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論文

続柄ごとの介護リスクの分析
―シングル介護者の特有性―
大島 康雄（星槎道都大学社会福祉学部）
要旨
日本の介護制度は家族介護に負担が大きく、多くの課題を抱えている。特に独身の息子・娘の介護負担は重
く介護される家族にとっても介護リスクは高い。被介護者にとっての殺人・心中・虐待、介護者の健康、経済的な
課題、被介護者と介護者の人間関係から介護リスクを分析した。高齢の介護者である夫・妻の健康状態を高リス
クと位置付けた。介護殺人・心中は男性介護者の特徴である。将来を悲観し、究極的な選択をしてしまう夫・息
子を高位とし、虐待に関しては息子が多くを占めているため高位とした。介護者との関係性では、極端な親子関
係から娘を高位とした。
シングル介護者としての特徴的なリスクは、コーピングを形成することが難しく、仕事を継続できない状況であ
り、経済的な課題を抱えており、既婚者と比較するとリスクが高いことが示唆された。コーピングは他者にストレッ
サーを代替、共有してもらうことで形成されるため、シングル介護者では形成することが難しい。ケアの在り方とし
て、介護休業給付の課題、介護教育の機会や地域の支援体制、介護者リスクのアセスメントを行い、適切なケア
マネジメントをすることが必要である。
キーワード： シングル介護者 実子 コーピング 高齢者虐待 介護離職

１．問題背景
入所することも出来なくなり、家族介護に負担が強い

日本の人口は少子高齢化になり、2005 年から人

ている状況である。

口が減少している。団塊の世代が高齢者となり、今後

一方、ケアの在り方に関する価値観の多様化も見

も高齢者人口は増加し、老人福祉制度の運営にも支
障をきたしている。介護保険では、2025 年に向けて、

受けられる。世帯構成の変化から、嫁が介護する時

地域包括ケアシステム構築を目指しているが、介護

代は終焉を迎え、高齢夫婦が介護し合う老々介護や

予防・日常生活支援総合事業が 2014 年から市町村

夫、息子に代表される男性介護者の増加がみられる。

の管轄となり、地域によって利用できるサービス量が

表 1 は、高齢者世帯の推移を 10 年ごとに整理をした

変わることになり、市町村の財政的な影響が日常生

ものだが、20 年間で約 2 倍に増えており、短期間で

活に大きく影響することになる。高齢者人口の増加で

高齢世帯が増加をしているのが伺える。また、単独世

課題として挙げられるのが、介護保険制度と家族介

帯の増加や夫婦世帯の増加が特徴的で、介護者不

護の在り方である。介護保険制度は財政的にも厳し

在のケースも増加しており、介護の社会化を量、質共

い状況で、制度抑制にシフトしている感が否めない。

に問われる時代が到来した。三世代家族は減少傾向

その影響もあり、家族介護に多くの部分を委ねている

となり、主の介護者であった嫁は影を潜め、配偶者と

状況である。同居家族がいる場合の訪問介護による

未婚の子が代頭してきている。図１は、平成 27 年の

生活支援は、原則家族が支援を行うこととされている。

65 歳世帯と 75 歳世帯を割合で比較したものである

また、要介護３以上でなくては介護老人福祉施設に

が、子どもと同居する割合が 75 歳になると増加するこ
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とが分かる。これは、高齢者のみで生活することが困

になる 1 つの要因になっている事が推測できる。また、

難になり、子どもと同居したことが推測されよう。また、

家庭内の高齢者虐待では、9 割程度が同居となって

75 歳以上になると単独世帯が増えており、配偶者が

おり、介護者となった経緯も主体的に介護者を選択

亡くなり、施設入所などで増加したと考えられる。ここ

したのではなく、介護者不在を埋めるために行ってい

で特徴的なのは、未婚の子と同居の割合が低下して

る。介護殺人についても未婚者の発生率が高く、シ

いることである。介護度が高くなると未婚であるシング

ングル介護者はリスクを抱えていることが伺える。

ル介護者だけでは、介護が困難となり介護の限界を

本論は、上記の問題意識から、シングル介護者が

迎え、施設や病院での生活を選択せざるを得ない介

どんなリスクを抱えているのかを考察し、ケアの在り方

護の現状が推測されよう。

を模索していくことを目的としている。シングル介護者

親と未婚の子世帯が増加している背景には、介護

とは「独身の 18 歳以上の子どもで高齢の親を介護し

者不在を防ぐために、仕方がなく同居しているケース

ている者」と定義づけを行い、本論では用いることと

も見受けられる。春日（2011）は、親に対する子どもと

する。18 歳以上としたのはヤングケアラーと区別をす

しての義務よりも、子どもに対する親としての義務の

るためで、高齢の親を介護していることとした。また、

ほうが優先されると指摘している

1）

。すなわち、育児と

独身については、結婚歴、離婚暦などは問わず、現

介護を天秤にかけたときに、育児を優先することが多

に独身であることとし、離婚した配偶者からの支援な

いと述べている。この点から未婚という状態が介護者

どは除外して分析することとした。

表１「高齢者世帯内訳と推移」
65 才 以 上
年次

全世帯に占め

単独世帯

夫婦世帯

親と未婚の

（千）

（千）

子世帯（千）

のいる世帯
る割合（％）
（千）

三世代

その他

65 歳以上の者

世

の世帯

の み の 世 帯

帯

（千）

（千）

（千）

平成元年

10 774

27.3

1592

2257

1260

4385

1 280

3 035

平成 10 年

14 822

33.3

2 724

3 956

2 025

4 401

1 715

5 597

平成 20 年

19 777

41.2

4 352

5 883

3 634

3 667

2 241

9 237

（出所：国民生活基礎調査）

図１「年齢階級別にみた 65 歳以上の者の家族形態」（出所：国民生活基礎調査）

2

２．論文構成と分析の視座
本論の構成としては、介護者のリスクを整理

危険性が高い行為として殺人・心中・ネグレク

し、息子、娘の特徴を明らかにする。それらを

トを含む虐待などがあるであろう。また、介護者

踏まえて、シングル（独身）であるリスクを抽出

の健康や継続的な支援が行われないのもリス

し、ケアの在り方を検討したい。シングル介護

クとしてとらえることができる。具体的には経済

者という言葉は、あまり浸透されていない。家

的な課題としてとらえることができる。介護は情

族介護者というフレームに独身の介護者であ

緒的なサポートも必要となってくることから被介

るシングル介護者が含まれる。具体的な続柄

護者と介護者の関係性についても適切な関係

としては、独身の息子、娘が想定されるであろ

が結べないと大きなリスクにつながってくる。よ

う。年齢から考えると孫が介護している事例も

って、本論として扱うリスクは、被介護者にとっ

みられるが、本論としては、高齢の親を介護し

ての危険性が高い殺人・心中・虐待、介護者

ている息子、娘に焦点化し展開していきたい。

にとっての健康や介護の継続性である経済状

シングル介護者を分析する前に、介護者とし

態、被介護者と介護者の関係をリスクとしてとら

てのリスクを整理する。介護というのは、介護が

えることとする。分析方法は文献研究を用いる

必要になった者が他者に介護を行ってもらうこ

こととする。

とである。その状況でのリスクとしては、本人の

３．介護リスクの先行研究
介護殺人・心中に関して湯浅（2016）は、

介護者の状態悪化と介護者の状態悪化によっ

1998 年から 2015 年までの 716 件のデータを

て虐待が生じると分析している 3）。介護者は、

分析し、特に介護者の介護うつや障害が殺

抑うつ状態になっていることが多く、家族介護

人・心中のトリガーになっていることを述べてい

に負担をかけていることが伺える。ケアの在り

る

2）。そのため、介護者アセスメントを行い、適

方を再検討することが重要な時期にきている。

切なサービス利用を行い「ソーシャルワークの

また、大塚ら（2011）は、虐待対応を行う介護

失敗」を予防することが重要と述べている。介

支援専門員に関する調査で、初期対応の重

護者自身の能力を支援者がアセスメントする

要性を指摘し、初動時の阻害要因として介護

必要があり、殺人や心中を予防する必要があ

者である養護者に対する過度な配慮が挙げら

ることを指摘している。

れ、在宅における家族介護と専門職との関係

虐待に関して小野ら（2013）が行った調査

性が未成熟であることを指摘している

4）。一方、

では、虐待を生じるリスクが高い介護者として、

信頼関係を形成する手段として橋本（2016）は

男性、飲酒過多、情緒面に困難がある、ストレ

「家族の思いに対する傾聴」、「効果的な支援

スを強く感じている、自己評価が低いなどに整

の提供」が有効であると述べている 5）。ケアマ

理し、実際、虐待に発生する時期としては、被

ネジメントのプロセス過程で家族に参加しても

3

らうことで信頼関係の醸成を図ることが重要で

するため、身体的な負担はもちろんであるが、

あるが、効果的な支援の具体策として、家族支

精神的な負担が大きいのが介護の特徴である。

援に関しては介護保険制度ではあまり想定さ

介護うつという言葉があるように、精神的に負

れていない状況である。介護保険制度では、

担を抱えながら介護をしている現状が伺える。

家族のレスパイトとして、通所サービスや宿泊

平成 25 年の国民生活基礎調査では、「家族

型のサービスが設定されている。しかし、本人

の病気や介護」、「自分の病気や介護」がスト

の利用拒否や介護保険限度額から利用でき

レスの原因となっており、健康に対する不安を

ないケースも想定される。ここで強調したいこと

抱いていることが伺える。

は、本人への支援を代わりに行うサービスだけ

経済的な課題であるが、日本は親孝行文化

で、家族自体への支援に関しては想定されて

が根底にあり、家族間の助け合いや経済的な

いないということである。介護殺人・介護心中・

資源共有も諸外国と比べ抵抗感が少ない。そ

虐待の被介護者に危険性が高いものに共通さ

のため、経済的虐待などの抵抗感も低いこと

れるのは、ストレスやうつがベースにあり、ケア

が指摘されている。また、景気の低迷により非

マネジャーなどが傾聴や適切な支援を提供で

正規労働者の増加や雇用状況の悪化も見ら

きるようにアセスメントすることが重要であること

れている。表２は介護者の職業の有無である。

が推測できる。

介護者の 8 割近くが無業者であり、介護者に

次に介護者としてのリスクとして、健康、経済

なることで仕事ができないことが推測される。

的な課題を述べていきたい。介護者の健康で

介護休業などがあるが、基本的には 93 日間し

あるが高齢の配偶者である夫・妻は自身の健

か支給されず、介護の長期化傾向にある現在

康について大きな課題を抱えている。老々介

では離職して介護者になることがスタンダード

護の難しいところは健康によるものが大きい。

になっていることが伺える。そのため、生活費

また、息子・娘についても高齢になると大きな

は親の年金に頼らざるを得ない状況を作り出

課題としてとらえることができよう。常時介護を

している。

表２「介護者の職業有無」
平成 20 年

平成 22 年

平成 24 年

H20～H24（延べ数）

17.1

20.9

19.9

97.9

有業者

6.5

5.1

3.4

27.6

無業者

10.6

15.8

16.5

70.3

介護者の総数（千人）

71.5

77.7

81.2

389

有業者

20.6

18.8

14.4

95

無業者

50.9

58.8

66.8

293

介護者の総数（千人）
男性

女性

出所：就業構造基本調査より
関係の悪化であるが、介護者として精神的

表している。また、いつまで続くか分からない、

な負担が大きく、介護者の４人に１人がうつ傾

憎しみを抱いていると親子関係の崩壊につな

向と指摘されており、介護自体の負担の重さを

がるリスクを孕んでいる。石附ら（2010）は、施
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設入所者と在宅者の比較調査で、通所と短期

結果的に親子関係の崩壊につながるリスクが

入所サービス利用率が低いことを指摘し、家

高いことが示された。

族介護に大きな負担がかかっている事を述べ

以上のように被介護者の課題として殺人・心

６）

た 。介護うつという言葉が、家族介護の負担

中、虐待をリスクと捉え、介護者のリスクとして

から生じるものとして捉えることができる。このよ

健康、経済的な課題とし、両者の関係性の悪

うに、介護保険制度では、家族の介護負担軽

化の視点からリスクを整理した。これらを踏まえ

減があまり図られていない状況があり、家族が

て、次に息子、娘に焦点化した分析を行いた

精神的に安定をしながら介護することが難しく、

い。

４．息子、娘の分析
息子、娘で殺人・心中、虐待、経済的な課

生率が高いことが示されている。また、被虐待

題、両者の関係性の悪化から分析を行う。健

者である親も子どもの重荷になることで親子間

康を位置付けなかったのは、年齢が若いため

のリスクとして捉えることができる。高齢者虐待

健康リスクが高いのは高齢の配偶者として整

の虐待者として、平成 27 年度厚生労働省養

理を行ったためである。息子というキーワード

護者による虐待者の内訳では、息子が 4 割、

では、殺人・心中、虐待、両者の関係性の悪

夫が 1.5 割で半数以上が男性によるものであ

化をリスクの高順位としたい。経済的な課題は、

る。全体的な介護者としては 3 割程度であるが、

男性の有業率が高いため、位置づけなかっ

虐待発生率は、男性の方が多いことが指摘さ

た。

れている。高齢者虐待は、介護ストレスや複数

高齢者虐待では、虐待者の多くを息子が占

の要因が重なり、虐待が発生する。突発的な

めている。上田（2007）らは、介護者になった

不適切対応とは違い、高齢者虐待の判断には、

理由に独身であることを挙げている。独身の息

継続性がポイントとして挙げられる。上記のよう

子と同居し、独身であるため身体的・精神的な

に独身である息子は、社会資源を保有するこ

支えが得にくいため、高齢者虐待のリスクが高

とは上手であるが、ストレス解消をすることが苦

まることを指摘している 7）。また、平山（2014）も

手で、介護が慣れていない初期の支援が重要

介護者になった理由について、独身であること

とされている。

や少子化によって、息子に介護役割が当たる

斎藤（2009）は男性介護者としては、介護の

確率が高くなったと分析している８）。独身で介

効率化、ルーティン化を図り、仕事のように捉

護者になる過程で、介護者になる準備や同意、

えるため女性と比べて介護ストレスを感じない

自らの気持ちとして介護者になるかどうかが重

特徴がある。また、特定の介護行為をサービス

要な点である。介護をしたくないのに、独身で

などに頼ることが多く、資源保有率が高い。し

介護者が不在である穴を埋めるために、介護

かし、人間関係及び社会関係は乏しく、社会

者になることは被介護者、介護者ともにリスクを

から孤立している特徴があり、家事などが不得

孕んでいる。高齢者虐待の虐待者の特徴とし

手なことや情緒的なサポートが必要なことが課

て、仕方がなく介護者になったものは虐待発

題として挙げられ介護保険制度の限界が課題
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として挙げられよう 9）。湯原（2010）は、介護に

鎖は、娘の方が多く、息子についてはあまり見

生きがいを持ち、高い肯定感を抱く一方、「粗

られなかったと述べており、娘の親子関係の崩

暴な性格」、「精神的に未熟、依存心が高い」
の性格が虐待者の特長としてあげている

壊が虐待につながっていることを指摘している

10）。

12）。高木ら（2000）は、母親が娘に対する期待、

介護心中や介護殺人の多くは男性介護者に

感情として理解者、娘からの世話の期待、娘

よるもので、筆者（2013）が行った調査では、

の人生への関与・介入、一心同体の因子を抽

社会関係を作ることが苦手であり、将来への展

出している。また、夫の関係が悪いと娘が理解

望や喪失感がトリガーとなり、極端に矮小化さ

者であることを求める傾向があると述べた 13）。

れた選択肢をとる傾向があった 11）。すなわち、

娘のリスクとしては親子関係の悪化が高位とし

長い介護生活で、状態の悪化が続き、心身と

てあげることができる。高齢者虐待については、

もに疲れたときに自身のコーピングや新たな活

息子の方が多いためである。また、経済的な

力を見出せなくなり、心中や介護殺人をしてし

課題としても挙げることができよう。有業率が低

まうということである。以上のような特徴がある

いため、年金などの親の収入で生活を行わな

が、親子間について関係性はあまり報告され

くてはならない。また、筆者（2011）が行った調

ていない。認知症の母親が主な被虐待者とし

査でも既婚と独身では、独身の方が経済的虐

て挙げられているが、親子関係についてリスク

待をする傾向が高かった 14）。図２は性別によ

を高めるのは娘が高位になっている。

る就業状況である。やはり、男性の方が介護
役割を担う 50 代以降になっても仕事を行って

娘に関する分析では、虐待の連鎖などが指
摘されており、息子とは違った人間関係を形

いるものが多いため、経済的な課題は娘の方

成することが特徴として挙げられる。宮田

が負担が重くリスクを高位と位置づけることが

（2008）が行った調査では、虐待の世代間連

できる。

図２「性・年齢階級別にみた 15 歳以上の者の就業の状況」（出所：国民生活基礎調査）
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５．シングル介護者の課題
少子化対策白書（2013 年）によれば、男性

た場合、独身者に介護役割を果たさなくては

が 20.1％、女性 10.6％が生涯未婚率である。

ならない状況となっている。既婚者と独身者の

未婚率増加の背景には、経済状態が影響して

大きな違いは、配偶者からのサポートであろう。

おり、就労形態の変化や経済力の低下から婚

一人で介護役割に担うのは心身の負担は大き

姻することが困難となっている状況である。男

い。仕事をしながら介護を行えるのも配偶者の

女共に結婚に対する意向は高いが、結婚しな

サポートの有無に影響するであろう。また、殺

い理由として 20 代は、経済的な問題が挙げら

人・心中、虐待なども他者が介在することで予

れ、30 代は適当な相手がいないことを上位に

防することができる。両者の関係性悪化も長年

挙げている。図３は、婚姻率の推移であるが、

の親子関係とは別の配偶者がフォローすること

昭和 20 年、昭和 47 年頃と比べると低下して

もできるため、シングル介護者は、既婚者と比

いることが把握できる。再婚件数は微増である

べると負担や危険性が高いと指摘できる。以

が、経済状況と比例していることが伺えよう。婚

上がシングル介護者を取り巻く概況であるが、

姻をしていないために、親が介護状態になっ

次に先行研究から掘り下げていきたい。

図３「婚姻件数及び婚姻率（人口千対）の年次推移 －昭和 22～平成 27 年－」
（出所：婚姻に関する統計）
国立情報学研究所の検索エンジンである

が主であったが、分析を行ったものとして、川

CINII で「シングル」、「介護」のキーワードで

村ら（2012）が行った調査がある 15）。リスク回

検索すると 5 件のヒットがあった。事例の紹介

避の方法そして、コーピングの促進、事前の情
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報提供、介護開始時の支援調整などがあげら

ングが形成されずに、ストレス過多の状況に陥

れ、性差による介護認知の違いを示唆してい

りやすいことが推測できよう。

るものである。これらの課題の背景には、介護

経済的な課題では、介護離職などの課題が

経験の乏しさが挙げられよう。1950 年代は、自

ベースにあり、介護者全般にリスクが及ぶ。そ

宅で介護し亡くなる割合が高かったが、現在

の中でも娘が深刻で、経済的な基盤が親の年

は病院でなくなる割合が 9 割以上となっている。

金で賄われていることが把握できた。また、親

そのため、介護技術も含めて介護経験が乏し

亡き後の自身の生活にも大きく影響し、介護の

く、当然、介護が不慣れな初期には介護ストレ

社会化が家族介護の犠牲で成り立っている。

スが増大することとなる。また、地域とのつなが

親子関係の悪化では、虐待の世代間連鎖

りも乏しく、日本の文化的な側面から独身であ

が娘に位置づけられ、母親と娘の特有性から

る劣等感が他者とのつながりを弱らせ、孤立し

も依存度が高く、関係性の良し悪しが二極化

た介護状態を作り出すのである。婚姻関係を

する傾向にある。息子は、世代間連鎖の相関

結ぶことが一人前という規範があり、その文化

は少ないながらも、性格特性から虐待に向い

的な規範から逸脱することによって劣等感に

てしまうことが懸念される。老親からすれば、自

苛まれることが予想される。他にも、育児を通じ

分の配偶者が亡くなり、兄弟姉妹も高齢となっ

たコミュニティを形成することができるが、独身

た場合、自分の息子や娘を頼りにしたい気持

であることでコミュニティ形成の機会を逃してし

ちは自然と派生するであろう。仮に介護者とな

まい、結果的につながりをもてなくなり、孤立し

った場合、依存せずに適度な距離で関係を続

た介護状態を形成する。介護者、息子、娘を

けることは、同居家族としては困難であり、介

ベースにしてシングルである課題を整理すると

護関係は相互依存を前提とする関係であるた

虐待としては、介護役割の代替が少ないため、

め、親子関係の悪化が好発しやすい。また、

介護負担が重くのしかかる。介護ストレスにつ

介護経験が無い中で、密室された家庭環境で

いては、息子より娘の方が高く、虐待の発生率

関係を正常に保つことは至難であり、家族介

としては、息子の方が多い状況である。独身の

護の危険性を示すことができる。家族による介

息子は既婚者よりも虐待の発生率が高く、シン

護は、親孝行文化や家族の助け合いとして一

グル介護者のリスクとして挙げることができる。

つの方法として捉えることができる。しかし、現

特に注目すべき点はコーピングについてであ

在の介護を行なう環境としては、家族支援が

る。ストレス耐性を形成するためには、他者に

脆弱であり、家族に対する介護負担が重く、家

よるアドバイスや知識の獲得が必要であり、客

族介護に危険性があることが明らかである。シ

観的な視点や距離感をもった関わりをもつこと

ングル介護者についての研究は少なく、今後

が重要である。配偶者などがいれば、その時

も更なる研究が必要となるであろう。婚姻、介

間を作ることができるが、シングルであることで

護は社会的な影響を受けている以上、社会の

時間的な余裕を持つことが困難となり、コーピ

更なる改善が求められている。
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６．考察・まとめ
本論は、シングル介護者のリスクを抽出し、

いて検討していきたい。シングルであることで、

ケアの在り方を検討していくことが目的である。

他者とのつながりをもつ機会が低下しているこ

表３はそれぞれのリスクを比較検討し、高、中、

とは、大きなリスクとなる。介護経験が世代間で

低と表現したものである。殺人・心中、虐待、介

伝承されないため、スキル不足があり、また、

護者の健康、経済的な課題、被介護者との関

情緒的・手段的サポートも得にくい状況である。

係性でリスク分析を行った

注１）

。シングル介護

男性介護者の会や家族会などに参加する機

者としてのリスクは、虐待の発生率が息子、娘

会を持つことで、ピアサポートを受けることや技

ともに高いが、息子の方が男性介護者の特徴

術の習得につながると考えられる。しかし、デ

として高位に位置付けることができる。経済的

イやショートなどを活用できれば良いのである

な課題は介護者全体がリスクを抱えているが、

が、利用拒否や情報不足なども考えられるた

特に娘が高リスクを抱えている。親子関係の悪

め、介護支援専門員の家族支援が求められる。

化は、母親と娘の特有性から二極化する傾向

介護支援専門員は、要援護者本人と家族のマ

があり、良好と悪化に分かれる。息子に関して

ネジメントをになう専門職であるため、家族単

は、虐待の世代間連鎖は少ないものの、性格

位でアセスメントし、マネジメントすることが現

特性により虐待関係に陥るリスクが高いことを

状として重要である。

示した。これらを踏まえて、ケアの在り方につ
表３「続柄ごとの介護リスクの整理」

殺人・心中 虐待 介護者の健康 経済的な課題

被介護者との関係性

高齢の夫

高

中

高

中

高

高齢の妻

低

低

高

中

低

息子（既婚）

中

中

低

中

中

息子（シングル） 高

高

低

高

高

娘（既婚）

低

低

低

中

中

娘（シングル）

低

中

低

高

高
（筆者作成）

経済的支援について表４は、高齢者世帯と

親子関係の悪化であるが、母親と娘の特有性

児童がいる世帯の所得の比較である。児童が

から心理教育などが必要と思われる。ケアが織

いる世帯の方は所得が高い状況となっており、

り成す関係には依存というベースがあり、密室

高齢者世帯の経済的課題は明らかである。以

された空間では悪化した場合に最悪の結果に

上のように考えると家族介護者への経済的な

なりかねない。息子に関しても性格特性に合

支援や利用負担の在り方を考える必要性は高

わせてケアマネジメントする必要がある。同世

いといえよう。

代の女性ケアマネに苦手意識をもつこともあり、
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同性による支援も 1 つの方法として捉えること

ことである。現在の介護状況にあった親子関

ができよう。菊池（2016）は、家族システムが交

係を見つめなおす時期がきている。実際に介

渉により形成され、状況に応じて変容すること

護に直面する前に、事前の教育や準備を整え

を述べている

16）。すなわち家族システムは、

ることが求められている。

時代や親子の交渉に基づいて変化するという
表４「各種世帯の所得の種類別１世帯当たり平均所得金額」
公的年金・
恩
世帯の種類

総所得

給

稼働所得

財産所得

年金以外の

仕 送 り・

社会保障

企業年金・

給 付 金

個人年金・
その他の所得

１世帯当たり平均所得金額（単位：万円）
帯

541.9

403.8

106.1

12.9

6.9

12.1

高 齢 者 世 帯

297.3

60.2

200.6

15.3

4.5

16.6

児童のいる世帯

712.9

656.5

25.5

10

16.2

4.7

全

世

１世帯当たり平均所得金額の構成割合（単位：％）
帯

100

74.5

19.6

2.4

1.3

2.2

高 齢 者 世 帯

100

20.3

67.5

5.2

1.5

5.6

児童のいる世帯

100

92.1

3.6

1.4

2.3

0.7

全

世

（出所：国民生活基礎調査）
注
１）殺人・心中、虐待を別のリスクとして分析をしている。虐待の延長上に殺人・心中が必ずしもあるわ
けではないため、別に捉える方が分析として適切と考えたためである。また、経済的課題は、共同生活を
営む上での生活費を指す。
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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参画の課題
―カリフォルニア精神保健計画審議会に参画する当事者委員・行政担当者への聞き取り調査から―
松本 真由美（日本医療大学保健医療学部）
要旨
本稿では精神に障害のある人々が政策決定過程で定席を獲得し、主体的に参画するには何が必要かを、わ
が国の地方精神保健福祉審議会と法的に類似するカリフォルニア精神保健計画審議会(California Mental
Health Planning Council)を参考に検討する。カリフォルニア審議会は全委員 40 名のうち、当事者委員・家族
委員・権利擁護者 20 名が参画する。多くの当事者サイドの委員が参画するカリフォルニア審議会は、わが国の
地方精神保健福祉審議会における当事者委員の参画とはさまざまな点で異なることが予想される。そこで、実
際のカリフォルニア審議会を傍聴し、また、当事者委員と事務局長に聞き取り調査を実施し、その違いを明らか
にすることを試みた。その結果、カリフォルニア審議会は責任や権限が重く、また、当事者委員の位置づけの違
いが大きく、さらに、当事者委員が所属する民間団体が日常的にロビー活動等を行っていた。これらの結果、カ
リフォルニア審議会への当事者委員の参画は当然の帰結と考えられ、わが国の当事者委員参画の課題解決に
おいて多くの示唆が得られた。
キーワード：

カリフォルニア精神保健計画審議会(California Mental Health Planning Council)
地方精神保健福祉審議会 当事者委員 参画

１．はじめに

害のある人々が政策決定過程に参画する先進地を
参考とすることが考えられる。カリフォルニア州は、カ

障害者権利条約成立以後、政策決定過程に障害

リフォルニア州精神保健計画審議会において当事者

のある人々が参画することは当然の権利と考えられる

委員・家族委員・権利擁護者が全委員の半数を占め

（藤井 2010）。しかし、理念として障害のある人々の

る（CMHPC 2016）。精神に障害のある人々らの半

参画の重要性が語られても、実態としての参画はま

数参画の現実は、わが国の地方精神保健福祉審議

だ限られている（笠原 2011、松本 2016-2）。その理

会における当事者委員の参画において示唆が得ら

由の一つとして、障害のある人々はサービスの受益

れると期待できる。

者であり、障害のある人々が施策や制度に対し、意

２．研究の目的

見を述べる主体とは考えられてこなかったことによる。
特に、精神に障害のある人々の場合、自己決定能力
が乏しいと認識されやすいことや（広田 2003）、保護

カリフォルニア精神保健計画審議会(California

義務者である家族が代弁してきた歴史がある （藤井

Mental Health Planning Council、以下、カリフォ

2010）。しかし、諸外国に目をむければ、アメリカは

ルニア審議会)はカリフォルニア州法 1914 条に規定

ADA(障害を持つアメリカ人法)成立後、障害のある

され、カリフォルニア州の諮問委員会の一つである。

人々が社会の一員として権利を得る場面が拡大して

諮問委員会とは春日（2001）によれば「諮問委員会と

いる（植木 2015）。

は委員会、院、会議、評議会、協議会、審議会、専門

精神保健福祉の領域で精神に障害のある人々が

委員会もしくは類似のグループまたは小委員会もしく

政策決定過程で定席を獲得し、主体的に参画するに

は下位グループであって、大統領または連邦政府の

は何が必要となるだろうか。この点に関し、すでに障

一以上の行政機関もしくは連邦公務員に、助言また
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は勧告をするためのものをいう。」とあり、わが国の審

割当と妥当性を監視、検討、評価するためのもので、

議会は、国の審議会の場合は国家行政組織法第 8

管轄はカリフォルニア州保健医療サービス部

条「（審議会等） 第 3 条の国の行政機関には、法律

(California

の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定

Services)である（CMHPC 2016）。

Department

of

Health

Care

めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服

また、地方精神保健福祉審議会は特に精神保健

審査その他学識経験を有する者等の合議により処理

福祉法第 9 条「精神保健及び精神障害者の福祉に

することが適当な事務をつかさどらせるための合議制

関する事項を調査審議させるため、都道府県は、条

の機関を置くことができる。」、また、地方審議会は地

例で、精神保健福祉に関する審議会その他の合議

方自治法第 138 条 4 項 3「普通地方公共団体は、法

制の機関(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)

律又は条例の定めるところにより、執行機関の附属機

を置くことができる。 」、2 項「地方精神保健福祉審議

関として自治紛争処理委員、審査会、審議会、調査

会は、都道府県知事の諮問に答えるほか、精神保健

会その他の調停、審査、諮問又は調査のための機関

及び精神障害者の福祉に関する事項に関して都道

を置くことができる。ただし、政令で定める執行機関

府県知事に意見を具申することができる。 」、3 項

については、この限りでない。」に規定される附属機

「前二項に定めるもののほか、地方精神保健福祉審

関である。

議会の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府

両者とも関連事項に関し審議の上、行政機関に対

県の条例で定める。」に規定される。両者は、精神保

し、諮問等ができる機関である。永井(1967)は「アメリ

健福祉に関し、重要な審議を行なう場としての共通

カの諮問委員会によく似た制度として、わが国の「審

性は保たれていると考えられる。

議会」をあげることができよう。」「わが国の審議会とア

今回、アメリカの中でも特にカリフォルニア審議会

メリカの諮問委員会は、行政省庁に対する合議制の

に注目したのは審議会委員の構成を重視したことに

諮問機関として共通性をもっている。」との指摘があり、

よる。カリフォルニア州法 1914 条 C 項 2-B に「審議

カリフォルニア審議会をわが国の地方精神保健福祉

会委員の半数以下が州の職員や精神保健サービス

審議会（以下、審議会）の比較対象とすることは適切

のプロバイダー注

と考えられる。

は表 1 の通りである。当事者委員・家族委員・権利擁

1 」 であること」とあり、委員種の定数

カリフォルニア審議会は、特に、深刻な精神疾患を

護者ら当事者サイドの委員が、全委員の半数を占め

持つ成人、重篤な感情障害を持つ児童、高齢者、そ

る。カリフォルニア審議会はサービスの提供者側と受

の他の精神疾患や感情の問題を持つ人々の擁護を

益者側を同数とし、メンバーの力関係を量的に対等と

提供し、カリフォルニアの精神保健サービスの予算の

していることが読み取れる。

表 1 カリフォルニア審議会の委員構成
当事者

家族

権利擁護者

専門職

行政担当者

8名

8名

4名

12 名

8名

わが国の場合、都道府県等が設置する審議会条

学識経験者、医療従事者、その他の委員数のバラン

例の多くに示される委員要件は学識経験者、精神医

スが取れている。しかし、当事者サイドの委員に限定

療従事者、（指定）障害福祉サービス事業従事者で

す る と 全 体 の 14 ％ に 過 ぎ な い 。 こ れ ま で 松 本

ある（松本 2016-2）。委員の内訳は、たとえば、札幌

（2016-1）は審議会において当事者委員が一定の役

市精神保健福祉審議会の場合、学識経験者 8 名、

割を果たし、都道府県等の行政担当者らからも評価

医療従事者 2 名、（指定）障害福祉サービス事業従

されていることを示してきた。当事者委員は質的には

事者 2 名、当事者委員 1 名、家族委員１名である（札

十分に参画可能な力を持つと考えられる。しかし、当

幌市 2017）。学識経験者の中に精神科医が 3 名含

事者委員の参画は全国の都道府県等の 3 割程度に

まれることから、その 3 名を医療従事者と捉えれば、

過ぎず、当事者が審議会の場に定席を得るところは

13

6 名、前当事者委員 1 名、事務局長である。基本属

多くない。

性は表 2 に示し、居住地域は図 1 の通りである。

そこで、カリフォルニア審議会に参加し、事務局長
と当事者委員への聞き取り調査を行い、当事者委員

（３）調査方法

が参画に至った経緯、当事者委員の果たす役割、事
務局長の当事者委員に対する評価、実際の発言内

インタビューは半構造化面接とし、できるだけ自由

容に関する情報をもとに、わが国の審議会の現況と

な発言を尊重した。また、限られたインタビュー時間

比較し、審議会における精神に障害のある人々の参

であることから、事前に事務局長にインタビュー・ガイ

画の課題について考察を行なう。

ドを送り、書面で回答を得、また、関連資料も入手し
た。本稿の分析には書面による回答と、関連資料が

３．研究方法

含まれる。

（１）調査方法

（４）調査日時
2016 年 4 月 20 日 12：00 から 13：00 に事務局長

カリフォルニア審議会は毎年 1、4、7、10 月の、4
半期に 1 度開催されることから、2016 年第 2 期の会

との個別インタビューを、13：30 から全体会議を傍聴、

議を傍聴した。また、カリフォルニア審議会の事務局

17：00 から 18：30 にグループインタビューを実施し

長への個別インタビューと、当事者委員および事務

た。

局長とのグループインタビューを実施した。
（５）倫理的配慮
聞き取り調査対象者に研究の目的、内容、研究発

（２）調査対象

表と文書化について書面を取りかわした。本研究は

個別インタビューの対象はカリフォルニア審議会事
務局長 1 名、グループインタビューは現当事者委員

日本医療大学研究倫理委員会の承認を得ている。

表 2 聞き取り調査対象者の属性
Gender 性別

Region 居住地域

Ethnicity 人種

Member A

Female

Bay Area

Caucasian

Member B

Female

Central

Caucasian

Member C

Female

Central

African American

Member D

Female

South

Asian/African American

Member E

Male

Bay Area

Caucasian

Former Member F

Male

Unknown

Caucasian

Executive Officer

Female

Central

Caucasian
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図 1 カリフォルニア州地図
CBHDA(California Behavioral Health Directors Association)ホームページから抜粋
表 2 の居住地域の South に Los Angeles が含まれる。

４．結果

により精神保健福祉に関するプログラムの多くが州の
管轄から郡に移り、専用基金が設立され、財源が確

（１）カリフォルニア審議会の概要

保され、郡の自主性と柔軟性の向上が可能になった

１）設立経緯

（竹端 2008）。このようにカリフォルニア審議会は、各

設立の経緯は、カリフォルニア州が 1960 年代から

郡から一般市民の意見を得、計画、再配置された精

進めたメンタルヘルス政策の策定と計画に一般市民

神保健計画の実績の評価の点で責務を果たしてきた

の意見を得るため、カリフォルニア州保健医療サービ

と言える（CMHPC 2016）。

ス部から独立した諮問委員会を設置し、これがカリフ

２）目的

ォルニア審議会の前身となるものであった。これらに

目的は、前述のように①重篤な精神疾患を持つ成

より精神科病院入院者の脱施設化の進展を期待した

人と重篤な感情障害を持つ児童と高齢者のための擁

が、ホームレスや犯罪者が増加し、その改革のため、

護、②カリフォルニア州の精神保健システムの妥当性

1991 年に Realignment（再編）法が成立した。この

と実効性のモニタリングと報告、③知事と議会に優先

法律に対応し、 1993 年に先の諮問委員会をカリフ

議題について助言し、州計画に関与することである。

ォルニア審議会に改編し、精神保健計画の責任と資

また、審議会は州計画を再評価し、審議会委員が承

金調達の役割を担うものとなった。Realignment 法

認するまで州計画を実施に移させない権限を持つ。
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リフォルニア地域行動保健委員協会)や CCMH

３）構成と開催数
構成は本会議と、①アドボカシー委員会、②継続

(California Coalition for Mental Health カリフォ

的システム改善委員会、③保健医療統合委員会、④

ルニア精神保健連合)などの関係者からなる。また、

患者の人権委員会、⑤執行委員会の 5 委員会から

当 事 者 委 員 はそ れ ぞ れ の 地 域 の MHA(Mental

成る。①アドボカシー委員会は、報道機関を通じ、一

Health America)に所属する場合が多い。

般の人々の精神保健に関する意識を高め、地方の

上記団体の概要であるが、CBHDA(カリフォルニ

擁護機関と協力し、ケアの質を向上させ、提案された

ア行動保健指導者協会)はカリフォルニア州の 58

法律やルールや予算法案に対応する。②継続的シ

郡と 2 都市（バークレーとトライシティ）の行動

ステム改善委員会は、カリフォルニア州の公共の精

保健指導者を代表する非営利団体である。行動保

神保健システムに関わり提供されるサービスを監視し、

健指導者とは精神保健に関わる社会サービスと医

検討し、評価し、優れたサービスが全域に共有・拡大

療スタッフの監督および精神保健機関が精神保健プ

されることに努める。③保健医療統合委員会は、カリ

ログラムを円滑に運営するための指導者である。

フォルニア州の精神保健システムに影響を与える連

CBHDA はカリフォルニア州民のための質の高い、

邦医療改革に起因する多数の課題を追跡・対処・対

費用対効果の高い、文化的に有能な行動医療への

応するための枠組みを構築する。④患者の人権委員

アクセス可能性を保証することを目的とした活動

会は、カリフォルニア州の精神保健システムに則った

を行う団体である(CBHDA 2017)。CALBHBC(カ

効果的、タイムリーかつ人道的な治療を受けるための

リフォルニア行動保健委員協会)は地方の行動保

患者の権利の保護や支援に関する改善、監視、検討、

健委員会の活動を支援する州全体の組織である

評価を行う。⑤執行委員会は、委員会と事務局との

(CALBHBC 2017)。CCMH(カリフォルニア精神

連絡調整を行う。

保健連合)は精神保健プログラムとケアのための

本会議は年 4 回、小委員会は各々月例会議を開

十分な資金を確保し、カリフォルニア州全体の精

催し、カリフォルニア審議会委員はいずれかの委員

神保健サービスを安定的に提供することを目指し、

会に所属し、必要に応じ、任意の作業部会や研修等

当事者や家族、専門職により構成された団体で、

に参加することが期待される。

特に、①精神保健上の問題を抱える犯罪者や釈放

４）委員構成とその選出方法

後に影響を与える施策の監視と評価の実施や、②

委員構成と選出方法は、前述のように、当事者委

精神保健サービスを必要とする人々が受ける健康

員、家族委員、権利擁護者あわせて 20 名、専門職と

保険の差別の解消や、③薬物乱用により複雑な精

行政担当者が 20 名である。審議会委員の半数以下

神保健上の問題を抱えるホームレス減少のための

が州の職員や精神保健サービスのプロバイダーであ

効果的な住宅の開発を行う(CCMH 2017)。

ることが法律に明記されている（US Code 2017）。委

また、MHA は 1909 年に設立された NPO 法人

員に報酬はないが、4 期とも異なる地域で開催される

アメリカ精神保健協会で、MHA ロサンゼルスに

会議の交通費・宿泊費が支給される。委員はカリフォ

は日本の精神保健専門職の間で著名な「Village」

ルニア州内の 4 地域(north、central、bay area、

がある。MHA は精神に障害のある人々の地域生

south)の各々から人数バランスを配慮し、委嘱される。

活の安定を支援し、行政の施策や制度策定に関す

委員の所属は専門職委員の場合は、精神科医、心

る情報提供や、行政に対し意見表明を行う非営利

理 士 、 大 学 教 員 、 NPO 法 人 職 員 、 CBHDA

団体である(MHA 2017)。

(California

Behavioral

Health

Directors

委員の選出方法は公募で、応募者はカリフォルニ

Association カリフォルニア行動保健指導者協会)や、

ア審議会への要望、現在の活動、所持する資格等を

CALBHBC （ California Association of Local

記載し、応募する。その後に電話面接が行われ、性

Behavioral Health Boards and Commissions カ

別、人種、居住地域、専門知識の有無等を参考に行
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政機関が決定する。応募者が募集人員を上回る場

自尊心が強まり、自分を含め周りの人々へのサポート

合は情報を保管し、次回以降の公募で活用する。

を考えるよう変化したこと、自分たちが精神疾患患者
として見られるのではなく、「人」という認識が共有され

（２）当事者委員が参画に至った経緯、当事者委

たこと等、参画がもたらす効果についても言及した。

員の役割、当事者委員に対する評価

３）当事者委員に対する評価

１）参画までの経緯

事務局長は当事者委員の評価について「人は経

当事者委員が参画に至る経緯については 1993 年

験と共に生きるのであり、カリフォルニア審議会に必

のカリフォルニア審議会設立時から当事者委員が配

要な人は当事者です。私はわれわれの友人であるコ

置され、行政機関は精神に障害のある人々の参画を

ンシューマー注 2」たちが生き残るために経た困難を尊

当然の権利、疑問を挟む余地がないと考えていた。

重し、尊敬しています。私たちは地に足がついた

２）当事者委員の役割

人々がほしいのです。彼らと一緒に仕事がしたいの

当事者委員の役割について、行政機関は当事者

です。彼らが言わなければならないことに価値を見出

委員の持つ経験や知識を活かし、カリフォルニア精

したいと思います。」と語った。また、専門職や行政担

神保健システム向上のための意見を得ることと考える。

当者と当事者委員の関係は対等であることが不可欠

事務局長は当事者委員を「政策のよしあしや、政策

で、カリフォルニア審議会にはプロバイダー側、コン

をより良いものにするために、現状を変化させる必要

シューマー側両者の見解が必要だとも述べた。

があるかどうかを知る人たち」と認識し、当事者委員
（３）カリフォルニア審議会の内容、当事者委員

が活躍できるよう必要な支援を行う準備があるという。

の具体的な発言、最近の話題

また、当事者委員は、多様な視点をもたらす経験と
見識から、カリフォルニア州の地域精神保健に必要

１）カリフォルニア審議会の内容
カリフォルニア審議会は 2 日半通しで行われ、主な

な意見を表明することが自らの役割と考える。当事者

プログラムは表 3 の通りである (Adcock 2016)。

委員らは、カリフォルニア審議会に参画することで、

表 3 カリフォルニア審議会の会議内容
内
初日

容

午前

各小委員会会議

午後

①コンシューマーや家族に対するよりよいケアを提供するための Contra Costa 郡の取り組み
に関する Cobaleda-Kegler 氏と Seidner 氏の講演と質疑応答
②マリファナの合法化に関する精神科医の Banys 氏の講演と質疑応答

2 日目

午前

各小委員会会議

午後

③リスクを予防し、LGBT の青少年の福祉を促進するための家族の重要な役割に関する臨床
社会福祉士の Ryan 氏の講演と質疑応答
④CBHDA（行動健康指導者協会）の O’Neill 氏からの報告
⑤その他：事務局長、各小委員会、保健医療サービス部の報告

3 日目

午前

⑥CALBHBC(カリフォルニア地域行動保健委員協会)の Gasco 氏による報告
その他：事務局長から行動健康統合計画に関する説明と審議
講演者の欠席により予定を変更し、審議会委員による質疑
精神保健サービスの監督及び説明責任委員会報告、行動健康統合計画の継続審議
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特に現在住宅に関する法律が成立しつつあることか

講演の概略は以下の通りである。
①コンシューマーや家族に対するよりよいケアを提供

ら、ホームレス防止に取り組んでいることが報告され

するための Contra Costa 郡の取り組み

た。

Contra Costa 郡はカリフォルニア西部の Bay area

⑤各委員会と精神保健サービスの監督および説明

地域に位置する人口 100 万人弱の郡である。各地域

責任委員会報告

に成人用と児童用のクリニックがあり、郡は 2 つのクリ

・アドボカシー委員会：疾患のある人の地域移行に関

ニックを接続しようとしている。改革と思いやりのある

わる論理、財政、取り組みと、閉鎖された居住施設に

ケアと効果的なケアへの取り組みがなされ、ピアプロ

ついて報告された。

バイダー（当事者支援員）をコーチとして取り入れて

・継続的なシステム改善委員会：児童の問題を中心

いる。また、コンシューマーのための安全な環境を確

にデータノートブックを作成中であることが報告され

保することを保証し、行政上の障壁を消滅させる必要

た。

があること、緊急対応のベッド数を増加し、必要に応

・保健医療統合委員会：児童への過剰投薬や小児

じ警察の介入もあることを説明した。

期・青年期の投薬や誤用について検討中、委員会の

②マリファナの合法化

成果に関する報告書作成中であることが報告され
た。

カリフォルニア州では驚くことに州民の過半数がマ
リファナの合法化に賛成する。しかし、脆弱な青少年

・患者権利委員会：委員会は郡の患者の権利に関す

への影響が顕著であり、中退・成績不良・行動上の問

る精神保健委員会に通知するためのプロジェクトが

題が生じ、精神症状を発症するリスクが倍増すること

完了し、委員会の議案とすることを提案した

から、学生支援プログラムの必要性、また、患者を犯

・精神保健サービスの監督および説明責任委員会：

罪者として扱うのではなく、介入がいること、さらに、

カリフォルニア審議会の 4 つの小委員会とは別に、精

医療用マリファナの法規制強化の必要性が述べられ

神保健サービスの監督および説明責任委員会からも

た。

報告があった。委員会は財政の透明性に関し、収支

③リスクを予防し、LGBT の青少年の福祉を促進する

残高のすべての財務データを各郡で作成したこと、

ための家族の重要な役割

多くは電子データで報告書を作成したこと、郡の残金

LGBT の若者とその家族、地域社会に深刻な影

を州に戻し他の郡に再配分するためのヒアリングを来

響を及ぼす可能性のある LGBT 問題の予防と介入

月実施すること、州が金銭の流れの方向を変えた後

の方法について語られた。LGBT の若者の自殺率が

も更新されていない政策と実践の不一致について、

高く、ホームレスの 40％が LGBT と言われ、うつ病発

カリフォルニア審議会が委員会に関与することを希望

症率も高い点、また、LGBT は家族による被害や嫌

した。

がらせを受ける可能性が高く、家族ベースのアプロー

⑥CALBHBC(カリフォルニア地域行動保健委員会)

チが必要である点から、プロジェクトが開始された。拒

からの報告

絶は深刻な心身の障害につながり、受容は幸福を促

CALBHBC からはカリフォルニア審議会との協

進するのに役立つこと、家族は市民社会を構築する

力の重要性と、CALBHBC に未参加の郡が必要な

ための潜在的な成果であり、安価で、特別な技術を

支援を得ていない可能性を指摘した。

必要とせず、文化的に調和する選択肢であることが

２）当事者委員の発言

説明された。

カリフォルニア審議会では複数の講演と委員会報

④CBHDA（カリフォルニア行動健康指導者協会）か

告が組み込まれ、その各々に対し十分な質疑応答の

らの報告

時間が設けられている。

CBHDA では 2001 年の Realignment 法成立以

審議会の議事録に記載された発言回数では、当

降、恒久的な基盤と成長の課題に取り組んでいる。

事者委員と権利擁護者各個人が平均 6 回、家族委
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員が 4 回、専門職委員が 2.6 回、行政担当者が 1.5

の中で使用された co-occurring(共存)の用語を明確

回発言し、当事者サイドの発言が他の 2 倍以上あっ

にする必要性、その用語は薬物乱用者自身ではなく

た。

プロバイダー側が使うことの指摘があり、また、アドボ

Contra Costa 郡の報告に対し、当事者委員は、

カシー委員会の中で薬物使用を学ぶことの提案、薬

他の地域から転居したクライエントのケアの継続性、

物使用と精神薬との相互作用の影響についての講

特に電子データでの継続の可能性、また、警察への

演の希望、心身の健康管理から薬物使用のケアまで

依存度が高いことへの懸念、警察の利用よりも予防と

を段階的に検討することの提案等が出された。

教育面からコミュニティーグループやワーカーの利用

５．考察

についての提案、ピアスタッフについて、コンシュー
マーからのフィードバック等について発言した。講演
者は、転居者の支援の継続性を図っているが、電子

（１）カリフォルニア審議会とわが国の審議会の

データで記録するしくみが未整備であること、警察へ

権限の違い

の依存度については通常臨床現場の関係者が最初

カリフォルニア審議会はカリフォルニア州の精神保

にクライエントと接触しており、一様に警察官が介入

健システムの妥当性と実効性をモニタリングすること

するのではないこと、しかし、精神疾患は暴力と関連

や、知事と議会に優先議題について助言し、州計画

するのも事実であることから、警察官のトレーニングの

に関与し、州計画を再評価し、審議会で承認するま

際に、差別的に扱うのではなく、警察官の心根を変え

で州計画が実施されない権限を持つことから、その

るようはたらきかけていること、また、最近は他のチー

役割と責任は大きいと考えられる。対して、わが国の

ムメンバーと信頼関係を保てるピアスペシャリストが加

場合は、審議会を多様な意見を聴取する場と位置づ

わっていること、行動健康管理に関する調査をコンシ

け、行政機関に対し、諮問、意見具申するが、行政

ューマーに行い、コンンシューマーからのフィードバ

機関が施策や制度策定の参考にするに過ぎず、審

ックを得ていること、外来患者の日常的ケア・予約・処

議会に特段の権限はない。審議会の場で述べた意

方箋データ・サービスの利用・警察への連絡回数な

見が、具体的な改善につながるかは最終的には行政

どのパフォーマンス測定を行うこと等が回答された。

機関の判断である。

LGBT については、当事者委員から、説明の中に

また、わが国の審議会は多くの都道府県等は 1 年

有色人種の家族について触れられたことや、貴重な

に 1 回、2 時間ほどの開催であり、部会や小委員会を

報告に対し感謝のことばが述べられた。

常設しないところが多い。この限られた審議時間の半

CBHDA（カリフォルニア行動健康指導者協会）か

分ほどが行政機関からの報告である。その内容は 1

らの報告に対しては、San Mateo 郡の住宅事情に関

年間の各都道府県等の精神保健福祉に関する実績

する質問、精神疾患を持つ人々は医師や支援システ

報告や、国からの通達に関連する議題等で占められ、

ムがある所を求め何十マイルも移動すること、住宅難

議論を深めきれない場合がある。一方、カリフォルニ

の問題に対し、内容が完全に確定するまで資金を動

ア審議会は先の目的を達成するため、審議の時間が

かさない方がよいことが提案された。これらに対し、報

多く取られているだけでなく、最新の精神保健のトピ

告者は、カリフォルニア州の住宅金融庁が 4 億ドルの

ックに関する講演が複数組まれ、参加委員が情報を

支出を可能とするが、州のホームレス問題の解決を

得、より一層精神保健の課題に関し、検証できる力が

意図したものではなく、慢性重度の精神疾患の人々

養われていくと考えられる。

に焦点化する必要があることを説明した。

カリフォルニア審議会の場合、4 月の会議で取り上

CALBHBC(カリフォルニア地域行動保健委員会)

げられたテーマはマリファナの合法化、LGBT の家

からの報告では、各郡の代表を増やすにはどのくら

族関係、共存障害等、社会問題と絡む重要なテーマ

いの費用を必要とするかが質問され、続いて、説明

が検討されていた。特に審議会で審議する対象に児
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（２）当事者委員の位置づけの違い

童が含まれることから、児童期からマリファナ等の薬
物依存となった場合、また、LGBT に伴う家族からの

続いて、当事者委員の位置づけであるが、カリフォ

拒否等があると、家族との関係性が築けず、学業から

ルニア審議会は当事者委員、家族委員、権利擁護

もドロップアウトし、社会生活が困難になる場合がある。

者が全委員の半数とすることが明文化されている

また、共存障害は薬物などの物質障害と精神症状が

（CMHPC 2016)。委員は公募方式を取り、電話面接

共存するもので、主障害に随伴する二次障害ではな

による選考があり、条件に適する人を選考する。審議

く、2 つの障害が独立して存在するため、適切な治療

会委員は無報酬で、会議参加に伴う旅費のみ支給さ

が必要と考えられる。これら困難を抱える若者や成人

れる。委員が無報酬に頓着しないのは、政策の形成

は精神保健福祉システムの中でケアする必要があり、

に参加すること自体が十分な報酬であるとの考えにも

早期からの介入が求められる。

とづく（永井 1967）。カリフォルニア審議会の当事者

ま た 、 ア メ リ カ の CDC(Centers for Disease

委員もまた、自らの意思で委員を担っており、こうした

Control and Prevention)の統計によると 4 人に 1

仕組み全体が力のある当事者委員を育て、審議会の

人のアメリカ人が精神疾患を抱え、精神保健サービ

機能がより健全にはたらく可能性につながると考えら

スに約 3,000 億ドルを毎年費やさなければならない

れる。わが国の場合は、団体からの充て職で委員に

（CDC 2017）。したがって、カリフォルニア州も逼迫し

なることが多く、委員を引き受けてもらう対価として一

た事情があると考えられる。

定の報酬が支払われることから、主体的に参画する

さらに、カリフォルニアは州や郡に権限が委譲され、

カリフォルニア審議会委員とは意識が異なる場合が
ある。

地域にあった精神保健システムの構築がなされやす
い面があり、また、Funding など内容に理解を示す

また、事務局長は「当事者委員は現状を変化させ

団体や個人からの寄付により、事業運営がなされる

る必要があるかどうかを知る人たち」と述べたが、精神

場合もあり、カリフォルニア審議会で検討することが

保健サービスの利用者だからこそ、運用上の利点や

州の精神保健システムに直結していることが窺えた。

課題についての言及が可能である。また、多くの当事

こうした現状は参画する委員の意欲を高め、審議が

者委員は MHA(メンタルヘルスアメリカ)や CCMH(カ

いっそう活発になることが予想される。

リフォルニア州精神保健連合)に所属しており、これら

わが国とは審議会の権限、開催回数、社会問題と

の団体は積極的にロビー活動等を行い、日頃からカ

も関連する課題、財政面からの逼迫した事情等が異

リフォルニアの精神保健システムを評価し、意見表明

なるため、単純に比較はできないが、カリフォルニア

できる人たちである。したがって、審議会の中でも、

審議会は地域の精神保健福祉の課題解決に向け、

内容を確認するだけの平易な質問は少なく、また、要

議論する場であり、参画する委員の貢献も大きいと考

望だけを主張するのではなく、講演や議題の内容を

えられた。わが国の場合も行政担当者に聞き取り調

理解した上での提言が多くみられた。たとえば、緊急

査を実施すると、参画委員からの議案の承認や意見

時の介入場面で警察への依存が高いことへの懸念、

表明、提案を貴重なものと受け止める都道府県等が

州政府が住宅対策に資金を投入する場合、ホームレ

ある一方(松本 2017)、形ばかりの開催もあり、参画委

スや中・重度の精神疾患を持つ人を想定することの

員が政策決定過程に関与する程度は都道府県等に

必要性等が語られた。また、自分は賛成かそうでない

より差があると考えられる。審議会は地方行政の中で

か立場を明確にすることを心がけているように見受け

は格付けの高い会議であり、審議会で出される意見

られた。

を地方行政に活かせる可能性を持つことから、行政

事務局長が当事者委員の参画を当然と考え、行

担当者と参画委員が最大限に審議会の場を活用す

政の施策や計画を評価できる人々と認識し、専門職

ることが求められる。

や行政担当者と当事者委員の関係を対等と述べた
が、当事者委員の発言の内容からもその点が理解で
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きる。事務局長はさらに、当事者委員を「必要な人た

域で著名なクリフォード・ビアーズが設立した。MHA

ち、尊敬する、共に仕事をしたい。」と述べたことは、

は個人的な戦いを国民運動のレベルに引き上げ、行

信頼の現れと考えられる。彼らが活躍できるよう必要

政の施策や制度策定に関し、意見表明を行うこと

な支援を行う準備があるとも言っており、期待の大き

を旨とする。したがって、MHA に所属する人々

さがうかがえる。

は、精神保健政策に関しサービス利用者側からの

わが国の場合も、審議会の議事録分析の結果から、

意見を述べる力を持つ人たちと考えられる。これ

当事者委員は現状分析や提案を示す力があり、活発

ら、長い伝統を持つ精神保健に関係する団体があり、

に発言し、十分な役割を果たしていることについては

日常的に活発なロビー活動等を行うため、容易に行

すでに示した（松本 2016-1）。しかし、当事者委員の

政の重要会議に参画できると考えられる。

参画が当然のことと考えられ、当事者サイドの委員と

わが国の場合、近年は精神疾患の経験者であるピ

専門職・行政サイドの委員を半々とするカリフォルニ

アサポーターがピアスタッフとして雇用される機会が

アとは大きな隔たりがあると思われる。しかし、権利意

増えてきた（中田 2016）。こうしたピアスタッフたちを

識の高いアメリカにおいても、障害当事者の参画に

つなぐ団体として 2014 年に日本ピアスタッフ協会が

ついては州により考えが異なることを事務局長は聞き

発足し、各地のピアスタッフが集結する機会を設けて

取り調査時に語っている。したがって、現在のカリフォ

いる（日本ピアスタッフ協会 2016）。同じく 2014 年に

ルニアのように、当事者サイドの委員と専門職委員・

北海道ピアサポート協会、2015 年に YPS 横浜ピアス

行政担当者を対等に位置づけることは関係者が力を

タッフ協会が設立され、これらの団体の中には審議

尽くして作り上げたものと推察できる。わが国も、今後、

会で当事者委員を務める人たちがおり、その活躍が

精神に障害のある人々の視点を加味した審議会運

大いに期待される（北海道ピアサポート協会 2017、

営をいっそう進める必要がある。

YPS 横浜ピアスタッフ協会 2017）。こうした団体が安
定して活動を継続し、政策決定過程に参画できる人
材を輩出できると、わが国の審議会への当事者委員

（３）民間組織の存在

の参画の事情が大幅に変化することが予想される。

カリフォルニアには長期間にわたり活動する民間
の団体があり、それらの団体の関係者がカリフォルニ
ア審議会の委員を務めている。たとえば当事者委員

（４）「当事者委員」を主張する必要のないイン

の多くが所属する MHA の中でも MHALA（メンタル

クルーシブな社会へ

ヘルスアメリカロサンゼルス）は、250 人以上のスタッ

政策決定過程に福祉サービスの受け手側が当たり

フがおり、その中には精神疾患の経験者が含まれる

前に参画できるのであれば、委員種に「当事者委員」

（MHALA2017）。この団体は精神疾患を持つ人々

の分類を置く必要はない。カリフォルニア審議会の場

のニーズに対応することはもちろん、すべてのアメリカ

合、委員種として当事者委員の枠があり、それぞれの

人が精神的健康を促進することを目指す。特に精神

人数が規定されているが、当事者委員が参画した経

疾患の治療をがんや心臓病と同様に考え、早期のス

緯を尋ねても最初からそうだった以外の答えが得ら

テージで治療を開始することへの取り組みを行って

れなかった。そのことは、当事者委員の参画が当たり

いる。運営は公的資金と財団や企業からの資金援助

前で、理由など見当たらないということかもしれない。

からなる。MHA のサービス提供により精神に障害の

わが国の場合は、まだ、「当事者委員」の必要性を声

ある人々が地域社会で生産的な生活ができており、

高に叫ばなければ定席を獲得することができず、今し

それに精神疾患の経験のあるスタッフも関わってい

ばらくは当事者委員の参画の拡大を強調し続けるこ

る。

ととなろう。

MHA は、精神科病院に入院中に虐待的対応を

将来的には、審議会に参画する委員を当事者、専

受け、『わが魂に出会うまで』を著した精神保健の領

門職に分ける必要のない包摂のあり方が望まれる。
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2016 年に障害者差別解消法が施行され、今後は、

ビー活動等を行い、会議等で発言できる人材が存在

行政機関が行うさまざまな政策決定過程に精神に障

する。これらの結果、カリフォルニア審議会への当事

害のある人々があたり前に参画できることが望まれ

者委員の参画は当然の帰結であり、参画がゴールで

る。

はなく、参画によりいっそう活躍の場を広め、深めて
いた。

６．本研究の限界と今後の課題

今回の調査結果から、わが国の場合は、審議会の
権限等が限られる現況の中で、いかに審議会を政策
決定の場として機能させ得るかが課題の一つである。

本稿はカリフォルニア審議会の事務局長から提供
された情報と事務局長を交えた当事者委員とのグル

また、当事者委員の参画を当然と考え、行政担当者

ープインタビュー、カリフォルニア審議会のホームペ

のパートナーと位置づけるまでには相当の理由づけ

ージ等関連する資料をもとに記述した。日本では各

が必要である。そのためには行政の打ち出す施策を

地の当事者委員・行政担当者への個別インタビュー

評価できる視点を持った当事者の存在を行政機関が

を実施しており、カリフォルニアの当事者委員に対し

把握し、参画が容易な会議から当事者委員の参画を

ても、同様に、個別の聞き取り調査を行なう必要があ

進め、審議会へとつなげることが課題である。また、

った。グループインタビューと個別インタビューでは、

精神に障害のある人々が当事者団体を安定的に運

語られる内容が異なることがあり、当事者委員がどの

営し、機会あるごとに行政施策に対し意見表明を継

ような思いを持って審議会に参画し、役割を果たして

続し、都道府県等との接点を築くことが望まれる。こ

きたかの分析に至れなかった点が本研究の限界であ

れらの結果、当事者に対する肯定的な評価が行政機

る。

関に定まると、当事者委員の参画が広がることが推察

今後は、当事者委員が多く所属する MHA 等を訪

される。

問し、精神に障害のある人々が把握するカリフォルニ
謝辞

アの精神保健システムに関する課題と改善に向けた
行動や、カリフォルニア審議会等政策決定過程に参

本研究に際し,調査にご協力いただいたカリフォル

画する当事者委員の養成に関し、調査する機会を持

ニア審議会の 7 名の当事者委員と事務局長の Jane

ちたいと考える。その結果は、わが国の政策決定過

Adcock 氏に心から感謝申し上げる。また、聞き取り

程への当事者委員の参画への示唆となることが予想

調査の通訳を務めていただいたカリフォルニア在住

される。

の家族療法士高橋健一氏に深くお礼を申し上げる。

７．まとめ

付記
本研究は平成 27～29 年度文部科学省科学研究

本稿は精神に障害のある人々が政策決定過程で

費（課題番号 39440001）による研究成果の一部であ

定席を獲得し、主体的に参画するには何が必要かを、

る。また、研究の一部は日本精神障害者リハビリテー

わが国の審議会と法的に類似するカリフォルニア審

ション学会第 24 回長野大会(2016 年 11 月)におい

議会を参考に検討した。その結果、カリフォルニア審

て発表した。

議会は責任や権限が重く、開催日数が長く、会議日
程の中に講演等も組まれるなど、さまざまな違いがあ
り、また、当事者委員の位置づけの違いが大きく、事

注

務局長の発言からは他の委員と対等、かつ、共に審

1）プロバイダー：精神保健福祉領域では精神保健福祉サ

議会を担うパートナーと考えられていた。さらに、当事

ービスの送り手をプロバイダーと言う。

者委員は民間組織に所属し、その団体が日常的にロ

2）コンシューマー：同じく、精神保健福祉領域で、コン
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論文

『地域包括ケアシステム構築における生活支援体制整備事業の課題』
－A 町における地域資源の活用に係る調査から見えてきたもの－
忍
中川

正人（名寄市立大学社会福祉学科）
睦季（新ひだか町社会福祉協議会）

要旨
本 論 文 では、調 査 （自 治 会 長 及 び役 員 に対 するインタビュー）によって、明 らかとなった A 町 自 治
会 の現 状 と自 治 会 が主 催 の事 業 のみならず、それ以 外 に複 数 の住 民 で行 っているサロン活 動 やサ
ークル活 動 （趣 味 活 動 含 む）の活 動 を分 析 することで、（1）「地 域 包 括 ケ アシステムの構 築 における
地 域 福 祉 事 業 推 進 の方 法 」（2 ）「小 地 域 ネットワ ーク事 業 や在 宅 福 祉 サ ービス事 業 の 具 体 的 な展
開 」（3）「地 域 における福 祉 課 題 や住 民 個 々の複 雑 な生 活 課 題 の解 決 へ向 けての住 民 が主 体 的 に
実 施 している事 業 の活 用 の方 法 と具 体 的 な支 援 」について明 らかにすることを目 的 とした。調 査 の結
果 、① 地 域 活 動 の担 い手 の固 定 化 と高 齢 化 に伴 う自 治 会 内 で役 割 を担 うことができる人 材 の不 足
の課 題 ② 住 民 が主 体 となって個 別 支 援 や地 域 活 動 を担 うことに対 す る不 安 と負 担 感 の課 題 ③
相 談 窓 口 が細 分 化 されていてわかりづらいといった課 題 ④ 住 民 の支 え合 い活 動 をサポートする体
制 が未 整 備 な課 題 ⑤ 地 域 特 性 や住 民 の暮 らしの形 に合 わせた活 動 への柔 軟 なサポート体 制 の課
題 ⑥ 住 民 が気 軽 に集 うことができる物 理 的 な場 所 の確 保 の必 要 性 の課 題 が明 らかとなり、それらを
解 決 するためには、生 活 支 援 コーディネーターの適 正 な配 置 と自 治 会 内 における人 材 確 保 、コーデ
ィネーターを中 心 とした地 域 別 の住 民 を主 体 とした事 業 を町 全 体 の事 業 とするといった制 度 政 策 作
成 と個 別 の自 治 会 に対 しても、現 存 の事 業 に対 して物 資 両 面 の支 援 が必 要 であり、さらには、行 政
が自 治 会 に対 する個 別 の事 業 に対 して、補 助 金 を支 出 するといった継 続 的 な支 援 が必 要 である。こ
のように課 題 を解 決 することが、（1）～（3）を可 能 とすることが明 らかとなった。
キーワード：

地域包括ケアシステム

総合事業

１．論文の目的

社会福祉協議会

自治会

サロン活動

ステムの構築する上において生活支援体制整備事
業の中での果たすべく役割と自治会への支援の方

平成 26 年の介護保険改正により、「介護予防・日

法について検討していくことを目的とし調査を実施し

常生活支援総合事業」を見直し、全国一律の予防給

た。

付（訪問介護・通所介護）と介護予防事業を再構成し

新総合事業については、山田敬太（2016：59-60）

た、新しい「介護予防・日常生活支援事業」（以下新

ii が、「新総合事業の効果的な取り組みとして、新事

総合事業）を平成 27 年 4 月から実施することになっ

業の立ち上げが必要であり、その担い手の養成を支

た（平成 30 年 4 月まで猶予可能）。

援する体制づくりが重要である」としている。また、太

そこで、A 町で実施した生活支援システム調査（以

田（2016：12-13） iiiは、「住民活動に〝自発性と事業

下調査）により、A 町内の自治会ごとの地域資源とそ

性“の両面が求められるとして、従来のサロン活動等

の活用の実態を明らかにし、平成 28 年度から実施予

の住民活動をそこにどう位置付けるのか」と論じてい

定の生活支援体制整備事業（新総合事業の中に位

る。

置付けられている事業 i）の課題と推進方策、またＡ

厚生労働省は、生活支援体制整備事業において、

町社会福祉協議会（以下社協）が、地域包括ケアシ

圏域（自治会単位）ごとに必要な事業を立ち上げるこ
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とを例示している。山田が指摘しているとおり、新規

自事業としては、いきいきサロン事業、訪問サービス

事業の立ち上げは、もちろん重要ではあるが、筆者

事業、自治会福祉部設置事業である。漁業と酪農業

は、太田の指摘どおり、既存事業の中で、事業化で

が主産業であり人と人とのつながりは B 地区に比べる

きる方策を探るとともに、当該住民が実施している事

と強い。

業（サロン活動やサークル活動等）を新総合事業の

町の人口は、人口 23,052 人で B 地区（旧 B

中で位置づけ、発展させることがより重要であると考

町）:19,115 人、C 地区（旧 C 町）3,937 人（平成 29

えた。

年 3 月 31 日現在）である。産業別 15 歳以上就業者

そこで、この調査によって住民主体で行われてい

数は、全体の 21.8％が第 1 次産業、14.6％が第 2

るサロンや集いの場、要支援者等への訪問活動や地

次産業、63.5％が第 3 次産業である（平成 22 年国勢

域活動における見守り、その他日常生活支援の実態

調査より）。特に、恵まれた自然環境を生かし、第 1 次

が明らかにし、Ａ町社協が推進する小地域ネットワー

産業では、軽種馬産業、畜産業、米、野菜やハウス

ク事業（自治会活動支援事業、小地域ネットワーク専

栽培、昆布が主要である。第 2 次産業では、町の土

門講座、住民支え合い促進事業や C 支所で独自に

地の 82.9％を占める豊富な森林資源を活用した木

実施しているいきいきサロン推進事業、自治会福祉

材加工が主要産業である。

部支援事業）や在宅福祉サービス事業（訪問サービ

３．調査および分析方法並びに倫理的配慮

ス事業）の具体的な展開について検討をした。
また、住民のちょっとした困りごとに対して福祉専
門職と地域関係者が協働して、生活支援の取組みに

調査対象は、A 町内の自治会（B 地区 88、C 地区

つながることができるよう、本調査において明らかに

66、計 154 自治会）の自治会長及び役員（副会長、

なる資源（各自治会で取り組んでいる事業及び地域

婦人部長、福祉部長等）である。事前に自治会長に

住民が個々で取り組んでいる活動）が、地域における

対して、郵送で文書のお願いと調査票を送付した。

福祉課題や住民個々の複雑な生活課題の解決へ向

その後、社協事務局より個別に電話をし、調査の主

けて活用され具体的な支援へとつながっているのか

旨説明と訪問日時を調整した。その後、社協職員、

について分析することとした。

名寄市立大学の学生及び教員がインタビュー調査を
実施した。調査期間は、平成 28 年 2 月 25 日～5 月

本論文では、調査によって、明らかとなったＡ町自

25 日である。

治会の実態及び自治会内で取り組まれている福祉活
動や住民の自主的な取り組み（事業や活動）を分析

調査項目については、①自治会の概要 ②サロン

することで、地域包括ケアシステムの構築をするうえ

活動（介護予防健康の維持等目的を持って活動して

において、生活支援体制整備事業が福祉課題や住

いる、助成金で運営している活動等）の状況 ③サー

民個々の複雑な生活課題の解決へ向けてすすむた

クル活動（趣味の活動や目的を持たないが集まって

めの効果的な方法を考え、その重要な鍵となる小地

いる活動）の状況 ④見守り活動、日常生活支援（定

域ネットワーク事業や在宅福祉サービス事業の具体

期不定期な訪問活動）の状況 ⑤その他の地域活動

的な展開について明らかにすることを目的とする。

の状況の 5 つのカテゴリーを基に調査票を用いて、
聞き取りを行った。

２．調査地区の概要

本調査によって得られた調査データの集計・分析
にあたっては、PASW Statistics23.0（for windows）

調査は、平成 18 年 3 月 31 日 B 町と C 町の廃置

を用いた。調査を含めた本研究における倫理的配慮

分合（合体）にて設置された A 町で実施した。

としては、調査の実施段階で対象者の自由意志で諾

社協は、合併を機にＣ地区（旧 C 町）に支所を置き、
地域の特性に沿った事業を展開している。C 地区独

否が決定できるよう配慮を行った。調査に対する承諾
は、対象者への協力依頼文書により研究内容の説明
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を行ったうえで、調査のための訪問に同意いただい
NA

た段階で得られたと考えた。また、インタビュー調査
の記述において、個人が特定できないように匿名で

合計

結果を発表している。

10.9%
4
6.3%
64
100.0%

0.0%
4
12.9%
31
100.0%

7.4%
8
8.4%
95
100.0%

B 地区では 50 世帯以上（75.0％）、C 地区では 50
世帯未満（90.4％）の自治会の割合が多くなっている

４．結果

（表 1）。
C 地区では単位自治会の世帯数が少ないところが

（１）概要

多いため、連合自治会組織が 10 地区に設けられて

154 自治会のうち、インタビュー調査を実施できた

いる（表 1）。

のは、95 自治会であった（61.7％）。
内訳は、B 地区が 64 カ所（72.7％ 自治会数 88 カ

今回調査を行った内、10 班以上の設置数となって
いるのは、世帯数の多い B 地区の自治会のみである

所中）、市街地 48 カ所（76.2％ 自治会数 63 カ所

（表 2）。

中）、集落 16 カ所（64.0％自治会数 25 カ所中）。C
地区 31 カ所（47.0％ 自治会数 66 カ所中）、市街地
8 カ所（44.4％ 自治会数 18 カ所中）、集落 23 カ所

２）自治会内で組織されている部（MA）（表３）

（47.9％自治会数 48 カ所中）。
A 町は、２．調査地区の概要で説明したとおり、二

総務部

つの町が合併している。合併した町（以下地区）には、

会計部

それぞれ特徴があり、事業を実施する上でもその特

福祉部

徴を考慮する必要があると考え、2 つの地区を分けて
社会部

調査結果を分析した。
１）世帯数と班設置数

厚生部

世帯数（表１）
青少年部
世帯数
10 未満
10～30 未満
30～50 未満
50～100 未満
100 以上
合計

Ｂ地区
0
0.0%
5
7.8%
11
17.2%
25
39.1%
23
35.9%
64
100.0%

Ｃ地区
3
9.7%
19
61.3%
6
19.4%
1
3.2%
2
6.5%
31
100.0%

合計
3
3.2%
24
25.3%
17
17.9%
26
27.4%
25
26.3%
95
100.0%

女性部
防災部
防犯部
その他
部制なし
合計

5 未満
5～10 未満
10～15 未満
15 以上

Ｃ地区
25
80.6%
24
77.4%
19
61.3%
13
41.9%
12
38.7%
6
19.4%
13
41.9%
8
25.8%
11
35.5%
11
35.5%
2
6.5%

64

31

合計

83
87.4%
80
84.2%
65
68.4%
16
16.8%
39
41.1%
38
40.0%
60
63.2%
45
47.4%
43
45.3%
49
51.6%
49
51.6%
95

総務部や会計部は殆どの自治会が組織している。
その他の項目には環境整備部や祭典部、交通安全

班設置数(表２)
班設置数

Ｂ地区
58
90.6%
56
87.5%
46
71.9%
3
4.7%
27
42.2%
32
50.0%
47
73.4%
37
57.8%
32
50.0%
38
59.4%
2
3.1%

Ｂ地区
14
21.9%
31
48.4%
8
12.5%
7

Ｃ地区
23
74.2%
4
12.9%
0
0.0%
0

部などが含まれている。部制なしと回答したのは、世

合計
37
38.9%
35
36.8%
8
8.4%
7

帯数の少ない自治会である。
福祉部の設置が B 地区で 58 自治会（71.9％）、C
地区で 19 自治会（61.3％）となっており、この部が中
心となって、見守り等（小地域ネットワーク事業のひと
つ）の福祉事業を実施している（表３）。
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複合型

合併前において、B 地区においては、福祉部設置
を推進してきた経過があった。C 地区においては、第

その他

4 期地域福祉実践計画（平成 23 年 4 月～28 年 3 月）
において、新規事業として自治会福祉部支援事業と

条件なし

して取り組んできた（第 5 期地域福祉実践計画でも継

NA

続事業）。

サロン実施自治会数 計

（２）サロンの状況
１）サロン実施の状況（表４）
有る
無し
合計

Ｂ地区
16
25.0%
48
75.0%
64
100.0%

Ｃ地区
12
38.7%
19
61.3%
31
100.0%

1

1

2

6.3%

8.3%

7.1%

3

2

5

18.8%

16.7%

17.9%

1

0

1

6.3%

0.0%

3.6%

2

0

2

12.5%

0.0%

7.1%

16

12

28

100.0%

100.0%

100.0%

サロンの参加条件は、B 地区では、高齢者のサロ

合計
28
29.5%
67
70.5%
95
100.0%

ンが 9 カ所（56.3％）、C 地区は 11 カ所（91.7％）で
あった。B 地区は、数は少ないが、参加対象が多岐
に渡っている（表５）。
３）サロン活動場所（MA）
（表６）

サロンを実施しているのは、B 地区で 16 自治会

公共施設

（25.0％）、C 地区で 12 自治会（38.7％）であった（表

個人宅

４）。
C 地区では合併前より、町の委託事業として 6 地区

店舗

においてサロンが実施されており、現在も社協を通し
その他

て助成金が交付されている。また併せて社協が各地
区の実行委員会へ出席したり、準備や当日運営に関

サロン実施自治会数 計

わりながら継続的な支援を行っている。現在は、自治

Ｂ地区
16

Ｃ地区
9

合計
25

100.0%

75.0%

89.3%

10

4

14

62.5%

33.3%

50.0%

4

7

11

25.0%

58.3%

39.3%

2

4

6

12.5%

33.3%

21.4%

16

12

28

100.0%

100.0%

100.0%

会福祉部が運営するサロンも含め 8 地区において同

サロンの活動場所は、地区の会館や基幹集落セン

様に取り組まれている。B 地区では助成金交付等、

ター等、公共施設を利用する割合が B 地区 16 カ所

財源支援はなく、社協職員が自治会からの要請によ

（100％）、C 地区 9 カ所（75.0％）と多いが、町内飲

り、防災や介護予防講座の講師派遣で単発的に関

食店での食事会や温泉を利用してサロンを開催した

わる程度であり、現在のところ継続的な支援は行って

例もあった。
個人宅で開催が、B 地区 10 カ所（62.5％）、C 地

いない。

区 4 カ所（33.3％）あった。また、その他の中に、自治

２）サロンの参加対象（MA）
（表５）
Ｂ地区
9

Ｃ地区
11

合計
20

56.3%

91.7%

71.4%

1

2

3

6.3%

16.7%

10.7%

精神障害者

1

0

1

知的障害者

6.3%
1
6.3%

0.0%
0
0.0%

3.6%
1
3.6%

身体障害者

0

2

2

0.0%

16.7%

7.1%

2

0

2

12.5%

0.0%

7.1%

高齢者
認知症高齢者

子育て家庭
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会独自でプレハブを設置し会場にしているケースが
あった（表６）。
４）サロン運営（実施）主体（MA）（表７）
自治会
（福祉部実施含む）
隣近所有志
個人
サロン実施自治会数 計

Ｂ地区
13

Ｃ地区
8

合計
21

81.3%

66.7%

75.0%

4

5

9

25.0%

41.7%

32.1%

1

1

2

6.3%

8.3%

7.1%

16

12

28

100.0%

100.0%

100.0%

自治会が運営主体となっているサロンが B 地区 13

カ所（81.3％）、C 地区 8 カ所（66.7％）、隣近所有志

り、交通安全教室をサロンの中で開催し、警察署の

によるサロンは B 地区 4 カ所（25.0％）、C 地区 5 カ

協力を得ているという回答もあった（表８）。
６）サロンの効果・意義（MA）（表９）

所（41.7％）となっており、個人が運営するサロンが各
1 カ所ずつあった。上記（自治会内で組織されている

介護予防・健康維持

部）でも触れたが、自治会では、福祉部などが運営し
仲間づくり

ている場合が多かった（表 7）。
また、隣近所有志が主体となっているサロンでは、

孤立予防

前述した C 地区のように、ボランティアや民生委員児

孤独感の軽減

童委員を含む実行委員会を組織しているところもあり、
訪問活動や日常的な見守りと併せて参加の声かけを

地域とのつながりづくり

行っている。また、この実行委員会には自治会役員

生きがいづくり

や老人クラブ役員も含まれており、財源的な支援は

正しい情報が得られる

ないものの、会場の確保や会員同士のネットワークを
利用した参加の呼びかけ、当日の余興の調整等の

憩いの場・休息の場

面でサポートされている。

その他

５）サロン活動内容（MA）
（表８）
会食調理
健康チェック（教室）
軽スポーツ
ゲーム・レク
趣味創作活動
演芸
講習会講座
相談
座談（お話会）
季節行事
旅行
その他
サロン実施自治会数 計

Ｂ地区
9
56.3%
3
18.8%
4
25.0%
6
37.5%
1
6.3%
1
6.3%
2
12.5%
1
6.3%
6
37.5%
3
18.8%
1
6.3%
3
18.8%
16
100.0%

Ｃ地区
10
83.3%
3
25.0%
0
0.0%
2
16.7%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
0
0.0%
7
58.3%
3
25.0%
0
0.0%
0
0.0%
12
100.0%

サロン実施自治会数 計
合計
19
67.9%
6
21.4%
4
14.3%
8
28.6%
1
3.6%
1
3.6%
2
7.1%
1
3.6%
13
46.4%
6
21.4%
1
3.6%
3
10.7%
28
100.0%

Ｂ地区
1
6.3%
8
50.0%
5
31.3%
1
6.3%
8
50.0%
4
25.0%
1
6.3%
5
31.3%
2
12.5%
16
100.0%

Ｃ地区
1
8.3%
7
58.3%
6
50.0%
2
16.7%
11
91.7%
1
8.3%
3
25.0%
3
25.0%
0
0.0%
12
100.0%

合計

2
7.1%
15
53.6%
11
39.3%
3
10.7%
19
67.9%
5
17.9%
4
14.3%
8
28.6%
2
7.1%
28
100.0%

サロンの効果・意義としては、仲間づくり、地域との
つながりづくり、孤立予防が B 地区、C 地区とも多い
割合（2 地区とも上位 3 つ）となっており、地域の中で
社会的なつながり作りを維持していくことをサロンの
意義として感じている回答が多かった。
また、孤立予防の回答の中では高齢者だけではな
く、子育て世帯や障がい者世帯を含め地域住民全体
の課題であることも声として挙げられている（表９）。
サロン活動について１）～６）まで見てきた。自治会
主体で取り組んでいるところが多かったが、隣近所有
志や個人宅もあった。
社協が基本目標の一つとしている、『地域特性に
応じた安心できる支え合いの仕組み』であるサロン活
動の継続的で効果的な展開をはかるために、現在、
一部の地区のみで行っている助成（町委託事業）や
運営支援を全町的な仕組みとし、開催頻度や人数な
ど規模に応じ、一定のルールに基づいた財源支援と

サロンの活動内容は、会食調理、座談（お話会）B

併せ、柔軟な運営支援に対応ができる人員的な環境

地区、C 地区とも（2 地区とも上位 2 つ）割合が多い。

整備（知識、技術、経験を有した専門職・コーディネ

女性の参加割合の多いサロンでは特にメインの活動

ーターを住民に身近な生活圏域に配置）が必要であ

内容となっている。お花見や祭りなど季節に合わせた

り、まさに、生活支援体制整備事業の推進の要であ

行事を取り入れているところもある。健康チェック（教

る。

室）では町の保健師をゲストスピーカーとして招いた

７）その他関連事項（自由記述及びインタビュー

28

13

5

18

20.3%

16.1%

18.9%

有る

調査から）
①会費・参加費

48

26

74

75.0%

83.9%

77.9%

無し

社協が C 地区において、町委託事業として行って

NA

いる助成金交付など財源的支援のあるサロンとそうで
はないサロンでは、参加者や運営者負担の重さが異
に係る一部の経費について、参加者から会費をとるこ

0

74

0.0%

77.9%

64

31

95

100.0%

100.0%

100.0%

合計

なっている現状がある。財源支援がある場合は、飲食

3
4.7%

サークルを実施しているのは、B 地区 13 カ所

とが多く、金額は一人当たり数百円と少額である。負

（20.3％）、C 地区 5 カ所（16.1％）であった（表 10）。
２）サークル活動場所（MA）（表 11）

担が少ないため開催頻度も多くすることができる。し
かし、財源支援のない場合は、運営費全体を負担し

公共施設

なければならず、運営者、参加者に多くの負担が求
められる。自治会予算から運営費を補助したり、運営

個人宅

者や参加者が持ち寄りで飲食物を提供するなど、

店舗

様々な方策はとっているが限界がある。また、負担が
大きいことから参加人数、開催頻度共に少なくなる傾

その他

向があり、日常的な孤立防止にはつながりにくい。
サークル実施自治会数 計

このようなサロン活動を制度化することにより、財源
を安定させるとともに、より参加者を増やすための具

合計
13
72.2%
10
55.6%
5
27.8%
7
38.9%
18
100.0%

がった。しかし、地区に会館等公共施設がない場合

②利用している制度・地域資源

は指導者や活動者の自宅を開放していたり、店舗の

上記に挙げたように、健康教室や交通安全教室等
を開催し町保健師や警察署の協力を得ている。また、
社協の専門職による講座メニューを活用したり、公民
館等で活動する音楽や舞踊サークルの演奏や演技

一角を借りて活動しているケースもあった。
３）サークル運営主体（MA）（表 12）
自治会

を依頼するというサロンもあった。
隣近所有志

会食を実施しているサロンでは、運営者が調理す
るだけではなく、町内飲食店やコンビニエンスストアを

個人

利用し、料理の出前や弁当も上手く併用し、運営者

Ｂ地区
7

Ｃ地区
1

53.8%

20.0%

44.4%

7.7%

20.0%

11.1%

1
4

30.8%

の労力負担を軽減するという回答もあった

その他

③居宅と会場間の送迎有無
サークル実施自治会数 計

市街地エリアでは、徒歩圏内に会場を設定できる

3

1
2

40.0%
1

合計
8
2
6

33.3%
4

23.1%

20.0%

22.2%

13

5

18

100.0%

場合が多く、送迎の必要があまりないという回答が多

100.0%

100.0%

地域のサークルとして根付いている場合、自治会

かった。一方、集落エリアのように広域でサロンを実

員がサークルの会員となっている場合も多く、自治会

施する地域については、参集範囲も広いため、車で

の打合せ等と併せて活動しているケースもあるとのこ

の送迎がないと会場まではたどり着けないという高齢

とだった。

の参加者も多く、運営者が送迎を実施している場合
が多かった。
（３）サークル活動の状況
１）サークルの有無（表 10）
Ｃ地区

Ｃ地区
3
60.0%
2
40.0%
2
40.0%
3
60.0%
5
100.0%

公共施設を利用している活動が多く回答として挙

体的な支援を行う必要があると考える。

Ｂ地区

Ｂ地区
10
76.9%
8
61.5%
3
23.1%
4
30.8%
13
100.0%

合計
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４）サークル活動内容（MA）
（表 13）
会食調理
軽スポーツ
創作活動（手芸・工作）
カラオケ・合唱
お茶・お花
麻雀
囲碁・将棋
ダンス
その他
サークル実施自治会数
計

Ｂ地区
5
38.5%
2
15.4%
3
23.1%
3
23.1%
2
15.4%
0
0.0%
1
7.7%
1
7.7%
6
46.2%
13
100.0%

Ｃ地区
1
20.0%
2
40.0%
0
0.0%
4
80.0%
1
20.0%
1
20.0%
0
0.0%
1
20.0%
2
40.0%
5
100.0%

①会費・参加費

合計

6
33.3%
4
22.2%
3
16.7%
7
38.9%
3
16.7%
1
5.6%
1
5.6%
2
11.1%
8
44.4%
18
100.0%

活動内容に応じて各サークルで独自に決められて
いる。
②利用している制度・地域資源
町教育委員会が実施している講師派遣事業を活
用している団体もあった。
③居宅と会場間の送迎有無
個々の対応で行われてことが多い。
（４）見守り活動、日常生活の支援(定期・不定期
訪問)
１）定期訪問活動の有無（表 14）
有る
無し

活動内容は多岐にわたっており、歌や踊りなどの
NA

伝統芸能の保存会やかるた、民謡、カラオケの会等
が地域のサークルとして活動している。畑などでとれ

合計

た農作物を収穫し、みそや豆腐、漬物などを手作りし
シェアする集まりもある。

Ｂ地区
23

Ｃ地区
9

合計
32

35.9%

29.0%

33.7%

35

22

57

54.7%

71.0%

60.0%

6

0

74

9.4%

0.0%

77.9%

64

31

95

100.0%

100.0%

100.0%

「 有 る 」 と 回 答 し て い る の は 、 B 地 区 23 カ所

また、茶道や書道等、指導者の免許を持っている

（35.9％）、C 地区 9 カ所（29.0％）となっている。これ

人材が地域にいる場合、地区の会館や自宅を開放し

らは、自治会（福祉部等）が見守り活動として行って

てのサークル活動も行われている。

いる場合や、民生委員や訪問員（社協事業）等が定

前述したサロン活動の実行委員・世話人がサーク

期的に訪問している内容を挙げている（表 14）。

ル活動に携わっていることも少なくない。サークル活

「無し」と回答している地域の中でも、自治会として事

動を通して得たスキルやネットワークが、サロン運営

業化しているわけではないが日頃の近所づきあいの

にも生かされている現状はある。

中で顔を合わせて、必要に応じて日常生活支援もし

サークル活動の参加者には高齢者も多いが、サロ

ているという内容もあった。

ン活動と比較して年代は幅広く男性割合も多い。元

しかし一方で、集合住宅等が多い地域では、誰が

気な高齢者、特に男性にとっては、「会食」や「座談

住んでいるか分からないため訪問活動ができない、

会」が主であるサロン活動よりも、趣味活動が主目的
であるサークル活動の方が参加しやすいのではない

訪問しても応答がないため活動として成り立たないと

かと推察される。

いう回答もあった。
２）不定期訪問活動の有無（表 15）

サークル活動も閉じこもりを防ぎ、参加するというこ
とで、介護予防につながると考えられる。今までは、

有る

趣味活動として、特に行政も社協も触れなかった活
動であるが、今後は、積極的に介入し、介護予防とし

無し

て効果的な運営に社協として、寄与できる可能性が

NA

あるものについてはサークル員との協議検討が必要
合計

ではないだろうか。
５）その他関係事項
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Ｂ地区
20
31.3%
36
56.3%
8
12.5%
64
100.0%

Ｃ地区
11
35.5%
20
64.5%
0
0.0%
31
100.0%

合計
31
32.6%
56
58.9%
74
77.9%
95
100.0%

「 有 る 」 と 回 答 し てい る の は 、B 地 区 20 カ所

組まれている。子ども会活動等、住民の構成や地域

（31.3％）、C 地区 11 カ所（32.6％）となっている（表

の特性によって取り組まれる活動はそれぞれ異なる。

15）。

自主防災組織の運営や、役員会員向けの研修、

「有る」の内容であるが、主に高齢者の一人暮らし

住民台帳整備の 3 項目については、取り組みたいと

や夫婦世帯を対象としている地域が多い。また、高齢

いう希望は持っているものの、事業を進める担い手の

者ではなくても、障がいのある方や母子父子の世帯

不足や住民の個人情報管理に対する意識に温度差

など、少し心配があると思う世帯には、自治会行事の

がある等の理由で、取り組めないという回答があっ

案内や回覧板を届ける時に併せて訪問したり、災害

た。

発生時等には優先して声をかけに行く等、配慮して

２）連携・協働している組織、団体、事業所等
自治会行事の中で警察や消防に依頼し、交通安

いるということであった。
３）頻度（以下 ３）～（５）２）まではインタ

全教室や防災訓練を実施しているという回答は多数

ビューでの回答を主として記述）

あった。また、高齢者を対象としたサロンに、保育所

目的によって、月 1～2 回としていたり、年数回とし

の子どもたちによるお遊戯を披露してもらうなど、上手

ていたり回答にばらつきがあった。定期訪問、不定期

く地域資源を活用している地域もあった

訪問共に、その他に該当する回答が多かったため、

組織的な活動ではないが、地域にある商店を集い

はっきりとした統計は取れなかった。

の場の拠点とし、店先や奥にあるスペースで、ご近所

４）訪問目的

同士が座談や情報交換をしているという例もあった。

毎月 1 回広報や回覧板を渡しに行く、年 2 回声掛
けで安否確認へ行く、敬老会等行事の案内へ行くな

（６）小地域福祉活動（サロン活動、見守り活動、

ど理由は様々だった。災害発生時には優先的に訪

訪問活動等）を展開する中で、困っていること、

問し避難を支援するという回答や、雪が降った際は

不足していること等

広い道路までの道を作るのに除雪の支援をするとい

回答として挙げられた内容は多岐にわたっている

う回答もあった。また日頃のお付き合いの中で、食事

が、面接調査で得られた回答を 5 つの項目に整理を

や家庭菜園等でとれた作物のおすそ分けに行くとい

した（記述表現については、なるべく原文としたが、一

う例もあった。

部内容が変わらないように要約してあるものもある）。

５）運営主体

１）個人情報について（地域で困っている人への

定期的な訪問が自治会活動として取り組まれてい

支援についての情報）

る場合は、福祉部が実施主体となっているが、日常

①行政や専門機関からの情報提供が少ない。制約

的な生活支援や災害等非常時の訪問対応について

が厳しすぎる。

は、隣近所有志や個人が自発的に行っているという

②取得した情報をどのように管理したら良いのか、ま

回答が多かった。しかし、不定期訪問については、具

た情報を取得する際、どのような手順で進めていくの

体的に決めているわけではないという地域が多く、は

が適切なのか。

っきりとした回答としては得られていない。

③地域にどのような人が居るのか把握していないの
で、訪問活動や集いの場づくりにはつながらない。

訪問員については、C 支所独自事業である訪問サ
ービス事業において、任命された訪問員が定期的に

２）地域活動（自治会活動全般）の担い手につい

声かけ訪問を実施している。

て
①若い世代（働いている世代）の関心が薄く、自治会

（５）その他の地域活動の状況

役員や行事運営の担い手がいない

１）取り組まれている地域活動

②現在の担い手は高齢化しており、活動も負担にな

季節行事と美化活動については殆どの地域で取り

ってきた
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③時間を持て余している人はいるが、自治会役員等

等から、担い手の役割を上手く引き継ぐことができず、

にはならない。人材資源として何とか活かしたい。

今の活動や自治会運営を担う人が固定化している状

３）活動費・場所の確保について

況が見えてくる。

①活用しやすい助成金がほしい。補助金や助成金が

長く活躍した担い手自身が高齢となり引退した後、

付く活動は制約が多いので取り組みにくい。

引き継ぐことのできる人材がなく、担い手が居ないと

②（定期的に・自由に）集い、交流できる場が必要だ

いう現状になっているのではないかと思われる。

とは思うが、自分たちの地域には活用できるような会
場がない。

（２）
住民が主体となって個別支援や地域活動
（要

４）自治会として取り組む課題について

支援者に対する福祉的な援助）を担うことに対す

①参加者、運営者の人数も減少し、維持するのが難

る不安と負担感といった課題

しくなっている。

「今の自治会運営や地域活動だけでも精いっぱい

②組織として形式化させて取り組むことで逆に上手く

なのに、また（町や社協に）何かやらされるのか」とい

いかないこともある。近所同士の見守りや集いの場は、

った思いを持つ担い手も少なくはない。

日ごろのお付き合いの中で展開されるべき。

地域に存在する個別の福祉課題に対しても「専門

③これまで行事には参加するのが当然と思っていた

的な知識やスキルが求められるのではないか」、「重

が、取り組みや参加することに「理由」 を求める住民

大な責任を与えられるのではないか」というように、関

が出てきている。

わること自体に大きな不安と負担感を感じているよう

④「そっとしておいてほしい」という方も居て、運営者

である。

が頑張って誘ってもなかなか行事に参加してくれな
い。生活スタイルが様々なので仕方ないとは思うが、

（３）相談窓口（行政、社協、社会福祉法人、NPO

（行事参加に限らず）関わりを持つことができる工夫、

等）が細分化されていてわかりづらい現状と課題

配慮が必要。

調査では、地域活動を実施していく際に「困った時
や情報が必要な時など、誰に相談できるのかが分か

４．課題

らない」「相談窓口に行ったら部署が違うと言われ、複
数の窓口を何回も行ったり来たりさせられた」「専門分

以上の調査結果から見えてくる、自治会の活動、

野によって担当が違うということで、何回も同じ話しを

サロン活動、サークル活動、見守り活動、日常生活支

することになった」という相談窓口に対する意見が多く

援（定期不定期な訪問活動）、その他の地域活動を

挙がっていた。

展開する上での現状と課題を以下の 6 点に整理し

担い手や課題のある住民が気軽に相談できること、

た。

また地域関係者の協力や情報提供が必要な専門職

（１）地域活動の担い手の固定化と高齢化に伴う

からの相談にも応じ、地域の中で協働を促進すること

人材の不足の課題

のできる総合的な相談窓口が今後さらに必要となっ

自治会役員や地域活動の担い手が居ないという声

てくる。

は、今回の調査でうかがったほとんどの地域におい
て挙がっていた。

（４）住民の支え合い活動(サロン活動等)サポー

より多くの住民が担い手として地域に参画している

トする体制が不十分な課題

状況が望ましいが、休日問わず働いていたり子育て

地域における集いの場（サロン等）については、

で忙しいなどの理由により参画できない、また「何故こ

「現段階では行っていないが、実施していきたいとい

の活動が必要なのか」と、活動に対する目的意識を

う希望はある。内容としては会食・健康チェックを取り

強く持った住民も存在し、活動に対する意識の違い

入れた活動を模索中」「一回来た人はその後も続け
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て来てくれるが、最初の一歩が踏み出せない人もち

おいて、Ａ町社協が生活支援体制整備事業の中で、

らほら。バスなどで送迎はしているが、具体的な策が

果たすべく役割と自治会への支援の方法について検

思いつかない」「現在自治会独自でサロン・サークル

討していくことができると考える。

活動はしていないが、今後展開していけたら、という

そもそも、新総合事業の中の生活支援体制整備事

思いがある」「いきいきサロンのようなことを月 1 回くら

業は、その中核として、生活支援コーディネータ―の

い、自治会でも行えたらという希望あり。（行う人も高

配置が重要であるとしている。そこで、以下に生活支

齢という課題はあるが）」という意見があり、この他にも

援コーディネーターを中心に、生活支援体制事業の

運営できる人員や必要な経費、場所が確保できれば

中での社協の役割を述べる。

実施したいという声があり、必要な資源の創出や資源
これまで公的なサービスを中心に支援を展開して

を活用するためのサポートが求められている。
また、訪問活動や日常的な生活支援については、

きた専門職（ケアマネジャー等）には、住民や地域関

見守り訪問や支援されることを遠慮する対象が多く存

係者とのつながりを構築すること難しく、また専門性

在することも分かった。

がない人に支援の一端を担わせることに抵抗がある
という考えも少なからずある。また、「通所介護や訪問

（５）地域特性や住民の暮らしの形に合わせた活

介護が利用できるなら、地域での支援は必要ない」と

動への柔軟なサポート体制が未整備な課題

ばかりに、地域社会でサポートしてきた人とのネットワ

住民の世代構成や行われている産業、文化等、地

ークを意識しないといった傾向も見られる。さらには、

域によって特性があり、住民の生活スタイルも様々で

地域で活動する担い手側（住民等）も、公的サービス

ある。見守りや日常生活支援を目的とした訪問活動、

が入ると安心してしまい、地縁による支援の手を引い

社会的なつながりを構築できるサロンや集いの場の

てしまう状況も見られた。
このようなことから、これまで専門職と地域活動の

活動の在り方も様々であり、決まったものではないこ

担い手はお互いに継続的に関わることが少なく、つ

とが今回の調査では明らかになっている。

ながりを持つことが難しかった。
（６）活動拠点、活動場所の確保の必要性の課題

しかし、生活支援整備体制事業における生活支援

具体的に住民が集まるためには、物理的な場所が

コーディネーターは、資源開発、ネットワーク構築、ニ

必要となる。そのことに関連する意見が下記のように

ーズと取組のマッチングを各エリアで実施するといっ

あった。「生活館は自治会のものだから愛着がでるよ

た、地域包括ケアを構築する役割を果たすものであり、
今後は地域福祉活動の担い手と継続的につながりを

うな方策をしてほしい」「今、生活センターをなくす動

持たなくてはならないと考える。

きがあるが、自治会の活動拠点であるので、残してほ

今回の新総合事業

しい」「子供達が集まる場所が少ない。公民館ロビー

ivでは、生活支援コーディネー

ターを一層(市町村全域)二層（日常生活圏域）三層

を開放しているが、十分な環境ではない」「空き店舗

（個々の生活支援・介護予防サービスの事業主体）に

を無料開放し、高齢者が休憩できたり子供達が立ち

配置することとしている。

寄り、交流できるようにしては」といった場所について

A 町における一層は、福祉関係機関（民協、社協）、

の要望があり、身近に住民が集まることができる場所

保健医療機関、行政、福祉サービス提供事業所、自

が必要であることがわかった。

治会組織（B 地区、C 地区）、地域関係団体（老人ク
ラブ、ボランティアグループ、当事者団体）、民間企

５．考察

業等、様々な主体が協働した支援体制を構築するた
めに、情報共有、意見交換、意識統一のための場

（１）～（６）の課題を解決することで、生活支援体制

（協議体）を設置し、事業を実施することが望まれる。

整備事業において、地域包括ケアシステムの構築に
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さらには、市町村全体で新たな資源開発（サービス開

会や班など小地域を単位として実施する懇談会、支

発）が必要な場合など、広域的な課題への施策や、

え合いマップづくりなど住民が持つ情報を整理できる

コーディネーター機能を補完する役割もこの場が担

方法を用い、限られたエリアにおいて、その特性に合

っていて、それらを運営していくことが求められる。例

せた地域活動展開とそのプロセスに寄り添い、適宜

えば、自治会に福祉部を設置していく方策といった

支援する環境（情報やツールを提供し場を促進させ

vをする場合等が挙げられる。

る人とその仕組み）が求められる（第 5 期地域福祉実

広く、大きな目標設定

福祉部の設置と小地域ネットワーク事業（声かけ訪問、

践計画 住民支え合い促進事業で計画済み）。

サロン活動、身の回りのお世話等）の実施数は比例 vi

この生活支援コーディネーターに求められる資質

しており、このような方策は意味があると考えられる。

として、①自治会員、ボランティア、民生委員等、担

このように考えていくと、A 町において一層は、市町

い手となっている地域関係者は勿論、多分野の専門

村に置くことが望ましいのと考える。また一層におい

職や社会資源ともつながりを持ち、適切なコーディネ

ては、厚生労働省も指摘しているとおり、一人のコー

ートができること、そして、住民が主体となって課題解

ディネータ―に全ての任を背負わせること無く、生活

決等に取り組む場合でも、専門職やサービス提供事

支援コーディネーターを中心に総合相談の窓口業務

業所等との連携は重要であることから、②必要に応じ

としての機能も求められる。

て、情報共有や当事者へサポート体制を協働で創る

二層においては、個別の生活課題に応じることの

ことのできる環境（カンファレンスの場、地域関係者と

できる保健、医療、福祉、住民等による多様なネット

専門機関をつなげる調整役の人）を整えることができ

ワークの構築と資源を総合的に活用できるコーディネ

る人材が求められる。

ート機能が求められる。それゆえ、繰り返しになるが、

このように二層コーディネーターを考えると社会福

（５）で述べているように「住民の世代構成や行われて

祉協議会に置くことが望ましいのではないだろうか。

いる産業、文化等、地域によって特性があり、住民の

また、圏域は、B 地区は規模が大きいため 3 圏域とし、

生活スタイルも様々である。見守りや日常生活支援を

C 地区は 1 圏域で実施するべきだと考える。

目的とした訪問活動、社会的なつながりを構築できる

こうすることで、一層の行政機関の生活支援コーデ

サロンや集いの場の活動の在り方も様々であり、決ま

ィネーターと社協の圏域ごとに配置される複数の生

ったものではない」ことから、地域の特性や住民のラ

活支援コーディネーターとの協働によりきめの細かい

イフスタイルに応じ丁寧に関わることができるように、

事業展開が期待できる。

町内に一人（一層だけではなく）ではなく、人口や世

場所の確保については、「店舗も施設も１つのサロ

帯数等を考慮の上、エリア分けして、日常生活圏域

ン。情報アンテナのある場所」「コンビニには地域の

ごとに町内に複数配置することが必要だと考える。

人たちがよく足を運ぶので情報交換の場となってい

この二層に配置された生活支援コーディネーター

る」といったように地域の環境に合わせて柔軟に考え

においては、B 地区、C 地区の日常生活圏域の自治

ることと、上記５（６）にあるように、地域住民と相談しな

会や団体に対して、①実施する活動内容や運営体

がら新たな資源を開発していくことが求められる。

制が「他市町村（地区）事例と同じ形、行政等から推

第三層コーディネーターについて、触れておく。厚

奨された形でなければならないという」という固定概念

生労働省老健局振興課による「生活支援コーディネ

を外し、人数や規模、実施方法も担い手である住民

ーター及び協議体とは」～その目的、仕組み及び養

が自由に選択し、活動を展開できるように継続的にサ

成について においても第三層コーディネーターに

ポートする体制を充実する必要がある。具体的には、

ついては、触れられておらず、新総合事業において

活動を始めるにあたって必要となる経費や資材の提

多くの調査報告を出している三菱 UFJ リサーチコン

供、会場申請や助成金活用に伴う書類の作成等、ニ

サルティングの出版物でも触れられていない。唯一

ーズに合わせた形を検討する必要性がある。②自治

厚生労働省資料「コーディネーター・協議体の配置・
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構成のイメージ」の図において、「第三層のコーディ

特に高齢者が担い手になってくれるのであれば、そ

ネーターは、サービスの実施主体におかれるため、

れは支援の必要な世帯の暮らしを支え、安心して暮

その提供主体の活動圏域によっては、第 2 層の圏域

らせる地域を創ることができ、また、介護予防の観点

を複数にまたがって活動が行われたり、時には第 1

からも、社会の中で役割を持つことは生きがいにつな

層の圏域を超えた活動が行われたりすることが想定

がり、介護予防につながり、地域の活力になる。

される」と記述があるのみであり、先行市町村におい

今回、各自治会に出向き、インタビューをさせてい

ても、その取り組みには至っていないようである。

ただき、各自治会において、かなり細かく現状と個別

以上のように、繰り返しになるが、生活支援コーデ

の課題についてお聞かせいただいた。その中で「今

ィネーターの役割を果たしていくためには、第二層生

回のアンケートで活動を掘り下げてお答えする際に

活支援コーディネーターは、社会福祉協議会に配置

捉え方が難しかったが、聞き取りしていただいたこと

することで、従来から取り組んできている小地域ネット

で細かい内容を伝えることができた」という言葉があっ

ワーク事業や自治会で取り組んでいる事業を活かし

たように郵送のみの調査では捉え方に差があり情報

ていくことができるのではないだろうか。

を共有することが難しい面がある。今回の調査では、
調査した自治会の役員の方の名前、発言内容の要

６．最後に

旨を記録している。これらを事業に活かしていくことが
必要であることは言うまでもない。住民のことを、地域

地域包括ケアシステムは、人口減少社会における

のことを一番知っているのは地域住民であり、我々は、

介護需要の急増という困難に対して、地域住民一人

真摯に耳を傾けることが必要である。

ひとりから専門職に至るまで、それぞれの役割を果た

また、行政については、第一層生活支援コーディ

すことで対応していこうという、いわば地域の資源を

ネーターについて、地域包括支援センター職員の配

総動員するシステムである。

置転換（異動）ではなく、新規で適切な部署に配置す

そして、A 町が目指す地域包括ケアシステムを実

るとともに、社協に第二層生活支援コーディネーター

現可能なものにしていくためには、生活支援・介護予

を速やかに配置する必要がある。その上で、自治会

防サービスの充実が必須であり、地域住民やボラン

で実施している事業について、生活支援体制事業の

ティア団体などを主体とした「互助」の機能が強く求め

枠組みの中で、制度化（要綱等の作成）を実施し効

られる。

果的な運用をするべく、検討が必要である。地域事

具体的にはサロン等集いの場の展開や日常的な

業の担い手の養成には、多くの時間がかかる。今回

見守りなど、それらの活動の担い手としては地域住民

の調査において、自治会で取り組まれている既存の

や住民組織等であり、これらの人、組織が参加しやす

事業を把握することができた。その事業の中身を精

くなるよう、新総合事業における運営主体である行政

査し、より効果的に発展させていくべく取り組み、そこ

は、事業の起ち上げや事業継続の実施経費につい

を足掛かりにして、他の地域に波及させていく方策を

ての補助について実現することが必要であり、住民の

検討していくことが生活支援体制整備事業を普及し

互助活動を支援していくといった姿勢がより求められ

ていく第一歩になると考える。個別の事業を制度化

る。

（一般化）することは難しいことであるが、是非取り組

これから必要となってくるのは、この総合事業の方

んでいただきたい。そのノウハウは社協にあることも認

策を最大限に活かし、住民一人ひとりが自ら選択し、

知して欲しい。

地域とのつながりを持ち、社会参加できる体制づくり

今回インタビューをさせていただいた自治会長の言

である。しかし、社会参加は誰にも強制されるもので

葉を最後に伝えたい。それは、この言葉が、まさに、

はなく、一人ひとりが興味関心を持ち、自らの意思に

生活支援体制整備事業の必要性と社協が地域事業

よって様々な形で実現されるものである。その中で、
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に取り組んでいる姿を代弁しているからである。『生
活保護、介護保険など制度が整備されていても、「人」
の意識が育っていない。必要な人に必要な支援が行
き届かず、努力をしていない、ずる賢い人がいいよう
に制度を利用しているように思えてならない。手続き
も簡略化されていて、地域の人たちがお互いに助け
合わなくなっている。人と人とのつながりが大切なこと、
支えあうこと、そのために必要な手立てを考えていく
ことをきちんと伝え学ばねば、これからの人の意識は
どんどん低下していく。社協が取り組んでいることも、
もっと PR し自治会長をはじめ、みんなに知ってほし
い』
最後に、足立（2017：82） viiの指摘を課題として取
り上げる。『市町村の実施する「総合事業において介
護予防・生活支援を行うとし「住民主体等の多様なサ
ービス」へと移行を図った。問題は、いわば地域の力、
すなわち地域ボランティアに介護予防・生活支援を
託そうとする所にある。』と財源論からの総合事業を
厳しく批判している。まさに、新総合事業もこの危険
性を孕んでおり、財源からのアプローチではなく、行
政・社協・住民がより介護予防につながる効果的かつ
地域の福祉力の向上を念頭においた新総合事業
（生活支援体制整備事業）の取り組みが課題となると
考える。
参考文献
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研究ノート

地域福祉におけるサロンに関する研究の整理と今後の課題
林

孝之（医療法人東札幌病院厚別区介護予防センターもみじ台）

要約
本 稿 は、地 域 福 祉 におけるサロンに関 するこれまでの研 究 を整 理 し、今 後 の課 題 を展 望 する。地
域 福 祉 におけるサロンは、身 近 な集 いの場 という意 味 合 いはそのままに、参 加 者 間 の仲 間 づくり、参
加 者 への予 防 的 な支 援 を目 的 に、住 民 のボランティアと参 加 者 が運 営 する場 として登 場 した。
サロン内 の仲 間 づくりだけではなく、サロンに参 加 しない住 民 へも目 を向 けられている。サロンが介
護 予 防 に効 果 的 であるということがほぼ定 説 となっており、今 後 は介 護 予 防 効 果 とサロン参 加 との関
連 について、他 の要 因 も含 めた検 討 が課 題 となる。
サロンにおける担 い手 の拡 大 と参 加 者 の確 保 は重 要 な課 題 になるだろう。サロンの担 い手 に関 し
ては、住 民 と共 に担 う新 たな担 い手 の発 掘 など、担 い手 の拡 大 が求 められるのではないか。参 加 者
確 保 のためには、広 報 、口 コミ、誘 いといった従 来 の方 法 だけではなく、住 民 の日 常 生 活 に近 いとこ
ろで募 る取 り組 みの検 討 も必 要 になる。サロンにおける担 い手 の拡 大 と参 加 者 の確 保 に関 し、地 域
の企 業 との連 携 にも注 目 したい。

１．目的

サロンに関しては、研究論文や調査研究事業報告
書の他に、社会福祉協議会等が発行する資料や、担

サロンとは、貴族や文化人が運営する、文化的社

い手による実践報告など、多くの文献が存在する。

交を目的としたヨコのつながりをつくる集いの場を指

本稿は対象文献の抽出にあたり、国立情報学研究

す。そして 1990 年代以降、住民が歩いてゆける集い

所の学術情報データベース(CiNii)を利用した。まず

の場として、地域福祉に導入された。

「サロン」、「地域」をキーワードに検索した(2017 年 2

現在、サロンは大きな広まりを見せている。おもに、

月 21 日実施、216 件)。検出結果を概観し、本稿の

市町村社会福祉協議会へ登録を行い活動するサロ

目的に照らし、タイトルから、サロンの参加者を対象と

ンである、「ふれあい・いきいきサロン」の設置数につ

して心理的事象を検討する研究など、サロンに対して

いてみてみよう。1997 年度は全国で 3,359 件であっ

直接言及していないと思われる文献は除外しつつ、

たものが、2012 年度は 55,280 件と、15 年間で約 16

サロンについての研究論文、調査研究報告書等、担

倍の増加を見せている(全国社会福祉協議会 2005・

い手による実践報告について抽出した。また、検索さ

2012)。一方、「ふれあい・いきいきサロン」に登録せ

れなかったが、上記の絞り込んだ文献において用い

ずに実施するサロンも数多くあるから、それらも含める

られている論文、報告書、資料等も本稿のレビューの

と、もっと多くのサロンが全国にあると推測できる。

対象とした。

サロンは今後も、多くの注目を集めることになるだ

３．結果

ろう。本稿は地域福祉における、おもに高齢者を対
象としたサロンに関するこれまでの研究を整理し、今
後の課題を明らかにすることを目的とする。

サロンに関する研究を整理すると、「地域福祉にお
けるサロンの登場」、「介護予防」、「仲間づくりから地

２．方法

域づくりへ」、そして「担い手と参加者」という項目に分
けることができる。
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会福祉協議会 1994:5)。

（１）地域福祉におけるサロンの登場
まず、サロンの辞書的な意味についてふれておき

全国社会福祉協議会(1994:4)の説明から「ふれあ

たい。サロン(salon)は、「茶室。応接間。また、ホテ

い・いきいきサロン」は、「参加者の仲間づくり」、「参

ル・客船などの広間・談話室」、「フランスなどの上流

加者に対する予防的な支援」を目的に、「住民のボラ

婦人が客間で催す社交的集会。また、学者や芸術家

ンティアと参加者」が運営する、住民が歩いて行ける

などの社交的な集まり」、「美術展覧会」を意味するフ

集いの場である、といいかえられる。まさに、「ふれあ

ランス語である（『広辞苑第 6 版』）。

い(仲間づくり)・いきいき(予防的な支援)サロン」なの
である。

川田(1991:79)はそうしたサロンについて「目的の
第一は、コミュニケーションを持つこと」であり、その内

「ふれあい・いきいきサロン」と辞書的な意味のサロ

容は「たわいのない世間話で気晴らしをすることには

ンと比較してみよう。運営については、「貴族や文化

じまり、もう少し進んで感情や心情を満たす対話を交

人」、「住民のボランティアと参加者」と言葉は違うが、

わし、さらに意味のある話、役にたつことや、人に伝え

ヨコのつながりをつくりたいと望む人々が自主的に運

る価値のあることを語り合う」という。ここでいう「意味の

営するという点は共通している。また、「自宅を開放し

ある話、役にたつことや、人に伝える価値のあること」

た集いの場」と「住民が歩いて行ける集いの場」も、身

とは、絵画の評論や、文学の域に達するような技巧的

近な場所であるという共通点がみられる。しかし地域

な言葉遊び、美容に関すること等、主に文化的内容

福祉におけるサロンの目的は、仲間づくりや予防とい

を指す。今日、美術展覧会、川柳の句会、理美容店

った、支援的内容がより強調されている。

をサロンと呼ぶことがあるが、それらは文化的社交を

全国社会福祉協議会(1994)が「ふれあい・いきい

目的とした、貴族や文化人が運営する、自宅を開放

きサロン」を提唱する以前の、わが国のサロンをみて

した身近な集いの場がその起こりなのである。

みよう。

全国社会福祉協議会(1994)は、「アクティビティデ

わが国においても、近世フランスに見られるような

イサービスのすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発

サロンがあったという。高橋(1991:181)はそれを「会

マニュアル」を発刊した。全国社会福祉協議会

所」であるという。高橋(1991:185)は「会所は広義に

(1994:4)は、このマニュアルにおいて、高齢者分野に

は寄合のために設定された会場のことである」と説明

おけるデイサービスの不足、デイサービスに通うほど

する。高橋(1991:186)は「常設の会所の初期は足利

ではないが老人クラブに参加することが困難な虚弱

将軍の邸宅に設けられた接客空間にあった。この会

高齢者支援、福祉活動への意欲が高まる住民への

所をヨーロッパのサロンとただちに同定することはでき

活動の場、そして社会福祉協議会の新たな事業とし

ないが、異なった、均衡する勢力を接客空間に会し、

て、「ふれあい・いきいきサロン」を提唱している。

文化政策を介して相互の融和を求めるという機能に

全国社会福祉協議会(1994:4)は、「ふれあい・いき

おいて、類似したシステムであったといえる」という。

いきサロン」を、「デイサービス予備軍に対する予防

文化的交流を目的としたサロンと比べると、身分や立

的なサービスや、デイサービス OB へのアフターケア

場を超えたヨコのつながりを作る場という点において

を、少人数(5～10 人程度)の参加者が歩いていける

は共通するが、目的は文化を深めるというよりは、政

場所で、住民と参加者とが共同企画して運営していく

治的な安定であったようである。
地域福祉におけるサロン、いいかえれば、文化的

楽しい仲間づくりの活動」と説明する。
ここでいう「仲間づくり」とは、「アクティビティサービ

交流や政治的安定ではなく、住民の生活支援を主な

スを通じて同じ世代の人やボランティアとのふれあい

目的としたサロンがいつ始まったのかを特定すること

の場を持つことによって、自分が社会にとって必要な

は難しい。なぜなら、地域福祉は政策的支援だけで

存在であるという認識や、あの人と共にという絆をつく

はなく、地域住民による自然発生的な支援を含む営

る気持ちを培うことができる」という意味である(全国社

みだからである。例えば、介護保険サービスならば国
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が法令で開始日を明確にしているが、親しい近隣同

のサロンは、老人デイサービス予備軍に対する予防

士の井戸端会議から発展したサロンの始祖である、

的なサービスではなく、送迎により通所する老人デイ

井戸端会議の開始時期を特定することはできないだ

サービス利用者の、文化的な交流の場を示していた

ろう。

のではないか、と考えられる。また、嶋田(1994)から、

本稿は、先行研究の検討を進める中で、わが国の

「ふれあい・いきいきサロン」以前のサロンは、文化的

地域福祉において、サロンについての検討がはじめ

社交の要素が残っていることがうかがえるだろう。「ふ

られたのは、1990 年代に入ってからではないか、と

れあい・いきいきサロン」は、歴史的に「会所」の経験

推測する。鈴木(1991)と嶋田(1994)を取り上げる。

があるわが国において、ヨコのつながりをつくりたいと

鈴木(1991:100-107)は、「日だまりの中のシルバ

望む人たちが身近な場所に集うという、フランス発祥

ーサロン」というタイトルで、武蔵野福祉公社が運営

のサロンを参考に、老人デイサービスとは別に、歩い

する北町高齢者センターの様子について綴っている。

て行ける程度の心身状況の住民を対象に、仲間づく

「九時半になると二台の送迎バスが添乗員を乗せて

りや予防といった支援を目的化して提唱したのでは

出発します。北部と南部の地域に分けてそれぞれ七、

ないだろうか。

八人の障害や痴呆のある老人を、door to door で運

「ふれあい・いきいきサロン」提唱後のサロンの動向

んでくるのです」(鈴木 1991:102)、「利用者をお迎

について述べておこう。

え するの はサ ロン担 当のボ ラン ティ アさん 」 (鈴木

まず、「ふれあい・いきいきサロン」の広まりである。

1991:104)、「慣れたお年寄りは自分の席が決まって

全国社会福祉協議会(1994)が「ふれあい・いきいき

いて、決まった仲間と毎回決まった会話を交わすの

サロン」を提唱した時期は、旧厚生省の「ふれあいの

です。お天気、梅や桜の咲き具合、お互いの持病の

まちづくり事業」の実施要綱が改正され、市町村社会

具合など、たゆたうような会話の輪がサロンのあちこち

福祉協議会が実施主体となって、住民の福祉活動へ

で広がります」(鈴木 1991:104)、「体操や歌はすべ

の参加と共に支え合う地域社会づくりを行うよう通知

ての利用者が参加できますが、そのほかのプログラム

された時期とも重なっている(改正は 1996 年 7 月 17

には参加できない人もいます。そのかたたちは奥の

日、旧厚生省社会・援護局)。多くの市町村社会福祉

小さなサロンでビデオをみたり、カルタとりしたり輪投

協議会は、「ふれあいのまちづくり事業」を行うにあた

げに興じたりします」(鈴木 1991:106)から、ここでい

り、「ふれあい・いきいきサロン」を事業の一つとして取

うサロンとは、当時の老人デイサービスの一部分であ

り入れた。このことは、サロンが全国に広まる大きな後

り、たわいのない世間話から文化的な活動を通じて

押しとなった。
「ふれあい・いきいきサロン」という名称を用いてい

交流する場ではないか、と考えられる。
嶋田(1994:594)は、1993 年より市川市内で母子

るわけではないが、全国社会福祉協議会(1994)の

を対象にした、孤立救済と育児支援を目的とする集

「ふれあい・いきいきサロン」に沿ったサロンも広まっ

い「母と子のサロン」を実践している。嶋田

ている。全国社会福祉協議会(1994)の「ふれあい・い

(1994:595)によると、「母と子のサロン」は、1993 年 8

きいきサロン」そのものは制度化された事業ではない

月より 1994 年 6 月まで 6 回開催し、延べ 152 組の

ことから、「すこやかサロン」、「交流サロン」など、運営

母子が参加し、会話や他の赤ちゃんの成長を見るこ

者が任意に名前をつけて「参加者に対する予防的な

とができた、との感想が多かった、とのことである。嶋

支援」、「参加者の仲間づくり」を目的に、「住民のボ

田(1994:594-595)は「母と子のサロン」について、「フ

ランティアと参加者」が身近な場所を会場に集う場を

ランスの歴史的な文化を生み出したかの SALON の

形成している事例が数多くある。
また、対象の拡大も見受けられる。全国社会福祉

営みは、母親が飢えていた文化の交流や自己啓発

協議会(1994)「ふれあい・いきいきサロン」は、デイサ

を活発にするものであった」と述べている。

ービス予備軍等の虚弱な高齢者を想定していたが、

鈴木(1991)から、「ふれあい・いきいきサロン」以前
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その後、精神障害者、子育て世代などへと拡大し、

いなどの限界を抱えていた」ことから、「自由に参加で

今日においては、世代間交流を掲げる「ふれあい・い

きること、そこに仲間を作らなくても居心地の良いサロ

きいきサロン」も多く見られるのである。

ンをつくること」を目標にしたのだと説明する。具体的
に黒岩(2004:96-97)は、「WMCA すずらんの会」が、

しかし、全国社会福祉協議会(1994)「ふれあい・い
きいきサロン」における、「参加者の仲間づくり」、「参

「お茶出しの担当を決めるなど、一人一人が役割を

加者に対する予防的な支援」を目的に、「住民のボラ

持ちお互いが支え合う」のではなく、「参加者はお客

ンティアと参加者」が運営する、住民が歩いて行ける

さんであり、自分たちスタッフがホストに徹する」と説

集いの場である、という規定は、現代のサロンにおい

明する。

て、「参加者の仲間づくり」が「仲間づくりと地域づく

黒岩は(2004:97)は「WMCA すずらんの会」の事

り」へ、「参加者に対する予防的な支援」が「介護予

例を検討した結果、「サロンが介護予防としての『仲

防」へ、そして「住民のボランティアと参加者」が「担い

間づくり』のみならず、『一人でもふらっと気軽に参加

手と参加者」へと、それぞれ変化がみられるものの、

できる場所』としても大きな役割を果たしていることを

基本的な構成は変わっていない。また、サロンの概

示している」と評価する。そして黒岩(2004:97)は、

念が地域福祉において明確化されたことにより、以後、

「サロンにおいて『仲間づくり』を行い介護予防の目標

サロンに関する研究が展開されてゆくこととなった。

である孤立の解消を目指すことももちろん重要である。

以上のことから、本稿は、全国社会福祉協議会

と同時に、地域社会の中に『仲間づくり』をしなくても

(1994)「ふれあい・いきいきサロン」の提唱が、こんに

誰もが自由に参加できる場所を数多くつくることが、

ちの地域福祉におけるサロン登場の契機となったと

『地域づくり』につながっていくという視点が重要なの

考える。

ではないだろうか」と述べている。
サロンは仲間づくりを旗印としているのであるが、
実際参加するのは既に仲間を持つ住民であり、仲間

（２）仲間づくりと地域づくり
サロンに関する検討において、仲間づくりから地域

を持たない住民はサロンに参加できないという指摘は

づくりへ、という流れがみられる。サロンは、参加する

鋭い。黒岩(2004)はサロンにおいて、仲間を持たな

高齢者の仲間を形成することのみならず、つながりを

い住民が、つながりを持てるような場をつくることを重

持たない住民のつながりづくりを形成することも目指

視したのだろう。
中村(2009)は、宇治市内の 11 か所のサロン運営

すようになってきているのである。
黒岩(2004)は、世田谷区のサロン「WMCA すずら

者へのヒアリング、サロン活動に対する参与観察と利

んの会」についての事例検討を行っている。黒岩

用者に対する質問紙調査を行った。その中で中村

(2004:94-95)によると、「WMCA すずらんの会」は、

(2009:36)は「非常時にサロンの主催者や仲間を頼り

「『なつかしい唄を歌ったり、ワイワイお茶を飲んだりし

たいとする高齢者は少なくない。一方、サロンに参加

て楽しい時をいっしょに過ごす』というコンセプトのもと、

できない高齢者も、その存在がサロン関係者の間で

2003 年 10 月からスタートした月に 1 回の高齢者の

情報として共有され、日常の見守りと非常時の対応の

集まり」であり、駅から近い「東京 WMCA 南センター」

ための情報ネットワークに組み込まれている。情報拠

を会場に、「立ち上げたのは東京 WMCA 南センター

点としてのサロンの存在価値は大きい」と述べてい

のワイメンズクラブのメンバー」であるとのことである。

る。

黒岩(2004:96-97)は「WMCA すずらんの会」につ

中村(2009)からわかることは、仲間間での支援だ

いて、「従来のサロンでは、隣近所の人を誘う、友人

けではなく、サロンに参加できない住民の支援も行っ

を誘って参加するというのが基本であり、もともと友人

ている事例がある、ということである。だとすると、仲間

がいない人は参加できないという問題があった。また、

内のサロンであっても、彼らの目が地域における参加

仲間割れや仲間はずれ、内輪受けで人数が増えな

できない住民に向くならば、結果として黒岩(2004)の
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いうところの「地域づくり」、いいかえれば孤立する住

た。北海道網走市の高齢者サロン「ふれあいの家」の

民の支援につながるのではないか、と考えられる。

介護予防効果を明らかにした、今堀ら(2016)の取り

以上をまとめると、サロンに関する検討においては、

組みを紹介しよう。

参加する高齢者の仲間を形成することのみならず、

今堀ら(2016:676)は「ふれあいの家」について、

つながりを持たない住民のつながりづくりを形成する

2000 年以降、「網走市の介護保険事業計画におけ

ことも意図されるようになってきた、といえるだろう。

る地域介護予防活動支援として位置づけられている」、
「毎週開催されている」、「老人クラブなどの既存の組
織や団体とは別に組織された、近隣地区の居住者を

（３）介護予防
一般に介護予防とは、要介護状態となることの予防

中心としたボランティアグループにより運営」、そして

と、要介護状態の進行の予防という意味合いで用い

「介護予防や自立支援に関する教室や、ケアマネー

られている。介護予防は、2000 年に施行された介護

ジャーや保健師・歯科衛生士などの専門職による相

保険法第 4 条において「国民の努力及び義務」の一

談は、必ず活動の中に含めなくてはならないルール」

つとして、「国民は、自ら要介護状態となることを予防

と説明する。「ふれあいの家」は、介護予防を主目的

するため(略)常に健康の保持増進に努める」とともに

としたサロンであることがうかがえる。
今堀ら(2016:675-681)は、「ふれあいの家」参加

「要介護状態となった場合でも(略)その有する能力の

者、非参加者の身体的・精神的健康状態を比較した

維持向上に努めるものとする」と規定されている。
介護予防は、登場後すぐにサロンへ導入されてい

量的調査の結果、「網走市における当該事業が、参

る。介護保険法施行からわずか 1 年後の 2001 年、

加者の精神面での健康には寄与しいていることが明

全国社会福祉協議会は『「ふれあい・いきいきサロン」

らかになった」と述べている。

のすすめ～寝たきり・痴呆予防にも～』というマニュア

サロンにおける介護予防効果に関する多くの検討

ルを発行し、サロンに「無理なく体を動かせる」、「適

は、今堀ら(2016)のように、いくつかの健康指標につ

度な精神的刺激」、「健康や栄養について意識する

いて、サロン参加群と非参加群を比較する方法で行

習慣がつく」、「閉じこもらせない」といった介護予防

われている。そしてほとんどの結果は、参加者はサロ

効果があることを強調した(「ふれあい・いきいきサロ

ンによりなんらかの介護予防効果を得られた、という

ン」による高齢者の介護予防活動普及事業検討委員

内容となっている。

会 2001:2)。
（４）担い手と参加者

松村(2003:21-22)は、「太田市内でもデイサービス
に代わるたまり場、癒しの場をどうにかつくりたい」とい

他の地域福祉活動と同様に、サロンの運営もまた、

う思いから、1998 年よりサロン活動を推進し、2013 年

「ヒト(人)」、「モノ(物)」、「カネ(金)」といった経営資源

には 100 か所に増やしていった。松村(2003:25)は、

を用いて行われている。世代間交流をキーワードとす

その中でも市内第 1 号のサロン「ふれあいの会」につ

るサロンである「ふれあいの居場所」を提唱する、公

いて、「世代間交流と生涯教育の場」になっていると

益財団法人さわやか福祉財団(2011:8-9)は、その活

評価した。ところが、松村(2003:25)は今後のサロン

動を分析するにあたり、「ヒト(人)」については「責任

の課題として介護予防を掲げ、「介護予防プログラム

者」、「スタッフおよび参加者」、「スタッフ・仲間集め」

研修を実施したり、引きこもりや介護予防研修を実施

を、「モノ(物)」については開催する「場所」を、「カネ

し、プログラムを充実していくことです」と述べている。

(金)」については「立ち上げにかかる収入と支出」と、

介護予防の登場は、サロンの目的設定に対し大きな

その後の「運営にかかる収入と支出」を、それぞれ項

影響を与えているのである。

目としている。

以後、サロンにおける介護予防実践の報告や介護

開催場所について先行研究では、公共施設か個

予防効果に関する検討が、数多く行われるようになっ

人宅か、などといった場所の種類や、バリアフリーな
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どのしつらえに関する議論はあるが、担い手と参加者

れあいサロンよりも優れた活動を行っているとみなさ

が容易に参加できる身近な場所に設置するという点

れることは筆者の総意ではない。(中略)両者を相互

において、概ね合意されている。また、資金確保がむ

補完的な関係で捉え、互いの優れた特徴を活かしな

ずかしいと指摘されているが、サロンは担い手から参

がら活動していくあり方を考えねばならないだろう」と

加者に向けられる一方的な無償奉仕ではなく、担い

述べている。

手と参加者が金銭を含む一定の負担をしながら自主

ここでいう「ふれあいサロン」とは、先に取り上げた

的に運営する活動であることから、サロンに関する検

「ふれあいのまちづくり事業」の一環としての「ふれあ

討は「ヒト(人)」、すなわち担い手と参加者に関する議

い・いきいきサロン」などの制度的な背景を持つサロ

論が重要になる。

ンを指すものであり、「小地域福祉交流サロン」とは、

美留町ら(2005：137)は、京都市、富山市、山形市、

制度にかかわらないサロンを指すものであろう。

近江八幡市、埼玉県宮代町、名古屋市のサロンに関

事業化されたサロンの中には、日常生活支援となっ

する事例研究を行い、既存のサロンを、社会福祉協

ているものもあるだろうし、事業化されていないサロン

議会の行う一事業である「ふれあいサロン」と、運営の

であっても、回数が少なくイベント的に行われている

形態は様々であるが、住民が主体となる自主的な地

ものもあるだろう。そのため、美留町ら(2005)の分類

域福祉活動である「小地域福祉交流サロン」とに分類

の普遍性については疑問が残る。しかし、本稿は美

した。

留町ら(2005)の、サロンを補完する、という議論に着

美留町ら(2005:138)は「ふれあいサロン」について

目したい。なぜなら、サロンの参加者を確保するため

「日々の暮らしに直結する活動というよりは、イベント

の取り組みが地域に必要ではないか、と考えるからで

的な要素が濃く、『非日常的』な活動の場であり、住

ある。

民同士の『その時・その空間』を共有し、『日常生活に

サロンの参加者を募る際に、一般に行われているの

おけるアクセント』となる出会いの機会と縁づくり、

は、住民に対する広報、口コミ、誘いである。回覧板

『縁』をつながりとした『日常的なつきあいにつながる

を回し、ポスターを張り、サロンの体験を語り、会場ま

きっかけ』の場である」と説明する。また、「小地域福

で手を引いていくのである。しかし、回覧板を見ずに

祉交流サロン」について美留町ら(2005:138)は「より

回す住民、ポスターを見ても参加には二の足を踏ん

日々の生活に密着した『日常』を重視した活動であり、

でしまう住民、口コミが得られるつながりを持っていな

いつでも誰でも気軽に立ち寄ることのできる『まちの

い住民、誘われても玄関のドアを開けない住民も存

縁側』である」と説明する。

在する。参加者確保のためには、広報、口コミ、誘い

そして美留町ら(2005:139)は「小地域福祉交流サ

といった従来の方法だけではなく、「小地域福祉交流

ロンによる日常生活の支えがあることによって、ふれ

サロン」のような、住民の日常生活に近いところで募る

あいサロンでは手の届かない部分を補うことができ、

取り組みも検討するべきだろう。

ふれあいサロンがより有効なものになる」と、「小地域

高野ら(2007)は、社会福祉協議会の広報誌や、山

福祉交流サロン」の普及が重要であることを強調して

口県内の複数のサロンにおける事例調査の結果から、

いる。

サロンの支援のあり方について述べている。高野ら

森(2008)は、美留町ら(2005)の類型をもちいて、

(2007:135)は「サロン活動に認められる効果を維持

京都市内の 4 か所のサロンを対象にヒアリング調査を

するためには、2 年以上の継続期間が必要であり、年

実施した。森(2008:97)は、「小地域交流サロン」は

に 1 回程度のサロン活動では、十分な効果が期待さ

「ふれあいサロン」に比べ、「より深い人間関係へと発

れにくいことも予想される」と、サロンの運営に対し「長

展するケース」について「交流サロンの方がその程度

期継続・高頻度」を求めている。

が高い」という。しかし、森(2008:97)は「ただし補足に

しかし、高野ら(2007:135)は、「経験的に少なくとも

なるが、この結果を一見して小地域交流サロンがふ

月に 1 回以上程度の開催頻度が必要と思われるが、
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活動の長期継続と開催頻度の増加との両立は、担い

たリーダーは、他の団体・組織でもリーダーとして活

手の立場からみれば、必ずしも容易ではない」と指摘

動する可能性」があるからである、という。
こうしたサロンの担い手育成に関する議論は、先の、

する。
そこで高野ら(2007:136)は「ひとつの対応策として

担い手支援の議論につながっている。育成された担

『関係機関・団体との連携・協働の強化』による担い

い手は、活動を継続・拡大してゆく中で、次第に負担

手の負担軽減の実現と、これに伴う高頻度化が考え

が増えていく。関係機関・団体が担い手を支援してい

られる」、「地域社会の様々な組織や集団、さらには

くことが必要となる。サロンの担い手に関しては、育成

専門職、専門機関、行政などとの連携、協働の強化

と支援が提起されているのである。

を通じて、それぞれの組織や集団が持っている特徴

４．考察

を生かした活動内容・プログラムの提供が図られるこ
とによって、担い手の負担が軽減され、ひいては活動

サロンの原型は、中世フランスにおいて起こった、

の高頻度化が促されるという流れである」という。

文化的社交を目的とした、貴族や文化人が運営する、

さらに、高野ら(2007:136)は「関係機関・団体との
連携・協働の強化」に関して、「伝統的な地域集団と、

自宅を開放した身近な集いの場である。地域福祉に

新しいボランティア活動や NPO 等との連携実現につ

おけるサロンは、わが国において集まりたいと望む

いても検討する必要がある」という。

人々による集いの場という意味合いはそのままに、参

高野ら(2007)の議論は、担い手の支援に関する議

加者間の仲間づくり、参加者への予防的な支援を目

論である。その要旨は、「関係機関・団体との連携・協

的に、住民のボランティアと参加者が運営する、住民

働の強化」により、担い手の負担を減らすということで

が歩いて行ける集いの場、として登場した。

ある。確かに、担い手と参加者だけで、介護予防や

その後サロンは、参加する高齢者の仲間を形成す

仲間づくり、地域づくりといった多くの目的を達成しよ

ることのみならず、サロンに参加するには至らず、つ

うというのは難しいだろう。また、わが国において、自

ながりを持たない住民のつながりづくりを形成すること

治会などの伝統的な地域集団の停滞化が指摘され

も目指すようになっている。また、介護保険制度施行

る状況の中で、新しいボランティア活動や NPO 等の

を受けて、参加者への予防的な支援が介護予防とし

支援を受けるということも重要だろう。

て取り組まれるようになり、介護予防を目的としたサロ

大林(2012)は、愛知県知立市における高齢者を対

ンの広まりや、サロンにおける介護予防効果が検討さ

象にしたサロンの事例から、サロン立ち上げプロセス

れている。そして、住民のボランティアが主となる担い

についてまとめている。その要点は、「広報・啓発活

手と、参加者に関して議論されている。
それらの動向について、本稿は以下のように考え

動」、「ボランティア・リーダー養成講座」、そして「立ち

る。

上げ会議」からサロン発足に至るということである(大
林 2012:23-25)。具体的にいうと、「広報・啓発活動」

まず、「地域福祉における」サロンであるから、サロ

においては「介護予防だよりや福祉だより(市内全戸

ンは地域住民の生活支援を志向する必要がある。サ

配布)などの紙媒体」と「介護予防記念講演会」など、

ロン内の仲間づくりだけではなく、サロンに参加しな

「ボランティア・リーダー養成講座」においては「講義・

い住民へも目を向けるという流れは当然である。その

既存のサロンの見学・立ち上げまでの流れの説明」な

ことは、参加者確保に関する議論と結びつくだろう。

ど、「立ち上げ会議」においては「サロン設立までの手

次に、サロンが介護予防に効果的であるということ

順」と「地区社協の立ち上げ会議」を同時に実施し立

は、ほぼ定説となっている。今後は介護予防効果とサ

ち上げた、というのである。これらのプロセスのなかで

ロン参加との関連について、他の要因も含めて検討

大林(2012:29)は「ボランティア及びボランティア・リー

するべきだろう。サロンに参加する方は、老人クラブ

ダーの育成が重要」であり、その理由として「養成され

への積極的に参加する、自主的にトレーニングを行
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っているなど、もともと介護予防意識が高いのかもし

なかでも、商店など、地域の企業が担い手に加わ

れない。介護予防効果に関わる要因については、サ

るサロンに関する研究は、ほとんど見受けない。確か

ロンに関する研究だけではなく、公衆衛生学的な知

に、営利を目的とする企業は、住民の生活支援を目

見も含めた検討が課題となる。

的とする地域福祉にふさわしくないという意見もあろう。

本稿は、今後のサロンに関する研究は、担い手の

市町村によっては、「ふれあい・いきいきサロン」の登

拡大と、参加者の確保が重要な課題になると考える。

録要件に営利を目的とする企業を含めない規定も見

サロンにおける担い手に関して、育成と支援が提

受ける。しかし今日、企業の参入により介護保険サー

起されている。サロンは住民の自主的活動として登場

ビスの量が拡大した状況を踏まえると、地元企業のサ

したのだから、住民から担い手を掘り起し、養成して

ロンへの関わりにも、注目するべきではないか。

いくというプロセスは理解できる。また、サロンが住民

このことは、住民の日常生活に近いところで募る取

の自主的活動であるとすれば、複数の住民から構成

り組みも必要である、という参加者確保の課題とも重

される、自治会や町内会等の伝統的な地域組織と、

なる。多くの住民にとっては、町内会館、NPO の拠

新しいボランティア活動や NPO などの住民組織が連

点、社会福祉施設よりもむしろ、商店街など地域の企

携して支援する、いいかえれば住民の活動を住民が

業の方が、日常生活に密着している場合がある。地

支援するという点も納得できる。

域の企業のサロンへの関わりは、参加者確保におい

しかし、それらの議論は、サロンの担い手を住民に

ても重要になるだろう。

固定化することにはならないか。加山(2008:42)は、
地域の人材確保に関し「人材に関しても、民生委員
や町内会役員など、知らず知らずのうちに固定メンバ

注
1)

ーだけで地域の諸事万端を処理するのが慣例化して

わが国において「コミュニティ・カフェ」を推進する団体

いる場合が多いが、新しい年代、新しい人脈を掘り起

の一つに WAC がある。WAC のホームページ「全国コ

こすための、新しいアプローチを工夫していないこと

ミュニティカフェ・ネットワーク」によると、「コミュニティ・

も少なくない」と述べている。加えて、サロンの設置数

カフェ」は、「①人と人が交差する自由な空間、②あら

は急速に増加しているものの、少子高齢化、人口減

ゆる情報の交差点、③友達を作る(人的ネットワークを

少、そして自治会などの地域組織への関心の低下な

広げる)、④もっと素敵な生き方にチャレンジするきっか

ど、多くの地域社会が直面する状況を踏まえると、将

けをもつ」と定義されている。「コミュニティ・カフェ」につ

来、住民だけでサロンを担っていけるのだろうかと、

いての研究は、2000 年代初頭より見受けられる。例え

不安を感じる。

ば久田(2004)はいくつかの「コミュニティ・カフェ」の事

最近、「コミュニティ・カフェ」1)と称する活動が地域

例を取り上げ、「今風のことばを使えば地域の「公共空

に現れている。住民が自由に集い交流できる場であ

間」」と説明している。それらから本稿は「コミュニティ・

る 。そ の 活 動 の 担 い 手 は、 自 発 的 な住 民 や 住 民

カフェ」を、住民が自由に集い交流できる場、と捉えて

NPO だけではなく、社会福祉法人、商店主など多様

いる。

である。思い起こせば、かのフランスのサロンもまた、
一部の貴族だけではなく、さまざまな身分や階級の
人が集ったのである。サロンの担い手に関しては、住
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