中略）「退院

ができない理由」という項目の中に、本当は退院の意

思をお持ちであるが口にし難い背景の中で、本人の

気持ちを解きほぐしていく地域からの訪問などの関わ

りが、地域の社会資源としてないというのが項目として

あってもいいはずなのにと思います。」議長：市長同

意による入院者の代弁をし、権利擁護するしくみを病

院の外に持つ必要があり、退院は病院だけでは難し

く、地域資源を作るべきであり、継続的に検討がいる。 

・ピアサポート：当事者委員：最近は退院促進の話が

薄れている。ピアサポート養成講座修了者の受け皿

に精神障害者相談員を加えてほしい。 

・自殺対策：当事者委員：自殺対策にピアサポーター

がかかわれるのではないか。専門職委員：再発を要

望する一番の力はピアサポートと考える。ピアサポー

ターを職業化できないか、保護者に代わる代弁者に

ピアサポーターがなることが考えられる。事務局：ピア

サポート養成講座の受講者の活躍の場として精神障

害者相談員、基幹相談支援センター内でのピアサポ

ーターによる相談を検討したい。 

④2014（平成 26）年度 

・ピアサポート：当事者委員：小中高の教育機関での

語り部として、また、企業のリワーク研修、自治会の研

修等でのピアサポーターの活用を提案。事務局：昨

年度も提案があり、ピアサポート養成講座については

見直し中、受講者の活用についても検討中。 

・精神医療審査会：当事者委員：精神保健福祉法の

改正により精神医療審査会の委員規定が変わり、何

名になったか、精神医療審査会の委員が話を聞く対

象から家族は外れたのか。事務局：合議体が増え、

委員数がなったか、精神医療審査会の委員が話を聞

く対象から家族は外れたのか。事務局：合議体が増

え、委員数増えた。審査会のマニュアル上は話を聞く

対象は請求者と管理者の二者だが、A市は請求者に

関わらず、入院者、主治医、家族の話を聞いている。 

・個別プラン：当事者委員：長期入院者の地域移行支

援計画は立てられているのか。 
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⑤2015（平成 27）年度 

・ピアサポート：当事者委員：ひきこもりサポーターを

養成しているが、ピアサポーターによる啓発の役割は

大きいので行政の中に組み入れてほしい。精神保健

福祉セミナーで当事者講演会を開くのはどうか。議

長：さまざまな場面でピアサポーターに活躍してもらう

ことが重要。当事者委員：ピアサポート養成事業の企

画の段階から当事者を参加させるべき。ピアサポート

養成講座を廃止した理由を知りたい。事務局：養成

研修事業は終了し、視点を広げ活動の場を作ること

を検討、その際は企画から当事者が参加することを

検討したい。 

・地域移行：当事者委員：障害者地域移行体制整備

事業で在院患者の面談は行ったか、医療保護入院

の患者の退院のためのカンファレンスが義務となり、

本人面談を行ったのか。事務局：本人面談は行って

いない。 

 

２）B 市の場合 

①2011（平成 23）年度 

・災害対策：当事者委員：災害以降、すぐに薬がなく

なるが、備蓄できないか。事務局：薬務担当の県庁と

相談し、安心して避難生活が送れるよう検討したい。 

・自殺対策：当事者委員：B市の自殺者の現況。事務

局：前年度より減少。 

・地域移行：当事者委員：退院促進支援事業にピア

の力を活かすべき。事務局：退院促進の運営委員会

に当事者委員が参加している。精神科病棟内啓発活

動に講師として参加してもらい好評を得ている。今後

も当事者の力を得て進めたい。 

・障害者権利条約：当事者委員：権利条約の批准に

向け、権利擁護が重要だが具体的に考えているのか。

事務局：障害者差別解消法、障害者虐待防止法を基

本とし、権利擁護について体制構築したい。 

・精神医療審査会：当事者委員：退院請求してもおそ

らく退院はない。審査会に人権団体や当事者団体が

入るシステムや、積極的な人権擁護策を進めてほし

い。施策の客体から権利の主体への流れがあり、そ

れにもとづく権利擁護の施策を推進してほしい。議

長：非常に重要な指摘。 

②2012（平成 24）年度 

・個別プラン：当事者委員：相談支援事業所が策定す

るはずだがやっているのか。そのシステムを長期入院

者に知らせているのか。事務局：相談支援事業所と

連携している。 

・地域移行：当事者委員：退院支援に当事者は関わ

っているのか。事務局：地域で暮らす当事者が体験

を語る場はある。退院促進事業の運営委員会に当事

者がいる。当事者委員：退院支援の当事者を養成す

る動きはあるのか。事務局：今のところは考えていな

い。 

③2013（平成 25）年度 

・災害対策：当事者委員：災害時、情報がなく、地域

の中で差別や偏見があった。援助者のネットワークが

必要。当事者委員：「アンケート調査結果として、今後

災害が起こった時に心配なこととして、医療機関受診

や薬をもらえないのではないかという意見が一番多か

ったと示されていることからも、薬のことへの不安は強

いと思う。その辺りをアンケート調査の中で掘り下げら

れなかったのは残念だと思う。もう一つ、自立支援医

療を利用している方は 1 割負担で受診しているが、

本来登録している医療機関と薬局以外を利用した場

合、利用者負担は 3割となる。災害時に登録している

医療機関と薬局を利用できないことも想定されるが、

施設に通所している当事者にとっては 3 割の負担は

非常に大きい。以前に話したが、災害時に緊急的に

負担を軽減できるものがないのかと思う。」 事務局：

薬に関する内容が不足と感じた。自立支援医療につ

いては国からの通知で一時的に登録機関以外でもよ

かった。当事者委員：身体障害者支援にくらべ、精神

障害者はどこにいるかもわからず、手帳を持つ人の

情報開示を行政に訴えたが断られた。自分たちの団

体は電話相談を立ち上げたが、医療的介入が必要

なケースはまれで、家族や家をなくした人のごく当然

な反応が多かった。障害者団体の力を活かし、連携

を取ってほしい。事務局：貴重な意見である。参考と

なるものを事務局に提供してほしい。 

④2014（平成 26）年度 

・災害対策：当事者委員：災害時は自立支援医療で

登録している医療機関以外でも対応できると知った
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が、当事者に情報が流れていなかった。手帳を持つ

人、医療機関を利用する人に届く形にしてほしい。避

難所では食事が提供されたが、自宅で過ごした人は

食糧がなかった。避難所で過ごせない人の食事や服

薬など大切な課題を今後具体的に検討してほしい。

健常者、障害者に関わらず、地域のネットワークを見

直す必要がある。事務局：精神障害のある人も避難

所を利用できるよう、環境調整を行ない、福祉避難所

などの利用を検討したい。区の自立支援協議会を通

じ、ネットワークについて検討していく。 

・ピアサポート：当事者委員：地域移行のピアサポー

ターの育成事業について知りたい。事務局：議会の

予算承認前だが、ピアサポーターを育てるのは難しく、

相談支援事業所等での体験、実習を考えている。当

事者委員：実習形式での体験は不安であり、事前に

学ぶ機会やイメージを持てる方が本人も実習先も仕

事がしやすい。事務局：ピアサポーターを相談支援

事業所に委託している所があるので、話しあい、検討

したい。 

 

３）C 市の場合 

①2010（平成 22）年度第１回 

・自殺対策：専門職委員：C 市の精神科病床数が足り

ないと聞く。C 市には市民病院がない。事務局：C 市

は病床数を満たしているので、新しい病院を作る状

況になく、精神科救急体制が必要。当事者委員：入

院の前にきちんと相談できる、緊急避難できる場所が

必要。専門家と同時になかまとのつながりが大事で入

院ではなく救える形を作っていくと良い。家族委員：

当事者は入院したくない。ゆっくり話を聞いてほしいと

言う声を聞く。 

②2010（平成 22）年度第２回 

・自殺対策：専門職委員：自殺は薬だけでは治らない、

周りの理解と関わりに力を入れるべきで、初期救急は

連休中も夜間も実施できないのか。当事者委員：地

域で支えてくれる人がいれば隠さずにすみ、悪化し

ないで立ち直れる。家族委員：啓発活動で偏見や差

別をなくしていくことと家族会では考えている。事務

局：自殺のアウトカムは数字だけで捉えられない。困

った人の相談の場、解決に至るプロセス、仕組みづく

り・地域づくりなどが自殺対策の成果になると考える。 

③2011（平成 23）年度第１回 

・自殺対策：当事者委員：「自殺未遂者等の地域支援

ネットワーク構築に関する研究事業」とは何か。事務

局：市が大学に委託した調査研究事業で、自殺未遂

者が病院から地域に帰った時に地域とどう連携する

かを 1 年間かけて研究する。若年者向け自殺対策も

含む。税金を使う以上、目標を定めなければならない。

専門職委員：極力原因の把握が必要だと思う。専門

職委員：救命救急センターに運ばれた人は立ち直っ

たのか。事務局：大学の研究では未遂者の聞き取り

のためのスタッフがいて、社会資源とつながる活動を

している。当事者委員：私は自殺をはかったことがあ

るが、議論を聞いて違和感を持つ。数値目標や、原

因を明らかにし、対策をたてることは大事だが、数を

減らすために何かをするのではなく、根本は苦しんで

いる人をどう救うかで、そこから出発し、その結果、数

値目標が達成できたならよい。議長：今の意見は非

常にだいじで、目標と手段が逆転することがあっては

ならない。家族委員：自殺は孤立だと思う。質の高い

相談窓口にすることが大きな対策になる。事務局：精

神保健相談は各区の障害福祉相談課で受ける体制

があるが、市民相談などでもキャッチできる力量を職

員がつけないといけない。 

④2011（平成 23）年度第２回 

・自殺対策：専門職委員：答申の具体性を増すこと、

予防も考えた意気込みを示す、メリハリをつけるべき。

事務局：自殺対策連絡協議会条例等を検討中。専門

職委員：なぜ自殺対策がC市で必要かについてふれ、

審議会としていかに自殺対策が大事かをそえる方が

よい。当事者委員：この文面では自殺をなくす意気込

みが感じられない。協議会全体が自殺をなくそうとい

う気持ちを持つためには当事者など、情熱的になくそ

うという人を入れ、協議会全体が自殺をなくす空気に

なるとよい。自死遺族の気持ちを伝えるものを付属で

付けるとよい。専門職委員：当事者の意見を聞くこと

が大事。事務局：当事者参加が可能かは検討し、協

議会以外でも関わってもらうことは可能。 

⑤2012（平成 24）年度第１回 

・福祉のしおりの周知：当事者委員：「福祉のしおり」
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のできあがりが遅い。家族委員：情報を知らせること

に力を入れるべき。当事者委員：自殺企図者は自殺

者の何倍もあると思うので周知度をあげる工夫がほし

い。事務局：相談カードを救急車に乗せ、庁内の各

課に相談カードとカード立てを配り、民間にもお願い

している。事務局：「福祉のしおり」は障害福祉課で把

握している団体・事業所のみに送付。手帳配布時に

は渡す。当事者委員：広報に「福祉のしおり」ができた

という周知はなかった。目に触れる機会を増やしてほ

しい。 

⑥2013（平成 25）年度第１回 

・地域移行：当事者委員：どう進めていくのか。事務

局：現在、個別給付になり、自治体の関与が薄くなり、

地域移行政策を再構築することが課題。移行数は芳

しくないが、グループホーム、ケアホーム数はある。希

望者が入所できないのが課題。当事者委員：住居や

金銭もそうだが、相談できる人々や周囲が支え、市の

政策を進めるにあたり、相談支援や就労支援の場で

の人の支えの重要性を考えてほしい。 

 

４）D 市の場合 

①2012（平成 24）年度 

・自殺対策：当事者委員：うつ病以外にも統合失調症

も含めてほしい。議長：統合失調症の自殺対策も非

常に重要。 

・医療保護入院：当事者委員：医療保護入院制度は

改善すべき点が多い。病状が安定しても家族が退院

に同意しないと長期化しやすい。事務局：精神医療

審査会が役割を担うが、本人からの退院請求があれ

ば早急に対応したい。家族委員：家族のサポートは

大変重要だが、こじれて症状が悪化することがある。

精神疾患の知識があれば強制入院も減る。中長期的

に行政や家族会や病院などの連携が必要。 

・相談支援：家族委員：一般相談支援事業所の機能

の図は当事者中心に据え、家族会を入れた連携図と

してほしい。 

②2013（平成 25）年度 

・医療保護入院：当事者委員：医療保護入院につい

て１年以内に退院しない人が 20％居ると病院に沈殿

する。事務局：医療保護入院日数は約 200 日。専門

職委員：１年以上入院者に力を入れた対応が必要。 

・障害者雇用率：家族委員：精神障害者も雇用率に

算定されるので準備してよいと思う。当事者委員：社

会的入院の中でも 40 歳～65 歳の就労は若干無理

がある。事務局：こころの健康センターで統合失調症

者中心に就労支援のデイケア事業をはじめた。働き

続けるには生活支援的な部分が必要。一般企業の

取り組みも含め支援していきたい。家族委員：就労に

ついては中小企業に直接はたらきかける必要がある。 

③2014（平成 26）年度 

・地域移行：議長：高齢の長期入院患者の退院数が

目標値を超えた。家族委員：高齢者の退院は受け皿

の問題がある。病棟転換の話が出ている。介護事業

所が受け入れる能力があるのかが課題。社会の中で

暮らすのが回復にはよいが、生活習慣病が出てくる。 

・ピアサポート：議長：ピアサポーター制度がモデル事

業として１病院で始まった。 

・病棟転換：議長：病棟転換については様々な意見

がある。専門職委員：長期入院者が病院から離れる

不安を考えるとワンステップとして選択肢にはなるが、

D 市でやろうと言う人を聞いたことがない。家族委員：

家族会は絶対反対。根本的な理念として障害者権利

条約を結んだ以上は個人が住居の選択をする権利

を阻むことは絶対に許されない。 

 

５）E 市の場合 

①2013（平成 25）年度第１回 

・精神科初期救急：事務局：夜間・休日対応が不足。

医療圏域を２分割し対応していく。緊急対応カード（こ

ころの安心カード）の必要性を説明。家族委員：家族

の立場から要望したいのが、日頃から緊急時の対応

方法などを主治医と話し合うことが大切と思うが、主治

医が忙しそうで伝えられない。緊急対応カードの導入

は有効と思う。 

・医療保護入院：事務局：保護者制度の廃止、医療

保護入院の見直し、精神医療審査会の見直しが生じ

る。専門職委員：E 市として具体的にしていかなけれ

ばならないことがあるのか。事務局：保護者制度の廃

止により、複数の家族がもめると医療を受けることが

困難になり、病院の負担が増えると思われる。精神医
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療審査会の機能強化については平成 24年度から合

議体を増やした。法改正に則った人選を行い、非自

発的入院の方の人権を確保できるよう整備を進めて

いる。 

②2013（平成 25）年度第２回 

・精神科初期救急：事務局：こころの安心カードを導

入した。全国初の取り組み。専門職委員：全員ではな

く、救急度の高い人から利用してもらい、役立つかを

検証していきたい。事務局：主治医と相談しながら作

成する費用は原則無料。家族委員：本人が病名を知

らずに通院している場合があり、カードに書かれてい

るとショックを受けるのではないか。専門職委員：検討

会でもその点を議論した。NI の欄を作り、患者への

配慮をした。事務局：未告知も前提に作っている。 

・自殺対策：事務局：自殺も含むこころの健康づくり電

話相談を夜間・休日も開催。専門職委員：自殺率の

表記が不適切。30 年間で子どもの数が半減したこと

が含まれていない。自殺率は 10 代、20 代に関して

は倍になっている。50 代以上は実数も含めて減って

いる。議長：人口動態との対応が必要。何人減ったか

に関心がいくが、自殺の多い年代への対策をとること

がだいじ。 

③2014（平成 26）年度第１回 

・理解促進調査：議長：新まちづくり計画の障害のあ

る人に対する理解促進調査とは。事務局：一般市民

数千人に実施し、その中に障害のある人が含まれる。

議長：障害のない人の目標値が非常に低いが、理解

促進をどう進めるのか。事務局：出前講座による制度

の周知、小学校でのバリアフリーに関する普及啓発

事業をやっている。当事者委員：市営住宅入居者の

障害者が出て行けと張り紙をされた。事務局：障害の

ある人の住まいの確保は重要で、地域住民の理解、

不動産屋、大家の理解を特に進める必要がある。 

・こころの安心カード：事務局：運用が開始された。活

用後の評価の報告をしていく。専門職委員：本人が

持ちたくない人以外は持ってもらっている。当事者委

員：自分から主治医に作ってほしいと言えない。また、

必要性がわからない人がいるので、啓発してほしい。

専門職委員：警察関係者にも普及啓発してほしい。

躁で暴れて逮捕され、病気といえずに調書を取られ

た例がある。事務局：関係機関への再周知を検討し

たい。 

④2014（平成 26）年度第 2回 

・自殺対策：事務局：10 代は 10 年前と比較すると増

加傾向。15 歳から 34 歳の死因の１位は自殺。若年

層への取り組みが強化される必要がある。専門職：医

療機関にかかっていた人はどれくらいか。事務局：精

神科の受療行動のデータはない。未遂者の調査を行

ない、とりまとめをしているところ。議長：教育委員会と

関連した取り組みはしているのか。事務局：学齢期は

自殺未遂の数が非常に多い。大学と共同で、「自殺

予防共同研究委託事業」を開始する予定。 

⑤2015（平成 27）年度 

・災害対策：事務局：災害時はスーパー救急病院と、

大学病院、市立病院、医療センターを中心に入院の

受け入れをする。医療対策本部は精神保健福祉セン

ターがある複合施設に置き情報を一元化する。空床

情報は家族会の事務局と精神保健福祉センターで

集約。こころの安心カードは災害時にも有効であろう。

専門職委員：転院の際の移送について検討している

か。事務局：医師会が緊急連絡システムの運用の訓

練をしている。E 市で納まらない時は都道府県の協

力を要請し、救急車の輸送のほかにハイヤー協会と

も災害時の協定書を結んでいる。議長：よそから支援

が一気に入った時の混乱をどうコントロールするのか。

事務局：ネット上に共通の記録様式を設け、登録して

いく。 

 

 

４．考察 

 

（１）当事者委員の発言量 

当事者委員の発言数と発言率を見ると、A～D 市

は予想発言率を上まっており、当事者委員が審議会

において積極的に発言していたことがわかる。 

 

（２）当事者委員の役割 

１）当事者の視点を加味する役割 

市すべてで審議されたのが自殺関連の問題である。

その中で注目したいのは C 市である。C 市では、専
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門職委員らが病床数の不足や精神科救急体制の問

題、あるいは自殺の原因究明や自殺者減の数値目

標などを議論していたのに対し、当事者委員が根本

は苦しんでいる人の救済から出発することを提案し、

相談できる場を構築することを述べた。議長は当事者

委員の意見を評価し、目標と手段が逆転することがあ

ってはならないと発言した。 

審議会の議論は時にシステム作りや数値目標の達

成に目が行き、精神に障害のある人々の生き続ける

ことの困難を置き去りにする可能性がある。また、精

神科医療体制を整えることを優先し、地域での支援

に目が行かない場合がある。そこにブレーキをかけた

のが当事者委員であり、施策が誰のためのものかを

気づかせる発言となった。著者が実施した当事者委

員への聞き取り調査では「当事者の視点からの意見

表明」が当事者委員の役割として示されたが 8）、実際

の審議場面では、上記のようなやりとりの中で当事者

の視点が活かされていたと考えられる。この他、A 市

では自殺対策には当事者がピアサポーターとして関

わることを提案し、専門職委員も賛同している。D 市

では自殺対策はうつ病だけでなく、統合失調症も含

めるよう要望し、議長がその点は非常に重要であると

意見を添えた。このように当事者委員の発言は、施策

の受け手への配慮を改めて気づかせる視点を加味し

たものと考えられる。 

 

２）議案の細部を点検する役割 

A市で展開された退院阻害要因の項目にあがった

「本人の退院意欲の乏しさ」に関する当事者委員の

説明は、入院者が退院する気持ちがないから、地域

移行が進まないのではなく、かつて本人たちが退院

を願った時には退院の機会が得られず、退院の意欲

も人権も奪われたまま長い年月が過ぎ、いまさらにな

って地域移行と言われてもすぐに退院のイメージが

持てない現実を当事者委員が指摘したものである。

当事者委員の発言がなければ、長期入院者の退院

が進まない要因の一つが入院者の問題とみなされる

可能性があった。A 市の当事者委員は「おかしいこと

をおかしいというのが当事者の役目」と聞き取り調査

時に発言しており、実際に審議会の中で当事者委員

が指摘した場面が議事録に示されていた。 

続く 2014年の審議会では精神保健福祉法改正に

より精神医療審査会の規定が変更になり、審査委員

が話を聞く対象から家族を外していないか、長期入

院者の地域移行支援計画は立てられているかなど、

予想される当事者の不利益に対し、一貫して当事者

委員が点検役をしており、そのことが審議会全体のレ

ベルの底上げになったと考えられる。 

この点検役はA市に限ったことではなく、B市の災

害対策においても当事者委員の力が発揮されていた。

たとえば、災害被災地である B 市は災害時の薬の備

蓄の必要性、災害特例として自立支援医療以外の医

療機関・薬局も同一条件で利用可能であることの周

知、精神に障害のある人々の避難場所の把握、避難

所で過ごすことが困難な人々への食料や薬の手配、

相談が受けられる環境整備等、当事者だからこそ気

づける現実的な問題が議論されていた。 

一方、同じ災害対策でも E市は直近での被災がな

く、今後に向けた対策を事務局が提案したが、B 市と

は異なる様相を呈した。たとえば、拠点病院を決め、

情報の集約担当部署を明確にし、ネットワークを整備

するなど丁寧な体制づくりを提案しつつも、E 市の審

議には地域で暮らす精神に障害のある人々の対策

が含まれていない。医療はもちろん重要だが、数的

には入院者よりも地域在住者が圧倒的に多いことを

考えれば、災害時の地域在住者への支援が求めら

れる。こうした審議の展開からも、災害を体験した当

事者委員の発言は災害対策に息を吹き込むものと思

われた。 

以上のことから、当事者委員は当事者の立場から

審議事項を分析し、意見表明していたことがわかり、

当事者委員が他の専門職委員と同様に役割を十分

に発揮できることを示すものである。当事者委員はサ

ービス受益者側の代表として、ただ審議会の席を暖

めているのではなく、内実をともなったはたらきをして

おり、事務局にとっては歓迎すべき存在となり得る可

能性がある。 

 

３）要望の実現に向けて 

しかし、事務局は当事者委員の意見を常に歓迎し
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ているわけではない。たとえば、５市でピアサポート対

策について検討しており、特に、A 市においては

2012 年から毎年当事者委員がピアサポート養成講

座修了者の活用を主張してきた。自殺対策にピアサ

ポーターが関われる可能性、教育現場での語り部活

動や、企業のリワーク研修、自治会の研修等への関

与、ひきこもり対策で役割を果たすなどを主張してき

た。これら当事者委員の発言に対し、専門職委員も

議長もピアサポーターの活躍の重要性を後押しして

いた。ところが、事務局は 2012 年当初こそピアサポ

ート体制を構築することに前向きな発言をしていたが、

2014 年にはピアサポート養成講座は見直し中、ピア

サポーターの活用についても検討中と述べ、2015 年

には A 市のピアサポート養成講座を修了した。その

理由は視点を広げた活動の場を検討するためとのこ

とだった。 

毎年、当事者委員がピアサポーターによる支援拡

大の可能性を具体的に提示してきたにも関わらず、

事務局は明確な理由を示すことなく、ピアサポーター

の活動を縮小した。中嶌 7）は「民意を十分に反映した

民主主義の原理が地方自治の根本理念であるなら

ば、潜在的ニーズを掘り起こしたり、弱い立場にある

人々のニーズを吸い上げ、政策形成へと汲み入れる

ための積極的な支援や助言、アプローチ法こそが求

められる。」と述べており、審議会にも反映できる重要

な指摘と思われる。もちろん予算等の制約はあるが、

地方の政策だからこそ、審議会委員一人ひとりの声

に耳を傾けられる可能性は高い。A 市のピアサポー

ターの件であれば、事務局がピアサポーターによる

支援の効果を検証し、説明責任を果たし、その上で

当事者委員の要望とのすりあわせを行うべきだったと

考えられる。 

一方、当事者委員が要望を出す場合、事務局の

納得をできるだけ引き出すことが得策と考えられる。

たとえば、ニューヨーク市健康・精神衛生部の職員で

あり、当事者であるイクタは 11）、当事者委員が意見を

述べる場合に、できるだけ統計的な根拠を示すと言う。

審議会という議論の場は、参加者の合意が重要であ

り、そのためには数値的なデータに意味を持たせる

必要がある。わが国でも、精神に障害のある人自身

が行った大がかりな実態調査があり 12）、その調査者

であるD市の当事者委員は、審議会における発言で

調査結果を含めるようにしている。したがって、今後

は、当事者委員の発言がより説得力を持つものに変

化することが期待できる。 

 

（２）当事者委員参加の意義 

５市の議事録から当事者委員参加の意義として以

下の２点が考えられる。 

１点目として、当事者委員の参加により審議に多様

さがもたらされることである。笠原 2）によれば、事務局

は当事者委員に「当事者視点の共有化」や「施策へ

の反映」を期待していた。本研究でも審議会で示され

る施策に対し、当事者委員は意見や疑問点を明確に

表明しており、参加委員間で十分当事者視点の共有

がなされたと思われる。したがって、当事者委員の参

加は、多様な審議を可能にしたと考えられる。 

２点目として、当事者委員による審議の活性化であ

る。E市を除き、各市の当事者委員は、発言数の多さ

が目を引く。当事者委員は審議会中に１度以上発言

することがほとんどである。D 市に至っては当事者委

員と家族委員の発言数が全専門職委員の発言数を

上回ったことさえあった。概して、A市、B市の発言数

が多かったが、これは３名の当事者委員が参加して

いることと、当事者委員が 15年以上に渡り参加してき

た足跡があり、同じ当事者委員が通しで参加している

のではないとしても、会議参加の熟練度が影響して

いることが推測できる。また、当事者委員が活発に発

言する背景には使命感や「おかしいことをおかしいと

いう役目」があると考えられる 13）。その結果として審議

全体が活気づき、笠原 2）が当事者参加の意味として

指摘した「会議の活性化」が実現したと考えられる。 

これらのことから、審議会への当事者委員の参加

は審議会に肯定的な意味をもたらす可能性がある。

国の審議会では形骸化批判が根強くあり 14）、また、

審議会が縮小傾向にあるが 15）、地方においては行

政サイドが方針や政策を議会に提出する前に、市

民のコンセンサスを得る場として審議会を活用し

ている 16）。地方精神保健福祉審議会は地方の精神

保健福祉に関する事項を調査審議するための重要
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な場であり、究極は精神に障害のある人々の暮らし

やすい社会の実現へとつながっている。したがって、

事務局にとっては多様な意見が出、議論が活発に

行われることは望ましいことであり、今後、ます

ます当事者委員の活躍が期待できる。 

これまで当事者委員、事務局から主観的に語られ

た当事者委員の役割が、今回の議事録分析で裏付

けられる結果となった。また、当事者委員は専門職委

員と同様、制度・政策に関わる発言をし、対等に意見

表明を行っていた。これらのことから当事者委員参加

の意義は大きく、今後、他の都道府県・政令指定都

市においても当事者委員の参加が広がることが望ま

れる。 

 

 

５．本研究の限界と今後の課題 

 

今回は審議会の議事録を用いて、当事者委員の

役割と肯定的な影響を見出すことを試みた。実際の

議事録には他にも興味深い議題が多数取り上げられ

ていたが、字数の関係で当事者委員のすべての発

言を載せることができなかった。 

また、今回分析した A 市、B 市は熟練した当事者

委員が存在し、当事者委員の配置があってから20年

弱の年月が経過しており、当事者委員参加に関する

いわば先進的地域と考えられる。したがって、他の地

域が同じように当事者委員の参加と活躍が実現でき

るかは個々の地域により異なると思われる。今後は、

今まで当事者委員の参加予定がなかった地域の調

査を実施し、当事者委員参加の可能性を検討したい

と考える。 

また、本稿で分析した結果を、都道府県・政令指定

都市の担当部局に伝え、当事者委員参加に向け、情

報提供を行う予定である。 
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論文 

 

精神障害者施設の受け入れにともなう地域コンフリクト事例 

―町内会役員のマネジメントと共生に向けた実践― 

 

山名田 静（北星学園大学大学院修士課程修了） 

 

要旨 

本研究は、精神障害者施設の受け入れをめぐる地域コンフリクトにおいてみられた、町内会役員のマネジメン

トと共生的実践のプロセスについて事例考察を行う。本事例のように、町内会が主体となってコンフリクトに伴う諸

問題の解決に向かい、地域や施設をけん引した事例は他に見当たらない。さらに、本事例は施設開設後に町

内会が中心となって後援会を設立している。 

精神障害者が地域で自立した生活を送るためには、施設コンフリクトの対立関係を解消するだけではなく、共

生を目指した関係性の構築が望まれる。そこで、本事例におけるコンフリクトの様相と町内会役員のマネジメント

過程を整理したうえで、町内会による地域コンフリクトの調整とその後の施設との協力体制をパートナーシップ関

係の形成と捉える視点を明らかにした。それは次の４点、「住民の意識変容」「当事者間の仲間意識の顕在化」

「地域の拠点機能強化」「地域の担い手としての主流化」である。 

地域の町内会を主体とする本事例は、施設コンフリクトを解消し、更にその先にある共生を目指すための方法

論を検討する上で多くの示唆を与える。 

 

キーワード： 地域コンフリクト 施設コンフリクト 精神障害者施設 町内会 共生 

 

１．研究目的 

 

本研究は、精神障害者施設の受け入れをめぐる地

域コンフリクトにおいてみられた、町内会役員のマネ

ジメントと共生的実践のプロセスについて事例考察を

行う。研究の目的は、町内会による地域コンフリクトの

調整とその後の施設との協力体制を分析し、今後の

障害者施設の地域における在り方を町内会と施設の

パートナーシップ関係の形成として捉える視点を明ら

かにすることである。 

先行研究においては、主として施設の側に立ち、

地域社会の側の無理解や無関心という問題点を指摘

し、あるいはそれを克服できずにいる施設の側の取り

組みの不十分さを指摘する、という基本的枠組をもっ

ていた 1)。施設コンフリクトの和解には、地域住民が

「精神障害者」について知り、理解を深めることにより

受け入れていく、「住民の成長」という意識レベルでの

和解が重要である 2)といわれている。これに関して事

例を取り上げて検証した先行研究の中には、住民の

側に立ちながら問題を捉えることを試みたものもある 3

～４）。しかし、町内会が主体となってコンフリクトに伴う

諸問題の解決に向かい、地域や施設をけん引した事

例は他に見当たらない。さらに、本事例は施設開設

後に町内会が中心となって後援会を設立している。こ

の取り組みについても、ほとんど例がない。 

精神障害者が地域で自立した生活を送るためには、

施設コンフリクトの対立関係を解消するだけではなく、

共生を目指した関係性の構築が望まれ、その在り方

を検討するために本事例の構造を調査・分析すること

とした。 

なお、本事例は精神障害者施設の新設計画に伴

うコンフリクト事例であるため、「施設コンフリクト」に関

する文献を比較検討や参考に用いている。しかし、本

事例は町内会がほぼ単独でコンフリクト解消運動を

推し進め、施設関係者はコンフリクトが発生しているこ

とを察知しておらず関与していないこと、また、本研究
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は町内会役員および住民に生じた葛藤に焦点を当

てていることから、「施設コンフリクト」ではなく「地域コ

ンフリクト」であると定義する。 

 

 

２．調査概要 

 

（１）調査方法 

一連の過程は約 10 年間にわたるとともに、町内会

のマネジメント過程や町内会と施設の関係性に焦点

を当てることから、史実を整理しながらもナラティブに

分析視点を置く必要があるため、ライフヒストリーの要

素を取り入れて質的調査を行うこととした。 

これまでの施設コンフリクト研究と比較して、このよ

うに長期的なスパンで事例を分析するのは本研究固

有の特徴と言える。これにより、コンフリクト解消のそ

の先にある、地域における精神障害者との共生に向

けた実践の特徴を明らかにする。 

これに即し、事例の初期から携わっている X 町内

会役員２名と Y施設職員２名を対象に、グループごと

の半構造化インタビューを実施した。エスノグラフィー

とインタビューに基づいてインタビューレコードを作成

し、逐語録に起こし、KJ 法やグラウンデッド・セオリー

の発想を用いてカテゴリー化および分析を行った。 

 

（２）倫理的配慮 

調査対象者に対して、調査目的を書面および口頭

で説明し、協力は任意でありいかなる理由であっても

途中で辞退することが可能であることを踏まえたうえ

で、研究参加、匿名化、インタビューの録音について、

署名による同意書を交わした。 

 

 

３．事例概要 

 

表１は X 施設、表２は Y 施設の基本属性をまとめ

たものである。 

インタビュイーの A 氏は長年この町内会で自営業

B 氏は 20 年にわたって町内会役員を担い、コンフリ

クト発生当時から副会長を務めている。 

表１. X町内会の基本属性 

世 帯 数  
約 1、740世帯 

＊分譲および賃貸マンションが住宅の 90％ 

人  口 約 3、500人 

町内会加入率 約 80％ 

立  地 
幹線道路沿いで地下鉄駅周辺

に位置する 

 

表２. Y施設および基本属性 

設  立 
1992年：小規模作業所 

2002年：法人格取得 

設 立 者  当事者の親 

経  緯 移転新設・法人化 

用地の取得 
市が道有地を買い取り、施設に

期限付きで無償貸与 

後援会会員数 253人（2013） 

 

現職時代は地方自治体に勤務していた。両者とも、

人手不足の問題を抱えていた役員会から勧誘され、

退職前から役員に就任したという経緯を辿っている。 

なお、インタビュー内容にはコンフリクト発生当時の町

内会長である C氏が登場する。C氏はもともと自治体

職員であり自治体職員 OB 会の会長も務めていた。

退職と同時に町内会長として迎え入れられ、1998 年

から 2005 年まで町内会長として地域をけん引した人

物である。 

D 氏は Y 施設（当時の通所授産施設と地域生活

支援センターを併設）の開設に伴って施設長に就任

し、地域との関係性を特に強く意識しながら運営して

きた。 

E 氏は Y 施設開設準備段階から従事してきた、Y

施設で最もキャリアの長い職員である。 

2001 年にいち早く当該精神障害者施設建設案を

知った町内会正副会長は、住民と同様に精神障害

者に対する不安感を抱いたが、一方で、近隣町内会

を含めたマンションの急増による日照権の問題や町

内会非加入者の増加を否定的にみており、施設建設

を受け入れなければマンションが建つ可能性が高い

ことを懸念していた。結果、交渉の過程で町内会は施
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設に対し、町内会の従来からのニーズである集会室

（地域交流室）の設置を要望し、施設を受け入れる方

針とした。 

本事例では、施設設立者や行政が先頭に立って

住民を説得したり、調整したりはしていない。町内会

正副会長がまずは町内会役員を統率し、最終的に住

民説明会を開くという手順を踏んでいる。 

当初、役員は精神障害者とその施設がわからない

という不安を拭いきれなかったが、「わからないことを

理解しなければ返答できない」と考え、先進地事例の

ビデオ鑑賞や、市内の精神障害者の作業所見学等

を行った。この過程で合意形成が図られ、2003 年４

月に施設が開設された。 

開設から半年後には、町内会が中心となって後援

会を設立し、町内会長が後援会長を務め、施設職員

が事務局を担うという体制を整えた。 

その後の施設側の取組みとしては、職員が町内会

の福祉部副部長と主任児童委員を担っている。また、

町内会行事には職員と利用者が総出で参加している。 

高齢化している町内会の行事を支えるマンパワーとし

て活躍しているのである。こうして積み重なった町内

会と施設の長年にわたる関わり合いは、相互作用に

よって双方の福祉的価値観の発展的な形成に役立

っているほか、施設利用者にも安心や自信の効果を

与えている。 

 

 

４．町内会役員のマネジメントと共生に向

けた実践 

 

本事例において、X 町内会がどのように出来事を

捉え、アクションを起こしていったのか、インタビューレ

コードをフローチャート（図１および図２）に記した。ま

た、図解したことでカテゴリー間の作用が浮き彫りに

なったため、重要な局面であるフローチャート上の a

～gに焦点をあてて考察を加える。 

 

a．地域交流室の条件付け 

中断となった老人福祉施設建設計画の過程で、老

人福祉施設建設予定者から地域交流室をつくるとい

う提示があったことにより、精神障害者施設に対して

地域交流室設置を要望するという展開が導かれた。 

コンフリクトの解決には、施設側が引き下がってその

地域での設置を断念するか、住民側が出した条件を

施設側が譲歩して受け入れるかが主な対処方法とな

っている５）。 

野村６）は、2000 年代の施設コンフリクトにおいて条

件付きの設置をした施設が 34.6％あると報告してい

る。このように、地域住民から施設受け入れに際して

条件を付けることは、よく見られる事象である。 

他方、永田７）は地域福祉と社会福祉施設の関係に

ついて、住民参加活動の拠点とすることを含めた施

設設備の拡大活用が考えられると述べており、施設

が地域交流室を開放することは、本来的な福祉施設

の役割として望まれる機能であると捉えることもできる。

地域交流室の設置が取引材料になったことが、本事

例の後の展開においても重要な意味を示唆している。 

 

b．町内会正副会長の根回し 

C町内会長は「反対意見はまとまりやすい」と考え、

まずは正副会長で事案を検討し、さらにそこから役員

会におろし、最終的に住民説明会を行うという段取り

を踏んでいる。 

B 氏はインタビューの中で、「町内会の運営たって

ゆるくないんだよ。役員 23名いるけどね、みんな心 1

つになってないからね。人間なんて十人十色だも

の。」、「抵抗するような変な人 1 人いたらうまくいかん

の。みんな同調しちゃって。」と話しており、これまで

の町内会活動の経験から、根回しをすることで着実

に統率を図る手段をとったものと考える。 

このように、町内会の正副会長がコンフリクトの解決

に向けた動きの起点となっている。通例では、施設も

しくは仲介者である行政の側から町内会に対して理

解を求める働きかけがあり、その初めの段階での慎

重な対応の在り方を重要視する先行研究の指摘もあ

る８）。 

本事例は、精神障害者施設建設計画提示の直後

から町内会正副会長が動き出しており、自分たちの

問題に対して主体的で、慎重に立ち向かう真摯な姿

勢が読み取れる 
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。 

c．わからないことを理解する 

町内会役員は再三にわたって検討会議を開き、正

副会長を中心に施設を受け入れる方向性が示される

ものの、「精神障害者とその施設というものが、わから

ない」という不安を拭いきれなかった。役員全員が反

対した。当時の池田小学校殺傷事件をはじめとしたメ

ディアの影響は非常に大きかったため、正副会長、

役員、住民に共通して「精神障害者は危ない」という

意識が根底にあった。当時の事例では精神障害者を

危険視するものが多く５）、残念ながらこのような感情

的反応は、国民一般における精神障害者に対する理

解の全般的傾向を反映したもの８）とされていた。 

しかし、X 町内会では、A 氏の「わからないと返答

のしようがなかった」という言葉からわかるように、「精

神障害者は危険である」というイメージだけに基づく

判断は下さなかった。そして、A 氏は「Y施設できたと

きが最高の役員だわ。あれはもう、違う役員だったら

できなかった。」とも話している。当時から活発に町内

会活動を行う役員の顔ぶれであり、公共性や福祉性

に対する感性が強かったのではないかと推察する。

また、地方自治体や警察などの公務員経験者が多か 

 

ったとのことであり、そういった経歴のある人物は、公

共の福祉に対応しようという姿勢がより備わっていたと

推測することもできる。 

町内会正副会長と役員は、住民との共通意識であ

る「精神障害者は危ない」というイメージから、関連ビ

デオの鑑賞、類似施設見学、そして行政や施設設立

者から説明を受けるという体験を経て住民らよりも一

足先に知識を身に付けた。町内会正副会長、役員、

住民が精神障害者に対して同じ意識の上にありなが

らも、各々が全く異なる変遷を遂げ、相互作用を引き

起こしていることがフローチャートから読み取れる。 

 

d．町内会役員と住民の対立 

同市では、認可施設第一号として先に設立された

精神障害者の通所授産施設が住民から反対の陳情

書を提出されたり、斎場建設に住民が反対して裁判

を起こし、建設を中止させる代わりに住民が賠償金を

支払ったという前例があり、役員はこうした状況を把

握していた。 

野村９）によれば、先行研究では、住民から「説明会

を開催してほしい」との要求が出されても、説明会を

【第1回住民説明会】

行政・施設を除き、

町内会役員だけで

住民説明会を開催

【第2回住民説明会】

行政参加・施設不参加

行政説明は住民には

伝わらなかった

【住民説明会終了後】

住民が公の場で言いに

くい相談に役員が対応

6)これを建てなければも

う集会場所はつくっても

らえないかもしれない

8)正副会長が根回しして

役員を統率

22)「そういうことか」

「しょうがないな」

施設建設

7)地域交流室をつくるこ

とを要望し、正副会長で

受け入れ方針を固める 11)精神障害者とその施設

がよくわからない不安

1) 町内会のニーズ「集会所と公園と交番が欲しい」

5)共通の意識
・精神障害者は危ない（池田小殺傷事件など） ・こんな一等地になぜ危ない施設をつくるのか

町内会役員

13)先進事例のビデオ鑑賞

や施設見学をしたら、思っ

ていたのとは違っていた

15)施設設立者

（当事者の親）から

説明と説得を受けた

18)親やPTA

「危なくて子どもを学校に

通わせられない」

14)行政から説得を受け

る・過去のコンフリクト

事例について知る

d.対立

19)声明文を読み上げる

など強硬に反対

20)住民説明会終了後の

立ち話（相談対応）

12)分からないことを理解

してから市に回答を出すこ

とを決める

21)

反
対

住

民

を

説

得

10)再三にわたり

検討会議を開く
16)施設建設の受け入れを

決断

23)意見や質問は出尽くし

て、説明をしきった

2)老人福祉施設建設計画が中断

（集会所獲得機会を喪失）

町内会正副会長

9)町内会をまとめる

難しさ

17)住民説明会開催案内を

全戸配布

a.条件付け

b.根回し

わ
か
ら
な
い
こ
と
を
理
解
す
る

図1.フローチャート（1）施設開設まで

3)市から精神障害者施設建設案

提示

住 民
会社員と退職者の２タイプ

e.収束

c.
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開かないことが重要だとの主張がみられる。しかし、

施設コンフリクトには両者の関係性をより良いものに

導く要素があり、避けるべきものではないという施設コ

ンフリクト機能やリスクコミュニケーション手法の有用

性注１）を考慮すると、施設建設に関する住民との話し

合いの場を回避せずに、その問題に対応することも

重要である９）。 

本事例は結果として、説明会を開催したことにより

上記と同様の成果が得られ、コンフリクトの収束に辿り

着いた。住民説明会では、住民が反対意志を声明文

として読み上げるなどし、対立関係が明確になった。

特に子を持つ親からの強い反対があった。背景の一

部には PTA からの圧力がかかっていたという情報も

役員の耳に入っている。しかし、この反対意見をもつ

者たちの動きは組織化されなかった。 

この２回の住民説明会の出席者はそれぞれおよそ

30 名ほどであり、施設コンフリクトの規模としては大き

いものではなかったと言える。このコンフリクト因子が

増強しなかった要因を整理する。 

第一は、施設コンフリクト発生範囲である。X 町内

会は、一分区から六分区という区分けがなされている。

反対意見を表出するなど、施設に対して何らかの関

心を示した人々というのは、この施設が建設される一

分区の住民が主であり、その他の分区の住民は同じ

町内会とは言え、無関心層も広く、反対意見を表出

するには至らなかったようである。 

第二は、同じ住民の立場である役員からの説得と

いう点である。 

小沢８）は「住民側が精神障害に関する正確な知識

を獲得したとしても、意識的にか無意識的にかは別

にして、その正確な知識に蓋をする傾向がある」と述

べている。本事例における正確な知識としては、まず、

行政側から「これからの福祉」について説明がなされ

た。これに対する住民の反応は鈍かった。野村 10）も、

精神障害者や施設に対する理解を求める「理解重視

アプローチ」の限界を指摘している。 

住民説明会という場では率直に批判的な意見や質

問が出せない住民らは、住民説明会が終了した後に

役員らのもとへ集まり、相談を持ちかけている。これは、

日頃から役員が町内会活動に積極的に取り組んで

住民との関係性を成立させていたからこそ、このよう

な展開になったのではないだろうか。 

もともとは反対住民と同様に「精神障害者は危ない」

という意識をもっていた役員が、実際に見て学んだ知

識を住民に伝達するかたちで説得したことによって受

け入れられた。行政や施設といった「よその人」では

なく、身内感情のもてる町内会の仲間だからこそこの

ようなかたちで受け入れられ、芽の小さいうちに対立

感情を摘むことができたのではないだろうか。 

 

e．収束 

A氏は、住民説明会と住民説明会終了後の立ち話

で多くの相談が寄せられ、反対者に対して説明をし

尽くしたという感触を得たと話した。 

最終的な住民の反応は、「そういうことか」「しょうが

ないな」というものであり、明確に了承したということで

はなかった。また、B 氏は「役員の中でもかなり抵抗し

た人いたんだよ」と述べており、最後まで全員が一致

したということではなく、総論において了解にこぎつけ

たという結果であったと捉えることができる。 

事態が鎮静化した状況ではあるが、和解や合意を

決定づけたものは見出せなかったため、コンフリクトが

「収束」した段階であると筆者は位置付けた。 

 

f．潜在的対立 

施設開設後（図2）、住民らは精神障害者施設に対

して否定的な見解を表出することなく、施設にパンを

買いに訪れるなど平穏な状況があった。 

しかしその一方で、近所に不審者が出没すると「そ

れは施設の人間ではないか」と噂したり、施設の隣に

ある交番の用地に対して「施設を見張るために交番

をつくるのだろう」と推測するなどしていた。これは、施

設に対する否定的な感情を直接施設にぶつけるの

ではなくして生じたコンフリクトであり、中島が定義す

る潜在的対立に当たる 11) 注 2）。 

また、町内会役員においても実際に施設が開設し

たことで「もし事件が起きたら…」というプレッシャーや、

地域交流室ができたもののそこに行けば精神障害者

に襲われるのではないだろうか、という不安を内心に

抱えていた。コンフリクトは個人内の対立状態として、 
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日本では葛藤と訳される場合が多く 12）、町内会役員

の心理はこれにあたる。したがって、町内会役員の葛

藤もまた、潜在的コンフリクトと位置づけることができる。 

図２中「30）噂を否定」に示したように、地域住民の精

神障害者に対する否定的感情に起因する噂話を、役

員らは否定し、噂が拡大することを阻止している。 

B 氏は「そんな評判になったら大変さぁ。」「なんも

事件が無いから、これ幸い。あったら何こそ言われる

かわからないというプレッシャーがあった。」と話して

おり、こうした不安感が「住民の否定的感情を抑えな

ければならない」という意識を働かせたものと考えられ

る。住民と町内会役員各々の潜在的対立が作用し合

っていると捉えることができる。 

 

g．後援会設立 

C 町内会長の提案を契機に、町内会が中心となっ

て B施設の後援会を設立した。 

A氏は「C さんが少しでも応援しようって言って」、 

B氏は「C さんは施設設立者に対して同情の念があり、

そういった温かい気持ちがあったから後援会ができた 

 

んだよ」と述べている（C町内会長は 2013年６月に他

界しており、インタビューの協力を要請することは叶わ

なかった）。 

町内会が後援会に加入しているという事例は珍しく

ないが、町内会が後援会を立ち上げ、中核を担うとい

う取組みは他に例を見ない実践である。 

また、精神障害者の親でもある施設設立者が町内

会役員を説得する際にかけた「接触する方が薬よりも

効く」という言葉が、役員の心に強い印象を残してい

る。精神障害者にとって薬とは、治るものではなく症

状を抑えるものである。一般的な認識として、向精神

薬には特に強い効能があることがイメージできるだろ

う。その薬よりも人との関わりが効くとはどのようなこと

を意味しているのか、役員らの興味をひきつけた。 

関わることに怯えている人々にとって、精神障害者

との関係性を「危害」から「治療」へ結びつけることに

転換させるような、考え方の根本を揺らがすインパクト

を与えたようである。そしてこれは、当事者の親でもあ

る施設設立者が語りかけた言葉だからこそ、それまで

精神障害者と関わりを持ったことの無かった役員たち
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の心に響いたのだろう。役員らはその後、そのことを

確認するかのように接触を試みている。 

接触経験が偏見的態度を減少させるということは

通説になっている 13）。こうして町内会役員が施設に

出入りすることにより、役員と利用者の接触体験が積

み重なり、「少しでも応援しよう」という C 町内会長の

言葉に役員らは同調していったのである。 

 

h．職員が町内会の一員として 

A 氏は「それはなぜかったら町内との絆を。みんな

も協力をしやすいのでないかって。で、すぐDさん（職

員）を（町内会）役員に。D さん福祉関係できるから、

あの人はそりゃ超ベテランだけども、町内会は組織だ

から福祉部副部長ということで。」「主任児童委員を D

さんが何年かやっていた。D さんが忙しくなって、今

は F さん（職員）。それは僕がみんな推薦して。そうい

う関係で（施設は）連合町内会だとか民生委員だとか

つながってきたってわけです。」と説明している。 

小沢 14）は次のように述べている。「関係作業所と地

域の共生像は地域によって異なる。しかし、どの地域

にせよ共通しているのは作業所運営者と地域住民と

の人間関係の形成が共生像の重要な部分を担って

いることである。そして、この関係形成に成功するか

否かが地域における作業所活動が定着し発展してい

くための重要な分岐点に思われる。」 

本事例においても、施設職員と町内会の関係性が

ひとつの鍵になっている。 

この施設職員 D氏は同町内会に在住ではなく、施

設が町内会の一員であり、施設職員もまた町内会の

一員であるという考え方に基づき、町内会の役割を担

っている。このような関係性を構築していることも、本

事例の特徴のひとつである。 

町内会側の一方向的な支援ではなく、町内会と施

設の双方向的支援関係が成立している。 

 

 

５．地域コンフリクトとその調整―否定の

解消から共生に向かう過程 

 

本事例では施設建設に至るまでに、精神障害者施

設に対する否定的イメージを解消するステージが三

段階にわたって展開された（図 3「インタビュー概念図

（1）施設開設前まで」）。 

第Ⅰステージでは、町内会正副会長が施設建設

に対する肯定的要素と否定的要素を天秤にかけて思

案した。否定的要素（「精神障害者は危ない」「なぜこ

んな一等地に？」という思い）を払拭することはできな

いままであるものの、従来からのニーズである集会場

設置を達成でき、マンションが建つことを回避できると

いう肯定的要素を選択したのである。この時点では、

正副会長にとって施設そのものには否定的要素しか

なく、施設を受け入れることで手に入れることができる

副産物に有意な価値（肯定的要素）を見出していた。 

第Ⅱステージでは、まず、正副会長から施設受け

入れの方針を示された役員らの間に、否定的要素が

浮かび上がった。これは正副会長が当初から持って

いる否定的要素と全く同質のものである。しかし、ここ

で役員らは、「わからないことを理解しなければ回答

できない」と考え、否定を肯定に転換させる契機をつ

くった。市内の類似施設を見学するなどして理解を深

めていくと、自分たちが想像していたことと実際は異

なるということを感じ取り、「これなら受け入れてもいい

のではないか」という意思に辿り着いた。これは正副

会長も役員らと共に経験したことであり、第Ⅰステー

ジで残された否定的要素と第Ⅱステージで発生した 

否定的要素の双方がここで解消された。 

第Ⅲステージでは、住民説明会で住民から反対意

見が挙がる。住民説明会という全体説明の場では、

否定的見解が覆ることはなかったが、この場では率直

に批判的な意見や質問が出せなかった住民らが、住

民説明会が終了した後に役員らのもとへ集まり、相談

をもちかけている。住民らの見解もまた、正副会長と

役員らが抱いていた否定的感情と同質のものであり、

役員らは自らが否定的感情を解消した過程で得た知

識や情報をもとに、説得にあたっている。反対住民と

同様に「精神障害者は危ない」という意識をもってい

た役員が、実際に見て学んだ知識を住民に伝達する

かたちで説得したことにより受け入れられた。 

このような展開は、行政や施設といった「よその人」

ではなく、町内会の仲間だからこそ受け入れられ、対 
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立感情の拡大を避けることができたのではないだろう

か。これはコンフリクト因子の増強を防ぐことができた

重要な点であると考える。 

こうして住民説明会終了後の個別対応によって、

役員らは住民の否定を肯定に転換することに成功し、

町内会として施設の受け入れを決定するに至った。 

しかし、施設開設後、否定的要素が再燃する（図４「イ

ンタビュー概念図（2）施設開設後」）。これが否定的イ

メージを解消する第Ⅳステージである。 

いざ施設が開設されると現実感が増し、役員らおよ

び住民らには施設の利用者に対する不信感や懸念

が沸き起こってきた。その一方で、町内会長は地域の

代表者として施設の評議員に就任した。町内会長は

かねてから、私財をなげうって施設を建てた設立者に

対して温情があっただろうと見られている。地域交流

室を利用するということもあり、このような町内会長と施

設の関わりが波及するようにして、役員らも施設との

関わりを増やしていく。 

図４中の「共生に向かう第Ⅰステージ」では、このよ

うな関わりを通して役員らが、利用者と職員に対する

新たなイメージを形成していく。「精神障害者は人と

接触をする方が薬よりも効くらしい（＝病気がよくなる）」

ということ、そして施設設立者が私財をなげうって建て

た施設であり、「施設は財政的に苦しく職員も手薄」な

ので、協力してあげなければならないというイメージ

像である。そこで、同じ地域で暮らす仲間として町内

会が中心となり、施設を応援するための後援会を立

ち上げるに至る。 

「共生に向かう第Ⅱステージ」では、後援会活動を

通じて町内会と施設の連携が強化され、開設後の 10

年間を通して様々な成果が現れたことがわかる。そこ

では職員も町内会の一役を担い、また利用者と共に

町内会の行事に携わるなど、双方向的な関わりがあ

る。 

後援会の輪は X 町内会を超えて広がっているが、

X 町内会の住民全員が後援会の会員ということでは

ない。あくまでも有志の人々によって後援会は支えら

れている。しかし、こうして施設と町内会の結び付きが

強まることは、直接的に携わっていない住民にも少な

からず影響を与え、地域住民の同施設に対する肯定

的な印象を後押しする効果が生じているものと考える。

現在、地域交流室を利用している住民の顔ぶれや利

用状況を概観すると、精神障害者に対する当初の不

信感は大きく払拭され、施設そして地域の中で、自然

な交わりと活動が営まれている様子が見えてくる。 

 

 

６．地域の人々をアセスメントする―Y施設 

における実践 

 

Y 施設の職員インタビュー概念図（図 5）において

も、否定的イメージを解消するステージと共生に向か

うステージが展開された。 

否定的イメージを解消するステージのはじまりにお

いて、職員はコンフリクトが発生していたことを知らな

いまま施設を開所するに至った。換言すれば、話し

合いの場に席が用意されることはなかったのである。 

職員は精神障害者施設が地域から受け入れられ

にくい存在であることを社会のなかで自覚していた。

また、新設の精神障害者施設はいわば地域のよそ者

であり、ノーマライズしなければならないと意識してい

た。たとえば、地域に不審者が出て、それがY施設の

利用者ではないかと言う噂が立つことを防ぐためにも、

第三者から評価されて、施設と地域とのつながりを認

めてもらうことが必要だと考えてきたのである。すなわ

ち、職員は開設当初から否定的イメージを解消しよう

という意識があり、さらにそれを姿勢として表してきた。 

共生に向かうステージでは、いつでも町内会の人

が訪れやすい雰囲気づくりに努め、関係性を構築す

るなかで、地域アセスメント、特に人々の性格や特技、

住民同士の関係性について把握することで、町内会

の人々が活動しやすい土壌づくりに配慮した。 

また、活動のモチベーションが低下しないよう、施

設における町内会の活動を報道機関に取り上げても

らう、表彰へ応募する、といった手続きをすすんで行

ってきた。そこには、施設側が町内会に対して「施設

を手伝うことは当たり前」と考えれば、町内会が後援

会活動を続けることは難しいだろうという、職員の冷静

な判断があった。 

また、純粋に、町内会の人々の高い公共性に対し 
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て尊敬の念を抱いてもいた。 

つまり、双方が互いを理解し合うこと、互いを尊重し

合うことで、共生するための土壌を築いたといえる。施

設側の働きかけは副次的に、報道の効果として施設

のパンの売り上げにも反映された。 

町内会の人々と利用者が直接に会話する機会は

未だに多くないが、イベントや日常での関わりのなか

で、町内会の人々が利用者について感情をこめて支

持的に語る姿は、利用者と職員を激励するものとなっ

ている。施設では、職員が「うちの施設を悪く言う地域

の人なんていません」と言葉にするようになり、それが

常識になって誰も疑わない雰囲気が確立された。 

数年前、新聞記事に載せるための作業風景を記

者が撮影したとき、利用者のGさんは帽子を深くかぶ

り、すこし顔が見えるくらいで写るのが精一杯だった。

写真に入るだけでも大きな決断が必要だった。それ

が最近の記事では堂々と正面から写り、自信がつい

てきた様子がある。これは地域における作業所の立

場が変化したことに伴う。数年前の新聞記事では「地

域に支えられるパン工房」の見出しがついていたが、

今では就労継続支援事業 A 型として運営するように

なったほど、自他が認める「地域の人気パン工房」で

ある。 

全過程を通して、町内会側はパートナーシップ関

係の形成を全く意識してこなかったことが事例から読

み取れるが、その一方で施設側は、開設当初からパ

ートナーシップ関係の形成を意図的に目指してきたこ

とがわかった。それがX町内会との融和を促進させた

のだろう。 

 

 

７．パートナーシップ関係（双方向で対等

な協力関係）の形成と捉える視点 

 

以上から、本事例における、町内会による地域コン

フリクトの調整とその後の施設との協力体制は、パー

トナーシップ関係の形成と捉えることができる。その視

点について以下にまとめる。 

第一は、「住民の意識変容」である。具体的には、

次の三点が挙げられる。 

①精神障害者観 

本事例を整理すると、町内会役員の利用者に対す

る見方が大きく変化を遂げていることがわかる。その

変遷は表 3のようになる。 
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コンフリクト発生時に立ち返ってみると、役員は「刃

物で襲いかかってくるかもしれない精神障害者」、次

に「医師に退院のお墨付きをもらった問題ない精神

障害者」というイメージを主にもち、住民の説得にあた

っていた。そのため、開設直後には内心で利用者に

対し恐怖心を感じていた。利用者と関わりを持つにつ

れて、学歴や生計手段にも関心を示し、精神障害者

や利用者という見方ではなく、個人として捉えるように

なっていることがわかる。現在は不安どころか、気軽

に施設に出入りしている住民の姿がある。 

②社会的意義の認識 

近年、町内会は自治体から「福祉のまちづくり賞」

や「福祉ボランティア奨励賞」を受賞している。当該施

設と協力した福祉活動が評価されての表彰であり、

新聞や地元テレビ局に報道されることも増えている。

町内会役員は、表彰に伴う講評や新聞記事等に書

かれた内容から、自分たちの実践が社会的意義を持

つことに気付かされているという様子である。 

③地域組織化（後援会発足） 

本事例では地域コンフリクトを契機にして、町内会

役員の精神障害者理解が進んだとともに、精神障害

者支援に向けた結束力が強まり、後援会結成に至っ

た。この後援会は町内会が中心となって立ち上げた

経緯と趣旨から、地域組織化活動として捉えることが

できる。規約の第６条（事業及び活動）第１項には

「地域との交流活動に対する協力と支援」が掲げられ

ており、町内会役員各々の体験に基づいた思いが込

められている。 

第二は、「当事者間の仲間意識の顕在化」を挙げ

る。施設は同町内会とは異なる地域においても就労

継続支援事業 B 型の作業所（パン工房）を運営して

いる。しかし、町内会の住民らは、同町内会にある作

業所（パン工房）こそが我らの仲間であるという意識を

持っている。日常的に関わりを持たない住民の中にさ

えも、広報紙に作業所（パン工房）のパンが掲載され

れば、「うちの近所のパン屋だ」という意識が働いてい

るという。これらから、同じ地域の仲間としての意識が

明確に読み取れる。 

この仲間意識を町内会と施設の双方が認識しあっ

ていることから、施設は「地域密着型」をセールスポイ

ントにしている。このことは、利用者に対しても影響を

与えている。同施設には、「誰かに見られている」とい

うような対人関係上の妄想性障害をもつ利用者もいる。

また、職員によると、利用者にとってのコミュニケーシ

ョンとは、単に挨拶や会話ができるということとは質が

異なり、もっと独特な感性のもとでなされているとのこ

とであった。 

しかし、彼らがこれまで何の動揺をすることもなく、

施設や地域で住民と生活を共にすることが可能とな

っている状況がある。それは「地域に認められた施設

である」ということを利用者と職員全員が認めているた

めである。つまり、地域住民が日常的に施設に出入り

し、後援会活動として設備の手入れをしたり、行事で

共同作業をしているなかで、信頼関係が築かれてい

るといえるであろう。 

第三は、「地域の拠点（地域交流室）機能強化」で

ある。 

 

表３．町内会役員における精神障害者観の変遷 

時期 

(
精神障害者

との関わり ) 
精神障害者のイメージ 

施設建設案

提示時（直接

接する以前） 

怖い、騒がしい、刃物で襲いかかってくる

かもしれない精神障害者 

行政や施設

設立予定者

の説明を聞

いて（施設見

学のみ） 

医師に退院のお墨付きをもらった問題ない

精神障害者 

施設開設直

後（関わり始

め） 

人と接触するのが苦手な病気の人 

共同作業や

日常的な関

わりを経て 

実は高学歴の人もいて、お祭りの手伝いが

できて、一生懸命働く人もいて、施設のパ

ン工房で収入を得れば自立できる人 
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2003 年の施設開設当時、施設長は町内会の人々

が気軽に訪れることができるよう懸命に気遣いをした

という。開設から 10年目となる 2013 年には、町内会

の 50 周年記念誌に施設の足跡が数多く刻まれ、地

域の歴史を共に創る存在となった。 

地域交流室が設置される以前は、町内会の役員

会は会長宅の倉庫で開かれていたという。現在の地

域交流室利用状況をみると、町内会活動のほか趣味

サークルや子育てサロンなど多岐に渡る団体が活動

しており、当地域にとって地域交流室を設置すること

は重要なニーズであったのだと改めて認識する。 

福祉施設の中に住民が集える場所を設ける事例

は一般的にみられるが、Y 施設の地域交流室のよう

に住民が主体的に利用し、日常的に利用されている

ケースは稀である印象を受ける。立地上利便性が良

いことにより、当初住民は「なぜこんな一等地に精神

障害者施設を建てるのか」と反発した。すなわちこの

点はコンフリクト因子であったのだが、住民が利用す

る施設になったことでプラスに転換できたのである。 

こうして住民が地域交流室に出入りするようになっ

たことで、施設と町内会・住民との自然な交流の機会

が生まれた。町内会は施設の後援会の中心となって

活動し、また、施設が町内会行事に参加したり、職員

が町内会の役割を担うことで相互作用が生じ、ますま

す連携が強化されていったのである。 

第四は、「地域の担い手としての主流化」である。

町内会役員および施設職員のインタビューの中で語

られた内容から、「将来に向けた展望」はそれぞれ異

なるビジョンをもっていることが明らかになった。 

町内会側は、「これまでのことを理解してくれる後継

者を育成したい」と話し、現在の町内会の状況を持続

させていくことを目指している。また、これまでの経過

を通して町内会役員は、「利用者や職員が喜んでく

れるのが一番嬉しい」と話しており、施設の側面的支

援を自分たちの喜びとしながら取り組んでいる。そし

て、支援の輪が広がって住民同士の交流、住民と施

設の交流が深まることを楽しんでおり、「楽しみや喜

びのなかで苦労を乗り越えてこそ、次に向けた活力を

得る」と話した。このような語りから、これまで培ってき

た土台の上に更なる発展を重ねたいという意欲がみ

られる。 

一方、施設側は、「我々が力をつけていけば地域

に頼るばかりではなくなる。支えられる側じゃなくて、

支える側にならないと。」と話した。住民が高齢化する

状況を冷静に見て、地域の役割を一層担っていかな

ければならないという使命を感じているようであり、現

状維持に留まらないことを目指している。地域とのパ

ートナーシップ関係を形成してきた「地域の中の Y施

設」であるからこそ、町内会の課題を施設運営上の課

題としても捉えているのだろう。 

周知のとおり、後継者育成に悩む町内会は多い。

札幌市が実施した「町内会・自治会に関するアンケー

ト調査結果」15）においても、運営上の課題として「役

員のなり手不足」（92.9％）および「役員の高齢化」

（85.1％）が挙げられている。X 町内会も同様の悩み

を抱えており、このような社会的背景のもと、精神障

害者施設の利用者が地域の担い手として主力になる

という、新たなモデルが生まれる可能性がある。 

 

 

８．まとめ 

 

以上、本研究を通して、町内会による精神障害者

施設における地域コンフリクトの調整とその後の施設

との協力体制を、パートナーシップ関係の形成と捉え

る視点についてまとめた。 

また、これまでの先行研究ではコンフリクトがその後

の関係性を強める可能性があることが明らかにされて

いる１）16）。本事例においても、地域コンフリクトが起き

たことによって結果的には地域の福祉力が底上げさ

れたことが明らかになった。 

さらに、これまでの施設コンフリクト研究は、施設側

の住民への働きかけのあり方や施設が建設された時

期など、施設側に焦点をあてたものが大半であり、地

域側の要因やその他の要因に着目しているものはあ

まりみられなかった 17）。そのため、地域の町内会を主

体とする本事例は、施設コンフリクトを解消し、更にそ

の先にある共生を目指すための方法論を検討する上

で多くの示唆を与える。 

本論文に残された課題は、住民と Y施設利用者の 
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間に生じた作用を明らかにすることである。そのため

に、当初施設建設に反対だった住民の意識変容に

ついて詳細に把握するとともに、施設利用者に対して

住民が与えている影響を具体的にする必要がある。

また、最終的には、コンフリクト解消に向けた方法論

を検討するために、コミュニティワークの視点から分析

を進めることで、ソーシャルワーク実践に有効な視座

を見出すことが今後の課題である。 

 

 

注 

１）野村６）は先行研究の諸見解をまとめ、リスクコミュニ

ケーション手法を用いた合意形成には次のような利点が

あると述べている。(1)一般市民に対し手続きの公正さを提

示することができ、(2)一般市民の発信機会を担保すること

が可能となる(3)また、リスク管理者である専門家から非専

門家である一般市民に正しい知識を伝授することができ、

(4)それまでの一方向からのコミュニケーションではなく、

双方向的で相互的なコミュニケーションが可能となる。 

２）中島１１）は主体が対立関係を意識しているときは「対

立」といい、していない場合は「潜在的対立」であると定

義している。 
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論文 

 

自立相談支援事業における相談・就労支援員の教育研修体制に関する一考察 

－北海道内の自立相談支援事業に従事する支援員に対するアンケート調査から－ 

 

丸山 正三（専門学校日本福祉学院） 

 

要旨 

本研究は、生活困窮者自立支援制度において北海道内自立相談支援事業に従事する主任相談支援員、相

談支援員、就労支援員に対してアンケート調査を行い、活動状況と教育研修の実態および意識について把握

し、支援を行う上で課題となること、各支援員に必要とされる教育研修体制を検討することを目的としている。 

各支援員の専門能力に影響している教育形態に関する結果から、全体的に「先輩及び同僚との関わり」によ

る影響が大きく、スーパービジョンによる影響は小さいことが分かった。近年、スーパービジョンに対する認識の

高まりもあり、自立相談支援事業における支援活動の質を高めていくためにスーパービジョン体制の確立が必

要であることを考察した。 

 

キーワード： 生活困窮者自立支援制度 自立相談支援事業 スーパービジョン 教育研修 

 

１．はじめに 

 

2015年９月 17日に厚生労働省は、「誰もが支え合

う地域の構築に向けた福祉サービスの実現」と題する

ビジョン１）を公表した。ビジョンで示された柱の一つは、

「全世代・全対象型地域包括支援」である。これまで

高齢者施策で推進されている地域包括ケアシステム

を全世代・全対象に拡大させ、新たな地域包括支援

体制の確立を目指すというものだ。このようなビジョン

が公表された背景は、人口減少社会の中で高齢者

の生活支援、多様な障害を持つ人への支援、子育て

支援、就労支援、低所得者への支援と支援ニーズが

拡大していること、また、分野ごとの支援では対応困

難な複合的な課題を抱える対象が増加する中で、互

助・共助の取り組みを育み分野を問わない包括的な

支援が必要と認知されてきたことである。 

このビジョンでは、「新しい地域包括支援体制を確

立するため、これらを担う福祉人材のあり方を検討す

る必要がある」とし、複数分野の支援をコーディネイト

すること、分野横断的な福祉に関する基礎知識を持

って基礎的な支援を臨機応変に担うことができる人材

が求められているとする。求められている人材をどの

ように養成するかは今後の検討課題とされているため

中身の具体性は無いが、ビジョンが新たな制度を作

るという視点ではなく、専門的能力を持った人材育成

に焦点が当てられている点に意義があると考える。制

度の拡充だけでは、制度の狭間にある人を支えられ

ないという問題意識があること、もう一方で、制度の拡

充には限界があるためコーディネイト力によって地域

の潜在的な力を活用するためには、そのような能力

がある人材が必要ということだろう。 

分野横断的な支援として、一足先に生活困窮者自

立支援法に基づく自立相談支援事業が始まっている。

自立相談支援事業の対象は、「現に経済的に困窮し、

最低限度の生活を維持することができなくなるおそれ

のある者」（生活困窮者自立支援法第 2条）とする「生

活困窮者」であるが、経済的困窮状態のみを要件と

するのではなく、できる限り対象を広く捉え、排除のな

い対応が求められている。それゆえ、関わる対象は、

単身高齢者、ひとり親家庭、引きこもりにある人、未認

定を含めた障害者、ホームレス、矯正施設出所者な

ど幅広い。解決を必要とする問題も、低所得、孤立、

失業、不安定就労、DV・虐待、多重債務、病気や障

害など多岐にわたり、尚且つ問題が複合している場
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合が少なくない。これらの対象、問題に対応すべく自

立相談支援事業では、主任相談支援員、相談支援

員、就労支援員の３職種が配置されている。 

各支援員として配置されるために義務付けられた

養成研修は、現在、国が実施する自立相談支援事業

従事者養成研修２）である。この研修は、３職種の共通

研修として３日間（21時間）、職種別の研修として 3日

間（21 時間）で行なわれている。また、主任相談支援

員に対しては、公益社団法人日本社会福祉士会が

「主任相談支援員スキルアップ研修」を４日間の日程

で開催している３）。 

今後は、全国レベルの研修だけではなく、都道府

県及び各自治体単位での研修実施も期待されている

ところであるが、それぞれの支援員が生活困窮者を

対象とし分野横断的な支援を展開するためには外部

研修のみならず、組織内部での教育研修体制が欠

かせないであろう。 

本研究では、自立相談支援事業制度開始１年未

満の時点において、従事する各支援員の活動実態を

把握し、支援を行う上で課題となること、各支援員に

必要とされる教育研修体制を検討することを目的とし

ている。 

  

 

２．教育研修体制としてのスーパービジョン 

 

自立相談支援事業で求められる支援は、「生活困

窮者の自立と尊厳の確保」を目指す支援と「地域づく

り」の二つの方向性がある４）。この方向性は、ソーシャ

ルワークにおいては、個別支援から地域の組織化ま

でを一体的に展開するコミュニティソーシャルワーク

の概念、また、ミクロ、メゾ、マクロの領域で展開する

ジェネラリスト・ソーシャルワークの概念に一致する５）。

そのため、自立相談支援事業で求められる支援は、

ソーシャルワークという観点から考えていくことができ

る。 

現代ソーシャルワークの発展において、スーパー

ビジョンが強調されてきた。ここでは、ソーシャルワー

カーに対するスーパービジョンをレビューし、自立相

談支援事業に従事する支援員に対するスーパービジ

ョンの有効性について整理する。 

ソーシャルワークにおいて、スーパービジョンの歴

史は古い。慈善組織協会（COS）で訪問活動を担っ

た友愛訪問員に対して、有給専任の職員が教育指

導したとされており、このような現場での教育がスーパ

ービジョンの始まりと考えられている６）。日本では、戦

後、社会福祉事業法の制定により設置された福祉事

務所において、現業員を指導監督する査察指導員

が置かれ、スーパービジョンを担う職種とされた７）。し

かし、福祉事務所以外では、近年に入るまでスーパ

ービジョンを行うための職種は特段配置されることが

なかった。そのため、日本ではスーパービジョン的取

り組みがあるとされつつも、現場にスーパービジョン

が定着してきていない。 

近年に入って、地域包括支援センターにおける主

任介護支援専門員が対象地域の介護支援専門員に

対するスーパービジョンを行うことが期待されており、

スーパービジョンを行う職種としての位置付けがなさ

れている。また、自立相談支援事業においては、主

任相談支援員が他の支援員に対するスーパーバイ

ザーとして位置付けられることになった８）。さらに、公

益社団法人日本社会福祉士会が 2011 年に認定社

会福祉士制度を制定し、一定の要件を満たす認定社

会福祉士と、追加要件を満たす認定上級社会福祉

士を登録することとなり、今後認定される予定の認定

上級社会福祉士をスーパーバイザーとして位置付け

ることとしている９）。このような流れから、日本では近年

に入って、スーパービジョンに対する期待の高まりが

あるといえる。 

それでは、スーパービジョンには、どのような目的

があり、機能と効果が期待されるのであろうか。スーパ

ービジョンの目的は、「クライエントや地域社会に対し

て適切な福祉サービスを提供することと、これらのサ

ービスの担い手であるソーシャルワーカーの養成訓

練の二つである」１０）とされる。直接的には、ソーシャ

ルワーカーの専門性を高めることになるが、そのこと

によって、クライエントに対するサービスの質を高める

というねらいがある。 

カデューシンは、スーパービジョンの機能を管理機

能、教育機能、支持機能の３つに分類した１１）。管理
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機能は、組織の目的・理念と構造に従って管理するこ

とである。組織は、社会福祉という大きな目的の中で

運営されており、その目的に向けて組織内で職員を

管理する体制はスーパービジョンの重要な要素となる。

ただし、管理は職員に対して権威的に行われるので

はなく、職員と協働すること、職員の活動に無理が生

じないように配慮するという側面もある。 

教育機能は、ソーシャルワーカーが支援の質を高

めるための機能である。機関の目的を達成するため

には、一人ひとりのソーシャルワーカーの力量を高め

ることが不可欠となる。また、ソーシャルワーカーにと

っても力量が高まることで効果的な支援が行えるよう

になることは、自己効力感を高めるといえるだろう。 

支持機能もスーパービジョンには欠かせない。対

人援助として、多様な状況にあるクライエントに関わり

支援を展開する中では、能力不足や限界を感じるこ

と、種々の不安やジレンマ、 挫折感を経験すること

も少なくない。支持機能によって、ソーシャルワーカ

ーを支えることの重要性は高い。 

これらの３機能は、別々になされるものではなく相

互に関連し一体的に働くと考えられている。 

スーパービジョンの効果について、上述した機能

に関連し、バーンアウトの予防、自己覚知もあげられ

る。せっかく経験を重ねた専門職がバーンアウトで休

職や退職となってしまっては、その個人にとっても、

組織にとっても損失が大きい。スーパービジョンはバ

ーンアウトの予防にも効果があるとされる 12)13)。また、

自己覚知について、ソーシャルワーカーなどの対人

援助職は、人間関係を通して支援が行われるため不

可欠とされる。自身だけでは気づき得ない部分もある

ことから、スーパービジョンによる効果が期待される。 

自立相談支援事業において、従事する支援員に

は、ソーシャルワークとしての実践が求められている。

スーパービジョンはソーシャルワーカーに有効とされ

てきたことから、各支援員においても効果があると期

待できる。 

 

 

３.研究概要 

 

（１）調査対象と調査方法 

調査対象は、北海道内で自立相談支援事業の実

施機関に従事する主任相談支援員、相談支援員、

就労支援員とした。 

自立相談支援事業の実施主体は、市と福祉事務

所を設置する町村及び都道府県である。北海道は、

９つの総合振興局と５つの振興局に管轄エリアが分

かれており、それぞれの総合・振興局に自立相談支

援事業を実施する機関が置かれている。総合・振興

局が実施する自立相談支援事業は全て委託型で実

施されており、委託先によっては、支所としての窓口

が分かれている所、複数の団体が共同運営するコン

ソーシアム形式の所がある。北海道の市は、35 市で

ある。市における自立相談支援事業は、直営型と委

託型に分かれるが、１市において市と複数団体の共

同運営が行なわれている。また、委託型において、複

数の市及び総合・振興局が１つの団体に委託してい

る所がある。 

調査方法は、自立相談支援事業の窓口単位で各

支援員及び管理者の予測人数分の調査票を郵送し、

回答済みの調査票を個別に封入した上で、事業所で

集めたものをレターパックで返送いただいた。調査票

送付先は、厚生労働省が公表している自立相談支援

機関相談窓口一覧（2015 年 11 月９日現在）を確認

し、複数の市と総合・振興局が一つの団体に委託し

ている場合の重複を避け、全ての相談窓口とした。調

査票を郵送した相談窓口は 51 ヵ所である。 

調査期間は、2016年２月８日〜18日である。 

 

（２）調査主体と調査内容 

本研究の調査は、北海道大学公共政策学研究セ

ンターに所属するセンター長が研究代表となり、その

研究員である筆者が共同で実施した。 

調査内容は、生活困窮者自立支援法に基づく自

立相談支援事業による支援活動の実態と相談支援

員及び就労支援員の教育・研修体制を把握すること

を目的とし、①基本事項について、②自立相談支援

事業の実施体制について、③自立相談支援事業の

活動実態について、④ケース発見・地域づくりについ

て、⑤教育・研修について、⑥今後の自立相談支援
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事業に対する意見について、である。 

 

（３）倫理的配慮 

調査依頼文書において、調査目的を説明し調査

対象者の自由意志で回答協力をいただいた。調査

票は匿名による回答とし、回答済み調査票を糊付で

きる個別封筒に封入いただき、回答結果が第三者の

目に触れない配慮を行った。集計にあたり、自由記

述に固有名詞が含まれるものは匿名に替え、研究用

のPCにデータ入力を行い、パスワード設定を行い管

理している。 

 

 

４.調査結果 

 

（１）回収数（回収率）及び有効回答数 

郵送した 51 ヵ所の内、42 ヵ所から返送を得た。郵

送件数における回収率は 82.4％である。調査票の回

収は 132 件であった。この内、職種が管理者のみで

あった 12 件と職種が無回答であった２件を除く 118

件に対する集計から分析を行った。 

 

（２）調査対象者の基本属性 

主任相談支援員、相談支援員、就労支援員（以下、 

３職種と略す）の就労形態は、主任相談支援員が

96.9％と、ほぼ常勤であるのに対し、相談支援員、就

労支援の常勤率は８割前後である（表１）。 

３職種の年代は、男女の違いはあるが概ね「30代」

から「60 代以上」に比率が分散し、特に「40 代」が

34.8％と多い（表２）。 

 

（３）資格及び資格を活かした活動年数 

表３から、３職種の所持資格について、職種を担当

する上で主となる所持資格を１つ回答いただいた結

果、「特に無い」が、最多で 32.2％となった。一般社

団法人北海道総合研究調査会が2014年２月に全国

のモデル事業実施自治体に行った調査１４）によると、

主任相談支援員は 15.9％、相談支援員は 29.8％、

就労支援員は 28.0％が特に資格無しであったことか

ら、いずれの職種も今回の調査結果において数値が

上回ったことになる。制度が本実施となって、有資格

者が揃わない実態といえるだろうか。 

有資格者で見ると、「社会福祉士」が 23.5％で最

多である。次に、「社会福祉主事」は資格取得方法の

違いにより分けているが、合わせると 15.7％となる。

全体の約４割が社会福祉相談職としての有資格者で

ある。 

  

（４）活動状況 

３職種において、回答者が現在担当されている支

援件数は、表４の結果となった。「政令市・中核市」で

支援件数が多く、中央値で見ると「一般市」の2.7倍、

「郡部」の４倍ある。 

表１．常勤・非常勤の別       （n=118）       

 主任 

相談支援員 

相談 

支援員 

就労 

支援員 
全体 

常勤 
31 50 20 101 

96.9% 83.3 % 76.9% 85.6% 

非常勤 
1 10 6 17 

3.1% 16.7% 23.1% 14.4% 

合計 
32 60 26 118 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

     

表２．性別と年代            （n=115） 

 
20 代 30 代 40 代 50 代 

60 代

以上 
全体 

男

性 

2 14 20 9 19 64 

3.1% 21.9

% 

31.3

% 

14.1

% 

29.7

% 

100.0

% 

女

性 

2 5 20 18 6 51 

3.9% 9.8% 39.2

% 

35.3

% 

11.8

% 

100.0

% 

合

計 

4 19 40 27 25 115 

3.5% 16.5

% 

34.8

% 

23.5

% 

21.8

% 

100.0

% 

       

表４．自身の支援件数         （n=95）             

 中央値 平均値 標準偏差 

政令市・中核市 24.0 30.4 20.2 

一般市 9.0 12.2 11.7 

郡部（一部一般市含む） 6.0 8.3 5.7 
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（５）相談支援の課題 

相談支援の課題として、担当した又は関わられた

支援において、難しいと感じる項目を３つまで回答し

ていただいた結果を表５に示した。約半数を占めたの

が、「ニーズに対応するサービス（就職、訓練先など

含む）を開拓すること」である。特に、就労支援員では

58.3％と約６割が回答している。相談支援において

出口の確保ともいわれるが、ニーズに対応するサー

ビスを確保すること、就労支援の対象に対しては、就

労・訓練先を確保することが求められる。しかし、確保

されていなければ開拓が必要であり、難しい課題とし

て示された。 

次に高い割合となったのが、「相談者が問題解決

へのモチベーション（意欲）を維持又は向上すること

（46.9％）」である。支援員に求められるのは、相談者

本人に寄り添い、本人のペースで支援を進める伴走

型の支援１５）といわれるが、その際大切にされるのは

相談者が問題を解決しようとするモチベーションであ

る。調査結果から、この部分の支援の難しさが課題と

なっていることがわかる。「相談者の社会生活能力

（身辺自立、金銭管理、社会参加、コミュニケーション、

自己統制など）を理解すること」は、33.6％であった。

相談者が抱える問題だけではなく、社会生活能力を

把握することは時間を掛けて多面的な視点から観る

ことが必要であるため、難しさとしてあげられたと理解

できる。 

３割を超えた回答から、もう１つは「支援を必要とす

る本人と直接関わりを持つこと（とじこもり等のため）

（30.1％）」であった。これは「対象地域において、特

に課題が大きいと思われること」を複数回答で質問し

た結果から、「閉じこもりの問題が多い」との回答が

「政令・中核市（23.3％）」、「一般市（42.6％）」、「郡

部（18.9％）」と、どの地域も閉じこもりの問題が少なく 

ないことと関連する。このような閉じこもり者との関わり

が課題の一つとなっている。 

 表３．主な所持資格と職種                                （n=115）                             

  主任相談支援員 相談支援員 就労支援員 全体 
 

 
特に無い 

7 19 11 37  

 22.6% 32.8% 42.3% 32.2%  

 
社会福祉士 

11 15 1 27  

 35.5% 25.9% 3.8% 23.5%  

 キ ャ リ ア カ ウ ン セ ラ ー

キャリアコンサルタント及びキャリアディベロップアドバイザー含む 

2 8 1 11  

 6.5% 13.8% 3.8% 9.6%  

 
社会福祉主事（大学・短大卒 3 科目該当） 

5 3 2 10  

 16.1% 5.2% 7.7% 8.7%  

 
社会福祉主事（養成機関において取得） 

3 3 2 8  

 9.7% 5.2% 7.7% 7.0%  

 
介護支援専門員 

0 4 3 7  

 0.0% 6.9% 11.5% 6.1%  

 
ファイナンシャルプランナー 

0 2 3 5  

 0.0% 3.4% 11.5% 4.3%  

 
精神保健福祉士 

0 2 0 2  

 0.0% 3.4% .0% 1.7%  

 
キャリアコンサルティング技能士 

0 0 1 1  

 0.0% 0.0% 3.8% 0.9%  

 
その他 

3 2 2 7  

 9.7% 3.4% 7.7% 6.1%  

 
合計 

31 58 26 115  

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
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（６）支援対象の発見及び地域づくりの取り組み 

対象地域において、支援対象の発見及び地域作

りの取り組みについて表６に示した。 

３職種全体で、「関係機関との連携（連絡）会議に

参加している（67.0％）」と「地域の関係機関の窓口

（担当者）へ挨拶訪問等を行い、周知を図っている 

（64.3％）」が６割を超える活動となっている。反面、１

割以下の低い取り組みは、「関係機関との連携を推

進するための仕組みづくりに関わっている（8.9％）」、

「政策提言を行っている（5.4％）」「夜回り等地域巡回

を行っている（0.9％）」であった。  

職種間で特徴的な活動といえるのは、まず、「業務

外に地域の関係者との学習会や懇親会に参加して

いる」である。主任相談支援員は、58.1％と約６割で

あるのに対し、生活支援員が約４割、就労支援員が２

割５分であった。業務外の活動であるため、必ずしも

取り組みを必要とするといえないが、主任相談支援員

においては積極的な活動がうかがえる。 

「雇用先開拓のため企業訪問を行っている」は、就

労支援員において 50.0％と主任相談支援員、相談

支援員に比べ割合が大きい。就労支援員の職責とし 

表５．担当した支援において難しいと感じること（３つまでの複数回答）        （n=118）                 

 
主任相談支援員 相談支援員 就労支援員 全体 

ニーズに対応するサービス（就職、訓練先

など含む）を開拓すること 

17 24 14 55 

54.8% 41.4% 58.3% 48.7% 

相談者が問題解決へのモチベーション（意

欲）を維持又は向上すること 

18 27 8 53 

58.1% 46.6% 33.3% 46.9% 

相談者の社会生活能力（身辺自立、金銭管

理、社会参加、コミュニケーション、自己

統制など）を理解すること 

12 16 10 38 

38.7% 27.6% 41.7% 33.6% 

支援を必要とする本人と直接関わりを持

つこと（とじこもり等のため） 

10 18 6 34 

32.3% 31.0% 25.0% 30.1% 

相談者の心身の状況(健康・障害)を理解す

ること 

4 13 5 22 

12.9% 22.4% 20.8% 19.5% 

終結を判断すること 
4 10 2 16 

12.9% 17.2% 8.3% 14.2% 

相談者との信頼関係を形成し維持すること  
4 8 3 15 

12.9% 13.8% 12.5% 13.3% 

相談者のニーズ及び解決が必要な問題を

総合的に捉えること 

2 11 2 15 

6.5% 19.0% 8.3% 13.3% 

支援計画に基づく支援において相談者の

家族への介入又は協働すること 

1 7 5 13 

3.2% 12.1% 20.8% 11.5% 

相談者の志向(将来への希望等)を理解す

ること 

2 6 4 12 

6.5% 10.3% 16.7% 10.6% 

相談者が支援員の役割を理解して協働す

ること 

3 7 1 11 

9.7% 12.1% 4.2% 9.7% 

支援計画に基づく支援において関係機関

（職場、訓練機関など含む）と協働すること 

2 4 2 8 

6.5% 6.9% 8.3% 7.1% 

相談者と家族及び知人との関係を理解す

ること 

0 3 2 5 

0.0% 5.2% 8.3% 4.4% 

支援計画を立案し相談者の理解と同意（契

約）を得ること 

1 3 1 5 

3.2% 5.2% 4.2% 4.4% 

支援経過を振り返り評価すること 
0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 

0 

0.0% 
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て、雇用先の確保は、重要な課題となっていることが

理解できる。 

「行政との情報交換、検討の機会を設けている」は、

就労支援員が約３割であるのに対し、主任相談支援

員、相談支援員は約５割であった。また、「講演活動 

を行っている」は、相談支援員が 7.0％と他の２職種

に比べて低い結果であった。 

表６の「支援対象の発見及び地域づくりの取り組み」

が業務全体において、何割を占めるか回答いただい

た。その結果、主任相談支援員及び相談支援員の２ 

職種における割合の平均は、2.1（SD1.5）であり、就

労支援員の平均は、3.7（SD2.1）であった。主任相談

支援員及び相談支援員の２職種と就労支援員の平

均の差について、t 検定を行った結果、統計的に有

意な差が確認できた（t（22）= -3.12、 p<.01）。就労

支援員は、表６から「活動を紹介する公報誌等を作成

している（54.2％）」、「雇用先開拓のため企業訪問を

行っている（50.0％）」の回答が他の２職種に比べ大

きい割合となっており、活動の為に外出する頻度も多

くなると考えられ、活動割合の差となっていると推測さ

れる。 

 

（７）スーパービジョン体制 

表７にスーパーバイザーであるか、スーパーバイジ

ーであるか、あるいはスーパービジョン関係が無い・

わからない、の結果を示した。「スーパーバイザーで

ある」のは、主任相談支援員が 38.7％と約４割である

のに対し、相談支援員、就労支援員はいずれも０％

の結果である。「両方の立場である」を含めると主任

相談支援員は約７割がスーパーバイザーとなってい 

表６．支援対象の発見及び地域づくりの取り組み（複数回答）                          （n=118）        

 
主任相談支援員 相談支援員 就労支援員 全体 

関係機関との連携（連絡）会議に参加している  
22 39 14 75 

71.0% 68.4% 58.3% 67.0% 

地域の関係機関の窓口（担当者）へ挨拶訪問

等を行い、周知を図っている 

18 38 16 72 

58.1% 66.7% 66.7% 64.3% 

行政との情報交換、検討の機会を設けている 
15 28 7 50 

48.4% 49.1% 29.2% 44.6% 

活動を紹介する公報誌等を作成している 
12 23 13 48 

38.7% 40.4% 54.2% 42.9% 

業務外に地域の関係者との学習会や懇親会に

参加している 

18 23 6 47 

58.1% 40.4% 25.0% 42.0% 

雇用先開拓のため企業訪問を行っている 
9 10 12 31 

29.0% 17.5% 50.0% 27.7% 

講演活動を行っている 
13 4 8 25 

41.9% 7.0% 33.3% 22.3% 

町内会等住民の集会に参加し啓発している 
7 12 2 21 

22.6% 21.1% 8.3% 18.8% 

社会資源開発として社会参加の場づくりに関

わっている 

8 5 7 20 

25.8% 8.8% 29.2% 17.9% 

関係機関との連携を推進するための仕組みづ

くりに関わっている 

4 4 2 10 

12.9% 7.0% 8.3% 8.9% 

政策提言を行っている 
2 3 1 6 

6.5% 5.3% 4.2% 5.4% 

夜回り等地域巡回を行っている 
0 0 1 1 

0.0% 0.0% 4.2% 0.9% 

その他 
1 3 1 5 

3.2% 5.3% 4.2% 4.5% 
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ることが確認できる。 

３職種全体で、「スーパービジョン関係が無い」、

「わからない」は合わせて 28.6％となる。３割において、

スーパービジョン関係の認識がない結果であった。 

スーパービジョンが行われている場合のスーパー

ビジョンの頻度の結果を表８に示した。３職種全体か

ら「概ね毎日」と「週に１〜２回」を合わせて約６割であ

る。スーパービジョンが行われている場合は、比較的

高頻度に実施されているといえる。 

 

表８．スーパービジョンの頻度    （n=75）           

 スーパーバイザー

である 
スーパーバイジー

である 
両方の立

場である 
全体 

概ね毎日 
1 8 8 17 

9.1% 19.0% 36.4% 22.7% 
週に 

１〜２回 

6 13 8 27 
54.5% 31.0% 36.4% 36.0% 

月に 

１〜２回 

3 18 2 23 

27.3% 42.9% 9.1% 30.7% 

２〜３ヵ

月に１回 

1 3 4 8 

9.1% 7.1% 18.2% 10.7% 

合計 
11 42 22 75 

100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

     

スーパービジョン形態の結果を表９に示した。「個

別（面接）のスーパービジョン」が26.3％であるのに対

し、「集団でのスーパービジョン（69.7％）」は７割であ

った。日本では、集団スーパービジョンが多いといわ

れている１６）が、本調査においてもその結果となった。 

「支援場面に同席・同行しながらのスーパービジョ

ン（31.6％）」は約３割であった。相談者に複数の支

援員が同席・同行し対応する場面があるが、スーパ

ーバイザーがそのような支援場面を活用しスーパー

ビジョンが行われていることがわかる。 

 

表９．スーパービジョン形態（複数回答）（n=76）     

 スーパーバイザー

である 
スーパーバイジー

である 
両方の立場

である 
全体 

個別（面接）

のスーパービジョン  

7 10 3 20 
63.6% 23.8% 13.0% 26.3% 

集団でのスーパービジョン

（ミーティング、会議等に兼ねる場合を含む） 

6 30 17 53 
54.5% 71.4% 73.9% 69.7% 

支援場面に同席・同行  

しながらのスーパービジョン  

2 14 8 24 
18.2% 33.3% 34.8% 31.6% 

     

（８）支援員の専門能力に影響している教育形態 

支援員に求められる専門能力として、公益社団日

本社会福祉士会「認定社会福祉士認証・認定機構」

（以下、機構）が作成しているスーパービジョン機能

表１７）を参照し、a.〜p.までの項目をあげた（表 10）。

機構が作成した機能表を参照した理由は、相談援助

の専門性を持つ社会福祉士に求められる能力を網

羅的にあげていると考えたことからである。機構の機

能表は、スーパービジョンによる効果を確認する指針

としても活用を意図されているが、本調査では、それ

ぞれの項目に対し、「職場内の研修」、「スーパービジ

ョン」、「支援調整会議（ケースカンファレンス）等」、

「先輩及び同僚との関わり」、「職場外の研修」、「自己

研鑽」、「特に無い」のいずれかの内、最も影響を受

けていると思うものを回答いただいた（表 10）。 

以下では、a.~p.の専門能力について、調査結果

からわかる特徴をあげる。「a.支援対象（相談者、家

族等）に対する理解」は、「先輩・同僚との関わり」によ

るものが 33.0％と影響が大きい。「b.地域及び関係組

織に対する理解と対応」は、「先輩・同僚との関わり

（25.0％）」に次いで「職場外の研修（21.0％）」が影

響している。「c.支援技術（技法）に対する理解と習熟」 

 表７．スーパービジョンの立場                                               （n=112）                                              

  主任相談支援員 相談支援員 就労支援員 全体  

 
スーパーバイザーである 

12 0 0 12  

 38.7% .0% .0% 10.7%  

 
スーパーバイジーである 

0 37 8 45  

 .0% 64.9% 33.3% 40.2%  

 
両方の立場である 

10 7 6 23  

 32.3% 12.3% 25.0% 20.5%  

 
スーパービジョン関係が無い 

5 5 6 16  

 16.1% 8.8% 25.0% 14.3%  

 
わからない 

4 8 4 16  

 12.9% 14.0% 16.7% 14.3%  

 
合計 

31 57 24 112  

 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  
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は、「職場外の研修」が 25.4％と大きく、「自己研鑽

（19.4％）」「先輩・同僚との関わり（18.4％）」の順とな

っている。「d.支援過程(展開)に対する理解」は、「ス

ーパービジョン（16.0％）」、「支援調整会議（ケースカ

ンファレンス）等（17.0％）」、「先輩及び同僚との関わ

り（19.0％）」「職場外の研修（17.0％）」「自己研鑽

（19.0％）」とあらゆる機会から影響を受けていること

がわかる。「e.制度・社会資源に対する理解」は、「職

場外の研修（25.5％）」、「自己研鑽（24.5％）」の影響

が大きい。「f.記録作成・活用・管理」は「先輩及び同

僚との関わり（28.2％）」が大きく、「職場内の研修

（23.3％）」と続いている。「g.事例研究による研鑽」は、

「職場内の研修（26.2％）」「職場外の研修（25.2％）」

の影響が大きく、「先輩及び同僚との関わり（6.8％）」

の影響は他の専門能力の項目と比べて小さい。「h.

職場内の業務理解と役割分担」について、「先輩及

び同僚との関わり（49.5％）」が半数を占め、「職場内

の研修（27.2％）」と合わせると約８割となる。「i.業務

遂行の適正化と効率化」は、「先輩及び同僚との関わ

り（36.9％）」に次いで「スーパービジョン（16.5％）」の

影響が大きい。「j.職場内の報告、連絡、相談の実施」

と「k.職場内の協働と良好な人間関係への配慮」は、 

表 10．支援員の専門能力に影響している教育形態 
 職

場
内
の
研
修 

ス
ー
パ
ー
ビ
ジ
ョ
ン 

支
援
調
整
会
議
（
ケ
ー
ス

カ
ン
フ
ァ
レ
ン
ス
）
等 

先
輩
及
び
同
僚
と
の
関

わ
り 

職
場
外
の
研
修 

自
己
研
鑽 

特
に
無
い 

全
体 

a.支援対象（相談者、家族等）に

対する理解 

17 11 17 35 8 13 5 106 

16.0% 10.4% 16.0% 33.0% 7.5% 12.3% 4.7% 100.0% 

b.地域及び関係組織に対する理

解と対応 

16 7 15 25 21 9 7 100 

16.0% 7.0% 15.0% 25.0% 21.0% 9.0% 7.0% 100.0% 

c.支援技術（技法）に対する理解

と習熟 

13 15 6 19 26 20 4 103 

12.6% 14.6% 5.8% 18.4% 25.4% 19.4% 3.9% 100.0% 

d.支援過程(展開)に対する理解 
9 16 17 19 17 19 3 100 

9.0% 16.0% 17.0% 19.0% 17.0% 19.0% 3.0% 100.0% 

e.制度・社会資源に対する理解 
13 4 10 18 26 25 6 102 

12.7% 3.9% 9.8% 17.6% 25.5% 24.5% 5.9% 100.0% 

f.記録作成・活用・管理 
24 3 8 29 6 20 13 103 

23.3% 2.9% 7.8% 28.2% 5.8% 19.4% 12.6% 100.0% 

g.事例研究による研鑽 
27 5 13 7 26 13 12 103 

26.2% 4.9% 12.6% 6.8% 25.2% 12.6% 11.7% 100.0% 

h.職場内の業務理解と役割分担 
28 3 6 51 1 2 12 103 

27.2% 2.9% 5.8% 49.5% 1.0% 1.9% 11.7% 100.0% 

i.業務遂行の適正化と効率化 
14 17 8 38 3 10 13 103 

13.6% 16.5% 7.8% 36.9% 2.9% 9.7% 12.6% 100.0% 

j.職場内の報告、連絡、相談の実

施 

27 5 9 54 2 4 5 106 

25.5% 4.7% 8.5% 50.9% 1.9% 3.8% 4.7% 100.0% 

k.職場内の協働と良好な人間関

係への配慮 

18 4 4 63 1 7 8 105 

17.1% 3.8% 3.8% 60.0% 1.0% 6.7% 7.6% 100.0% 

l.自己理解（自己覚知）の促進 
9 5 1 20 18 39 10 102 

8.8% 4.9% 1.0% 19.6% 17.6% 38.2% 9.8% 100.0% 

m.個人的課題の解決 
8 6 3 25 8 41 11 102 

7.8% 5.9% 2.9% 24.5% 7.8% 40.2% 10.8% 100.0% 

n.悩みの相談、ストレス管理 
9 6 1 46 7 18 18 105 

8.6% 5.7% 1.0% 43.8% 6.7% 17.1% 17.1% 100.0% 

o.職業意識（職業的アイデンティ

ティ）の醸成 

14 6 4 25 17 20 16 102 

13.7% 5.9% 3.9% 24.5% 16.7% 19.6% 15.7% 100.0% 

p.実践倫理の深化 
8 14 6 16 21 16 22 103 

7.8% 13.6% 5.8% 15.5% 20.4% 15.5% 21.4% 100.0% 

＊表中の網掛は、各専門能力に関する教育形態において割合が最大であることを示している。 
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「先輩及び同僚との関わり」がそれぞれ 50.9％、

60.0％と半数を超える影響があり、次に「職場内の研

修」による影響が 25.5％、17.1％となっている。「l.自

己理解（自己覚知）の促進」と「m.個人的課題の解決」

は、「自己研鑽」による影響がそれぞれ 38.2％、

40.2％と約４割である。次いで「先輩及び同僚との関

わり」が 19.6％、24.5％の影響である。「n.悩みの相

談、ストレス管理」では、「先輩及び同僚との関わり

（43.8％）」が大きい。次に「自己研鑽（17.1％）」であ

り、同率で「特に無い（17.1％）」であった。「o.職業意

識（職業的アイデンティティ）の醸成」は、「先輩及び

同僚との関わり（24.5％）」による影響が大きく、「自己

研鑽（19.6％）」と続いている。「p.実践倫理の深化」

について、影響を受けていることが「特に無い」が

21.4％で他の専門能力に関する項目からも最大であ

る。影響があるものとしては「職場外の研修（20.4％）」

が大きいという特徴である。 

この結果から、教育形態について特徴を見ると、

「先輩及び同僚との関わり」の割合が最大となってい

る場合が a.~p.の 16項目中 10項目と最多である。ま

た、30％を超える項目も６項目あり、「先輩及び同僚と

の関わり」による影響が他の教育形態に比べ特に大

きいことがわかる。一方、影響が小さい教育形態は、

「スーパービジョン」と「支援調整会議（ケースカンファ

レンス）等」である。いずれの教育形態も割合が最大

となる項目が無く、また、10％未満の項目が 16 項目

中 11 と 12項目であった。 

 

（９）職務を通じたやりがい 

本調査では、３職種が職務を通じてどのようなこと

からやりがいを感じているかを複数回答で質問した。

職種によって違いがあったが、主任相談支援員、相

談支援員においては、「相談者の問題解決や生活状

況がより良く変化すること」という項目で８割を超える

回答があった。生活困窮者の自立と尊厳の確保を目

標として支援が行われているため、その目標の達成

がやりがいとなっていることは、相談支援員としての職

責に適っている。就労支援員においては、同項目は

40.0％であったが、「相談者と信頼関係を形成するこ

と」が 60.0％と一番多い結果であった。 

（10）職務におけるストレスとスーパービジョンの関係  

これまで最もストレスを感じた場面（職務に限らず）

を「10」とし、ストレスが無い場合を「１」としたリッカート

スケールで回答を求めた。 

職務ストレスとスーパービジョンの関係について、

「スーパーバイザーである」ものを除き、スーパービジ

ョンを「概ね毎日」「週に１〜２回」「月に１〜２回」と高

頻度に受けている群のストレス点数の平均は、6.5

（SD 2.12）であった。「スーパービジョン関係が無い」

「わからない」及びスーパービジョンが「２〜３ヵ月に１

回」の群ではストレス点数が、5.3（SD 2.39）であった。

両群の差について、t 検定から有意差が確認できた

（t（98）=2.55、 p<.05）。この結果において、職務スト

レスとスーパービジョンの関係はスーパービジョンを

高頻度で受けている群が職務ストレスは高いこととな

った。 

 

 

５．考察 

 

（１）自立相談支援事業の支援課題 

本調査は、2016 年２月に実施したものであり、自

立相談支援事業がスタートして１年未満の状況を把

握したものである。 

３職種における支援課題は、表５の分析のように担

当した支援において難しく感じることの回答から理解

できる。３割以上の割合となったのは、「ニーズに対応

するサービス（就職、訓練先など含む）を開拓するこ

と」、「相談者が問題解決へのモチベーション（意欲）

を維持又は向上すること」、「相談者の社会生活能力

（身辺自立、金銭管理、社会参加、コミュニケーション、

自己統制など）を理解すること」、「支援を必要とする

本人と直接関わりを持つこと（とじこもり等のため）」で

ある。いずれも、手順に沿って進められることではな

いだろう。専門的な視点、関わりの技術、ネットワーク

や連携体制の構築など専門的力量が求められる部

分に課題があるといえる。３職種において、主となる

所持資格が「特に無い」との回答が 32.2％であったこ

とから、専門的能力が未確立という場合もあるであろ

う。実践を展開しながら、教育研修を受ける体制を確
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立させることが必要といえる。 

「支援対象の発見及び地域づくりの取り組み（表６）」

から、３職種全体では、「関係機関との連携（連絡）会

議に参加している」「地域の関係機関の窓口（担当者）

へ挨拶訪問等を行い、周知を図っている」がいずれも

６割を超えていた。生活困窮者において、自ら相談に

来られる方ばかりではない。支援が必要な人ほど、地

域に潜在し、発見が必要とされることがある。支援を

必要とする対象を発見するのは、近隣住民や何らか

の関わりを持っている人である。そのような身近な人

の連携、ネットワークが重要となるため、積極的に取

組んでいることの意義は大きい。一方、「政策提言を

行なっている」のはわずかであった。様々な制度や政

策から影響を受けている生活困窮者もいると思われ

ることから、政策提言に取り組むことも求められるので

はないだろうか。 

 

（２）支援員に必要とされる教育体制 

各支援員に必要とされる教育体制について、「支

援員の専門能力に影響している教育形態（表10）」か

ら分析した。 

選択肢で示した教育形態では、「先輩及び同僚と

の関わり」による影響が特に大きい結果であった。先

輩及び同僚は、各支援員にとって身近な存在であり、

支援者モデルとなることや相談がしやすい関係でも

ある。時間や場所、そして立場を気にせず話せること

などは良い面といえる。しかし、スーパービジョンとは

異なり、契約関係がなく教育として責任のある体制で

もない。そのため、支援者として専門能力を高めるう

えで、これだけに期待することはできない。 

一方、「スーパービジョン」による影響は「支援調整

会議（ケースカンファレンス）等」と並び影響が小さい

結果であった。表７から、「スーパーバイジーである」

のは「両方の立場である」を含め全体で 60.7％である。

６割の人が受けているスーパービジョンの影響が大き

くないのはなぜなのであろうか。次の（３）の考察とも

関連するが、スーパービジョンに対する理解、その方

法について課題があるとも考えられる。 

「支援調整会議（ケースカンファレンス）等」は、多

角的な視点から、対象理解と支援方法や専門的関わ

りについて検討する機会となる。調査結果では、影響

が小さいものであったが、スーパービジョンの機会とし

て組織的に位置づけることも有効と考える。 

「自己研鑽」は、自ら専門性を高めるあり方として重

要な位置にある。調査結果では、「l.自己理解（自己

覚知）の促進（38.2％）」と「m.個人的課題の解決

（40.2％）」が約４割と影響が大きい。これらは、支援

員自らが課題として取り組むことであるが、反面、自

分一人では十分な取り組みが難しいとも思われる。特

に自己理解（自己覚知）は、他者からのサポートも得

ながら課題に向き合うために適切な導きが必要と考え

る。自己研鑽を支える教育体制が必要ではないだろ

うか。 

 

（３）求められるスーパービジョンのあり方 

自立相談支援事業で求める方向性は、自立と尊厳

の確保に向けた支援、そして、活動を通じた地域づく

りである。ソーシャルワークでいうならばコミュニティソ

ーシャルワーク、またはジェネラリスト・ソーシャルワー

クとなる。各支援員がソーシャルワーカーとして専門

性を高めるためにスーパービジョンが有効であること

は、「２．教育研修体制としてのスーパービジョン」で

レビューしたとおり歴史的にも明らかになっている。 

しかし、本調査から対象となる３職種において、ス

ーパービジョンは、現時点では有効に機能していな

い。表 10 に示した分析からもスーパービジョンによる

影響の弱さが指摘できる。さらに、職務におけるストレ

スとスーパービジョンの関係の分析において、スーパ

ービジョンを１ヵ月に１度以上受けている高頻度の群

においてストレス点数が高い結果となった。黒川は、

スーパービジョンがストレス要因になることに留意する

必要を述べている１８）。スーパービジョンを受けること

で、スーパーバイジーが支援課題に直面させられる

場合がある。また、スーパーバイザーの指導にプレッ

シャーを感じることも考えられる。これらのストレスは、

スーパーバイジーの成長のために必要な場合もある

が、過度なストレスとなる場合はスーパーバイジーを

困惑させかねない。スーパービジョンは、バーンアウト

を防止する効果も期待されることから、スーパーバイ

ジーのストレス状況とストレス耐性に敏感になる必要
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があるだろう。 

スーパービジョンは支援対象者に対する支援技術

と同様に専門的なスキルが求められる。日本社会福

祉士会では、認定上級社会福祉士が認定社会福祉

士のスーパーバイザーとなる制度を立ち上げており、

今後において、このような機会を活用した研鑽も可能

となる。 

生活困窮者自立支援制度における自立相談支援

事業は、厚生労働省が提言する「全世代・全対象型

地域包括支援」の先駆けといえる。示されたビジョン

を実現するのは、活動に関わる人たちであり、コーデ

ィネーターとなる支援員の働きである。スーパービジョ

ン体制を確立させることは、支援員の力量を高める要

となると考える。 
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論文 

 

認知症高齢者の家族介護者における在宅介護継続の要因 

 

黒澤 直子（北翔大学生涯スポーツ学部） 

 

要旨 

本研究は、認知症高齢者の家族介護者が在宅介護を継続している要因を明らかにし、必要とされる支援を検

討することを目的として、家族介護者への質問紙調査から自由記述を分析しカテゴリー化した。その結果、【周

囲の認知症介護への理解】【介護サービス利用による介護負担軽減】【本人の状態が比較的安定している】【介

護できる(せざるを得ない)状況】【介護者の介護したい思い】【施設ケアへの不安・不信感】【本人の施設拒否や

在宅への希望】【介護できる体力や時間がある】【金銭的不安により施設入所が難しい】【入所検討中】が抽出さ

れた。家族介護者は在宅介護を【介護者の介護したい思い】により肯定的にとらえているケースも多く、【介護サ

ービス利用による介護負担軽減】や【周囲の認知症介護への理解】への支援とともに、【施設ケアへの不安・不

信感】や【金銭的不安により施設入所が難しい】という不安への対応などが求められる。そのためには地域の関

連機関が連携し、認知症高齢者本人と家族介護者の双方への支援を同時に検討する必要があると考えられる。 

 

キーワード： 認知症 家族介護者 在宅介護継続 支援 

 

１．はじめに 

 

厚生労働省は 2015 年に策定した「認知症施策推

進総合戦略(新オレンジプラン)」1)のなかで、認知症

の人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域

のよい環境で自分らしく暮らし続けることができる社会

の実現を目指すことを基本的考え方としている。認知

症高齢者に と っ て の 環 境の変化 は BPSD

（ Behavioral and Psychological Symptoms of 

Dementia;認知症の行動・心理症状）を誘発し、精

神的安定に大きな影響を与えやすい。そのため、認

知症高齢者のケアにおいては、急激な環境の変化を

避け、安心して生活できるケア環境の整備を行うこと

が必要とされる。また、認知症であっても不安感や親

近感といった感情負荷の強い記憶は継続するとされ

る 2)。しかし、心身にかかる介護負担により在宅介護

を継続できず、高齢者介護施設等での施設ケアの利

用を望む家族も多い。要介護認定者のうち日常生活

自立度Ⅱ以上の認知症高齢者は、介護施設や医療

機関よりも居宅で生活している割合が高い 3)。2015

年の介護保険法改正により特別養護老人ホームへの

入所は原則として要介護 3 以上とされ、認知症のみ

で身体的な介護が必要ないとされる状況の高齢者に

とっては、さらに入所が難しい状況となったといえる。 

認知症高齢者の家族介護者に焦点を当てた研究

は増加しているものの、介護の受け止め方と支援方

法は別々に議論されてきた。家族支援プログラムの

開発や家族を対象とした電話相談の実践等すぐれた

支援方法が研究されている 4)5)。しかし、認知症の診

断を受けただけで途方にくれ、このような支援に結び

ついていない家族介護者が存在している現実がある。

認知症高齢者の家族介護者は、BPSD と向き合いな

がら介護を行い、認知症の進行と共に起こる性格特

性の変化等の家族として受け入れがたい状況のなか

で、周囲の理解も得られず孤立しがちとなる状況があ

る。認知症高齢者を介護する家族は「第二の患者」と

もいわれ、家族は介護に疲れ、将来を悲観し、虐待

や心中に至るケースもある 6)。また、家族介護者を支
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えられるのは、同じ立場にある家族介護者であり、専

門職、そして周囲の人々である 7)。特にわが国におい

ては、いまだに認知症の認識として、身内の恥として

考え、周囲にさらすことは避けたいという考え方も根

強い。また他者へ相談することに不慣れであるという

国民性もある。そのため、困難な状況を家族のなかで

抱え込み、悲劇に至るケースが後を絶たない。このよ

うな背景をみると、在宅で介護を行っている家族介護

者に対して適切に介入し、支援につなげる方法を検

討することは重要な課題である。 

本研究は、家族介護者の支援においてどのような

体制つくりが必要かを検討することを目的とした家族

介護者の実態と課題を明らかにするための調査の中

から、在宅介護継続中のケースに焦点をあて、その

要因を明らかにし、家族介護者への支援のあり方に

ついて示唆を得ることを目的とした。 

 

 

２．方法 

 

（１）調査の概要 

北海道認知症の人を支える家族の会の協力を得

て質問紙調査を実施した。調査対象者は、現在また

は過去に認知症の家族を介護している(いた)人であ

る。家族会支部を通して質問紙を配布し、郵送により

回収した。調査期間は、2013年 10月～11月であっ

た。550部配布し、回収数 341部(62％)であった。 

 

（２）倫理的配慮 

倫理的配慮として、回答内容から個人が特定され

ることはないこと、研究以外の目的では使用しないこ

とを書面で説明し、同意を得た場合に返送を依頼し

た。また、北海道認知症の人を支える家族の会に調

査内容の発表に関して同意を得た。 

  

 

３．調査結果 

 

（１）分析対象者の基本属性 

調査時点で在宅介護を継続していると答えた家族

介護者 124 人を分析対象者とした。女性 94 人

(75.8％)、男性 30 人(24.2％)、年齢は 60 代 46 人

(37.1％)、70代 31人(25.0％)、50代 29人(23.4％)

の順に多かった。続柄では、多い順に娘 49 人

(39.5％)、妻 33人(26.6％)、息子の妻 28人(22.5％)、

夫 16人(12.9％)であった。 

在宅で介護されている認知症の人の性別では、女

性 83 人(66.9％)、男性 41 人(33.1％)、年齢は、80

代 53人(42.7％)、70代 35人(28.3％)、90代 25人

(20.1％)の順に多かった。介護度は要介護 1～5 が

ほとんどを占めており順に、26 人(21.0％)、18 人

(14.5％)、21 人(16.9％)、16 人(12.9％)、22 人

(17.7％)であった。現在の診断名は「アルツハイマー」

74 人(59.7％)と半数以上を占め、「脳血管性」20 人

(16.1％)、「わからない・未診断」12 人(9.7％)であっ

た。 

 

（２）内容分析 

現在、在宅介護を継続していると回答した家族介

護者 124 人の記述データから、在宅介護を継続して

いる要因を分析した結果、10 カテゴリーと 31 サブカ

テゴリ―が抽出された（表１）。なお、【 】はカテゴリー、

＜ ＞はサブカテゴリ―、「 」は記述データを示す。 

 

１）【周囲の認知症介護への理解】 

在宅での介護を行っている家族介護者には、「食

事の支度や買い物も義姉が頻繁にしてくれています」

と具体的な介護への手助けはもちろん、「遠方の兄弟

も介護の大変さを理解してくれ、口を出さず私を尊重

してくれていることで私なりの介護ができていると思っ

ている」「妹が悩みを聞いてくれたり、何かと協力して

くれているので助かっている」というように＜他の家族

や親族の介護への理解＞が介護負担の軽減に大き

く影響する。また、介護への理解は家族や親族だけ

でなく＜友人や近所の人の介護への理解＞と周囲の

人から理解されていることが重要であることがわかる。 
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カテゴリー サブカテゴリ― 記述データ(一部抜粋)

・遠方の兄弟も介護の大変さを理解してくれ、口を出さず私を尊重してくれていることで、私なりの

介護ができていると思っている

・食事の支度や買い物も義姉が頻繁にしてくれています

・介護ストレスを抱えていたとき、兄嫁が察知し旅行に連れ出してくれたことで介護が継続できた

・妹が悩みを聞いてくれたり、何かと協力してくれているので助かっている

・近くには、介護家族の存在や理解してくれる友人の存在も大きく、在宅介護の継続を維持でき

ている

・近所には在宅介護している人がいるので、このくらいのことでと思ってしまいます

・友人や近所の人に助けられているので

・週4日デイサービス、1か月1～2週間のショートを利用しながら介護の負担を軽くするようにしてい

ます

・デイサービスやショートステイの利用により、現在は在宅介護が可能である

・デイやショートを使い、自分の時間もある

・デイサービスを毎日利用することでやっておれます

・デイサービスに助けられています。週4回通ってます

・デイへ週2日から始まり、現在は週5日まったく拒否することなく行っておりますので、大変助かっ

ております

・併設の小規模多機能型居宅介護施設のサービスを受けることができていること、またその内容

が良質であること

・小規模多機能サービスを利用しているが、デイの時間延長やお泊りを組み合わせて利用できる

ことでもう少し在宅での介護が可能かと思っている

・平日は小規模の泊りを利用し、週末祝日を自宅で介護している

・週2日訪問診療、入浴介助週1回受けている。現在は介護ヘルパーさんのお世話を頂き助かっ

ている

・デイサービス、ショートステイ、かかりつけ医の往診、訪問リハビリを利用して同じリズムで生活で

きている

・介護サービスが基盤にあってのことと思うし、ケアマネジャーや介護スタッフの支えは欠くことが

できない

・ケアマネジャーさんや訪問看護師の方にもお世話になりながら見守っていければいいなと思っ

ています

・本人に全く病気のないこと、自分の足で立てること

・少し足が弱くなりましたが、ゆっくりと杖はつかずに歩けています

・今のところ、自分で家のなかで歩くことができる

・認知の症状が出てからまだ日も浅く、自分でできることもたくさんあるので、今のところ、介護の負

担も重責とは感じていない

・意思疎通があり、本人への可能な限りの介護ができる

・手引き歩行まで回復したため、何とか介護しており

・今は薬で落ち着いて、気持ちが緩くなってきました

・薬を飲むようになってからは、ずいぶん変わりました

・少しずつですが、自分のことができるので、トイレは自分の足でできているので、

・幸いにトイレは何度も通ったり(全介助ですが)ですが、自分で下着も下げ、何とか排尿便するの

が一番の理由と思います

・自分で風呂にも入れて、トイレなど下着などまだ汚さず時々洗濯機も自分で使っています

・姑さんがだんだん穏やかになり

・色々ありますが、義父は明るく楽しい人なので、私も助けられているところもあります

・ケンカをしながら互いに思いやったり、近頃ではヒステリーも起こさなくなり、少し安定しているの

かと思っております

・私のことを認識し、私や夫、施設の方への感謝を忘れず、「ありがとう、お世話になります」の言

葉を常に口に出して言ってくれます

・次女(63歳)が同居しておりますので、どうにか在宅介護を続けておられます

・2人で面倒を在宅でみて

・家族の中に介護ヘルパーをしている姉がいたため

・物忘れまでも折り合える家族ケアがそれなりに継続できるようになったため

・(介護サービスをすべて)1本化してスムーズに現在は流れています

・介護をして1，2年は大変だったけど、今は少し慣れてきたので

・誰も見てくれる人がいません

・実の息子、娘は自分の母親がアルツハイマーであることを認識できず

・母一人にできない

・わがままいっぱいの母は口汚い言葉で世話になっている者を罵るのです。それでも母親なので

我慢しています

・夫が自分の親を施設等に入れることなど考えてなく家で最期まで見るつもりでいます。嫁が介護

するのが当たり前だと思っていて、施設入所は全然考えていないからです

・一人の生活になることの覚悟がまだできていない、孤独が怖いという気持ちが強い

３）

本人の状態が比較

的安定している

まだ介護負担が少な

い時期

服薬などで状態が改

善した

排泄の介助に負担が

少ない

本人の精神状態がよ

い

４）

介護できる(せざるを

得ない)状況

複数の介護者の存在

在宅での介護がス

ムーズにできるように

なった

介護せざるを得ない

状況

表1　在宅介護継続の要因

１）

周囲の認知症介護

への理解

他の家族や親族の介

護への理解

友人や近所の人の介

護への理解

２）

介護サービス利用に

よる介護負担軽減

デイサービス・ショート

ステイ利用

デイサービスの複数

日利用

小規模多機能型の利

用

複数の介護サービス

の利用
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(表1つづき)

カテゴリー サブカテゴリ― 記述データ(一部抜粋)
・自分たちでお世話したいから

・いつもとても温かく見守って支えてくれた両親(私からすると義親ですが)なので、お手伝いがで
きればと思い介護に至っています

・私自身が後悔したくないので
・夫と最期までいたいから。できる限り介護しようと思う

・私自身、精一杯、義母のために最善を尽くしたという気持ちを持ちたいと思っているから

・1日でも長く一緒の生活がしたいという気持ち。夫の介護が自分自身の生きがいになっている

・自分自身で何もできず訴えることもできないので、そばにいて介護しています。生活しているとか

わいいです。いとしいです
・今後よっぽど大変にならない限りは家での介護を続けたいと思っています。サービスを利用しな

がら、最後まで一緒に過ごせたらと願っています
・自分のできるうちはずっと一緒にいたいと思っております

・本人ことを考えると少しでも長く家にいて生活させてやりたいと思っています。1日でも長くいられ
るようにと思っています

・自分の家で自分らしく生きてほしいと願っているから
・最後の時を迎えるまで、自分の人生をよい人生だったという気持ちで過ごしてほしいと願ってい
るから

・住んでいる家が母の持ち家であることで自分の家で終末期まで迎えることが一番の希望と思い

・住み慣れた環境がいいと思ったからです。本人が自宅に居たがります
・本人の住み慣れた家で土地で暮らしたいとの思いがあるので、希望に沿って生活できるようにし

たい。本人の希望を知っているだけに、別の道を行くことは私にはできないし、このまま進んでいく
しかないし、やり遂げることが私自身のためかと思います

・父親の体力のある限りと90歳くらいまでの2つの要因で長年連れ添った母の面倒をみる希望が
あるので
・本人が昔から在宅での介護と自宅で死ぬことを強く希望。難聴のため、どこへ行っても寂しい思

いをするので、なるべく希望に沿ってやりたいと思っている
・妻も在宅を望んでいました。私も家内を介護してともに生きる喜びがありました

・母を亡くなるまで一緒に居たい、介護したいと思っています。母もそれを望んでいると思います

・家族(妻)としての義務と責任と思いやりです。夫が家に居たい希望であること

・老いていく母の姿をみるとなんかかわいそうで最後まで面倒を見てやりたいと思っています

・残り少ないと思うと、嫌がるところへ入れるのはかわいそうだと思う
・老人ホームにと思い、見学しても、自分の親をあの中に入れるのはいくら普段ケンカしていても

かわいそう、悪いと思う
・在宅のほうが進行も遅くリラックスしている。持病の薬など微妙な調整も必要なので、ほかの人に

任せる気にならない
・一般的に入所を境に寝たきりになることが多くなる。在宅では負担は大きいが、手引き歩行の維

持に心がけ、寝たきり状態にならないようにしている
・施設入所すると寝たきり状態に早くなるのではないかとの不安

・ある施設で介助している人が食事を食べさせるのに頬を叩いて口を無理に開け押し込んでいる
のを見たとき、おむつ交換の際に2人で話しながら替えているのを見たこと、このような尊厳のない
様子をみてしまったこと

・特養入所中の夫は嘔吐を繰り返し、ほかにも気になる件が多々あり、在宅を選びました。今は良
かったと言えます

・本人が老人施設には入らない、入りたくないと頑固なので、私たちも考えていません
・本人(実母97歳)が施設に対して全く希望しない

・実母が「施設に入るなら死んだほうがいい」というので在宅介護をしています
・本人が人と接したり、会話をすることが得意じゃない性格のため、デイサービスもケアマネも頼め

ない。家が一番好きで、他人との会話も得意ではないため
・自分は一人でずっと生活しているんだから体はどこも悪くないし、他人が家に入ることが迷惑と
言い、頑固に何も利用することはないと言っています

・ショートステイを利用しても、自宅に帰りたくなり、大声を出したり、暴れたりして手に負えなくなり
ます。そのため自宅に連れて帰ることになってしまいます

・(ショートステイも)本人はなかなか馴染まず、家に帰りたがるので困っております
・本人の強い希望によるもの。自分の家があるのに、他へ行く必要ない、誰にも世話になっていな

い、迷惑もかけていない
・本人が知らない人が集まるところを好まないため

・在宅で暮らしたいという母の希望があるため
・父親との約束でした。この家で最期まで見てほしいと遺言でした
・身の回りのことに介助がいらないこと、まだ軽いほうだと思っております

７）
本人の施設拒否や

在宅への希望

施設入所への本人の
強い拒否

本人の拒否により介

護サービス全般が利
用できない

在宅への本人の強い
希望

５）

介護者の介護したい
思い

介護したいという介護

者の思い

自分の家で最期まで

暮らさせてあげたいと
いう願い

本人や親族の希望に
沿いたいという介護者

の思い

６）
施設ケアへの不安・

不信感

施設に入所させるの
はかわいそう

施設入所による状態
悪化の不安がある

入所施設への不信感
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２）【介護サービス利用による介護負担軽減】 

介護サービスの組み合わせとして多いのは＜デイ

サービス・ショートステイ利用＞である。普段は日中デ

イサービスを利用し、月に数日のショートステイ利用

により、介護者は休養を取ったり、趣味活動を行う。

介護度が重度になるにつれて、＜デイサービスの複

数日利用＞も目立つ。休日以外のほぼ毎日利用す

ることでなんとか在宅介護を継続している。また＜小

規模多機能型の利用＞では、「小規模多機能サービ

スを利用しているが、デイの時間延長やお泊りを組み

合わせて利用できることでもう少し在宅での介護が可

能かと思っている」「平日は小規模の泊りを利用し、週

末祝日を自宅で介護している」というようにその柔軟

なサービス利用が可能である利点を生かしている。そ

の他に＜複数の介護サービスの利用＞では、介護ヘ

ルパー、入浴介助とそれぞれの生活に合わせた介護 

 

サービスの利用や、訪問リハビリ、訪問看護などの医

療系の訪問サービス、訪問診療によるかかりつけ医

の存在や、介護サービスをコーディネートするケアマ

ネジャーの存在も挙げられている。 

 

３）【本人の状態が比較的安定している】 

「今のところ、自分で家のなかを歩くことができる」

「意思疎通があり、本人への可能な限りの介護ができ

る」というように身体的にも精神的にも＜まだ介護負

担が少ない時期＞と介護者自身が認識している状況

が在宅での介護を続けられる要因となっている。また、

一旦悪くなった状況が、＜服薬などで状態が改善し

た＞ことで在宅介護を続けられるように転換することも

ある。「少しずつですが、自分のことができるので、トイ

レは自分の足でできているので」「幸いにトイレは何度

も通ったり(全介助)ですが、自分で下着も下げ、何と

(表1つづき)
カテゴリー サブカテゴリ― 記述データ(一部抜粋)

・私が専業主婦であること、健康であること
・母と二人暮らしで私も会社を退職したので手がある

・仕事をやめ、母と二人で介護しているが、同居をしていないので、続けられていると思う

・幸い私たちは退職しており、時間がある。私は長年保健婦をしていたので、制度や病状に知識
がある
・仕事をやめて札幌から出てきたので、ギリギリまで頑張ってみようと思います
・私もいろんなサークル、ウォーキングと頑張っています
・手を離れている時間がホッとします
・私自身もヘルパーの資格があるので、今のところは介護に役立っている
・私の体が持ちこたえていることです
・介護する側が年下で体力もあり、在宅でも今のところ生活が成り立っている
・今現在の経済的問題です
・お金がないので入所できない
・経済的に無理
・金額的にも国民年金では難しい
・施設に入れようと思っても、デイを利用するだけでも金銭的に無理でした。施設には13万円以上
かかります。とても15,6万円の年金では生活していけません
・お金がかかりすぎてまだ申請していません

・入所には月の金額が結構かかるようで、国民年金ではなかなか入ることが難しいようです

・施設に入所となったとき、どの程度の費用が必要なのか気になります
・限界ですので、施設の入所を考えているところです
・時間がなく、施設を見学できないので、1日延ばしになっている
・最近は施設入所を考えている。体がしんどい
・特養2か所には2年前に申し込んでいます
・施設入所を望み申し込みをしておりますが、なかなか入ることができません
・施設への入所を待っている
・特養に入居できないため、ショートステイでつないでいる
・施設に空きがない
・今後のために施設入所の手続きはしています
・少しずつでも施設等に泊まることに慣れてほしいと思っております
・施設も考えのなかに入っている

・もっと物忘れがひどくなり、私を忘れ自分の状況がわからなくなったら考えたいと思います

９）
金銭的不安により施
設入所が難しい

経済的状況により施
設入所が難しい

金銭的不安により施
設入所を考えられな
い

10）
入所検討中

施設入所を具体的に
検討中

すでに入所申込中
(空きがなく入所でき
ていない)

今後施設入所への移
行を検討

８）
介護できる体力や時
間などがある

介護に使える時間が
ある

介護者の趣味や資格
等の存在

介護できる体力があ
る
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か排尿便できているのが一番の理由と思います」と介

護負担が重いとされる排泄介助に関して＜排泄の介

助に負担が少ない＞ことが在宅介護を継続できてい

る要因という答えもある。認知症の進行に伴って、言

動や行動が激しくなる時期から「姑さんがだんだん穏

やかになり」という変化があったり、「私のことを認識し、

私や夫、施設の方への感謝を忘れず『ありがとう、お

世話になります』の言葉を常に口にして言ってくれま

す」というように＜本人の精神的状態がよい＞ことは

介護者にも大きく影響する。 

 

４）【介護できる(せざるを得ない)状況】 

＜複数の介護者の存在＞は 1 人だけで介護を抱

え込むことがなく相談相手も側にいるという利点があ

る。「(介護サービスをすべて)1本化してスムーズに現

在は流れています」「介護をして 1、2年は大変だった

けど、今は少し慣れてきたので」と、在宅介護を始め

てから試行錯誤をした結果＜在宅での介護がスムー

ズにできるようになった＞ことも要因となる。これらのよ

うに主に介護負担が軽減されていることが理由となる

ことだけでなく、＜介護せざるを得ない状況＞のため

介護しているという介護者も多いのが現状である。

「誰も見てくれる人がいません」「実の息子、娘は自分

の母親がアルツハイマーであることを認識できず」と

いうように、介護者が一人抱え込んでいる深刻な状況

もうかがえる。 

 

５）【介護者の介護したい思い】 

＜介護したいという介護者の思い＞が綴られてい

る回答が最も多かった。「私自身が後悔したくないの

で」「１日でも長く一緒の生活がしたいという気持ち。

夫の介護が自分自身の生きがいになっている」という

ように、介護者の後悔したくない気持ちや被介護者

への思い、介護自体が生きがいとなっているなど、介

護者の強い思いがわかる。また、本人のことを思って

＜自分の家で最期まで暮らさせてあげたいという願い

＞もある。「自分の家で自分らしく生きてほしいと願っ

ているから」「住んでいる家が母の持ち家であることで

自分の家で終末期まで迎えることが一番の希望と思

い」など、自宅へのこだわりもうかがえる。＜本人や親

族の希望に沿いたいという介護者の思い＞もある。本

人や親族の希望を介護者が受け入れる形での介護

であったり、本人の希望に沿いたいという介護者の積

極的な希望であったりと、記述からは介護者の微妙な

心境がうかがえる。 

 

６）【施設ケアへの不安・不信感】 

＜施設に入所させるのはかわいそう＞と施設入所

への否定的な思いによるものや、「施設入所すると寝

たきり状態に早くなるのではないかとの不安」など、＜

施設入所による状態悪化の不安がある＞ことで在宅

介護を継続しているケース、実際に入所したときの様

子や施設で見た場面により＜入所施設への不信感

＞として入所施設全般の不信へつながる場合もある。 

 

７）【本人の施設拒否や在宅への希望】 

前述のような施設への不信感からか「実母が『施設

に入るなら死んだほうがいい』というので在宅介護をし

ています」「本人が老人施設には入らない、入りたくな

いと頑固なので、私たちも考えていません」と＜施設

入所への本人の強い拒否＞による場合もある。また、

施設入所することに対してだけでなく、「本人が人と

接したり、会話をするのが得意じゃない性格のため、

デイサービスもケアマネも頼めない。家が一番好きで、

他人との会話も得意ではないため」「(ショートステイ

も)本人はなかなか馴染まず、家に帰りたがるので困

っております」というように、＜本人の拒否により介護

サービス全般が利用できない＞ケースもある。＜在宅

への本人の強い希望＞により、在宅介護以外を選択

できないケースもある。 

 

８）【介護できる体力や時間がある】 

介護者の状況が在宅介護を継続することには大き

く影響する。「私が専業主婦であること、健康であるこ

と」「母と二人暮らしで私も会社を退職したので手があ

る」と＜介護に使える時間がある＞ため、介護を継続

北海道地域福祉研究　第19巻

58



 

 

しているという回答がある。＜介護者の趣味や資格等

の存在＞により介護から離れてホッとできる時間があ

ったり、介護の方法を知っていることが役に立つことも

ある。また、「私の体が持ちこたえていることです」「介

護する側が年下で体力もあり、在宅でも今のところ生

活が成り立っている」と、在宅介護を継続していくため

には、介護者の体力によるところが大きいこともうかが

える。 

 

９）【金銭的不安により施設入所が難しい】 

施設入所を躊躇う理由は金銭的なことも関係する。

「お金がないので入所できない」「金額的にも国民年

金では難しい」と率直に＜経済的状況により施設入

所が難しい＞ことが記述されている。また、「お金がか

かりすぎてまだ申請していません」と＜金銭的不安に

より施設入所を考えられない＞状況もある。 

 

１０）【入所検討中】 

一方で、すでに施設入所に向けて動いている介護

者も多い。「限界ですので、施設の入所を考えている

ところです」「最近は施設入所を考えている。体がしん

どい」というように＜施設入所を具体的に検討中＞で

ある介護者もいる。「特養２か所には２年前から申し込

んでいます」「施設入所を望み申し込みをしておりま

すが、なかなか入ることができません」というように＜

すでに入所申込中(空きがなく入所できていない)＞

状況にある人も多いことがわかる。また、在宅介護か

ら＜今後施設入所への移行を検討＞している場合も

ある。 

 

 

４．考察 

 

介護が必要になったときに、介護保険を申請し、介

護サービスを利用できることは、介護保険制度ができ

て 15 年が経過し広く知られるようになっているが、認

知症高齢者の在宅介護を継続していくためには介護

サービスがあるということだけは難しいことがよくわか

る。家族、親族、友人、近所の人という周囲からの介

護への理解があってこそ在宅介護を継続していける

というのが【周囲の認知症介護への理解】に表れてい

る。介護の悩みを聞いてくれたり、介護の大変さを理

解してくれたりという精神的な支えが介護を継続して

いくためには重要な要因となる。周囲の理解があった

うえで【介護サービスの利用による介護負担軽減】が、

実際の身体的・精神的介護負担の軽減に役立つ。特

に長年、在宅介護を続けている介護者はさまざまな

介護サービスの組み合わせを試みながら、介護を続

けられる状況を作っているといえる。 

認知症の人本人の歩行や排泄の状況、精神状況

などが介護者の介護負担感には大きく影響すること

がわかるのが【本人の状態が比較的安定している】で

ある。また、【介護できる(せざるを得ない)状況】では、

認知症の初期では、介護負担感を大きく抱えていて

も、その進行状況や服薬、介護状況への適応などに

より、認知症は進行しても介護者の介護負担感は軽

減されるという現象も起こりうることがわかる。 

在宅介護を継続している要因として、最も多く挙げ

られていたのは【介護者の介護したい思い】である。

介護者の認知症の人への強い思いや、本人の希望

に沿いたいという、在宅介護継続への積極的で肯定

的な思いと、【施設ケアへの不安・不信感】という施設

への不信感や施設入所はかわいそうという、施設入

所への否定的な考えが在宅介護を継続させていると

いう２つの思いが存在する。このような施設への不信

感や施設入所はかわいそうという考え方は【本人の施

設拒否や在宅への希望】という形でも表れている。本

人が強く拒否することで、施設入所どころか、在宅介

護を継続させるために不可欠であるともいえる介護サ

ービス全般が利用できない状況に陥ることさえある。

それでもどうすることもできずに介護を自宅で抱え込

んでしまっている家族介護者の姿がみえる。 

また、物理的状況ともいえることが在宅介護継続に

影響している。【介護できる体力や時間がある】では、

介護者の介護に使える時間や、介護に耐えうる健康

状態があるという状況であり、介護に使える時間の創
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出のために仕事をやめたという記述もある。厚生労働

省は、介護休業などの制度の見直しにより、介護と仕

事の両立支援を進めるとしているが 8)、認知症の人の

BPSD への対応などを考えるとより一層の介護サー

ビスの充実と組み合わせなければ両立は難しい。【金

銭的不安により施設入所が難しい】は在宅介護から

施設入所へ移行するために必須となる金銭的な都合

がつかないという状況である。しかし、施設入所できる

金銭的都合がついたとしても【入所検討中】というよう

に、特別養護老人ホームなどでは入所申し込みをし

ても空きがなく希望通りに施設入所に移行できない

状況がある。また、現在在宅介護を継続している家族

介護者も、施設入所への移行の時期を検討している

ケースは多い。 

分析対象者 124 人のなかで５年以上の在宅介護

を継続している人が半数以上、そのうち２割弱が 10

年以上となっている。このように長期の在宅介護を継

続している人が大半であるためか、複数の分析項目

が記述されているケースが目立った。長期間の介護

生活の中で、様々なことに折り合いをつけながら、自

分たちの生活様式に合わせた在宅介護の形を模索

しているのではないだろうか。 

 

 

５．結語 

 

今回の研究では、認知症高齢者の家族介護者が

在宅介護を継続している要因を分析し検討すること

ができた。自由記述からは、長年にわたる在宅介護

のなかで、介護の方法や介護サービスの利用の仕方、

本人の状態が変化していくこともわかる。認知症発症

の初期の頃には、本人の変化を受け止めきれない戸

惑いや不安とともに、どのように介護を行えばよいか

模索し、家族介護者自身の生活をも大きく変えること

にストレスを抱えるが、介護保険を申請し介護サービ

スを利用しながら、介護生活や本人の変化を受け入

れることにより、認知症の症状が安定してくるケースも

少なくないと考えられる。また、家族介護者は介護す

ることを否定的にとらえるというよりは、むしろ「介護し

たい」という肯定的で積極的な強い思いを持っている

人が多いことがわかった。初期の困惑を支え、在宅介

護生活が安定するよう介護サービスをコーディネート

し、家族介護者の「介護したい」思いを支持するという

支援の仕方も検討していく必要がある。 

しかし一方で、「今のところ」という記述も目立った。

「今のところ」は様々な要因により何とか在宅介護を継

続できているが、今後はどうなるかわからないという意

味で使われている。「この先あと何年介護が続くかわ

かりません」「いつまでこの状態が続けられるか不安

でもある」「自分も年老いてきましたのでこれからが心

配になっております」と今後の不安を綴る記述も複数

見られた。不安を抱えながらも介護したい思いを抱え

何とか在宅介護を継続しているが、入所を申請しても

いつ実際に入れるかわからないことがさらなる不安に

つながる。 

認知症高齢者が地域で暮らし続けることを支援す

るための要件の１つとして「介護家族支援」が挙げら

れているが、認知症高齢者の家族を支援することが

重要であることは認識されていても、認知症高齢者本

人を支援するための活動が優先される結果、家族支

援を行うところまで手が回らない現実があるとの指摘

もある 9)。また、認知症高齢者の長期在宅療養を支え

るための条件として宮原他 10）は、介護者の確保、介

護者の介護知識や技術の向上、中重度認知症に対

応する通所介護・リハビリテーション、ショートステイ、

訪問看護などのサービスの積極的な利用、在宅支援

に熱心な主治医やケアマネジャーの存在、地域連携

パスの整備が必要としている。本人の状態や家族の

希望に合致する介護サービスの紹介やコーディネー

トはケアマネジャーの力量によるところも大きく、家族

介護者だけでは対応しきれない部分でもある。 

認知症高齢者本人への支援と家族介護者への支

援を分けて考えるのではなく、本人への支援とともに

家族への支援も行えるように同時に整備を進める必

要がある。在宅介護のなかで一番身近な専門職とな

り得るケアマネジャー個人の力量に頼るのではなく、
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地域包括支援センターや認知症疾患医療センター

などが連携して、認知症高齢者本人と家族介護者と

を同時に支援していく仕組みを構築することが望まれ

る。 
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論文 

 

有償ボランティア組織による支え合いは可能か 

―過疎自治体における新総合事業への対応― 

 

 

杉岡 直人（北星学園大学社会福祉学部） 

大原 昌明（北星学園大学経済学部） 

畠山 明子（北星学園大学社会福祉学部･非常勤講師） 

 

要旨 

要支援者向けサービスの見直しにおいて保険者＝自治体の責任のもと、過疎地域では（事業者の経営が厳

しくなるなかで）住民の支え合い活動（有償ボランティアサービス）が課題とならざるをえない。本稿の目的は、自

治体がこの問題をどのように取り組むことになるのかを自治体アンケート調査と先駆的事例調査によって課題を

明らかにすることにある。アンケート調査の結果は、すでに知られているように、大半が検討に入ることを先延ば

しにしている現状を浮き彫りにするものであったが、行政サイドの専門職の確保を含めたマンパワーの不足が絶

対的なネックを生じており、福祉関係団体や NPO団体の動きも目立ったものはみられない。 

先駆的な取り組みを実施している自治体や社会福祉協議会の事例調査から得られた結果は、過疎地域では

新たな組織をつくりだすのではなく、ビジョンを示しながら既存の団体への働きかけの工夫と住民自治の意識を

強く促すことの重要性である。 

 

キーワード： 過疎自治体 介護予防・日常生活支援総合事業 ボランティア  

生活支援コーディネーター 介護予防 

 

１．研究の背景と目的 

 

北海道は、過疎地域自立促進特別措置法に基づ

く過疎自治体が 179市町村のうち 149市町村を数え

ており、全自治体の 8 割以上を占めている。2015 年

度の介護保険制度の改正にともない、地域支援事業

のなかで再編される要支援の高齢者向けサービス

（介護予防・日常生活支援総合事業、以下、「新総合

事業」とする）は、2017 年度から本格実施されること

になっている。この問題は、介護保険事業からのサー

ビスの切り離しを基本としているために、自治体の取

り組み方針と体制づくりの緊急性を示すものといえる

が、当然のように政策的な転換の適否をめぐって疑

問も出されている。対応策は基準該当の A 型、住民

主体の B 型、保健師等による短期集中の C 型等が

提示されているが、過疎地域においては、マンパワー

の確保も不十分ななかで、健康寿命を伸ばすための

介護予防体操や支え合いにおける高齢者同士の支

え合いの仕組みが求められる。したがって本研究で

は、いかにして支え合いの活動を組織化しうるのかと

いう点が、これからの保険者＝自治体の課題となるこ

とから、制度がなし崩し的に進められる前に、その準

備や可能性を問うことを目的とする。 

介護予防・生活支援サービス事業は、北海道内

156の保険者注１）のうち、2015年度内に取り組みを実

施済みが６保険者、実施予定が 30 保険者であり、あ

わせて 36 保険者であった（厚生労働省 介護予防・

日常生活支援総合事業、包括的支援事業実施状況

（2016 年１月４日現在））。府県の取り組みと比較する

と出遅れている感は否定できないが、１年前の 2015
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年４月に実施した同調査の結果では実施済み 3保険

者、実施予定が３保険者であったから、大幅に増加し

ている。また、これに関連する生活支援体制整備事

業のうち、2015 年度内に生活支援コーディネーター

の配置は６保険者が実施済み、協議体の設置は 14

保険者が実施済みとなっており、道内でも北海道や

各振興局、社会福祉協議会、さわやか福祉財団等に

よる生活支援コーディネーター養成講座などがおこ

なわれている。 

北海道において先行しているとされている S 町注２）

が示しているように、早期に体制移行することで、介

護保険財政に関するメリットが大きいことが政策的な

誘導を図るものであることが指摘されている。ただ、そ

うはいっても全体として各自治体での実質的な展開

は 2016 年度以降となることが避けられないのが現実

である。 

厚生労働省の説明では、「総合事業の意図が地域

づくりである」（服部真治 2015：9）、「規模の小さい自

治体の方が、調整コストが低く調整の時間も短くてす

み、事業の趣旨が正しく理解されれば早くスタートで

きる」（服部真治 2015：9）、「事業者が少ない自治体

では、住民同士の助け合いが根付いて総合事業を

受け入れる土壌が形成されている一面もある」（服部

真治 2015：9）、「都市部では意識的に互助を強化し

なければ、強い互助は期待されない」（服部剛 

2015：11）とされている。 

しかし、従来から指摘されているように、地域にお

ける福祉のまちづくりの課題として、地縁組織・団体

の高齢化や担い手不足による活動の停滞がみられ、

加えて、北海道の場合、広域な自治体を持つことから、

サービス拠点も広汎な日常生活圏域をカバーする必

要がある。新総合事業において、保険者としての市

町村は、既存の介護サービス事業所のほか、新たに

NPO や民間事業者等、住民主体による生活支援サ

ービスの担い手への支援をおこなう役割を持つことに

なる。筆者らは、これまで家事援助などの制度外の生

活支援サービスを提供する非営利組織に関する調査

（杉岡ら 2014）や生活協同組合による有償ボランテ

ィア団体「くらしの助け合いの会」の事例の分析（畠山

ら 2015；大原ら 2016）に取り組んできたが、いずれ

も運営にかかる公的支援の必要性が避けられないこ

とを指摘してきた。また、杉岡(2015)は、介護保険制

度改正における生活支援サービスの制度内への取り

込みをという要素をもつ今回の政策は、「新たな支え

合い＝生活支援サービス」という名の下に従来の自

主的自発的で地道な市民活動が制度化されることに

つながるため、支え合いの本質的な要素を 破壊する

ことにつながることを指摘している。公的なサービスに

責任をもつ市町村の役割は、多様な生活支援活動

へのバックアップ主体としてされており、その内容と役

割については、明確にされていない。自治体としては、

結果的に国の要項が提示されるまで保留状態を選択

することになる。この点は、自治体の姿勢を問題にす

るというより、これまでの介護保険事業の各種の実施

が国の方針や通知まちであったことから、国と地方自

治体の関係性もまた問われることになるといえる。自

治体の単費事業や独自事業の成果や必要性を体験

してきた自治体でなければ、この問題はクリアできな

いといえる。 

本稿は、北海道内 149の過疎自治体を対象とした

アンケート調査と北海道内の先進的取り組みとして知

られている活動事例調査の結果から、政策的に期待

されている有償ボランティア組織を含めた住民の支え

合い活動に対する自治体の課題を明らかにすること

を目的としている。 

 

 

２．研究の対象と方法（倫理的配慮） 

 

本研究の対象は、新総合事業の実施主体として、

地域住民によって自発的におこなわれている有償ボ

ランティア組織をバックアップする役割を持つ自治体

や新総合事業の推進主体として期待されている社会

福祉協議会とした。有償ボランティアは、1980 年代

以降の高齢社会進行の折、在宅介護や生活支援ニ

ーズが高まり、継続的に高齢者の在宅福祉を支える

担い手（主に、時間的・経済的な余裕のある主婦や

退職者）をボランティアに期待する政策的背景のなか
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からうまれてきた（小野  2005；宮守 2012 など）。当

初、ボランティアは無償であるという考え方が根強か

ったが、現在では、住民参加型在宅福祉サービスと

表現されているように、いわゆる「お互いさま」の支え

合い（互酬性）に基づく有償ボランティアと称すべきも

のとして捉えられている（中山 2007）。もっとも活動

によって得る金銭は労働対価とは言いがたく（中島 

2009）、やりがいや充足感で補完する（妻鹿 2010）

以上の展開は期待しにくいものとなっている。謝礼は、

その地域の最低賃金以下であることが多い。 

本稿では、社会福祉協議会や先進的な活動に取

り組む地域組織に対しておこなった聞き取り調査の

結果を分析するが、倫理的配慮について、日本地域

福祉学会研究倫理規程に基づき、事例調査に関して

は文書による研究報告の同意を依頼し、回答者が特

定されないように配慮する手続きをとることをあらかじ

め依頼文書に記載して協力を求めた。 

 

 

３．研究結果 

 

（１）アンケートからみる新総合事業をめぐる 

北海道内過疎自治体の現状 

１）目的 

2015 年度の介護保険制度改正の柱の一つである

要支援者向けサービスの自治体における提供体制

の現状（現在、自治体内で活動している団体・グルー

プあるいは法人等の取り組み）と新総合事業の実施

体制の課題を明らかにすることである。 

 

２）対象と方法 

過疎地域自立促進特別措置法に基づく過疎自治

体 149 市町村の介護保険担当課を対象に郵送アン

ケート調査を実施し、64自治体から回答を得た（回収

率 43%）。なお、アンケート項目の選択に当たっては、

北海道高齢者保健福祉課の協力を受けた。 

 

３）結果 

過疎地域の自治体における地域包括支援センタ

ーは１自治体１センターで直営が基本の体制、居宅

介護支援事業所は１つの自治体に２事業所以上であ

るところが多い。訪問介護サービスは社会福祉協議

会、通所介護サービスは民間介護事業所を中心に

設置されている。また、配食サービス、除雪ヘルパー

は自治体内での取り組み割合が比較的高いが、買い

物支援は相当数の自治体で何らかの対策が取られ

ていない。木下ら（2012）が北海道内の買い物弱者

に関する自治体調査をおこなった結果では、114 自

治体のうち７割が購入品の配送、宅配、移動販売な

ど買い物弱者対策があると回答している。 

既存の生活支援サービス団体については、団体数

として最も多いのは、社会福祉協議会で 28 自治体

（43.9%）が実施しており、そのうち約８割で自治体か

らの助成・補助がある。次いで、シルバー人材センタ

ー（高齢者就労センター等）18 自治体（28.1%）、民

間介護事業者 14 自治体（21.9%）であるが、自治体

からの助成・補助があるのはシルバー人材センター５

自治体、民間介護事業者2自治体にとどまっている。

また、このような団体がまったくない自治体は９自治体

（14.1%）となっている。社会福祉協議会によるものが

最も多く、かつ、行政から何らかの補助や助成を受け

た活動となっている。その他は、もともと団体数が少な

く（あるいはなく）、補助や助成もなく、活動基盤が脆

弱であることがうかがえる。 

介護保険制度改正にともなう現下の最大の課題と

なっている新総合事業については4.1%が2017年度

の実施を予定していると回答している。厚生労働

省の介護予防・日常生活支援総合事業、包括的支

援事業実施状況（2016年1月4日現在）における北海

道全体のデータを見ると、2015年度内の取り組み

を予定している自治体は全体の23%であるが、本

調査で過疎地域に絞って回答を見てみると2割を

切っており、後に見るように、体制整備の難しさ

があると考えられる。 

新総合事業の導入にあたり検討課題となる事業

（複数回答）について最も回答が多いものは、「（生

活支援サービスを提供する団体の連携・協働を促進

する）協議体・生活支援（地域支え合い推進員）コー

北海道地域福祉研究　第19巻

64



 

 

 

ディネーターなどの体制整備」82.5%、また、多様な

サービスの中で「住民主体による支援」の類型に

該当する訪問型サービスBと通所型サービスBが

それぞれ７割となっている（表１）。 

 

表１．新総合事業の検討課題となる事業（複数回答） 

 度数 パーセント注３） 

課題 

事業 

訪問型Ａ 40 63.5% 

訪問型Ｂ 44 69.8% 

通所型Ａ 40 63.5% 

通所型Ｂ 44 69.8% 

介護予防把握事業 23 36.5% 

地域介護予防 

活動支援事業 

33 52.4% 

地域リハ、 

活動支援事業 

30 47.6% 

介護予防 

ケアマネジメント 

33 52.4% 

協議体等 52 82.5% 

合 計 339 538.1% 

 

新総合事業の問題点に関しては、多くの自治体に

おいて、「住民組織・ボランティアの人員確保」90.6%

とほとんどの自治体で課題になっており、次いで「制

度設計（要項作成）に時間・人手がかかる」60.9%、

「自治体内の人員体制の充実」50%などが挙げられ

た（表２）。 

 

表２．新総合事業の問題点（複数回答） 

 度数 パーセント 

総合事業の

問題点 

利用者住民の理解 16 25.0% 

首長議会の理解 2 3.1% 

制度設計 39 60.9% 

人員体制 32 50.0% 

事業者参入 24 37.5% 

人員確保 58 90.6% 

予算 8 12.5% 

サービスの質低下 5 7.8% 

合 計 185 289.1% 

 

これは、とりわけ今回の介護保険制度改正が保険

者である自治体の責任で体制づくりを展開することを

求めている点に起因している。制度設計の構築や住

民説明あるいは協議体の設置運営をどうするのかと

いう問題を扱う専門職や調整をはかるための準備に

必要な作業を担うスタッフ不足がどこの自治体も深刻

になっていることが背景にある。とくに介護予防に関

する取り組みは、自治体の規模というより保健師やそ

の領域の活動に人材が得られるかどうかという点にポ

イントがあるといえる。さらに、事業を推進するための

肝心の協議体の設置については、第１層（市町村全

域）は設置済みが６自治体、第２層（中学校区レベル）

は１自治体であり、2016 年度以降の設置が第１層で

は８割、第２層では９割となっており、大きく立ち後れ

ている。 

また、この事業にかかるマンパワーとしてきわめて

重要な生活支援コーディネーター（地域支え合い推

進員）として想定される人材（複数回答）について、最

も多かったのは、社会福祉協議会職員 77.8%、次

いで、地域包括支援センター職員 55.6%、自治体

職員 42.9%と専門職員に回答が集中している（表

３）。 

 

 

表３．生活支援コーディネーターとして想定される

る人材（複数回答） 

 度数 パーセント 

 

 

生活支援 

Co． 

自治体職員 27 42.9% 

社協職員 49 77.8% 

包括職員 35 55.6% 

ケアマネ 6 9.5% 

社福法人職員 8 12.7% 

民間事業者 3 4.8% 

NPO職員 5 7.9% 

協同組合職員 1 1.6% 

町内会役員 8 12.7% 

民生委員 9 14.3% 

合 計 157 249.2% 
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また、新総合事業の導入にあたり、社会福祉協議

会が担うことが期待される事業（複数回答）について

みると、割合が多い順に「生活支援サービスを提供

する団体の連携・協働を促進する協議体の運営」が

48.3%となっており、訪問型サービスA（緩和した基

準）45%、訪問型サービスB（住民主体による支援）

35%、通所型サービスB（住民主体による支援）

33.3%、通所型サービスA（緩和した基準）31.7%な

ど（表４）、地域をコーディネートする役割と現在の在

宅サービスの基盤を生かした実際のサービス提供の

役割を期待されている。 

 

表４．社会福祉協議会が担うことを期待される事業

業（複数回答） 

  度数 パーセント 

社協に期待される

事業 

訪問型Ａ 27 45.0% 

訪問型Ｂ 21 35.0% 

通所型Ａ 19 31.7% 

通所型Ｂ 20 33.3% 

介護予防把握

事業 

3 5.0% 

地域介護予防

活動支援事業 

16 26.7% 

地域リハ 

活動支援事業 

2 3.3% 

介護予防 

ケアマネ 

6 10.0% 

協議体等 29 48.3% 

合計 152 253.3% 

 

４）小括 

すでに自治体にある生活支援サービス団体につ

いては、社会福祉協議会によるものが最も多く、かつ、

行政から何らかの補助や助成を受けた活動となって

いる。その他は、もともと団体数が少なく（あるいはな

く）、補助や助成もなく、活動基盤が脆弱であることが

うかがえる。 

新総合事業の実施時期は、リミットである 2017 年

度としている自治体が 6 割以上を占め、とりわけ、自

治体における担い手の確保に課題があることが明ら

かになった。協議体は、全市、中学校区に設置される

ことになっており、これに該当する日常生活圏域が１

つ（81%）、中学校区が１つ（45.3%）もしくは２つ

（28.1%）であるところが多い。協議体の設置を含め、

生活支援コーディネーターや緩和した基準、住民主

体による支援のサービスなど社会福祉協議会に期待

される役割は高まっている。 

 

（２）事例聞き取り調査 

１）目的 

新総合事業の実施主体（自治体）、住民活動の取

りまとめをおこなう主体（社会福祉協議会）と地域で活

動をおこなう団体の新総合事業の体制整備に関する

課題を明らかにする。 

 

２）対象と方法 

新総合事業の準備を進めている自治体（Q町）、社

会福祉協議会（R 市社会福祉協議会）と北海道の中

でも生活支援体制整備や協議体設置をいち早く進め

ている S 町社会福祉協議会の担当者への訪問聞き

取り調査を実施した。 

 

３）結果 

①Q町 

聞き取り調査した Q 町は R 市東部に隣接し、9、

463世帯 20、122人（2016年 1月末現在）の町であ

る。Q町はおおむねふたつの事業を展開している。 

・ボランティアの育成とサロン運営支援 

まず、社会福祉協議会と連携してボランティアの育

成事業（ボランティア入門講座）や子育てサポートセ

ンター事業を行っている。第二は、サロン運営への活

動資金援助である。これは月に１回以上、10 名以上

が集って実施するサロンに月額 6、000円を支援する

もので、現在、10 団体以上に拠出している。ただし、

サロン運営はあくまで任意のグループであり、町内会

単位で実施しているところはない。 

・介護支援ボランティア活動事業 
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また、Q 町は、2016 年４月から、介護支援ボランテ

ィア活動事業をスタートさせる。これは、65 歳以上の

高齢者が介護保険施設等でボランティア活動を行っ

た場合、活動１時間ごとに１スタンプがたまり、10 スタ

ンプ＝10 ポイントと換算し、翌年度に申請することに

よりポイントに応じて交付金を受け取ることができる制

度である（上限は 50ポイント 5、000円）。この制度に

より、介護支援ボランティア活動を通じて介護予防の

促進を図るとともに、介護が必要な方を地域で支える

ことができる地域づくりと高齢者の社会参加を促進し

ようという取り組みである。ボランティアの活動内容は、

介護保険施設等においてはレクリエーション等の参

加支援または補助、お茶出し・食堂内の配膳・下膳

等の補助、受入機関の入所者等の話し相手・館内移

動の補助、誕生会等の行事の会場設営又は補助、

草取り・洗濯物の整理・シーツ交換等の軽微かつ補

助的な活動、および介護予防活動事業等における補

助的な活動である。注目すべき点は、一般的に介護

保険ボランティア制度は、介護福祉施設等への訪問

や手伝いを限定してポイントを加算しているのに対し

て、Q 町の場合は在宅生活における支援として、ゴミ

出し、話し相手、安否確認、除雪等を想定している。 

・認知症対策 

さらに自治体としてではないが、専門医が町内に

開業したことにより、認知症対策への取り組みに力を

入れている。社会福祉協議会担当者によれば、認知

症対策はサロンでは難しいので期待したい取り組み

であるという。 

・専門職連携 

Q 町の社会福祉協議会職員が中心になっている

エリアの組織化活動としては、北海道社会福祉士会

釧根地区支部、北海道医療ソーシャルワーカー協会

東支部および釧路地区介護支援専門員連絡協議会

の合同で CCL（Cooperate・Create・Live：くくる）と

いう名称のもとに、医療・介護領域における多職種連

携の促進に向け、様々な角度から多職種連携を考え

るグループ・ワークショップ形式の研修会を開催して

いる。Q 町職員もこの活動に積極的に参加して情報

交換している。 

新総合事業の展開にともなう生活支援サービスの

提供体制に経営上の回復機会を期待するところであ

るが、介護人材の不足をどのようにカバーしていける

かが課題になっている。現在では、地域包括支援セ

ンター事業はベテラン保健師が担っており、管内全

域で担い手確保は深刻な課題である。 

また Q 町は、2017 年度に新総合事業実施と協議

体設置を予定しているが、役場職員の定員が決まっ

ており、急に介護職員を増員することもできない中で

のスタートとなる。さらに、町内会組織率の低下（60％

以下）もあり、高齢者をどう支えていくか担い手が見付

からない状態で、介護支援ボランティア活動事業が

実施される。町として新総合事業の方向性をどう作っ

ていくかが課題であるとの認識を持っている。 

 

②R市社会福祉協議会 

・運営体制と地区担当制 

2005 年 10月に市町村合併と同時に新 R 市社会

福祉協議会として 本所のほか３支所体制で事業を

運営している。法人職員数、211名（2015年４月現在）

である。法人運営のほか地域福祉活動推進、福祉サ

ービス利用支援、在宅福祉サービス、それぞれの部

門ごとに業務を推進している。R 市社会福祉協議会

では、2008 年６月に地区担当職員制を導入した。こ

れは社会福祉協議会管轄の地区を７つに区分すると

ともに、その地区を担当する職員を配置して、職員に

よる情報発信および把握ができる体制を整え、当該

地域の会議・行事等に参加して地域との連絡調整を

図ることを目的としている。 

これは、地域住民と社会福祉協議会との信頼関係

を確立し、情報の共有による共通理解のもとで地域

福祉活動を進めていくためである。いい方を変えれ

ば「拠点があり、人がはりつき、情報があればうまく行

く」（O事務局長）という考え方に基づく体制づくりであ

る。 

新総合事業への取り組みは、R 市では 2017 年度

から開始予定である。社会福祉協議会が担う地域福

祉は、自治体を中心としたネットワークの中で新総合

事業の一翼を担うことが期待されており、在宅福祉サ
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ービス部門、地域福祉活動推進部門共通の課題と認

識し法人全体としての姿勢で取り組んでいる。 

・町内会へのアプローチ 

2015 年３月末現在で、R 市には 507 の単位町内

会、40 の連合町内会が組織されている。そして世帯

加入率は 44.8％である。この加入率は道内他地域に

比べて一番低い（（社）北海道町内会連合会のホー

ムページによる）。そうした中で、町内会単位でサロン

は展開されているが、その担い手をいかに見つけ出

すかが課題である。このような現状の中で新総合事

業がスタートしようとしている。 

・人材育成 

R 市社会福祉協議会としては、町内会単位でのサ

ロン運営の支援とは別に、新総合事業に適うボランタ

リーな人材の育成に注力することを目標にしている。

つまり、通所型サービスB（住民主体による支援）を円

滑に進めるためのコーディネーターの養成である。そ

のひとつが R 市と共催する介護予防サポーター制度

である。既に 2007 年から R 市と共催で介護予防サ

ポーター養成及び活動支援を実施しており、新総合

事業においても住民主体による支援活動の担い手と

して期待されるところである。 

R 市社会福祉協議会は、R 市から７業務からなる

高齢者支援ボランティア人材育成事業を受託してお

り、そのうち市民向けボランティア養成講座の開催・

養成講座修了者への支援・市内ボランティア情報の

集約という３業務が新総合事業に適う（＝A 事業でも

B 事業でも活躍できる）コーディネーターづくりのため

の基礎として位置付けている。 

また R 市社会福祉協議会は７つの地域包括支援

センターとも連携を強化している。地域包括支援セン

ターの活動それ自体は高齢者が対象であるが、地区

担当者が当該地区の小学校区で地域包括支援セン

ターとキッズサポーター養成講座を開催するなどの連

携が図られている。 

現在の課題と今後の展開については、B 事業を円

滑に進めるためのコーディネーター養成、その前提と

してのボランティアに参加する人材育成が求められ、

R 市社会福祉協議会と R 市は介護予防サポーター

のコーディネートや聞き方ボランティアなどを実施し、

連携を深めている。また広い意味でのボランティア団

体であれば、ボランティア連絡協議会を中心とした連

携、市民活動センターとの連携などがあげられる。更

に幅広く、活動している団体の把握や B 事業を視野

に入れた具体的な連携が必要であると感じており、

市・社会福祉協議会・市民が連携することで住民主

体による支援が充実すると想定すると、社会福祉協

議会と市民（すでに活動しているボランティア団体）と

の連携をどう図るかが課題である。 

 

③S町および S町社会福祉協議会 

人口 7、198人（2015年３月）、3、437世帯（2015

年１月）で高齢化率 39.5%（2015 年４月）の S 町は、

農業やワインのまちで知られている。高齢者福祉に

関わる主な施設は、訪問介護３か所、訪問看護、訪

問リハビリテーション、通所介護、通所リハビリテーシ

ョン、短期入所生活介護、短期入所療養介護が各１

か所、居宅介護支援４か所、グループホーム３か所、

小規模多機能型居宅介護事業所１か所、介護老人

福祉施設・小規模介護老人保健施設・地域密着型介

護老人福祉入所者生活介護が各１か所、地域包括

支援センター１か所（町直営）などがある。 

S 町は、コミュニティバス（役場、銀行、郵便局、病

院やサロン活動の拠点となる町内会館等を巡回）を

走らせている。また、Q町と同様に（Q町よりも早く）実

施している介護支援ボランティア制度は、地域でのボ

ランティアをおこなった高齢者のポイントを介護保険

料に換金して被保険者の負担軽減につなげている。 

・新総合事業と社会福祉協議会 

以下は、S町社会福祉協議会の S次長の解説をも

とに整理する。S 次長には事前に質問メモを送り、詳

細な説明を用意して頂いた。S 町社会福祉協議会は、

2015 年４月に町から協議体と生活支援コーディネー

ターの配置を受託されており、生活支援コーディネー

ター専任１名と兼任の２名、３層生活支援コーディネ

ーターにあたる住民活動支援員（利用者を通いの場

につなぐ通所型対応）を非常勤で７名配置している。 

社協は、準備作業として先進地の稲城市、松戸市、
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流山市、小田原市などの資料を集め、国のガイドライ

ンと比較検討してきた。その後、サービス類型の A 型

から D 型まですべて要綱を作成して対応するのは適

切ではないと判断し、町の担当者ともみなし移行の時

期を検討してきた。自分たちの町以外に一般介護予

防事業で介護予防に資する住民主体の助け合い活

動に取り組む事例が見あたらなかったというのが、実

態と考えている。 

実は、取り組みの経緯を整理すると、すでに 10 年

前の 2006 年度から住民主体の活動をシステム化す

るための準備に取り組んできた。その動機は、2000

年度からケアマネジャーとしてプランに携わり、2006

年度の改正は、単に給付制限としか捉えることができ

なかった経験がある。同時に、ケアマネジャーにはア

ドボケート機能が期待されていると言いながら、しくみ

や流れを変えていく動きをしたくても改正と同時に事

務負担が大きくなり、それどころではないという状況で

あった。一方で地域福祉事業も担当しており、ボラン

ティアの育成についても色々なことに取り組んではい

たが、過疎化と雇用機会の少ない中で、若い層のボ

ランティアを過疎地で掘り起こすのは困難ではないか

と感じ始めていたのが背景にある。 

・ふまねっと運動 

人口減と高齢化のなかで、地域福祉の担い手をど

こに求めるとよいのかを検討していたときに「ふまねっ

と運動」に出会った。NPO 法人ふまねっとの W 理事

長の考え方は、ふまねっと運動そのものより、高齢者

が高齢者を支えるという考え方であり、この点にヒント

を得たといえる。地元の高齢者に一緒に考えてもらお

うと一般介護予防教室「ふまねっと健康教室」に注目

した。最初に（社協は町内会連合会事務局も兼務し

ていることから）単位町内会会長と釧路市にふまねっ

との体験学習に 18 名が参加したことから始まる。健

康教室の展開は、次の通りである。 

社会福祉協議会のふれあいネットワーク活動の

メニューに加え、希望のあった町内会に２～３名

のサポーターを派遣する。 

90 分の「ふまねっと健康教室」にふまねっとだ

けでなく、アイスブレイクとしてのレクレーショ

ンを取り入れた。 

５ヵ年プロジェクトを立ち上げ、万歩計など記

録の要素を取り入れて、成果の有無に係わらず、

継続についてはそのときに協議することとした。 

社会福祉協議会は、側面的支援に徹し、NPO や

行政との連携に努め、住民主体の介護予防の活動

量について数値化することを目標とした。 

・新総合事業への取り組み 

従来の社協の支え合い活動と新たな支援事業との

関係も整理が必要となる。訪問型の生活支援サービ

スは、老人クラブによる互助組織を 2016 年度から立

ち上げ、体制の整うエリアから進める。互助組織の性

格から、費用について高額にならない設定を考える。 

また従来の無償の助け合い活動を否定することに

ならないように、町内会、民生委員、老人クラブの会

員の合意形成が必要であり、また、介護事業所との

連携も必要があると考えており、社協役割は大きい。

通いの場がある程度構築されたことで、訪問活動の

議論も深まっている印象を受けている。 

行政（地域包括支援センター）、関係機関、施設と

の連携の状況に関しては、一般介護予防事業が充

実すると、デイサービスのニーズが低下する傾向にあ

ることがわかってきた。行政とは体制整備事業調整会

議（保健福祉課長、地域包括支援センター係長、高

齢者支援係長、社協事務局長、生活支援コーディネ

ーター）で制度設計に向けたニーズのすり合わせを

行っている。社協でも訪問介護サービスを提供してい

るが、報酬減額や互助サービスでいいとなれば減収

は避けられない。 

またニーズの把握も重要であり、要支援者がメニュ

ー通りの昼間に入浴したいかを考えると、そういうこと

でもなく、今後のニーズとして、手作りの暖かい雰囲

気があるところに行きたい、時間に関係なくすごして

みたい、趣味に取り組みたい、脳トレや筋力リハに取

り組みたいなど、多様なニーズを受け止める必要があ

るのではないか。 

・社会福祉協議会の役割 

社会福祉協議会として、住民の主体的な活動を促

すために配慮していることは、住民が果たせる役割、
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果たしたほうが良い役割については社会福祉協議会

が先回りしてやってしまわないように心がけている。生

活支援コーディネーターは、はじめての職種で注目

されているように捉えられるかもしれないが、表立って

はいけないと考えている。お膳立てはしても、直接担

うのは住民自身である。これは決して丸投げではない。

常に必要な場面にいて側面的支援、財政であったり、

人間関係のトラブルであったり、問題解決には力を発

揮するように準備しておく体制づくりが大切である。 

新総合事業を進めていく上で、具体的に協議体を

担当する社協とそうでない社協が今後でてくると思う。

今回の新総合事業は、現状で行われている地域資

源について、すべてアセスメントを行うことになってい

るので、地域で行われている助け合い活動を把握し

ているのであれば個人レベルのものまで整理しておく

のが良いと思う。今度の新総合事業の捉え方を、要

支援者の受け皿づくりというふうに考えてしまうと間違

った方向に進んでしまうのではないかと危惧している。

そうではなくて、要介護にならないように、地域に居場

所と役割をつくることであり、同時に現在、要支援の

人が訪問介護とデイサービス以外に利用できる場所

を整理してみることがポイントである。できれば、居場

所づくりについては、住民主体でなおかつ介護予防

に資する場所をどうやって作るかが課題になり、社会

福祉協議会ではふれあいサロン事業を展開している

から、介護予防に資する点について磨きをかけていく

方向になるのではないかと考えている。 

・多様なサービス主体 

また、多様なサービス主体が生まれることも想定さ

れる。そのサービスがテーマ型なのか地縁型なのか

きちんと捉えてそれぞれの良さをつないでいくことが

重要である。地域福祉の推進役である社会福祉協議

会は、地縁型組織間をつないでいく役割が求められ

ているのではないか。つまり社会福祉協議会が単独

で事業を起こすのではなく、仲介したり協働しながら

システムに乗せていき、住民に仕事を作って渡してい

き、その後も継続して側面的な支援に入るという流れ

を作っていきたい。現在、住民活動支援員を採用し

ているが、最終的にはNPO組織をつくる程度に力を

つけていきたい。 

・高齢者の役割 

新総合事業の実施により、地域（住民、事業者など）

に与えられた効果や影響については、まだ一般介護

予防しか始まっていないが、高齢者自身が介護予防

に取り組みたいという意欲が高まっていると感じる。ボ

ランティアポイント事業も地域における活動に絞り、町

の活性化につなげるというコンセプトが効果的であっ

たと考えている。 

実施している事業の課題としては、担い手がこのま

ま持続していくのかという不安がある。通いの場にし

ても、訪問にしても保険には加入しているといっても、

何か事件や事故が起きてしまえば、事業の見直しと

いうことになる。自己責任を含めて、リスク管理はどこ

まで必要なのか課題である。 

・行政との連携 

現状では、生活支援体制整備事業のなかで、行政

と社会福祉協議会の考え方を調整している。包括支

援体制説明会を実施し、専門職に進捗状況を伝え、

S 町型地域包括ケアシステムの概念図を理解しても

たっている。新総合事業における保健、医療、福祉の

専門職に求めたいこととしては、第一に、要介護者を

つくらないことを目指す活動、第二に、要支援者でも

通える場所やサービスを整備する活動に取り組んで

いることを理解してもらうことがポイントとなる。そこを踏

まえたうえで、専門職でなければならないサービス、

専門職でなくても良いサービスについて地域ケア会

議や協議体のなかで共有化していく作業が必要であ

る。例えば、状況を把握せずに、住民主体で危険な

ことに取り組んではいけないなど、理学療法士や主治

医の許可が必要なこともあると思う。住民主体の活動

の介護予防効果などについてもよく理解して連携し

てもらいたい。 

・地域課題の対応 

最後に、日頃の業務から S 町の地域課題として把

握していることとして、人口減、高齢化にともなうさまざ

まな弊害がある。特に、ヘルパーのなり手がいないこ

とはとても問題であり、移動の問題、認知症の問題、

貧困の問題などがリンクしていく。S 町社会福祉協議
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会が今後、新総合事業の中で重点的に取り組んでい

くことが求められる事業としては、①住民主体による

介護予防に資する活動を生み出し継続支援する、②

居場所と住民に役割を作る、③専門性を必要としな

い生活支援サービスの創出を図る、④地縁組織の取

り組みについての情報交換、情報共有を図ることがあ

げられる。その上で、足りないサービスについて検討

し、担い手については企業を含めて取り組む。地域

福祉の基盤整備は町全体の活性化につながるという

視点で取り組み、多方面に向かって発信し続けるとい

うスタンスを取っている。 

 

４）小括 

往々にして社会資源の乏しい過疎地域では選択さ

れがちになると考えられる「従来の介護予防サービス

事業者をそのまま総合事業の指定事業者として利用

し続ける」（江口 2016：6）ことも適切とは言えない。S

町が取り組んできたのは、ふまねっとという既存の介

護予防活動である。あえて新総合事業のメニューに

関わる選択肢を取らずに活動することで、これまでの

住民による主体的な活動を損なわないようにしている

ことがポイントである。 

また、専門職の提供サービスについては、うまく専

門職を巻き込み、連携することが重要である。ひょうご

ん福祉ネット（2010：63）の報告書のなかで、生活支

援サービスと総称される「『制度外サービス』が社会シ

ステム全体の中できちんと位置づけられておらず他

の制度や社会資源との連携が十分でない」と指摘し

ているように、専門的なサービスと住民主体の支え合

い活動の両輪が高齢者の生活を支えていくケアマネ

ジメントのあり方が問われている。その点で、Q および

R 管内のくくるの活動は、専門職がリードする地域包

括ケアのあり方として注目できる。 

いずれにしても、多くのボランティア団体から聞か

れることは、事務所経費やコーディネーターの人件費

をきちんと保障してほしいということである。これは、筆

者らが継続的な研究のなかでも取り上げている（杉岡

ら 2014；杉岡 2015；大原ら 2016）。昨今、食を媒

介にして地域課題の解決に取り組む地域食堂（コミュ

ニティ・レストラン）が注目され、数も大幅に増えている

が、彼らの運営を支える基盤は極めて脆弱である（杉

岡ら 2016）。その背景には、空き店舗等を借りて物

件を得るため家賃がかかることや法人等によらない個

人事業の運営者は、手当が支給されず、かつ自らの

資金をねん出しながら取り組んでいることがある。地

域食堂のなかにも地域の問題を受け止め、配食サー

ビスやサロン活動、移送サービス、制度外の生活支

援サービスなどを提供しているところも増えてきており、

地域の人たちが集う場となり、「住民自治」的な活動

の支援体制は欠かすことができない。 

生活支援サービスは要支援者対象と捉えられがち

だが、地域で暮らしているさまざまな人たちの生活課

題にも対応する。そういう意味で、「共生型」事業とし

ての発展も大いに期待できるものである。S 町では、

子育て世代の母親などに非常勤の生活支援コーディ

ネーターとなってもらっており、そこから子どもの育児

に高齢者が関わるということも想定される。 

 

 

４．まとめと考察 

 

多様化する福祉サービスを自治体が中心となって

構築し、高齢者と障害者が在宅で生活するようになる

時代を迎えている。しかし、北海道の過疎地域自治

体においては、住民の支え合い活動と専門的なサー

ビスを切れ目なく制度設計していくための検討は、府

県に比較して立ち後れている。繰り返される介護保険

制度の改正のなかで、訪問介護サービスの適正化問

題をはじめとして、制度の持続性を重視することを意

図した報酬単価の抑制等の変更が続く中で制度が

複雑になってきている。一方、厚生労働省の指導の

下で介護保険等のサービスを提供してきたことが自

治体独自の取り組みに対する必要性を意識した動き

を遅らせてきたといえる。今回の調査活動における聞

き取り調査でも、福祉の専門職がいなければ、支え合

いサービスの住民の間のネットワーク化を作ることがう

まくできない現実がある。 

アンケート調査から、生活支援サービスを提供する
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団体に関して、過疎自治体においてはもともと団体数

が少なく（あるいはなく）、補助や助成もないなかで活

動していること、また、自治体における地域活動の担

い手の確保に課題があることが浮き彫りになり、新総

合事業のなかで既存の組織や団体による住民主体

の活動としてどのように組み立てていくのかが課題で

ある。杉岡（2015）が指摘した「介護保険制度におけ

る自治体の傍観者的立場」を超え、行政は自らの自

治体の地域特性を踏まえ、どのように住民の活動を

サポートしていくことができるのか、方針を示すことが

必要である。 

また、生活支援コーディネーターの配置は、自治

体、地域包括支援センター、社会福祉協議会に期待

される割合が高く、彼らによるアウトリーチも大切にな

る。地域のなかには、制度に左右されないことを強み

とする個人や団体による支え合いの活動が展開され

ているため、アセスメントをおこない、無理に新総合事

業の枠組みに該当させようとしないことも自治体の戦

略といえる。 

聞き取り事例をみると、行政と各団体がうまく連携

をとることがポイントとなるといえる。従来から言われて

いることではあるが、自助・互助・共助・公助のコラボ

レートが改めて問われている。都市化と過疎化の進

行の歴史から過疎自治体の増加と財源難がもたらさ

れ自治体合併が繰り返されるなかで低経済成長にシ

フトして以降、職員人件費の抑制等が強化されてきた

結果として人事異動の停滞や採用人事の空白が拡

大してきた。したがって、事業評価等の成果を把握し

がたい地域のつながりづくりなどの活動に従事する人

材への予算措置はほとんど進んでこなかったのであり、

自治体の財政難・人材確保困難のために、地域振興

局（北海道の場合）の人材もまた十分とはいえないな

かで当該振興局との交渉力も発揮できないのが過疎

自治体の実態であるといえる。事業を理解した上で

問い合わせすることも困難な自治体職員に対して、

振興局もそれをリードしていく体制は十分ではない。 

福祉専門職の確保を必要とするような取り組みが

停滞している中、新総合事業では生活支援サービス

のコーディネーターを確保する必要がある。しかし、

そもそも元締めにあたるセクションの生活支援コーデ

ィネーター確保ができないことが一番の問題である。

試行錯誤を重ね、どこの自治体も新総合事業に関し

て明確な方針・体制づくりを計画的に取り組めている

ところはほとんどない。われわれの調査によれば、地

元の社会資源を活かした体制づくりを積極的に進め、

評価を集めている代表例が S町といえる。 

S 町の事例からは、行政や老人クラブあるいは地

域団体との連携にヒントがうかがえる。S 町の内容に

ついては、できることからやる、やる場合には介護予

防を中心にした健康寿命を助長させるという政策的

指針が明確である。介護予防的な必要性を重視させ

ることを通じて住民参加を促し協力体制を作り、ふま

ねっとおよび支え合いの活動と地域振興という一体

的な展開を考えることにつながっている。先駆的な S

町の取り組みが示唆しているのは、過疎地域は集落

に自分たちの集落を守る住民自治の意識を強く促す

ことである。集落のリーダーを含めた住民自治の体制

づくりが本来は必要とされてきている。行政の総合的

な戦略に新総合事業が位置づけられ、集落の中に支

え合いの活動の仕組みを促すような働きかけが必要

である。 
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注 

注１）介護保険制度は、広域連合の方式を選択していると

ころもあるため総自治体数＝総保険者数は一致しない。 

注２）厚生労働省の介護予防・日常生活支援総合事業、包

括的支援事業実施状況（2016 年１月４日現在）によると、

S 町は 2015 年度内に生活支援体制整備事業と協議体の設

置が済んでいる。 

注３）パーセント合計は平均何個選んでいるかを読み取る際の

参考とする。 
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論文 

 

地域福祉を担う地域食堂の事業モデルに関する事例分析 

 

大原 昌明（北星学園大学経済学部） 

杉岡 直人（北星学園大学社会福祉学部） 

畠山 明子（北星学園大学社会福祉学部･非常勤講師） 

 

要旨 

本稿は、地域福祉における支え合いのツールとして近年注目され、ゆるやかな雇用と居場所を提供する地域

食堂（コミュニティ・レストラン）をコミュニティビジネスの視点から捉え直し、食と地域の拠点となる地域食堂の継

続と発展条件について経営マネジメントを中心に考察を試みたものである。調査方法と対象については、個別

事例の訪問調査をおこない地域環境を把握することを前提に会計情報の提供を求め、持続的な経営条件をど

のように取り出すことができるのかを考察することとした。調査対象には、北海道内を中心に地域の有志・団体が

取り組むもの、個人が取り組んでいるもの、障がい者就労支援を目的とした 11 事業主体に対して、運営内容と

事業資金および経常収支の流れに焦点を当てた聞き取り調査を行った。 

事業の持続性を担保する上で人件費の捻出を可能とする売上高と原価率を含めた採算可能性を探る必要性

とともに、今後の課題として、事業者の戦略的課題および行政の関わり方との関連で地域福祉サービスの推進と

いう視点での地域食堂の活用と支援方策、さらに支援者としての利用客には地域食堂の意義や役割の啓発や

宣伝をすることが求められる。 

 

キーワード： コミュニティ・ビジネス 地域食堂（コミュニティ・レストラン）  

原価発生の態様 地域コミュニティ 

 

１．はじめに 

 

1998 年にコミュニティ・レストランを商標登録して活

動を推進した世古によれば、コミュニティ・レストランは、

「食」を核にしたコミュニティ支援を目的としたNPOの

起業モデルであると位置付けている。世古（2007）に

よれば、コミュニティ・レストランは、①人材養成機能、

②生活支援センター機能、③自立生活支援機能、④

コミュニティセンター機能、⑤循環型まちづくり機能と

いう５つの機能を内包する事業である。 

世古はまた、コミュニティ・ビジネスを議論する場合、

ビジネスに力点を置いて解釈するのではなく、コミュ

ニティを強調して考えるべきであることを提唱した（世

古、2008）。このようにコミュニティを強調してコミュニ

ティ・ビジネスを考えるとき、コミュニティ・レストランが

食を核とした新しい取り組みとして意味を持つという。 

また杉岡（2013）は、コミュニティ・レストランの展開

を３区分している。すなわち、第１期は社会的弱者の

支援、第２期は地産地消や食によるコミュニティ再生、

そして第３期は地域自治の拠点化を意識した活動期

である（杉岡、2013）。杉岡の３区分に従えば、現在

の地域食堂は単に社会的弱者の支援のため、あるい

はNPOの新しい起業モデルのひとつという範疇を超

えて、食と地域の拠点として位置付けることができる。 

本稿では、食と地域の拠点であり、コミュニティ・ビジ

ネスの一形態として位置付けられるコミュニティ・レスト

ラン（以下、地域食堂とする）のとくに「カネの動き」に

着目し、運営と事業資金および経常収支に着目して

事業の持続性を担保する採算可能性を探り、継続

的・安定的な経営を支える地域食堂の事業モデルの
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表１．コミュニティ・ビジネスと地域食堂の特徴 

注）『中小企業白書』を参考に筆者作成 

 

課題を明らかにする。この目的を達成するために、地

域食堂運営の現状についてアンケート調査と聞き取

り調査をおこなった。そして、明らかになった課題を解

決するために何が必要なのかを、事業者（地域食堂

運営者）、行政、支援者（運営の直接的支援者として

の利用客）の３点から考察しようとするものである。 

本稿においては、設置主体にかかわらず、また食

堂名（屋号）にかかわらず、同様の趣旨を持って事業 

を実施しているコミュニティ・レストラン、コミュニティ・

カフェを範疇に含めて地域食堂と称する。また、本稿

でいう地域食堂には NPO のみならず、個人事業とし

て、あるいは就労継続支援事業として地域貢献事業

を行っているレストランやカフェをも含む。 

 

 

２．コミュニティ・ビジネスと地域食堂 

 

地域食堂はコミュニティを強調したコミュニティ・ビ

ジネスの一形態であると捉えると、まずコミュニティ・ビ

ジネスの特徴を明らかにする必要がある。 

日本でコミュニティ・ビジネスという用語が使われ出

したのは地方分権や小さな政府が社会的な問題とし

て認識されるようになった 1990 年代半ばからである

（小林：6）。その後、『中小企業白書 2004 年版』はコ

ミュニティ・ビジネスを採り上げ、取り組み事例を紹介

した。『白書』ではコミュニティ・ビジネスにかかわるさ

まざまな定義で共通する内容として、［１］地域住民が 

 

 

 

主体である、［２］利益の最大化を目的としない、［３］

コミュニティの抱える課題や住民のニーズに応えるた

め財・サービスを提供する、［４］地域住民の働く場所

を提供する、［５］継続的な事業または事業体である、

［６］行政から人的、資金的に独立した存在である等、

６点を示している（『中小企業白書 2004 年版』、第２

部第５節１）。これを地域食堂の特徴に該当させてみ

ると、表１の通りに整理できる。 

もちろん、広い意味でのコミュニティ・ビジネスの中

には成功事例も紹介されているが（たとえば『中小企

業白書 2004 年版』）、中根（2010：87）が指摘するよ

うに、多くの場合、ビジネスモデルが確立しておらず、

ボランティア精神に依存する傾向が強く、人件費が抑

えられているのが現状である。 

世古が強調するように、たとえ地域食堂（コミュニテ

ィ・レストラン）がコミュニティの視点を重視して考える

べき事業であるとしても、事業の継続性の観点を顧み

ないのであれば、立ち上げたものの継続したサービス

の提供ができず、結果として地域ニーズに応えられな

いことになってしまう。 

他方で、地域食堂といえども働き手の問題を解決

しなければならない。事業の継続性は、利用客として

の地域住民にとっても、従事者としての働き手にとっ

ても重要な問題である。とりわけ、ボランティア精神に

負うところが多い非営利活動において、長くその活動

に関わりを持ち続けるためには、ミッションへの共感

のみならず、一定程度の見返りが必要であると考えら 

コミュニティ・ビジネス（中小企業白書） 地域食堂（コミュニティ・レストラン、コミュニティ・カフェ）
[1] 地域住民が主体である 地域住民のみならずNPO法人・社会福祉法人・営

利法人、また個人も主体となる
[2] 利益の最大化を目的としない 営利法人でも利益の最大化よりは地域貢献を第一

義とする
[3] コミュニティの抱える課題や住民のニーズに応え

るため財・サービスを提供する
コミュニティの抱える課題や住民のニーズに応え
るため財・サービスを提供する

[4] 地域住民の働く場所を提供する 地域住民の働く場所を提供する
[5] 継続的な事業または事業体である 継続的な事業または事業体である
[6] 行政から人的、資金的に独立した存在である 行政からの支援を受けることもある
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表２．社会的企業の領域 

注）川名（2011：41） 

 

れるからである。 

ところでコミュニティ・ビジネスを行う組織を社会的

企業という表現も一般化している。社会的企業はまた、

「社会的事業とビジネス手法とのハイブリッド」（塚本・

山岸、p.iii）、「社会的目的と経済的目的の両方を満

たす新機軸のビジネスモデル」（OECDp.15）といわ

れる。このような特徴を持つ社会的企業は、組織観

（企業観）として組織の社会面と事業面という２面性が

強調される（大原：2013）。川名（2011：41）は、先行

研究を参考にして、純粋な社会貢献社会的企業およ

び純粋な商業主義の違いを表２のようにまとめている。 

コミュニティ・ビジネスを行う組織を社会的企業とほ

ぼ同義と捉え、地域食堂がコミュニティ・ビジネスとほ

ぼ同じ目的を有する事業であると捉えると、地域食堂

もまた、ハイブリッド型であると特徴付けることができる。

表 2 に見られるように、社会的企業はその目的として

社会的かつ経済的目的を持つが、ステークホルダー

においては、たとえば労働者に見られるように市場価

格よりは安い賃金、またはボランティアと市場原理に

基づいた賃金を受け取る人の「混在」のように、ハイブ

リッド型では「混在」に特徴がある。 

 

 

 

 

 

３．調査に基づく現状分析 

 

さて、地域食堂にかかわる論点として、「コミュニテ

ィ」を重視した側面があることを前提にしつつも、「事

業」に関する側面をクローズアップして地域食堂を考

察したい。 

カネの流れに着目すると、事業に関する側面は立

ち上げ期と存続期というふたつの時期・期間で論点

が異なる。まず、事業の立ち上げに際して必要となる

資金調達が課題となる。また、ひとたび事業を展開す

ると収益と費用のバランスが課題となる。 

そこで、いくつかの地域食堂を対象にアンケート調

査に基づく聞き取り調査を実施し、定量的な情報を 

収集するとともに、聞き取りによる定性的なデータを

得て、帰納的に地域食堂の採算可能性と継続性・安

定性を考察することとした。 

アンケート項目は、①事業に関する事項（屋号・事

業開始年月・事業形態・既存法人との関係）、②事業

開始費用に関する事項、③食堂に関する事項（営業

日数・営業時間・従業員数等）、④配食（弁当）サービ

スに関する事項（売価・月間平均配食数・月間平均

配食金額・月間契約配食数）、⑤委託費・助成金等

に関する事項、⑥年間収支に関する事項である。こ 

純粋な社会貢献 ハイブリッド 純粋な商業主義

一般的な動機、手法や目的 善意 双方の動機 自己利益

使命感先行 使命感と市場論理 市場論理先行
社会的価値 社会的かつ経済的価値 経済的価値

主なステークホルダー 純粋な社会貢献 ハイブリッド 純粋な商業主義

（１）ユーザー 無償 割安価格、または市場価格を
払う人と払わない人の混在

市場価格を払う

（２）資金提供者 寄付と助成金 市場価格よりは安い資金調
達、または寄付と市場原理に
基づいた資金の混在

市場原理に基づいた資金調達

（３）労働者 ボランティア（無償労働） 市場価格よりは安い賃金、ま
たはボランティアと市場原理
に基づいた賃金を受け取る人
の混在

市場原理に基づいた賃金での
労働

（４）資材提供者 無償供与 特別割引、または無償供与と
市場価格で買い取るケースの
混在

市場価格での調達
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表３．営業日数・時間・定食の売価等（開始年月順） 

注）聞き取りにより筆者作成 

 

れらに関連する事項は聞き取り調査で補足した。 

なお、対象とした地域食堂は、すでに杉岡等によ

って実施されたアンケート調査（杉岡等：2016）の結

果から、継続して協力を得られた北海道内で展開し

ている地域食堂 11 ヵ所を選定した注１。 

 

倫理的配慮 

日本社会福祉学会研究倫理指針にしたがい、対

象事例およびアンケートならびに聞き取り調査協力

者に対して、プライバシーに配慮して調査の実施およ

びとりまとめをおこなった。 

 

（１）事業形態と法人形態 

まず、アンケート調査において、事業形態を a：地

域住民によるボランティア事業、b：既存法人の主たる

事業、c：既存法人の関連事業、d：個人事業、e：その

他に区分した。その結果、既存法人の主たる事業２

既存法人の関連事業７、その他２となった。その他は

いずれも商店街である。 

また、既存法人の主たる事業・関連事業と回答した

９ヵ所の食堂の既存法人は、多い順に NPO法人 5、

社会福祉法人２、株式会社１、有限会社１であった

（表３参照）。 

 

 

 

 

（２）事業開始にかかわる費用 

事業開始にあたっては資金調達とその資金使途が

問題になる。 

聞き取り調査から得られた情報では、立ち上げ資

金は、最低でも 300万円、最高では 2,700万円弱で

あった。 

なお、事業開始にあたって、外部資金を活用する

ケース（B、H、I）も多い。たとえば、B（NPO 法人の

関連事業）は、開設資金のうち、1,350 万円をある財

団の助成を受けた（自己資金は約 540 万円、その他

800 万円）。H（株式会社の主たる事業）は併設する

事業を含めて国の事業の選定を受け 300 万円の外

部資金を活用した。さらに I（NPO 法人の関連事業）

では国と町の補助約 1,000万円を受けている。 

ところでアンケートでは、資金使途を家賃等契約費

用・改修費用・什器備品購入費用・広告宣伝費用・そ

の他費用に分類してその金額を回答してもらったが、

多くの場合、もっとも金額が大きくなる項目が改修費

用であった。 

表３における運営主体別に改修費用を列挙すると

次のようになる。 

まず、A（NPO 法人の主たる事業）は総額約 650

事業者 A B C D E F

運営主体 NPO法人 NPO法人 NPO法人 NPO法人 社会福祉法人 商店街

事業開始年月 2002年 2007年11月 2008年11月 2011年5月 2011年11月 2012年6月

営業日数（週） 6日 5日 6日 5日 5～6日 5日

営業日 月～土 月～金 月～土 月～金 月～土 月～金

営業時間（日） 10:00-17:30 8:30-16:00 10:00-16:00 11:30 11:00-17:00 10:00-16:00

（うち食事提供時間） 11:30-17:00 8:30-16:00 10:00-16:00 11:30-14:00 11:30-16:00 10:00-16:00

定食（ランチ）の価格 500 480～ 500 650～750 700か1,000 500～800

事業者 G H I J K

運営主体 商店街 株式会社 NPO法人 社会福祉法人 有限会社

事業開始年月 2013年8月 2014年4月 2014年5月 2014年10月 2015年4月

営業日数（週） 6日 3日 5日 3日 5日

営業日 月～金、日 火・金・日 月・木・金・土・日 月・水・金 火～土

営業時間（日） 11:30-15:00 10:00-16:00 8:30-16:00 11:00-15:00 11:00-17:00

（うち食事提供時間） 11:30-14:30 10:00-14:00 8:30-16:00 11:00-15:00 11:00-15:00

定食（ランチ）の価格 500～800 500 650～750 100～300 650
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万円の立ち上げ費用のうち 380 万円弱を改修費用

に充てた。C（NPO 法人の主たる事業）では、篤志家

（法人理事長）から土地・建物の資金（1,500 万円）を

全額借りることで事業を開始している。このうち改修費

用は 750万円であった。 

次に H は開業費用約 940 万円のうち改修費用と

して 400 万円、什器備品で 265 万円を支出した。K

（有限会社の関連事業）の場合、開業費用 300 万円

のうち 200万円を改修費用に充てている。 

また E（社会福祉法人の関連事業）のように、法人

からの支援を受けつつも、立ち上げ資金は行政（町） 

から土地の無償提供を受け、さらに建物・什器備品に

ついては補助金（道）によって調達したところもあった。 

さらに商店街の関連事業である F では、当初のカフ

ェの開業費用は約 210 万円であり、そのうち 150 万

円が改修費用で、事業主体が同じである G も開業費

用 880万円のうち 500万円が改修費用であった。 

ここから分かることは、物件を賃借しても、たとえそ

の規模が小さくても 200万円程度の改修費用が必要

になるということである。 

 

（３）食堂事業 

食堂事業に関しては、表３のように、週に５日～６

日営業しているところ（A、B、C、D、E、F、G、I、K）

と週３日営業しているところ（H、J）もある。また営業時

間も短いところでは G にように４時間半というところも

あれば、Cのように８時間というところもあった。 

もっとも地域食堂全体でみれば、週１回のみ、ある

いは月１回のみ営業するという食堂もある。週５日未

満の営業日の場合、食堂事業とはいえ主たる事業の

一部としての展開で、主たる事業に占める食堂事業

の財政的貢献は少ない。むしろ採算性よりは、地域コ

ミュニティの形成の機会としての事業展開である場合

が多い。 

また、D、G、H などではワンディシェフ方式を採り

入れている。たとえばDでは、月曜日はそば、火曜日

はカレー、水曜日はラーメン、木曜日は喫茶、金曜日

はパン等と、シェフが変わるとメニューも大きく変わる。

この方式の売上金額（利益）の配分は、売上高または

純利益の一部を事業者側が受け取る、あるいは定額

を事業者側が受け取ることで行われる。調査対象の

地域食堂では、売上高の 17％を事業者が受け取る

ケース（D）、また純利益の 20％を事業者が受け取る

ケース（H）もあれば、使用時間（朝～16 時、18 時～

０時）を決めて定額の 5,000 円（冬期 5,500 円）を事

業者が受け取るケース（G）があった。ただし、この方

式では担当するシェフによって売上高（純利益）に差

が出ることがあり、事業者側が安定的な収益を得るこ

とは難しいのが現実である。 

定食（ランチ）は、多くの場合、提供個数を設定して

いる。少ないところでは 10 食、多くて 25 食程度であ

る。これは後に触れるように食材調達の限界とともに、

調理スペースや調理スタッフの制限等による。また、

定食（ランチ）１食あたりの売価は 480 円～1,000 円

であり、おおむね 500円程度が一般的である。ほとん

どの場合、定食（ランチ）以外にコーヒーや紅茶、また

場合によってはケーキなどをメニューに加えている。

コーヒーや紅茶は、単体での価格は 300 円程度であ

っても食事メニューと一緒に注文した場合、100 円程

度にするセット価格で提供している。 

ところで、表３で示したように、食事を提供する時間

は営業時間より短くなっていることが多い。そしてほと

んどの場合、夜は営業していない。そこで場の有効

活用の点から営業時間外の利用（貸しスペース等）を

行っているのかも訊ねた。調査した地域食堂のうち、

６つが貸しスペースを設けていた（A、C、D、F、G、

K）。そのうち５つは使用料が無料であった。貸しスペ

ースとして場の提供は無料でも、利用客として定食

（ランチ）を注文して利用することが一般的のようであ

った。 

 

（４）配食（弁当宅配）事業 

地域食堂の中には、店舗での食事の提供以外に

配食サービスを行っているところ（A、B、C、E、F、G、

I、K）もある（表４）。売り上げ規模は、月５万円から 30

万円程度と大きな幅がある。 

配食サービス１食あたりの金額は、食堂で提供して

いる定食（ランチ）と同額に設定しているところ（A、B、
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表４．配食（弁当宅配）事業 

注）聞き取りにより筆者作成 

 

C、E、G、I、K）が多い。これは定食（ランチ）をそのま

ま弁当にしているからである。また、ランチで使ったお

かずを惣菜として安い価格で提供している場合もある。 

今回の調査では、比較的大口の配食サービスを行っ

ている事業者は３箇所（A・C・F）であった。これらの

事業者ではこの配食サービスによって安定した収益

を獲得している。 

これらの事業者を運営主体別に列挙すると、まず

NPO法人が運営主体であるAでは月に平均 200食

の弁当を配達している。同様に、NPO法人Cの個数

が多くなっているのは、配食サービスの契約先がある

からである。この委託契約では月間平均配食数の約

半分である 750 個の配食サービスが行われ、安定的

な収益源となっている。商店街が運営主体の F もま

た、併設する高齢者住宅の食事の提供で、月約 33

万円を得ている。365日 1日 3食の配食で月間 990

個である。また配食先として契約をしていないが、B

では、年１回ではあるが養護学校からの依頼があり、 

１回で 300個ほどの弁当配達サービスを行っている。 

B ではさらに、オードブルの注文を受け、一人 1、,円

で年間 30～40個提供している。 

次に K（有限会社の関連事業）でも配食サービス

の契約はしていないものの、週５日間、小口の配食サ

ービスを行っている。それ以外にも不定期ながら弁当

の配達サービスの依頼に応じている。 

 

（５）委託費・助成金 

調査対象の地域食堂では、毎月の委託費や助成

金を受け取っている例は皆無に近かった。 

 

 

 

ただし、母体となる法人がある場合、その法人から

支援を受けていることが多かった。支援の中心は人

件費である。 

 

 

４．調査から見る事業モデルの考察 

 

（１）年間収支（売上高と原価） 

材料費は、売上高にほぼ比例的に発生する性質

を持つ。つまり本質的に変動費である。 

売上高と材料費の割合（原価率）についてどの程

度が適切なのかの定説はない。よくいわれることは、

飲食業における売上高に占める材料費の割合（原価

率）は、おおむね 30％程度とされている。数年前、原

価率 40％でも利益を出せることが話題になった（日

経レストラン 2012）。これによれば粗利率 60％（売上

高－材料費）を100とした場合、その40％を人件費、

20％を不動産関連費用、20％を水道光熱費等にあ

てれば残りの 20％が営業利益になるという。 

たとえば、１食 500 円の定食（ランチ）を１日に 20

食販売し、一ヶ月の営業日数を 20 日とすれば、年間

の売上高は 240 万円になる。このうちの 40％が材料

費なので 96万円、粗利は 144万円となる。144万円

の 40％が人件費であり 57.6 万円、不動産関連費用

と水道光熱費等を 20％とすれば、それぞれ 28.8 万

円となる。したがって 144 万円－（57.6 万円＋28.8

万円＋28.8 万円）＝28.8 万円が営業利益になる。も

っとも地域食堂では利益獲得は主目的ではないので、

営利目的の食堂（レストラン）において重視される利

事業者 A B C D E F

１食あたり売価（円） 500 480 450～550 － 700～1,000 333

月間平均配食数（個） 210 70～80 1,450 － 不定 990

月間平均配食金額（万円） 約8.3万円 約5万円 約7.5万円 － 不定 約33万円

事業者 G H I J K

１食あたり売価（円） 500 － 500～800 － 650

月間平均配食数（個） 不定 － 15 － 80

月間平均配食金額（万円） 不定 － 不定 － 約5.2万円
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表５－１．売上高構成比（C） 

 

 

益は、地域食堂では人件費やその他の経費に振り

分ける原資となるのかもしれない。ちなみに先の計

算例を月割りで計算すると、材料費は月 8 万円、人

件費は 4.8 万円、不動産関連費用とその他の費用

は各 2.4 万円となり、材料費は捻出できても人件費

や人件費以外の費用をかなり抑えなければならない

ことになる。 

他方、地域食堂に関する片山等（2014）の調査に

よれば、調査対象のコミュニティ・レストランでは 500

円の定食のうち 50％を原価率として設定している。い

うまでもなく、上記の原価率 40％あるいは 50％という

数値は、売上高の 40％（50％）という考え方である。

このとき、200円（250円）でランチを作って 500 円で

売るということである。 

さて原価を考える上で見逃せないのが、原価発生

の態様（コスト・ビヘイヴィア）である。材料費は変動費

であるが、後に触れる人件費・不動産関連費用・水道

光熱費等は、売上高の増減にかかわらず発生する。

ここで不動産関連費用や水道光熱費等は、総額とし

て月ごとに把握することはできるが、そのままではメニ

ュー１品ごとに費用配分することはできない。不動産

関連費用は利用している建物全体に対する費用、水

道光熱費もその店舗で消費した一定期間（通常１ヵ

月）ごとに発生するものでメニューごとに把握できる性

質ではなく、直接的に売上高に対応させることはでき

ないからである。そこで、原価計算上は、一定の基準

を用いて配賦という手続きが取られる。このような手続

きはメニューごとの原価を把握することには役立つが、

実際には手間ひまがかかる。よって売上高との割合

表５－２．売上高構成比（F） 

注）提供された金額に基づき筆者作成 

 

を考える上では、材料費、人件費、不動産関連費用、

水道光熱費等を一定期間（１年や１ヵ月）でその割合

を把握する。 

このように考えたとき、売上高として最適な規模が

どれほどなのかを知ることはすこぶる重要である。とく

に、人件費や不動産関連費用・水道光熱費等を支弁

できる売上高を考えることは、原価率を何％にするか

を考えるより重要である。 

杉岡等（2016：8）の調査によって明らかにされてい

るところではあるが、地域食堂の年間収支は支出超

過である場合が多い。調査対象においても地域食堂

単体で利益を出しているところは少なく、おしなべて

赤字であった。その中でも収支均衡か利益を出して

いるC（NPO法人が設置主体）とF（商店街が設置主

体）の 2014 年度の収支状況は表５－１、５－２のとお

りである。 

なお C の年間売上高は約 1,400 万円、F は 380

万円であり、構成比は売上高に占める割合を示して

いる。 

ここで売上高に占める材料費の割合（原価率）は、

C が 46.6％、F が 19.7％である。また売上高に占め

る人件費の割合（人件費率）は前者が 20.2％、後者

が 47.4％である。比率がほぼ逆転しているが、材料

費と人件費を加算した割合は、前者が 66.8％、後者

が 67.1％となっている点は興味深い。 

一方、障がい者就労支援事業所である A は材料

費が 32.6％、人件費率が 111.4％、B は原価率が

40％、人件費率が 93.3％、E の原価率は 41.7％、

人件費率は111.1％であった（いずれも2014年度）。

項　　　　　目 構成比（%） 項　　　　　目 構成比（%）

材料費（食材費） 46.6% 材料費（食材費） 19.7%

労務費（人件費） 20.2% 労務費（人件費） 47.4%

経費①（光熱水費） 8.7% 経費①（光熱水費） 0.9%

経費②（家賃等） 7.1% 経費②（家賃等） 26.5%

その他経費 17.4% その他経費 3.2%

損益 0.0% 損益 2.4%
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また、2015 年度に事業を開始した K では、9 ヵ月間

の原価率が 35.1％、人件費率が 50.2％であった。 

他の食堂を含めて比率を概観するとふたつの特徴

が見られる。そのひとつは原価率が約 30％から 45％

の範囲内であることである（F を除く）。そしてもうひと

つは、人件費率が極端に低いか（18％台）あるいは

売上高を超えるか（約 110％）のどちらかであることで

ある。 

先に見たように、調査した地域食堂の原価率は、

おおむね 30～45％であった。出食数が少ないこと、

すなわち材料を大量に仕入れるようなビジネスではな

いことを考慮すると、この原価率は妥当な割合である

と考えられる。しかし一方で、聞き取り調査では、地域

住民から食材を無料であるいは低廉な価格で仕入れ

たり、自らが野菜栽培を行うというような努力をしてい

ることが明らかになっている。このことも原価率を抑制

する要因になっており、こういった努力なしには原価

率を抑えることは難しい。原価率は売上高が増加す

ればそれに連れて上昇する性質を持つ。他方、売上

高の増加によって、固定的に発生する人件費、不動

産関連費用、水道光熱費等の売上高に占める割合

は低下する。こうしたことを考えると、さまざまな制約

条件から定食（ランチ）だけでは売上高を上げること

ができない地域食堂では、定食（ランチ）提供だけに

頼らない収益確保の道を考える必要がある。 

 

（２）人件費 

人件費は、売上高にかかわらずほぼ固定的に発

生する。つまり固定費である。先に触れた不動産関

連費用も固定費であるし、水道光熱費等もまた、どち

らかといえば固定費的である。 

いかなる事業においても、人件費の問題は重要な

問題である。地域食堂のみならず、多くの NPO 法人

が直面している問題が人件費確保であり、営利法人

においても同様の問題を抱えている。しかし利益獲

得が主目的である多くの一般食堂（レストラン）は、利

益が得られなければ事業を停止するという選択肢が

あるが、食を通した地域コミュニティへの貢献が主目

的である地域食堂では事業停止は簡単ではない（多

くの場合、非営利組織に共通する）。ここに地域食堂

運営の難しさがある。 

先に見たように、調査した地域食堂には、人件費

率が極端に低いケースと100％を超えるケースが見ら

れた。 

たとえばC（NPO法人の主たる事業）では、人件費

率が 20.2％である。その内訳を見てみると、専従の

給料が月額２万円（１名）で、有償ボランティアには、１

時間あたり 100～300 円の謝礼を支払っている。もっ

とも多くの謝礼を支払っている場合でも月 5万円程度

である（160 時間程度の勤務）。また K（有限会社の

関連事業）の人件費率は 50.2％であるが、その内訳

は、専従３名のうち、店長に月８万円、もう１名に月１

万円（いずれも交通費込み）を支払っている。しかし、

いずれの食堂でも理事長・経営者は無給である。 

他方、人件費率が 100％を超えるケースは、既存

法人の支援で人件費を賄っているケースが多い。 

たとえば、Aは人件費率 111.4％、Eの人件費率も

111.1％、100％を超えていないが B も人件費率が

93.3％であった。それぞれの母体を見ると、A と B は

NPO 法人、E は社会福祉法人である。これらに共通

することは、障がい者就労支援事業の一環として食

堂事業を行っているということである。つまり、法人全

体のカネの流れの中で事業が展開されている。障が

い者就労支援事業所が運営する地域食堂は、その

目的として就労の場を提供することにあり、食堂事業

それ自体で人件費を捻出しなくてもよいという事業構

造になっている。 

それと関連して、商店街を含む既存の組織（法人）

がある場合、食堂の人件費は既存組織（法人）が負

担することも行われている。たとえば、G や F の人件

費は、実質的に商店街が負担している。これは、地域

食堂事業の運営目的が地域コミュニティの形成にあり、

集いの場を提供することを念頭に置いているため、売

上高によって人件費が支弁できるかどうかは重視して

いない。結果として、安定的に雇用を継続できるとい

うメリットをもたらす。 

特殊な例としては、I（NPO 法人の関連事業）や J

（社会福祉法人の関連事業）がある。I では人件費は
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地元自治体の支援を受けている。つまり、Iで働くシェ

フ（３名）は地元自治体の臨時職員で、給料は自治体

から支給される。これは行政が地域食堂の運営費の

一部を支援することと同じで、人口の少ない市町村に

おける地域食堂の先進事例と考えられる。他方、J は

年間売上高の 85.2％（2014年度）が材料費で残りの

金額（14.8％）はイベント事業実施のために留保され

る。つまり人件費（ボランティアは 29名）もその他の一

切の経費もゼロである。これは当該法人があくまでも

地域食堂はボランティア事業として運営しているから

であり、当該法人では水道光熱費負担を含む場の提

供に徹している。J のような地域食堂運営は、必ずし

もコミュニティ・ビジネスとしての地域食堂の範疇には

含まれない事例であろうが、法人側がコーディネート

と組織化を担当し、人の交流・つながりを重視して地

域コミュニティを形成しようとする手段として地域食堂

を活用している一例である。 

このように概観すると、人件費に関しては、国や地

元自治体、商店街の補助・支援が得られるケース（A、

B、E、F、G、I）、あるいはまったくのボランティアで地

域食堂事業を行っているケース（J）、そして謝礼程度

を支払っているケース（C、D、H、K）と３つに区分で

きる。この点から見れば地域食堂全体で人件費が課

題になるわけではないように思われるが、第一、第二

の場合はレアケースであり、第三のケースが多いこと

も事実である。 

 

（３）小括 

ここで、調査から明らかになったふたつの特徴を指

摘したい。 

第一に、地域食堂事業の類型注２である。先に触れ

たように、地域食堂の運営主体はさまざまである。し

かし調査から次のように分類することができる。 

第１の類型は、運営主体の相違にかかわらず、地

域団体としての NPO 型（地域団体を核とする非営利

組織の活動）である。ここには C・D・G・F・J・Iが分類

できる。いずれも、地域住民が食を通して地域コミュ

ニティを形成するために地域食堂を運営している。こ

れを冒頭で触れた世古の５つの機能に当てはめれば、

生活支援センター機能、自立生活支援機能、コミュニ

ティセンター機能、循環型まちづくり機能を有する型

ということもできる。 

第２の類型は個人事業型である。ここには、Hや K

が含まれる。複数の住民によって事業を開始し運営

する NPO 型とは違い、個人の思いで立ち上げた食

堂である。もちろん目的やその機能も NPO 型と異な

らない。しかし、ここには、個人の限界が存する。個人

の意思ですべてを決定できる強みがある反面、ほと

んどすべての資金を個人の財産で賄うため、立ち上

げは良くても、継続性の面でかなり脆弱である。見方

を変えれば、個人の財産が枯渇すればその時点で

運営が立ちゆかなくなる。 

そして第３の類型が障がい者就労支援事業所型

（障がい者就労支援事業所が障がい者のために取り

組んでいるもの）である。ここには、A、B、E が含まれ

る。世古の５機能では、とりわけ人材養成機能、生活

支援センター機能、自立生活支援機能が重視される

ものと思われる。この類型では、障がい者の就労支援

が主目的になる。 

重点の違いはあれ、いずれの型にしても「食」に関

する地域課題を解決する有効な手段として地域食堂

を運営している点で共通する。地域コミュニティが形

成されにくくなっており、食に関する弱者が多くなって

いる現在において、食を通したホスピタリティと食を通

した人と人との結び付き、いわばエンゲージメントが

求められ、これに応えるべく活動しているわけである。 

第二に、調査対象となった地域食堂では、売上高

を急速に伸ばすような構造になっていない点に特徴

がある。先にも触れたように、そもそも出食数をあらか

じめ設定しているからである。先に挙げた制約条件以

外にも、地元の食材や鮮度のいい食材を利用するこ

とが多い反面、どうしても調達数に限りが出てしまう。

売れ残りリスクも考慮しなければならない。しかも席数

も 10～20程度であることから、あらかじめ出食数を限

定せざるを得ない。このことから売上高にキャップが

はめられてしまうわけである。 

聞き取り調査では、１日の出食数として 20 食～30

食分を準備するケースが多かった（B、D、E、G、H、
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K）。たとえば 1 食 500 円で 20 食分を準備している

場合、定食（ランチ）だけの売上高は１日１万円である。 

他方で、多くの地域食堂では、１日のオーダー数が

予定していた出食数に及ばないという悩みがある。１

日１万円の売上があれば、月 20日の営業で 20万円

になり、12 ヵ月で 240万円になる。食材、席数、出食

数、売価など、さまざまな制約の中で、いかに回転数

を上げるかは地域食堂の大きな課題である。 

また、人件費については、既存法人からの支援が

得られる事業形態にある地域食堂では本来事業の収

入や補助金等から地域食堂の運営費の補填が行わ

れるが、それ以外の場合には地域食堂事業単体で

は人件費を捻出するところまではいっていない。個人

事業であればなおさらである。 

多くの場合、金額の多寡を考慮外に置いても、地

域食堂で専従として働いている人に対する見返りは、

労働の対価というよりは謝礼という性格に近い。それ

以外のNPO型や個人事業型では、ボランティアはあ

くまでボランティアである。食材調達や調理スペース

の制約から売上高を増加できないという課題とともに、

ここに地域食堂の雇用創出に関わる課題がある。 

食を通して地域のつながりを強固なものにするとい

う地域課題の解決のために食堂事業を行うことは、そ

こに市場を想定し、継続した運営が求められる。市場

の想定と継続性はビジネスの根幹であろう。地域食堂

は事業それ自体が地域に対するボランタリーな事業

であり、その本質はビジネスではないと割り切って考

えたとしても、地域食堂事業に内在する最大の問題

である人件費の問題を解決する糸口を探し出す努力

が求められる。営業利益は出なくても、まずもって収

支が均衡する方策を考えなければならない。 

 

 

５．おわりに 

 

以上見てきたように、地域食堂は採算性の面で極

めて脆弱であり、そのために流動性が悪化すると、継

続して事業を行うことが困難になる。事業を撤退する

ことになれば、買い物弱者と同様に、食生活弱者を

生み出すとともに、何より「食」を核とした地域の支え

合いの柱が折れてしまうことになる。 

そこで、地域食堂に関わる事業者・行政・利用者そ

れぞれが主体としてどのようなことを意識し、地域食

堂の運営に貢献することが可能となるのか、以下に今

後の対応策を課題として考えてみたい。 

 

（１）事業者（地域食堂運営者）の課題 

いかに売上高を確保し、いかに材料費や人件費を

捻出するかはそれぞれの事業者の努力にかかってい

ることはいうまでもない。それを前提に、安定的な収

益確保のための方策のひとつとして検討に値するの

が、介護予防・日常生活支援総合事業である。 

生活支援事業を実施するメリットは、大きく分けて２

つある。まず、配食・見守り事業を制度的な事業の枠

組みで実施することで安定的な事業収益が期待でき

ることである。もうひとつは、当該地域食堂が地域の

包括的なケアシステムの一翼を担う存在になることで

ある。 

厚生労働省のガイドラインによれば、介護予防・生

活支援サービス事業３事業（通所・訪問・生活支援）

のうち、生活支援事業の「その他の生活支援サービス」

に配食と見守りがある。その他の生活支援サービスは、

①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア

等が行う見守り、③訪問型サービス、通所型サービス

に準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービ

ス・通所型サービスの一体的提供等）からなる（厚生

労働省老健局）。これは、要介護認定者および非該

当者（一般高齢者）に対しては原則的に適用されな

いが（地域支援事業の任意事業等により実施可能）、

要支援認定者は利用できるサービスである（「介護予

防・日常生活支援総合事業のガイドライン」132）。 

これを活用するためには、地域食堂側でも十分な

準備と実施後の対応が求められるが、地域食堂は食

を中心とした地域マネジメントの中核として位置付け

られ、今後、ますますニーズが高まることに鑑みれば、

事業の継続性の点からも新総合事業への対応を検

討すべきであると思われる。 
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（２）行政の課題 

地方自治体が地域コミュニティの中で食に関する

課題解決のための事業として地域食堂を位置付けて

支援することも考えられる。 

第一に、各自治体は、地域食堂に目を向けこれを

活用すべきである。 

たとえば札幌市（2015）では、『カフェからはじまる

コミュニティ』という小冊子を 2015 年３月に発行した。

ここでは地域コミュニティの新しい交流の場としてカフ

ェ（地域食堂）を位置付け、いくつかの取り組みが紹

介されている。このような小冊子を作って地域食堂を

広報している点は評価できる。しかし、自治体が地域

食堂を主体的に活用しているかどうかといえば、でき

ていないように思われる。聞き取り調査でも「自治体

にはいろいろなことで地域食堂を利用して欲しい」と

いう声も聞かれた。これは、単に定食（ランチ）を食べ

るということを意味しているのではない。むしろ、自治

体がかかわる地域コミュニティに関する諸事業の実施

にあたって、地域食堂を活用して欲しいということであ

る。くしくも札幌市が行ったアンケート調査（N=227）

では、地域食堂と地域団体とのつながりにおいて、

「特にない」が 33.0％でもっとも多く、次いで「町内

会・自治会」で 26.9％だった。他方、自治体との関係

では 8.8％しかない（『カフェからはじまるコミュニテ

ィ』：33）。 

この実態に鑑みるとき、地域食堂事業者だけが地

域とのつながりを求めるのではなく、自治体もまた、交

流の場としての地域食堂を活用すべきであると思わ

れる。 

第二に、敬老優待乗車証（敬老パス）と同様に、低

廉な価格で地域食堂を利用できる割引利用券を交

付する制度を新設することも一策ではないかと思われ

る。 

地域食堂は特定の年齢層をターゲットにしたもの

ではない。だが、聞き取り調査によれば、配食サービ

ス（弁当の宅配）は、そのほとんどが一人暮らし高齢

者や高齢の夫婦のみの世帯であった。また食堂で惣

菜を販売するケースもあるが、この場合も顧客は高齢

者がほとんどである。行政がこうした高齢者の食生活

を支援する施策のひとつとして地域食堂を利用する

のである。 

もっともこのような制度を導入する場合、自治体が

利用できる地域食堂を「指定」する可能性がある。「指

定」のためには一定の基準が設定されるだろうし、基

準を満たしていない地域食堂は「指定」されないこと

になる。しかし地域食堂のミッションは食を通した地域

コミュニティの形成への貢献にあるのであって、その

ための「指定」であれば、地域食堂事業の経営力を

高めることにつながる。つまり行政から選ばれ、利用

者から選ばれる事業になるからである。 

 

（３）支援者（支援者としての利用客）の課題 

地域食堂はまた、利用者の支援が欠かせない。こ

の点で、利用者側も単なる食堂利用者としてだけで

はなく、コミュニティ形成の場として積極的に活用す

べきである。 

改めて考えるとき、地域食堂は、一般的にどれほど

その存在が浸透しているのであろうか。たとえ「地域

食堂」「コミュニティ・レストラン」「コミュニティ・カフェ」と

看板を掲げても認知度が低ければ利用数が増えるこ

とはない。見かけは食堂・レストランと変わらないので

ある。地域の課題解決のために事業を行っていても、

それが地域に認知されない状態では立ちゆかなくな

る。札幌市が小冊子を作って地域食堂を紹介してい

るように、地元町内会や自治会、商店街、福祉関係

機関、教育機関などが当該地域にある地域食堂の意

義や役割を啓発し、宣伝することも大事である。 

そういった啓発活動によって「一般の利用客」では

なく「啓発された利用客」層が増えれば、食堂のリピ

ーターとして安定した運営に寄与する存在になるとと

もに、食を通したコミュニティの形成と維持に貢献でき

るものと思われる。 
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付記 

本稿は、公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振

興財団（2015 年度）の研究助成「市民起業型地域食

堂における経営マネジメントに関する研究」による研

究成果の一部をなすものである。 

 

 

注 

注１）杉岡等（2016）は、全国 100 の地域食堂を対象にア

ンケート調査を行い、そのうち回答のあった 44 事業者に

ついて分析と考察した。本稿ではその 44 事業者から協力

を得られた 11 事業者を対象に調査を行った。 

注２）杉岡等（2016）では、ワーカーズ運営型、住民主体

運営型、個人・有志運営型、母体組織運営型、障がい者就

労支援型という 5 類型を示している。今回の道内を対象と

した調査ではワーカーズ運営型は該当食堂がなかったの

で割愛し、さらに特徴の違いを明らかにして 3 類型に再編

した。 
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論文 

 

高齢者と学生をつなぐシェアハウスおよびホームシェアの推進条件 

 

畠山 明子（北星学園大学社会福祉学部･非常勤講師） 

杉岡 直人（北星学園大学社会福祉学部） 

 

要旨 

本稿は、高齢者と学生を対象として、共同生活（シェアハウス・ホームシェア）についてアンケート調査をおこな

い、マッチングの条件を明らかにしようとしたものである。シェアハウスの場合、高齢者と学生の関心はどちらのグ

ループも類似した回答傾向がみられ、「興味がある」約２割、「あまり興味がない」約５割、「全く興味がない」約２

割であった。一方、ホームシェアについて「一緒に暮らしてみたい」という回答は、高齢者が１割程度であったの

に対し、学生は約３割の関心を示していた。全体としては共同住宅に生活する、学生の方が高齢者よりも一緒に

生活して家賃の負担軽減と高齢者との共同生活体験を選ぶ傾向がみられた。シェアハウスの魅力に関しては、

高齢者は学生とのコミュニケーションや簡単な手伝いを希望しており、学生は家賃負担が軽減されることや高齢

者とのコミュニケーションに魅力があると回答している。生活時間や文化、価値観の異なる高齢者と学生のシェア

ハウスを実現するには、中間支援組織（コーディネーター）によるシェアハウス物件のリストアップ、両者のニーズ

把握とマッチング、フォローアップを欠かすことはできないことを浮き彫りにした。 

 

キーワード： 高齢者 大学生 シェアハウス ホームシェア  

 

１．問題の背景と研究の目的 

 

昨今の高齢者のみ世帯の急増により、地域におけ

る見守り・支え合いが地域福祉の課題解決の中でま

すます必要になっている。地域包括ケアシステムの

構築においても、住み慣れた地域で住み続けるため

の「住まい」の対策が必須である。生活の基盤となる

住まいの問題として、2013 年の住宅・土地統計調査

によると、高齢者の戸建ての持ち家率は 82.7%であ

ったが、持ち家率が高いことは、子どもが独立した後

の部屋が空き室のまま使われずにいたり、家や庭の

手入れができないなど住宅そのものの管理に負担が

生じていると考えられる。2011 年の第７回人口移動

調査によると、高齢期の転居は１割程度であり、その

理由として最も多いものは「住宅を主とする理由」

（46.2%）、次いで「親や子との同居・近居」（18.2%）、

「健康上の理由」（9.1%）となっている。特に、後期高

齢期に子どもとの同居や施設入所のために移動する

高齢者も少なくないが、昨今では、東京都荒川区日

暮里にある「かんかん森」注１）の名前で知られているコ

レクティブハウスや高齢者を対象に少人数（おおむね

９人以下）のもとで共同生活を営むグループリビング

なども登場してきている（久保田 2014）。 

ところで、大学生を中心とした若者世代の住まいの

問題のなかで、住居費負担も大きい割合を占めてい

る。全国大学生活協同組合連合会が実施している

2015 年の第 51 回学生生活実態調査では、一人暮

らしをしている大学生の収入は、仕送り（71,440円）、

アルバイト（25、320 円）、奨学金（23,270 円）等で約

123,000円、家賃の支払いは一月平均約 53,000円

で、生活費の約４割となっている。 

そこで、住まいをめぐって課題を抱える高齢者と学

生による共同生活（シェアハウス）を実現することは、

以下の四点において有効であるといえる。第一に、高

齢者と大学生がともに生活を支え合う新たな住まい方

であること、第二に、コミュニティ（絆）を生み出す効果
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として、高齢者宅に住む（ホームシェア）若者が地域

活動の担い手となっている事例も報告されている注２）。

第三に、高齢者の資産活用の方法として、二世帯住

宅等の空き室を貸し出すことによる収入の増加が期

待できる。第四に、大学生の家賃負担の軽減が良好

な学業環境の整備のために必要である。 

本研究が着目する「シェアハウス」は、血縁関係の

ない他人と住居をともにする２つの住まい方を指して

いる。一つは一軒家や共同住宅の中に自室（個室）

があるシェアハウス注３）、もう一つは一軒家や共同住

宅の部屋を複数人で共有するルームシェアである。

シェアハウスで共有されるものには、居住空間の他に、

設備の共用（①風呂・トイレ、台所等が完全に共用、

②風呂・トイレ、台所等が自室に備え付け、③風呂・ト

イレ、台所が共用＋自室にあり）と負担の共用（①水

道光熱費の支払い、②家賃の支払い、③食事づくり

等の家事全般の行為）が考えられる。 

シェアハウスの始まりは、1970 年代後半、在宅で

の生活に不足するサービスを補うことによって自宅で

できるだけ長く生活するため、高齢者の施設入所を

遅らせる手段として取られた（宮原ら 2011）といわれ

ている。古くは書生や下宿文化の中で、地域の学生

を住まわせたり、血縁関係のない高齢者が一緒に生

活するハウスシェアリングなどに歴史を持つ。近年で

は、多世代型の共同生活に注目が集まり、例えば、

東京都練馬区光が丘の「NPO むすび」は高齢者や

障がい者の訪問介護事業等を展開する傍ら、高齢者

が住み慣れた地域で暮らし続けることを支えるために、

2013 年から地域交流事業として高齢者と若者のシェ

アハウス事業を開始した注４）。 

その他、「NPO 法人街 ing 本郷」のひとつ屋根の

下プロジェクト（東京都文京区本郷）注５）や「世代間ホ

ームシェア」専用の活動をおこなう「NPO 法人リブ＆

リブ」（東京都練馬区石神井）など、首都圏を中心に

高齢者と若者のシェアハウスをマネジメントする中間

支援組織が登場してきている。 

けれども、受け入れ高齢者あるいは高齢者とのシェ

アハウスを希望する学生のリサーチ、高齢者と若者の

マッチングの難しさから実現している事例はまだ多く

はない（大友 2013：石橋 2014）。今後、血縁関係を

超えたつながりの住生活を通じて生み出す仕組みを

定着・促進していくためにどのような課題を解決して

いくことが求められるのか。 

本研究は、高齢者および若者（特に地方出身の大

学生）それぞれにシェアハウスに関するアンケートを

おこない、両者のニーズを分析することを通じて、マッ

チングの条件を明らかにすることを目的とする。なお、

ここでシェアハウスとは「高齢者と学生が共同住宅で

一緒に暮らす住まい方」、ホームシェアとは、「高齢者

宅の空き部屋を学生に貸して一緒に暮らす住まい方」

として区別している。特に断りを入れない場合、高齢

者と学生の世代間居住を指す用語として、シェアハウ

スと呼ぶ。 

 

 

２．シェアハウス調査の結果 

 

（１）調査概要 

目的： 高齢者および学生の住まいに対する傾向と

シェアハウス（ホームシェア）の関心を明らかにする。 

対象： 高齢者および学生。 

①高齢者（高齢者退職者連合加入者）172人 

②一人暮らし学生（A大学、B大学、C大学）220人 

方法： 自記式アンケート調査。高齢者は高齢者退

職者連合、大学生は大学生協の協力を受け、調査票

を配布・回収した。 

実施時期： 2015年７～９月。 

 

（２）高齢者調査結果 

基本的属性は、男性 121 名（70.3%）、女性 45 名

（26.2%）、無回答６名（3.5%）、年齢別にみると、前

期高齢者92名（53.5%）、後期高齢者73名（42.4%）、

無回答７名（4.1% ）、世帯構成は、単身 49 名

（28.5%）、夫婦のみ 98 名（57%）、その他 20 名

（11.6%）、無回答５名（2.9%）であった。公的介護サ

ービスの利用は、あり 18 名（10.5%）、なし 149 名

（86.6%）、無回答５名（2.9%）であった。 
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１）将来考えている住まい 

高齢者が将来の住まいとして考えているのは、

「現在の住まいのまま」が 55.6%、「介護付き有料

老人ホーム等に入居」が 30.8%であった（表１）。 

全国調査注６）でも現在の自宅での生活を希望し

ている高齢者の割合が 46.2%となっており、本調

査と同様、半数程度となっている。 

 

表１．将来考えている住まい 

 度数 有効パーセント 

現在のまま 94 55.6 

子どもと同居 19 11.2 

有料老人ホーム等に入居 52 30.8 

その他 4 2.4 

合 計 169 100.0 

 

２）シェアハウス、ホームシェアへの興味 

「高齢者と学生が共同住宅で一緒に暮らす」シェア

ハウスへの興味について尋ねた結果、「興味がある」

21.6%、「あまり興味がない」55.6%、「全く興味がない」

22.8%であった。 

また、「高齢者宅の空き部屋を学生に貸して一緒

に暮らす」ホームシェアの関心は、「一緒に暮らしてみ

たい」13%、「暮らしてみたいと思わない」87%であっ

た（表２）。 

『2012 年度国土政策関係研究支援事業 研究成

果報告書』の「地方都市における高齢者所有住宅の

空き室を活用した新たな下宿事業の提案」でおこな

われた調査によると、特にホームシェアに興味を持っ

た地域住民は 32%であり本調査と比較すると、当事

者としてではない問題であるためか関心がやや高い。 

 

表２．ホームシェアへの関心 

 度数 有効パーセント 

一緒に暮らしてみたい 22 13.0 

暮らしてみたいと思わない 147 87.0 

合 計 169 100.0 
 

 

 

３）シェアハウスの魅力（メリット） 

学生と一緒に暮らすことに対し、どのような魅力（メ

リット）があると考えるか、複数回答で尋ねた結果は、

「若い人と話をする機会ができること」52.1%、「何かあ

ったときに手伝ってくれたり、声を掛けてもらえること」

41.2%、「学生の困っていることや悩みを聞いてあげ

ること」30.3%が多く挙げられた（表３）。 

この結果から、高齢者は自身の利益となるようなこ

とだけでなく、一緒に生活する学生の困りごとも助け

てあげたいという気持ちが表れていることがうかがえる。 

 

４）学生と一緒に生活する条件 

どのような条件があれば、学生と一緒に生活しても

よいか、複数回答で尋ねたところ、「プライバシーが確

保されること」49.3%、「入居する学生との関係などを

相談できる機関があること」36.2%、「家事や掃除など

困ったときにときどき手伝ってくれること」35.5%となっ

た（表４）。 

先述したようなマネジメントをおこなう NPO が登場

している背景には、他人と生活するとき、とりわけ、高

齢者と学生のように年齢差のある場合には相性やプ

ライバシー、生活時間の違いなどの問題を調整する

際に第三者の関わりが必要であり、これらの課題をい

かにクリアすることができるかがシェアハウス推進条件

の一つであるといえる。 

 

表３．シェアハウスの魅力（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

心理的負担軽減 38 23.0 

若い人と話をする 86 52.1 

手伝い声掛け 68 41.2 

学生の悩みを聞く 50 30.3 

寂しさ解消 30 18.2 

空き室有効活用 41 24.8 

セキュリティ安全 30 18.2 

その他 1 0.6 

特になし 43 26.1 

合 計 387 234.5 
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５）学生と一緒に生活するとき手伝ってもらいた

いこと 

シェアハウスには、高齢者と学生が一つ屋根の下 

で一緒に生活する中で、お互いの困りごとをサポート

する支え合いの機能も期待される。本調査の結果か

らは、「除雪」50.3%、「パソコンや携帯電話、電化製

品の操作方法」35.2%、「話し相手」32.7%などに高

い回答が集まっている（表５）。 

降雪地域に住む高齢者にとって除雪作業は負担

を強いられるものとなり、最も回答が多かったことは想

定される結果となった。本調査結果では、ほぼすべて

の項目が選択されているが、対象者の約９割が介護

保険サービスを利用していない高齢者であることから、

学生に対するそれほど負担にならない程度の関わり

を希望している姿勢もうかがえる。  

 

６）一月に支払うことができる学生への謝礼 

５）に挙げたサポートをした学生に対し、１か月にど

の程度謝礼を支払うことができるか、という質問では、

未回答が 27.9%となっていたが、１万円以内が約半

数ほど（46.8%）を占めている（表６）。 

簡単な家事や生活行為の手伝いに対する謝礼の

相場は一般的には明確にされていないが、何らかの

謝礼を支払うことが妥当であるという高齢者の認識が

わかる。 

 

表６．一月に支払うことができる学生への謝礼 

 度数 有効パーセント  累積パーセント  

5千円以下 19 15.3 15.3 

5千～1万円以内 39 31.5 46.8 

1万～1万5千円以内 24 19.4 66.1 

1万5千～2万円以内 28 22.6 88.7 

2万～2万5千円以内 7 5.6 94.4 

2万5千円以上 7 5.6 100.0 

合 計 124 100.0   105.6 

 

７）一緒に生活する学生にしてあげたいと思うこ

と（できること） 

５）では学生にしてもらいたいことを尋ねているが、

ここでは高齢者が学生にしてあげたいこと（できること）

を尋ねている。多いものは、「日頃の話し相手」35.6%、

「留守にするときの対応（宅配の受け取り、ペットの世

話など）」33.6%、「進路や人間関係に関する相談に

乗る」30.2%であった（表７）。地方から出てきた学生

の暮らしを自らが持つ知識や経験によってサポートし

たいという高齢者の意向がうかがえる。 

 

８）居室の使用料（１か月の家賃） 

空いている居室を学生に提供する場合、家賃に相 

表４．学生と一緒に生活する条件（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

家事の手伝い 49 35.5 

リフォーム費用助成 36 26.1 

シェアハウス入居 20 14.5 

相談機関 50 36.2 

プライバシー確保 68 49.3 

その他 22 15.9 

合 計 245 177.5 

 

表５．一緒に暮らす学生に手伝ってもらいたいこ

と（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

ゴミ出し 37 23.3 

食事の準備 29 18.2 

話し相手 52 32.7 

買い物 33 20.8 

外出付き添い 10 6.3 

通院介助 21 13.2 

食事一緒 23 14.5 

除雪 80 50.3 

草取り 38 23.9 

操作方法 56 35.2 

ネット取引 18 11.3 

その他 6 3.8 

特になし 37 23.3 

合 計 440 276.7 
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表７．一緒に生活する学生にしてあげたいこと

（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

食事の準備 25 16.8 

食事の作り方 24 16.1 

話し相手 53 35.6 

相談 45 30.2 

留守対応 50 33.6 

外食ごちそう 18 12.1 

その他 2 1.3 

特になし 44 29.5 

合 計 261 175.2 

 

表８．学生が支払う居室の使用料 

 度数 有効パーセント 

1万円未満 6 4.1 

1～2万円以内 42 29.0 

2～3万円以内 36 24.8 

3～4万円以内 7 4.8 

4～5万円以内 3 2.1 

5万円以上 2 1.4 

無料でよい 1 0.7 

よく分からない 48 33.1 

合 計 145 100.0 

 

当する１か月の居室の使用料の支払いについては、

「よく分からない」33.1%が最も多く、次いで１～２万円

以内（29%）、２～３万円以内（24.8%）となっている

(表８)。 

６）の学生への謝礼の支払い額と同様、一般的な

相場が確定しているものではないが高齢者の意向と

しては３万円以内が約６割（57.9%）となっている。 

 

９）高齢者が支払うシェアハウスの家賃 

仮に学生と一緒に生活するシェアハウスに転居す

る場合、家賃としていくらくらい支払うことができるかと

いう設問では、全体の４分の１（25%）が「よく分からな

い」と回答しているが、最も多いのが「２～３万円以内」

32.1%であった（表９）。 

 

（３）学生調査結果 

男性 149 名（57.7%）で、女性 67 名（30.5%）、無

回答４名（1.8%）であった。一ヶ月の家賃は、４～５万

円 70 名（31.8%）、５万円以上 58 名（26.4%）となっ

ている。生活費（複数回答）は、仕送り 175 名）、

（81.8%）、アルバイト 94 名（43.9%）、奨学金 75 名

（35%）であった。 

 

１）高齢者との交流経験 

これまでの高齢者との交流経験を尋ねたところ、

「自分の祖父母を含む高齢者との会話」80.8%、「祖

父母との同居」43.4%、「（ボランティア活動等での）高

齢者施設等への訪問」33.3%であった（表 10）。「特

になし」は１割未満にとどまっており、大学生は何らか

の形で高齢者と関わりを持った経験があることが分か

る。 

 

表10．高齢者との交流経験（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

祖父母と同居 95 43.4 

高齢者と会話 177 80.8 

施設訪問 73 33.3 

イベント交流 49 22.4 

その他 7 3.2 

特になし 17 7.8 

合 計 418 190.9 

 

 

表９．自身がシェアハウスに転居した場合の家賃 

 度数 有効パーセント 

1万円未満 4 2.9 

1～2万円以内 17 12.1 

2～3万円以内 45 32.1 

3～4万円以内 17 12.1 

4～5万円以内 10 7.1 

5万円以上 4 2.9 

よく分からない 43 30.7 

合 計 140 100.0 
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２）１か月の家賃 

学生が１か月に支払っている家賃を見ると、「４～５

万円」が 32%、「５万円以上」が 26.5%で、４万円以下

と４万円以上が半数ずつとなっている（表 11）。 

先の全国調査では、平均の家賃が 53,000 円とな

っており、北海道の一人暮らし学生の家賃負担もか

なり大きいことがうかがえる。 

 

表11．１か月の家賃 

 度数 有効パーセント 

2万円以内 7 3.2 

2~3万円以内 36 16.4 

3~4万円以内 48 21.9 

4~5万円以内 70 32.0 

5万円以上 58 26.5 

合 計 219 100.0 

 

３）住まいを選ぶときに優先すること 

大学生が住まいを選ぶときに優先すること上位２つ

を尋ねた結果、１位として挙げられたのは「家賃や管

理費（共益費）が安いこと」（47.5%）、２位は「近くに買

い物できる場所があること」（17.2%）であった（表 12、

13）。 

シェアハウスを実現させる場合、家賃負担の軽減

は学生の厳しい生活状況を改善する方策の一つとな

りうる。 

 

表12．住まいの優先度（１位） 

 度数 有効パーセント 

家賃等が安い 97 47.5 

部屋の間取りが十分 38 18.6 

ネット環境あり 21 10.3 

セキュリティあり 16 7.8 

住人と交流あり 1 0.5 

公共交通機関が便利 9 4.4 

買い物場所あり 8 3.9 

治安がいい 7 3.4 

その他 7 3.4 

合 計 204 100.0 

表13．住まいの優先度（２位） 

 度数 有効パーセント 

家賃等が安い 32 15.8 

部屋の間取りが十分 34 16.7 

セキュリティあり 11 5.4 

ネット環境あり 31 15.3 

住人と交流あり 2 1.0 

公共交通機関が便利 26 12.8 

買い物場所あり 35 17.2 

治安がいい 18 8.9 

その他 14 6.9 

合 計 203 100.0 

 

４）シェアハウス、ホームシェアへの興味 

高齢者と同様、学生にもシェアハウス、ホームシェ

アの意向を尋ねた結果、シェアハウスは「興味があ

る」28.8%、ホームシェアは「一緒に暮らしてみたい」

30.1%であった。 

先に挙げた「地方都市における高齢者所有住宅の

空き室を活用した新たな下宿事業の提案」の調査に

よると、学生のホームシェアへの関心は 58%と半数以

上を占めていた。本調査においても低くはない数値

が出ている。 

 

５）シェアハウスの魅力（メリット） 

 学生にとってシェアハウスの魅力（メリット）は、「家

賃などの負担が軽減されること」70%、「人とのつなが

りやコミュニケーションを持つことができること」56.8%、 

 

表14．シェアハウスの魅力（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

家賃軽減 154 70.0 

コミュニケーション 125 56.8 

手助け 68 30.9 

知識経験 110 50.0 

セキュリティ 31 14.1 

その他 3 1.4 

特になし 20 9.1 

合 計 511 232.3 
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「高齢者の知識や経験を教えてもらえること」50%など

が挙げられた（表 14）。 

２）でもみたように、「家賃や管理費（共益費）が安

いこと」が学生における住まいの優先度の１位となっ

ていることから、他者と一緒に暮らすことでその負担

が少しでも抑えられること、また、高齢者と関わりを持

って暮らすことで自分を高めることにつながることに期

待していることがうかがえる。 

 

６）高齢者と一緒に生活する条件 

シェアハウスで高齢者と一緒に生活する条件には、

「プライバシーが確保されること」70.1%、「今より家賃

が安いこと」63%、「門限などの規則が厳しくないこと」

60.7%が挙げられた（表 15）。 

他者と生活をともにすることは、４）で出されたように

家賃負担が軽減されるというメリットがある一方、自分

自身の生活を邪魔されないような空間的・情緒的な

配慮が求められる。このことは、高齢者も学生も同じ

意向を持っているといえる。 

 

７）高齢者へのサポート 

一緒に暮らしている高齢者に対して、ときどきなら

できるサポートとして挙げられたものは、「ゴミ出し」

86.2%、「話し相手」79.3%、「買い物」・「除雪」72.8%、

「食事を一緒に食べる」71.9%であった（表 16）。 

ここから、学生は高齢者に何らかのサポートができ

るとしていること、また、高齢者が学生にしてもらいた

いサポートとほぼ一致していることがわかる。 

 

８）高齢者と一緒に生活する場合の 1ヶ月の家賃 

 

表17．高齢者と一緒に生活する場合の１か月の家   

賃 

 度数 有効パーセント 

 

5千円未満 29 13.5 

5千~1万円以内 36 16.7 

1~1万5千円以内 51 23.7 

1万5千~2万円以内 43 20.0 

2~2万5千円以内 44 20.5 

2万5千円以上 12 5.6 

合 計 215 100.0 

 

仮に、高齢者と一緒に生活する場合、負担できる１

か月の家賃額は、「１～１万５千円以内」23.7%、「２～ 

２万５千円以内」20.5%、「１万５千～２万円以内」

20.0%であった（表 17）。 

この設問も高齢者に対しておこなった学生に支払

いを希望する１か月の居室利用料（家賃額）と一致す

る回答であった。需要と供給が一致する金額が設定

されること、また、高齢者、学生双方のニーズに対応

することにより、シェアハウスの実現可能性がより高ま

表16．高齢者に対してときどきならできるサポー

ト（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

ゴミ出し 187 86.2 

食事の準備 103 47.5 

話し相手 172 79.3 

買い物 158 72.8 

外出付き添い 93 42.9 

通院介助 49 22.6 

食事一緒 156 71.9 

除雪 158 72.8 

草取り 106 48.8 

操作方法 140 64.5 

ネット取引 80 36.9 

その他 1 0.5 

特になし 3 1.4 

合 計 1406 647.9% 

表15．高齢者と一緒に生活する条件（複数回答） 

 度数 ケースのパーセント 

家賃安い 133 63.0 

規則厳しくない 128 60.7 

プライバシー確保 148 70.1 

困りごと協力 36 17.1 

居室にトイレシャワー 58 27.5 

その他 22 10.4 

合 計 525 248.8 
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るといえる。 

 

９）シェアハウスの利便性 

シェアハウスで生活する場合、どのような場所にあ

ることに利便性を感じるかが要件になるが、「大学に

近いこと」や、「コンビニが近いこと」、さらに「地下鉄駅

が近いこと」などが想定される。 

大学生に年間 1,500 件の物件紹介・あっせんをお

こなっている A大学生協によると、地元生ではない地

方出身の学生の場合、徒歩や自転車を利用して通

学に不便がなく自宅と大学を行き来しやすい 10分圏

内の立地を最優先するという。このことから、シェアハ

ウスで暮らすことを考えても、同様の利便性を希望す

るとみられる。 

 

 

３．調査結果の考察 

 

（１）シェアハウスは志向性とプライバシーの 

確保がポイント 

高齢者はシェアハウスよりも有料老人ホームに関

心を持っているが、これは情報量からして有料老人ホ

ームのサービス内容が知られているためといえる。シ

ェアハウスを考える高齢者の特徴は、現実的な空き

部屋活用（ホームシェア）よりは情緒的な安心感、会

話を求める意識から説明できる。 

高齢者は、除雪、家電操作、ゴミ出しとならんで話

し相手への期待が大きい（図１）。学生と一緒に生活

する条件についてもシェアハウスの魅力に関する回

答傾向と類似している（図２）。高齢者支援のポイント

は手段的サポートと同様、情緒的サポートのウエイト

は大きいということである。 

 

（２）高齢者の意識：シェアハウスに関心の 

ある人々とない人々の特徴 

シェアハウスへの興味がある傾向を分析したところ、

基本的にシェアハウスに関心のある人々は老後の生

活に課題を意識しているグループといえる。具体的に

は、現在のままでいいとは考えておらず、子どもとの 

図１．高齢者調査：学生に手伝ってもらいたいこ

と（複数回答） 

 

 

図２．高齢者調査：シェアハウスの魅力 

（複数回答） 

 

 

同居も強く意識することなく、自分の生活設計につい

て有料老人ホーム（56%）を中心に考えている。シェ

アハウスに関心のないグループは、現在のままが３分

の２を占めており、有料老人ホームは 24%にとどまっ

ている。 

関心のあるグループは、実際的な生活上の協力を

期待しているといえ、買い物、食事の準備、除雪、草

取りといった手伝いや各種機械の操作方法をサポー

トしてもらうことに強い関心を示している。 

性別による違いをみると、女性は一人になったとき

を想定して有料老人ホームか子どもとの同居を、男性

は夫婦での生活が前提で現在のままを希望している

ようである。男性より女性の方がシェアハウスに関心を

寄せる傾向が認められる。女性の希望はゴミ出し、除

雪、買い物となっている。シェアハウスへの関心は男
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性が２割、女性が 25%と女性の方が高いといえる。ホ

ームシェアは男女の差はなく、希望者は１割強であっ

た。 

 

（３）学生のニーズは？ 

学生の生活状況をみると、仕送りを受けながらアル

バイトや奨学金でやりくりしている傾向がみられる。中

には、学費だけは親が負担し、普段の生活費は学生

自身の責任で進学を認めてもらったケースや学費も

子どもがすべて引き受けている者も存在することが大

学関係者の情報から指摘されているほど、大学生の

生活は厳しいものがあり、家賃の占める割合は高い。 

利便性の指標は、大学からのアクセスとコンビニも

重要であることがわかった。プライバシーや公共交通

機関の便が良ければ、シェアハウスに前向きといえる。 

 

（４）女子はシェアハウスへの興味が高い 

高齢者の場合も女性がシェアハウスへの関心が高

いところをみると、女子学生はシェアハウスに関心を

持ちやすいことがうかがえる。学生の約３割がシェア

ハウスに関心をもっている。しかし、大半はシェアハウ

スには関心があるわけではなく、３割はかなり高いと

みてよい。高齢者と異なるのは、ホームシェアに関し

てはシェアハウスへの関心と同じ傾向が見られる。こ

れは学生にとっては、自分の家を前提にするわけで

はないことと一時的な居住を前提にすることになるた

めであると考えられる。また、何らかの労力提供もいと

わないのが特徴であるといえる（図３）。 

高齢者および学生のニーズを比較してみると、シェ

アハウスの魅力について、高齢者は、学生からサポ

ートを受けるだけでなく、自らもまた話し相手になるこ

となどを通じてサポーターとなることを挙げている。他

方、学生は、住まいの共有化により、家賃の負担が軽

減されることを最大の魅力としている。 

加えて、高齢者の希望するサポートにみられる話し

相手、除雪は学生側ができるサポートとしている。両

者ともに共通していることは、一緒に生活することによ

り相互のコミュニケーションが生まれることをメリットとし

ていることである。 

図３．学生調査：高齢者にできるサポート 

（複数回答） 

 

 

４．高齢者と学生のシェアハウスを推進す

る課題とメリット 

 

アンケート調査を通してみてきた問題の前提には、

高齢者と学生の生活時間の違いから食事や入浴など

に支障が出ること、生活の仕方（文化や価値観）の衝

突も避けられないことが課題となる。一方、メリットとし

て考えられることは、住まいを共有することにより学生

の家賃負担が軽減されること、親元から離れて暮らし

ている大学生にも一人暮らしの高齢者にも他者と暮ら

すことにより安心感が得られること、学生の場合には

シェアハウスの場所が大学・コンビニエンスストアが近

隣にあるなど立地が良いことである。 

課題点を解消し、シェアハウス生活の機会を促進

するためには、学生には多様な選択が可能となること、

高齢者（学生との生活を希望する人）のリスト（物件情

報を含めて）をストックすることが必要になる（図４）。 

今後、高齢者と学生のシェアハウスを推進していく

うえでの条件と対応については、第一に、先に挙げた

ような生活時間や生活の仕方の違いをどのように受

け入れるかという課題について、当事者（学生と高齢

者）の仲介をする大学生協を基本とする中間支援組

織（コーディネーター）の存在、第二に、大学から徒

歩 10 分圏内の住宅を希望する学生のニーズとそれ

に合う高齢者宅のリサーチとニーズ発掘をおこなうこ

と、第三に、学生が高齢者宅でホームシェアする場合、 
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図４．高齢者と学生のシェアハウス推進の課題と

メリット 

課題  

 生活時間の違い（食事、入浴等に支障） 

生活の仕方（文化、価値観）の衝突 

 

 

学生＝多様な選択ができる、高齢者＝希望者を募る

リスト（物件）をストックする 

 

 

 

手伝いをすると家賃が安くなるなど直接的な動機に

つながるメリットを考えること、第四に、ホームシェアす

ることにより発生する高齢者宅のリフォームにかかる

金銭的な費用の負担を検討することである。 

 

付記 

 本稿は、2015 年度北海道生活協同組合連合会

「福祉問題の総合化を考える委員会」の調査事業の

実施に際して執筆者が調査の設計、集計を担当した

ことから、あくまで執筆者の関心と責任においてまと

めたものであり、提言等については連合会の見解と

は独立したものであることをお断りしておきたい。調査

は、同委員会が北海道生活協同組合連合会事務局、

北海道退職者連合、各大学生協の協力を得て実施

したものである。 

 

 

注  

１）かんかん森ホームページより 

http://www.collectivehouse.co.jp/index.html（2016.03.13

閲覧） 

２）朝日新聞デジタル 2015 年 2 月 10 日「地域見守る、

今どき書生 学生と高齢者、異世代「ホームシェア」の試

み」参照。 

３ ） NPO 法 人 リ ブ ＆ リ ブ （ http://liveandlive.org/

（2016.03.13 閲覧））の石橋鍈子氏は、特に一軒家の場合

はホームシェア（ハウスシェアとも言われる）と呼んでい

る。 

４）NPO むすびばホームページより 

http://musubi-tasukeai.jimdo.com/（2016.03.13 閲覧） 

５）NPO 法人街 ing 本郷ホームページより 

http://m-hongo.com/archives/product-cat/（2016.03.13 閲

覧） 

６）2010 年高齢者の生活と意識に関する国際比較調査よ

り。 
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論文 

 

都市部の過疎地域における住民ニーズ調査（第１報） 

－子育て環境の満足度と定住意向－ 

 

栗田 克実（旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科） 

塩川 幸子（旭川医科大学医学部看護学科） 

藤井 智子（旭川医科大学医学部看護学科） 

 

要旨 

 本研究は、都市部の過疎地域における住民ニーズ調査を行い、子育てに対する意識を中心にまちづくりの方

策を検討した。2015年５月に質問紙調査を実施し、回収率は 68.2％であった。 

地域内で、子育てが必要な子どもがいると答えた世帯は 17.0％にとどまり、高齢化が進行していることをうかが

わせた。子育て環境の満足度を全世帯にたずねたところ、満足は 58.0％にとどまった。40 歳代より若い世代で

満足度が低い傾向にあり、地域に愛着を持つ一方で、若年層ほど子育て環境に不満を持っていることが明らか

になった。不満を持つ理由としては、遊び場の不足、安全面への懸念、保育・学校外教育施設の不足があげら

れた。 

また、子育て環境に満足していないものは、満足しているものに比べて、定住意向を持っていない傾向があり、

子育て世代の定住を促進させるためには、子育て環境の整備が１つの促進要因になりうることが示唆された。さ

らに、地域内の人的資源など社会関係資本を活用し、また、組織化することによって、子ども・子育て世代も高齢

者も安心して暮らすことができるコミュニティを構築する必要性が示唆された。 

 

キーワード： 過疎地域 子育て 環境 定住意向 互助 

 

１．はじめに 

  

近年、日本の社会が慢性的に抱えている大きな課

題として、歯止めがかからない少子化、核家族化の

進展があげられる。また、大都市圏には人口が流入

する一方で、地方都市ならびに郡部においては、若

年層の人口流出とあいまって深刻な人口構造の変化

（高齢化）に直面している。そして、自然減を伴って過

疎化をさらに進行させており、「地域力の低下」ともい

われる地域住民相互の関係性の希薄化がとまらない

状況にある。 

また、コミュニティの中における子育て家庭の孤立

の問題、子育ての不安感・負担感の増加、さらに言う

と、貧困や児童虐待とこれらの世代間連鎖は年々深

刻さを増しているように見受けられる。 

子育てをめぐる諸課題とこれらの社会的な課題は

密接不可分な関係にあるといえよう。 

これらの課題は、決して「自己責任」という言葉で片

付けられるものではなく、口先や掛け声だけにはとど

まらない、地域社会全体での支援と予防への取り組

みが求められるものばかりである。 

また、共働き世帯の増加、単親世帯の増加、そして

働き方の多様化によって保育ニーズが増大している。

その結果、特に大都市部において、保育所の待機児

童あるいは「潜在的待機児童」注１）が発生し、「保活」

が求められるほどに深刻さを増している。 

厚生労働省（2016）によれば、2016 年４月の待機

児童数は 23,167 人であり、前年より 1,796 人増加し

ている。待機児童の 73.7％は、首都圏（埼玉・千葉・

東京・神奈川）、近畿圏（京都・大阪・兵庫）の７都府
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県（政令指定都市・中核市含む）とその他の政令指 

定都市・中核市で占められており、その合計は

17,083人である。 

しかし、過疎地域においては、進行し続ける少子

化の影響により幼児期の教育・保育機能の低下に直

面している。特に、1970 年代中期から、過疎地域に

おける保育所の定員割れが深刻な問題となっている

（野辺 2010）。 

過疎地域が抱える保育問題について、向平（2011）

は、「基本的には都市部での保育問題であり、現在の

保育制度改革は都市部の保育問題に焦点を当て解

決を図ろうというものである」と指摘したうえで、「都市

部における定員 60 人以上の認可保育所を対象とす

る議論の影で、人口減少が重要課題である過疎地域

の保育問題については、ほとんど議論がなされてい

ないのが現状である」と述べている。 

過疎地域では、就学前児童のための教育・保育施

設が地域社会の中から消え、現に就学している児童

の学校外教育施設もほとんど存在しておらず、地域

の教育環境や子育て環境が悪化していると言わざる

を得ない。 

人口減少による効率化と地方財政の貧困から行わ

れてきた保育所減らしは、地域の労働と連動して、保

護者が子育てをする場を無くし、地域住民が必要と

する社会資源を喪失していく危険性があり（西垣

2007）、過疎地域に住む母親が地域のなかで孤立し

て子育てを行っている実態もあいまって（太田 1997）、

子育て環境の悪化は、少子化をさらに進展させること

にもなりかねない。 

そして、地域に子どもがいなくなるということは、そ

の地域の「人口学的破綻」はもちろんであるが、小学

校の統廃合など地域のよりどころの消失も相まって

「精神的破綻」をも導きかねないと山本（1996）は指

摘している。 

本研究は、都市部のなかでも過疎地域で暮らす住

民の意識について、子育てに関する設問などの回答

結果を分析することにより、過疎地域における子育て

への示唆を得ることを目的とした。 この地区を対象に

した研究成果は、産業構造の特性や地域の成り立ち

など歴史的な背景を考慮したとしても、いずれ「超高

齢化」を迎える可能性のある過疎自治体においても

応用可能な先駆的事例となりうる。 

なお、本研究の対象として設定した A 市 B地区

では、地域活動を行っている特定非営利活動法人が

2014 年度に国土交通省「住宅団地型既存住宅流通

促進モデル事業」に採択され、空き家対策を検討す

ることとなった。 

そこで、過疎地域である B地区の住民の生活実態

を把握するための住民ニーズ調査事業について「一

般社団法人旭川ウェルビーイング・コンソーシアム」が

受託した。本稿は、この住民ニーズ調査結果の一部

について取り上げたものである。 

 

 

２．方法 

 

 調査は 2015年５月に実施した。配付数 1、274に

対して、回収数は 869（回収率 68.2％）であった。 

調査の実施にあたっては、町内会の連合組織であ

る市民委員会の協力を得るため、調査実施責任者が

B地区市民委員会の役員会に参加し、調査の趣旨を

説明し、了解を得た。質問紙の配付および回収は、

市民委員会を通じて各町内会に依頼した。各町内会

役員が中心となり、地区の住民に回覧板等で周知し

たあとに、質問紙を配付し、地区ごとに役員が取りまと

め回収する託送調査法を採用した。 

調査内容は、A 票を「B 地区での暮らし全体に関

すること」、B 票を「地域活動やまちづくりに関すること」

を把握する目的で作成した。 

A 票では、①世帯構成、居住歴等、②自家用車の

保有状況と交通手段、③日常の過ごし方、④健康と

医療、⑤買い物、⑥子育て環境、⑦災害・緊急時の

対応、⑧住まいについてとした。 

また、B票では、①普段の生活の中で困っているこ

とや手助けしてほしいこと、②世帯員が持っている技

術・保有資格、③地域内にあったらよい取り組みと参

加希望、④まちづくり活動と地域内NPO法人の認知

度、⑤B 地域で暮らしていく上での問題点・希望とし
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た注２）。 

なお、本調査における倫理的配慮としては、調査

実施段階で対象者の自由意志で諾否が決定できる

ように配慮を行った。本調査は無記名自記式の質問

紙調査であるので、調査に対する承諾は、対象者へ

の協力依頼書面により内容の説明を行ったうえで、質

問紙に回答し返却した段階で得られたと考えた。量

的変数の分析には IBM SPSS Statistics（ver.23）

を使用した。検定を行ったものについては、有意水準

を 5％に設定した。 

 

 

３．対象地域（Ａ市Ｂ地区）の概要 

  

調査結果を示す前に、今回、調査対象地区となっ

た A市 B地区の概況について示しておく。 

B 地区は、A 市の南端に位置し、人口１万人程度

の自治体２つに隣接している。地区の面積は 114.14

㎢であり、A 市の市域全体（747.6 ㎢）の 15.3％を占

めており、市内では面積の広い地区の１つである。全

面積の半分以上が山林であり、残りのほとんどが農地

であり、住宅地・商業地は僅少である。 

地区内には JR線（単線）とA市中心部と近郊の観

光地とを結ぶ国道が東西に縦断するように併設され

ており、およそ２km おきに４つの無人駅が配置され

ている。なお、A 市が隣町に設置した空港にも隣接し

ており、地区中心部までは車で 10 分程度の位置に

ある。 

 また、B 地区内の教育・保育資源についてもみてみ

たい。小学校は３校（児童数 98、11、18 名、2016 年

5 月現在）であるが、このうちの児童数 11 名の１校は

2016 年３月をもって閉校となった。中学校は地区の

中心部に１校あり、生徒数は 52 名である。いずれも

過小規模校に分類されている。保育所は通年制保育

園（市立認可外保育施設）と、農繁期を中心に４月か

ら 12 月まで開設している季節保育所がそれぞれ１カ

所ある。そして、育児サークルが地域内公共施設に

おいて活動している。なお、学習塾などの学校外教

育施設はない。 

B地区は大きく４つの自治区に分かれており、漸減

傾向が続く地区全体の人口は 3,321人（2016年３月）

であり、Ａ市の総人口（344,874 人）の 0.96％を占め

るにとどまっている。同地区の2006年３月における人

口が 3,985 人であったことから、この 10 年間で

16.7％の減少があり、過疎化が進行し続けていること

がわかる。 

また、高齢化の進行も著しい。B 地区内における

65歳以上の人口比率は 44.6％であり、全市（30.7％）

 

図１．Ｂ地区の人口推移 2011〜2016 年（コーホート） 
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よりも極めて高い状態にある。さらに年齢を 55歳に下

げて構成比率をみてみると 60.9％であり、B 地区を

構成する各自治区域の大半は「準限界集落」注３）的な

構成とみることができる。なお、B地区の 14歳以下の

人口比率は 8.0％、15～64歳は 47.4％である。 

図１に 2011年 3月から 2016年３月の A市全体と

B 地区の人口増加率（年齢 5 歳階級別コーホート分

析）を示す。子育て世代（35～44 歳）とその子ども世

代、50代において、2011年よりわずかに人口の流入

がみられ、微増となっているが、15～34 歳の人口流

出が目立っている。特に、就職等によりＢ地区を離れ

ているためか、20 代の人口流出が極めて多いことが

わかる（20～24歳：－42.7％、25～29歳：－44.8％）。

また、ごくわずかな人口流入を自然減が打ち消して

いる状態にあり、長期的にみても人口減少がとまらな

いことが推測される。 

 

 

４．結果 

 

（１）調査回答者の基本属性 

まず、表には掲出しないが、調査回答者の基本属

性について述べる。 

年齢階層は、「20 代」が 0.2％、「30 代」が 3.9％、

「40代」が 8.6％、「50代」が 12.1％であった。そして

「60代」は 26.4％、「70代」は 48.7％で 60歳以上の

回答者で７割を超えた注４）。 

世帯人数は、「2 人」が 42.4％で割合が最も高く、

次いで「1 人」が 21.5％、「3 人」が 17.5％となってい

た。「4 人」は 9.3％、「5 人」は 5.5％であり、「6 人以

上」は 3.8％であった。 

家族構成は、「夫婦二人暮らし」が最も多く 34.5％

であった。「親子二世代」が 31.8％、「一人暮らし」が

20.5％、そして「祖父母・子供・孫の三世代」が 9.0％、

「その他」は 4.3％であった。 

世帯主の職業についてみてみると、「無職」が

35.7％と最も高い割合を示し、「会社員」が 21.7％、

「農業」が 18.5％、「自営業」が 7.4％であった。「専業

主婦」と答えたものは 5.1％、「公務員」が 2.6％、「専

門職」が 1.8％、「教員」が 0.7％、「その他」は 6.5％

であった。 

現在住んでいる地区での居住歴は「１年未満」

が 0.9％、「１～５年」が 5.7％、「６～10 年」が

6.5％、「11 年～20 年」が 12.7％、「21 年～30 年」

が 11.8％、そして「30 年超」が 62.5％となってお

り、最も割合が高かった。 

最後に、子育ての必要な子どもの有無について

みてみると、「いる」が 17.0％、「いない」が 83.0％

であった（表１）。 

表１．子育ての必要な子どもの有無 

人数 ％

いる 116 17.0

いない 566 83.0

合計 682 100.0

N.A.=187  

表２．子育て環境への満足（年齢階層別） 

満足して

いない

満足して

いる
合計

人数 19 9 28

％ 67.9% 32.1% 100.0%

人数 29 29 58

％ 50.0% 50.0% 100.0%

人数 26 39 65

％ 40.0% 60.0% 100.0%

人数 40 62 102

％ 39.2% 60.8% 100.0%

人数 47 83 130

％ 36.2% 63.8% 100.0%

人数 161 222 383

％ 42.0% 58.0% 100.0%

p<.05　N.A.=486

子育て環境

年
齢

階
層

70代
以上

60代

50代

40代

20-
30代

合計

 

表３．子育て環境への満足（子育ての有無別） 

満足して
いない

満足して
いる

合計

人数 62 42 104

％ 59.6% 40.4% 100.0%

人数 100 180 280

％ 35.7% 64.3% 100.0%

人数 162 222 384

％ 42.2% 57.8% 100.0%

p<.001　N.A.=485

子育て環境

子育

ての
必要

な子
ども 合計

いな
い

いる
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（２）子育て環境への満足度 

次に、B 地区における子育て環境に満足している

かたずねたところ、全体では「満足している」58.0％で

あり、「満足していない」（42.0％）より高い割合を示し

た。年齢階層別にみると、「20−30 代」では「満足して

いる」が 32.1％で、「満足していない」が 67.9％であ

った。「40 代」では、いずれの選択肢も 50.0％、「50

代」では、「満足している」が 60.0％、「満足していな

い」が 40.0％とその割合が逆転し、「60 代」では「満

足している」が 60.8％、「満足していない」が 39.2％、

「70 代以上」では「満足している」が 63.8％ですべて

の年齢階層で最も高くなっており、「満足していない」

は 36.2％であった（表 2）。χ二乗検定を行った結果、

５％水準で有意な差が見られた。 

 

また、子育ての必要な子どもがいる世帯において 

は、「満足している」は 40.4％にとどまり、「満足してい

ない」が 59.6％であった。一方、子育ての必要な子ど

もがいない世帯においては、「満足している」は

64.3％で半数を超えており、「満足していない」が

35.7％であった（表３）。なお、χ二乗検定を行った結

果、0.1％水準で有意な差が見られた。 

 

（３）子育て環境に満足していない理由 

前項でＢ地区の子育て環境に「満足していない」と

回答した人に対し、その理由をたずねたところ（複数

回答）、全体では、「遊び場が少ない」が 61.2％、「交

通事故が心配」が 36.8％、「学習塾が少ない」が

36.2％、「保育所が少ない」が 26.3％、そして「学校

が遠い」が 25.0％、「治安が悪い」が 5.9％であった。 

表４．子育て環境に満足していない理由（年齢階層別）（Ｍ.Ａ.） 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

保育所が少ない 7 38.9% 6 18.8% 8 32.0% 7 18.9% 12 25.0% 40 25.0%

遊び場が少ない 14 77.8% 19 59.4% 12 48.0% 23 62.2% 24 50.0% 92 57.5%

学校が遠い 2 11.1% 5 15.6% 11 44.0% 7 18.9% 13 27.1% 38 23.8%

治安が悪い 1 5.6% 1 3.1% 1 4.0% 4 10.8% 2 4.2% 9 5.6%

交通事故が心配 10 55.6% 5 15.6% 10 40.0% 13 35.1% 17 35.4% 55 34.4%

学習塾が少ない 6 33.3% 15 46.9% 9 36.0% 12 32.4% 11 22.9% 53 33.1%

その他 3 16.7% 11 34.4% 2 8.0% 5 13.5% 3 6.3% 24 15.0%

回答者数 18 32 25 37 48 160

N.A.=2

合計
20-30代 40代 50代 60代 70代以上

年　齢　階　層

 

表５．子育て環境に満足していない理由（子育ての有無別）（Ｍ.Ａ.） 

人数 ％ 人数 ％ 人数 ％

保育所が少ない 15 24.2% 25 25.5% 40 25.0%

遊び場が少ない 40 64.5% 53 54.1% 93 58.1%

学校が遠い 10 16.1% 27 27.6% 37 23.1%

治安が悪い 5 8.1% 3 3.1% 8 5.0%

交通事故が心配 20 32.3% 35 35.7% 55 34.4%

学習塾が少ない 30 48.4% 25 25.5% 55 34.4%

その他 13 21.0% 11 11.2% 24 15.0%

62 98 160

N.A.=2

子育ての必要な子ども

いる いない
合計
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年齢階層別にみると、「20－30 代」で「遊び場が

少ない」（77.8％）ことに加えて、「交通事故が心配」

（55.6％）が半数を超えた。40代では「学習塾が少な

い」（59.4％）、50 代以上では「遊び場が少ない」が

最も多い（50 代：48.0％、60 代：62.2％、70 代：

50.0％）（表４）。 

また、子育ての必要な子どもがいる世帯において

は、「遊び場が少ない」が 64.5％で割合が最も高く、

「学習塾が少ない」（48.4％）、「交通事故が心配」

（32.3％）、「保育所が少ない」（24.2％）、「学校が遠

い」（16.1％）と続き、「治安が悪い」は 8.1％であった

（表５）。 

 

（４）緊急時に頼ることができる人の有無 

緊急時に頼ることができる人の有無についてたず

ねたところ、全体では緊急時に身近に頼れる人の有

無について聞いたところ、「いる」が 74.1％、「いな

い」が 25.9％であった。 

年齢階層別にみると、「20−30 代」では、緊急時に

頼ることができる人が「いる」と答えたのは 82.4％で、

「いない」が 17.6％であった。「40代」では、「いる」が

85.5％で、「いない」が 14.5％であった。「50 代」で

は、「いる」が 80.6％、「いない」が 19.4％。「60 代」

では「いる」が 77.3％「いない」が 33.7％、「70 代以

上」では「いる」が 68.5％で、「いない」は 31.5％で最

も高かった（表 6）。χ二乗検定を行った結果、１％水

準で有意な差が見られた。 

また、子育ての必要な子どもがいる世帯において

は、緊急時に頼ることができる人が「いる」と答えたの

は 85.6％であり、「いない」が 14.4％であった。一方、

子育ての必要な子どもがいない世帯においては、「い

る」は 74.0％で、「いない」が 26.0％であった（表７）。

同様に、χ二乗検定を行った結果、１％水準で有意

な差が見られた。 

 

（５）子育て環境と定住意向 

 最後に子育て環境の満足度と定住意向との関連

をみてみたい。今後も B 地区に住み続けたいかた

ずねたところ、「思う（住み続けたい）」が 83.6％、「思

わない」が 16.4％であった。 

年齢階層別にみると、「20−30 代」では、「思う（住

み続けたい）」と答えたのは 77.1％で、「思わない」が

22.9％であった。「40 代」では、「思う」が 86.6％で、

「思わない」が 13.4％であった。「50 代」では、「思う」

が 77.3％、「思わない」が 22.7％。そして、「60代」で

は「思う」が 80.4％、「思わない」が 19.6％、「70 代以

上」では「思う」が 87.9％で、「思わない」は 12.1％で、

定住意向が最も強かった（図２）。 

子育ての必要な子どもの有無によっては、大きな

差はみられなかったが、子育ての必要な子どもがいる

世帯に絞り、子育て環境への満足の有無別にみてみ

ると、子育て環境に「満足していない」群では、「思う

（住み続けたい）」が 73.7％、「思わない」が 26.3％で

表６．緊急時に頼ることができる人 

（年齢階層別） 

いる いない 合計

人数 28 6 34

％ 82.4% 17.6% 100.0%

人数 59 10 69

％ 85.5% 14.5% 100.0%

人数 79 19 98

％ 80.6% 19.4% 100.0%

人数 157 46 203

％ 77.3% 22.7% 100.0%

人数 244 112 356

％ 68.5% 31.5% 100.0%

人数 567 193 760

％ 74.6% 25.4% 100.0%

p<.01　N.A.=109

緊急時に頼ることができる人

年
齢

階

層

70代

以上

合計

60代

50代

40代

20-30
代

 

表７．緊急時に頼ることができる人 

（子育ての有無別） 

いる いない 合計

人数 95 16 111

％ 85.6% 14.4% 100.0%

人数 388 136 524

％ 74.0% 26.0% 100.0%

人数 483 152 635

％ 76.1% 23.9% 100.0%

p<.01　N.A.=234

いな

い

いる

緊急時に頼ることができる人

子育

ての
必要

な子

ども 合計
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あった。一方、「満足している」群では、「思う（住み続

けたい）」が 87.2％、「思わない」が 12.8％であり、子

育て環境に満足している群の定住意向を持つものの

割合は、そうではない群より 14.5％高かった。 

 

 

５．考察 

  

本調査は全世帯に配付する悉皆調査の形式で実

施したが、回収率が 70％に迫っており、住民が非常

に協力的であったといえる。このことは住民の地域へ

の愛着やまちづくりに対する関心の高さの表れともい

えよう。 

家族構成は、夫婦二人暮らしが 34.5％と割合が最

も高く、親子二世代、一人暮らしの順であった。高齢

者のみの世帯も多く、職業は無職と答えた割合が最

も高かったが、これは高齢者の住民が多いためであ

ると考えられる。子育てが必要な子どもがいる世帯は

17.0％にとどまり低い割合を示した。 

居住歴は 21 年以上の人が 74.3％であり、長年 B

地区に居住している人が多くみられた。今後の B 地

区への定住意向については、住み続けたいと答えた

人が 83.6％であり、Ａ市が 2015 年度に実施した市

民アンケート調査の結果よりも高い結果注５）であり、地

域に愛着を持っている人が多いことが明らかとなった。

年齢別では 70歳代以上の高齢者が 87.9％と最も高

く、次に 40 歳代が 86.6％と高かったことから子育て

している世代も住み続けたいと考えていた。 

子育て環境の満足度を全世帯にたずねたところ、

満足は 58.0％にとどまった。40 歳代より若い世代で

満足度が低い傾向にあり、地域に愛着を持つ一方で、

若年層ほど子育て環境に満足していないことが明ら

かになった。不満をもつ理由としては、遊び場の不足、

安全面への懸念、保育・学校外教育施設（学習塾）

の不足があげられた。 

また、子育て環境への満足度と定住意向には有意

な関連は見られなかったが、子育て環境に満足して

いないもののうち、26.3％が定住意向を持っていない

ことも明らかとなった。子育て世代の定住を促進させ

るためには、子育て環境の整備を行い、満足度を高

めて行くことが１つの要因になりうることが示唆された。 

近年、人びとのワークスタイルやライフスタイル、そ

して価値観の多様化もあいまって、家族機能の変容

や地域における相互扶助機能の弱体化が多く指摘さ

れてきた。これらのことに加えて、パーソナルネットワ

ークからの孤立など発見されにくいとされる福祉的課

題や、「経済的困窮」と「子育ての孤立」、「非正規雇

用」、「長時間労働」など複合的な課題を抱えるケー

スも散見されている。これらのことは都市部であっても

過疎地域であっても起こりうる問題である。 

しかし、上述のとおり、調査結果から、特に 20－30

歳代の回答者から、子どもの「遊び場が少ない」こと

や、交通事故への懸念が示されており、過疎地域の

図２．定住意向（年齢階層別） 

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

20-30代

40代

50代

60代

70代以上

思う 思わない
 

表８．子育て環境の満足×定住意向 

思う 思わない 合計

人数 42 15 57

％ 73.7% 26.3% 100.0%

人数 34 5 39

％ 87.2% 12.8% 100.0%

人数 76 20 96

％ 79.2% 20.8% 100.0%

N.A.=20

今後も住み続けたいか

子育
て環

境

満足して

いない

満足して

いる

合計
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子育てはこれらの問題の解決だけにとどまるのみで

は明るい展望が開けるものではないことが、本調査か

ら示唆された。 

現代の子育ては、母親や家族の自助のみでは身

体的・精神的な負担、さらには経済的な負担が大きく

なり、やがて限界を迎える家庭もでてくる可能性があ

る。このため、自助・互助・共助・公助のなかでも、地

域住民の互助、つまりインフォーマルな相互扶助で

サポートできる部分が増えていければ、過疎地域で

暮らす子育て世代のQOL向上に資するものと考えら

れる。 

B 地区には、子育ての経験が豊富な高齢者が多

数暮らしている。これらの高齢者が、生活支援、学習

支援の役割を担い、子どもの育ちを支えることにより、

日中仕事に従事している子育て世代の力になること

はできないだろうか。 

子育て世代と高齢者が接点を強めることのメリット

はとても多い。本調査では、緊急時に頼ることができ

る人がいる割合は、高年齢層ほど低くなっており、今

後、単身高齢者が増加するにつれ、地域からの孤立

が懸念される。 

異世代間の住民交流を行いながら、高齢者からは

生活の知恵を授けてもらい、また、どの年代であって

も地域で役割を担うことの意義を伝え、地域全体で子

どもの成長を見守る意識を醸成する環境づくりを行う。

一方、子育て世代は、高齢者の移動をサポートしたり、

玄関先の除雪を行ったり、見守りを担う。つまり、地域

内の人的資源など社会関係資本を活用し、個人や世

帯が個別に解決できない課題に対して相互補完しあ

う仕組みを整備していくことが、子育て世代も高齢者

も安心して暮らすことができるコミュニティ（全世代を

巻き込んだ地域包括ケアシステム）に寄与することが

できるのではないだろうか。 

上述したが、2016 年 3 月をもって、地域内の１つ

の小学校が閉校となった。若林（1999）は、「学校廃

校は、学区の解体と再編を意味し、地域の解体再編

成まで発展する契機」になり得ることを指摘している。

そして、地域住民の文化的な拠点でもあった学校の

閉校は、B 地区住民の社会的結合を断ち、さらなる 

人口流出を招くことにもなりかねない。 

現在、政府が進めようとしている教育・保育・子育て

支援政策は、大都市に住む人びとへの対策に偏りが

あるように思われる。しかし、小規模自治体や過疎地

域こそ深刻化する少子化・人口流出への対策、過疎

地域の保育・教育施策、さらには集落活性化への喫

緊の対応が求められているはずであるが、積極的な

面が感じられない。また、都市部の中にも過疎地域が

あることを忘れることなく、地域全体を見渡した住民へ

の支援が各自治体に求められる。 

子育て施策に対する地域間格差、都市部への偏

重は、それぞれの地域が抱える事情を考慮しても容

認しがたいことであるが、そのことと等しく、あるいはそ

れ以上に地域住民が、子どもの育ちと子育てへの低

い関心を改善し、地域の子どもは地域全体で育てて

いくという決意を持ち、住民による政策の立案とその

実施のための組織化をいかに図っていくかが重要と

なる。このことは、過疎地域における子育て支援には

欠かせないものになるだろう。 

 

 

６．本研究の限界 

 

本研究は、都市部の過疎地域である B 地区の住

民に対して実施したニーズ調査のうち、子育て環境

の満足度と定住意向との関連について検討を試みた。

しかし、子育て中の子どもが幼児期であるか、あるい

は学齢期であるかによって、地域の子育て環境に対

する認識は異なることが考えられる。 

本研究における調査では、子どもの年齢を把握し

ておらず、今後は、子育て環境の満足度と定住意向

について、子どもの年齢を考慮に入れた分析を進め

ていく必要がある。 
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注 

１）待機児童について、厚生労働省は、「入所申込を行った

にもかかわらず入所していない児童から、他に入所可能な

保育所がある場合及び自治体の単独施策（認可外保育施設

や保育ママ等）によって対応している場合を除いた児童」

と定義している。また、潜在的待機児童とは、「認可保育所

に入所できずにやむを得ず認可外保育施設を利用してい

る児童や、保育所不足から働くこと自体を諦めている非申

請者」を指しており、厚生労働省の定義では待機児童には

含まれていない。 

２）本研究では、調査票のうちＡ票の調査結果を取り上げ

る。 

３）集落の状態区分を行った大野（2008）によれば「準限

界集落」とは、「55 歳以上の人口が集落人口の 50％を超

え、現在は集落の担い手が確保されているものの、近い将

来、その確保が難しくなっている限界集落の予備的存在に

なっている集落」であると定義づけされている。 

４）「20 代」と「30 代」の割合が僅少であったため、これ

らの２カテゴリーをあわせて「20-30 代」として分析を行

った。 

５）同調査によると、定住の意向について、Ａ市全体で

は、住み続けたいと「思う」が 60.7％、「少し思う」が 

18.0％であり、合わせて 78.7％が定住の意向を持ってい

る。しかし、居住地域別にみると、住み続けたいと「思

う」・「少し思う」はＢ地域では 60.0％となっており、定

住の意向が最も低くなっている（ただし n=20）。 
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論文 

 

都市部の過疎地域における住民ニーズ調査（第２報） 

－住民の子育てに対する意識と大学生の訪問調査の学び－ 

 

塩川 幸子（旭川医科大学医学部看護学科） 

藤井 智子（旭川医科大学医学部看護学科） 

栗田 克実（旭川大学保健福祉学部コミュニティ福祉学科） 

 

要旨 

都市部の過疎地域における住民の子育てに対する意識を明らかにし、まちづくりの方策を検討するとともに調

査員となった大学生の学びから若者の地域活動の意義を考察した。住民ニーズ調査は質問紙と訪問調査を 2

段階で実施したが、本稿では訪問調査を中心に報告する。大学生が 96世帯 104名を訪問した。訪問記録の分

析から子育てに対する意識として、【子どもが少ない環境での子育ての良さと危惧】、【過疎地域の子育てを支え

るために必要な資源】、【まちぐるみで助け合う子育て意識の醸成】、【過疎地域の人口流出への嘆き】の 4 カテ

ゴリーを生成した。また、大学生の学びとして、【一人ひとりの生活をみつめる姿勢】、【過疎地域の特性と問題

点】、【まちづくり参画の多様性】、【若者ができること】など 7カテゴリーが生成された。 

住民は過疎地域の子育てに良さと危惧を持ち、資源不足を感じていた。都市は資源が多く、都市の中にも必

ずある過疎地域の問題は埋もれることが懸念される。都市部の過疎地域には自然環境を活かした子育て、保育

ニーズへの対応、高齢者が子育てを支える存在となる意識の醸成、子どもの可能性を広げる場の確保が必要で

あり、都市への近さを活かした地区間の住み家の循環と新たなコミュニティの互助の再構築も期待される。さらに、

調査に参加した大学生と住民の異世代・世代間交流が地域の活性化につながり、大学という資源を活かした若

者のまちづくり参画の可能性も示唆された。 

 

キーワード： 過疎地域 住民ニーズ 子育て 意識 ソーシャル・キャピタル 

 

１．はじめに 

 

近年、少子高齢化に伴う人口減少が顕著となって

おり、過疎地域等の集落においては、今後も人口減

少・高齢化の継続的な進行により地域としての自立

や維持の困難が懸念されている 1)。こうした中、総務

省や国土交通省では新たな地域社会の維持形成の

仕組みづくりや社会的サービスの提供方策を検討し

ており、限界集落に移行する可能性の高い過疎地域

の問題への取り組みは喫緊の課題である。 

今回の調査のフィールドとなった A 市 B 地区は北

海道の道北エリアの中央に位置し、人口約 34 万人

の中核市の中で市の南西部に位置し人口約 3、400

人の地区である。B 地区は国道沿いに細長い地形で

広がり、C～Fの 4区に分かれ、D区が最も人口が多

く、中心的な役割を担っている。略地図を図１に示す。

B地区の中心となるD区から市街地まで車で 30分、

F 区から空港まで約 15 分と首都圏へのアクセスも比

較的よい自然豊かな地域である。JRの駅はC～F区

の全てにあり、往復 19本が運行している。 

基幹産業は農家が 18.5％(2015 年)であり、北海

道の 1次産業 7.2%より多い。 

B 地区の世帯構成は独居 20.5％、核家族 66.3％、

三世代が 9.0％、その他 4.3％であった（2015 年）。

核家族は全国 56.3％（2010 年）よりも多く、農村であ

りながらも核家族が多い状況にある。 
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コーディネート 

連携 

2014 年の B 地区の高齢化率は 43.3％と、A 市の

28.7％より大幅に高く、市内一高齢化が進んだ地域

である。また、子どもの数は人口の 8.1％と少ない（図

2）。教育環境としては、小学校３校、中学校１校、

高校０校であり、高校からは地区外へ通学しなけれ

ばならない状況に置かれている。これらの状況から、

B 地区全体で過疎化が進行し続けており、少子高齢

化と空き家問題が大きな課題となっている。 

 

図１．Ｂ地区の概要 

 

  

              

              

               

 

 

 

 

 

図２．調査地域の人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

B 地区で地域活動を行っている特定非営利活動

法人が 2014年度に国土交通省「住宅団地型既存住

宅流通促進モデル事業」に採択され、「まちおこしプ

ロジェクト」を立ち上げた。その法人が中核となり、A

市や振興局、一般社団法人旭川ウェルビーイング・コ

ンソーシアム（以下、AWBC）等が連携し、地域の活

性化、良好なコミュニティの形成を図り、転入者にとっ

ても魅力的な地域づくりを目指している。 

そこで、過疎地域の空き家対策を検討するため、

地域のまちづくりと暮らしやすさを考える住民ニーズ

調査事業について AWBC が委託を受けた。AWBC

とは A 市内の高等教育機関（４大学１短大１高専）

と関係団体で構成される知の連携体であり、地域貢

献と学生の地域活動を支援する取組も行っている。 

この調査は AWBCが実施主体となり、連携機関で

ある大学教員が調査票の検討、調査の実施および分

析考察を担い、調査員として市内の大学生が多数参

加した。B 地区のまちおこしプロジェクトとも連携し、

住民ニーズの把握と、まちおこしの観点から住民自

身が取り組めることについてもアンケート調査と訪問

調査を行った。訪問調査においては、住民と若者で

ある学生の交流機会にもつながるよう企画した。調査

の構造図を図３に示す。 

 

 図３．調査の構造図 

 

 

 

 

 

 

 

 

過疎地域の研究には、里山や中山間地域など農

村における高齢者の暮らしに関する調査 2) 3)等が多く

みられる。過疎地域では地域のつながりを大切にし

ているが小規模にとどまるため、地域外とのつながり

拡大が課題とされている 4)。 

また、過疎地域の子育ての実態として、物理的環

境に制限を受けることも多い中、親が行政に働きかけ

ると同時に地域の助け合いで乗り越えていこうとして

いることも報告されている 5)。母子保健医療体制にお

いて限られた医療資源を継続活用するためには信頼

できる医療職が不可欠とされ、健康に何らかの障害

のある子どもの家庭では、遠方への通園や治療で経

済的負担も大きく転居もみられる 6)ことから、過疎地域

には行政が問題意識を持って介入していくことも期待

される。過疎地域には様々な背景があるが、都市部

の中の過疎地域は市内としては様々な資源があるこ

とから見過ごされてしまう可能性があるのではないか。
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これらのことから、過疎地域での子育てには困難を伴

うことも多く、住民の子育てに対する意識から過疎地

域のまちづくりについて検討することの意義は大きい

と考える。 

今回の調査では都市部における過疎地域の住民

ニーズを明らかにした。調査が広範囲にわたることか

ら、本稿では特に過疎地域の子育てに対する意識に

焦点を当てて分析結果を述べたい。さらに、大学生を

資源として調査に協力を得たことの効果についても

考察する。 

 

 

２．目的 

 

 本研究は、都市部の過疎地域で暮らす住民の子

育てに対する意識を明らかにし、過疎地域における

子育てへの示唆を得ることを目的とした。また、大学

生が訪問調査に関わった効果についても明らかにし、

過疎地域の子育てやまちづくりの方向性について考

察する。 

 

 

３．方法 

 

 調査期間は 2015 年 5 月 11 日から 31 日であっ

た。調査は２段階で行い、1、274 世帯に全戸配付し

た質問紙調査の後、訪問に協力可能と回答した方に

訪問調査を実施した。 

 

（１）過疎地域の住民を対象とした訪問調査 

質問紙調査において、訪問調査に協力可能と回

答した方に対し、電話で協力依頼を行い、調査期間

内に日程の都合が合い、訪問への承諾が得られた世

帯を対象とした。 

調査員の大学生は計 51 名であり、旭川医科大学

21 名（医学科７名、看護学科 14 名）、旭川大学 30

名（コミュニティ福祉学科 21名、経営経済学科 9名）

が２名ペアで訪問し、ニーズ調査を行った。 

なお、事前に、調査員を対象として、地域の概況の

理解、調査の目的・方法、調査員のマナーと心得、イ

ンタビューの方法等に関する研修を実施した。研修

では地域をよく知る特定非営利活動法人が地域の概

況と今回の調査に至る背景についての講義を担当し、

AWBC およびコーディネートに従事する教員が調査

員マニュアルを作成し、大学生を指導した。大学生は

訪問調査の他、訪問調査の記録、まとめ・分析、アン

ケートの集計等も一部担当した。 

訪問調査の内容は、①西神楽の生活、②健康・医

療・介護、③子育て、災害・緊急時の対応、④西神楽

のまちづくり、⑤その他とし、半構成的面接法により聞

き取りを行った。１件あたりの訪問時間は１時間程

度とし、対象者の承諾を得てその場でフィールドノー

トに記録し、訪問後に訪問記録を作成した。 

分析方法は、訪問記録から「住民の子育てに対す

る意識」を示す内容をコード化し、意味内容の類似性

からサブカテゴリー、カテゴリーを生成した。分析は複

数の研究者で行い、妥当性の確保に努めた。 

 

（２）大学生を対象としたアンケート 

 調査に参加した大学生 51名を対象として、調査終

了後にアンケートを実施した。内容は個人属性、参加

動機、印象に残ったこと・学んだこと、過疎地域のまち

づくりについての意見である。 

分析方法は、単純集計と自由記載についての記

録分析を行った。大学生のアンケートから学びに関

する記述をコード化し、意味内容の類似性からサブカ

テゴリー、カテゴリーを生成した。分析は複数の研究

者で検討を重ね、妥当性の確保に努めた。 

 

（３）倫理的配慮 

 調査の実施にあたり、依頼文に調査目的と方法、

回答は自由であること、匿名性の確保等を記載し、回

答をもって同意とみなした。訪問調査についても参加

の自由、個人が特定されないように配慮し情報は厳

重に取り扱うこと、報告会等における内容の公表につ

いて口頭で説明し、同意を得た方を対象とした。 

大学生のアンケートにおける倫理的配慮としては、

調査の目的と方法、参加の自由意思、匿名性確保、
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結果の公表等を口頭で説明し、アンケートの提出をも 

って同意とみなした。 

 

 

４．結果 

 

（１）訪問調査の結果 

対象者は 96 世帯 104 名（男性 59 名、女性 45

名）、年齢は 30～90 歳代であった（表 2）。訪問調査

の協力者は 70 歳代が最も多く、次いで 60 歳代、80

歳代と高齢者が大半であったが、現在子育てしてい

る 6世帯からもお話を伺うことができた。 

分析の結果、子育てに対する意識として、27 サブ

カテゴリ－、4カテゴリーが生成された。 

 

表２．訪問時の回答者（年齢・性別） 

 30

歳

代 

40

歳

代 

50

歳

代 

60

歳

代 

70

歳

代 

80

歳

代 

90

歳

代 

 

計 

男 1 2 1 15 33 6 1 59 

女 3 0 0 11 16 13 2 45 

計 4 2 1 26 49 19 3 104 

 

住民は、【子どもが少ない環境での子育ての良さと危

惧】を感じており、【過疎地域の子育てを支えるため

に必要と思う資源】を挙げ、【まちぐるみで助け合う子

育て意識の醸成】を目指していた。一方で、【過疎地

域の人口流出の嘆き】が聴かれた（表３）。 

以下、カテゴリ－を【 】、サブカテゴリ－を〔 〕、発

言を「 」で示し、カテゴリ－毎に説明していく。 

 

１）子どもが少ない環境での子育ての良さと危惧 

【子どもが少ない環境での子育ての良さと危惧】の

両面が挙げられた。自分達が住んでいる地区は〔自

然環境が良くおおらかな雰囲気〕で、〔身近な所で外

遊びできる〕環境がある。子どもは少ないが、住民が

〔どこの子かみんなが知っていて安心〕であり、〔子ど

もたちは礼儀正しく挨拶する〕ことをよい教育がされて

いると感じ、〔子どもは地域の宝〕という意識を持ち見 

表３．住民の子育てに対する意識 

 

守っていた。また、学校では先生方が丁寧に関わっ

てくれ、〔少人数で目が行き届く教育環境〕や〔競争心

がなくのびのびして仲が良い〕という良さがみられた。

その反面、〔学校の選択肢がない〕ことから通学が大

変で、「競争がないとレベルが下がることが心配」と危

惧する大人もおり、〔切磋琢磨しにくい環境〕を課題に

感じていた。さらに、過疎地域では〔学校が廃校にな

カテゴリ-(4) サブカテゴリ-(27) 

子どもが少ない環

境での子育ての良

さと危惧 (10) 

自然環境が良くおおらかな雰囲気 

身近な所で外遊びできる 

どこの子かみんなが知っていて安心 

子どもたちは礼儀正しく挨拶する 

子どもは地域の宝 

少人数で目が行き届く教育環境 

競争心がなくのびのびして仲が良い 

学校の選択肢がない 

切磋琢磨しにくい環境 

学校が廃校になっていく寂しさ 

過疎地域の子育て

を支えるために必

要と思う資源 （9） 

延長保育・学童保育の充実 

子どもを預かってくれる家が欲しい 

キッズサロンなどの社会教育の充実 

公園など遊び場の充実 

通学用のスクールバスや送迎 

他地区と合同のスポーツチーム 

塾や習い事など学校以外に学べる場 

廃校校舎の再利用 

街灯の設置や防犯対策 

まちぐるみで助け

合う子育て意識の

醸成 （4） 

子育てへの周囲の理解の促進 

子育て世代を支える高齢者の力の活用 

運動会は地域の行事という認識 

子どもの活躍の場を増やす 

過疎地域における

人口流出への嘆 

き (4) 

学校卒業後は地元に子どもが残らない 

子育て世代の親が働く場所の確保 

家を継いでほしいが無理強いはしたくない 

田舎を好む若い転入者に空き家を提供 
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っていく寂しさ〕を感じている住民も多かった。 

 

２）過疎地域の子育てを支えるために必要と思う

資源 

【過疎地域の子育てを支えるために必要と思う資源】

として、子育て世代は〔延長保育や学童保育の充実〕

を求めていた。また、農村であるが核家族が多く、「親

が仕事に行くと日中子どもを見てくれる人がいない」と

いう現状から〔子どもを預かってくれる家が欲しい〕な

どフォーマル・インフォーマルの両面から保育のサポ

ートを求めていた。その他、〔キッズサロンなどの社会

教育の充実〕、〔公園など遊び場の充実〕が挙げられ

た。学校が少ないことから〔通学用のスクールバスや

送迎〕の必要性、「子どもが少人数のため学校のスポ

ーツ種目が少ない。指導者不足もあり、校区外に行

ってしまう」という現状から、多様なクラブは成り立たず、

〔他地区と合同のスポーツチーム〕を求めていた。さら

に、〔塾や習い事など学校以外に学べる場〕が少ない

ために資源の充実が求められ、〔廃校校舎の再利用〕、

〔街灯の設置や防犯対策〕も子育てを支える環境とし

て挙げられた。 

 

３)まちぐるみで助け合う子育て意識の醸成 

住民は【まちぐるみで助け合う子育て意識の醸成】

を重視していた。「子どものための地域の行事は住民

の理解がなければ成り立たないのでマナーが悪いと

中止の声が出てしまうこともあり残念」という声もあり、

〔子育てへの周囲の理解の促進〕を図る必要がある。

また、〔子育て世代を支える高齢者の力の活用〕が挙

げられ、地域の人が子ども達を知っていて見守る関

係性や〔運動会は地域の行事という認識〕を持って関

わっていた。「老人会で小学校の運動会などイベント

をお手伝いしている。子どもたちはみんな自分の孫、

ひ孫のように思っている」という語りから人口の少ない

地域ならではの助け合いが地区には存在していた。 

また、「高齢者への手厚い対応はとてもありがたい

が、子育てにこそ手厚い対応が必要ではないか。子

どものためのまちづくりをもう少し頑張ってほしい」とい

う声もあった。毎年、地区の中学生が蛍を育てて放つ

蛍祭りの行事も自然を活かした教育と文化の融合とし

て効果的に行われており、〔子どもの活躍の場を増や

す〕取り組みとなっていた。 

その他に、「昔は町内会に子ども会があり年間行事

も多く、子ども同士の関わりを学んだり、大人が物事

の良し悪しを教えることができたが、少子化により子ど

も会という組織自体が成り立たない状況が残念」とい

う声も挙げられた。 

 

４）過疎地域の人口流出への嘆き 

住民は【過疎地域の人口流出への嘆き】として、過

疎地域では〔学校卒業後は地元に子どもが残らない〕

という現状があり、働く場所がないことで若者の流出

に拍車がかかることを嘆いていた。また、〔子育て世

代の親が働く場所の確保〕の難しさがあり、「地元に

雇用を作ることが必要」という声が挙げられた。一方、

親は子どもに〔家を継いでほしいが無理強いはしたく

ない〕と考えている人もおり、「自然豊かな地域だが不

便な環境でもあるため自分の生活の場は自分で選択

してほしい」という親の気持ちが語られた。 

今後の対策として、〔田舎を好む若い転入者に空

き家を提供〕し、「田舎の環境を気に入った人が住ん

でくれれば嬉しいし、地域に活気が出る」と語った。 

 

（２）大学生の訪問調査における学び 

大学生のアンケート結果から、地域活動における

学びについて分析した。アンケートは学生 37 名から

回答が得られた（回収率 72.5％）。回答者の学科別

では、医学科７名、看護学科 11名、コミュニティ福祉

学科 13 名、経営経済学科 7 名であった。なお、学年

は１～４年生と多様な学年が参加していた。 

調査への参加動機（複数回答）を図４に示す。 

「勉強になると思ったから」が 29 名(78.4％)と最も

多く、次いで「将来の仕事に役立つ」16 名(43.2％)、

「住民の声を聴いてみたかった」13 名(35.1％)、「家

庭訪問をしてみたかった」９名(24.3％)、「まちづくり

に関心があった」８名 (21.6％ )、「その他」５名

(13.5％)であった。 
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図４．大学生の調査への参加動機（複数回答） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

訪問調査における大学生の学びとして 7 カテゴリ

ー、28 サブカテゴリーを生成した(表４)。以下、カテ

ゴリーを【 】、サブカテゴリーを〔 〕、発言を「」で示す。 

大学生は訪問調査をとおして、【調査のあり方】を考

え、【住民との関係づくり】、【一人ひとりの生活をみつ

める姿勢】を学んでいた。また、住民の声から【過疎

地域の特性と問題点】を知り、【まちづくり参画の多様

性】を感じとっていた。そして、大学生は【生の声を聴

いていく必要性】を実感し、【若者ができること】を考え

る機会にもつながっていた。以下、カテゴリーごとに

述べる。 

 

１）調査のあり方 

大学生は〔調査の方法や段取り〕や実際の訪問を

通して〔マニュアル通りではない〕ことを学んだ。また、

どんな家に住んでいるのか、地図を見ながら〔自分の

足で家庭訪問することのやりがい〕を感じていた。調

査全体をとおして、大学生が書いた訪問記録が住民

の声を反映できているかが問われること、アンケート

入力の間違い防止対策などから〔データの取り扱い

の重要性〕を学んでいた。そして、〔集計やまとめ作業

の地道さ〕に気づき、【調査のあり方】を学んでいた。 

 

２）住民との関係づくり 

大学生は【住民との関係づくり】について、〔その人の

家で直接話を聴くことで身近に感じた〕ことから、家庭

に訪問することの意義を学んでいた。また、〔話を引き

出すコミュニケーションの取り方〕や〔相手にわかりや 

表４．訪問調査における大学生の学び 

 

すく話すための工夫〕など関係づくりの技術について

も試行錯誤しながら取り組んでいた。 

 

ｶﾃｺﾞﾘ-

(7) 
サブカテゴリ-(28) 

調査のあ

り方 (5) 

調査の方法や段取り 

マニュアル通りではない 

自分の足で家庭訪問することのやりがい 

データの取り扱いの重要性 

集計やまとめ作業の地道さ 

住民との

関係づく

り 

(3) 

その人の家で直接話を聴くことで身近に感じた 

話を引き出すコミュニケーションの取り方 

相手にわかりやすく話すための工夫 

一人ひと

りの生活

をみつめ

る姿勢(3) 

対象者の生活を読み取る視点 

住民の生活スタイルに合ったサポート体制を考える 

不便でも住み続けたいという思いの強さ 

過疎地域

の特性と

問題点(5) 

住民同士の絆が強く助け合って暮らしている 

移住者を優しく迎え入れる雰囲気 

若者の流出とそれを見送る高齢者の葛藤 

少子化と高齢化の悪循環による過疎化進行の弊害 

地域のよいところ・不便なところ 

まちづく

り参画の

多様性(4) 

自ら発信する人は少ないが実はまちについて考えている 

地域に愛着を持ち協力的である 

真剣に地域のことを考えた自発的な見守り 

地区の情報を発信し共有する 

生の声を

聴いてい

く必要性 

(4) 

住民しか知らない歴史やまちの姿を教えられた 

良い意見だけでなく住民の声を聴くこと自体が貴重 

生の声から優先的なニーズを考えるプロセスを体験 

人々の様々な思いを感じ取ることができた 

若者がで

きること

(4) 

大学生と住民の交流の促進 

自分たち若者が大事な存在であることを実感 

まちづくりを他人事と考えない 

将来の仕事に活かせる経験 

5

16

29

9

8

13

0 10 20 30 40

その他

将来の仕事

勉強

家庭訪問

まちづくり

住民の声

 (人) 
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３）一人ひとりの生活をみつめる姿勢 

訪問で【一人ひとりの生活をみつめる姿勢】として、

〔対象者の生活を読み取る視点〕を持ち、〔住民の生

活スタイルに合ったサポート体制を考える〕ことの重要

性を学んでいた。また、地域住民が〔不便でも住み続

けたいという思いの強さ〕を受けとめていた。 

 

４）過疎地域の特性と問題点 

住民から地域の良さと困難さが語られ、【過疎地域

の特性と問題点】を捉えていた。過疎地域では〔住民

同士の絆が強く助け合って暮らしている〕こと、転入者

も大歓迎という〔移住者を優しく迎え入れる雰囲気〕が

あることが良さとして挙げられた。一方で、〔若者の流

出とそれを見送る高齢者の葛藤〕があること、〔少子化

と高齢化の悪循環による過疎化進行の弊害〕を何と

かしたいが抜け出せないという現状を学んだ。そして、

〔地域のよいところ・不便なところ〕を理解した上で、ま

ちづくりを考えていくことの必要性を学んでいた。 

 

５）まちづくり参画の多様性 

大学生は訪問を通して、【まちづくり参画の多様性】

を学んでいた。B地区では〔自ら発信する人は少ない

が実はまちについて考えている〕ことを感じ取った。ま

た、〔地域に愛着を持ち協力的である〕姿や〔真剣に

地域のことを考えた自発的な見守り〕を行っていること

を知った。さらに、〔地区の情報を発信し共有する〕こ

ともまちづくりの推進に重要という住民の声を捉え、多

様な参画のありようを学んだ。 

 

６）生の声を聴いていく必要性 

学生は〔住民しか知らない歴史やまちの姿を教えら

れた〕と述べ、〔良い意見だけでなく住民の声を聴くこ

と自体が貴重〕であることを実感していた。〔生の声か

ら優先的なニーズを考えるプロセスを体験〕したり、

〔人々の様々な思いを感じ取ることができた〕ことで、

【生の声を聴いていく必要性】を学んでいた。 

 

７）若者ができること 

今回の訪問調査を通して、〔大学生と住民の交流

の促進〕がもっと必要と感じ、「地域の高齢者から若い

人が来てくれるだけで楽しいと言われて嬉しかった」

という学生も多く、〔自分たち若者が大事な存在であ

ることを実感〕する機会となった。これらの体験から、

〔まちづくりを他人事と考えない〕ことが大事という気づ

きがあり、住民とともに考えていくことの大切さを学ん

でいた。そして、〔将来の仕事に活かせる経験〕として

今後に活かしていこうという思いを持ち、【若者ができ

ること】を考えていた。 

 

 

５．考察 

 

（１）都市部の過疎地域特有の住民の子育て 

意識と今後の方策 

今回の調査において、住民は【子どもが少ない環

境での子育ての良さと危惧】を感じていた。自然環境

の豊かさやおおらかな雰囲気、子どもは地域の宝と

大切に思う良さがある反面、学校の選択肢がなく、切

磋琢磨しにくい環境を挙げた。また、【過疎地域の子

育てを支えるために必要と思う資源】として、学校や

遊び場が限られることから、子どもを預かってくれる家

が欲しいなどの保育ニーズやスポーツの充実が求め

られていた。【まちぐるみで助け合う子育て意識の醸

成】には子育て世代を支える高齢者の力の活用や運

動会は地域の行事という認識など、地域で子どもたち

を育てる雰囲気が窺えた。 

これらの住民意識から今後の方策として、まず地域

ぐるみで子育てを考えていく必要がある。子どもを見

てくれる家が欲しい人の把握とサポート可能な元気高

齢者のマッチングなど高齢者の力を活かした保育ニ

ーズへの対策が求められる。保育に高齢者が関わる

ことで、多様な経験や知恵を次世代に伝承していくこ

とにもつながり、その意義は大きい。現在、全国で高

齢化と過疎化が問題とされる中、「どこの子かみんな

知っていて安心」という地域性の中で高齢者が子育

てを支える存在となることが示唆された。 

一方でフォーマルな資源としての保育所の充実を

住民は望んでいた。保育所実態調査 7)において農村
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部の保育所は自然を活かした保育実践、異年齢保

育を特徴としつつ、小規模のため発達保障や保育内

容の広がり、人間関係の課題が指摘されている。子ど

もの数の減少による統廃合が危惧されるが、全ての

子どもの保育環境の維持向上に努める必要がある。

保育の問題に加え、子どもが少人数のため多様なス

ポーツクラブは成り立たないこと、塾や習い事の場が

少ないという過疎地域特有の課題も明らかとなった。

斎尾ら 8)の過疎農村地域におけるスポーツネットワー

クの調査でも同様の課題が挙げられ、農村では多年

代を対象とした総合的な生涯学習を展開し、地域内

外のネットワーク作りが必要である。これらのことから、

住民が主体となって他地区と連携し活動を組織化す

ることにより、子どもの可能性を広げる場の確保につ

ながると考える。塾や習い事などの文化系の活動も

同様に地域間ネットワークの推進が求められる。 

 

（２）大学生が地域活動に参加することの意義 

今回、大学生が住民ニーズ調査に関わり、まちづく

りとは何かを学び、自分達が地域に期待されている

存在と実感したことはまちづくり参画の第一歩となっ

た。また、多様な学科の大学生が学外で地域活動を

行ったことは、地域で暮らす人々の理解を深め視野

を広げる体験とともに、学生間のつながりも深まった。 

調査を通して大学生は地図を見ながら初めての家

庭訪問を行い、【一人ひとりの生活を見つめる姿勢】

を学び、そこに住む人々の不便でも住み続けたいと

いう思いや、土地の歴史、愛着などを実感していた。

【過疎地域の特性と問題点】として、住民同士の絆の

強さや、若者の流出とそれを見送る高齢者の葛藤な

どを受けとめていた。さらに、【まちづくり参画の多様

性】を学び、住民が地域のことを考えた自発的な見守

りをする姿を知った。まちづくりは情報が共有されな

いと地域に広がっていかないという難しさも学び、情

報発信と住民同士の共有の大切さを感じていた。地

域情報の発信に SNSを活用し参加機能を付加するこ

とで市民の声が共有され、いつの間にかまちづくりに

参加しているという取り組みも報告されている 9)。こうし

た工夫や一人ひとりが地域を想う気持ちを共有し地

域の良さを発信することで、住み慣れた地域で安心し

て暮らし続けることができる地域の土台づくりが望ま

れる。 

近年、少子高齢化の時代において、世代間交流

や文化の伝承機会として、まちづくりへの若者の参画

の必要性が叫ばれている。地域活動の参加経験がな

い若者に何らかの形で参加機会を提供することは若

者の参加と地域への関心を高めると報告されている

10)。そのため、子ども時代から学校行事や親と一緒に

地域活動に参加する機会を設け、まちの良さや課題

を知り、次の時代を創る意識を育てていく必要がある

と考える。また、本調査に参加した大学生は、過疎地

域の特性と問題点を知るとともに地域活性化に若者

の参加が期待されていることを実感し、まちづくりへの

意識の高まりもみられたと言えよう。まちづくりシンポ

ジウムにおいて、住民の生の声から学生が捉えた地

域の姿と学びを報告し、地域住民への調査結果の還

元と意見交換の機会も得た。このように、大学生を地

域の資源 11)として地域活動に関わっていくことで、活

動に関わる年齢層も広がり、新たな展開の可能性を

秘めていると考える。さらに、まちづくり活動に関わる

若者にとって、今日的な方法で活動を牽引するリー

ダーの存在が重要 12)と言われており、若者のリーダ

ー育成も考慮した地域活動が望まれる。今後も、地

域の住民や関係機関と連携しながら若者の活動の場

を広げていきたい。 

 

（３）都市部の過疎地域における地域づくりへの示唆 

今回の調査のフィールドとなった地域の住民は【過

疎地域の人口流出への嘆き】を感じていた。そのよう

な状況の中で、子育て世代の雇用確保やまちぐるみ

で助け合う子育て意識の醸成により住み続けられる

地域にしたいと願い、田舎に魅力を感じる人の移住

を期待する声も聞かれた。 

B地区は市街地から車で約 30分であり、若い世代

には通勤も可能と考えられる。都市への近さを活かし、

空き家を有効活用し、職場を変えることなく自然豊か

な土地に住み子育てできる可能性も広がると思われ

る。一方で空港から近く、道外からも移住しやすい環

北海道地域福祉研究　第19巻

113



 

 

 

境を生かして、移住を促進する PR の強化が望まれる。 

また、B 地区では地域を想う声が多く、助け合う関

係性の存在が学生にとっても大きな学びとなった。木

下ら 13)は資源の少ない過疎地域では地域福祉への

上乗せと横出しがますます必要と述べ、B 地区の住

民がインフォーマルなサービスを提供し合う関係性と

一致する。また、互助機能の高い地域の調査から住

民参加は基盤づくりが土台で最も重要 14)とされる。本

研究のフィールドとなった B 地区においても、過疎地

域ならではの地域力による子育て、住民参加型の柔

軟な活動とその組織化が必要であろう。ソーシャル・

キャピタルとまちづくりは関連がある 15)とされるが、地

域を支えるのは人的資源であり、住民同士の支え合

いの基盤が途切れないような意識の醸成が重要であ

る。そして、人々を温かく迎え入れる雰囲気を受け継

いでいくことが次世代に求められる。さらに、元々の

住民と移住した住民の関係性を大切にしながら、地

域の互助の再構築が必要と考える。 

都市部の過疎地域だからこそ大学所在地である都

市が近く、多くの学生が集まり住民と関わるきっかけ

づくりができた。その後の子どもたちへの学習支援な

ど大学生の力を活かした継続的な取り組みも期待さ

れる。 

調査のフィールドとなった都市部の過疎地域の問

題は、資源の充実した都市に近いためにその影に埋

もれることが懸念される。 今回の調査結果を行政と

共有すると同時に互助の促進、その触媒としての若

者の活用を継続していくことも都市部の過疎地域なら

ではの取り組みとなるであろう。 

 

 

６．結語 

 

少子高齢化は深刻な情勢にあるが、本研究では、

過疎地域において高齢者が子育てを支える存在とな

ることが示唆された。元気高齢者が子育てに参加す

ることは自身の介護予防にもつながり、世代間交流に

よる知恵の伝承、地域の助け合い風土の醸成にも寄

与すると考えられた。また、他地区と連携したネットワ

ークを作り、子どもの可能性を広げる場を確保してい

くことも重要である。 

今回の調査に参加した大学生にとって、住民の生

の声を聴くこと、まちづくりとその根底にある助け合い

の姿を学んだことは意義深い。都市に近いメリットを

活かし大学生の参加を得た異世代・世代間交流によ

る地域の活性化の可能性も示された。大学生の地域

活動の推進はまちを輝かせる機運となるであろう。 

 

 

７．本研究の限界と今後の課題 

  

今回は住民ニーズ調査の一部に焦点を当てたが、

過疎地域で暮らす高齢者自身が持つ生活課題や健

康課題についても調査から明らかになったため、今

後報告したい。また、都市部の中の過疎地域に引き

続き着目して、住民ニーズを捉えていく必要がある。 
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論文 

 

独立型社会福祉士の社会変革に関する活動評価にみる活動領域の概念化 

－法人形態での活動に着目して－ 

      

小川 幸裕（弘前学院大学社会福祉学部） 

      

要旨 

本研究では、法人の形態で活動する独立型社会福祉士の社会変革に関する活動領域の概念化を目的とす

る。独立型社会福祉士を対象に自記式質問用紙を用いた郵送調査を行い 467人（回収率 45.9％）より回答を得

た。その内、事業形態が法人である 139 名を対象に探索的因子分析を行った。項目の信頼性、妥当性にいて

検討し因子分析を行った。 

その結果、独立型社会福祉士の社会変革に関する活動として、①新たな仕組みづくり、②社会的課題への

対応、③狭間課題への対応、④司法分野への参入、⑤相談援助への価値づけの 5つの因子がみられ、統計的

及び理論的にも構成概念妥当性は認められた。個人事務所を対象にした分析でも「新たな仕組みづくり」と「社

会的課題の対応」が抽出されたことから、これら２つの概念は事業形態を問わず独立型社会福祉士における社

会変革に関する活動概念として重要であることが分かった。経済的基盤が脆弱な独立型社会福祉士が対価に

結びつきにくい社会変革に関する活動を展開することは困難であるため、相談援助業務を中核とした活動の受

け皿として「社会福祉士法人」の法制化の必要性が示唆された。 

 

キーワード： 独立型社会福祉士 社会変革 法人形態 

１．はじめに 

 

急速な社会変動にともない専門的支援を必

要とする人々の社会的排除が進行するなか、

単独の福祉制度やサービスでは対応が困難と

される狭間にある課題の解決が求められている。  

これら狭間にある課題への解決には、サービ

ス提供体制の見直しを含め地域包括ケアシス

テムの構築が検討されている。2015 年には地

域包括ケア実現に向け、多職種連携を基盤に

地域課題の把握および地域の実情に応じた新

たな社会資源の開発を行う地域ケア会議が介

護保険法に位置づけられた。 

また、2014 年には国際ソーシャルワーカー

連盟によってソーシャルワークのグローバル定

義が採択され、社会変革や社会開発が中核と

なる任務として明記された。ソーシャルワーク専

門職である社会福祉士には、既存の仕組みで

は対応が難しい社会的課題を見出し、その解

決に向けて社会構造へ働きかけ、新たな仕組

みを開発するといった狭間を生み出す社会構

造の変革に向けた一連のプロセスへの参画が

期待される。しかし、社会福祉士及び介護福

祉士法第２条の定義では、社会福祉士の業は

福祉サービス関係者との連絡調整にとどまり、

社会変革に向けた実践が含まれていない。そ

のため、社会福祉士は、福祉関連サービスや

社会資源のつなぎが主な業務となる傾向がみ

られ、社会への働きかけに関する実践は弱い

状況がみられる。 

このような中、既存組織から独立開業し地域

を基盤にソーシャルワークを展開する独立型社

会福祉士の活動に関心が高まっている。独立

型社会福祉士は、高い自律性を背景に裁量

性・中立性・継続性などの強みを発揮し、狭間

にある課題に対して新たな社会資源の開発や

課題を生み出す社会構造への働きかけを展開

している（高良  2010a、2010b）。 
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小川（2013a）は、独立型社会福祉士の活

動スタイルを３つに分類し、期待される活動スタ

イルとして社会的変革スタイルをあげている。ま

た、小川（2015）は、独立型社会福祉士の活

動志向から活動領域を①ケースアドボカシー

志向領域、②地域貢献志向領域、③ビジネス

志向領域、④社会変革志向領域、⑤セカンド

ライフ志向領域の 5 つに類型化し、独立型社

会福祉士が強みを発揮できる活動領域として

社会変革志向領域を提示している。しかし、こ

れらの研究は、活動スタイルや活動領域の分

類整理にとどまり、どのような活動が社会変革

に関する活動となるか具体的な活動領域につ

いて検討がされていない。 

 

 

２．研究の目的 

 

（１）研究の目的 

以上の状況から、独立型社会福祉士における

社会変革に関する活動領域の概念化が必要と

考えた。独立型社会福祉士の事業形態は個人

事務所が約 6 割、NPO 法人・株式会社・社団法

人などの法人は 3 割となっており、事業形態によ

って活動内容や課題が異なることが指摘されてい

る（小川  2013ｂ、2014b）。独立型社会福祉士に

おける社会変革に関する活動も事業形態によっ

て差がみられることが予想されるため、個人事務

所と法人それぞれで検討する必要があると考えた。

まず、個人事務所の形態で活動する独立型社会

福祉士の社会変革に関する活動評価から活動

領域の概念化を行った（小川  2016）。 

結果、独立型社会福祉士の社会変革に関す

る活動概念として、①新たな仕組みづくり、②社

会的課題への対応、③ステイクホルダーとの協働、

④情報発信・啓発、⑤教育への働きかけの５つが

抽出された。そこで、本研究では個人事務所以

外の法人の形態で活動する独立型社会福祉士

の活動評価にみる活動領域の概念化を明らかに

することを目的とする。なお、本研究は、独立型

社会福祉士における社会変革に関する評価尺

度の開発に関する研究の一部である。 

 

（２）用語の定義  

１）独立型社会福祉士  

日本社会福祉士会では、「独立型社会福祉

士とは、地域を基盤として独立した立場でソー

シャルワークを実践するものであり、ソーシャル

ワークを実践するにあたって、①職業倫理と十

分な研修と経験を通して培われた高い専門性

にもとづき、②あらかじめ利用者と締結した契

約に従って提供する相談援助の内容及び、そ

の質に対し説明責任を負い、③相談援助の対

価として直接的にもしくは第三者からの報酬を

受ける者をいう」と定義しており、本稿ではこの

日本社会福祉士会の定義を用いる（日本社会

福祉士会  2006:17）。 

 

２）社会変革  

社会変革に関する研究は、ソーシャル・イノ

ベーションの用語で大室（2007）、谷本（2009）、

服部（2010）、藤沢（2010）、露木（2011）など

によって行われている。谷本（2009：31）は、ソ

ーシャル・イノベーション（社会変革）について

「社会的課題の解決に取り組むビジネスを通し

て新しい社会的価値を創出し、社会的成果を

もたらす革新」とし、露木（2011：46）は、「既存

の手法では解決できていなかった社会的課題

に対して新規の解決手法を提示し、もって社

会の仕組みに変革もしくは一定の影響を与え

新たな社会的価値を創出すること」と定義づけ

ている。 

本稿では、谷本（2009）、露木（2011）らの

先行研究を参考に社会変革を「既存の仕組み

では対応が難しい社会的課題を見出し、その

解決に向けて社会構造へ働きかけ、新たな仕

組みの開発および新たな社会的価値を創出し、

社会的成果をもたらすプロセス」とする。 

 

 

３．研究方法 

 

（１）調査対象  

公益社団法人日本社会福祉士会の会員名簿

にて所属先種別コード別が独立型社会福祉士に

該当する全独立型社会福祉士 1023 名を対象と
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した。調査期間は 2014 年３月 15 日から４月 15

日までで、有効回収数 467 通、有効回収率は

45.9％となった。467 名のうち事業形態が法人で

ある 139 名を選んだ。 

調査方法は、無記名自記式質問紙を対象者

に送付し記入後に返送を依頼した。 

 

（２）調査項目作成の手続き  

調査項目は、調査対象者の「基本属性」（「性

別」「年齢」「学歴」「社会福祉士としての活動年

数」「独立型社会福祉士としての活動年数」「活

動地域の人口規模」「年収」「養成研修の有無」

「名簿登録の有無」）、「社会変革に関する活動」

を設定した。 

社会変革に関する活動の質問項目や回答選

択肢の検討については、まず先行研究（谷本  

2006、高良  2013）およびこれまでのインタビュー

調査（小川  2008、小川  2012a、小川  2012b、

小川  2013b）の結果から、項目の原案を作成し

た。 

その後、原案に対し独立型社会福祉士 5 人と

の協議を重ね、項目の修正を行った。さらに、研

究者からの指導を受けて修正し表面的妥当性は

確保された。 

回答選択肢は「行っている（5 点）」「どちらかと

いえば行っている（4 点）」「どちらでもない（3 点）」

「どちらかといえば行っていない（2 点）」「行ってい

ない（1 点）」の 5 段階で、点数が高くなるほど活

動の得点が高くなるように設定した。 

 

（３）分析方法 

独立型社会福祉士として活動しているソーシャ

ルワーカーの活動領域の因子構造を明らかにす

るために、各変数の基本統計量を算出し、探索

的因子分析（主因子法・プロマックス回転）を行い、

因子負荷量が 0.40 以上を基準に項目の選定を

行った。 

因子抽出された因子の内的整合性（信頼性）

を 確 認 す る た め 、 尺 度 全 体 と 各 因 子 の

Cronbachα係数を算出した。なお、調査結果の

分析には統計ソフト SPSS Statistics20 for 

Windows を用いた。 

 

（４）倫理的配慮 

調査の留意事項として、調査の趣旨と内容の

説明、データの匿名性、プライバシーの保護、研

究目的以外でデータを使用しないこと、得られた

結果を学会等へ報告することなどを明記した文書

を添付し調査の同意を得られた場合は返送を依

頼した。 

日本社会福祉士会の理事会において、「正会

員に所属する社会福祉士へのアンケートを実施

する際のガイドライン」にもとづき本調査の内容が

審議され、調査実施の承認をうけた。また、調査

実施にあたって、日本社会福祉士会会員名簿の

管理の観点から日本社会福祉士会事務局から

発送業務を業者に委託した。 

表１　基本属性

項目 内訳 度数（％）

性別 男性 83(59.7)

女性 56(40.3)

年齢 40歳未満 14(10.3)

40歳代 33(24.3)

50歳代 51(37.5)

60歳以上 38(27.9)

学歴 高校 4(2.9)

大学 104(75.4)

各種専門学校 10(7.2)

大学院 17(12.3)

短期大学 3(2.2)

３年未満 8(6.2)

３年～５年未満 16(12.4)

５年～10年未満 40(31.0)

10年～15年未満 31(24.0)

15年～20年未満 25(19.4)

20年以上 9(7.0)

３年未満 27(22.0)

３年～５年未満 31(25.2)

５年～10年未満 44(35.8)

10年～15年未満 19(15.4)

15年～20年未満 2(1.6)

活動地域の人口規模 １万人未満 6(4.5)

１万人～10万人未満 46(34.3)

10万人～50万人未満 61(45.5)

50万人～100万人未満 11(8.2)

100万人以上 10(7.5)

年収 100万円未満 9(6.7)

100万円～200万円未満 9(6.7)

200万円～400万円未満 43(31.9)

400万円～600万円未満 25(18.5)

600万円～800万円未満 21(15.6)

800万円以上 28(20.7)

養成研修 修了している 76(56.3)

修了していない 59(43.7)

名簿登録 登録している 76(55.9)

登録していない 60(44.1)

　独立以前の社会福祉士

としての経験年数

独立型社会福祉士として

の活動年数
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第１因子 第２因子 第３因子 第４因子 第５因子

12. 地域課題の解決に必要な仕組みの開発 .875 -.207 .008 .059 .065

11. 地域課題を生み出す構造への働きかけ .815 -.158 .183 .057 -.001

30. 地域ニーズの掘り起こし .692 .074 .091 -.115 -.084

20. 地域住民への働きかけ .634 .014 .116 -.017 -.057

28. 制度不備を社会へ発信 .594 .348 -.161 .011 -.043

27. 問題や制度不備に関心をもつ人の組織化 .464 .355 -.229 .011 .072

15. 行政機関への働きかけ .462 -.003 .070 .268 -.085

5. アクセスに関する問題への対応 .093 .734 -.075 -.089 .094

4. 偏見や差別に関する問題への対応 -.003 .721 .072 .159 -.065

6. 社会的格差に関する問題への対応 .021 .712 .236 -.173 .018

3. DVに関する問題への対応 -.263 .686 .105 .252 -.041

【第３因子】狭間課題への対応（α＝0.76）

10. 制度の狭間にある問題への対応 .115 -.037 .734 .027 .084

9. 社会的孤立に関する問題への対応 .076 .206 .637 -.021 -.141

8. サービス不足に関する問題への対応 .023 .045 .561 -.029 .151

17. 司法機関（家庭裁判所など）への働きかけ .095 .046 -.086 .788 .004

23. 司法関係者とのネットワーク形成 .002 .045 .061 .609 .092

13. 相談援助に対価を発生させる仕組みの開発 -.143 -.043 .064 .065 .969

14. 新たな社会的価値の創出 .230 .175 -.010 -.028 .591

7.088 1.721 1.444 1.229 1.009

因子１ ー .512 .495 .434 .471

因子２ ー ー .448 .457 .399

因子３ ー ー ー .265 .334

因子４ ー ー ー ー .415

因子５ ー ー ー ー ー

1.貧困に関する問題への対応 24.教育関係者とのネットワーク形成

2.虐待に関する問題への対応 25.医療関係者とのネットワーク形成

7.介護に関する問題への対応 26.地域住民とのネットワーク形成

16.立法機関（議会など）への働きかけ 29.地域課題を社会へ発信

18.医療機関への働きかけ 31.社会調査の実施

19.教育機関への働きかけ 32.研修会や勉強会での活動報告

21.議員とのネットワーク形成 33.活動を文書にまとめる

22.行政とのネットワーク形成

除

外

さ

れ

た

項

目

【第１因子】新たな仕組みづくり（α＝0.85）

【第２因子】社会的課題への対応（α＝0.84）

【第４因子】司法分野への参入（α＝0.75）

【第５因子】相談援助の価値づけ（α＝0.79）

プロマックス回転後の因子寄与

因

子

相

関

行

列

表２. 独立型社会福祉士における社会変革に向けた活動因子分析（主因子法・プロマックス回転）

因子負荷量
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４．結果 

 

（１）基本属性 

表１に示すように、性別は男性が 83人（59.7％）

と多く、女性は 56 名（40.3％）であった。年齢は

40 歳未満が 14 人（10.3％）、40 歳代が 33 人

（24.3％）、50 歳代が 51人（37.5％）、60歳代が

38 人（27.9％）であった。 

学歴は、大学が 104 人（75.4％）と最も高かっ

た。独立以前の社会福祉士としての実務経験は

３年未満が８人（6.2％）、３年以上５年未満が 16

人（ 12.4％）、５年以上 10 年未満が 40 人

（ 31.0％）、 10 年以上 15 年未満が 31 人

（ 24.0％）、 15 年以上 20 年未満が 25 人

（19.4％）、20 年以上が９人（7.0％）であった。  

独立型社会福祉士としての実務経験は 3年未

満が 27 人（22.0％）、３年以上５年未満が 31 人

（25.2％）、５年以上 10 年未満が 44 人（35.8％）、

10年以上 15年未満が 19人（15.4％）、15年以

上 20 年未満が２人（1.6％）であった。 

活動地域の人口規模は、１万人未満が６人

（4.5％）で最も低く 10 万人以上 50 万人未満が

61 人（45.5％）で最も多かった。年収は、100 万

円未満が９人（6.7％）、100 万円以上 200 万円

未満が９人（6.7％）と 200 万円未満が 13.4％で

あった。200 万円以上 400 万円未満が 43 人

（31.9％）、400 万円以上 600 万円未満が 25 人

（18.5％）、600 万円以上 800 万円未満が 21 人

（16.6％）、800 万円以上が 28 人（20.7％）であ

った。 

公益社団法人日本社会福祉士会が開催する

独立型社会福祉士に関する研修を修了している

者は 76人（56.3％）、未修了者は 59人（43.7％）

であった。独立型社会福祉士名簿の登録者は

76 人（55.9％）、登録していない者は 60 人

（44.1％）であった。 

 

（２）法人形態で活動する独立型社会福祉士

の社会変革に関する活動因子分析の結果  

因子分析は 33 の評価項目について、主因子

法（プロマックス回転）を行った。評価項目の選択

にあたっては、プロマックス回転後のパターン行

列に着目し、因子負荷量 0.40 以上で、かつ複数

の項目対して 0.40以上の因子負荷量を有しなか

った項目に着目して行った。固有値の減衰状態、

因子解釈の可能性に基づき 5 因子を最適解とし

た（表 2）。尺度全体の Cronbachα 係数は 0.90

で、下位尺度の Cronbachα 係数は表 2 に示す

とおり 0.85～0.75 の範囲であることから、尺度の

内的整合性は許容範囲に保たれていた。 

以下に、因子を構成する各要素の特性を考え

各因子について命名した。第１因子は７項目であ

った。「地域課題の解決に必要な仕組みの開発」、

「地域課題を生み出す構造への働きかけ」、が高

い負荷量であり、他の項目についても社会構造

の変革に向けた仕組みづくりに関連する内容とと

らえ【新たな仕組みづくり】と命名した。 

第２因子は４項目であった。「アクセスに関する

問題への対応」、「偏見や差別に関する問題への

対応」、「社会的格差に関する問題への対応」、

「ドメスティック・バイオレンスに関する問題への対

応」の因子負荷量が高く、社会的課題への対応

に関する内容ととらえ【社会課題への対応】と命

名した。 

第３因子は３項目であり、「制度の狭間にある

問題への対応」、「社会的孤立に関する問題への

対応」、「サービス不足に関する問題の対応」の

因子負荷量が高く、既存の社会福祉制度では対

応が困難な狭間にある課題への対応ととらえ【狭

間課題への対応】と命名した。 

第４因子は２項目であり、「司法機関（家庭裁

判所など）への働きかけ」、「司法関係者とのネット

ワーク形成」の因子負荷量が高く、司法分野への

社会福祉士の関与に関する内容ととらえ【司法分

野への参入】と命名した。 

第５因子は２項目であり、「相談援助に対価を

発生される仕組みの開発」、「新たな価値の創出」

の因子負荷量が高く、相談援助に対して新たな

価値づけに関する内容ととらえ【相談援助の価値

づけ】と命名した。 

 

 

５．考察 

 

（１）法人形態で活動する独立型社会福祉士

の社会変革に関する活動概念 
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本研究では、法人形態で活動する独立型社

会福祉士の社会変革に関する活動領域の概念

化を目的に探索的因子分析を行った。その結果、

法人形態で活動する独立型社会福祉士の社会

変革に関する活動は、①新たな仕組みづくり、②

社会的課題への対応、③狭間課題への対応、④

司法分野への参入、⑤相談援助の価値づけの５

つの因子が抽出された。 

 

１）新たな仕組みづくり  

第１因子は、地域ニーズの掘り起しや地域課

題の発信から問題に関心ある住民の組織化と行

政への働きかけをとおして課題を生み出す構造

へ働きかける新たな仕組みづくりの一連のプロセ

スが因子のなかに含まれていると解釈できる。 

独立型社会福祉士の特性として、アウトリーチ

から地域ニーズを掘り起こし地域課題の顕在化

があげられる（髙良  2014）。地域課題の顕在化

は、地域住民が「他人事」ではなく「自分事」とし

て、地域課題を自らに還元していく機会となり、他

者を支援することが自らの問題を解決する意識の

形成につながる（馬頭  2009）。地域課題の「自

分事」化は住民の組織化を促し、地域課題を認

識しながらも行動を起すことができていない人々

が、活動に共鳴する機会となる（平田  2012）。 

ここでの新たな仕組みとは、当事者への権利

擁護に限定された仕組みではなく、地域住民も

利益を感じる仕組みであることが重要である。自

分たちの思いや気づきが具体的なかたちで具現

化し、地域課題の解決に貢献したという成果を支

援者が代弁機能を用いて還元していくことが必要

となる（岩間  2014）。 

これらの新たな仕組みづくりに関する一連のプ

ロセスには、当事者や地域住民が主体となって権

利擁護を展開するシチズン・アドボカシーを含ん

でいると解釈できる。独立型社会福祉士は、当事

者への支援だけでなく、地域住民や支援関係者

が参加可能な支援の「場（居場所）」の創出や講

演会やシンポジウムの開催、町内会や PTA など

地域活動への参加などをとおして、自らの活動が

地域社会に利益を還元する活動であることを発

信することが求められている。 

 

２）社会的課題への対応 

第２因子の「社会的課題の対応」は、制度サー

ビスや社会資源へのアクセスに関する問題、偏見

や差別に関する問題、社会的格差に関する問題、

ドメスティック・バイオレンスに関する問題など、社

会福祉制度において対象とされる福祉課題だけ

でなく、社会構造から生み出された社会的課題

に対して、ソーシャルワーカーとしての主体的な

対応が因子のなかに含まれていると解釈できる。 

独立型社会福祉士は、自らの意思で活動地

域を選択できることから生まれ育った地域や長く

住み着いた地域で活動を行うことができる。この

「土地の人間」という土着性の高さは、一人の住

民の視点から地域社会の構造を捉えることを可

能としていると考えられる。また、法人形態での活

動は、法人の管理者や経営者の視点、ソーシャ

ルワーカーの視点など、多角的に地域社会の構

造を捉えることができる。 

このような多角的な視点から地域社会を捉える

ことで、これまで専門職の立場では気づかなかっ

た社会的課題の発見につながっていると考えられ

る。発見した社会的課題は、単に関係機関や制

度へのつなぎにとどまらないミクロからマクロへの

一連のソーシャルワークによって支援を展開して

いると考えられる。 

 

３）狭間課題への対応 

第３因子「狭間課題への対応」は単独の相談

機関や既存の福祉関連制度サービスでは対応

が困難な狭間にある課題への対応が因子のなか

に含まれていると考えられる。日本の公的社会福

祉サービスの多くは、既存制度の枠内にニーズを

適合させるように援助することが一般的となってい

ることから、制度から排除される対象者が発生す

る（高森  1993）。福祉政策にもとづく制度から対

象者が排除される要因として、申請主義、サービ

スの利用制限、サービス不足、制度の縦割り、サ

ービス提供組織の利益優先の５つが指摘されて

おり、独立型社会福祉士はこれら福祉制度の狭

間にある課題を早期に発見し対応する役割が期

待されている（髙良  2010a）。 

法人形態では、実際に介護保険サービスなど

のサービス提供も行っていることから、制度の限
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界や狭間に気づく機会も多い。そのため、制度や

政策の改革の提案やサービスの内容や質につい

ての改良点を具体的に提言しやすいと考えられ

る。また、狭間課題の対応には、制度の視点から

ではなく、課題を抱えた対象者の存在を認識する

ことから支援を構築する視点が求められる（平野  

2015）。 

独立型社会福祉士は、所属組織の意向によっ

て活動地域が変わることがなく、長期間にわたり

地域住民や関係者と関係や対象者との支援関

係を継続することが可能な活動スタイルといえる。

このような継続的な関わりは、制度分野横断的な

支援を可能とし、ライフステージに応じて発生する

生活課題への気づきを促し、早期に対象者を発

見し支援に結び付けることができると考えられる。 

 

４）司法分野への参入 

第４因子の「司法分野への参入」は、司法分野

への社会福祉士の参入の要請に対し、柔軟に補

助金事業や受託事業などの受け皿として法人を

設立し対応する活動が因子のなかに含まれてい

ると解釈できる。 

近年、社会福祉士の刑務所や更生保護施設、

地域生活定着支援センター等への配置が広がり、

司法領域で活動する独立型社会福祉士も増加

している。これらの活動は独立型社会福祉士が

個人で契約し活動するため、個人事務所の形態

でも対応が可能である。 

しかし、緊急一時シェルターや自立援助ホーム

などの新たな社会資源の開発は個人事務所で

対応することは難しい。独立型社会福祉士は、法

人格を取得することで、個人事務所では対応が

困難な補助金などの獲得や事業の受託を可能と

し、新たな社会資源の開発にも対応していると考

えられる。 

しかし、補助金などは「紐付き」の資金であるた

め、様々な制約により柔軟な活動が困難となるこ

とや補助金を前提とした経営体質に陥るリスクを

抱えている。補助金事業や受託事業の運営や継

続が目的化しないよう法人としてのミッションや独

立型社会福祉士の使命を常に意識した活動が

必要となると考えられる。 

 

５）相談援助への価値づけ 

第５因子「相談援助への価値づけ」とは、相談

援助に対価を発生させる仕組みづくりに向けた活

動が因子のなかに含まれていると解釈できる。 

独立型社会福祉士は、「相談援助の対価として

直接的に、もしくは第三者からの報酬を受ける」と

日本社会福祉士会において定義されている（日

本社会福祉士会  2006：17）。 

しかし、独立型社会福祉士の活動が確認され

てから約 15 年が経過した現在においても、相談

援助で対価を得ることは困難な状況にある。その

ため、独立型社会福祉士は、後見活動や講師業

に加え、法人格の取得による各種事業の受託な

ど多様な活動を組み合わせることで経営の安定

化を図らざるを得ない環境にある。 

このような多様な活動は複数の資格や立場を

使い分けながら展開されることが多く、本来見せ

るべき「社会福祉士の顔」の埋没やソーシャルワ

ークの中核である相談援助に関する事業が周辺

事業として位置付けられる状況がみられる（小川 

2013b）。 

このような状況は、独立型社会福祉士のソーシ

ャルワーカーとしてのアイデンティティ確立を阻害

するだけでなく、地域社会が独立型社会福祉士

をソーシャルワーク専門職として認知することを難

しくしている。今後、独立型社会福祉士がソーシ

ャルワーク専門職としての地位を確立していくた

めには、相談援助プロセスおよび成果の可視化

が必要であると考えられる。 

 

（２）独立型社会福祉士における法人形態の

変遷と展望 

独立型社会福祉士が法人形態で活動する背

景には、個人対応の限界や対価確保の困難など

個人活動における課題の対応だけでなく、社会

情勢や政策動向に応じた社会資源の開発など

社会的な要請への対応も含まれていると考えられ

る。今回抽出された５つの概念のうち、法人形態

特有の概念は「司法分野への参入」と解釈できる。

この概念は、単に司法分野への社会福祉士の関

与をあらわす概念ではなく、社会的な要請を認識

しながらも個人では対応困難な課題に対応できる

受け皿（法人）の開発を含む概念と解釈できる。  
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この概念は、社会情勢や政策動向に連動して

変容する概念といえ、常にアンテナを張って社会

情勢や政策動向に関する情報を素早く入手する

とともに、各種法人の法改正も踏まえた法人設立

が戦略的に行われてきたと考えられる。 

 

１）独立型社会福祉士における法人選択の変遷 

独立型社会福祉士の存在が確認されはじめた

2000 年当時から、事業形態は個人事務所だけ

でなく NPO 法人や有限会社などの法人もみられ

た。独立型社会福祉士の強みは、既存組織から

独立することで専門職の裁量性や中立性を発揮

した活動と捉えられていたため、強みが制限され

る恐れがある法人形態での活動には批判もあっ

た。 

しかし、地域を基盤としたソーシャルワークの展

開には地域特性に応じた多様な事業形態を包含

する必要があったことから法人も独立型社会福祉

士の事業形態として認められ、定義も多様な事

業形態を包含するものとなった。 

法人種別の選択は、個々の問題意識や志だ

けでなく、社会情勢や制度政策に応じて検討さ

れてきたと考えられる。2000 年頃は、1998 年に

施行された特定非営利活動促進法によって

NPO 法人の設立が可能となったことをうけ、NPO

法人が独立型社会福祉士のパッションとミッション

の受け皿となっていた。 

また、2000 年の介護保険制度導入によって事

業者の指定を受ける目的で法人格を取得する独

立型社会福祉士が増加した時期でもあった。そ

の後、2006 年に新たに会社法が施行され資本

金が１円でも会社設立が可能となった。株式会社

が設立しやすくなったことで、介護や貧困などの

社会的課題をビジネスチャンスと捉えた独立型社

会福祉士が株式会社を選択していたと考えられ

る（小川  2015）。 

2008 年には公益法人の制度改正が行われ一

般社団法人の設立が法務局への登記手続きだ

けでできるようになった。独立型社会福祉士が個

人で受任できる件数の限界やリスクマネジメントの

観点から多様な受任形態が模索されていたため、

法人後見の受け皿として一般社団法人の設立が

増加していったと考えられる。 

しかし、これらの法人は社会福祉士が専門職

集団としてソーシャルワークを展開することを想定

して法制化された法人ではなく、法人の性格と実

際の活動に齟齬が生じているケースもみられる。

そのため、社会福祉士という専門職集団がソーシ

ャルワークを展開することを前提とした「社会福祉

士法人」の法制化が必要と考えられる。 

 

２）社会福祉士集団の受け皿としての「社会

福祉士法人」の検討 

弁護士をはじめ司法書士、社会保険労務士な

どの士業では、士業独自の法人を設立できる環

境がすでに整備され、弁護士法人 839 法人

（2015 年 3 月 31 日現在）、司法書士法人 550

法人（2015 年４月１日現在）、行政書士 378 人

（2015 年４月１日）、税理士 2989 法人（2015 年

３月 31 日）、社会保険労務士法人 584 法人

（2015 年３月 31 日）となっている（日本弁護士連

合会編  2015）。 

例えば弁護士法人は、2002 年に弁護士法人

制度が施行され、これまで弁護士個人が運営主

体であった法律事務所を法人組織として、法律

事務処理の継続性を確保し、事務所経営の合理

化・共同化などを図ることを目的に弁護士法人の

設立が可能となった。高中（2010）は、弁護士法

人のメリットを依頼者側と弁護士側から整理し、依

頼者側からのメリットとして、弁護士法人が法律事

件の受任主体となるため社員弁護士が死亡した

り脱退しても事件処理が円滑に引き継がれること、

法人化による組織力・機動力等を活かした質の

高い専門的な法的サービスを享受できることなど

をあげている。 

また、弁護士側のメリットとして、弁護士法人名

義での財産が保有でき事務所の賃貸借契約や

金融機関からの借り入れが可能となり業務基盤

が強化されること、従たる事務所を開設することで

大規模化・効率化を図り競争力を強化することが

できること、従たる事務所の適正な運用 (非常駐

許可)によって司法過疎対策にも資することなどを

あげている。 

社会福祉士と弁護士の業務内容は異なるため、

弁護士法人のメリットがすべて社会福祉士の法

人化にあてはまるわけではないが、円滑な引き継
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ぎ、質の担保、業務基盤の強化などは「社会福

祉士法人」の設立によってクライエントと社会福祉

士が得ることができるメリットと考えられる。 

しかし、現在、士業における法人が法制化され

ているのは業務が明確に規定できる業務独占資

格となっている。名称独占資格である社会福祉

士が社会福祉士法人を検討するためには、法人

で行う業務をどのように規定するかなど課題は多

い。しかし、「社会福祉士法人」は社会福祉士が

専門職集団として中立性を担保した環境で相談

業務を展開できる法人になると考えられる。 

 

 

６．結語 

  

本研究では法人形態で活動する独立型社会

福祉士の社会変革に関する活動評価から活動

領域の概念化を検討した。結果、独立型社会福

祉士の社会変革に関する活動として、①新たな

仕組みづくり、②社会的課題への対応、③狭間

課題への対応、④司法分野への参入、⑤相談援

助への価値づけの 5 つの因子がみられ、統計的

及び理論的にも構成概念妥当性は認められた。 

個人事務所を対象にした同様の分析において

も、「新たな仕組みづくり」と「社会的課題の対応」

が社会変革に関する活動概念として抽出されて

いることから、これら２つの概念は事業形態を問わ

ず独立型社会福祉士における社会変革に関す

る活動概念として重要であることが分かった。 

しかし、新たな仕組みづくりや社会的課題の対

応に関する活動に十分な対価が発生することは

少なく、経済的基盤が脆弱な独立型社会福祉士

がこれら社会変革に関する活動に取り組むことは

難しいといえる。個人事務所の形態と比べ法人

形態での活動は、社会的信用を高め経済的安

定性を確保しやすいが、社会福祉士の顔の見え

にくさや法人の性格と実際の活動の齟齬など社

会福祉士が専門職集団としてソーシャルワークを

展開できる受け皿として現在の法人種別は十分

とはいえない。 

独立型社会福祉士がソーシャルワークの専門

職集団として相談援助業務を中核にした業務を

継続的に展開できる環境整備として、「社会福祉

士法人」の法制化が必要と考えられる。 

本研究の限界として、第１に独立型社会福祉

士の法人形態には、営利法人の株式会社、有限

会社、合同会社などと、非営利法人のNPO法人、

一般社団法人など多様な法人形態が混在してい

る。そのため、法人の持つ性格が独立型社会福

祉士の活動評価に影響を与えていることが考えら

れ、法人ごとの分析も必要と思われる。 

第２に法人形態で活動する独立型社会福祉

士を対象とした分析では、評価尺度の妥当性は

確保されたが、個人事務所を含む独立型社会福

祉士への適用は難しいことがあげられる。 

今後は、今回抽出した５因子との関連分析とし

て、年齢、活動年数、活動年数、年収、養成研

修の有無などとの関連を検証することを予定して

いる。また、個人事務所の形態も合わせた独立型

社会福祉士の社会変革意識に関する評価スケ

ールについての検討を予定している。 
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研究ノート 

 

ふるさとの物語づくり茶話会を通じた主体性形成と地域組織化の実践 

―旭川市社会福祉協議会の取り組み― 

 

大島 康雄（道都大学社会福祉学部） 

 

要旨 

少子高齢化社会の日本ではインフォーマル資源の活用が求められており、地域福祉の重要性が高まってい

る。地域には様々な地域特性があり、住民の主体性を形成することや地域福祉組織を形成することは容易でな

い。これらの課題を一つのプログラムとして、形成できる過程を模索したい。調査方法は、住民に集まってもらい

「ふるさとの物語づくり茶話会」で得たデータを、ＫＪ法を用いて質的分析を行った。結果として主体性形成は、交

流する機会をおせっかいが仲介し、集まることで連帯感が醸成されていた。地域福祉組織化では、人間関係が

ベースで、集まる場、役割作りの相互作用で組織的な活動を行えることが示された。プログラムの限界として集ま

った住民をベースに行うため、参加していない方を巻き込むことが困難であった。他にも町内会の参加者が多く、

若い世代の参加が乏しいことも今回の研究の限界である。地域住民の声を用いているため、他の地域でも運用

できる凡庸性が高い。 

 

キーワード： 地域福祉 社会福祉協議会 住民主体の形成 KJ 法 地域福祉組織化 

 

１．はじめに 

 

少子高齢化が進行し、社会保障費の増大を背景

に地域包括ケアを高齢者福祉のビジョンとし、団塊の

世代を意識したシステムを模索している。2014 年の

介護保険法改正に生活支援サービスが導入され、ボ

ランティアを初め、地域住民等が参加し、高齢者を支

えていく仕組みが地域支援事業に組み込まれた。 

担い手の養成・発掘なども制度の目的に位置付け

られ、インフォーマル資源の代表である地域住民を

活用する狙いがある。障害者分野では、障害者総合

支援法の地域生活支援事業に地域生活支援拠点を

導入し、障害者が地域移行しやすい仕組み作りを試

みている。事業内容には、地域の体制づくりが挙げら

れており、親亡き後にも地域生活を維持できるように、

地域住民の支援を含む内容となっている。 

他にも 2008 年の「これからの地域福祉のあり方に

関する研究報告書」（厚生労働省）でも、新たな支え

合い（共助）を強調した内容となっているが、捉え方

によっては公共政策の失敗を地域住民に押し付けて

いる感もあり、社会保障関係費の増加に国が苦慮し

ていることも想像に難しくない。地域を取り巻く課題と

しては、少子高齢化による社会保障システムの歪や

地域連帯感の低下から孤立し、高リスクのまま地域で

生活している住民も散見される。フォーマルサービス

も人材不足や硬直的な制度運営から、セーフティネ

ットからこぼれ落ちる住民も少なくない。 

子育ての負担、介護離職、社会的排除など様々な

福祉課題が表面化されてきており、益々、地域福祉

の必要性は高まっている。地域福祉の中核を担う社

会福祉協議会は、事業型社協にシフトし、在宅福祉

サービスの推進を担っているところが多く、社協のア

イデンティティの揺らぎと求められる役割で葛藤が生

じている。1999 年に市町村社協福祉活動専門員へ

の費用が一般財源化され、事業を行わざるを得ない

状況を作り出した。中島（2003）は、社協の歴史につ

いて触れ、市区町村社協の急激な組織化により形骸

化している組織もあることを指摘している１）。一方、団
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塊の世代によるマンパワーや福祉意識の向上、ＮＰ

Ｏ活動の多様化、ボランティア活動の広がりもみられ、

新たな可能性も示唆されている。 

1997 年の阪神淡路大震災を契機に NPO 活動や

ボランティアの意識が高まり、先駆的な事例も見受け

られ、行政と市民の融合した福祉システムも模索され

ている。本稿は、地域福祉の推進が求められている

現状から地域福祉を推進するための要因である「主

体性の形成」と「地域福祉組織化」を行うプログラムを

試行し、効果的なアプローチを理論化していくことを

目的とする。 

 

 

２．先行研究によるアプローチ 

 

地域福祉研究として、「住民参加」、「主体形成」は

重要な概念として取り上げられてきた。1960 年に行

われた都道府県社会福祉協議会組織担当者会議で

は、住民主体の原則をテーマに議論がされ、住民を

主体とした地域づくりが意識されている。 

松本（2013）は、住民参加、主体性形成の研究は

されてきたが、理論研究が中心で実証研究が乏しい

ことを指摘し、プロセスに焦点を当てた研究の必要性

を述べている２）。その中で、住民の主体形成をプロセ

スで捉える視座が重要で、地域福祉の活動から住民

相互の関わりを通じて、自身が変容することであると

述べている。 

他にも吉田（2015）は、地域福祉活動計画策定プ

ロセスに着目し、地域福祉の推進過程のプロセス化

を試みている３）。いずれもプロセスに着目しており、

地域福祉の推進にはプロセスが重要であることが伺

える。しかし、地域は多様であり、地域の特徴を考慮

した支援も求められ、地域福祉を推進するうえで、運

用しやすい支援方法が求められている。 

大橋（1997）、杉浦（2006）などは主体性形成が重

要で、住民参加、アカウンタビリィティの重要性を指

摘している４、５）。筆者も地域福祉活動を活性化するに

は、地域住民の主体性形成が重要であると考えてい

る。また、個人単位での活動は、持続性も難しく、組

織単位での活動が望ましい。地域は多様であり、変

化に対してコンフリクトが発生する可能性もある。町内

会の組織化率も低下し、高齢化している状況の中で

新たな役割や活動を行うことに対して、拒否感を抱く

住民も少なくないだろう。 

しかし、少子高齢化の影響は実際の生活にまで影

響を及ぼし、10 年後 20 年後の未来には、自分で生

活する場所を選べなくなる時代も訪れようとしている。

介護保険制度の２割負担が導入され、要介護 3以上

でなければ特別養護老人ホーム（介護老人福祉施

設）に入所することができなくなった。原因は高齢者

人口の増大と財政的な課題であろう。住み慣れた地

域で生活し続ける社会にしていくためには、地域福

祉の推進がキーワードとなる。そこで、住民参加、ア

カウンタビリティ、主体性の形成を意識した地域活動

を展開し、実証研究として理論化することを試みる。 

主体性が形成され、組織化が果たせるようなプログ

ラムが望ましいと考えた。対象地域は、高齢化率が高

く、インフォーマル資源の活用が望まれる地域を選定

することとした。また、一つの地域では根拠としては乏

しく、２つ以上の地区で展開している活動に着目する

こととした。また、研究の趣旨を説明し、協力を頂いた

社会福祉協議会及び地域で行うこととした。選定の

結果、旭川市社会福祉協議会の東鷹栖地区、末広

地区で行う活動に、上記の狙いを意識したプログラム

を考案し、実際に行ったものを理論化する。 

 

 

３．方法 

 

［目的］ 

地域福祉推進のために必要不可欠である住民の

主体性形成を行うプログラムを作成する。 

［研究デザイン］  

ふるさとの物語づくり茶話会に参加してもらい、住

民が話し合った内容を KJ法を用いて分析していく。 

［データの収集方法］ 

「ふるさとの物語づくり茶話会」（以下茶話会と省略）

は、表１のようにステップ１～ステップ５で構成されて
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いる。段階的に、住民意識の高揚と組織化を意識し

た内容にした。話し合いのグループには、社会福祉

協議会の職員をファシリテーターとして配置し、ＫＪ法

を用いてデータの収集を行った。 

ステップ１では、現在のふるさとと比較して、失われ

たこと、失われつつあること、受け継がれていることを

話し合うこととした。ねらいとして、住民が過去と現在

の変化を意識し、現在の問題を共有することである。

また、変化したことによる課題や現在も継続されてい

ることを整理し、今のふるさと（地域）を理解することが

できる。 

ステップ２では、過去と現在の変化から、それがどう

してそのようになったのかを整理することで、住民で

対応できるものなのか、行政や社会的な支援が必要

なものなのかを判断する要素としても考えることがで

きる。 

ステップ３では、ステップ１、２を踏まえて、未来の

姿を想像していくこととした。また、タイトルを決め、目

標にする姿とスローガンを作ることで、目指す方向を

示す狙いがある。 

 

表１．ふるさとづくり茶話会のステップ 

 

表２．末広、東鷹栖の世帯及び人口 

 

ステップ４では、個人でできること、地域で協力す

ればできること、事業所ができることに分け、役割分

担を行う作業を行った。 

ステップ５では、ステップ４の項目ごとに優先順位を

付け、具体的な活動に結び付ける狙いがある。以上

の５つのステップから茶話会を構成した。 

地域の歴史は、鷹栖村が開村したことがきっかけ

で、明治25年ころに開墾され、江丹別、愛別、比布、

上川を含む広域な範囲だった。大正13年に「東鷹栖

村」として改称して、現在のような地域になっている。

昭和 30年代までは、水田を中心とする産業で、末広

地域は、昭和 30 年後半～40 年代頃にかけて都市

化が進んだ。国道 40 号線が整備され、製造業やサ

ービス業なども発展し、徐々にその範囲を広げ、東鷹

栖も住宅地が広がり始めた。表２は、地区名と人口を

振り分けたものとなる。  

末広全体の高齢化率は 30.9％で東鷹栖は 31％

だった。茶話会の周知参集方法は、町内会への回覧

板や地域の福祉施設にチラシを配布した。茶話会の

特徴は、地域の住民が集まり、5 つのステップを踏み、 

 

 

 

（平成 27年 1月現在） 

 

 グループワークの内容 備考 

ステップ１ 地域の中で失われた事、受け継がれたこと 変化したことの共有化 

ステップ２ ふるさとから失われたものの原因 変化した原因の共有化 

ステップ３ どのようなふるさとを作りたいか 福祉に焦点化したテーマを選定、タイトル名を決める 

ステップ４ いま、私たちが出来る事、私たちができること 役割分担 

ステップ５ これから取り組み地域活動 優先順位 

地区名 世帯 人口 5歳以下 6～14歳 15～64歳 65歳以上 

末広中央 4,011 8,236 435 658 4,700 2,443 

末広 7,151 15,415 533 1,115 8,968 4,799 

末広東 2,713 5,792 206 371 3,342 1,873 

東鷹栖中央 1,623 3,729 209 387 2,123 1,010 

東鷹栖東 451 941 42 33 472 394 

東鷹栖西 125 314 5 8 159 142 

東鷹栖北 81 185 5 3 87 90 
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地域の現状から課題を共有化し、自分たちが行える

ことを具体的に決め、実践していくことであるが、茶話

会に参加していない人の声は反映されず、町内会の

未加入者、夜間に参加できない方などの意見は抽出

が困難であった。 

また、介護・育児をされている方は参加しにくく、参

加者は、比較的高齢の町内会に参加されている方が

多かった。男女の割合は 7：3で 40名程度の参加者

で 60代、70代が 8割程度であった。表 3に開催内

容を示した。ステップ１で参加しやすい時間帯を確認 

し、時刻を 18：30分からとした。秋から冬にかけて行

った経緯は、周知の時間と農村部の方にも配慮した

ためである。 

 

表４は茶話会の流れであるが、ステップ 2以降の内

容である。ステップ１では、茶話会に関する説明時間

を増やし、地域の歴史を映像などの資料を活用し、

住民の意識を高揚するように工夫した。 

以上のように茶話会を行い、地域住民の主体性形

成と地域福祉組織化を行うシステムを検討していくこ

ととした。参加者に茶話会の趣旨を説明し、調査の目

的と方法、参加者の任意性と自己決定の尊重、研究

への不参加や撤回による不利益をうけないこと、個人

のプライバシーの保護への配慮と守秘義務の遵守、

匿名性の厳守について説明し、自由意思による同意

を得た。 

  

 

    

表３．末広・東鷹栖の「ふるさとの物語づくり茶話会」スケジュール 

【末広】 

日時 テーマ ステップ 参加人数 

平成 26年 09月 29日 18：30～20：00 語りつぎたい物語 ステップ１ 55人 

平成 26年 10月 27日 18：30～20：00 ふるさとから失われたものとその原因 ステップ２ 37人 

平成 26年 11月 28日 18：30～20：00 どのようなふるさとを作りたいか？ ステップ３ 37人 

平成 27年 01月 16日 18：30～20：00 いま私ができること、私たちができること。 ステップ４ 20人 

平成 27年 01月 30日 18：30～20：00 ふるさとの物語を実現するために ステップ５ 27人 

【東鷹栖】    

日時 テーマ ステップ 参加人数 

平成 26年 10月 02日 18：30～20：00 語りつぎたい物語 ステップ１ 23人 

平成 26年 10月 29日 18：30～20：00 ふるさとから失われたものとその原因 ステップ２ 22人 

平成 26年 11月 18日 18：30～20：00 どのようなふるさとを作りたいか？ ステップ３ 20人 

平成 26年 12月 18日 18：30～20：00 いま私ができること、私たちができること。 ステップ４ 20人 

平成 27年 01月 27日 18：30～20：00 ふるさとの物語を実現するために ステップ５ 10人 

表４．ふるさとの物語づくり茶話会 

時間 内容 目的 

18：30～18：35 ふるさとの物語づくり茶話会とは 茶話会の意味を確認 

18：35～18：40 茶話会の振り返り 進行状況の確認 

１8：40～18：45 前回の意見交換会から見えてきたこと ポイントを共有化 

18：45～19：45 グループワーク 連帯感の醸成と意識の高揚 

19：45～19：55 各グループからの報告 情報の共有化 

19：55～20：00 まとめ 情報の整理 
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４．結果 

 

茶話会のデータを、ＫＪ法を用いて、分析を行った。

２つの地区に共通したものを整理していく。ラベルか

ら小グループ化したものをコードとして扱い、【】で表

記し、コードを代表するものをカテゴリーとして《》で表

記した。表 5は、その一例である。 

ステップ１では、末広地区では、【農業と自然】、

【ふるさとにいた若者たち】、【町内会に入る意識】、

【町内で助け合った葬儀】、【地域で見守っていた子

育て】、【親子関係】、【家族のような近所づきあい】、

【住民皆で楽しむ行事】、【おせっかい焼き】がカテゴ

リーとして抽出された。 

ステップ２を合わせて説明すると【農業と自然】では、

農村地区から住宅街に変化したことや農業は親の世

代で終え、子供は企業へ転職したことなどが原因とし

て挙げられた。農地が宅地になることで、農業の衰退

と自然が減少したことが把握できる。【ふるさとにいた

若者たち】では、若い人が大都市等の学校に入った

後はふるさとに帰ってこない。親の面倒をみる、一緒

に住むという価値観が変わったなどが挙げられ、大

都市へ若者が移動し、親と離れて暮らす現代の家族

モデルが映し出されていた。【町内会に入る意識】で

は、町内会の役割、メリットを知らない。若い人は町内

会の世話にならないから入らないなどが挙げられ、町

内会離れが深刻で、町内会組織が高齢化しているこ

とが伺える。【町内で助け合った葬儀】では、葬儀を

することで、人に迷惑をかけたくない。コミュニティの

場として町内会館が無いなど、住民の意識変化と集

いの場が失われた原因であった。【地域で見守って

いた子育て】では、どこかが主になって町内や子ども、

地域との繋ぎをしないから。「顔見知り」じゃないから

子どもは拒否するなどが挙げられ、関係性の希薄化

が進み、挨拶をすること自体に違和感が発生する状

況となっていた。【親子関係】では、核家族化、少子

化の進行、個人主義が背景にあり、夫婦共働きの世

帯が増えて生活様式の変化から個人の生活を重んじ

る傾向が結果的に関わる機会を奪い、希薄化につな

がっていることが示唆された。【家族のようなご近所づ

表５．コード例 

 

きあい】では、共働きの方が多くなり、家にいる時間が

少なくなっている。ほとんど高齢者世帯で、若い人は

付き合いが面倒と感じているなどが挙げられ、世代間

の交流も乏しく、若者との交流も無いことが把握でき

た。【住民皆で楽しむ行事】では、入居した当時30代

だったが、今は皆 70 代になった。子どもたちが参加

できる町内会行事が少ないなどが挙げられた。【おせ

っかい焼き】では、世代の違う人と会話する機会が少

ない。他の人に関わらなくても生活できるが挙げられ、

世話焼きの役割の低下や頻度なども影響しているこ

とが予測される。ここでの関係性を図式化すると図１

のようになった。 

図１から産業の変化と人口流出がスタートとなり、

世帯の変化や交流・協力する機会を奪い、コーディ

ネーターの役割を奪い、連帯感の減退につながって

いると分析した。 

原因は、産業の変化や人口流出であるが、社会的

な課題として政策的な側面が強い内容である。そこ

に焦点を当てても、住民自らの活動にはつながること

は困難と考えた。今後の未来に向けた話し合いでは、

交流する機会に焦点をあて、その機会を産業の変化

や人口流出ではないアプローチで展開できるように、

ステップ３で話し合った。 

 

コード名 農業と自然 

定  義 
ふるさとの環境の変化と産業の 

変化を表現している。 

昔 

昔は農村地区ばかりだった。 

周りは畑と田んぼ、ばかりだった。 

かえるやトンボなどが飛んでいた。 

ホタルなどもいた。 

今 

農村地区から住宅地に変化。 

今はもう農家がいなくなってしまった。 

宅地整理され、畑が無くなった。 

遊ぶ場所がない。 
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【農業と自然】 

【ふるさとにいた若者たち】 

【町内会で助け合った葬儀】 

【町内会に入る意識】 

【親子関係】 

【地域で見守っていた子育て】 

【おせっかい焼き】 

【家族のようなご近所づきあい】 

《産業の変化と人口流出》 

《交流・協力する機会》 

【住民皆で楽しむ行事】 

《コーディネーター》 

《連帯感の醸成》 

《世帯の変化》 

図１．ふるさとから失われたものの原因 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ステップ３では、《子育てや高齢者の見守り》、《ご

近所づきあい》、《地域の行事》を中心にグループワ

ークを勧めた。意図的に介入し、論点を集約した理

由は、地域福祉組織化を図るには、具体的に取り組

めるものが望ましいと考えたためである。実際に行え

る内容であり、負担も大きくないものをピックアップし

た。《子育てや高齢者の見守り》では、世代や団体を

超えた交流助け合い、見守りや助け合いの活性化、

高齢者の交流、生きがい活動、子ども・子育て中の世

帯との交流が意見として出されていた。 

少子高齢化社会を地域住民も意識しているようで、

安心して子育て、老後を過ごせる地域を希望されて

いた。《ご近所づきあい》では、町内会の活性化・参

加促進、ご近所のふれあい・交流の場づくり、リーダ

ー、まとめ役が欲しい。アパート、マンション世帯との 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

交流、みんなが集まるための仕掛け、挨拶とコミュニ

ケーションなどの意見が出された。町内会の衰退と世

話焼きの減少は、変化したふるさとの部分からも必要

性があることが伺える。マンション住民との交流や皆

が集まる場所も希望として挙げられ居場所や人間関

係作りの必要性が示唆された。 

《地域の行事》では、ふるさと祭りの継続・発展、世

代や団体を超えた参加と交流、魅力のある行事内容、

参加促進とマンネリ化の防止などが挙げられた。交

流する機会が乏しく、イベントなどでつながりをもつ機

会を作りたいことが伺えた。人間関係作りがベースに

なり、その方法としてイベントがあると思われる。３つ

のテーマで共通されることは、人的な資源で活動を

するもので、金銭的なコストも少なく、現在行われて

いる活動のアップデートを図る機能があると捉えた。
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【身近に情報交換できる場づくり】 

【あいさつ・声掛け】 

【積極的な行事への参加】 

【新たな視点での活動】

【子ども・子育て家庭への支援】 

【施設の地域開放】 

【あいさつ・声掛け・お裾分け】 

《ご近所づきあい》 

【町内ぐるみの活動】 

【町内会と学校の連携】 

【身近に集まれる場所づくり】 

【地域活動への参加・交流】 

【地域の情報発信】 

【行政との連携】 

【活動の立ち上げ支援】 

【見守り・生活支援】 

【行事・イベントの企画協力】 

【子ども・子育て世代が地域で集まれる場づくり】 

【見守り】 

《子育てや高齢者の見守り》 

《地域の行事》 

【施設と住民の接点作り】 【場と職員の提供】

【 学 校 と の 連 携

施設や事業所として協力できること 

 【施設開放、場の確保】 

【みんなが楽しめる行事・イベント】 

【声掛け・情報発信】 

【生活支援】 【積極的な参加】 

【みんなが楽しめる行事の工夫】 

【若い世代との接点作り】

私ができること みんなで協力すればできること 

図２．未来のふるさとを実現するための優先事項

 

優先度  

高い                                  低い 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

線の意味 
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そのため、取り組みやすい内容となり、参加住

民も具体的な目標を抱きやすいといった特徴が

ある。ステップ４では、ステップ３で出された項目を、

私ができること、みんなで協力すればできること、

施設や事業所として協力できることで整理を図っ

た。 

《子育てや高齢者の見守り》では、私たちがで

きることで、【あいさつ・声掛け】、【見守り】、みんな

で協力すればできることには、【町内ぐるみの活

動】、【身近に集まれる場づくり】、【町内会と学校

の連携】である。施設や事業所として協力出来る

事は、【地域活動への参加・交流】、【地域情報の

発信】、【施設の地域開放】、【行政との連携】、

【活動の立ち上げ支援】、【子ども・子育て家庭へ

の支援】が挙げられた。《近所づきあい》の私たち

にできることは、【積極的な行事への参加】、【見

守り・生活支援】、【あいさつ・声掛け、お裾分け】

である。みんなで協力すれば出来る事として、【み

んなで楽しめる行事・イベント】、【子ども・子育  

て世代が地域で集まれる場づくり】、【身近に情報

交換できる場づくり】、【みんなが楽しめる行事・イ

ベント】などが挙げられた。施設や事業所として協

力できることとして、【行事・イベントの企画協力】、

【施設開放、場の確保】などが挙げられた。 

《地域の行事》の私たちにできることでは、【生

活支援】、【積極的な参加】、【声掛け・情報発信】

などが挙げられた。みんなで協力すればできるこ

とに【みんなで楽しめる行事の工夫】、【若い世代

との接点作り】、【新たな視点での活動】、【学校と

の連携】などが挙げられた。施設や事業所として

協力できることとして、【施設と住民の接点作り】、

【場と職員の提供】などが挙げられた。 

以上の項目をステップ５では優先順位を付けて

整理を行ったのが図２である。整理を行った結果、

優先順位として高位に位置付けられたのが、住

民同士の関係作りであり、それから集まれる場が

必要で、参加する方の役割が重要であることが把

握できた。場と役割の相互作用で組織化が促進

すると推測できる。組織化の過程で見えてきたこ

とは、ベースに関係が構築されていることが前提

で、そこに集まれる場があり、活動者の役割が必

要であるということが示唆された。支援者側が役

割を担うことは、一つの形としてできるかもしれな

いが、住民に役割を担ってもらうことも組織化とし

て必要なことであった。 

 

 

５．考察 

 

メリットとしては、ステップ１、２からどんな地域で

も運用することができ、地域差がある場合でも凡

庸性が高い。ステップ３から未来志向型の福祉を

展開することとなり、自分たちが行うこと、みんなで

行うことを決めるため、組織化の過程も含めて行

えるのが特に組織化に影響している。実際、この

会を通じてボランティア活動や地域活動を行う団

体が作られた。 

また、毎回グループワークが終わると住民の方

にグループ発表をしてもらうこととした。これは、リ

ーダーを発掘する意図的な試みで、地域に埋も

れている方や意識の高い方を抽出するには、効

果的な方法である。しかし、このシステムのデメリッ

トとしては、参加者によって大きく影響を受ける点

である。基本的には町内会に参加されている人が

多く、町内会の課題を出すラベルが散見された。

そのため、町内会に参加していない人の意見が

抽出されづらい。 

また、子育て世代の参加はほとんどなく、仕事

を退職されている方が大半であった。他にもステ

ップ１、２で福祉に関連する課題が挙がってこない

場合は、次のステップにつなげることは難しい。更

に住民を集め、茶話会で得たデータを次回の時

に伝える社協マンの力も必要不可欠である。今

回の実証研究は、旭川市社会福祉協議会の協

力や地域の方々の理解が無ければ成立しない研

究であった。このような機会を頂いたことに感謝申

し上げたい。 

以上のように茶話会には、メリットとデメリットが

あり、住民参加をベースにしながら住民の主体性

を形成し、地域福祉組織化を図る一連の流れを

意識したプログラムとして理論化したアプローチと

捉えることができる。しかし、冒頭でも述べたように、

フォーマル組織とインフォーマル組織の相互作用

で地域活性が行われるべきで、インフォーマル組

織自体は、住民の意識をベースとしたもので福祉

専門職程度のレベルを求めるものではない。地域
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における福祉計画の重要性が示唆され、市町村

及び社会福祉協議会の役割は重要である。 

地域単位で福祉が隔たることが無いように、住

み慣れた地域で生活することができるようにコミュ

ニティが醸成されるべきである。認知症の増加や

孤立するインボランタリークライエントなども散見さ

れる中で、日本は地域単位で福祉をコーディネ

ートしていくことが求められている。  
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