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論文

戦後日本の障害幼児支援における北海道「マザーズ・ホーム」の展開過程の特質

― 肢体不自由児教育・福祉、言語障害児教育とのつながりを踏まえて ―

田中 謙 （山梨県立大学人間福祉学部）

要旨

本研究は戦後日本における障害乳幼児支援の展開過程を明らかにする作業の一環として、北海道を事例に

マザーズ・ホームがどのように展開されてきたのか、その特質を肢体不自由児教育・福祉、言語障害児教育との

つながりを踏まえながら明らかにすることを目的とした。

その結果、北海道では障害乳幼児への通園形態による支援として、1960 年代にポリオ罹患の肢体不自由児

を対象としたマザーズ・ホームによる支援が始められたことが明らかになった。またマザーズ・ホームはその後、

肢体不自由児を対象とした小学校における「肢体不自由児特殊学級」開設や、心身障害児通園事業への転換、

言語治療教室（「ことばの教室」）、「幼児ことばの教室」整備等、肢体不自由児教育・療育や言語障害児教育の

発展の系譜に連なる、その発端となっていることが示された。

従ってマザーズ・ホームは北海道の障害幼児支援の発展過程、障害幼児支援の系譜において一つの源流

をなす支援機関であるといえる。

キーワード： 北海道 マザーズ・ホーム ポリオ 肢体不自由児 幼児ことばの教室

１．問題の所在と研究目的

（１）問題の所在

2010（平成 22）年 12 月 3 日児童福祉法の改正が

なされ、児童福祉施設のうち通園形態（通所形態）に

よる支援を行う施設は「児童発達支援センター」（福

祉型・医療型）に一元化され、児童自立支援法による

児童デイサービス（特に乳幼児期の通所支援）も「児

童発達支援センター」「児童発達支援事業」への転換

が図られていくことになった。これら一連の改正に見

られるように、日本における障害乳幼児への通園形

態による訓練等の支援事業は大きな変革の時期を迎

えているが、この変革の背景には「障害種別が違え

ば身近なところで療育が受けられない」（中央児童福

祉審議会,1996）等、通園施設での支援内容と保護

者のニーズとの乖離等が指摘されている。今後更に

通園形態による支援体制を検討する上では、これま

での課題や保護者のニーズを丁寧に検討することが

重要であり、その課題の一つとしてこれまでの支援の

経緯踏まえた歴史的研究が求められる。

戦後日本における障害乳幼児に対する通園形態

による支援は主に「精神薄弱児通園施設」「心身障害

児通園事業」「類似事業」により行われてきた。

このうち心身障害児通園事業や類似事業に関して

は柚木（1997）等の研究があげられ、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

て利用する傾向が「益々増大してきている」こと（柚

木,1997, 148）、「精神薄弱児通園施設などでは不可

能な地域療育の思想の定着が進み、地域療育の拠

点となる方向がとられることになった」ことが指摘され

ている（柚木,1997, 152）。また「地域の実情に応じて

柔軟に活用され」てきたことも指摘されている（村

岡,2010）。

障害乳幼児支援では乳幼児という性格から家庭で

の生活により近い地域での支援が求められると考えら

れる中、「地域療育の拠点」としての性格が期待され

た心身障害児通園事業を検討することは、今後の通

園形態による支援体制を考える上で有用であるとい
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える。

特に本研究で着目する北海道では、心身障害児

通園事業や類似事業を基本として 1990 年代に全国

的に着目された障害乳幼児に対する早期療育システ

ム「北海道システム」が構築された（北海道乳幼児療

育研究会編,1999）。同取り組みは伊藤・扇子・飯浜

（1997）等で報告され、全国的にも指定都市から町村

部まで基礎自治体（以下、自治体と表記）規模の違い

を包括したシステムの構築等に対して高い関心が寄

せられている。

しかしながら柚木（1997）等の研究では心身障害

児通園事業がどのように創設されてきたのか、地域の

実情との関連でどのような展開がなされてきたのか、

その展開過程の特質は十分明らかになっていない。

北海道に関しても伊藤・扇子・飯浜（1997）等では心

身障害児通園事業や類似事業関して、その一部の

事業等の前身となる「マザーズ・ホーム」（以下、マザ

ーズ・ホームと表記）に関する言及は限定的である。

（２）研究の目的

そこで本研究では戦後日本における障害乳幼児

支援の展開過程を明らかにする作業の一環として、

北海道を事例にマザーズ・ホームがどのように展開さ

れてきたのか、その特質を肢体不自由児教育・福祉、

言語障害児教育とのつながりを踏まえながら明らかに

することを目的とする。

２．研究方法

（１）研究対象

本研究で対象とするのは 1960 年代に北海道で開

設されたマザーズ・ホーム10 か所である。またマザー

ズ・ホーム開設に取り組んだ「北海道小児マヒ財団」も

併せて分析対象とする。

（２）分析資料

1960～1970 年代を中心に、北海道での障害乳幼

児への通園形態による支援体制整備の展開過程を

マザーズ・ホーム等に関する文献から検討を行う。

なお後述の北海道小児マヒ財団が創設した 10 自

治体のマザーズ・ホームの改組に関しては、筆者が

2011（平成 23）年 10 月 24 日～11 月２日までに各

自治体の広報課および各施設所管課に対して行っ

た電話による聞き取り調査により得られたデータを用

いる。

倫理的配慮に関して、電話での聞き取り調査の際

に研究の趣旨を説明し、口頭で得られたデータに関

しては研究に使用する旨の了解を得た。

（３）分析視角

「北海道システム」においては「幼児ことばの教室」

がシステム構築において一端を担ったことが指摘され

ており（北海道乳幼児療育研究会編,1999,31）、鷲

見・宮地（2012）に代表されるように障害種を問わず

障害乳幼児支援全般において「ことば」の支援の充

実が求められてきたことを考えると、言語障害児教育

について着目する必要性が指摘できる。本研究の対

象としたマザーズ・ホームの支援対象である脳性まひ

児は言語障害を伴う事例が多く、実際言語障害に対

する支援のニーズがその展開過程に大きく関わって

くることとなる。

そこで本研究ではマザーズ・ホームの発展過程に

おいて、その特質として肢体不自由児教育・福祉お

よび言語障害児教育と、どのようなつながりを有して

いったのかを分析視角として設定する。

３．北海道小児マヒ財団とのポリオ罹患肢

体不自由児を対象としたマザーズ・ホー

ム開設

（１）北海道小児マヒ財団の設立とマザーズ・ホ

ームの開設

北海道では 1960（昭和 35）年にポリオ（脊髄性小

児まひ）が流行した。夕張市大夕張鹿嶋地区を発端

とし、北海道各地に広がっていった。北海道衛生部

がポリオ集団発生として取り扱ったものだけで 1960

年 12 月末までで北海道内 30 ヵ所、患者総数は

1,602名、死者 127名であった（北海道小児マヒ財団
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編,1980,2）。

このうち後遺症の残る肢体不自由児は約 800 名と

推定され、ポリオ罹患児の療育訓練が北海道内にお

ける課題になった。ポリオ罹患児は北海道民生部調

べでは「昭和三十五年に流行した小児の全道の被患

者は千六百八十二人」であり、「このうち七百六十八

人が当時、母の懐に抱かれる一歳前後の乳児」であ

った。このため特にポリオ罹患による肢体不自由乳幼

児の療育の場の整備が求められた。

しかし、当時のポリオ罹患児の療育訓練の場はなく、

「後遺症児の巡回療育指導」が「細々と続けられ」て

いる程度の支援しか行われていなかった（横

山,1980,222）。その中で翌1961（昭和 36）年初夏に

再発生し、まん延の兆候が見られるようになった。

こうした状況下で、1960、1961 年に新聞社「北海

タイムス社」は「ポリオ対策キャンペーン」を行った。こ

の北海タイムス社の「ポリオ対策キャンペーン」は、横

山英志（後の北海道小児マヒ財団常務理事）が編集

担当取締役として、小川猛（後の北海道小児マヒ財

団事務局長）が文化部次長として担当していた。

横山は北海日日新聞社専務取締役編集局長時代

の 1957（昭和 32）年 4～6 月にアメリカの肢体不自

由児施設を訪問した経験を有していた。その経験か

ら「ポリオの予防ワクチンはアメリカの国立財団の資金

で研究されたこと、その国立財団はポリオの流行で多

くの子供を失ったアメリカの片田舎の婦人達が婦人

運動として全米に呼びかけ、遂に国立財団にまで発

展し」ていることを学んでおり、「肢体不自由児対策か

らポリオ・ワクチンの研究など、非常に大きな仕事をし

ているという」から財団の必要性を重視していた（横

山,1980,222-223）。そのため具体的な方法として財

団設立を通して「北海道の婦人運動」として、「子供た

ちのための療育の方法を考え、その場所を作」ろうと

する構想をもっていた（横山,1980,222-223）。

小川もポリオ罹患児をもつ家庭への訪問調査の経

験等から「このまま放って置くのは余りにもかわいそう

だ」という意識を有しており、その中で特に「日本には

学齢以上にならなければ現在療育の場がないが、実

際にはポリオの場合、幼児にこそ療育の場が必要だ

と思う」と乳幼児療育の必要性を認識していた。そし

て「何とかしてこの幼い子たちに療育の場を与えてや

りたい」との思いから、「機能訓練をする幼稚園のよう

なものを各地に」と乳幼児への療育の場の創設に取

り組んでいくこととなる（横山,1980,223）。この小川の

「機能訓練をする幼稚園」という施設を創設する考え

は、札幌医大整形外科の河邨文一郎教授へのインタ

ビュー で「ロンドンの Great Ormond Street

Hospital では、週 1 回程度、親子揃って行って療育

訓練を行っている」という内容を聞いていたためだと

考えられる（小川,1968,86）。

河邨は元々1942 年（昭和 17 年）５月開設「整肢療

護園」注１）初代理事長高木憲次（1889-1963）注２）に肢

体不自由児療育を学び、北海道最初の肢体不自由

児施設「北海道整肢学院」所長を務めていた。肢体

不自由児に通所形態で療育を行う場の必要性を重

要視している人物であった（北海道乳幼児療育研究

会編,1999,16）。こうしたポリオを罹患した肢体不自

由乳幼児の療育の場の整備の必要性を感じていた 2

人の働きかけにより、「北海タイムス社」は昭和36年 7

月 24日「ポリオ集団発生地に母子が通園して訓練す

るための施設を建設」することを目的とした「北海道小

児マヒ財団」設立した（小野,1981,55）。

北海道小児マヒ財団では北海道公選第４・５・６代

知事町村金五（在職 1959.04.23-1971.04.22）婦人

であった町村二葉が会長を務め、岩永俊一郎（道衛

生部保健予防課長）や小松幾男（道民生部福祉課

長）、河邨（医博、札幌医大教授、札幌整肢学院長）、

竹村マヤ（道婦連会長）、加瀬良江（道漁婦連会長）、

湯浅しげの（道農婦連会長）がそれぞれ初代の理事

を務めた。北海道小児マヒ財団の役員構成からポリ

オ予防やポリオ罹患児の行政支援を担う行政と、療

育の場となる施設整備を目指す新聞社やポリオ罹患

児の療育支援を担う医師とにより、官民連携による支

援の場の創設を図るための体制が構築されたといえ

る。また竹村、加瀬、湯浅は各種の婦人連合会会長

も役員を担っており、ポリオ対策やポリオ罹患児の支

援が北海道の子どもを持つ母親を中心に高い関心を

集め、障害児者問題に留まらず子育てや婦人問題と

して社会に位置づけられていたと推測できる。

北海道小児マヒ財団が設立されたことにより、横山、
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小川や婦人連合会による施設設立のための募金活

動が広く展開され、募金活動は「ピンクの羽」募金とし

て全道に広がっていった。そして具体的な施設整備

に関しても河邨ら肢体不自由児療育の専門家らを中

心に計画の策定作業が進められた。そのために設置

された施設建設専門委員会は理事の河邨を委員長

とし、副理事長原田清、小松道福祉課長、岩永道保

健予防課長、七戸幸夫（医師、後の北海道立旭川肢

体不自由児総合療育センター院長）と横山、小川ら

で構成された（横山,1980,226）。

この施設建設専門委員会での検討を基に、「利用

定員四十名の母子通園療育施設をポリオ多発地帯

の夕張、苫小牧、室蘭、札幌、歌志内、赤平、芦別、

旭川、士別、名寄の十ヵ所に設置すること」「療育を指

導する機能訓練士を一回五名、識習期間を三ヵ月と

して一年間に二十名養成すること」等の計画の骨格

が定められ、第一回養成終了後から夕張、苫小牧、

赤平、旭川、名寄の 5 ヶ所で仮施設での訓練開始や、

第二回養成終了後の残り5 ヶ所での仮施設による訓

練開始すること、施設建設は資金の見通しがつき次

第に最初の 5 ヶ所を建設（残り5 ヶ所は翌年）とし予

算は 1 ヶ所 1,200 万円（10 ヶ所合計 12,000 万円）

で全額寄付とする、といった実施予定が策定された

（横山,1980,226）。道内 10 ヶ所の場所の選定理由

は「ポリオ多発地帯」であることが主条件であったが、

同時に「すぐれた施設やサービス機構は、大都市より

も地方でこそ緊急度が高い」という小川たちの「思想」

が基となっていた（小川,1968,87）。そして具体的な

施設設備や職員配置等が「マザーズ・ホームの構想

と計画」として示された。

この計画を基に仮設施設での療育と施設の建設が

1962（昭和 37）年から進められていった。1962 年 3

月 5 日に最初のマザーズ・ホーム「名寄市マザーズ・

ホーム」が開設されたのを口火に、「旭川市マザー

ズ・ホーム」（3月 6日）、「赤平市マザーズ・ホーム」（3

月 8日）、「苫小牧市マザーズ・ホーム」（3月 10日）、

「夕張市マザーズ・ホーム」（3 月 20 日）、「室蘭市マ

ザーズ・ホーム」（6 月 7 日）、「歌志内市マザーズ・ホ

ーム」（6 月 9 日）、「士別市マザーズ・ホーム」（6 月

12 日）、「芦別市マザーズ・ホーム」（6 月 18 日）、「札

幌市マザーズ・ホーム」（9 月 7 日）と約半年間で、道

内で特に集団発生件数の多かった地域 10 ヶ所にマ

ザーズ・ホームが開設された。

このように 1962 年にマザーズ・ホームが全道で開

設されたのを受け、1963（昭和 38）年に北海道小児

マヒ財団は「マザーズ・ホームを児童福祉法にもとづく

施設にする」ための国会への請願と厚生省への陳情

による要求運動を展開していった。要求運動を受け

厚生省家庭児童局では 1964 年度予算にマザーズ・

ホームの運営費補助予算として、1ヶ所 120万円、10

ヶ所で 1,200 万円を計上すると共に、建設費補助に

も関しても 1963 年度に北海道小児マヒ財団が施設

建設予定の札幌、士別、芦別、室蘭、歌志内の 5 ヶ

所に対する補助を予算化した（横山,1980,233-234）。

同予算は大蔵省との「課長折衝の段階で落とされて

しまった」ため、復活折衝により運営費補助 1 ヶ所 80

万円の計 10 ヶ所 800 万円、建設費補助も札幌、芦

別、室蘭の 3 ヶ所という形で予算化された（横

山,1980,238）。

制度化に関しても「札幌テレビ放送」で当時人気の

高かった坂本九氏を招聘した小児マヒの子どものた

めのチャリティーショーが 1962 年に行われ注３）、また

1963（昭和 38）年 7 月 11 日に自身も幼少期に軽度

の小児マヒ罹患を経験した義宮（常陸宮正仁親王）が

来道中に「旭川市マザーズ・ホーム」を来訪したこと注４）

等の社会的な関心の高まりを受け、厚生省が 1964

年「肢体の不自由な児童に対しての特別療育事業に

ついて」（昭和三十九年六月二日厚生省発児第一三

六号厚生事務次官通知）（以下、「厚生省通知」とす

る）を出したことにより、法制化された。

そして「厚生省通知」を受け、北海道は同年 12 月

23 日北海道民生部長通達「マザーズ・ホームの設置

及び運営要綱」を出し、マザーズ・ホームの設置と運

営には道費からも補助金が出されることになった。

この「厚生省通知」の内容を先に示した北海道小

児マヒ財団「マザーズ・ホームの構想と計画」（以下、

「財団計画」とする）と比較すると次のようになる。

「厚生省通知」と「財団計画」を比較すると、目的に

関しては行政用語の使用等の違いが見られるものの、

定員は「財団計画」の「三十人ないし五十人」の間で
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表１．「厚生省通知」と「財団計画」の比較

「厚生省通知」 「財団計画」

・肢体不自由児母子通園訓練施設（以下「母
子通園訓練施設」という）は、肢体不自由児に
対する療育事業の一環として、低年令の肢体
の不自由な児童を日日母その他の保護者とと
もに通わせて、克服訓練及び生活指導を行な
い、もってこれ等の児童の育成を助成すること
を目的

・（ポリオ）後遺症の児童を施設に集めて、医
師の定期的な指導下に、後遺症訓練の技術
を習得した専門の訓練士による築団訓練補
育を実施し、機能回復を促進することを目的

・一施設、おおむね一日当り四〇名を標準
・施設は、収容人員三十人ないし五十人を目
標

・建物は、耐火構造とし、原則として平屋建と
する
・建物は、おおむね二六五平方メートル（八○
坪）
・遊戯、訓練に必要な器材、器具及び必要な
図書を備える

・後遺症訓練用施設機械器具設備一式を整
備

・母子通園訓練施設には克服訓練に従事す
る職員二名、保母又は児童指導員及び整形
外科医をおかなければならないこと。この場
合、整形外科医は嘱託でもよい

・嘱託医（市町村病院整形外科医）を長として
訓練士一名、助手一名、ボランテアサービス
若干名をもって訓練補育に当たる

・建坪五十坪、ブロック積、耐火、耐寒の平屋
建築

（「厚生省通知」および北海道小児マヒ財団編（1980）を基に筆者作成）

ある「四〇名」をとっており、また建物は耐火で平屋建

てとすること、訓練設備を整えること、職員二名と嘱託

医を配置すること等の共通項が多く、「厚生省通知」

は「財団計画」を参考とし、その意向を多くの点で採

用して策定されたと推測できる注５）。

「厚生省通知」が出されたことによりマザーズ・ホー

ムは制度化がなされ、制度化によりマザーズ・ホーム

は基本的に市区町が運営することが示されたため、

「民立公営」という他に類を見ない運営形態で運営が

なされていくことになった。

このように北海道では 1960 年代のポリオ集団発生

を契機に肢体不自由乳幼児の療育ニーズが高まり、

「北海道小児マヒ財団」によるマザーズ・ホームの開

設が行われたことにより、障害乳幼児への通園形態

による支援の基礎が構築された。

（２）1960～70 年代におけるマザーズ・ホームの

変化

１）1960～70 年代の北海道における肢体不自由

児の療育体制整備

本節では北海道において 1960 年代前半にポリオ

の発生とポリオ罹患児の療育の場であるマザーズ・ホ

ーム開設を契機とした、1960 年代～70 年代におけ

る肢体不自由児の療育体制整備の展開過程につい

て検討を行う。

1963（昭和 38）年北海道児童福祉審議会が、重

度の肢体不自由児や特に脳性マヒ対策として乳幼児

から成人までの有機的・系統的施策を推進することな

どを柱とする「本道における肢体不自由児の福祉対

策についての答申」を出した。この答申と前後して北

海道は1962年にそれまでの肢体不自由児療育の拠

点であった「北海道整肢学院」を「札幌整肢学院」（旧

「北海道整肢学院」を改称）と「北海道旭川整肢学院」

（新設）の 2 ヵ所にして拠点を増やし、さらに 1967（昭

和 42）年には「函館市立整肢学院」の開設に際し助

成を行った。

さらに 1972（昭和 47）年「札幌整肢学院」は「北海

道立札幌肢体不自由児総合療育センター」へ発展し、

「函館市立整肢学院」は 1973（昭和 48）年に肢体不

自由児通園施設「函館市立青柳学園」と改組され、

1975（昭和 50）年には学齢期以降の肢体不自由児

の療育を担う「北海道立肢体不自由者訓練センター」
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の設置を行った注６）。

このように北海道は 1960 年代から1970 年代にか

け、北海道では「北海道立札幌肢体不自由児総合療

育センター」への発展に代表されるように、指定不自

由児・者等への療育機関の充実が図られ、乳幼児期

から成人期までの肢体不自由児支援を行う支援の場

の整備が進められた。

２）マザーズ・ホームの変化―学齢児支援―

１）で述べたような状況の中で、肢体不自由児の療

育体制整備の契機となったマザーズ・ホームも、1960

年代中頃～後半にかけその支援対象や支援内容が

変化していくことになる。

この変化は第一にポリオが 1961 年以降北海道衛

生局の働きと「生ワクチン」による予防接種が行われ

たことで沈静化されたため、1960 年代後半以降ポリ

オ罹患による肢体不自由児はほとんど見られなくなっ

たことに起因する。

第二にマザーズ・ホームに通う肢体不自由児の中

に「通常の機能訓練ではどうにも仕様のない脳性マヒ

の重症児」の在籍が多くなり（横山,1980,249）、職員

体制や施設の制限から十分に支援が行えない在籍

児が増加したことによるものである。

本稿では主に障害乳幼児支援につながる第一の

理由について検討を進めていく。なお重度の脳性マ

ヒ児に関しては、マザーズ・ホームという母子通園形

態の支援ではなく、入所施設による支援の方法が検

討されるようになる。北海道小児マヒ財団は「島田療

育園」「秋津療育園」「第二びわこ学園」といった先駆

的な重症心身障害児施設を参考に 1966（昭和 41）

年 6 月 15 日に重症心身障害児施設建設の計画を

立て、計画を基に 1969（昭和 44）年 4 月 1 日「北海

道療育園」を開設した。

第一にあげた支援対象の変化としては、ポリオ罹

患による肢体不自由児が学齢となり、学齢期の肢体

不自由児が支援対象として増加していくようになる。

また、マザーズ・ホームでは上記のようにポリオ罹患

による肢体不自由児が減少したため、まず療育の対

象となる乳幼児は脳性まひ児（Children with

Cerebral palsy、以下 CP 児と表記）が中心となって

いく。

学齢期支援に関しては「赤平市マザーズ・ホーム」

を例にあげると、「ポリオ発生から一〇年を経て小児

マヒの子どもが学齢期を迎え、母親達の新たな不安

が出始め」、マザーズ・ホームの運営のあり方が内部

でも検討されるようになる（赤平市編纂委員会

編,2001,1101）。そこで「マザーズ・ホームを広く脳性

マヒを抱える親達の療育訓練にも活用する」という「施

設を生かす」方針が保護者と市や関係者で共有され、

具体的方策として肢体不自由児学級を誘致する運動

が生じる。その結果、1966（昭和 41）年 5 月「赤平市

マザーズ・ホーム」内に「赤平小学校特殊学級ポリオ

と肢体不自由児学級」が非公式の肢体不自由児

学級として開設された（赤平市編纂委員会編, 2001,

1102）。この学級は赤平市ポリオ父母の会の名称「く

るみ会」の名をとり「くるみ学級」とされた。

この「くるみ学級」は 1970 年（昭和 45）年 7 月に赤

平小学校内に移設され、1972（昭和 47）年に「太陽

学級」として正式に肢体不自由児を対象とする「特殊

学級」として道から設置認可がなされた。その後「赤

平市マザーズ・ホーム」は 1977（昭和 52）年に「小児

マヒの対象者が少なくなったこと」と「肢体不自由児学

級が開設され、一定の条件整備ができ、マザーズ・ホ

ームの任務が終わった」ため、廃止された（赤平市編

纂委員会編,2001,1102）。しかし廃止後に同敷地に

建設された赤平市特別養護老人ホーム「愛真ホーム」

内に「マザーズ・ホームの機能を持つ」訓練室が設置

され、市の単独事業として肢体不自由児乳幼児を中

心に療育が続けられた（赤平市編纂委員会編, 2001,

1102）。

この赤平市の例以外にも、「名寄市マザーズ・ホー

ム」内に1963（昭和 38）年 5 月に北海道教育委員会

の設置認可を受けた「名寄市立西小学校分教室」が

開設されたのを皮切りに、「旭川市マザーズ・ホーム」

には「旭川市立北鎮小学校」、「芦別市マザーズ・ホ

ーム」には「芦別市立芦別小学校」の分教室が開設さ

れた（小野,1981,87）。札幌市では「札幌市マザー

ズ・ホーム」を改組した「みかほ整肢園」（1971 年改組）

内に「就学前は親子で一緒に整肢園に通うことができ

ていたので、就学後も親子で一緒に学校に通って教

育を受けたい」という「保護者の願い」を受ける形で重
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度重複障害のある肢体不自由児のための札幌市立

美香保小学校分教室「つぼみ学級」が開設された注７）。

このようにマザーズ・ホームは主な支援対象がポリ

オ罹患の肢体不自由乳幼児だけでなく学齢児も含む

ようになり、施設内に小学校の分教室を「特殊学級」と

して設置することで対応していくこととなる。この分教

室がその後各母学校で肢体不自由児を対象とした

「特殊学級」として開設されていく。マザーズ・ホーム

は障害乳幼児を持つ保護者の就学に関するニーズ

を受け、施設内に分教室を開設するという「実績」を

作り、各市の小学校における「肢体不自由児特殊学

級」開設の基礎を築く役割を果たしていたのである。

３）マザーズ・ホームの変化―乳幼児支援―

そして乳幼児支援に関しては対象児が CP 児を中

心としてきたため、CP 児の実態に応じた支援内容が

求められるようになっていく。

創設年度のマザーズ・ホームの実践では、ポリオ罹

患児には「廃用性萎縮」や「変形の防止」（「名寄市マ

ザーズ・ホーム」）、「①廃用性萎縮の予防②筋力恢

復の助成（不利な条件の除去）③変形の予防及び矯

正」（「士別市マザーズ・ホーム」）を目的とした上肢の

拳上運動や抵抗運動、下肢の抵抗運動、側彎症矯

正といった訓練が行われていく（北海道小児マヒ財団

編,1980,57-137）。一方 CP 児に関しては「性格の持

ち方に力を入れ、子供達にとって安心して楽しく遊び、

かつ訓練する幼稚園にする」ような支援（「名寄市マ

ザーズ・ホーム」）が主に行われていたが、CP 児に関

しても専門的な上肢・下肢の抵抗訓練や言語障害に

関する訓練が求められるようになり、CP 児の療育訓

練の充実が模索されていくようになる（北海道小児マ

ヒ財団編,1980,57-137）。

マザーズ・ホームはこの対象児の変化とCP児の療

育訓練の充実を模索し、さらに 1974（昭和 49）年に

設置者である北海道小児マヒ財団が解散した結果、

1960 年代～70 年代に施設のあり方が大きく変容し

ていく。

人口規模の大きい都市に設置されたマザーズ・ホ

ームは CP 児を主として療育訓練の充実のため、市

営による児童福祉法に規定された肢体不自由児通

園施設へ転換していった。

例えば札幌市では「札幌市マザーズ・ホーム」を改

組し、1971（昭和 46）年札幌市立「みかほ整肢園」と

した（札幌市みかほ整肢園処務規程、昭和 46 年訓

令第３号）注８）。さらに札幌市では1975（昭和50）年に

肢体不自由児通園施設「ひまわり整肢園」を設置し、

また元々マザーズ・ホームが仮開設されていた札幌

市西保健所を増改築する形で 1979（昭和 54）年に

札幌市単独事業による入所施設「札幌市肢体不自由

児母子訓練センター」も設置し、市の肢体不自由児

支援体制を整備した（昭和 54 年条例第 16 号）。

「旭川市マザーズ・ホーム」は市が施設を買収し、

1975（昭和 50）年旭川市立「わかくさ整肢園」となっ

た（昭和 50 年旭川市条例第 27 号）。1970 年度国勢

調査結果から札幌市は1970年度人口が約 101.0万

人（1972 年指定都市へ移行）で道内 1 位、旭川市も

同年度 29.7 万人で道内 2 位の人口規模を有してい

る。指定都市や中核市と同等の人口規模を有する両

市では、対象児が一定数おり、対象児の確保が可能

であったと推測されるため、児童福祉法に規定された

肢体不自由児通園施設に改組したと考えられる。支

援内容に関しても「みかほ整肢園」や「わかくさ整肢

園」では 1970 年代に「ボバースアプローチ」や「ボイ

タ法」といった療育方法が導入され、脳性マヒ児を中

心とした肢体不自由児の療育内容の充実が図られて

いくことになる。

一方で先述の赤平市のように市の単独事業や

1972 年度に国で事業化された「心身障害児通園事

業」を中心とした施設に改組するマザーズ・ホームも

存在した。例えば市単独事業としては赤平市の他に

名寄市「名寄市マザーズ・ホーム」、夕張市「夕張市

マザーズ・ホーム」が市の肢体不自由児通園施設とし

て市単独事業とするもの（夕張市ではこの単独事業

が 1998（平成 10）年まで継続した）があった。

また「心身障害児通園事業」に関しては室蘭市や

苫小牧市があげられる。室蘭市は北海道小児マヒ財

団の解散業務の中で市が「室蘭市マザーズ・ホーム」

を買収し、1976（昭和 51）年「心身障害児通園施設

あゆみ園」へと改組しており、苫小牧市は 1977（昭和

52）年マザーズ・ホームを、自閉症を主とする情緒障

害児の指導室とことばの指導室を併せもつ「苫小牧
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市心身障害者福祉センター」に改組した（昭和 52 年

6 月 30 日条例第 22 号）。つまりマザーズ・ホームが

「心身障害児通園事業」として療育事業化した例が見

られるのである。1970 年度国勢調査結果から赤平市

は人口 3.5 万人、夕張市は 7.0 万人、室蘭市 16.2

万人、苫小牧市 10.2万人であり、先述の札幌市や旭

川市といいた指定都市や中核市に該当するような人

口を有していない各小都市～中都市規模の自治体

では、対象児の確保や医療法に規定する診療所とし

て必要な設備や職員等を確保することが困難である

ため、肢体不自由児通園施設への事業転換以外の

方法を採らざるを得なかったと推測される。

このようにマザーズ・ホームは元々ポリオ罹患の肢

体不自由乳幼児を中心に療育を行う施設であったが、

CP児を中心とした支援対象が変化し、その対象の変

化に合わせて療育内容の充実を図るために、1969

年制度化の肢体不自由児通園施設や 1972 年事業

化された「心身障害児通園事業」に転換していった。

肢体不自由児通園施設は児童福祉法に規定された

第 1 種社会事業として、肢体不自由児乳幼児への通

園形態による支援を中核的に担う施設であり、「心身

障害児通園事業」は 1980 年代以降心身障害児の

「地域療育の拠点」（柚木,1997, 152）となる療育事業

である。このことから1960年代にポリオ罹患の肢体不

自由児の療育を目的に創設されたマザーズ・ホーム

は、特定の地域や肢体不自由児に限定されるものの、

戦後日本において障害乳幼児の通園形態による支

援体制を構築していく上での一系譜の源流をなす施

設（事業）であると考えられる。

４．マザーズ・ホームが北海道における障

害乳幼児支援に与えた影響

（１）自治体によるマザーズ・ホームの設置

北海道小児マヒ財団は「ポリオ多発地帯」であった

札幌市を含む 10 の自治体にマザーズ・ホームの設

置を推進したが、北海道ではこの 10 自治体以外でも

ポリオが発生し、ポリオ罹患の肢体不自由児の療育

が求められた自治体・地域が存在した。その地域で

は近隣市にマザーズ・ホームが設置された場合そこ

に通園が可能であったが、それ以外の地域では北海

道の地理上通園が困難であり、ポリオ罹患の肢体不

自由児の療育が課題となっていた。

そこでいくつかの自治体では北海道の「マザーズ・

ホームの設置及び運営要綱」に基づく道費助成を活

用して、自治体独自でもマザーズ・ホームの開設、運

営を進めていった。

例えば釧路市は 1966（昭和 41）年 1 月にマザー

ズ・ホームを開設し、同様に北見市でも 1968（昭和

43）年にマザーズ・ホーム「北見市立マザーズ・ホー

ム」を開設した。1970 年度国勢調査結果から釧路市

は人口 19.2 万人、北見市は 8.3 万人と道内の自治

体としては比較的規模の大きい自治体であり、独自

のマザーズ・ホーム設置運営を行なうための自治体

規模を有していたことが開設の理由と考えられる。

そして釧路市では 1973（昭和 48）年 4 月マザー

ズ・ホームを市立「わかば整肢園」と改組し、1980（昭

和 55）年 5 月には市立知的障害児通園施設「こばと

学園」と「わかば整肢園」を「釧路市心身障害児療育

センター」へと発展させている。「釧路市心身障害児

療育センター」は翌 1981（昭和 56）年「心身障害児

通園施設」である「釧路市早期療育相談室」を新たに

併設しており、釧路市における障害乳幼児の通園形

態による支援の中核を担う施設となっていく。

「北見市立マザーズ・ホーム」も「心身障害児通園

事業」制度の認可事業に移行して、地域の通園形態

による支援施設へと展開していくのである。その際特

筆すべきが、1976（昭和 51）年 11月に「東保育所」と

併設設置され、翌 1977 年度４月から開設するにあた

り、主に言語障害児を対象とした「幼児ことばの教室」

（「ことばの相談室」）が併せてマザーズ・ホーム管轄と

なっている点である（北見市幼児ことばの相談室他

編,1986,55）。結果的には北見市教育委員会と福祉

事務所との取り決めで「北見市幼児ことばの相談室」

は「肢体不自由児学級」が併設されたマザーズ・ホー

ム内ではなく、「北見市立小泉小学校ことばの教室」

に併設される形態が採用される。しかしながら、北見

市の場合は次節でも述べるように「北見市立マザー

ズ・ホーム」を１つの拠点として乳幼児期の肢体不自
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由児や言語障害児の支援体制が整備されていった

のである。

北海道小児マヒ財団が創設を推し進めたマザー

ズ・ホーム以外の各自治体によって設置されたマザ

ーズ・ホームも釧路市や北見市等のように存在し、そ

のマザーズ・ホームが地域の障害乳幼児の通園形態

による支援体制構築の基部となっている事例が確認

できる。北海道小児マヒ財団によるマザーズ・ホーム

創設は間接的にも北海道における障害乳幼児支援

に影響を与えていたといえよう。

（２）言語障害児支援のための「幼児ことばの教

室」の設置

北海道では1953（昭和28）年に「北海道整肢学院」

内に現「北海道手稲養護学校」の前身である「琴似町

立琴似小・中学校分教室」が開設され、肢体不自由

児教育が進められていく。さらにこの「北海道整肢学

院」では、1955（昭和 30）年から入院しているCP 児

に対する言語訓練が始められた。

「北海道整肢学院」での言語訓練は、1954（昭和

29）年に東京都板橋区の「整肢療護園」で行われた

最初の「肢体不自由児療育技術者研修会」で CP 児

への言語訓練を学んだ大塚欣壮によって行われた

（小野,1981,77）注９）。「北海道整肢学院」で始められ

た言語訓練は同学院が巡回診療、療育キャンプ等を

行った際にも行われ、それにより「道内の言語障害児

をもつ親たちの関心や要望」が高まっていった。この

言語訓練を契機に、1963（昭和 38）年 9 月には学院

内に「言語障害相談室」も設置された（小野,1981,

77）。

「言語障害相談室」では「脳性マヒ、難聴、吃音、口

蓋製、その他」の言語障害児が「呼吸調整訓練、発

声（音）訓練、構音訓練」を受け、保護者は相談支援

と共に家庭で行える言語訓練の指導を受けた（小

野,1981,77）。この取り組みは保護者の更なる言語障

害訓練と相談に関するニーズを高め、同年には「北

海道言語障害児親の会」の結成準備と親の会による

陳情活動が行われた。

この結果北海道議会において言語障害児教室設

置の決議が行われ、そのニーズに対応するため札幌

市教育委員会指導室と北海道真駒内養護学校の連

携により、真駒内養護学校内に言語治療学級を小学

部 と中 学 部 の 2 学 級 開 設 が行 われ た（池

田,2002,12）。さらに札幌市教育委員会でも 1966

（昭和 41）年度に市立大通小学校に言語治療学級

の 2 学級設置が行われた。これらの学級は言語障害

児を週 1～2 回（一回 40 分）通わせる「通級制」で、

個別指導または 2～4 名の小グループによる指導が

行われた（小野,1981,78）。このように北海道では CP

児の保護者のニーズから言語障害に対する療育訓

練が始められ、札幌市だけでなく1973（昭和 48）年

までに各地の保護者の要望に基づいて小樽市、釧

路市、帯広市、旭川市、北見市、函館市、留萌市、室

蘭市、千歳市、岩見沢市、士別市、苫小牧市等の主

要都市に言語治療教室が設置され、さらに各地に教

室が増えていった（池田,2002,12）注１０）。

そして学齢のCP 児のみならずマザーズ・ホームや

その他の通園施設で支援を受けていた乳幼児期の

CP 児の保護者にも言語訓練に関するニーズは高ま

り、幼児への教育相談・指導も小学校内に設置され

た言語治療教室で行われるようになった。幼児指導

が行われ始めると幼児支援専任の指導員が求められ

るようになり、1968（昭和 43）年に釧路市立旭小学校

に開設された言語治療教室では、1973（昭和 48）年

に最初の幼児指導・相談担当者が市費により配置さ

れた。池田（2002）は 1970 年代中頃から後半にかけ、

各地の教室に幼児担当者が配置され、1973～78 年

までの 5 年間で室蘭市、江別市、札幌市、滝川氏、

帯広市、斜里町、苫小牧市、深川市、旭川市、北見

市、岩見沢市、栗山町、清水町の 13 市町に幼児担

当者が配置され、その後も他の地域に配置がなされ

ていったことを指摘している（池田,2002,13）。

言語治療教室での言語障害幼児への指導・訓練

が充実してことで、主に幼児を対象とした「幼児ことば

の教室」を創設する動きも生じていく。北海道言語障

害児教育研究協議会が 1989（平成元）年に発行した

『平成元年度 北海道における言語障害児教育の実

態』によれば、小学校言語治療教室（「ことばの教室」）

担当教員への兼務発令を含めると、少なくとも全道に

63 ヵ所か所幼児を支援する「ことばの教室」が存在し
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たことが確認できる。

「幼児ことばの教室」が 1989（平成元）年から北海

道保健福祉部によって進められる「障害児早期療育

システム推進事業」の中で、「母子通園センター」設

置に活用される地域が存在したことが確認されている。

従って北海道で 1990 年代に進められた「母子通園

センター」整備による障害幼児の通園形態による支

援システムづくりでは、CP 児を対象とした言語訓練

の場の創設が地域の障害乳幼児の通園形態による

支援体制構築の基部の一端を担っていたのである。

５．まとめ

本研究では戦後日本における障害乳幼児支援の

展開過程を明らかにする作業の一環として北海道を

事例にマザーズ・ホームがどのように展開されてきた

のか、その特質を明らかにすることを目的とし、検討

を行った。

その結果、北海道では障害乳幼児への通園形態

による支援として、1960 年代にポリオ罹患の肢体不

自由児を対象としたマザーズ・ホームによる支援が始

められたことが明らかになった。そしてマザーズ・ホー

ムはその後肢体不自由児を対象とした小学校におけ

る「肢体不自由児特殊学級」開設や、心身障害児通

園事業へ転換等、肢体不自由児教育・療育の発展

の系譜に連なる、その発端となっていることが示され

た。

またマザーズ・ホームによる肢体不自由乳幼児支

援が行われたことで言語障害への支援ニーズも高ま

り、結果的に言語障害児を対象とした言語治療教室

（「ことばの教室」）、「幼児ことばの教室」の整備が行

われ、その「幼児ことばの教室」の一部が「障害児早

期療育システム推進事業」の中で「母子通園センター」

設置に活用される等、1990 年代の北海道における

障害乳幼児の通園形態による支援システムづくりへと

つながっていくことも示された。

従ってマザーズ・ホームは北海道の障害幼児支援

の系譜において、福祉領域における通園形態の支援

機関であると共に、教育領域における「幼児ことばの

教室」を含む言語治療教室等の言語障害児教育等

にも連なっていく支援機関であったといえる。つまりマ

ザーズ・ホームは福祉、教育領域にまたがる、行政区

分を超えた障害幼児支援の場の創設に寄与した支

援機関であり、北海道の障害幼児支援の発展過程、

障害幼児支援の系譜において一つの源流をなす支

援機関であるといえるのである。

こうした障害乳幼児の通園形態による支援の展開

過程はこれまで十分な検討がなされておらず、北海

道も主にシステム作りが注目を集めた1990年代以降

を中心に報告がなされてきた。しかし 1960 年代から

北海道では障害乳幼児の通園形態による支援が始

められており、今後は北海道の展開過程をさらに詳

細に検討し、戦後日本における障害乳幼児支援の展

開過程を明らかにする上でその位置づけを明らかに

することが求められよう。特に「幼児ことばの教室」は

開設数も多いため、北海道における就学前障害乳幼

児支援に大きな役割を果たしたことが推測される。マ

ザーズ・ホームから連なるこの支援の系譜を明らかに

する歴史的な研究の発展が、今後求められるのであ

る。
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注

１）戦後の児童福祉法に基づく肢体不自由児施設整肢療護

園認可は 1951(昭和 26)年。

２）東京大学名誉教授であり、日本肢体不自由児協会初代

会長。

３）当時の札幌テレビ放送社長は萩原吉太郎であった。萩

原は他にも当時ポリオｵ第一号が発生した夕張市に礦業所

を持つ北海道炭礦汽船株式会社の社長でもあり、北海道小

児マヒ財団設立に際し基金 1,000 万円を出す等小児マヒ

対応に尽力した人物であった。夫人の萩原俊子も北海道小

児マヒ財団初代理事長を務めている。

４）横山自身がのちに「国の対策を進める上にも大きな刺

激になった」と回想している(横山,1980,238)。

５）この点について横山は「施設の設備と構造については、

河邨敬授を委員長として私どもがつくった財団のマザー

ズ・ホームの様式を全面的に採用していること、設置費並

びに運営費に対する補助並びに費用の分担についても規

定されている点で私どもの運動と要望が全面的にとり入

れられたことになり、私どもにとってはこの上ない喜びで

あったことは言うまでもありません」と述べている。

６）国の児童福祉法に基づく「肢体不自由児通園施設」制

度化は 1969(昭和 44)年。

７）札幌市立北翔養護学校ウェブサイトより

(http://www.hokusho-jh.sapporo-

c.ed.jp/index2.html)(Last access:20111102)。

８）肢体不自由児通園施設としての法定開設は 1976(昭和

51)年である(札幌市ウェブサイト

http://www.city.sapporo.jp/shogaifukushi/keikaku/h15/

documents/206-.pdf)

(Last access:20111102)。

９）「肢体不自由児療育技術者研修会」では元お茶の水女

子大学教授で医師の田口恒夫により「言語障害児の治療」

に関する研修がなされていた。

10）「言語治療教室」は上述の例にもあるように各機関で

名称が異なるため、本研究では総括的に表現する場合は

「言語治療教室」(「ことばの教室」)、各機関に関しては

それぞれの名称を用いている。
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論文

高齢者・障害者の屋外移動支援のための福祉有償運送制度の現状と課題

棚橋 嘉美 (北海道科学大学保健医療学部)

難波 志帆 (北海道科学大学保健医療学部)

鴨志田 麻実子 (特定医療法人平成会 平成会病院)

要旨

本研究では、少子高齢化社会を迎えた我が国にとって、高齢者・障害者の自立した生活を支援するた

めの屋外移動支援サービスの充実が重要になると考え、その中でも特に、平成 18 年に制定された「福

祉有償運送制度」に着目した調査を実施した。福祉有償運送制度の有効活用および、高齢者・障害者の

屋外移動支援制度の充実のために必要となる要素の検討・考察を目的とし、制度調査を行ったうえで、

①北海道札幌市、②神奈川県横浜市、③大阪府枚方市の 3 つの市について制度運用の事例調査を行った。

事例調査の結果、横浜市と枚方市は、制度の事業者・利用者双方に向けての情報提供が充実しており、

また、市のみでなく地域全体で制度運用に取り組んでいる様子が見られた。札幌市では、独自に設定し

ている基準において制度の事業者・利用者双方に制限をかけすぎてしまう傾向や、利用者に向けての情

報提供が不足している傾向があり、制度運用も順調に進んでいない状況が見られた。

これらの事例調査から、我が国の屋外移動支援制度の充実のためには、地域全体で協力して情報を共

有すること、自治体側が事業者・利用者双方に適切な情報を提供すること、必要最低限の安全面を確保

しつつ可能な限り制度の運用・利用がしやすい環境をつくること、などが重要であると考えられる。

キーワード： 福祉有償運送制度 屋外移動支援 ノーマライゼーション

１．はじめに

平成 25 年(2013 年)10 月時点で、我が国の総人

口に占める 65 歳以上人口の割合は 25.1%となって

おり1)、更に少子化も同時進行しておりかつてない人

口減少社会を迎えている。また、平成 21～23 年

(2009～2011 年)の厚生労働省の調査では、我が国

の障害者数は、身体障害者393.7万人、知的障害者

74.1 万人、精神障害者 320.1 万人と、国民のおよそ

6%が何らかの障害を有している事になる 2)。このこと

から、現在の我が国では、高齢者も障害者も関係なく

あらゆる人々が自分の意思決定で社会活動に参加

出来る共生社会の実現(ノーマライゼーション)が重要

になると考えられる。そして、このためには、高齢者や

障害者の自立した生活を支援するための施策が必要

である。

その施策の一つとして、平成 18 年(2006 年)12 月

20 日から施行された「バリアフリー法」があげられる。

この法律は、高齢者や障害者等の自立した日常生活

や社会生活を確保する為に、旅客施設・車両等、道

路、路外駐車場、都市公園、建築物に対して、バリア

フリー化基準(移動等円滑化基準)への適合を求める

と共に、駅を中心とした地区や、高齢者や障害者など

が利用する施設が集中する地区(重点整備地区)に

おいて、住民参加による重点的かつ一体的なバリア

フリー化を進める為の措置などを定めている 3)。これ

によりバリアフリー化は相当程度進展したとされるが、

建築物や屋外環境がバリアフリー化されても、屋外移

動が自立しておらず外出が困難になるケースが生じ

ている可能性がある。特に、北海道のような積雪寒冷

地の場合は、冬期間の積雪により更に外出が困難に

なるケースが多くなると考えられる。このような人々の
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社会活動への参加を実現するためには、屋外移

動支援サービスの充実が重要である。

現在、我が国で移動支援サービスを提供している

制度として代表的なものは、介護保険制度、障害者

手帳制度、福祉タクシー制度があげられるが、その他

の制度として、平成 18 年(2006 年)に施行された改

正道路運送法により制定された「福祉有償運送制度」

があげられる。これは、「タクシー等の公共交通機関

によっては要介護者、身体障害者等に対する十分な

輸送サービスが確保できないと認められる場合に、

NPO、公益法人、社会福祉法人等が、実費の範囲

内であり、営利とは認められない範囲の対価によって、

乗車定員 11 人未満の自家用自動車を使用して会員

に対して行うドア・ツー・ドアの個別輸送サービス」4)と

されており、高齢者・障害者の屋外移動支援サービス

の充実のためには重要な制度であると考えられる。し

かし、制定以降有効活用されていないという現状があ

り、この制度について研究した文献も非常に少ない。

以上の背景から、我が国の屋外移動支援制度とし

て、特に福祉有償運送制度に着目した調査を行う事

として本研究を計画するに至った。

２．目的

本研究における目的を、以下の 2 点とする。

①福祉有償運送制度を運用している地域の事例調

査から、この制度が有効活用されていくために何が

必要かを検討する。

②高齢者・障害者の屋外移動支援制度の充実のた

めに、我が国で必要となる工夫や要素について考

察する。

３．方法

本研究では、文献調査(web調査を含む)により、次

のような制度調査と事例調査を行う。

（１）制度調査

福祉有償運送制度について、国土交通省や厚生

労働省などが開示している資料を中心に文献調査を

行う。加えて、該当制度について調査・研究を行って

いる論文や資料の収集を、インターネット設備を利用

するなどして積極的に行う。制度調査の具体的内容

は、①制度の内容、②制度の現在の利用状況、とす

る。

（２）事例調査

上記の制度調査の内容を踏まえ、福祉有償運送

制度の運用について、次のような特徴を有する 3 つ

の自治体の事例調査を行う。

１）調査対象

a.北海道札幌市

札幌市は、北海道の市であり、北海道庁所在地な

らびに石狩振興局所在地である。10区の行政区を持

つ政令指定都市で、政令指定都市中では浜松市・静

岡市に次ぐ面積を持ち、全国の市の中で 4 番目の人

口を有する。冬は積雪寒冷を特徴としていて、人口

190 万人を越える大都市がこのような降雪地域に存

在するのは世界的にも極めて珍しいといえる。

これらの、広大な面積・人口の多さ・冬の降雪量の

多さ、といった特徴から、移動支援制度の充実は、特

に積雪のある冬期間において重要であると考え、札

幌市の事例調査を実施する。

b.神奈川県横浜市

横浜市は、神奈川県東部に位置する都市で、神奈

川県庁所在地である。18 区の行政区を持つ政令指

定都市のひとつであり、現在の総人口は日本の市町

村で最も多く、神奈川県内では面積が最も広い。気

温の年較差は大きく、四季は明瞭であるが、一年を

通じて穏やかな気候となっており、積雪は年1回程度

しかない。

政令指定都市であり、人口も多く面積も広い、とい

った点では札幌市と共通するが、冬期間の積雪の有

無が異なることから、札幌市との比較のために横浜市

の事例調査を実施する。

c.大阪府枚方市

枚方市は、大阪府北河内地域に位置する市で、平

成 26 年(2014 年)4 月 1 日に中核市に移行した。瀬
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戸内海式気候区に属し、比較的温暖で降水量は少

なく、冬の積雪はほとんどない。

同市は、平成 15 年(2003 年)4 月 4 日に、当時自

家用車での有償運送を禁止していた道路運送法の

規制を高齢者・障害者を移送する場合には緩和する、

構造改革特区「福祉移送サービス特区」とするよう国

に申請し、同月 21 日に政府の構造改革特区推進本

部から認定を受け、全国に先駆けて「福祉移送サー

ビス」を始めた市である。更に、平成 16 年(2004 年)4

月から道路交通法の規制が緩和され、NPO 法人や

ボランティア団体が福祉タクシーのサービスを行うこと

が可能となるのを踏まえ、同年 5月に移送にセダン車

両の使用を可能とする「セダン特区」申請を行い認定

を受け、将来の共同配車事業などを研究する「小委

員会」の設置を決定した。その後、同年 11 月には「共

同配車センター事業」を開始。これは、福祉有償運送、

介護タクシー事業者、NPO 等ボランティアの 3 事業

者が協働して配車業務を担うものであり、枚方市の取

り組みは全国初となった。これらの要素から、移動支

援サービスへの取り組みが充実している市の代表とし

て、枚方市の事例調査を実施する。

２）調査内容

事例調査の具体的内容は、①福祉有償運送への

取り組み、②福祉有償運送の実施状況、③市で公開

している福祉有償運送関連の情報、とする。

以上の調査から、福祉有償運送制度の長所・問題

点の抽出と、地域ごとの制度運用に対する取り組み

のどのような違いがあるかについての比較を行う。そ

して、今後全国的に福祉有償運送制度が積極的に

利用されるためにはどのような取り組みが必要なのか

を検討する。更に、福祉有償運送制度だけではなく、

我が国における高齢者・障害者の屋外移動の自立を

促進していくために、どのような取り組みが必要となっ

てくるのかを考察する。

４．調査結果

（１）福祉有償運送制度についての制度調査

１）福祉有償運送制度の内容 5)

福祉有償運送制度の内容は、以下①～⑧の通り。

①登録要件

福祉有償運送を行おうとする場合は、運輸支局長

等(兵庫県にあっては神戸運輸監理部長、沖縄県に

あっては陸運事務所長を含む。以下「運輸支局長等」

という)の行う登録を受けなくてはならず、登録の申請

にあたっては市町村が主宰する「運営協議会」で合

意されている事が必要。

②実施主体・区域

NPO 法人のほか、公益法人、農業協同組合、消

費生活協同組合、医療法人、社会福祉法人、商工会

議所、商工会が福祉有償運送を行うことが出来る。運

送区域は、運営協議会の協議が調った市町村を単

位とし、旅客の運送の発着地いずれかが運送の区域

内にあることが必要。

③自動車の種類

・福祉自動車：寝台車、車椅子者、兼用車、回転シー

ト車

・セダン車：自動車検査証の用途欄が「貨物」の自動

車以外の自動車。

④旅客の範囲

運送しようとする旅客の範囲は、次うち他人の介助

によらずに移動することが困難であると認められ、単

独でタクシー等の公共交通機関を利用することが困

難であり、運送しようとする旅客の名簿に記載されて

いる者及びその付添人。

・身体障害者福祉法第 4 条に規定する身体障害者

・介護保険法第 19 条第 1 項に規定する要介護認定

を受けている者

・介護保険法第 19 条第 2 項に規定する要支援認定

を受けている者

・その他肢体不自由、内部障害、知覚障害、精神障

害、その他の障害(発達障害、学習障害を含む)を

有する者

⑤運転者の要件

運送者は、自動車の種類に応じて、次の要件のい

ずれかを備えている必要がある。

a.福祉自動車
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・第二種運転免許を受けており、その効力が停止され

ていない者

・第一種運転免許を受けており、かつ、その効力が過

去 2 年以内において停止されていない者であって、

次の要件のいずれかを備える者

i) 国土交通大臣が認定する福祉有償運送運転者講

習を修了していること

ii)「ケア輸送サービス従事者研修」を修了しているこ

と

b.セダン型

福祉自動車を運転させる場合の要件に加えて、次

の要件のいずれかを備える者(又はいずれかの要

件を備える者の乗務)

・介護福祉士

・国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を修

了していること

・「ケア輸送サービス従事者研修」を修了していること

・訪問介護員など

⑥自動車に関する表示

運送者は、自動車の両側面に、次の事項を記載し

た標章を表示しなければならない。文字は横書とし、

一文字の大きさが一辺 5 センチメートル以上とする。

・運送者の名称

・「有償運送車両」の文字

・登録番号

⑦登録の有効期間

更新登録の有効期間は、有効期間の満了日の翌

日から2 年となるが、次の全てに該当するときは 3 年

となる。

・福祉有償運送の業務について、是正のための命令

を受けていないこと

・福祉有償運送自動車が重大事故等を引き起こして

いないこと

・業務の全部又は一部の停止命令を受けていないこ

と

⑧対価について

運送者は、旅客から収受する対価を定め、書面の

定時など適切な方法で説明しなくてはならない。

対価の基準

a.旅客の運送に要する燃料費その他の費用を勘案し

て実費の範囲内であると認められる事

b.合理的な方法により定められ、かつ、旅客にとって

明確であること

c.当該地域におけるタクシーの運賃及び料金を勘案

して、営利を目的としない妥当な範囲内であり、か

つ、運営協議会において協議が調っていること

対価の範囲等

a.運送の対価：運送サービスの利用に対する対価

b.運送の対価以外の対価：運送サービスと連続して、

若しくは一体として提供される役務の利用又は設

備の利用に対する対価。以下のようなものが考えら

れる。

・迎車回送料金：旅客の要請により乗車地点まで車

両を回送する場合に適用する料金

・待機料金：旅客の都合により車両を待機させた場合

に適用する料金

・その他の料金：介助料、添乗料、ストレッチャー、車

いす使用料等の設備使用料など

対価の設定方法

運送の対価は、原則として次の中から選択する。

a.距離制：原則として、旅客の乗車した地点から降車

した地点までの走行距離に応じて対価を設定する

もので、初乗りに係る対価と加算に係る対価を定め

るもの

b.時間制：旅客の指定した場所に到着した時から旅

客の運送を終了するまでに要した時間により運送

の対価を定めるもので、初乗り及び加算に係る対

価を定めるもの

c.定額制：旅客の運送に要した時間及び距離によら

ず、１回の利用ごとの対価を定めるもの又はあらか

じめ利用者の利用区間ごとの対価を定めるもの

対価の水準

a.運送の対価は、タクシーの上限運賃の概ね 1/2 の

範囲内であること

b.運送の対価以外の対価は、実費の範囲内であるこ

と

c.均一制など定額制による運送の対価については、

近距離利用者の負担が過重となるなど、利用者間

の公平を失するような耐過の設定となっていないこと
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図 1．福祉有償運送の登録団体数及び車両数の推移

出典：地域における福祉タクシー等を活用した福祉輸

送のあり方調査 報告書(国土交通省)，2009.

図 2．福祉有償運送の登録車両の車種別車両数

出典：地域における福祉タクシー等を活用した福祉

輸送のあり方調査 報告書(国土交通省)，2009.

d.距離制又は時間制で定め、車庫を出発した時点か

らの走行距離を基に対価を算定しようとする場合は、

当該旅客をタクシーが運送した場合の実車運賃の

額に迎車回送料金を加えた合計額と比較して、概

ね 1/2 の範囲内であること。ただし、この場合は、迎

車回送料金を併せて徴収してはならない。

２）福祉有償運送制度の現状 6)

①福祉有償運送の登録団体数及び車両数の推移

福祉有償運送の登録団体数は、平成 19 (2007 年)

年 3月の2,266 団体から、平成 20 年(2008年)9月

の 2,305 団体に微増している。車両数についても、

平成 19 年(2007 年)3 月の 13,190 台から、平成 20

年(2008 年)9 月の13,753 台に微増している(図 1)。

②福祉有償運送の車種別車両数

平成 20 年(2008 年)9 月現在、福祉有償運送の

登録車両の車種別車両数をみると、セダン型が

7,553 台（54.9％）と最も多く、次いで車いす専用車

が 4,160 台（30.2％）を占めている(図 2)。

（２）福祉有償運送制度に関する事例調査

１）北海道札幌市の事例

①札幌市の福祉有償運送への取り組み

a.札幌市福祉有償運送運営協議会 設置要綱 7)

札幌市としての福祉有償運送への方針を示すもの

として、運営協議会の設置要綱について、以下内容

を概説する。

＜目的＞

第 1 条 札幌市福祉有償運送運営協議会は、道路

運送法の規定に基づき、有償運送の適正な運営の

確保を通じ、札幌市の住民の福祉の向上を図り公共

の福祉の増進を図るため、福祉有償運送の必要性、

これらを行う場合における旅客から収受する対価その

他福祉有償運送の適正な運営の確保のため必要と

なる事項を協議するために設置する。

＜事業＞

第 2 条 協議会は、i)福祉有償運送の登録に係る地

域内の必要性・旅客から収受する対価等に関する事

項、ii)法第 79 条の 12 第 1 項第 4 号の規定による

合意の解除に関する事項、iii)協議会の運営方法・

福祉有償運送のサービス内容その他福祉有償運送

に監視協議会が必要と認める事項、についての協議

を行い、意見を取りまとめる。

＜協議会の構成＞

第 3 条 協議会は、福祉有償運送に係る関係

者、関係団体及び行政機関等を持って構成する。任

期は 2 年とし、再任を妨げない。委員の謝礼は 1 回

の会議につき 12,500 円。協議会には、会長及び副

会長を置き、委員の中から互選する。協議会の議決
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方法は原則全会一致とするが、協議が整わなかった

場合には、会長が調整を行う委員を指定し再協議を

行う。

＜関係者の意見の聴取＞

第 4 条 協議会は必要により運送主体などの関係者

の意見を聞くことが出来る。

＜事務局＞

第 5 条 有償運送に関する相談、苦情、その他に対

応するため、連絡・通報窓口を定めるものとする。

＜守秘義務＞

第 6 条 協議会の委員は、個人情報その他業務で知

り得た秘密を他に漏らしてはならない。

＜その他＞

第 7 条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関

する事項は、会長が別に定める。

b.札幌市運営協議会における規制の上乗せ

＜平成 25 年(2013 年)10 月現在＞8)

道路運送法の法令では、運営協議会は非営利団

体による運営の必要性、運送の区域、運送の対価を

協議するとされているが、その要件以外の協議が行

われ、合理性に欠ける規制を上乗せする運営協議会

も少なくはない。国土交通省は、毎年 3 月にローカル

ルールを点検する方針を打ち出している。それに先

立ち、「NPO 法人 全国移動サービスネットワーク団

体」等と協力して実態調査した結果が公表されていた

ため、以下に抜粋する。

・利用目的を、通院・転院に限定している。

理由：民業の圧迫が懸念されるため。

・運転者の要件を 20 歳以上・過去 3 年間に免許停

止措置を受けていない者としている。

理由：利用者のためにより安全な運送サービスを実

施してもらうため。

・運転者は運転免許証取得後 2 年以上の者を要件と

している。

理由：運転技量の必要性から。

・セダン車を増やす場合は運営協議会を開催して協

議を行うこととしている。

理由：タクシーとの兼ね合い。

・運転者の条件について「普通第一種免許を有し、

効力が過去 2 年以内に停止されていない者」を「3

年以内」としている。

理由：安全な運行体制のため。

②札幌市の福祉有償運送の実施状況 9)

a.実施団体・法人数：59 団体(道内 251 団体中)

b.車両台数：寝台 0、車椅子車 83、兼用車 5、回転シ

ート車 46、セダン車 99、バス 0、計 233 台(道内

1309 台中)

c.対人口車両台数

・人口 10 万人あたり：12.4 台(道内 94 位)

・高齢者 1000 人あたり：0.63 台(道内 91 位)

・介護保険認定者 1000 人あたり：3.52 台(道内 80

位)

・身体障害者手帳所持者 1000 人あたり：3.07(道内

90 位)

③札幌市で公開している福祉有償運送関連の情報

札幌市及びその他団体が福祉有償運送制度に関

して開示している情報を調査した。

a. 札幌市ホームページ ( 以下 HP とする) ：

<http://www.city.sapporo.jp/koreifukushi/sts/s

ts.html>

・福祉有償運送制度の概要、運送主体、運送対象、

登録の手続きについての説明。

・札幌市福祉有償運送運営協議会の概要、設置要

綱、申請書様式のダウンロード、等について。

・札幌市で福祉有償運送を実施している団体の一覧

表。申請法人名、事業所名、法人住所、電話番号

の一覧表が閲覧可能。

b. 北 海 道 移 送 ・移 動 サー ビス連 絡 会 HP ：

<http://stnet-hokkaido.org/>

・ST ネット北海道 検索システム

北海道の14 支庁それぞれで移送サービスをしてい

る福祉有償運送事業者、福祉タクシー事業者等の

団体名、所在地、連絡先、利用料金、車の写真など

の検索が可能。

・「北海道内の福祉輸送の実態把握に関する調査報

告書(平成 22 年[2010 年]3 月)」9)

２）神奈川県横浜市の事例

①横浜市の福祉有償運送への取り組み

a.横浜市福祉有償移動サービス運営指針 10)

横浜市の HP では福祉有償運送の運営協議会設
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置要綱ではなく、運営協議会が作成している、「横浜

市福祉有償移動サービス運営指針」を公開している。

以下、内容を概説する。

＜目的＞

特定非営利活動法人等による有償のボランティア

移動サービス(以下、「福祉有償移動サービス」)に係

る道路運送法(昭和 26 年[1951 年]6 月 1 日法律第

183 号)第 79 条による登録(以下「79 条登録」)に先

立ち必要とされる、横浜市福祉有償移動サービス運

営協議会(以下「横浜市運営協議会」)における協議

事項に関する方針を定めることで、登録申請団体か

らの協議を円滑に行うことを目的とする。

＜実施主体＞

公共交通機関の利用による移動が困難な者を対

象として、福祉有償移動サービスを実施しようとする

団体(以下「実施主体」)は、特定非営利活動法人、一

般社団法人、一般財団法人、認可地縁団体(自治

会・町内会等)、農業協同組合、消費生活協同組合、

医療法人、社会福祉法人、商工会議

所、商工会のいずれかであることを条件とする。

＜横浜市と実施主体間での事前調整＞

実施主体は、登録申請に伴い神奈川運輸支局に

提出すべき書類の一切を事前に用意し、横浜市運営

協議会を主宰する横浜市に対して提出しなければな

らない。

＜対象者＞

・対象者の範囲：福祉有償運送制度で規定されてい

るものと同様。

・対象者の判断：実施主体において会員名簿を用意

するとともに、横浜市が対象者の移動制約状況等を

確認する。実施主体が必要事項を記入した会員登

録簿を作成し、適切に管理する。

＜運送の区域＞

福祉有償移動サービスの発着地のいずれかが横

浜市内にあることを要するものとする。

＜複数乗車＞

透析患者の透析のための輸送、身体障害者、知的

障害者、精神障害者の施設送迎等であって横浜市

運営協議会が必要と認めた場合には、１回の運行で

複数の旅客を運送すること(以下、「複数乗車」) が

できるものとする。

＜使用車両＞

・車両の種類：福祉有償運送制度で規定されているも

のと同様。

・福祉車両の必要性の有無：実施主体が、セダン型

車両のみで福祉有償移動サービスを行う場合にお

いては、横浜市が利用者及び利用者に対応した福

祉車両の必要性の有無等について確認を行い、横

浜市運営協議会で報告を行う。

・使用権原：使用する車両の使用権原は、実施主体

が有するものとする。

＜運転者＞

・運転者の要件：福祉有償運送制度で規定されてい

るものと同様。

・運転免許の効力が停止されていないことを証する書

類の提出

・受講修了を証明する書類の写しの提出

＜損害賠償措置＞

・任意保険等への加入

・使用貸借契約書等による確認

＜福祉有償移動サービスの対価＞

国通達に定める運送の対価と運送の対価以外の

対価ともに実費の範囲内であり、かつ営利を目的とし

ていると認められない妥当な範囲内であることを原則

とする。対価の算定方法については、合理的な方法

により定められ、利用者にとっても明確であることを必

要とする。

＜管理運営体制の確保について＞

実施主体においては、輸送の安全及び旅客の利

便を確保するための措置が取られていることを要する

ものとし、書面をもって横浜市運営協議会で確認を行

う。(措置項目割愛)

＜欠格事由＞

79 条登録の適用を受けようとする者は、道路運送

法第 79 条の 4 第 1 項から第 4 項の欠格事由に該

当する者でないことを要する。

＜協議が調った場合の書類交付＞

横浜市は、79 条登録の申請について横浜市運営

協議会の協議が調った場合には、当該実施主体に

書類を交付するものとする。
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b.横浜市運営協議会における規制の上乗せ

＜平成 25 年(2013 年)10 月現在＞8)

札幌市の際と同様に、横浜市運営協議会による規

制の上乗せについて、以下に抜粋する。

・運転者履歴または誓約書(横浜市形式)の提出。

理由：安心の確保体制のため。

・実績報告書提出を年 4 回から年 1 回に改めた。(神

奈川県全体)

②横浜市の福祉有償運送の実施状況

神奈川県横浜市における、福祉有償運送制度の

実施状況については以下の通り。

・NPO 等による福祉輸送に係る市町村実態調査

横浜市における福祉車両・セダン型車両の台数、

運送回数について、平成 17 年度(福祉有償運送導

入前)、平成 18 年度(導入年度)、平成 24 年度(最新)

の数値は以下の通り(無償運送も含む)。

a.平成 17 年(2005 年)度 11)

i)福祉車両

市区町村社協 NPO法人 その他

団体数 18 32 11

台数 62 57 45

法人所有 62 45 42

持ち込み 0 12 3

延運送回数 34,913 41,553 8,689

実運送人員 3,000 8,689 3,559

延運送人員 34,408 41,581 9,030

ii)セダン型車両(団体数は上記と同様)

市区町村社協 NPO法人 その他

台数 151 108 107

法人所有 2 13 24

持ち込み 149 95 83

延運送回数 16,779 31,131 8,266

実運送人員 1,072 4,265 2,095

延運送人員 16,600 22,684 7,532

b.平成 18 年(2006 年)度 11)

i)福祉車両

市区町村社協 NPO法人 その他

団体数 15 34 11

台数 47 55 51

法人所有 47 46 47

持ち込み 0 9 4

延運送回数 38,889 38,827 16,265

実運送人員 9,375 4,878 5,826

延運送人員 33,989 39,008 4,347

ii)セダン型車両(団体数は上記と同様)

市区町村社協 NPO法人 その他

台数 110 161 83

法人所有 2 1 26

持ち込み 108 144 57

延運送回数 4,616 43,412 5,967

実運送人員 326 8,670 44,070

延運送人員 4,616 44,070 8,486

c.平成 24 年(2012 年)度 12)

市区町村社協 NPO法人 その他

団体数 18 46 10

寝台車 0 2 1

車椅子車 49 76 40

兼用車 1 11 3

回転シート車 10 23 9

福祉車両合計 60 112 53

セダン車 19 218 118

走行距離(km) 365,768 1,329,854 309,679

運送回数(回) 36,385 136,414 1,454

③横浜市で公開している福祉有償運送関連の情

報

横浜市及びその他団体が福祉有償運送制度に関

して開示している情報を調査した。

a.神奈川県 HP：

<http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f6881/>

福祉有償運送制度の概要と、登録を行う事業者へ

の情報提供、運転者に必要な認定講習を実施してい

る県内の機関の一覧などの記載あり。福祉有償運送

の状況については、平成 18 年から1 年ごとの「神奈

川県内タクシー交通圏別車両数と交通圏内市町村

人口比率車両配分数」「NPO 等による福祉輸送に係

る市町村実態調査」のが公開されている。また、「福

祉有償運送の登録と相談窓口」として以下「かながわ
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福祉輸送情報」の HP への誘導がある。

b.かながわ福祉輸送情報 HP：

<http://www.npo-taxi.net/>

NPO 法人かながわ福祉移動サービスネットワーク

によるHP。神奈川県内の市町村別に、移動サービス

を行っている団体、介護タクシーのあるタクシー会社

のリストが公開されており、団体・会社名、車両種類、

介助・付き添いの可否、連絡先の情報がまとめられて

いる。

また、このリストにおいて福祉車両の他に「ユニバ

ーサルデザインタクシー」という車両の種類がみられ

る。これは、2012 年から導入が始まった車椅子でも

乗ることが出来るタクシーで、高齢者・障害者に限ら

ずあらゆる人が利用できるタクシーとなっている。

c.移動情報センター運営等事業

<http://www.city.yokohama.lg.jp/kenko/shoga

i/gaishutsu/shien/center.html>

横浜市の HP で公開されている、移動に困難を抱

える障害者等からの相談に応じて各サービス事業者

等の情報提供や紹介を行う窓口。

３）大阪府枚方市の事例

①枚方市福祉有償運送への取り組み

a.福祉有償運送運営協議会、認定基準 13)

大阪府枚方市の運営協議会における認定基準に

ついて、内容を概説する。

＜運営主体＞

運営の主体は、道路運送法施行規則第 48 条で規

定する次に掲げる非営利法人等で、定款に当該運

送を行う旨の記載があること。

＜運送の区域＞

運送の発地または着地のいずれかが枚方市内と

するものであること。

＜収受する対価＞

運送の対価の水準としては、当該地域におけるタ

クシーの上限運賃の概ね 2 分の 1 の範囲内とする。

運送の対価以外の対価については、実費の範囲内と

する。

＜旅客の範囲＞

単独での移動、公共交通機関の利用が困難な以

下に掲げる者であって、申請者の団体においてはあ

らかじめ会員登録を受けた者であると認められること。

・介護保険法に基づくよう支援及び要介護認定を受

けている者

・身体障害福祉法に基づく身体障害者手帳の交付を

受けている者

・肢体不自由、内部障害、精神障害または知的障害

により、単独では公共交通機関を利用することが困

難な者

・上記のほか、単独では公共交通機関を利用すること

が困難であると協議会で認められた者

＜使用車両＞

法人等が所有している乗車定員 11 人未満の以下

に掲げる自家用自動車であること。ただし、契約等に

より使用権限及び運動に伴う責任が法人等にあること

を定めている場合には、ボランティア個人の持ち込み

車両でも良いものとする。

＜運転者等＞

運転に関し特に支障がないと協議会において認め

られる者であり、かつ、以下に掲げるいずれかの要件

を備える者であること。

・第 2 種運転免許を有しており、その効力が停止され

ていない者

・第 1種運転免許を有しており、その効力が2年以内

において停止されておらず、国土交通大臣が認定

する公衆を修了している者

また、セダン車を使用する場合には、上記に加え、

運転者又は同乗者のいずれかが次に掲げる要件を

備えた者であること。

・国土交通大臣が認定する「セダン等運転者講習」を

修了している者

・介護福祉士登録を受けている者・介護保険法による

ヘルパー研修又は障害者自立支援方に基づく障

害ヘルパー研修の修了証明書の交付を受けてい

NPO 法人、社会福祉法人、医療法人、

社団法人、財団法人、農業協同組合、

消費生活協同組合、商工会議所、商工会

寝台車、車いす車、兼用車、

回転シート車、セダン車
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る者

・ケア輸送サービス従事者研修を修了している者

＜損害賠償措置＞

運送に使用する車両全てについて、対人 8,000 万

円以上および対物 200 万円以上の任意保険もしくは

共済(搭乗者障害を対象に含むものに限る)に加入し

ていること。

＜運行管理＞

道路運送法施行規則第 51 条の 17 に規定する業

務を行う運行管理の責任者を選任し、輸送の安全及

び利用者の安全確保が出来る体制が整備されている

こと。

＜整備管理＞

整備管理の責任者を選任し、定期的な点検や適

切な整備を行う体制が整備されていること。

＜事故、苦情対応等＞

事故が発生した場合の対応にかかる責任者を選

任すると共に、関係先との必要な連絡体制が整備さ

れていること。

b.枚方市運営協議会における規制の上乗せ

＜平成 25 年(2013 年)10 月現在)＞8)

札幌市・横浜市と同様に、枚方市運営協議会によ

る規制の上乗せについて、以下に抜粋する。

・迎車回送料を設定してはならない。

・登録・更新のたびに運転者全員の適正診断書を提

出しなければならない。

・車両写真提出・運転履歴証明書提出・運転者増員

の場合は適・不適について協議する。

c.枚方市福祉移送サービス共同配車事業 14)

枚方市が実施している、福祉移送サービス共同配

車事業について、以下に概説する。

＜理念/方針＞

障害者や高齢者で、単独では公共交通機関を利

用することが困難な方の、施設や作業所への送迎・

通院・買い物・余暇活動、等の社会参加への送迎を

通して、日常生活の支援を行う。

＜事業内容＞

・福祉移送サービス事業者、介護タクシー事業者と利

用会員の一元化、配車手配

・運転ボランティアとして個人持ち込み車両の登録・

管理・配車

・福祉移送サービス運転者講習会の実施

＜対象者＞

・介護保険法に基づく要支援または要介護認定を受

けている者

・身体障害者福祉法に基づく身体障害者手帳の交

付を受けている者

・肢体不自由、内部障害、精神障害または知的障害

により、一人では公共交通機関を利用することが難

しい者

＜利用方法＞

・共同配車センターにて会員登録を行う

・登録後は、共同配車センターへの電話・FAX 連絡

にて、利用日時・行き先、同乗者の有無等について

の情報を添えて予約を行う

・その後共同配車センター側で車両の手配を行う

・利用料金の支払いは、目的地到着後運転者に直接

支払う形となる

②枚方市の福祉有償運送の実施状況

枚方市の平成 25 年(2013 年)度の福祉有償運送

の実施状況については、次の通りである15)。

社会福祉法人 NPO 法人

事業者数 7 8

寝台車 0 0

車椅子車 12 37

兼用車 0 4

回転シート車 4 13

セダン車 19 16

合計台数 35 70

運転者(1 種) 34 69

運転者(2 種) 5 11

③枚方市で公開している福祉有償運送関連の情

報

枚方市及びその他団体が福祉有償運送制度に関

して開示している情報を調査した。

a.大阪府 HP：

<http://www.pref.osaka.lg.jp/chiikifukushi/yus

o/>

福祉有償運送制度の説明と、事業者への情報(制
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度概要、申請手続き、運転者に必要な認定講習を行

っている機関)、利用者への情報(大阪府内市町村毎

の福祉有償運送事業者について、事業所名、住所・

連絡先、運送区域、車両台数・種類、設定運賃)、が

まとめられている。

b.枚方市 HP：

<https://www.city.hirakata.osaka.jp/soshiki/sh

-fukushi/fukusiisou.html>

福祉移送サービスについて、概要、対象者、サー

ビス内容、利用方法、事業所についての情報があり、

共同配車センターの概要・連絡先も記載されている。

福祉移送サービス事業所一覧には、事業所名・住

所・連絡先・料金がまとめられている。大阪府 HP の

福祉有償運送についてのページへのリンクも貼られ

ている。

c.関西 STS 連絡会 HP：

<http://www.esora.net/k-sts/>

平成 13 年(2001 年)に設立された、NPO 法人 関

西 STS 連絡会の HP。移動・移送サービスについて

の情報がまとめられており、過去の報道資料に関する

情報や、枚方市の福祉移送サービス特区に関する情

報が掲載されている。

５．考察

（１）福祉有償運送制度の有効活用のために必要

な行政の取り組みについて

今回事例調査を実施した 3 つの市のうち、札幌市

で福祉有償運送の制度運用が順調に進んでいない

状況があったが、制度運用の取り組みについても、横

浜市・枚方市と比較して大きな違いが見られた。

横浜市と枚方市は、市の HP で、福祉有償運送制

度について事業者と利用者双方に必要な情報が公

開されている。不足する情報に関しては、それらの情

報を公開している神奈川県や大阪府、NP O 法人や

団体の HP への誘導があり、市だけでなく県や府全

体で情報を共有し、市民が福祉有償運送制度につ

いて調べやすい環境になっているといえる。それ以

外にも、福祉有償運送の運営指針についての詳細な

資料や、制度の運用状況についての数値が公開さ

れている。

更に横浜市は「移動情報センター」という、移動に

困難を抱える障害者等からの相談に応じ、制度案内

や事業者等の紹介を行うための窓口があり、自分で

事業者を探すことが困難な方でも福祉有償運送を始

めとした移動支援サービスを受けやすい体制が整っ

ている。横浜市と同様に、枚方市も「共同配車センタ

ー」というセンター登録事業者の中から空いている車

両や希望に合わせた車両の手配を行う窓口があり、

移動支援サービスが受けやすい体制になっている。

一方、札幌市では、市の HP で公開されている情

報が事業者に向けたものであったり、運営協議会の

要綱が協議会に参加する者に向けた情報であったり

と、市としてどのように福祉有償運送制度に取り組ん

でいるのかがわかりづらくなっていた。横浜市の「移

動情報センター」や枚方市の「共同配車センター」の

ような窓口も無いため、福祉有償運送制度を利用し

たい人が、自分で事業者などを調べなければならな

い状況になっている。

更に、運営協議会が独自に設けている規制も、利

用者と事業者双方に対して規制が上乗せされており、

福祉有償運送制度を利用したい人や運用を考えて

いる事業者を、協議会の時点で選別しすぎてしまっ

ている傾向がある。

以上の点から、福祉有償運送制度の運用を順調

に進めるためには、横浜市や枚方市のように市だけ

ではなく県や府の間でも情報を共有し、制度の運用

を考えている事業者と、利用を考えている利用者の

双方に適切な情報を提供するような行政の取り組み

が重要であると考えられる。

（２）我が国で高齢者・障害者の移動支援サービ

スに必要な取り組みや工夫について

上記をふまえ、我が国で高齢者・障害者の移動支

援サービスに必要な取り組みは、以下のようなものが

考えられる。

①福祉車両などの特別な移動手段を確保しやすい

環境を作るための取り組み。
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②利用者が、その時の状況に合わせて様々な方法を

選択出来るようにするための取り組み。

③利用者が、移動の目的を限定されず、日常生活で

いつでも使用することが出来るようにするための取り

組み。

④福祉有償運送制度を運用する事業者側が、必要

最低限の安全面は確保しつつも、制度運用に参入

しやすく、参入後の維持が負担になり過ぎないよう

にするための取り組み。

⑤自治体が、利用者・事業者双方に向けて、その地

域で実施している移動支援サービスの内容を周知

すると同時に、それぞれが必要とする情報を得やす

いように情報提供を積極的に行うための取り組み。

①については、福祉有償運送制度による移動支援

サービスの利便性の向上や、車両台数の充実をはか

るだけでなく、神奈川県の「ユニバーサルデザインタ

クシー」のように、車椅子利用者などでも通常のタクシ

ーのように使える移動手段を提供することが、一つの

手段としてあげられる。

②と③については、福祉有償運送制度などを、利

用目的は問わず、買い物や趣味活動などにも利用出

来るようにすることで、高齢者や障害者の社会参加を

促進することに繋がると考える。

④については、利用者がサービスを利用しやすい

環境を作るためには、事業者側もサービスを運用し

やすい環境を作ることが重要であることから、必要不

可欠であると考える。福祉有償運送制度において利

用者の安全に配慮するためには、車両や乗務員に

対する規定は必要なものである。しかし現状では、運

営協議会が独自に規制を上乗せし、事業者や利用

者にとって制度の運用・利用がしづらい状況になって

しまっている場合もみられる。以上のことから、規定は

利用者と事業者双方の安全を確保するための必要

最低限のものとし、事業者が規定を達成しやすくする

補助などを、国や自治体が行っていく必要があると考

える。

⑤については、考察(1)でも述べたように、自治体

側から地域で実施している移動支援サービスについ

ての情報を提供しなければ、せっかくサービスの仕組

みを用意していても意味がないものになってしまう。

利用者や事業者が、自分の居住地域の取り組みを理

解し、それを活用しようと思わなければ、我が国の移

動支援サービスの発展は難しいと考える。その為に

は、自治体側からも積極的に移動支援サービスにつ

いての情報を公開する姿勢が重要であると考える。

６．結語

これまでの内容を踏まえ、我が国における高齢者・

障害者の屋外移動支援サービスついての今後の研

究課題として以下のものがあげられる。

本研究では、事例調査として札幌市、横浜市、枚

方市を取り上げたが、これ以外にも全国様々な市町

村について移動支援サービスへの取り組みの現状を

調査する必要がある。その際、行政にかかわる分野

での調査であるため、各自治体の経済的要素につい

ても調査することも重要である。

次に、実際の制度の利用者や運用者の意見・要望

などを調査し、我が国の移動支援サービスの現状の

把握と今後必要な取り組みを検討するための実地調

査を行うことも必要となる。

また、国内の事例だけではなく、福祉制度が充実

している海外の事例調査を行い、我が国とどのような

違いがあるのかを考察することも、今後の展望として

重要である。

以上のように、我が国において、高齢者も障害者も

関係なくあらゆる人々が自分の意思決定で社会活動

に参加出来るノーマライゼーションの実現に向けて、

今後更なる調査・研究が行われることが望まれる。
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論文

移動能力が高い地域高齢者の閉じこもりに関連する要因

水口 和香子 （旭川市末広・東鷹栖地域包括支援センター）

藤井 智子 （旭川医科大学医学部）

要旨

本研究では、移動能力が高いにもかかわらず、外出頻度が減少している地域高齢者の閉じこもりの現

状とその関連要因を明らかにし、閉じこもり予防・支援の基礎資料とすることを目的とした。対象は、

北海道中央部の地方都市内にある 2 地区に在住する 65 歳以上の住民のうち、介護保険認定を受けてい

ない一人暮らしまたは夫婦世帯、子らと同居世帯だが主に日中独居である者とした。分析対象者は 91 世

帯 107 人(87.0%)であった。

調査方法は、2012年12月～2013年10月、質問調査票を用いて訪問による構造化面接法を実施した。

本研究において地域高齢者の閉じこもりの割合は、全体の 9.3%であった。「外出に対する自己効力感」

が地域高齢者の閉じこもりに関連していた。「外出に対する自己効力感」のうち「おっくうな時でも外出

できる」自信の程度が閉じこもりに影響を与えていることが示唆された。以上の結果から、閉じこもり

予防・支援では、個々の地域高齢者の状態や地域毎の人口動態・立地特性の把握を行い、地域高齢者が

外出に対して自己効力感を上げることができるような支援を行っていく必要がある。

キーワード： 移動能力 地域高齢者 閉じこもり 自己効力感

１．はじめに

2012 年 10 月 1 日現在、65 歳以上の高齢者人口

は過去最高の 3,079 万人(総人口の 24.1%)となって

おり、今後も高齢者人口は増加を続けると推計されて

いる 1）。このような本格的な高齢社会を迎え、高齢者

の一人一人ができる限り健康で生きがいをもって生

涯を送ることができるような環境づくりを行っていく必

要がある。そのためには、高齢者の生きがい対策、介

護予防対策がますます重要となっている２）。

介護予防対策においては、2006 年度に要支援・要

介護状態になるおそれのある高齢者を対象とした効

果的な介護予防事業を介護保険制度の中に新たに

位置づけた。

介護予防事業のプログラムには、「運動器の機能

向上」「栄養改善」「口腔機能の向上」「閉じこもり予

防・支援」「認知機能の低下予防・支援」「うつ予防・

支援」がある。これらのうち、閉じこもりは他の要支援・

要介護のハイリスク状態と極めて密接な関連を持って

いる３）といわれていることから、「閉じこもり予防・支援」

は重要なプログラムの 1 つである。

閉じこもりが注目されるようになった理由として、廃

用症候群、そして寝たきりに至る可能性が高いことが

挙げられる。

閉じこもりの定義はさまざまであり、現時点でも統一

された定義はない。「1 日のほとんどを家の中あるい

はその周辺(庭先程度)で過ごし、日常の生活行動範

囲が極めて縮小した状態」という定義４）や「家から出ら

れる状態であるにもかかわらず、家から外に出ない状

況」であり、かつ、「社会的な関係性が失われている

状態」という定義５）もある。一方、外出頻度から「週 1

回程度以下の外出」を閉じこもりのスクリーニング尺度

としている研究４）や「週 1 回も外出しない状態」と定義

したもの６）もある。

閉じこもりの出現率については、外出頻度が「週 1

回以上か、否か」、または「週に 1 回程度か、それ以
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下か」の設問のみで計算されているが、65 歳以上の

高齢者全体を対象とした場合には、10～15％程度と

考えられている７）。

閉じこもりに至る身体的・心理的・環境の各要因で

関連があると報告されたものを示す。身体的要因に

おいては歩行、手段的 ADL 障害や下肢の痛み等 8

～12）がある。心理的要因においては自己効力感や抑

うつ傾向等 8～10、13～17）がある。環境要因においては

人的環境と物理的環境に分けられている。人的環境

では友人や近隣・親族との交流頻度、町内会との関

わり、老研式活動能力指標、外出のサポート5、8～10、

12、15、17～21）がある。物理的環境では居住階数、居住

地区の特性、家屋構造等 5、19、22）がある。

このように閉じこもりの要因は明らかになってきてい

るが、「閉じこもり予防・支援」では「運動器の機能向

上」や「口腔機能の向上」等の二次予防事業プログラ

ムと比較して実施回数が大幅に少なく 23）、どのような

介入手法が有効であるのかについて明らかにされて

いない現状 24）がある。

また、移動能力が高いにもかかわらず、日常生活

行動範囲等の縮小や外出頻度が減少している状態

の者には、将来「要介護状態」に至るハイリスク者が

多く含まれていることから、予防的介入の対象として

図 1．タイプ別閉じこもりの定義

優先的にケアを行うべきである8、13）といわれている。

２．目的

本研究では、地域高齢者を対象とした移動能力が

高いにもかかわらず、外出頻度が減少している状態

にある閉じこもりの現状とその関連要因を明らかにし、

地域高齢者における閉じこもり予防・支援の基礎資料

とすることを目的とする。

３．方法

（１）概念枠組み

閉じこもりの概念については、今回新開ら 8）による

タイプ別閉じこもりの定義(図 1)を使用した。この定義

は、ふだんの外出頻度と総合的移動能力により分類

する。ふだんの外出頻度が「1 週間に 1 回程度」およ

び「ほとんど外出しない」を「閉じこもり」、「2,3 日に 1

回程度」および「毎日 1 回以上」を「非閉じこもり」と定

義した上で、総合的移動能力レベルを層別化し、外

出を妨げるような身体的な障害がないと判断されるレ

総合的移動能力
ふだんの外出頻度

毎日 2,3日に
1回以上 1回程度

1週間に ほとんど
1回程度 しない

レベル1：自転車、車、バス、電車を
使って一人で外出できる レベル1,2

非閉じこもり
タイプ2

閉じこもりレベル2：家庭内および隣近所ではほぼ
不自由なく外出できる

レベル3：少しは動ける
(庭先に出てみる、小鳥の世
話をしたり、簡単な縫い物
などをするという程度)

レベル3～5
非閉じこもり

タイプ1
閉じこもり

レベル4：起きてはいるが、あまり動けない

(床から離れている時間の方が多い)

レベル5：寝たり起きたり
(床は常時敷いてある。
トイレ、食事には起きてくる)

レベル6：寝たきり 寝たきり

新開省二・他：地域高齢者における“タイプ別”閉じこもりの出現頻度とその特徴.
日本公衆衛生雑誌,52(6),p443-455,2005を改編
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ベル 1 または 2 にある閉じこもりを「タイプ 2 閉じこも

り」、身体的な障害があって外出が困難、あるいはで

きないと判断されるレベル 3 から5 にある閉じこもりを

「タイプ 1 閉じこもり」としたものである。

外出については、買い物・散歩・通院などで家の外

に出る行動であり、介助されての外出を含むが、庭先

やゴミ出し程度の外出は含まないと定義した。本研究

では、「タイプ 2 閉じこもり」を移動能力が高いにもか

かわらず、外出頻度が減少している状態にある閉じこ

もりとした。

説明変数は、属性に加え、地域高齢者の閉じこもり

に関する先行研究により閉じこもりの関連要因と示さ

れている身体的・心理的・環境要因から構成した。

（２）研究対象および対象地域の概要

本研究の対象は、北海道中央部の地方都市内に

ある2 つの地区に在住する65 歳以上の住民のうち、

介護保険認定を受けていない一人暮らし世帯または

夫婦世帯、子らと同居世帯だが主に日中独居である

人とした。上記 2 地区の民生委員から上述した条件

に適合する人を、また同地区の老人クラブの役員か

ら対象者を紹介された。

紹介された107 世帯 123 人のうち、104 世帯 120

人(97.6%)から調査への協力を得た。そのうち、要介

護認定を受けていた 8 人、総合的移動能力レベル 3

以下だった 5 人を除いた 91 世帯 107 人(87.0%)を

分析対象とした。

（３）調査方法

質問調査票を用い、対象者全戸訪問による構造化

面接法を実施した。面接は 1 人 1 回で、1 時間から3

時間であった。調査期間は、2012 年 12 月から2013

年 10 月までとした。

（４）調査項目

１）閉じこもり

古谷野ら25）が作成した総合的移動能力を用いた。

本尺度は、地域高齢者の ADL のうち、移動能力に

のみ焦点をあてた測定をするためのものである。古谷

野らが作成した分類を反転項目にし、「レベル 1.バ

ス・電車を使って、時には外出する。あるいはそれ以

上活発である。」、「レベル 2.家庭内ではほぼ不自由

なく動き、隣近所には 1 人で出かける」、「レベル 3.少

しは動く(気が向いたとき、庭先に出たり、簡単な家事

をする)」、「レベル 4.起きているがあまり動かない(床

は敷いていないが、じっとしていることが多い)」、「レ

ベル 5.ねたり、起きたり(床は敷いてあるが、気が向く

と起きてくる)」、「レベル 6.ほとんどねたきり(トイレや食

事だけに起きる人も含む)」の 6 件法で尋ねた。

また、外出頻度については、ふだんの外出につい

て、「毎日 1 回以上」「2,3 日に 1 回程度」「1 週間に

1 回程度」「ほとんどしない」の 4 件法で尋ねた。

２）対象者の属性

項目内容は、性別、年齢、婚姻状況、世帯構成の

4 項目とした。

３）身体的要因

下肢の痛みは、自覚症状について「なし」「たまに

あり」「しばしばあり」「ほとんど毎日」の 4 件法で尋ね

た。

手段的自立は、古谷野ら 25）が作成した老研式活

動能力指標の下位尺度を使用した。本指標は、地域

での独立した生活を営む上で必要とされる活動能力

を測定するためのもので、全 13 項目からなり、手段

的自立(5項目)、知的能動性(4項目)、社会的役割(4

項目)の3つの下位尺度で構成されている。「はい」の

回答に 1 点、「いいえ」の回答に 0 点を与え、単純加

算をして合計点数(13 点満点)を算出する。得点が高

いほど、活動能力が高いことを示し、妥当性・信頼性

が検証されている。また、下位尺度の信頼性も十分

に高く、下位尺度を独立に使用できるとされている。

本研究では、下位尺度の合計得点を用いて分析した。

手段的自立の得点可能範囲は、0点～5点であった。

４）心理的要因

外出に対する自己効力感は、山崎ら26）が作成した

外出に対する自己効力感尺度を用いた。本尺度は、

地域高齢者の外出に対する自己効力感を評価する

ためのもので、6 項目で構成されている。「全く自信が

ない」の回答に 1 点、「あまり自信がない」の回答に 2

点、「まあ自信がある」の回答に 3 点、「大変自信があ

る」の回答に 4 点を与え、単純加算をして合計点数
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(24 点満点)を算出した。得点可能範囲は、4 点～24

点であった。得点が低いほど、外出に対する自己効

力感が低いことを示し、妥当性・信頼性は検証されて

いる。

健康度自己評価は、芳賀 27）の健康度自己評価の

測定を参考に作成した。この自己評価は、主観的に

自己の健康度を評価するものといわれている。現在

の健康状態について「非常に健康」「まあ健康」「あま

り健康でない」「健康ではない」の 4 件法で尋ねた。

認知機能は、月岡ら 28）が認知症の早期発見のた

めに作成した脳の健康度チェック表を用いた。このチ

ェック表は、脳の健康度チェック(10 項目)、文字拾い

テスト、絵画配列、立方体作図から構成されている。

脳の健康度チェックでは、「はい」に1 点、「いいえ」に

0 点を与え、合計得点(10 点満点)を算出した。得点

可能範囲は 0 点～10 点であり、3 点をカットオフ値と

している。また、脳の健康度チェック表を解説している

群馬県もの忘れ検診事業プロジェクト委員会 29）では、

文字拾いテストは注意障害、絵画配列は注意障害・

遂行機能障害、立方体作図は視空間認知機能障害

をみる検査とし、認知機能の参考検査として実施して

いる。本研究でも同様の分類を行い、文字拾いテス

ト・絵画配列・立方体作図は、参考検査とした。

５）環境要因

交流頻度は、島貫ら 16）の交流頻度の関連要因を

検討した研究を参考に作成した。別居家族や友人・

近隣との交流について「毎日」「1 週間に 1 回」「月 1

回」「ほとんどない」の 4 件法で尋ねた。

趣味は「あり」「なし」の 2 件法で尋ねた。趣味の具

体的内容は、対象地域の市が 2007 年に実施した高

齢意識調査・介護保険に係るアンケート調査を参考

に「あり」「なし」の 2 件法で尋ねた。

ソーシャルサポートは、野口 30）が作成したソーシャ

ルサポート尺度を使用した。この尺度は、高齢者のソ

ーシャルサポートを多面的に把握するためのもので、

全 12 項目からなり、情緒的サポート(4 項目)、手段的

サポート(4 項目)、ネガティブサポート(4 項目)の 3 つ

の下位尺度で構成されている。各項目、「配偶者以

外の同居家族」「別居の子どもまたは親戚」「友人・知

人・近隣の人など」の 3 種類の対人関係について、サ

ポート提供者が「いる」場合を1点、「いない」場合を0

点、「わからない」場合を欠損値とし、下位尺度別に

合計点を算出した。さらに、情緒的サポートと手段的

サポートを合計したポジティブサポートやネガティブ

サポートの得点を反転させてからポジティブサポート

を加算したトータルサポートも算出した。3 種類の対

人関係毎の得点可能範囲は、情緒的サポート、手段

的サポートおよびネガティブサポートが 0 点～4 点、

ポジティブサポートが0点～8 点、ならびにトータルサ

ポートがマイナス 4 点～8 点であった。この尺度の妥

当性・信頼性については、開発者 30）によって検証さ

れたが、本研究で「わからない」を欠損値として分析

から除外すると、分析対象者数が減少し結果が不明

瞭となる場合も生じた。そこで、「いる」を 1 点、「いな

い」および「わからない」を 0 点として、下位尺度を算

出する扱い方を試みた。この方法をとっても得点可能

範囲は変わらなかった。

社会的役割は、調査項目の手段的自立と同様に

古谷野ら 25）が作成した老研式活動能力指標の下位

尺度を使用した。得点可能範囲は、0 点～4 点であっ

た。

住居形態は、村山ら 19）の閉じこもりと生活空間要

因との関連を検討した研究を参考に作成した。

（５）分析方法

対象者の属性及び身体的・心理的・環境要因の各

項目について記述統計を行った。質的変数の割合の

比較には帯グラフを観察し、χ2 検定または Fisher

の直接確率計算法(2×2 表の場合)を用いた。量的

変数の分布は箱ひげ図で観察し、Mann-Whitney

のU 検定を用いた。変数間の関連を見るために散布

図を観察し、Spearman の順位相関係数を算出し

た。

地域高齢者の閉じこもりの現状を把握するため、総

合的移動能力レベル 1 または 2 かつ外出頻度 1 週

間に 1 回程度以下の「閉じこもり」の割合を算出し

た。

閉じこもりの関連要因について検討するため、閉じ

こもりの有無を目的変数とし、「閉じこもり(あり)＝0 」

「非閉じこもり(なし)＝1 」の 2 値変数を設定した。ま



北海道地域福祉研究 第 18 巻

30

た、「閉じこもり」群と「非閉じこもり」群で有意差または

その傾向がみられた変数を説明変数としてロジスティ

ック回帰分析(変数減少法・尤度比)を行った。説明変

数間で強い相関関係(r≧0.9)がないことを確認した。

データ解析には、SPSSVer.20.0J for Windows

を使用し、有意水準は 5%とした。

（６）倫理的配慮

対象地域 2 地区の老人クラブ会長と民生委員に調

査の趣旨、倫理的配慮事項について文書と口頭で

説明をし、協力を依頼した。その後、老人クラブ役員

や民生委員を通じ、対象者へ調査の趣旨、倫理的配

慮事項を記入した調査依頼文の配付を行った。対象

者には、本研究の趣旨、対象者および家族のプライ

バシー保護には十分配慮し、個人が特定されないこ

と、自由意思によること、同意しない場合も不利益な

対応を受けないこと、調査開始後の辞退の申し出の

際も不利益を被ることはないことを明示した文書を用

いて説明した。その上で、対象者から同意を得られた

場合のみ、同意書に署名を頂き、調査を実施した。

本研究は、旭川医科大学倫理委員会の承認(承認

番号 1273)を得て実施した。

４．結果

（１）対象者の属性

性別では男性 37 人(34.6％)、女性 70 人(65.4％)

で、平均年齢は全体 77.3 歳(SD=5.5)、男性 79.6 歳

(SD=5.9)、女性 76.1 歳(SD=4.9)であった。婚姻状

況では、既婚 51 人(47.7％)、死別 51 人(47.7％)、

離婚 5 人(4.7％)、未婚 0 人(0.0％)であった。世帯構

成は、「１人暮らし」53 人(49.5％)、「夫婦のみ」41 人

(38.3％)、「結婚している子どもと同居」6 人(5.6％)、

「結婚していない子どもと同居」5 人(4.7％)、「その他」

2 人(1.9％)であった(表 1)。

（２）身体的要因

下肢の痛みでは、「たまにあり」45 人(42.1％)、「な

し」39 人(36.4％)、「しばしばあり」15 人(14.0％)、「ほ

とんど毎日あり」8 人(7.5％)であった。老研式活動能

力指標「手段的自立」の平均値は 4.8(SD=0.6)であ

った。

（３）心理的要因

外出に対する自己効力感の平均値は、17.2(SD

=3.1)であった。健康度自己評価では、「まあ健康」84

表 1．対象者の属性

項目 人数 ％

性別 男性 37 34.6
女性 70 65.4

婚姻状況 既婚 51 47.7
離婚 5 4.7
死別 51 47.7
未婚 0 0.0

世帯構成 １人暮らし 53 49.5
夫婦のみ 41 38.3
結婚している子どもと同居 6 5.6
結婚していない子どもと同居 5 4.7
その他 2 1.9

項目 平均値±SD

平均年齢 全体 77.3±5.5歳
男性 79.6±5.9歳
女性 76.1±4.9歳
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人(78.5％)、「あまり健康でない」14 人(13.1％)、「非

常に健康」7 人(6.5％)、「健康ではない」2 人(1.9％)

であった。脳の健康度チェック全体の平均値は

1.8(SD=0.4)であった。また、脳の健康度チェックの

カットオフ値である3 点で分類した場合、0 点～2 点

は 80 人(74.8％)、3 点～10 点は 27 人(25.2％)であ

った。文字拾いは、誤答があった者は 54 人(50.5％)、

全て間違えることなく出来た者は 52 人(48.6％)、未

回答が 1 人(0.9％)であった。絵画配列が正解であっ

た者は 91 人(85.0％)、不正解であった者は 15 人

(14.0％)、未回答が 1 人(1.0％)であった。立方体作

図は、立方体を描くことが出来た者は103人(96.3％)、

3 平面の図を描いた者は 4 名(3.7％)であった。

（４）環境要因

交流頻度では、「1 週間に 1 回」52 人(48.6％)、

「毎日」35 人(32.7％)、「1 月に 1 回」18 人(16.8％)、

「ほとんどしない」2 人(1.9％)であった。趣味の有無で

は、「あり」107 人(100％)だった。内訳は、「家庭菜

園・園芸」68 人(63.6％)、「老人クラブ活動」61 人

(57.0％ )、「パークゴルフ・ゲートボール」46 人

(43.0％)が多かった。住居形態では、持ち家(2 階建

てエレベーターなし)と答えた者は 100 人(93.5％)、

貸家(1 階)と答えた者は 6 人(5.6％)、貸家(2 階建て

エレベーターなし)と答えた者は1人(0.9％)であった。

表 2．地域高齢者の閉じこもりの現状

ソーシャルサポートの状況について、以下に平均値

を示した。情緒的サポートの平均値は、「同居家族」

3.8(SD=0.6)、「別居子・親戚」3.6(SD=0.8)、「友人・

近隣」3.2(SD=1.2)であった。手段的サポートの平均

値は、「同居家族」3.6(SD=0.5)、「別居子・親戚」

2.8(SD=1.3)、「友人・近隣」1.6(SD=1.3)だった。ネ

ガティブサポートの平均値は、「同居家族」

1.3(SD=1.4)、「別居子・親戚」0.5(SD=0.9)、「友人・

近隣」0.6(SD=1.0)であった。情緒的サポートと手段

的サポートを合計したポジティブサポートの平均値は、

「同 居 家 族 」7.3(SD=0.7) 「別 居 子 ・親 戚 」

6.5(SD=1.8)、「友人・近隣」4.8(SD=2.2)であった。

ポジティブサポートとネガティブサポートを合計したト

ー タル サポー トの平 均 値 は 、「同 居 家 族 」

6.0(SD=1.5)、「別居子・親戚」6.0(SD=2.0)、「友人・

近隣」4.2(SD=2.2)であった。老研式活動能力指標

「社会的役割」の平均値は、3.3(SD=1.0)であった。

（５）地域高齢者の閉じこもりの現状

総合的移動能力では、レベル 1「自転車、車、バス、

電車を使って一人で外出できる」が 71 人（66.4％）、

レベル 2「家庭内および隣近所ではほぼ不自由なく

外出できる」が36人（33.6％）であった。また、外出頻

度では、「毎日 1 回以上」が 49 人（45.8％）、「2,3 日

に1回程度」が48人（44.9％）、「1週間に1回程度」

総合的移動能力

ふだんの外出頻度

毎日 2,3日に
1回以上 1回程度

1週間に ほとんど
1回程度 しない

レベル1：自転車、車、バス、電車 34 33 4 0
を使って一人で外出できる (31.8) (30.9) (3.7) (0.0)

レベル2：家庭内および隣近所では 15 15 6 0
ほぼ不自由なく外出できる (14.0) (14.0) (5.6) (0.0)

注：数値は、人数(%)
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が 10 人（9.3％）、「ほとんどしない」が 0 人(0.0％)

だった。本研究で定義した閉じこもり状態にある地域

高齢者は、10 人(9.3％)であった(表 2)。

（６）閉じこもりの有無別にみた属性および身体

的・心理的・環境要因

属性のうち、「年齢」では「閉じこもり」群が「非閉じこ

もり」群に比べて高年齢傾向であった(Mann-

Whitney のU 検定：P = 0.092)。性別・婚姻状況・世

帯構成では有意差はみられなかった。身体的要因の

うち、「下肢の痛み」では「閉じこもり」群が「非閉じこも

り」群に比べて下肢の痛みがない傾向であった(χ2

検定:P =0.073)。心理的要因のうち、健康度自己評

価・脳の健康度チェック・文字拾い・絵画配列・立方

体作図では有意差はみられなかった。環境要因のう

ち、交流頻度・趣味(家庭菜園・園芸、散歩、パークゴ

ルフ・ゲートボール、釣り、スキー・歩くスキー、体操、

旅行、屋外運動、屋内運動、読書や勉強、音楽鑑賞、

パソコン、老人クラブ活動、サークル活動、百寿大学、

創作活動、ボランティア活動、常勤・非常勤の仕事、

シルバー人材センターの仕事、その他）・住居形態の

割合の比較では、有意差はみられなかった。

（７）閉じこもりの有無別にみた各測定尺度の得

点比較

老研式活動能力指標の下位尺度である「手段的

自立」では、「閉じこもり」群が「非閉じこもり」群に比べ

て低い値の傾向があった(Mann-Whitney の U 検

定：P = 0.069)。また、老研式活動能力指標の下位

尺度のうち、「社会的役割」では「閉じこもり」群が「非

閉じこもり」群に比べて有意に低い値を示した(Mann

-Whitney の U 検定：P = 0.019）。「外出に対する

自己効力感」でも「閉じこもり」群が「非閉じこもり」群に

比べて有意に低い値を示した（Mann-Whitney のU

検定：P = 0.028）。加えて、ソーシャルサポートの下

位尺度である情緒的サポートのうち「別居子・親戚」で

は、「閉じこもり」群が「非閉じこもり」群に比べて有意

に低い値を示した（Mann-Whitney の U 検定：P =

0.015）。ソーシャルサポートの情緒的サポート「別居

子・親戚」以外の項目では、有意差はみられなかった。

（８）各測定尺度間の相関係数

多重共線性を確認するため、「外出に対する自己

効力感」、老研式活動能力指標の下位尺度である

「手段的自立」「社会的役割」、「脳の健康度チェック」、

ソーシャルサポートの下位尺度である「情緒的サポー

ト」「手段的サポート」「ネガティブサポート」「ポジティ

ブサポート」「トータルサポート」はそれぞれ同居家族、

別居子・親戚、友人・近隣に分け、Spearmanの順位

相関係数を求めた。結果、ポジティブサポート「別居

子・親戚」とトータルサポート「別居子・親戚」で強い相

関(r=0.872)がみられた。

（９）閉じこもりの有無に影響する要因

「閉じこもり(なし/あり)」を目的変数として、「閉じこも

り」群と「非閉じこもり」群で有意差またはその傾向が

みられた変数である「年齢」、「下肢の痛み」、「手段

的自立」、「外出に対する自己効力感」、「情緒的サポ

ート別居子・親戚」、「社会的役割」を説明変数として、

ロジスティック回帰分析を行った結果(図 2)、「外出に

対する自己効力感」がオッズ比 1.29（95%CI=1.02-

1.64）であった。このとき、モデル係数のオムニバス検

定は P =0.011、Hosmer とLemeshow の検定は P

=0.835 で、回帰式の適合性は良好であった。

図 2．閉じこもりの有無に影響する要因

下肢の痛み

手段的自立

外出に対する自己効力感

情緒的サポート「別居子・親戚」

社会的役割

閉じこもり

(なし/あり)

年 齢

1.29
(1.02-1.64)
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次に、「外出に対する自己効力感」を構成する6 つの

質問文を説明変数として、ロジスティック回帰分析を

行った結果（図 3）、質問文 2「おっくうなときでも、外

出できる」がオッズ比 3.50（95%CI=1.32-9.26）であ

った。このとき、モデル係数のオムニバス検定は P

=0.009、Hosmer とLemeshow の検定は P =0.637

で、回帰式の適合性は良好であった。

図 3．「外出に対する自己効力感」を構成する項

目が閉じこもりの有無に影響する要因

５．考察

（１）地域高齢者の閉じこもりの現状

本研究の地域高齢者の閉じこもりの割合は、全体

の 9.3%であった(表 2)。本研究と同様に総合的移動

能力と外出頻度にて閉じこもりの定義をしている研究

と比較する。新開ら8）によると、第 2 次産業が約 45％

を占める新潟県Ｙ町での閉じこもりの割合は 5.4％、

首都圏通勤者(あるいは退職者)がほとんどである埼

玉県Ｈ町での閉じこもりの割合は 6.8％、村山ら19）が

東京都Ｓ区で実施した閉じこもりの割合は 4.5％であ

った。これらの地域と比較すると、本研究の地域では

閉じこもりの割合が高かった。また、閉じこもりの定義

は異なるが、外出頻度 1 週間に 1 回以下を閉じこもり

と定義した渡辺ら21）の研究でも閉じこもりの割合は

8.5％であり、本研究の閉じこもりの割合の方が高か

った。

1 点目には、地域性が閉じこもりに影響している可

能性がある。新開ら 8）は、埼玉県Ｈ町での閉じこもり

の割合が高いことについて、近隣関係を含めた「社会

的紐帯」が弱い背景があり、「社会活動性」が低くなっ

たとしている。藤田ら 9）は、地域高齢者の外出頻度に

ついて地域によっては季節により大きく変動すること

が考えられると報告している。また、村山ら 19）は東京

都Ｓ区での閉じこもりの割合が低いことについて、交

通網が整備され、商店や病院等が比較的密集してい

る環境にあることが理由として考えられるとしている。

加えて、平井ら 31）は、居住地の人口密度が低いほど

閉じこもりの割合が高いと報告している。つまり、社会

との結びつきや人口密度・産業・公共交通の利便性、

気候等の地域特性が閉じこもりに影響している可能

性があるということである。今回の調査地域において

は、スーパーや病院が国道等の大きな道路沿いにあ

るため、居住地からスーパーや病院までの距離が離

れている地域がある。また、交通手段ではバス停が近

くになく徒歩やタクシーを利用して外出している高齢

者がおり、外出の際には、徒歩では時間的負担、タク

シーでは経済的負担がある。さらに、本研究の調査

期間に積雪期が含まれたため、雪道による移動負担

がある地域であった。これらのことが外出頻度を減少

させる要因になった可能性がある。

2 点目として、高年齢であることが外出頻度の低さ

や閉じこもりに影響している可能性がある。本研究の

対象者は平均年齢 77.3±5.5 歳(男性 79.6±5.9 歳

/女性 76.1±4.9 歳)であった。新開ら8）が実施した新

潟県Ｙ町と埼玉県Ｈ町の対象者の平均年齢は、それ

ぞれ男性 74.0±6.4 歳/女性 75.1±7.0 歳、男性

72.6±6.4 歳/女性 74.5±6.6 歳、藤田ら9）が実施し

た新潟県Ｙ町の対象者の平均年齢は 74.8±6.9 歳、

村山ら 19）が実施した東京都Ｓ区の対象者の平均年

齢は、75.1±7.1 歳であった。これらから、3 地域の対

象者と比較して本研究の対象者は後期高齢者が多

い傾向であった。また、閉じこもりの有無別にみた年

齢においても「閉じこもり」群が「非閉じこもり」群に比

べて高年齢傾向であり、高年齢が閉じこもりに影響し

ている可能性が示された。

本研究においては、地域性や年齢の影響が相俟

って閉じこもりの割合が高くなったと考えられる。

Q1 「家族や友人に止められても
自分が外出したければ外出できる」

Q3 「歩きにくい所やすべりやすい所を
通る場合でも、外出できる」

Q4 「目的なしの外出ができる」

Q5 「仕事や人の世話のために、外出
できる」

Q6 「外出時に、体調が悪くなっても
対応できる」

閉じこもり

(なし/あり)

Q2 「おっくうなときでも、外出できる」

3.50

(1.32-9.26)
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（２）地域高齢者の閉じこもりとの関連要因

閉じこもりにおいて、環境要因と心理的要因が関

連していた。そのうち、環境要因の 1 つでソーシャル

サポートの下位尺度である情緒的サポートの「別居

子・親戚」と閉じこもりの有無では、「閉じこもり」群が

「非閉じこもり」群に比べて「別居子・親戚」の情緒的

サポートが有意に少なかった。新開ら8）や藤田ら9）は、

外出頻度が低い群や閉じこもり群ほど別居家族や親

戚がいない割合が多かったと報告している。このこと

から、本研究の結果は概ね同様の結果が得られたと

考える。

岩佐 33）は、情緒的サポートとは「実体的な援助で

はなく、慰める、励ます、悩みを聞く等の行為によって

情緒や感情に働きかける援助であり、自尊心を高め、

安寧を与えるような援助」としている。情緒的サポート

は基本的には高齢者の心身の健康維持に防衛的に

作用することが知られている。今後、高齢者の健康を

考える上で、別居家族や親戚からの情緒的支援状況

を把握することは重要である。

加えて、老研式活動能力指標の下位尺度である

「社会的役割」と閉じこもりの有無では、「閉じこもり」

群が「非閉じこもり」群に比べて社会的役割が有意に

少なかった。新開ら8）や大野ら15）、横山ら17）は、閉じ

こもりの特性として、「社会的役割」の低下がみられて

いると報告している。このことから、閉じこもりの定義に

ばらつきがあるものの、本研究の結果は、概ね一致

する結果が得られたと考える。篠原ら34）は、地域在住

高齢者の日常生活における社会との関わり状況が要

介護状態に影響していることを示唆している。このこと

から、友人や近隣等個人の身近な社会との関わりで

ある「社会的役割」の低下は、将来「要介護状態」に

至るハイリスク者が含まれている可能性が考えられる。

今後、介護予防という視点からみる上で、個々の身近

な社会との関わり状況について把握していく必要性

がある。

また、「閉じこもり(なし/あり)を目的変数として、ロジ

スティック回帰分析を行った結果、6 つの説明変数を

投入したが、「外出に対する自己効力感」のみが約

1.3 の有意なオッズ比を示し(図 2)、「外出に対する自

己効力感」を構成する 6 つの項目を投入したところ、

「Q2:おっくうなときでも外出できる」のみが約 3.5 の有

意なオッズ比を示した(図 3)。閉じこもりの定義は異な

るが、外出頻度週 1 回未満を閉じこもりと定義した横

山ら17）や山崎ら22）は、閉じこもりと動作に関する自己

効力感に関連がみられたと報告している。山崎ら 26）

によると、動作に関する自己効力感は、「外出に対す

る自己効力感」と強い正の相関が得られたと報告して

いる。つまり、動作を行う際の自己効力感が高ければ、

外出を行う上での自己効力感も高くなるということであ

る。Bandura35）は、自己効力感を「自分にはこのよう

なことがここまではできるのだという考え、あるいは、

自信や意欲の効能」としている。本研究では、外出に

対する自信の低下が閉じこもりに影響している可能性

が示唆された。このことから、閉じこもり予防の支援で

は、外出に対する自信の高さを保つことが重要である

と考える。

また、厚生労働省から通知されている地域支援事

業実施要綱に定められている基本チェックリスト25項

目の中には、5 項目うつに関する項目がある。この項

目のうち、「以前は楽にできていたことが今ではおっく

うに感じられる」という項目がある。「おっくう」とは、め

んどうで気が進まないさまをいい、樋口 36）は気力や

意欲の減退を表現する 1 つとしている。気力の減退

は気分の落ち込みにともなって出現する。この落ち込

んだ気分の状態を精神医学の専門用語では「抑うつ

気分」とよぶ。本研究と同様に総合的移動能力と外出

頻度で閉じこもりの定義をしている新開ら 8）の横断研

究では、移動能力が高い閉じこもりの特徴として、抑う

つなどの心理的側面での水準が低いことをあげてい

る。加えて、新開ら32）の縦断研究においても、移動能

力が高い閉じこもり発生の予測因子として抑うつ傾向

が有意な関連を示している。また、外出頻度週 2・3

回程度を閉じこもり予備軍と定義した渋井ら 11）は、閉

じこもり予備軍のうち、「抑うつ傾向群」と「認知機能低

下・抑うつ傾向群」の 2 群において 1 年前と比較して

外出頻度が減ったと回答した者の割合が顕著に高く、

この 2 群は身体機能の低下が顕著ではないにもかか

わらず、自ら運動を制限し、外出頻度が減り、身体機

能が低下するという過程を辿る可能性が高いと報告
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している。

これらのことから、本研究では、おっくうな状態を

「抑うつ気分」のこととして捉え、閉じこもりに影響する

可能性が示唆された。また、「抑うつ気分」について

は、加齢による変化を考慮する必要がある。櫻井 37）

は、老年期のさまざまな喪失体験や不安は、不眠状

態や自発性の低下、食欲の減退、うつ気分といった

精神症状をもたらすことが多いとしている。本研究の

対象者は、高年齢であり、死別や離婚を経験してい

る高齢者が 52.4％いた。このため、老年期特有の症

状であるのか、病的な抑うつであるのか判別すること

ができない。これらのことから、抑うつを把握する際に

は、抑うつ尺度を用い、客観的に見極めていく必要

があると考える。

（３）地域高齢者の閉じこもり予防・支援にむけ

ての示唆

本研究での地域高齢者は、他地域に比して閉じこ

もりの割合が高い状況であった。地域毎の高齢化の

現状特に後期高齢化率には着目していく必要がある。

加えて、社会的紐帯の状況、地域高齢者が外出して

いる場所や交通手段、気候等の立地特性を把握し、

地域ごとの現状をアセスメントしていくことが重要であ

ると考える。

また、本研究では、「外出に対する自己効力感」が

地域高齢者の閉じこもりに影響していることが明らか

となった。加えて、「外出に対する自己効力感」のうち、

「抑うつ気分」が影響する可能性が示唆された。この

結果から、個々の地域高齢者の抑うつ状態を見極め

た上で「外出に対する自己効力感」を把握していく必

要があると考える。

Bandura38）は、自己効力感に影響力がある主要

なものとして、制御体験・代理体験・社会的説得・生

理的感情的状態の 4 つを挙げている。制御体験は

「自分で実際にやって、直接体験してみること」であり、

強力な自己効力感を作り出す最も効果的な方法とし

ている。代理体験は「他人の成功や失敗の様子を観

察することによって、代理性の経験を持つこと」である。

社会的説得は「自分にはやればできる能力があるの

だ、ということを、他人からことばで説得されたり、その

他のいろいろなやり方で、社会的な影響を受けること」

である。生理的感情的状態は「自分自身の有能さや、

長所や、欠点などを判断していくためのよりどころとな

るような、生理的変化の体験(つまり、生理的症状)を

自覚すること」としている。これらを基に地域高齢者の

「外出に対する自己効力感」を上げる支援を個人と地

域の視点で考える。

方法としては、利便性の低い地域での高齢者が利

用しやすい交通手段の確保や高齢者が冬期間でも

通りやすい道路整備の検討等の地域の環境整備を

行うことにより制御体験が実現可能なものになってい

くのではないかと考える。また、本人から外出に対す

る思いや外出していた時の情景、別居家族・親戚か

らの情緒的な支援状況を聞き取り、本人の生理的感

情的状態を把握することも必要であると考える。その

上で、外出可能となる糸口の発掘や地域で実施して

いる社会活動の情報提供を行うという社会的説得を

試みる方法もあると思われる。さらに、高齢であっても

外出をしていきいきと人生を送っている地域高齢者

の経験談を聞くことができる機会を作るという代理体

験を用いることも考えられる。

このように個人と地域の視点で考えると、個人への

支援のみでは限界がある。地域高齢者が外出に対し

ての自己効力感を上げることができるよう、個別の支

援を積み重ねると共に地域の状況や課題を地域住

民と共有し、地域住民が主体となった地域づくりに向

けて支援をしていくことが閉じこもり予防・支援におい

て重要であると考える。

（４）本研究の限界と今後の課題

本研究は対象者数が少ないこと、特定の地域に限

定していること、調査期間に積雪期が含まれているた

め、季節により外出頻度に変動がある対象者がいるこ

と、横断的な研究であることから、閉じこもりの要因を

特定するには限界がある。また、本研究では「抑うつ

気分」が閉じこもりに影響する可能性が示唆された。

今後、抑うつの変数を含めた上で閉じこもりとの関連

要因を検討し、地域高齢者の閉じこもり予防・支援活

動を発展させていくことが必要である。
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６．結語

本研究では、以下のことが明らかになった。

①本研究での地域高齢者の閉じこもりの割合は、全

体の 9.3％であった。

②「外出に対する自己効力感」が地域高齢者の閉じ

こもりに関連していた。

③「外出に対する自己効力感」のうち、「おっくうな時

でも外出できる」自信の程度が閉じこもりに影響を与

えていることが示唆された。

④閉じこもり予防・支援では、個々の地域高齢者の生

理的感情的状態や地域の立地特性の把握を行い、

地域高齢者が外出に対して自己効力感を上げるこ

とができるような支援を行っていく必要がある。

⑤外出に対する自己効力感を上げるためには、利便

性の低い地域での高齢者が利用しやすい交通手

段の確保や高齢者が冬期間でも通りやすい道路整

備の検討等の地域の環境整備や高齢であっても外

出をしていきいきと人生を送っている地域高齢者の

経験談を聞くことができる機会を作る等の個人と地

域の両側面からの支援が重要である。

付記

本研究は旭川医科大学大学院医学系研究科修士

課程看護学領域地域保健看護学専攻の修士論文に

加筆・修正を加えたものである。
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論文

認知症の家族介護における社会福祉専門職の支援に関する一考察

－ 北海道認知症の人を支える家族の会会員への調査から －

黒澤 直子（北翔大学生涯スポーツ学部）

要旨

認知症介護において家族介護者が抱える困難の状況を把握し課題を明らかにすること、特に社会福祉専門

職が関わる「相談」に着目した困難への対処に関して、必要とされる有効な支援のあり方とその時期について探

ることを目的とし、北海道認知症の人を支える家族の会会員を対象とした調査を実施し、得られたデータを分析

した。その結果、認知症の介護を行っている家族介護者は認知症発症からすぐの段階で相談できる場所を求め

ていることが明らかとなった。特に医療機関や地域包括支援センターへの相談の要望が高い。また、介護期間

の経過とともに、具体的なサービス利用へと希望が変化する時期があるため、認知症の進行に伴ってサービス

利用ができるようにケアマネジャーや他機関との連携も必要である。また、介護期間の長期化により、家族介護

者は、「認知症に対する社会の理解」「周囲の認知症への理解」「周囲の認知症介護への理解」をより強く望むこ

ともわかった。これらはソーシャルアクションとして社会福祉専門職が取り組むべき課題であるといえる。

キーワード： 認知症 家族介護者 困難 社会福祉専門職 支援

１．はじめに

2013 年の厚生労働省の推計によると、65 歳以上

の高齢者のうち認知症をもつ人は推計 15％おり、

2012 年時点で 462 万人であり、65 歳以上の約 7 人

に 1 人が認知症であることが明らかになった。さらに、

団塊の世代が 75 歳以上になる2025 年には認知症

の有病者数は約 700万人となるとの推計を示した1）。

こうした状況を踏まえ、2012 年には「認知症施策推

進 5 か年計画 (オレンジプラン)｣が策定され、全国の

自治体で認知症の人とその家族の支援体制を緊急

かつ計画的に整備する取り組みを推進するとした 2）。

その内容としては、「認知症ケアパスの作成・普及」

「認知症の早期診断・早期対応の体制整備」「地域で

の生活を支える医療介護サービスの構築」などが挙

げられている。2013 年から2017 年までの整備目標

として具体的な数値も挙げられており、「認知症初期

集中支援チーム」はすでに全国でモデル事業を実施

しており、2013 年度には全国 14 か所で展開され、

2014 年度は地域支援事業等として 108 か所で初期

集中支援が開始されている。地域での日常生活・家

族への支援の強化の具体策として普及が推進された

「認知症カフェ」についても全国で取り組みが広がっ

ており、その効果や役割について報告されている 3)4)。

これらは「地域で生活を支える」ことに重点を置いた

施策であり、「家族の支援の強化」も打ち出されてい

る5) 。2015 年 1 月には認知症の将来推計によりさら

に有病率が増加することを踏まえ、「認知症施策推進

総合戦略（新オレンジプラン）」を公表した１）。オレン

ジプランの目標の引き上げなどが盛り込まれている。

これらのプランのなかでは、「家族の支援」は重要

な施策の１つとして打ち出されており、新オレンジプラ

ンでは７つの柱の１つとして「認知症の人やその家族

の視点の重視」として明記されている。認知症カフェ

の普及や「早期診断・早期対応」における「初期集中

支援チーム」についても家族の支援が組み込まれて

いる。しかし、それらが家族介護者の健康や社会へ

の参加といった総合的な支援まで幅広く捉えていると

はいえない。

また、2016 年度から介護報酬の 2.27％の引き下
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げが予定されている。認知症の人の地域での生活を

支えるためには、家族介護のみではなく介護施設や

介護サービスを利用することが不可欠といえる。介護

報酬の引き下げによって、不足している介護サービス

等がさらに利用しにくい状況になることが懸念されて

いる。特に在宅介護を行っている家族介護者は、認

知症の行動・心理症状（Behavioral and Psychological

Symptoms of Dementia;BPSD ）への対応など、介護

において様々な困難を抱えながらも介護サービス等

を活用し介護を継続しているケースが多い。主な介

護者と要介護者等との続柄では家族介護者が7 割を

超え、家族が介護の多くを担っている状況がある6) 。

そのため、認知症高齢者を介護する家族は本人の不

安感や孤独感と向き合う必要性もある。認知症の介

護は長期に及ぶことも多く、その症状の変化により、

家族は精神的な負担やストレスを抱えることが多く、

「終わりがない」「大変さを周りが理解してくれない」

「孤立」「自己嫌悪」など先の見えない介護や周囲の

無理解により孤独に陥ってしまう状況がある 7）。先に

述べたように、認知症の有病者数は増加することが明

らかになっているなかで、その介護にあたっている家

族への対応は急務であるといえる。

本研究は、認知症介護において家族介護者が抱

える困難の状況を把握し課題を明らかにすること、特

に社会福祉専門職が関わる「相談」に着目した困難

への対処に関して、必要とされる有効な支援のあり方

とその時期について探ることを目的とした。

２．調査の概要

（１）調査目的

本調査の目的は、認知症の人の家族介護者が抱

える困難の内容を明らかにし、介護の過程の中で、ど

の時期に、どのような支援を求めているのかを探るこ

とである。

(２）調査方法

2013 年 10 月～11 月、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。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。550 部配布し、回収数 341 部(62％)であった。

（３）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）基本属性

回収数は 341 人、有効回答は 323 人(有効回答

率：94.7％)であった。介護者の概要を表 1に示した。

介護者では、性別は女性 255 人(78.9％)、男性 68

人(21.1％)であった。年齢は 60 歳代が 120 人

(37.2％)と最も多く、次いで 70 歳代が 75 人(23.2％)、

50 歳代が 65 人(20.1％)、80 歳以上が 30 人(9.3％)、

40 歳代が 14 人(4.3％)、39 歳以下が 5 人(1.5％)で

あった。介護年数は 3～5 年が 87 人(26.9％)と最も

多く、次いで 6～9 年が 82 人(25.4％)、10～14 年が

70 人(21.7％)、1～2 年が 31 人(9.6％)、1 年未満が

18 人(5.6％)、15～19 年が14 人(4.3％)、20～24 年、

25 年以上がそれぞれ 7 人(2.2％)であった。認知症

の人の続柄の主なものは、実母 120 人(37.2％)、姑

69人(21.4％)、夫 67人(20.7％)、妻 38人(11.8％)、

実父 36 人(11.1％)であった。認知症の人との居住形

態では、同居 211 人(65.3％)、別居 61 人(18.9％)、

近居 24 人(7.4％)であった。

認知症の人の概要を表 2 に示した。認知症の人の

性別は、女性 227 人(70.3％)、男性 89 人(27.6％)で

あった。年齢は 75～79 歳が 71 人(22.0％)と最も多

く、次いで80～84 歳が68 人(21.1％)、85～89 歳が

52 人(16.1％)、70～74 歳が 45 人(13.9％) であっ

た。認知症の診断名は、アルツハイマー型 159 人

(49.2％)、脳血管性 72 人(22.3％)であった。要介護

度の主なものは、要介護 5 が 88 人(27.2％)、要介護

3 が 54 人(16.7％)、要介護 4 が 52 人(16.1％)、
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要介護 2 が 48 人(14.9％)、要介護 1 が 42 人

(13.0％)であった。サービス利用の主なものは、デイ

サービス・デイケアが 219 人(67.8％)、ショートステイ

が138 人(42.7％)、訪問介護が62人(19.2％)であっ

た。

（２）抱えている困難の内容

認知症の在宅介護においてどのような困難を抱え

るのか選択肢を提示し、複数回答を求めた（表３）。な

お、困難の内容については、認知症の人と家族の会

による「認知症の介護家族が求める家族支援のあり

方研究事業報告書」8）を参考とした。得られた回答に

ついては多いものから順に、「ストレスや疲労感が増

加した」239 人(74.0％)、「自分が自由に使える時間

がなくなった」169 人(52.3％)、「睡眠時間が減った」

134 人(41.5％)、「体調が悪くなった」123 人(38.1％)、

「時間のやりくりが難しくなった」110 人(34.1％)、「家

事時間が増加した」106 人(32.8％)、「支出が増えた」

表1 介護者の概要

ｎ(％）
性別
女性 255（78.9）
男性 68（21.1）

年齢
39歳以下 5（ 1.5）
40歳代 14（ 4.3）
50歳代 65（20.1）
60歳代 120（37.2）
70歳代 75（23.2）
80歳以上 30（ 9.3）
未記入 14（ 4.3）

介護年数
1年未満 18（ 5.6）
1～2年 31（ 9.6）
3～5年 87（26.9）
6～9年 82（25.4）
10～14年 70（21.7）
15～19年 14（ 4.3）
20～24年 7（ 2.2）
25年以上 7（ 2.2）
未記入 7（ 2.2）

認知症の人の続柄

（複数回答）
夫 67（20.7）
妻 38（11.8）
実母 120（37.2）
実父 36（11.1）
姑 69（21.4）
舅 15（ 4.6）
兄弟姉妹 14（ 4.3）
子ども 10（ 3.1）
その他 13（ 4.0）

居住形態
同居 211（65.3）
近居（徒歩圏内） 24（ 7.4）
別居 61（18.9）
その他 27（ 8.4）

表2 認知症の人の概要

ｎ（％）
性別
女性 227（70.3）
男性 89（27.6）
未記入 7（ 2.2）

年齢
50歳代未満 17（ 5.3）
60～64歳 31（ 9.6）
65～69歳 22（ 6.8）
70～74歳 45（13.9）
75～79歳 71（22.0）
80～84歳 68（21.1）
85～89歳 52（16.1）
90～94歳 18（ 5.6）
95～99歳 2（ 0.6）

認知症の診断名
アルツハイマー型 159（49.2）
脳血管性 72（22.3）
レビー小体型 13（ 4.0）
前頭側頭型 5（ 1.5）
混合型 13（ 4.0）
その他 16（ 5.0）
不明・未診断 46（14.2）

要介護度
要支援１ 5（ 1.5）
要支援２ 18（ 5.6）
要介護１ 42（13.0）
要介護２ 48（14.9）
要介護３ 54（16.7）
要介護４ 52（16.1）
要介護５ 88（27.2）
申請中 2（ 0.6）
未申請 20（ 6.2）

サービスの利用
デイサービス・デイケア 219（67.8）
訪問介護 62（19.2）
ショートステイ 138（42.7）
訪問看護 47（14.6）
訪問診療 31（ 9.6）
訪問リハビリ 10（ 3.1）
その他 43（13.3）
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78 人 (24.1％)、「家族と認知症の

人との関係が悪くなった」74 人

(22.9％)、「気軽に相談できる相手

がいない」57 人(17.6％)、「自分の

状況を理解してくれる人がいない」

56人(17.3％)、「話や愚痴を聞いて

もらえる人 が い ない 」52 人

(16.1％)、「親族との関係がうまくい

かなくなった」48 人(14.9％)、「家族

との関係がうまくいかなくなった」42

人(13.0％)、

「仕事を退職したり転職した」40 人

(12.4％)、「収入が減った」40 人

(12.4％)、「子どものことに手が回ら

ない」19 人(5.9％)、「周りの人の態

度が変わった」17 人(5.3％)、「仕事

がうまくいかなくなった」14 人

(4.3％)、「ご近所との関係がうまくい

かなくなった」13 人(4.0％)、「家族

の結束が弱くなった」11 人(3.4％)であった。「その他」

には「なし」という記入もあり、困難を感じなかったとい

う回答もあった。また「介護により病気になり、自分が

介護される側になった」「長時間の外出が難しい」「ケ

アマネやヘルパーとの関係で悩んだ」という回答もみ

られた。

（３）困難への対処

このような困難に対しての対処方法の一つとしてど

こに相談しているか質問した（表４）。「家族に相談し

た」231 人(71.5％)、「専門職に相談した」261 人

(80.8％)と、7 割の人が家族に、8 割の人が専門職に

相談している。家族の内訳としては、「夫」106人、「娘」

89 人、「息子」66 人が多く、専門職では「ケアマネジ

ャー」179 人、次いで「かかりつけ医」91 人であった。

他に、「友人に相談した」72 人(22.3％)、「近所の人

に相談した」13 人(4.0％)、「相談しなかった」29 人

(9.0％)となっている。「その他」78 人(24.1％)と多数

であるのは、家族会の会員を調査対象としたため、家

族会への相談がその他に含まれているためである。

（４）相談先の実際と希望の比較

困難の対処方法として、専門職に相談した人の相

談先の内訳と、困難を感じた時期にどこに(誰に)相談

できればよいと考えるか質問した結果を比較した（表

５）。実際と希望の間に差が生じた専門職としては、認

知症専門医（実際 18.6％、希望 34.1％）、地域包括

支援センターの社会福祉士 (実際 20.1％、希望

33.4％)、施設のソーシャルワーカー(実際 12.4％、

希望 24.1％)、かかりつけ医(実際 28.2％、希望

37.5％ )、医療機関のソーシャルワーカー（実際

11.8％、希望 18.0％）となった。

表3 困難の内容（複数回答）

ｎ（％）
仕事を退職したり転職した 40（12.4）
仕事がうまくいかなくなった 14（ 4.3）
収入が減った 40（12.4）
支出が増えた 78（24.1）
ストレスや疲労感が増加した 239（74.0）
体調が悪くなった 123（38.1）

家事時間が増加した 106（32.8）
子どものことに手が回らない 19（ 5.9）
時間のやりくりが難しくなった 110（34.1）
家族と認知症の人との関係が悪くなった 74（22.9）
家族の関係がうまくいかなくなった 42（13.0）
ご近所との関係がうまくいかなくなった 13（ 4.0）
親族との関係がうまくいかなくなった 48（14.9）
家族の結束が弱くなった 11（ 3.4）
周りの人の態度が変わった 17（ 5.3）
話や愚痴を聞いてもらえる人がいない 52（16.1）
自分の状況を理解してくれる人がいない 56（17.3）
気軽に相談できる相手がいない 57（17.6）
睡眠時間が減った 134（41.5）
自分が自由に使える時間がなくなった 169（52.3）
その他 16（ 5.0）

表4 困難への対処（複数回答）

ｎ（％）
家族に相談した 231（71.5）
専門職に相談した 261（80.8）
友人に相談した 72（22.3）
近所の人に相談した 13（ 4.0）
相談しなかった 29（ 9.0）
その他 78（24.1）
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（５）最も困難を感じた時期と困難を防ぐ手段

家族介護者が認知症の人の介護のなかで最も困

難を感じた時期と、どのようなことがあれば困難を感じ

ることが防げると考えるか質問した（表６）。最も困難を

感じた時期は多い順に、3～5 年が 99 人、1～2 年が

86 人、6～9 年が61 人、1 年未満が 58 人であった。

困難を防ぐためには、相談窓口の充実、認知症対応

サービスの充実が必要と答える人が全体でそれぞれ

76.8％、78.3％と7 割を超えた。内訳としては、相談

窓口が医療機関(45.8％)と地域包括支援センター

(48.9％ )、認知症対応サービスがデイサービス

(56.7％)、ショートステイ(53.6％)、入所施設(53.6％)

の充実を求める割合が高い。またそれらの具体的な

サービス以外にも、「周囲の認知症介護への理解」

53.3％、「周囲の認知症への理解」46.4％、「認知症

に対する社会の理解」43.0％となった。

（６）相談したい時期と相談窓口の希望

認知症の症状が出始めてから、どの時期に相談で

きるところがあるとよいか質問した（表７）。「発症後す

ぐ」が 193 人と最も多く、1 年未満が 86 人、1～2 年

が 44 人、3～5 年が 23 人、6～9 年が 13 人であっ

た。また、「発症後すぐ」と答えた人では、困難を防ぐ

手段として相談窓口を希望する割合が高く、医療機

表5 相談先の実際と希望（複数回答） n=323 単位：nに占める％（実数）

実際 希望
ケアマネジャー 55.4（179） 60.7（196）
M SW 11.8（38） 18.0（58）
地域包括支援センターSW 20.1（65） 33.4（108）
かかりつけ医 28.2（91） 37.5（121）
認知症専門医 18.6（60） 34.1（110）
医療機関 看護師 7.4（24） 10.5（34）
訪問看護師 8.4（27） 11.1（36）
訪問ヘルパー 8.0（26） 12.7（41）
施設介護士 13.3（43） 19.2（62）
施設SW 12.4（40） 24.1（78）
その他 13.0（42） 8.4（27）

表6 最も困難を感じた時期と困難を防ぐ手段のクロス表 単位：nに占める％（実数）

全体

（n＝323）

1年未満

（n=58)

1～2年

（n＝86）

3～5年

（n＝99）

6～9年

（n＝61）

10～14年

（n=12)
相談窓口の充実 76.8（248） 86.2（50） 77.9（67） 77.7（77） 72.1（44） 75.0（9）

医療機関 45.8（148） 55.1（32） 50.0（43） 47.5（47） 37.7（23） 41.6（5）
地域包括支援センター 48.9(158) 56.9（33） 51.2（44） 49.5（49） 42.6（26） 58.3（7）
保健センター(保健所) 18.6（60） 17.2（10） 22.1（19） 15.2（15） 23.0（14） 25.0（3）
市役所(区役所) 25.4（82） 29.3（17） 24.4（21） 22.2（22） 29.5（18） 16.7（2）
家族の会 48.9（158） 46.6（27） 53.4（46） 53.5（53） 44.3（27） 66.7（8）

認知症対応サービスの充実 78.3（253） 84.4（49） 79.1（68） 76.8（76） 80.3（49） 83.3（10）
デイサービス 56.7（183） 69.0（40） 51.1（44） 51.5（51） 68.9（42） 66.7（8）
ショートステイ 53.6（173） 62.1（36） 51.1（44） 53.5（53） 57.4（35） 66.7（8）
ヘルパー 24.1（78） 29.3（17） 36.2（21） 18.2（18） 24.6（15） 25.0（3）
入所施設 53.6（173） 51.7（30） 50.0（43） 59.6（59） 54.1（33） 66.7（8）

認知症に対する社会の理解 43.0（139） 39.7（23） 44.2（38） 41.4（41） 47.5（29） 50.0（6）
周囲の認知症への理解 46.4（150） 41.4（24） 44.2（38） 43.4（43） 60.7（37） 50.0（6）
周囲の認知症介護への理解 53.3（172） 48.3（28） 55.8（48） 48.9（48） 62.3（38） 91.7（11）



北海道地域福祉研究 第 18 巻

43

関が55.4％、地域包括支援センターが53.4％であっ

た。1 年未満では医療機関が 45.3％、地域包括支援

センターが 58・1％、1～2 年未満ではそれぞれ

43.2％、3～5 年では医療機関が 43.5％、地域包括

支援センター39.1％と全体的には相談したい時期が

遅いほど医療機関、地域包括支援センターを希望す

る割合は減少していく傾向にある。

４．考察

（１）困難の内容とその時期

困難の内容としては、ストレスや疲労感の増加を 7

割以上の家族介護者が抱えており、それが認知症の

介護による困難だと認識している。自由に使える時間

がなくなったことも半数の家族介護者が困難だと答え

ている。

介護サービスを組み合わせることによって、時間の

創出は可能と思われるが、サービスが不足していたり

使いにくい、または金銭面の問題があることも考えら

れる。また、睡眠時間が減ったり、体調が悪くなるなど

健康面に関する項目も割合が高く、介護に伴う支出

の増加や家族と認知症の人との関係性など環境面で

の変化もある。気軽に相談できることや話や愚痴を誰

かにきいてもらうこと、自分の状況を理解してもらうこと

などをそれぞれ 2 割弱の家族介護者が求めている。

これらは相談窓口の充実や相談職等の専門職によっ

て解消できることであろう。また、質問項目以外に、ケ

アマネジャーやヘルパーとの関係で悩むという自由

記述があったように、介護によって生み出される新し

い関係性に困難を抱えることもある。

介護による疲労の解消や家族介護者の時間の創

出、睡眠時間の確保などのため、特に在宅介護を継

続するにあたっては、さまざまな介護サービスを利用

することが必要になってくるが、ケアマネジャーやヘ

ルパーだけでなく、訪問看護師や入浴サービスなど

認知症の進行に伴ってサービス提供者である第３者

が自宅に出入りすることになる。そこでは介護による

疲労は解消できても、サービス提供者とかかわること

へのストレスが高まる場合もあると考える必要があろう。

家族介護者は専門職と折り合いをつけるようにすると

いう報告があるように 9）、家族が訪問によるサービス

等の専門職に気遣いをし、そのことがさらにストレスを

増強している可能性もあるのではないだろうか。

介護サービスをいくら利用してもすべての困難が

解消できるわけではない。家族介護者は情緒的支援

を求める割合が高いが、そのニーズは満たされてい

ないことも指摘されている 10）。これらは困難を防ぐた

めに必要なこととして、認知症対応サービスの充実だ

けでなく、相談窓口の充実を７割以上の人が求めて

いることからも推察できる。また、認知症の人の介護を

始めてから困難を感じた時期としては、介護開始から

1 年未満で 2 割弱の人が困難を感じ始め、1～2 年

目、3～5 年目と年数が経過するごとに増加している。

認知症の介護では初期の頃から家族介護者は困

難を抱えながら介護を行っており、認知症の進行に

伴うBPSD の出現により、本人だけでなく家族も含め

た生活状況が変化していくなかで、困難を感じること

が増加していくのだろうと推察できる。介護開始 6 年

目以降では困難を感じる割合が減少することから、初

期の段階での困難に対処できる支援が重要であるこ

とがわかる。

表7 相談したい時期と相談窓口希望のクロス表（複数回答）単位：nに占める％（実数）

全体

（n＝323）

発症後すぐ

（n＝193）

1年未満

（n＝86）

1～2年

（n＝44）

3～5年

（n＝23）

6～9年

（n＝13）
相談窓口の充実 76.8（248） 81.7(158) 81.4(70) 81.8(36) 82.6(19) 69.2(9)

医療機関 45.8（148） 55.4（107） 45.3(39) 43.2(19) 43.5(10) 46.2(6)
地域包括支援センター 48.9(158) 53.4（103） 58.1(50) 43.2(19) 39.1(9) 53.5(7)
保健センター(保健所) 18.6（60） 19.7（38） 20.9(18) 18.2(8) 13.0(3) 15.4(2)
市役所(区役所) 25.4（82） 28.0（54） 25.6(22) 29.5(13) 30.4(7) 46.2(6)
家族の会 48.9（158） 51.3（99） 53.5(46) 61.4(27) 69.6(16) 61.5(8)
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（２）社会福祉専門職との関わり

実際に相談している専門職ではケアマネジャーの

割合が高いが、相談したい専門職としては、医師や

地域包括支援センターの社会福祉士が3割を超えて

いる。他に、施設のソーシャルワーカーと医療機関の

ソーシャルワーカーが、実際に相談した専門職と希

望する専門職の差が大きい。このことから、身近な専

門職として介護保険利用の際に必ず相談できる場が

設けられているケアマネジャーには相談できているが、

他の相談職等には相談したいができない場合もある

ことが考えられる。特に、地域で認知症を疑ったとき

に最初に関わる可能性がある地域包括支援センター

や、認知症の診断を受けたときに関わる医療機関で

の相談を望んでいると考えることができるだろう。

認知症の介護において、最も困難を感じた時期と

困難を防ぐ手段の関連をみると、困難を感じた時期

が早いほど相談窓口の充実を望んでいることがわか

る。特に医療機関と地域包括支援センターへの相談

を望む家族介護者が 1 年未満、1～2 年では 5 割以

上と半数の家族が回答している。その後、徐々に相

談への希望の割合が減少し、認知症対応サービスの

充実を望む割合が増えていることから、認知症が進

行し具体的なサービス利用へと希望が変化する時期

があることが推察できる。

また、相談したい時期と困難を防ぐ手段として相談

窓口の希望との関連をみると、発症後すぐに相談し

たい先として、医療機関を挙げている家族介護者が5

割を超え、他の時期との差が大きかった。相談したい

専門職として、上位に挙がっていたのが医師や相談

職であることを考えると、認知症の診断を受けてすぐ

に、症状への対応や介護のあり方、家族が認知症に

なったことへの受け止めなど、家族介護者が抱えるさ

まざまな課題に対応することが求められているのでは

ないかと推察できる。相談窓口の希望として医療機関

を多くの家族介護者が挙げているにも関わらず、相

談したい専門職として医療機関のソーシャルワーカ

ーの割合が医師に比べて半数程度と少ないのはそ

の認知度の差によるものであるとも考えられる。認知

症の診断を受けてすぐに医療機関において相談でき

る体制を整える必要があるといえるだろう。相談職や

医師については、相談先の実際と希望の間に差があ

ることから、ケアマネジャーのように相談できる場が必

ず設定されるという体制づくりが求められる。

５．おわりに

今回の家族介護者への調査結果から、認知症の

介護を行っている家族介護者は認知症発症からすぐ

の段階で相談できる場所を求めていることが明らかと

なった。特に医療機関や地域包括支援センターの割

合が高く、現在行われている認知症初期集中支援チ

ームはその役割を果たすことが期待される。しかし、

専門職連携に関しては、地域の諸機関と有効な連携

が行われているものの、医師や医療機関との関係に

ついては認知症高齢者の在宅生活を可能にするほ

ど十分ではないとも指摘されている 11）。認知症の進

行に伴ってBPSD の出現に対応する介護を行うため

には、医療機関との連携が不可欠であると考えられる。

家族介護者が望んでいるように、医療機関や地域包

括支援センターの役割として、相談窓口充実をはか

ることが必要である。また、困難を感じた時期が 1 年

未満では高い認知症対応サービスの充実を望む回

答が、1～2 年、3～5 年と減少していくが、6 年以降

に再び上昇することから、認知症の進行に伴ってサ

ービス利用ができるようにケアマネジャーや他機関と

の連携も必要だといえる。家族介護者は、「認知症に

対する社会の理解」「周囲の認知症への理解」「周囲

の認知症介護への理解」について、困難を感じた時

期が遅いほど多くの人が困難を防ぐ手段となると答え

ている。これらはソーシャルアクションとして社会福祉

専門職が取り組むべき課題ではないだろうか。

今回の調査では認知症の人と家族の会の会員を

対象としたため、すでにほとんどの人が何らかの介護

サービスを利用し、家族会からの情報や相談を活用

していた。そのため、長期間の介護を在宅で継続して

いる場合も多かったと考えられる。しかし、調査のなか

では、家族会の会員でも相談窓口の充実を望み、介

護開始すぐからの相談が必要と答えている。現在進
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行中の「認知症施策推進 5 か年計画 (オレンジプラ

ン)｣を遂行していくためには、先にも述べた認知症初

期集中支援チームが大きな役割を担っているとされ

る12）。認知症の早期発見・早期診断や困難事例への

対応を期待されており、地域包括支援センター等の

認知症初期集中支援チームが初回アセスメント訪問

からチーム会議の開催、医療機関との連携等の在宅

初期集中支援を実施し、家族への支援として対応方

法のアドバイス等も盛り込まれている。しかし、このシ

ステムについては、初期の対応に重点が置かれてお

り、今回の調査で明らかになったように「進行に伴い、

相談したい内容も変わる」「どの時期もその時々の困

難がある」という家族介護者に対応できる相談体制の

充実が望まれる。また、その後の専門職や専門機関

同士の連携も課題であると思われる。今後、家族介

護者への面接調査等の実施により、具体的なニーズ

の検討をおこなう必要性があると考える。
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論文

在宅脳卒中患者における日常生活動作能力の現状と対策について

難波 志帆 （北海道科学大学保健医療学部）

棚橋 嘉美 （北海道科学大学保健医療学部）

鴨志田 麻実子 （特定医療法人平成会 平成会病院）

要旨

わが国の人口に対する高齢化率は、今後ますます高くなっていくことが推計されている。2000 年に創

設された介護保険制度では、被保険者・利用者ともに増加し、介護保険財政は既に逼迫した状態である。

中でも脳卒中は、軽重はあるものの後遺症を残すことから、要介護状態となる原因として最も多いと報

告されている。介護保険施行と同年に開設された回復期リハビリテーション病棟は、脳卒中など発症し

てから介護保険利用までの間に要介護度を改善させる仕組みとして位置づけられたが、退院後の在宅生

活において日常生活動作能力が低下するという報告が散見される。そこで今回、患者・家族の労力、時

間、医療費をかけて再獲得した日常生活動作能力が、在宅生活でどのように推移しているのか現状につ

いて文献調査を行った。そして、問題点や改善のための対策について検討を行った。

在宅復帰後の脳卒中患者に関して、退院時に比べて移動能力・活動量の低下についての報告が多かっ

た。退院後のサービスについて、適切なサービスが選定されていない可能性と、サービス利用にあたっ

て回復期から生活期の連携の希薄さにより、連続した質の高いサービス提供が実現できないことが示唆

された。

キーワード： 脳卒中 リハビリテーション ADL 在宅生活 連携

１．はじめに

わが国の総人口は減少過程に入っており、平成

38 年には 1 億 2，000 万人を下回り、平成 60 年に

は 1 億人を割ると推計されている。一方、高齢者人口

は「団塊の世代」が 65 歳以上となる平成 27 年に 3，

395 万人、「団塊の世代」が 75 歳以上となる平成 37

年には 3，657 万人に達すると見込まれ、平成 54 年

にピークを迎えるまで増加し続けるといわれている。こ

れにより、高齢化率は上昇を続け、平成 25 年度には

4 人に 1 人、平成 47 年には 3 人に 1 人、平成 72 年

には 2.5 人に 1 人が 65 歳以上の高齢者となると推

計されている。なお、総人口における75 歳以上の高

齢者も増加し続け、平成 72 年には 4 人に 1 人が 75

歳以上の高齢者となると推計されているa)。

一方、厚生労働省がH18年に行った在宅の18歳

以上を対象とした身体障害者実態調査では、身体障

害者の原因を疾患別にみると、心臓疾患 10.1％につ

づき、脳血管障害 7.8％と割合が高かった b）。H22 年

度の国民生活基礎調査では、要介護者等の介護が

必要となった主な原因として、脳血管疾患（脳卒中）

が 21.5％、認知症が 15.3％、高齢者による衰弱が

13.7％、関節疾患が 10.9％、骨折・転倒が 10.2％と

なっている。そして、要介護 3以上では3割が脳卒中

であるｃ)と報告されている。以上のように、脳卒中を発

症すると後遺症を残すことから、在宅脳卒中患者は

多くの場合、介護保険を利用している。

2000 年（平成 12 年）には介護保険制度が施行さ

れたが、同年の診療報酬改定では、回復期リハビリテ

ーション病棟入院料が創設され、医療保険による急

性期の入院サービスから介護保険によるサービスに

移行する間に、要介護度を改善させる仕組みとして、
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回復期リハビリテーション病棟（以下、回復期病棟）が

新設された。しかし、先に述べた高齢者の増加もあり、

介護保険財政は逼迫している。介護保険制度創設

以来の12年間で、65歳以上被保険者が約 1.4 倍に

増加し、要支援・要介護認定者は約3倍、サービス利

用者も約 3 倍に増加している。中でも、要支援・要介

護認定者数のうち、軽度の認定者数の増加が大きく

なっているd)。2015 年（平成 27 年）の介護保険制度

改正では、利用者の負担額変更や要支援者は介護

保険から切り離される見込みとなっている。

２．目的

総人口の減少や高齢化率増加の中で、介護保険

被保険者や要支援・要介護認定者の増加は今後も

明らかである。要支援者の介護保険からの切り離しや

介護保険料の増収といった政策の動向には、今後も

注目していく必要がある。

しかし、今後介護保険制度が改正されていったとし

ても、財政資源に限りがあることに変わりはない。脳卒

中にならないよう予防することも大事であるが、既に

介護保険を利用している脳卒中患者が、在宅生活を

送る中で要介護度があがらないよう取り組むことも、

理学療法士に求められることである。

本研究では、現行制度下での在宅脳卒中患者に

おける日常生活動作（Activities of daily living：

ADL）能力の現状と問題点を整理し、限りある財政資

源を有効活用するための対策を検討することである。

対象は、回復期病棟でリハビリテーションを終えて在

宅復帰した脳卒中患者を中心に調査を行った。

３．方法

厚生労働省の報告書やデータ、また、医学文献検

索システム（Medical online、医学中央雑誌等）を用

いて、『脳卒中・リハビリテーション・ADL・在宅生活・

連携』に関係する論文から文献調査を行った。

４．結果

（１）身体機能・能力、転帰先に関する調査

芳野ら1）は、自宅退院した患者の ADL について

調査している。ADL 評価には機能的自立度評価法

（以下、FIM；functional independence Measure）

を用いており、退院 1 ヵ月後のFIM 運動項目合計の

平均は退院時に比較して、有意に低下していた。各

項目でみると、整容・清拭・更衣上半身・更衣下半

身・階段昇降の 5 項目で有意に低下、一方、排尿コ

ントロール、排便コントロールの 2 項目では有意に向

上していた。特に、通所系サービスを利用している患

者で有意に低下しており、有意差はなかったものの

家屋調査・訪問リハの利用患者の方が、利用してい

ない患者より退院後、FIM が低下する傾向にあった

と報告している。

細井ら2）は、8 名を対象に回復期病棟退院前後 1

ヶ月の活動量を計測したところ、5 名において退院後

有意に低下し、有意に増加していた者はいなかった。

退院後、リハビリテーションを実施していない 3 名は

いずれも活動量が低下していたと報告している。

原田ら 3）は、在宅脳卒中患者 60 名を対象に退

院後の調査時点とその 1 年後の ADL 変化を報告

している。その結果、退院後の調査時点での「年齢」、

「下肢の中枢性運動麻痺の程度」、「15 分以上の屋

外歩行の頻度」がADL 変化に影響している因子と考

えられた。

浜岡ら4）は、在宅で 1 年以上経過した在宅脳卒中

患者 117 名を対象に、生活範囲とADL 能力につい

て1年間の追跡調査結果を報告している。ADL評価

には Barthel Index（以下、BI）を使用し、入院時 BI

と退院時 BI の差の BI 利得を算出している。結果、

高活動者より低活動者では有意に BI 利得が低下し

ていた。歩行可能者のみならず車椅子利用者におい

ても、週 1～3 回以上、町内までの活動を行うことで

ADL 低下の予防に繋がることが示唆された。また、

要介護認定有りの患者は認定無しの患者よりADL

が低下しやすいことも示唆された。

福尾ら5）は、発症後 6 ヶ月以上経過した在宅脳卒
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中患者 40名と65歳以上の地域高齢者 39名を対象

に、身体活動量の現状と影響を及ぼす因子について

報告している。両群の比較では、家族構成以外の、

生活の広がり（以下、Life Space Assessment）、

Brunnstrom recovery stage、Timed up&go、連続

歩行距離、Functional movement scale、床上坐位

と立位の反復回数、FIM、主観的健康感、年齢、配

偶者の有無、転倒恐怖感において脳卒中者が低値

を示した。また、脳卒中者の LSA は Brunnstrom

recovery stage 以外の評価項目と有意な相関を示し

たと報告している。

宮原ら6）は、診療所に通院している片麻痺患者 20

名を、週3～5回、5年間運動を継続した継続者群と、

1 年で運動を中断し、以降は 3 年後、5 年後に測定

のみ実施した非継続者群に分け、BMI、両側の握力、

両側の膝伸展筋力、最大 10ｍ歩行テスト、BI 等を比

較した。非継続者群では全ての測定値で測定を行う

毎に有意な低下を示した。

村上ら7）は、脳血管障害患者における介護保険導

入前後の対象者で比較調査を行った。転帰先に関し

ては、在宅退院と転院が減少し、施設入所が増大し

た。

（２）身体能力と介護負担感の関係に関する調査

武政ら8）は、通所リハビリテーションサービスを利用

している在宅高齢脳卒中の要介護者とその家族を対

象に調査をした。介護者の続柄は配偶者が最も多く、

女性の割合が高かった。要介護者も介護者も高齢で

老老介護という現状であった。介護者の年齢が高い

ほど痛みやうつ状態・うつ傾向が見られ、介護者の生

活の質（以下、QOL：Quality of life）と要介護者の

ADL は一部に中等度の相関が見られた。

中越ら 9）は、デイケアを継続して利用している要介

護者と、同居している家族介護者に初回調査と 5 年

後に追跡調査を行った。追跡時に介護負担が高く

なっていたグループでは、要介護者の認知機能と、

介護者の QOL 指標のうち SF-36「身体の痛み」に

関する項目が有意に低下していた。追跡時に要介護

者のFIM が低下したグループはそうでないグループ

に比べ、要介護者の認知機能が有意に低下し、介護

者の介護負担は有意に増加していた。

山崎ら 10）は、新規に訪問リハビリを開始した利用

者とその主介護者を対象に、訪問リハビリ開始日と、

開始 3 ヵ月後の 2 回調査を実施した。3 ヶ月間の訪

問リハビリの介入前後で、利用者の介護度・BI に有

意差は認められなかった。日本語版 Zarit とその下

位尺度である介護そのものから生じる負担を表す

personal strainは、介入前より介入後の平均値が有

意に低かった。これらのことから介護負担感の軽減は、

利用者の動作能力の変化に伴うものよりも、訪問リハ

ビリが直接主介護者にもたらした効果であると報告し

た。

渡邊ら11）は、介護保険が導入された前後の 1999

年と2010 年で、毎日の生活に手助けが必要な脳卒

中患者の介護状況と介護負担感についてアンケート

調査をしている。2010 年の方が有意に高齢で、リハ

実施例は有意に増加していた。ADL 能力に有意差

は認められなかった。1999 年と比べてサービス内容

は変化しており、「通所介護」や「通所リハ」が多いの

は変わらないが、「福祉用具貸与」や「福祉用具購入

費支給」が増加し、「訪問入浴」は減少していた。一

方、毎日の生活に手助けが必要にも関わらず、要介

護認定を受けていないものは11名いた。介護負担感

は両年に差は無く、1 日の介護に費やす時間は 12

時間以上が最も多いことも差はなかった。2010 年調

査では、重度の介護を要する患者も在宅生活をして

いる現状がわかった。また、1999 年調査の介護負担

感と変わりはなかった。

５．考察

（１）回復期病棟創設前後の研究報告

H12 年（2000 年）に回復期病棟が創設される以前

から、在宅脳卒中患者は退院後にADL低下を招くこ

とが研究報告されていた 12～14）。そして今回、回復期

病棟創設以降においても、在宅脳卒中患者の活動

量低下や ADL 能力低下という研究報告が散見され

た。同年の介護保険導入では、在宅生活を支援する

サービスを利用することにより、要介護度が重くなって
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も高齢者が住みなれた地域で自立して生活できるよ

うな体制となったが、研究報告にもあるように必ずしも

それぞれのサービスの目的を果たしているとは言え

ない。在宅生活を送る中で介護保険サービスを利用

していても、要介護者の身体能力が低下したり、介護

者の介護負担感は介護保険導入前より有意な改善

が見られていないという報告もされている。一方で、

渡邊らの報告にあったように、在宅復帰する脳卒中

患者が重度化しているにも関わらず、以前と介護負

担感が変わらないという結果はポジティブな結果と言

えるかもしれない。ただし、文献自体が少ないため、

今後生活期における研究の蓄積は課題の１つである。

（２）介護保険分野の現状

在宅ではリハビリテーションサービスに対するニー

ズが高いにも関わらず、専門職としての理学療法士・

作業療法士等の介護保険施設での配置は十分とは

いい難くe)、訪問リハにおいても在宅への関わりが少

ないために訪問看護がその肩代わりをしている状況

も多い。このように、退院後の脳卒中患者が ADL 低

下を招く理由としては、介護保険分野におけるハ

ード面の不十分さがある。これについては、冒頭で

述べた介護保険財政逼迫とともに「2025年問題」とい

われる、4 人に 1 人が 75 歳以上となる超高齢社会を

目前にし、最も喫緊の課題の１つである。

（３）ADL・QOL 低下につながる要因

要介護者の ADL 能力低下や、介護者の QOL 低

下に対する要因として、多くの研究で報告されていた

項目は「移動能力」である。

移動能力は回復期から在宅復帰の条件ともなる

ADL 項目であるとともに 15-19）、在宅復帰後の移動能

力低下は活動量の低下につながる。少なからず後遺

症を残す脳卒中患者では、病前よりも身体機能・能

力が低くなり、病前のように活動ができない、あるいは

転倒恐怖感がある場合や、動作に時間がかかるとい

ったことから、本人が自ら動くことに対し億劫になる・

家族が介助してしまうといった様々な理由で、本人の

活動量確保が難しくなることが多い。活動量低下によ

り、普段から動く機会がないと、回復期病棟で再獲得

した能力も低下しやすい。更に、調査報告にもあった

ように加齢によっても、健常高齢者に比べ身体機能・

能力低下に拍車がかかるため、結果的に ADL 能力

低下を招き、家族の介護量が増える。そして更なる活

動量低下という負のスパイラルに陥りやすい。集中的

にリハビリテーションを実施する回復期病棟を退院し

た後の在宅生活では、生活自体がリハビリテーション

となり、いかに日常生活を送る中で個々の身体機能・

能力を維持していくかということが大変重要である。

退院後、外的要因としてのリハビリテーションの機会

は必然的に減少するため、活動量確保を図るために

は、退院時の移動能力を可能な限り高めておくことが

1 つの重要な要因である。

（４）適切なサービス利用

（３）における活動量確保について生活期の視点か

ら実施できることは、ADLが未自立・運動習慣が身に

ついていない・毎日の生活に手助けが必要・家族の

支援が得られない場合などでは、適切なサービス利

用を検討することであると考える。

このサービス選定の際に「要介護者・介護者に適

切なサービスが選択されていない」ということも能力低

下の原因として考えられる。１つは、先ほど述べたハ

ード面の不足があっても生じる。利用したいサービス

がその地域にない場合には、代替サービスをあてが

うことになってしまう。また、利用したいサービス資源

が少ないために満員となっている場合は、空きができ

るまで待機となってしまう場合や、他のサービスを検

討することにもなる。特に、小さい市町村においては、

利用したいサービスに引き継げないというケースを

多々経験したことがある。

また、サービス選定においては、要介護者自身に

考慮することはもちろんであるが、同居家族や介護者

を考慮することも重要である。調査した文献の中には、

介護負担感は要介護者のFIM や認知機能と負の相

関を中等度示すと報告しているものや、要介護者の

ADL 能力に依存しないとの報告もあり、介護負担感

に強く影響する因子を導き出すことはできなかった。

これは、脳卒中患者の状態と、各家庭の生活背景が

多岐にわたるため、介護負担感に影響する因子も
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個々に異なるためであると考える。今後、介護負担感

に影響する因子をケースごとに細かく評価し、検証を

積み重ねていく必要がある。いずれにしても、長く安

全な在宅生活を継続するためには、要介護者だけで

なく介護者を取り巻く環境も含めたサービス選定が重

要である。介護保険においてケアプランの作成はケ

アマネジャーが行うが、セラピストはケアマネジャーと

密に情報共有を行い、一度組んだサービスについて、

適宜見直しをしていく必要がある。

（５）回復期から生活期へ移行の現状

回復期から生活期への移行時の連携にも、ADL

能力低下の原因があると考える。回復期病棟退院時

には、患者・家族を取り巻く環境が大きく変化する。ま

ずは、生活する場所である。入院中には自立してい

た ADL も、退院により環境が変わると介助が必要に

なることがある。回復期病棟では退院後の生活を想

定し、極力同様の環境下でリハビリテーションを提供

するが、椅子やソファの高さが僅か数㎝異なると立ち

上がれなくなったり、廊下幅が狭いと方向転換が困難

となることもある。次に、退院後介護保険を利用する

ケースでは、医療から介護へ保険分野が切り替わる。

リハビリテーションサービスを継続するとしても、提供

施設が変わるため担当セラピストも変更を余儀なくさ

れる。

このように、退院を境に全てが変化してしまうのだ

が、回復期から生活期のセラピスト同士の引継ぎは書

面のみで終わることが多い。介護保険サービス開始

前には、サービス担当者会議といって回復期病院の

医療相談員や看護師と、在宅生活支援専門スタッフ

としてケアマネジャーや各種サービスの主任などが一

同に集まり、経過や今後の目標共有を行う会議が開

かれる。しかし、出席に対する報酬評価はなされてお

らず、セラピストが出席できることは多くない。しかし、

脳卒中により呈する状態は多岐にわたり、介入には

個別性のプログラムが求められる。例えば、「立ち上

がれない」ということに対して、その立ち上がり方も、

原因も異なれば、介入するべき部位、方法も個々に

異なってくるのである。これらを書面のみで的確に引

き継ぐことは容易なことではない。

生活期のリハビリテーションは、回復期病棟でのリ

ハビリテーションと同様に、事前に引継がれた内容を

考慮しながらも、問診に始まり、身体機能や家屋環境、

家族の介護力などを実際に評価しながら具体的なリ

ハビリテーションプランを立てることが一般的である。

回復期病棟で毎日行われていたリハビリテーションと

は異なり、生活期では週 1～2 回程度の介入であるこ

とが少なくない。生活そのものがリハビリテーションと

して成り立っていれば問題ないのだが、多くの人は無

意識のうちにより楽でより速い動作を求めやすく、そ

のようなことが続くと麻痺側下肢に体重をかけて支え

る筋力が低下するなど、様々な身体機能・能力低下

を招く。よって、1 回 1 回のリハビリテーション介入が

大変貴重である。不十分な引継ぎのまま開始すると、

質の高いリハビリテーション提供という点から、一度連

続性が途切れてしまいやすいのではないだろうか。

退院直後より質の高いリハビリテーションを提供す

るには、回復期から生活期へのリハビリテーションの

引継ぎを直接的なものにするとよいのではないかと考

える。直接的とは、例えば患者宅でサービス担当者

会議を開催し、実環境下で回復期から生活期のセラ

ピストへ face to face で引き継ぐことである。あるいは

会議への参加がやはり困難な場合には、Web 会議

や動画を用いるなどして実際の利用者の能力や介入

ポイントがわかるような引継ぎが望ましいと考える。

回復期のセラピストは、患者の経過・生活背景・家

屋環境・今後の目標等について、長い入院生活をか

けて患者・家族と共有してきている。退院に際しては

それを生活期のセラピストも含めて共有することが大

変意義のあることだと考える。退院を控えて、期待と

同時に大きな不安を抱える患者・家族にとって、生活

期で関わるセラピストとの信頼関係の構築にもプラス

に作用するはずである。

以上のように、退院後、不要な身体機能・能力低下

を防ぎ、回復期病棟で再獲得した ADL 能力を発揮

するために、現行制度下でも実践できることがあると

考える。

６．結語
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退院後、ADL 能力を落とさないようにするために

は、適切なサービスを退院直後から間をあけずに利

用できるよう調整すること、そして、退院後の数少ない

サービス介入において、質の高いリハビリテーション

を提供することが重要である。

そのためには、ハード面の拡充はもちろんであるが、

退院後のサービス選定を適切に行うこと、そして医療

と介護の連携を強化し、回復期との目標の共有を直

接的に行うことが効率的であると考える。

今後の課題として、在宅生活を支える介護者に関

する調査研究では、一定の傾向は得られていなかっ

た。回復期と異なり長期に渡る在宅生活を評価するこ

とは大変時間のかかる作業であるが、多岐にわたる

脳卒中の状態や個々の生活背景を整理し、検証を

重ねていくことが重要であると考える。
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論文

生活支援に関する複合拠点としての地域食堂の可能性

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

介護保険の制度改正で地域における生活支援サービスの体制づくりが多様なセクターの協力連携を

含めたものとして提示され、今後の保険者である地方自治体の地域包括ケアシステムの構築にとって大

きな課題となっている。地域福祉を推進し、食の提供、住民の居場所づくりの機能を果たす地域食堂は、

多くがボランティア活動に支えられて運営されているが、食の提供だけでは事業の継続性が困難な背景

もあり、地域住民のニーズに応える形で多様な生活支援に関するサービスを展開している。

本稿の目的は、首都圏の２つの事例を分析し、生活支援に関するサービス提供がどのようになされ、

地域食堂の基盤強化と可能性を明らかにすることである。一つ目の事例は、商店街の空き店舗の中に地

域食堂、フリースペース、デイサービスを設けている NPO であり、二つ目の事例は、周りを住宅街や

集合住宅団地に囲まれた公共施設の中で地域食堂を運営するワーカーズ・コレクティブが運営する NPO

である。事例が抱えている課題は地域に必要なサービスを展開する上で、事業の採算性を考慮しながら

複数の事業を手がけることの難しさの中で、介護保険制度改正にともなう生活支援サービスの導入に慎

重な立場ともう一方は行政との協働を図る立場という対照的な取り組みでありながら、両者ともに複合

拠点としての運営戦略を示していることを明らかにした。

キーワード： 地域食堂 生活支援サービス NPO ワーカーズ・コレクティブ

１．研究の目的と方法

本研究では、全国各地でコミュニティ・レストランあ

るいはコミュニティカフェ、地域食堂というように多様

な表現（理念として「コミュニティ・レストラン」と提示し

ている関係者も多い）が使われている地域食堂を対

象として、地域のつながりや支え合いを実現するため

の多機能拠点としての可能性を明らかにすることを目

的としている。ここで取り上げる地域食堂は、概念的

には後述するコミュニティ・レストラン（世古 2007）と

して位置づけられるが、登録制度を基本にしているわ

けではないのでその要件や特徴を指摘することはで

きても統計上に把握出来るものではなく、大半が地域

コミュニティの中で必要とされる課題を自覚しながら

立ち上げている点のような存在であり、多少とも相互

に連絡は取り合っている様子はあるものの北海道の

ようなネットワークを組織１）して情報交換している例は

少ない。したがって、調査するために対象を探すこと

になればウェブ上の情報を拾い集めることになる。た

だし、コミュニティカフェとして賛同者を募る全国情報

の集約化の仕組み２）も登場していることからおおよそ

の動きは把握しうる。全国のコミュニティカフェの動向

を見る限り近年相当数の地域の居場所としての会食

可能な場を提供している団体が増加していることがう

かがえる。

一方、地域包括ケアシステムが政策課題の中核に

位置づけられてきたことで、関連サービスの統合や多

職種連携が課題となっている。つまり、サービスの統

合的機能をどのように実現するのか、誰（どこ）が責任

をもつのか、ということになる。フォーマルなサポート

資源のネットワークに対応するインフォーマルなサポ

ート資源に基礎をおく支え合いのネットワーク構築の
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問題である。

元祖地域食堂というべき「コミュニティ・レストラン」

プロジェクトは、「障害のあるなしにかかわらず地域で

生き、地域で自立して暮らすためのもう一つのしごと

の場づくり」「コミュニティビジネスとしての NPO の起

業」などを目指し、多様で多元的な価値を実現する市

民社会を拓く人材養成をミッションとする特定非営利

活動法人 NPO 研修・情報センター（世古代表）が

1992 年にスタートさせたものである。地域に根を下ろ

すレストランでインターンとして働きながら仕事を覚え、

地域でそれぞれのテーマに合わせたコミュニティ・レ

ストランを開店していくという理念に基づく活動として

スタートした。現在は、食に関心のある人や仲間づくり

をしたい、経済的自立をはかりたい、地域で働く場が

ほしいという多様な人々のニーズに合わせた仕事の

開発や、NPO が地域の課題の解決を図るツールとし

てコミュニティ・レストランを利用することとし、NPO の

共有財産とするため 2004 年に商標登録したことでも

知られる。ここでは、こうしたコミュニティ・レストラン、

地域食堂、コミュニティカフェを共通の目標や理念に

つながるものとしていったん地域食堂として捉えること

とする。

いわゆる地域食堂の展開を傾向として整理するな

らば、第１期は、社会的弱者への支援からはじまるコ

ミュニティレストランプロジェクトとして始まり、社会的な

弱者となりやすい人々への雇用の場の創出を意図し

ていた。その後、食によるコミュニティ再生へと流れが

地域を守るという地域自治の拠点化を意識した活動

へシフトしつつあるといえる。それは、食堂の経営（食

の出会い=会食＋配食＋サロン利用＋自家製産物

の販売コーナー＋ボランティア機会＋放課後児童の

居場所＋釣り好き・菜園好きの貢献の場＋当事者支

援の関係者交流）が総合的な地域住民の居場所に

ふさわしい機能を果たす可能性を有しているためとい

える（杉岡 2013）。

近年は、公的支援を受けた①空き店舗や公共施

設の活用、②当事者支援のネットワーク化、③障害者

などの当事者の参加、④類似の活動のネットワーク化

（面的な解決拠点の形成）がみとめられる。

こうして地域福祉を推進し、食の提供、住民の居場

所づくりの機能を持つ実践的活動としてスタートした

地域食堂は、昨今、地域住民のニーズに応える形で

さまざまな生活支援に関する多様なサービスを提供

している。ここで生活支援についてふれておかなくて

はならない。あらゆるものが生活支援に含まれること

になる可能性がある。比較的概念的な整理をしてい

るとみられるのは上野谷（2011：２）であるが、生活支

援サービスは「人と人とのつながりを尊重したサービ

ス、生活に寄り添い、個別ニーズに即した柔軟なサー

ビスを市民参加による多様な主体による仕組みとして

生みだそうとすること」としており、具体的な仕切り方

は「住民参加型サービスや食事サービスなど」をあげ

ており近隣の助け合いや小地域ネットワークの見守り

などの活動とは区別している。

一方、介護保険制度との関連で問題となるのは要

支援１、２の利用者を対象としたサービスが制度外の

サービスとなることを受けて、生活支援サービスとして

整理３）している。それによると、介護保険の家事援助

の範囲に含まれないと考えられる「直接本人の援助」

に該当しない行為を取り上げて、主として家族の利便

に供する行為又は家族が行うことが適当であると判断

される行為、また利用者以外のものに係る洗濯、調理、

買い物、布団干し、また主として利用者が使用する居

室等以外の掃除、来客の応接（お茶、食事の手配

等）、自家用車の洗車・清掃等をあげることができる。

さらに「日常生活の援助」に該当しない行為として、

①訪問介護員が行わなくても日常生活を営むのに支

障が生じないと判断される行為、例えば草むしり・花

木の水やり・犬の散歩等ペットの世話等②日常的に

行われる家事の範囲を超える行為としての家具・電

気器具等の移動、修繕、模様替え・大掃除、窓のガラ

ス磨き、床のワックスがけ・室内外家屋の修理、ペン

キ塗り・植木の剪定等の園芸・正月、節句等のために

特別な手間をかけて行う調理等というようにかなり細

かな制度外のサービス内容を整理している。こうした

制度外のサービスを生活支援サービスの具体例とし

ておさえることになる。

当然であるが、生活支援サービス４）としてその内容

を個別的に拾い上げることになれば、制度外サービ

スのような例示を確認することになる。本稿で扱う生
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活支援に関するサービスとは、やはりこうした制度外

サービスを基本とするサービスを指すとしかいいよう

がないが、制度外で扱うべきかそうではないのかとい

う議論にはここでは課題を異にすることにつながるの

で触れないこととする。

さて、地域食堂に関して、それを支える担い手は、

無償のボランティアあるいは有償ボランティアとして関

わることが一般的である。この意味では、地域食堂で

提供される食事自体、人件費コストを考慮していない

のであり、健康によい食材を使用して調理をすること

になれば、一般的に収益を上げることは厳しい。そこ

で、地域食堂は、予約数が確認できる配食サービス

の配達先の確保や販売数の見込みを立てることで運

営がカバーされている事例も少なくない。また、広く

生活支援のカテゴリーを捉える立場からすると、見守

りやサロン活動などの地域福祉課題解決に向けた総

合的な地域の拠点となる取り組みにも着手している。

本稿で取り上げる一つ目の事例は、1998 年に設

立された東京都 Y 市の商店街の空き店舗の中に地

域食堂、フリースペース、デイサービスを設けている。

一日の食堂利用数は少ないが、定期的な食事の配

達や介護保険サービスの提供等によって、年間

3,000 万円の収入をあげている。二つ目の事例は、

2004 年に設立した埼玉県 Z 市にある、周りを住宅街

や重合住宅団地に囲まれた市立文化会館の中で地

域食堂を運営している。ワーカーズ・コレクティブとい

う共同出資により労働者自らが自分たちの労働を組

織する自主管理型の事業体（高橋 2003）の形態で

運営するNPO である。

本稿の目的は、聞き取り調査をおこなった２つの事

例を分析して、生活支援サービス展開はどのように仕

掛け（マネジメント）され、地域食堂の基盤強化に結

びついているのかを明らかにすることである。なお、

本稿の事例については、一般社団法人日本社会福

祉学会研究倫理指針の倫理的配慮に基づき、調査

対象者（食堂代表者）に対して文書による説明と口頭

による承諾を得た。

２．地域食堂の運営と課題

地域食堂（コミュニティ・レストラン）の定義は、世古

（2007）によって「『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」としたものが出

発点となっている。一般のレストランと異なり、個人や

NPO 法人、任意団体などが比較的小規模で運営す

る市民起業型の事業を指している。昨今では、障害

者やひきこもりの人たちなどの就労支援として取り組

まれる事例が報告されており、地域食堂として全国的

に広がりがみられている。

世古は、以下の５つの実践のうち、１つ以上を行っ

ているか、または実践を目指しているものをコミュニテ

ィ・レストラン（以下、コミレスと略す）と見なされている

（世古 2007：４）。①：人材養成機能（NPO としてレ

ストランを運営するための人材育成）、②：生活支援

センター機能（高齢者など地域の人々への様々な生

活支援、子育て支援では地域の子育ての先輩である

母親による子育て中の後輩へのアドバイス、子育て

中の母親同士の交流）、③：自立生活支援機能（一

人暮らしなどで食事を作れない人々の自立を食事提

供によって支援する）、④：コミュニティセンター機能

（サロン的機能としての関係づくりを実現する）、⑤：循

環型まちづくり機能（「地産地消」「旬産旬食」「身土不

二」などの食育思想による活動。エコクッキングで生

ゴミなどの排出抑制や生ゴミを肥料化する循環型農

業への接続）である。

さらに、世古（2010）は、地域食堂の設立から運営

に至る要件について、以下のように整理している５）。

（１）どのタイプのコミレスをつくるか

コミレスには、①地域福祉型、②コミュニティづくり

型、③高齢者自立生活支援型、④女性の就労支援

型、⑤子育て支援型、⑥不登校・引きこもり若者自立

支援型、⑦地域コミュニティ再生型、⑧コミュニティビ

ジネス型、⑨共食提案型、⑩高齢者福祉対応型、⑪

NPO の事務所機能併設型、⑫フェアトレード型など

が想定されることから、どのような方向性を目指すの

かを検討する。

（２）目指す方向性をはっきりさせること

コミレスで食べていきたいのか（経営を成り立たせ
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ていけるか）、（担い手を）ボランティアベースでやるか

で随分運営の仕方が違ってくる。コミレスで食べてい

こうとすれば例えば二十席のコミレスだとして、昼食の

提供だけではむずかしい。昼二回転、夜二回転させ

る。

（３）資金関連について

当然のことながら開設に必要な費用と、運転資金

について資金については、①寄付、カンパ、②市民

債券を発行する、③助成金の情報収集とその申請作

業、④融資をNPO バンクや信用金庫、行政の NPO

サポートローンから受けるなど考えておく。

（４）場所探しについて

①目的と地域の傾向があっているか、②場所探し

には十分に時間をかける、③借りる場合はきちんと条

件を決めておく。

（５） 人材計画について

何をおいても必要なのが「協働コーディネーター」

である。調理は料理上手な人が専門に担当する、日

替わりで「ワンデーシェフ６）」による食事の提供も考え

られる。また、コミレスが営利のレストランと大きく違う

のが多様なボランティアの活動の場になること。ボラン

ティアにやってもらう仕事も調理補助、配膳、掃除、

利用客の話し相手、会計などそれぞれの人の得意分

野に応じて「協働コーディネーター」がボランティアの

人と仕事をマッチングするコーディネートが不可欠で

ある。

（６）運営時間

開店時間や休業日は地域とコミレスの開設目的、

地域課題などを設定する。不定期でイベント的に開

催、月一回、週一回でも毎日でもそれはそれぞれの

コミレスが何をめざして（運営して）いるかによって、開

店頻度などが変わってくる。

（７）オープン時に必要な手続きについて

飲食店としての開業に必要な手続きをとる。食品衛

生管理者をおくことは必須条件である（保健所の講習

を一日受ければだれでも取得できる）。手洗い場があ

るかどうかなど保健所の検査、税務署や社会保険庁

などへの届出も必要。

（８）長く続けていくためのポイント

長期計画やビジョンやミッションを仲間と共有すると

同時に、状況の変化に対応する事業計画を毎年たて

て、関連する人々と情報を共有することを協働コーデ

ィネーターが核となってやっていくことが大切。農業

関連、調味料関連の生産者、地域の他の課題に取り

組むNPOや市民グループ、各地のコミレスとのネット

ワークづくりが重要。

ところで、地域食堂の課題（浅見 2010；津野

2014）について先行研究によると、以下の三点が指

摘されている。第一に、提供数の目安を立てることが

難しい。食材や人材をあらかじめ準備しにくいため、

弁当の配達にも着手しているところも多い。第二に、

運営財源の確保に課題がある。行政のモデル事業、

助成金などを利用することが多いが、食堂経営だけ

では採算ラインに乗る運営は厳しい（浅見 2010）。

第三に、担い手が有償ボランティア化している。NPO

の起業モデルでありながら、スタッフを有給雇用でき

ているところは少ない（津野ら 2014）。

３．事例検討―生活支援サービスとの融合

地域食堂の多くは理念先行型であり、収支を重視

するものは少ない。地域食堂の運営のみでは主たる

収益を生みづらく、浅見（2010）、津野ら（2014）の研

究で指摘されているように、別の事業と組み合わせて

いるところも少なくない。具体的には、食事の配達や

介護保険サービスなど公的な福祉サービスの提供、

あるいは制度外の家事援助や子育て支援などの生

活支援サービスがある。ここでは、生活支援サービス

に着手している非営利団体二事例の訪問調査結果

から、地域食堂運営の現状と課題、多機能拠点とし

ての可能性について考察する。

一つ目の事例は、1998 年に設立された Y 市の商

店街の空き店舗の中に地域食堂、フリースペース、

デイサービスを設けている。一日の食堂利用数は少

ないが、定期的な食事の配達や介護保険サービスの

提供等によって、年間 3,000 万円の収入をあげてい

る。二つ目の事例は、2004 年に設立した Z 市にある、

周りを住宅街や重合住宅団地に囲まれた市立文化
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表１ ２事例の概要

A B

設立年（法人格取得年） 年（ 年）1998 2000 年（ 年）2004 2007

立地場所 商店街 住宅街

スタッフ数 ６人（パート） 人（うち出資者 人）1 5 1 3

１日の利用人数 ５～ 人1 0 人3 0

食事の配達

（１日の配達数）

あり

（ 食）4 0

あり

地域食堂以外の事業 ・フリースペースの開放

・認知症カフェ

・デイサービス（指定通所介護と地

域密着型認知症対応型通所介護）

・介護保険外サービス

・介護予防体操・趣味活動

・福祉有償運送

・介護保険外サービス

・介護予防事業（市から受託）

・軽度生活援助事業（市から受託）

家賃の支払い あり（月 万円）10 あり（月２千円）

地域食堂の収入

（年間総収入）

万円1 ,000

（ 万円）3 ,000

～ 万円600 1 ,200

（ 万円）1 ,660

会館の中で地域食堂を運営している。ワーカーズ・コ

レクティブという共同出資により労働者自らが自分た

ちの労働を組織する自主管理型の事業体（高橋

2003）の形態で運営する NPO として、収益の３割を

占める地域食堂の他に市から委託を受けた新しい事

業にも着手している。表１は２つの事例の概要をまと

めたものである。

（１）NPO 法人 A（Y 市）

１）事業の経過

前代表が２人の仲間を中心に 1998 年４月に高齢

化に対応する居場所づくりと食問題に取り組む会を

設立した。同年に地域センターにてニーズ調査を兼

ねて数回食事会を実施し、翌年２月に５階建て 40 棟

の団地にある商店街の空き店舗内にレストランを開設

した。NPO 法人格の取得は 2000 年である。

開設にあたって、代表らの自己資金 200 万円、35

人の出資金 212 万円、カンパ 12 万円と国民金融公

庫から300 万円の融資を受けた。元ラーメン店として

使用していた店舗の改装費 470 万円、テナント料

100 万円（月 10 万円の家賃）、雑費 50 万円の支出

の残り107 万円を運転資金としてスタートしている。

2001 年にフリースペースとしてひろばを開設した

際、空き店舗活用推進事業とY市商店街空き店舗対

策モデル事業を活用した。この事業は、店舗借り上

げの賃借料上限 30 万円の半額以内、国または都の

指定を受けた事業を運営する場合は３分の２以内を

事業開始日から２年後の年度末まで最長３年間助成

するものであった。2008 年レストラン隣に移設した。

2003 年からは同じ商店街の一角で定員９名の介護

保険のデイサービス事業を開始した。

2014 年４月から世代交代で前代表（60 代）から引

き継いだ。現代表（50 代）は発起人の一人と知り合い

で、地域センターで実施した食事会に参加していた。

介護福祉士資格を持っている。

事務局ではレストラン店長、サービス管理責任者

同席のもと、運営委員会を月１回開催している。

２）レストラン

月曜日から土曜日の 11:30 から18:00 まで営業し

ている。日替わり定食 870 円、食事は 500 円～、飲
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み物も提供している。弁当の店内での販売と配達を

する。店内で岩塩（アンデスの紅塩）や無添加・無香

料の石鹸も販売している。レストランの利用は１日５～

10 人。昼食と夕食を 40 食届けている。近隣市の契

約農家（有機栽培・低農薬）から週１回、食材が運ば

れてくる。

レストランの売り上げは年間 1,000 万円である。こ

のうち３割が人件費でスタッフはパートで６人いる。東

京都の最低賃金888円に合わせて時給900～1,000

円に設定している。レストラン売り上げ、配食サービス、

デイサービスの介護報酬を合わせ 3,000 万円の年間

収入を実現している。家賃は月 10 万円かかっている。

３）ひろば

介護予防体操、編み物、押し花の手紙作りなどの

住民の自主活動に開放しているフリースペースである。

認知症カフェも2015 年１月 29 日に開催した。チラシ

を作成し、ホームページや地域包括支援センターで

紹介してもらった。店舗外のワゴンで住民から寄付さ

れた本（大人向け 100 円、子ども向け 50 円）を販売

している。和服をほどいて縫い物をする手仕事カフェ

の製品を販売し、活動資金にする自主グループもひ

ろばサラを利用している（図１、図２参照）。

４）デイサービス

一般の指定通所介護と地域密着型認知症対応型

通所介護事業で合わせて定員９人で、総利用者 24

人である。利用者の要介護度は要支援１から要介護

３が中心となっており、スタッフは 11 名である（2013

年 12 月現在）。

介護保険外のサービスとして、たすけあいサービス

（生活支援サービス。デイサービス利用者のみ対象。

要支援１で利用料金１時間 1,200 円、１時間以上は

30分ごとに600円。デイサービスのスタッフが担当）、

ひろばで介護予防体操と趣味活動を月３回実施して

おり、利用者は７～８名である。さらに、ボランティアで

見守りや服薬管理を実施している。

５）課題

第一に、無農薬（低農薬）の食材を使っているため、

原材料費が高くなってしまう。Y 市近郊は畑作農家が

多く、連携できないかと考えている。第二に、他の地

域食堂との横のつながりはあまり持っていないが、コミ

ュニティビジネス団体とのつながりがある。第三に、デ

イサービスはスタッフの確保、介護保険の地域支援

事業（介護予防・日常生活総合事業）との関連では、

各事業の利用者が３つの近隣市にまたがるため、配

食を委託するなど他団体との連携が課題になってく

る。第四に、移送サービスも今後ますます必要になる

と思うが、現状では取り組むことは難しい。第五に、地

域課題については、近隣に大きなスーパーができ、

商店街は空き店舗が目立つ（現在は 15 店舗程度が

開店している）。

１ レストラン外観（１） 図２ レストラン外観（２）
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６）今後の展開

理事会で今後の事業の方向性について話し合う中、

生活支援サービスについてはできることを協力し合う

都市型の支え合い活動（地域通貨のしくみを取り入

れる）の展開を考えている（2014 年にアンケートを実

施）。

また、大きい規模で事業を進めるより、小さい規模

の事業が地域の中にたくさんできればいいのではな

いかとも話していた。介護保険事業では 2015 年４月、

ケアマネジャーの事業所を開設が予定されている。

（２）NPO 法人 B（Z 市）

１）事業の経過

理事長は生活クラブ生協の活動に参加する傍ら、

知的障害者の小規模作業所でも仕事をしていた中で

障害者の就労や生活に対する希望を知り、彼らととも

に働く場を地域にたくさん作りたいという思いから、食

と職を提供するコミュニティレストランを2004年、賃貸

借した戸建店舗にて６人のメンバーでワーカーズ・コ

レクティブの形をとってスタートさせた（出資金 360 万

円、事業高 600 万円）。生活クラブ生協の生産者の

協力を得て食材を共同仕入れし、地産地消にこだわ

ってきた。NPO 法人格を取得した 2007 年の事業高

は 800 万円であった。借りた店舗がある地域は中心

住宅街から離れておりなかなか人が来なかったこと、

建物はログハウス風で家賃が 20 万円と高額であった

ことから、当初は協働関係があまりなかった行政に相

談の後、Z 市文化会館の空きスペースに公募し、

2009 年に移転した。後に市には市民活動支援課が

立ち上がり、行政の専門部署によるバックアップ体制

も作られている（図３参照）。

この間、生活支援サービスの提供もスタートした。

年会費 2,000 円、登録者 80 人、30 分 600 円・１時

間 1,200 円。19:00～7:00 は１時間 1,500 円。一月

の利用時間100時間である。主に高齢者の利用が多

い。生活支援サービスをおこなっている中で移送の

依頼も多かったことから、2013 年から福祉有償運送

も実施している。現在の登録者は 20 人で通院や学

童の送迎に利用されている。

2014 年現在、メンバー15 人、事業高（過去最高）

は 1,660 万円である。売り上げは 2011 年に最低に

なったが、以降、回復傾向にある。2015 年１月から、

市の介護予防事業を受託されている。C 県ワーカー

ズ・コレクティブ連合会に加入しており、理事長が事

務局長を務める。

２）コミュニティレストラン

開店時間は 10:30 から17:30 まで、全 48 席、１日

30 人の利用で一日の売り上げはだいたい 30,000 円

であるが、50,000 円が採算ラインである。売り上げは

一月 50～100 万円。2014 年 12 月の客単価が 700

～1,000 円程度である。利用客は住宅街から集まるこ

とが多い。食事は 700 円前後から、飲み物の提供、

弁当販売と食事の配達もおこなっている。店舗内の

空きスペースも無料で開放している（図４参照）。

図３ レストラン（会館）外観 図４ レストラン内
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分配金（収入）は売り上げの 45%で、同一労働同

一賃金の原則のもと、全員同額で配分している。出

資メンバーは 13 人で、主に 40 代から60 代で構成

されているが、最高齢は 80 代である。短時間労働、

週１回勤務のパートもスキルは上がらないが受け入れ

ている。人件費には 700 万円かかる。月１回、メンバ

ーが全体の構造を意識できるようにシフトや利用客の

動向について確認する会議を開催している。５人の

理事が集まった小規模の話し合いの機会もある。助

成金を申請して備品を購入する、机を譲り受けたり、

家庭菜園で作ったものをもらうこともある。家賃は当初

全額免除されていたが、現在は少し負担することとな

り減免されている。

レストラン内では、預り料 500 円と売り上げの２割を

もらうことで利用客の製作物などを受託販売している。

メニューにあるパンを焼いてもらうなど社会福祉法人

や福祉関係からの実習依頼、精神疾患を持っている

メンバーがいるため医療機関との連携もある。県の生

活保護受給者チャレンジ事業（アスポート事業）を実

施している労働者協同組合と連携し、就労体験希望

者を受け入れている（図５参照）。

図５ レストラン内（授産品販売コーナー）

３）介護予防事業

2014 年７月からサロンとして取り組んでおり、毎回

15～16 人が参加している。メニューは薬の飲み方や

管理方法について薬剤師に説明をしてもらったり、風

呂敷や靴下を使った手先の運動をするなど、学び合

いや趣味以上のものを意識して取り入れるようにして

いる。

４）課題

第一に、レストランでは、利用客の増減に合わせた

スタッフの配置が難しい。空いているときにはコミュニ

ティ・レストランの理念を大切にする、混雑時には収

益を意識する。第二に、労働時間を減少させてスキ

ルを向上させる。効率よく働くこと。メンバーの入れ替

えも激しく当初のメンバーは理事長のみである。レジ

の対応が食事の提供が遅いとクレームもあり、対応の

スピーディーさが要求される。新しいメンバーや障害

者や高齢者のメンバーの力量を補うためにスタッフを

増員させると賃金がかかってしまう。第三に、会館の

一部を利用しているため、開館時間に左右される働

き方になる。第四に、分配金が低く、自活できるには

至らない（生活資金にはならない）。第五に、福祉有

償運送の提出書類が多い。経理のために休日出勤

する。外部との折衝なども多い。第六に、県の障害者

向け事業（生活サポート事業）と合わせてサービスが

提供できるようになると事業が安定するが市自体が参

入していないため、事業自体も苦しい。第七に、生活

支援サービスの担い手の中には看護師や保育士、

現場経験者もいるが全体的には不足しており、レスト

ランのスタッフが援助に関わることもある。第八に、広

報の方法、第九に、生産者とのネットワーク（近隣の

生産者から定期的に仕入れできるしくみ）をつくりた

い。

５）今後の展開

介護予防・日常生活支援事業の実施を見据え、

2015 年１月から軽度生活援助事業の受託として、要

介護認定を待つ間のサービス提供を実施する。１時

間 2,000 円で利用者は 200 円負担、事業者には

2,200円が入る。包括からは困難事例としての依頼が

多いが、実際に関わってみるとそうでもない。介護予

防事業については参加者の自主的な活動につなげ

ていきたいと考えている。介護保険サービスへの参入

はあまり考えていない。B はこの事業の理念に共感し

て集まって来た人々で運営している。サービスのため

に担い手を集めることになる。
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４．結論と考察

地域食堂をスタートさせるときには、地域のどのよう

な課題に取り組むかを事前に調査するなどして設定

することが一般的であるが、それらの課題が変容した

り、新たな課題に対応することも求められる。二つの

事例は、ともに地域住民に食事と多様な仕事の機会

を提供することを目的に地域食堂の運営を始めてい

る。事例 A は、設立後間もない頃からフリースペース

の開放、介護保険事業としてデイサービスに参入す

るなどしてきた。地域食堂の利用客は限定されており、

安心安全な食材の購入や家賃の支払いに費用がか

かるが、一定の利用者がいる食事の配達や介護保険

事業の利用者を近隣自治体エリアにも拡大させてカ

バーしている。だが、2015 年度の介護保険制度の改

正に伴い、生活支援サービスの場合は自治体単位

の供給を基本とするため、隣接自治体の利用者を受

け入れることはできなくなるという問題に直面すること

になり、事業の見直しが必要となる。介護保険制度は

市町村ごとの運営となっているため、制度の改正によ

ってこれまでおこなってきた各種の事業に変更点が

生じるということを浮き彫りにしている。

また、国が想定している要支援者の訪問介護・通

所介護事業の体制づくりの中に、非営利団体などが

これまでおこなってきた助け合いの活動があるが、事

例 A の責任者は、規模を大きくして取り組むことには

困難がともなう、近所づきあいを発展させた都市型の

支え合い活動の方がふさわしいと考えていると話して

いた。助け合いのような幅の広いサービスを制度化す

ることになれば、サービスのメニューや内容あるいは

その評価や基準を含めて標準化という手続きルール

が優先していくため、柔軟なサービス提供のスタイル

にはなじまないという現実に直面する。この意味で、

地域の実情に沿った運営や実施の体制に権限の委

譲を含めた弾力的な制度の適用が課題となる。

一方、事例 B は、地力で運営していたものから市

民協働課の設置に象徴される行政とNPO の協働文

化の定着がみられるようになり、市民会館の食堂経営

が民間事業者では収益を確保することが困難なため

食堂空間が空き家状態になっていたところを行政か

らの打診を契機に行政からの委託事業として運営す

るコミュニティ・レストランを実現させている。ここも事例

A と同様、食堂の運営だけではなく、市から受託を受

けている２つの事業のほか、福祉有償運送と上述した

制度外のサービスも提供している。

C 県下のワーカーズ・コレクティブは県内に40団体

あり、団体数はここ１～２年は横ばいで推移している。

最近はカフェを開くワーカーズが増えてきているが、

仕入れなどの計画が立てやすい弁当屋が多い。お

おむね 100 食（１食 600～700 円）で採算が取れると

いわれている。また、幼稚園協会が協力的であること

から、幼稚園の給食に転換するところも出てきている

というように、地域食堂を運営していく上では、弁当の

配達のように固定した利用者を生み、収益を得ること

ができる事業を検討することが必要となる。

こうした事例をふまえて、今後、地域食堂が生活支

援サービスを含めた地域福祉サービスの拠点として

どのような課題に直面しながら事業の継続性を図るこ

とになるのかを、経営面に着目して全国各地の地域

食堂のアンケート分析をおこない、可能性とその条件

について別稿にて考察することにしたい。

付記

本稿は、「生活支援サービスを担うNPO 事業として

の地域食堂の研究」（科研費基盤研究（C ）2014～

2016 年）の研究成果の一部をなすものである。

注

１）コミュニティ・レストラン ネットワーク北海道

http://comiresu-hokkaido.net/（2015.01.27 閲覧）

２）参照サイト

http://tatakauoyaji.com/Closeup/Network/community_c

afe.htm

３）2000 年 11 月 16 日付 老人保健福祉局振興課長通知

老振 76 指定訪問介護事業所の事業運営の取扱について

（別紙）より。

４）生活支援サービスに関する厚生労働省のガイドライン

(http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-
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12300000-Roukenkyoku/0000088520.pdf）によれば、現行相

当のサービスは、事業者指定方式として予防給付の基準を

基本とする訪問介護員等の専門職が提供することになっ

ている。一方、緩和基準による訪問型、通所型のサービス

を雇用労働者が担い手となって提供するサービス A（これ

には費用が支給される）とサービス Bとして位置づけられ

る住民団体等が活動して取り組むものには、立ち上げ経費

や活動経費の補助（助成）が想定されており、この場合、

活動場所の確保やコーディネーター人件費等に充当させ

ることができるとみなされている。この場合、サービスの

内容や対象者の制約は緩やかなものとして支給限度額管

理の対象とはならないとして地域の実情や対象者のニー

ズに柔軟に対応できるサービスとして位置づけられてい

る。説明を読む限り、従来の要支援１、２に対して変わら

ないサービスが提供され、支え合いの活動＝制度外のサー

ビス提供の活動にも費用を確保するという政策方針であ

るから支援活動充実の方向として評価しうる。けれども、

①事業者指定方式による専門職と②サービス A の雇用労

働者によるサービス提供にくわえて③幅広い市民活動＝

ボランティア活動（その担い手には高齢者の社会参加とし

ての高齢者の活動が期待されている）によるシームレスな

支援が果たしてどのように調整されるのか、①と②が下請

け的な関係にならないのか、②と③は誰が調整することに

なるのか、可能なのかが問題となる（杉岡 2015）。とりわ

け保険者＝自治体が財源の調整をおこなう位置づけにな

っていることから、一般財源の投入の有無を含めて自治体

間の差が避けられない。本来、国民生活の安定を保障する

公的な責任がここにきて自治体が責任をもち国の責任は

問われない構造をつくり出すことになる。単純化すると財

源の余裕のない自治体や自治体行政の方針によって住民

生活の継続性が左右されることになってしまうことを許

容することでいいのかが問題となる。むろん子育て支援を

はじめとする各種の国の制度的なサービスは自治体の取

り組み方で現在でも相違がみられるのであるが、相当数の

高齢者（要支援１、２の利用者は介護保険サービス利用者

の３割程度は存在する）が利用するサービスに関して大き

な問題が提起されているといえる。

５）http://www.chiiki-dukuri-hyakka.or.jp/

book/monthly/1008/html/f00-1.htm（2015.01.27 閲覧）

６）ワンデーシェフ（ワンディシェフ）とは、料理の得意

な主婦や料理店が登録制で食材等を持ち込んで厨房に入

り、食事の提供をおこなうしくみのことである。
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論文

コープくらしの助け合いの会の組織論的考察

－ 生活協同組合の理念と生活支援サービスの関わり －

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

コープくらしの助け合いの会は、会員制度による組合員の有償ボランティア活動による助け合い活動である。

その仕組みの特徴は、組合員相互の支え合いの活動として①サービスを利用希望する組合員および援助活

動を希望する組合員が会員登録をおこなう。②利用会員は援助会員から有償で家事援助、子育て支援、通院

介助、ミディワーク（除草、除雪など）、話し相手などの援助を受ける。③利用会員のニーズ把握、援助会員との

マッチング、派遣、相談、事務費の精算などを事務局（コーディネーター）が調整する点にある。

本稿の目的は、30 年間の歴史を有する助け合いの会の事例を基にして生活協同組合組織における福祉活

動の位置づけを中心にした組織論的な考察を試みることである。生活協同組合の歴史を踏まえて、各種データ

を用いて生活協同組合組織が福祉活動に関わる経緯と助け合いの会の組織課題を明らかにする。新たな介護

保険制度改正における生活支援サービスの提供主体の一つとされるくらしの助け合いの会の活動は、どのよう

な組織上の転換を想定することになるのか、またその結果として、くらしの助け合いの会の独自性はどのように維

持しうるのかが組織論的な考察の中核となる。

キーワード： コープくらしの助け合いの会 有償ボランティア活動 生活支援サービス

生活協同組合

１．研究の目的と方法

高齢者問題における認知症ケアのニーズや買い

物・移動に関する多様な生活ニーズに加えて、障が

いのある人々の地域生活の自立支援サービスを統合

的に解決する意味での本格的な地域包括ケアシステ

ムの構築において、フォーマルおよびインフォーマル

サービスのシームレスな提供体制をどのように設計す

るのかが喫緊の課題となっている。そのような中で、フ

ォーマルなサービスを代替する住民相互の共助シス

テムが重要となる。コープくらしの助け合いの会（以下、

助け合いの会とする）は、組合員によって構成され、

会員制度を選択して主体的な助け合い活動を展開し

てきた。助け合いの会は、1980 年代より活動が活発

化した制度外の生活支援をおこなう住民参加型在宅

福祉サービス組織の一つである。住民参加型在宅福

祉サービス組織は、1980 年代からスタートした武蔵

野市福祉公社、調布ゆうあい福祉公社などの取り組

みから始まり、会員制（サービスの利用者、提供者とも

に団体の会員）、有償制（サービスは非営利かつ有

償で提供される）として住民互助型、社会福祉協議会

運営型、生活協同組合型、農業協同組合型、ワーカ

ーズ・コレクティブ１）型など多様な運営主体による活

動が展開されている（住民参加型在宅福祉サービス

団体全国連絡会ホームページより）。

全国社会福祉協議会（住民参加型在宅福祉サー

ビス団体全国連絡会）において統計を取り始めた

1987年度、生活協同組合型はワーカーズ・コレクティ

ブ、農業協同組合型と合わせて13 団体だったが、介

護保険制度が施行された2000 年度には 177 団体、

2014 年現在 124 団体となっている２）。助け合いの会

は、「自発的な意志に基づき、開かれたメンバーシッ
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プで、生活の協同を進める、法人」（日本生活協同組

合連合会 2014b：19）である生活協同組合の中で長

らく「福祉活動」として取り組まれてきた。このような助

け合い活動は公的な福祉サービスの補完的役割とさ

れている（朴 2004；中村 2009；金川ら 2012 など）。

ホームヘルプサービスの利用条件が制度改正の

中で変化し、介護保険制度の登場によって公的な生

活支援サービスの中心的なサービスとして訪問介護

サービスと呼称されるようになったが、新たな介護保

険制度の改正に伴い、要支援１、２の予防給付のうち

訪問介護サービスと通所介護サービスに関して、介

護保険制度から離れて新地域支援事業の中に位置

づけられることになった。このことは、助け合いの会が

提供してきた生活支援サービスの内容と重なることに

なるだけでなく、他の多くの支え合いの活動の領域に

訪問介護サービスの一部が吸収される構造となる。

そこで、そもそも支え合いの活動をどのように位置づ

けるのかが確認される必要がある。新地域支援事業

では、制度化されたサービスを管理する会計ソフトを

導入することになるため、小規模な団体の活動は、新

地域支援事業のフレームによるサービス提供が困難

となる。また、新しいサービスの提供への対応が、より

制度化されたシステムを要求することになるので、こ

れまでの団体固有の活動について位置づけをあいま

いにしたままだと、サービス利用との関係で大きな混

乱を招くことになることは避けられない。こうした構造

的な問題は、組織原則と組織課題との関連でどのよう

に扱い検討していくのかという視点の選択に結びつく。

本稿では、組織理念と発達史および制度政策への

対応に関して組織論的な考察が課題となるといえる。

生活協同組合の事業展開と戦略との関わりで、助け

合いの会の運営をどのように評価し、政策展開に対

応してきたのか。有償ボランティア活動の一つである

助け合いの会の活動に関して、生活協同組合組織に

おける福祉活動の位置づけを中心にした考察を試み

ることを本稿の目的とする。

なお、事例に関しては、一般社団法人日本社会福

祉学会研究倫理指針に基づく倫理的配慮として、聞

き取り調査の対象者に対して文書による説明と口頭

による承諾を得た。

２．くらしの助け合い会活動の系譜

（１）生活協同組合の成立と組織類型

わが国の生活協同組合３）は、1921 年に賀川豊彦

が「愛と協同」「一人は万人のため、万人は一人のた

め」を理念として設立した２つの協同組合「灘購買組

合」と「神戸購買組合」（現在のコープこうべ）から始ま

っている。生活協同組合の種類には、①商品やサー

ビスを組合員に提供する地域購買生協、②大学生や

教職員を組合員として学用品、食品、書籍の販売、

食堂や旅行、共済事業をおこなう大学生協、③住宅

を販売、あっせんする住宅生協、④病院・診療所の

経営に加え、訪問看護、介護事業も展開する医療生

協の４つが挙げられる（日本生活協同組合連合会

2014b）。これらの生活協同組合において、店舗内で

の商品販売、宅配・配達（無店舗販売）、共済事業、

福祉事業、医療事業のほか、旅行、冠婚葬祭、文化

事業など組合員の生活に密着した幅広い事業が展

開されている。わが国の総世帯数のうち 36%が加入

する組織となっている生活協同組合の組合員数は全

体で 2,733 万人、このうち地域購買生協が全体の約

75%（2,012 万人）を占める４）。

（２）生活協同組合における福祉事業活動につい

て

１）福祉事業活動の位置づけ

生活協同組合における組合員による福祉事業活

動は、食事会や配食、施設訪問や交流、講演会や学

習会など幅広く取り組まれてきた。歴史的に見ると

1987 年に厚生省の「生協のあり方に関する懇談会」

において、「特に高齢者のための福祉活動について

は、今後急速に到来する高齢化社会において、地域

における自主的な相互扶助組織である生協の果たす

役割は極めて大きいものがあり、その積極的な展開

が期待される」（生協福祉研究会 1991：123）として

高齢化の進展に対応して福祉活動に積極的に取り

組むことを提起している。これを受けて、日本生活協

同組合連合会では、1992 年に「生協の福祉活動の
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現状と課題」、1998 年に「高齢者福祉を中心とした生

協の福祉活動・事業の発展方向について―日本生活

協同組合連合会・福祉政策検討委員会答申書―」を

発表し、生活協同組合の各種福祉活動・福祉事業の

具体的な検討課題を取り上げてきた。

２）介護保険事業への対応

2000 年の介護保険法の施行に伴い、2003 年の

福祉政策検討委員会では、全国の会員生協が供給

事業、共済事業に続く「くらしの安心を創造するため

の第３の事業」として福祉事業（介護保険事業）に積

極的に取り組むことについて触れている。けれども、

日本生活協同組合連合会の報告によると、2005 年

度は全国 49 の生活協同組合で介護保険事業に着

手し、事業収入は 110 億円を超えていたが、経常剰

余率はマイナス10%以上であったという（日本生活協

同組合連合会 2014b）。加えて、2006 年の介護保

険改正において、家事援助にかかる訪問介護サービ

ス利用者が新予防給付に移行することで大幅な収入

減が予測されたことから（橋本 2006）、ホームヘルプ

サービスに加え、ケアプランの作成とデイサービスな

どの事業を重点化させた。その結果、2011 年度には

約プラス 0.7%の事業損益（経常剰余段階）と黒字化

してきていることが報告されている（日本生活協同組

合連合会 2014b）。橋本は生活協同組合の訪問介

護事業の経営の特質について、「生活支援タイプの

訪問介護サービスが多く、収支構造の改善が図りづ

らいのは、サービス利用者も提供者も家事援助中心

の助け合い活動を基盤として事業が出発しているか

ら」（橋本 2006：39）と指摘している。それは、助け合

いの会がホームヘルパーなどの専門的な資格を必要

としないでも活動できることから、介護保険サービスの

マンパワーとはなりにくいためであると考えられる。

３）生協の福祉ビジョン

2007年の「生協の福祉ビジョン」では、生活協同組

合が取り組む福祉活動・事業の総合化、関係機関・

団体などとの地域ネットワークの強化を進めていくこと

について触れている。例えば、自治体との宅配事業

を通した見守り協定（2015 年５月現在 77 生協 560

自治体）や災害時の物資供給協定などの締結（2014

年４月現在565自治体）が挙げられる。このことは、土

室（2000）が指摘しているように、助け合いの会の利

用会員のニーズが多様化しており、家事援助だけで

なく、精神的な悩みや不安をもっているケースに対し、

ボランティアだけでは対処しにくい専門家による相談、

治療など関係する機関・団体との連携、関係づくりが

必要であるということからも生活協同組合の福祉活動

と他の福祉事業との関わりが強く求められていること

が分かる。

2008 年には改正消費生活協同組合法の中で、生

活協同組合の事業として医療・福祉事業として法律

に明記され、各生活協同組合は定款や規約などの整

備をおこなったように生活協同組合が担う福祉事業

への期待がますます高まっているとみることができる。

４）2015 年度介護保険改正を受けた生活協同組合

の課題

2015 年度の介護保険制度の改正では、要支援高

齢者の予防給付によるサービスである訪問介護と通

所介護が2017 年度末までに市町村が実施する地域

支援事業に移行することになり、買い物支援や家事

援助をおこなう生活支援サービスの供給体制の整備

が急がれている。各種調査によると、訪問介護のうち

要支援１と要支援２の予防給付にかかる件数は全体

の３割を占めていること（2012 年度介護保険事業状

況報告）、予防給付の訪問介護のうち、95%が生活

支援に充てられていること（2013 年５月予算執行調

査）が指摘されている。これらの現サービス利用者が

介護予防・日常生活支援総合事業（新総合事業）に

おいては、従来の予防給付に基づく訪問介護とそれ

以外のサービス形態に再編されることになるが、サー

ビス利用者は住んでいる地域によって従来のサービ

スに代わるものが用意されていなければ、支援を受け

られなくなる（結城 2014）。

この改正内容に対して、公益社団法人さわやか福

祉財団のほか、生活協同組合を含む関連する 13 の

団体から構成される新地域支援構想会議は「新たな

地域支援事業に対する考え方」（2014 年２月 17 日）

をとりまとめ、①新たな地域支援事業は、住民・市民

が主体的に担う助け合い活動がきわめて重要な役割

を果たす、②高齢者に限定されない幅広い対象を設

定、③ホームヘルプサービス、食事サービス、移動サ
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ービス、外出支援、買い物支援、通いの場・交流の場

（サロン、居場所、コミュニティカフェ等）、見守り・支援、

安否確認など、幅が広い。また、無償、有償・有料、

地域通貨、ポイント制などの形態もさまざまである。い

ずれも、積極的に位置づけ、地域社会づくりと合わせ、

その総合的な推進をはかることが必要である。その中

には、高齢者等支援を要する人びと自身も活動に参

加することが含まれ、自身が利用者でもあり、担い手

でもあるという考え方が重要であるとしている。

また同会議によって2014 年 6 月 20 日に出された

「新地域支援構想」では、担い手として、NPO 法人、

社会福祉法人、社会福祉協議会、協同組合（生協、

農協等）等非営利法人、ボランティアグループ、自治

会・町内会やコミュニティ組織等の福祉部、地区社協

等住民福祉活動組織、老人クラブ、女性会、商店会

等地縁型組織、学校などを想定し、予防給付が地域

支援事業へ移行することにより「今まで家事援助サー

ビスを受けてきた要支援認定者の生活の激変を避け

るため、必要に応じて同様のサービスを継続するよう、

助け合い活動組織も、いわゆる家事援助を相当量引

き受ける体制をつくる」ことを提起している。

（３）くらしの助け合いの会の活動と研究レビュ

ー

１）くらしの助け合いの会の歴史と組織のしくみ

助け合いの会は、主に生活協同組合の組合員に

よる自発的な福祉活動として家事援助や外出介助を

有償ボランティア活動で展開している。助け合いの会

の起源は、神戸消費組合による組合員婦人の自主

的組織である「家庭会」５）とされている。1980 年代、

共同体的な機能の減退に伴って生じた問題への対

応の必要性を強く感じ、自発的な援助活動から立ち

上がった小規模なボランティア団体である住民参加

型在宅福祉サービスが全国各地で取り組まれる中

（田中 2013）、1983年に「くらしの助け合いの会」とい

う名称で灘生活協同組合が活動を始めた。

助け合いの会について、厚生省の「生協による福祉

サービスのあり方に関する研究会報告」（1989 年）の

中で、組合員の自立した「生活の全体性」を支える助

け合い活動に取り組むことを課題として挙げている。

その後、1992 年の「生協の福祉活動の現状と課題」

の中で、「家事援助等の『助け合いの会』の拡大と強

化」について、「ゴールドプランで拡充をめざしている

ホームヘルパーそのものではなく、近隣の住民の自

発的な助け合いを通して、地域福祉に貢献すること」

（日本生活協同組合連合会 1994）、1998 年の「高

齢者福祉を中心とした生協の福祉活動・事業の発展

方向について－日本生活協同組合連合会・福祉政

策検討委員会答申書－」において「Ⅳ 組合員の福

祉活動強化の課題」として、「くらしの助け合いの会の

拡大とネットワークづくり」について「生協がホームヘ

ルプサービス事業を進めていくにあたっても『助け合

いの会』活動と連携し、組織の充実を図る」（日本生

活協同組合連合会 1999）とあるように、助け合いの

会の活動と公的な福祉制度に基づくホームヘルパー

制度を区別した上で、それぞれの福祉活動・福祉事

業の連携を推進することを述べている。同年の「生協

福祉政策検討委員会」報告では、２年後に施行され

る介護保険事業へ積極的に取り組むこと、公的な福

祉サービスと制度外の生活支援サービス（助け合い

活動）を連動させていくことを指摘している。

助け合いの会のしくみは、図１に示したように利用

ならびに活動を希望する組合員が会員登録をおこな

う。利用会員は援助会員から有償で家事援助、子育

て支援、通院介助、ミディワーク（除草、除雪など）、

話し相手などの援助を受ける。利用会員のニーズ把

握、援助会員とのマッチング、派遣、相談、事務費の

精算などを事務局（コーディネーター）が調整する。

利用料金は地域によって異なるが、援助会員は活動

費として受け取った一部を事務費として事務局に支

払う。賛助会員は会費を支払い、会の活動を支援し

ている。

助け合いの会は、2013 年度で 59 生活協同組合

が活動の取り組みがおこなわれており、総活動時間

は 160 万時間にのぼる（日本生活協同組合連合会

2014a）。日本生活協同組合連合会が公表している

助け合いの会の活動実績によると、活動をおこなう援

助会員は年々増加して 2008 年度に 30,517 人とな

ったが 2012 年度現在は 28,181 人へとやや減少し

ている。けれども援助を受ける利用会員は増加の一
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図１．コープくらしの助け合いの会のしくみ（筆者作成）

図２．くらしの助け合いの会援助会員及び利用会員数の推移

（日本生活協同組合連合会ホームページより）

途をたどり、77,853 人となっておりサービスの利用ニ

ーズの高さを伺わせる（図２参照）。

また、活動実績については、①95.2%が事務所を

持ち、②90.7%が会員制を採用して活動しており、③

57.2%が担い手不足の傾向にあるという。担い手の

確保と育成については、①募集の工夫 81.0%（チラ

シ配布、組合員向け広報紙にて募集、個人的に声掛

け、募集のポスター掲示など）、②研修の実施 61.9%

（新入会員研修、地域ごとの集い、精神疾患などの学

習会、料理実習、ステップアップ講座、高齢者生活協
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同組合連合会の実施する研修会に参加、救急救命

講座・認知症サポーター養成講座など）、活動課題に

は、①援助会員の育成と不足、②利用会員の不足、

③精神的課題をもつ方への家事援助など難しい依頼

の増加、④利用会員の意識と会の理念との乖離（安

い家政婦とみなされる）、⑤コーディネーターの高齢

化、などが挙げられている（全国社会福祉協議会

2011）。

２）くらしの助け合いの会に関する先行研究

助け合いの会の運営に関係する先行研究（岩田

1991；木村 1994；小田切 1994；朴 2004；中村

2009；金川ら 2011；橋本 2013）から課題をまとめる

と、①援助の担い手となる会員の確保、②運営資金

の取り扱い、③援助内容の特性（組織の小規模性）、

④利用会員と援助会員のマッチングをおこなうコーデ

ィネーターについて指摘されている。

①援助の担い手となる会員の確保について、主婦

や高齢者がメインの会員として構成されることから活

動の幅を広げることが期待しにくい（中村 2009；金川

ら 2011；橋本 2013）。②運営資金の取り扱いにつ

いて、助け合いの活動はそもそも財源的に厳しいとい

われているが（中村 2009；金川ら 2011）、助け合い

の会の活動は、組合内部における組合員活動の一

部、あるいは、組合の事業とは別個の組合員の自主

的活動として位置づけられ、人件費や事務費などの

財源の有無が団体ごとに異なっている（岩田 1991）。

そのことが会ごとのミニマムな活動基準や活動計画を

立てにくくさせている。③援助内容の特性（組織の小

規模性）について、助け合いの会は「専門的な知識

や技術を必要とする寝たきりのお年寄りや病人の看

護は行わない」（小田切 1994：118）ことを原則として

「最小限の援助をする」活動として始まったが、近年、

認知症や軽度の介護を必要とする利用者が増えてい

るものの、上記①で取り上げたように援助会員の確保

が困難であること、活動の趣旨と異なるため社会的ニ

ーズに合わせた活動に移行していくことが難しい。謝

礼については、援助を受ける側が気を使ってしまうの

でお互いに負担にならないよう有料で活動をおこなっ

た方が良いとされ（朴 2004）、利用会員が抵抗なく

出すことができ、かつ援助会員が抵抗なく受け取れる

金額を設定しているが（木村 1994）、少額となってし

まうことは避けられない。④利用会員と援助会員のマ

ッチングをおこなうコーディネーターについては、助

け合いの会の援助会員として活動した経験を持つこ

とから、援助会員の不足を補うためにコーディネート

業務をこなしながら並行して活動もおこなっており（朴

2004）、コーディネーターとしての仕事に専従できな

い。

３）生活協同組合の福祉活動の成果と課題

生活協同組合の福祉活動は 1990 年以降、日本

生活協同組合連合会のもとで、助け合いの会や食事

会などに取り組み、介護保険事業に参入する際も助

け合い活動の基盤を活かして事業を広げてきた。た

だし、助け合いの会については、非営利の零細組織

としての色合いが強いことから活動の広がりが望めず、

人材や財源など運営上の課題を生み出す構造が指

摘されている（木村1994；橋本 2006など）。これまで

の研究では、助け合いの会の運営課題があることは

浮き彫りにしているが、その課題を生み出す組織の

構造的な分析はおこなわれてこなかった。今後の課

題の一つは、助け合いの会の課題を生活協同組合

の組織運営との関わりから、担い手や財源確保の問

題について取り上げることである。

二つ目の課題は、助け合いの会と公的なサービス

との関わりをどのように捉えるかである。介護保険改

正では、要支援高齢者の予防給付である訪問介護と

通所介護に関して市町村が裁量権を持つ地域支援

事業に移行するため、この受け皿として地域の助け

合い活動をおこなっている団体の組織の位置づけが

問題となる。助け合いの会の活動を生活支援サービ

スの提供主体の一つとしてひとくくりに捉えてしまうと、

助け合いの会の独自性が曖昧となる。制度の改正に

おいて、行政や利用者からどのような役割が期待され

ることになるのか、これまでの活動の評価と課題の整

理が必要である。

（４）くらしの助け合いの会の組織分析

これまで整理してきたように、助け合い活動は制度

外の生活支援を組合員による相互扶助に基づいて

援助することを目的にすすめられてきたが、2000 年
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の介護保険制度の施行以降、事業指定を受けて介

護保険サービスの提供をおこなう住民参加型在宅福

祉サービス団体が出てきたように（中村 2009；妻鹿

2010；金川ら 2012 など）、福祉サービスの事業所を

設立し、これまでの助け合いの会による活動と並行し

てシームレスなサービスを提供している生活協同組

合も増加している。助け合いの会は、公的なサービス

と異なり事業の採算性やそれに見合う収益など効率

性を重視する活動とは言いにくい側面を有している。

少ない人員配置で公的なサービスではカバーできな

い利用会員への柔軟な対応を可能にしているといえ

る。生活協同組合の助け合い活動は何を目指してき

たのか、またその活動と公的な福祉サービスを提供

するようになることで、どのような変化や課題が生じる

のか。そこで、助け合い活動のみをおこなっている事

例について現在の活動内容と課題を明らかにする６）。

事例は 1986 年に助け合いの会を設立し、現在、６

地区において活動を展開している。2013 年度の実

働援助会員は 283 人、実際に援助を受けた利用会

員は 540 人である。総活動時間数 32,436 時間のう

ち、高齢者に関わる支援が 54%を占めている。活動

内容は、掃除・食事作り・洗濯の家事が５割を占め、

定期的な利用会員の確保につながっている。夏季の

庭仕事や草取り、冬期間の除雪などのミディワークの

活動も増えてきているが、単発の依頼であることや活

動の負担が重く援助会員の確保が難しいことから、助

け合いの会だけではまかないきれず、他の団体に依

頼しているケースも少なくないという。

援助会員のスキルアップを図るための研修会・学

習会については、各支部において、認知症サポータ

ー養成講座への参加、調理実習などのほか、援助会

員の交流会が取り組まれているが、実際に活動をし

ている人は参加できないなどの理由から参加率が悪

いことが課題になっているとのことであった。

事例では助け合い活動の利用依頼が増加しニー

ズは高まっているものの、先行研究でも指摘されてい

たように担い手の確保に課題が残されており、現在の

規模では活動の拡大を図っていくことは困難な状況

にある。この点に関連して、中村（2009：124）は、ニ

ーズに対応して安易に組織の拡大を図ることは、「ホ

ームヘルプ事業（介護保険外の介護・家事援助サー

ビス）自体が収益を生まない赤字事業であり、事業規

模が大きくなればなるほど運営経費がかさみ、その負

担も大きくなる構造にあるため、事務局としても、シル

バー（人材センター）を除けば、より多くの協力（援助）

会員を抱えて積極的に事業を大きくすることには容

易に取り組めない」（括弧内引用者）と指摘している。

３．まとめと結論

生活協同組合は、食の提供・各種生活サービスの

提供によって組合員の安心安全な生活を支える役割

を長く担ってきた。生活協同組合というブランドが持

つ信用と信頼、組合員という帰属意識に基づく安心

感が生まれるという組織であることに特徴を持ってい

る。高齢化の進展に対応する形で福祉活動・事業に

も積極的に参入し、助け合いの会は、住民参加型在

宅福祉サービスが広まっていく中で年々活動総時間

数を増やしていきながら、組合員のニーズに柔軟に

対応してきた。助け合いの会は、生活協同組合が重

んじてきた協同互助の精神で互いの生活を守り合う

活動であるといわれている（朝倉 2002）。この助け合

いの会を含む生活支援サービス団体は、2015 年度

の介護保険制度の改正に伴い、これまでの活動をど

のように評価し、新たな事業に参入していくのかを検

討する時期が来ているといえる（杉岡ら 2014）。

（１）くらしの助け合いの会の今後の課題

予防給付が市町村の裁量に基づく事業体系へ移

行されるなかで、生活協同組合は生活支援サービス

の提供組織の一つとして位置づけられている。この制

度改正を受けて、日本生活協同組合連合会と日本医

療福祉生活協同組合連合会は「新しい地域支援事

業・ガイドライン設定にあたっての『生協の意見』―介

護予防を重視し地域を支える事業の拡充によって在

宅生活の安心を―」（2014 年６月 24 日）の中で、３つ

の問題点を挙げている。一つ目は要支援の認定を受

けてもサービスを受けることができないこと、二つ目は

市町村ごとでサービス内容、利用料、利用料金など
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図３．くらしの助け合いの会の展望（筆者作成）

に格差が生じること、三つ目はサービス利用の手控え

により、利用者の状態悪化が進むことを指摘している。

ただし、生活協同組合として具体的に何をするかに

は触れていない。

それでは、市町村ごとに裁量を持って実施されるこ

とになる新総合事業では、生活協同組合はこれまで

の「組合員による相互扶助」に基づいた助け合いの

活動７）を継続していくことになるのか、あるいは、生活

支援サービスの担い手の一つとして新たな活動に取

り組むことを選択するのか。これら二つの選択肢を図

式化したものが図３である。

前者の場合、利用会員の増加に対応すべく援助

会員を増加・確保しようとすると、多様なニーズを受け

止めるために必要とされるサービス提供の課題は大

きくなることは避けられない。そこに援助会員の資格

の必要性や事務量の拡大に対応する仕組みが求め

られる。したがって、これまでの活動規則や条件の見

直しが必要になるといえる。そのため従来の仕組みの

まま新たなサービス需要を受け止めることは異なる運

営原理を有する組織への転換を伴うことになる。従来

型の運営を選択するのであれば、組織としては事例

に見られるようにあえて活動の拡大を図るのではなく、

無理なく社会貢献活動ができ、これまでの活動範囲

を維持しながら利用会員との関係を構築していくこと

が基本的な選択肢となる。

一方、後者の場合、各会員のリクルート、マッチン

グ、コーディネートをこなすことができる人材の配置を

考える必要がある。特に、認知症高齢者や生活困窮

者、子育て家庭などの福祉的なニーズを持つ利用者

の受け皿として機能していくには、実践的な研修によ

って援助会員のスキルを高めていくこと、コーディネ

ーターは福祉専門職レベルの知識や技術を習得す

ることが必要となる。その結果、利用会員増に伴う援

助会員の収入増にもつながり、コミュニティビジネスと

しての発展も期待できるようになる。

公的な福祉サービスは担い手の専門職化により専

門的なサービスが提供され、収入や事業の拡大に対

応できる。そのために、従来のサービス提供体制と異

なる新たなシステムが必要となる。この意味で、異なる

サービス提供システムの行動原理を組み込むことが
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前提条件となる。

これらの組織原理の切り替えを含む助け合いの会

の課題は、生活協同組合組織の戦略に関わるもので

あり、助け合いの会が単独で選択を検討する議論を

超えたものである。今後の生活協同組合組織の助け

合い活動の方向性については、公的な制度に基づく

福祉サービスとの関わりを具体的な活動事例を用い

て分析をしていくことが研究課題となるため、本稿は

上記の課題を列挙するにとどめる。 業 規

（２）生活協同組合が担うコミュニティケアの課

題

新総合事業を進めていく上で市町村に生じる問題

点は、市町村が予防給付に代わる地域支援事業を

整えることができず、要支援者が閉じこもってしまうと

身体状況が悪化し、給付増に跳ね返ってくる（佐藤

2014）。そのために市町村が生活支援サービス提供

団体のないところでは、その成立を図ることになる。ま

た、サービス提供団体の運営に対する必要な支援を

検討することになる。こうした状況のなかでは、営利企

業のサービス提供組織の設立が始まっており、社会

福祉法人もまた地域社会貢献を射程に入れた組織

改革の一環の下で、生活支援サービスへの事業を検

討することになる。すでに着手している団体にとって

も新たな対応を図ることになる。

ところで、生活協同組合は、組合員組織として活動

に取り組んでいるが、助け合いの会に対しては自主

活動組織として生活協同組合組織とは別の団体とし

て位置づけてきた。これがコミュニティケアを担う組織

として生活支援サービスに取り組むことになれば、本

稿で考察したように生活協同組合本体の関わり方を

検討することになる。

生活協同組合は、自治体が課題とする生活支援サ

ービスの総合的な需給調整を担うセクターとしてどの

ような関わり方をすることになるのか。大手スーパーマ

ーケットが展開する事業戦略における地域社会への

関わり方とクロスする要素を含みながら、コミュニティ

ケアを担う社会福祉法人や特定非営利活動法人

（NPO ）を含めた多様な団体との差別化をどのように

展開するのかが組織の課題となるであろう。

付記

本研究は2014年度北星学園大学特定研究費によ

る研究成果の一部である。

注

１）共同出資により労働者自らが自分たちの労働を組織する自

主管理型の事業体（高橋 2003）。

２）全体の団体数は 2,016 団体（2014 年度）で、うち住民互助

型が約半数、社会福祉協議会運営型が 15%を占めている。

３）2014 年 11 月現在、日本生活協同組合連合会に加入して

いる生活協同組合は約 360 ある。

４）日本生活協同組合連合会ホームページ 2013 年度のデー

タより。

http://jccu.coop/aboutus/coop/synthesis/（2015.01.27）

５）①生産業務向上のための活動、②消費者教育と生活文化

向上及び親睦を深めるための活動、③婦人に仕事を与え、お

互いの生活を豊かにするための助け合い生産活動をおこなう

グループ活動。

６）なお、助け合い活動と介護サービス事業所を持つ例とし

て、1991年より生活協同組合の委託を受けてワーカーズ・コレ

クティブのしくみをとってくらしの助け合い活動がある。当初か

ら身体介護などをおこなうホームヘルパーとそれ以外の助け

合い活動を組み立てており、設立１年後には総活動時間数が

合わせて 32,000 時間を超えている。1999 年に NPO 法人格

を取得して、2000 年からは訪問介護と居宅介護支援事業を

始め、2005 年からヘルパー全員に雇用契約を適用している。

なお、担い手についてはくらしの助け合いの会・介護保険事

業とも同じヘルパーが担当している。この間、事業所は県内８

カ所に設置され、2006 年には障害福祉サービス（居宅・重度

介護）の提供も開始するなど、幅広く制度内・外のサービス需

要に対応している。さらに、2009 年と2012 年に小規模デイサ

ービスを開設している。2014 年 11 月のヘルパー会員数は

581 人（実働 484 人）、活動時間数は助け合い活動 5,189.50

時間、介護保険 6,907.25 時間、障害福祉サービス1,357.75

時間となっているが、近年、助け合いの会の年間総活動時間

数が減少してきている。

活動者に対する研修を本格的におこなっていることが特徴

で、助け合いの会のヘルパー、現任コーディネーター（年３
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回）、新任コーディネーターの研修（年１回、５実施、各２～2.5

時間）が年度ごとに用意され、内容は福祉の制度や各種障害

の理解、介護技術や個別援助技術の演習など多岐にわたる。

７）すでにくらしの助け合いの会では、生活協同組合とは独立

した組織であることから、組合員以外のリクエストに応えて組合

員でなくてもくらしの助け合いの会の会員として登録を求め、

サービスを提供するケースが見られる。
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実践レポート

色彩とハンドケアを活用した明日の地域を支える人材づくり

－ 地域コミュニティの活性化支援事業の実戦 －

外崎 由香 （一般社団法人彩メイクケア協会）

篠原 辰二 （一般社団法人 ＷｅｌｌｂｅＤｅｓｉｇｎ）

要旨

本論文は、地域コミュニティ活性化のために、新たな人材づくりの必要性とその方法について検討す

る。具体的には身近な色彩やハンドケアなどをコミュニケーションツールとして取り入れ、研修を実施

し、新たな人材の育成を試みる。対象地域は北海道歌志内市と北斗市の２か所で、それぞれの背景に合

わせた人材育成の支援を行った。参加者にアンケート調査を実施したところ、地域交流に必要性を感じ

る割合は 100％であったが、実際には交流が行われていないことが明らかになった。解決策の一つとし

て、情報発信の見直しがアンケート調査から窺えた。さらに研修終了後のアンケート調査では、このよ

うな体験研修は「役に立つ」「楽しかった」「また参加したい」が優勢であり、それぞれの職場や活動の

中ですぐに活用できるコミュニケーションツールとして高い評価を受けた。色彩やハンドケアは、すぐ

に活用できること、触れ合いを通じて取り入れやすいことが効果的であったと考えられる。今回の研修

が新たな人材を育成する第一段階のきっかけ作りやひとつの方法として、有効であると考えられる。

キーワード： 色彩 ハンドケア 地域コミュニティ 人材育成研修 コミュニティデザイン

１．はじめに

地域コミュニティのあり方を変える新たな仕掛けとし

て「コミュニティデザイン」注１）という言葉を耳にするよう

になった。我が国は東京オリンピック開催地決定や景

気回復など華やかな話題がある一方、東日本大震災

復興の遅れ、少子高齢化社会問題、人口減少など地

域コミュニティの課題は山積みである。東日本大震災

から2015 年 3 月 11 日で丸４年が経った今、応急復

旧段階から、本格復旧・復興段階ではあるものの、地

域によって復興の格差があることは否めない。これま

での行政依存意識注２）では崩壊した地域コミュニティ

の復興、また、崩壊の一途を辿る市町村を食い止め

ることは難しいと言える。

北海道の人口減少も著しく、2005年 5,627,737 人、

2010 年は 5,506,419 人、2014 年は 5,432,200 人と

右肩下がりである注３）。北海道内での移住も多く、札

幌市への一極集中による地方市町村コミュニティの

高齢化も課題になっている。各地で現況の地域コミュ

ニティの強化、世代を超えた交流や新たな人材育成

など様々な取り組みが行われているが、抜本的な解

決策は無く、あらゆる視点からのアプローチが必要で

ある。地域コミュニティの希薄化は共助の精神を低下

させ、防災・防犯意識の低下にも繋がることから、安

全で快適な地域づくりや地域を支える人材づくりが急

務の課題である。

そこで本研究で試みるアプローチは、身近なアイ

テムである「色彩」と直接的な触れ合いである「ハンド

ケア」を用いる。筆頭著者はこれまでに色彩の役割や

効果について研究を行っており、色彩を適材適所に

活用する重要性を論じている注４）。さらに本研究では、

直接相手に触れることができる「ハンドケア」も取り入

れる。対象地域は北海道歌志内市と北斗市である。

共著者がこれまでに市役所及び地域包括支援センタ

ー、市社会福祉協議会等が実施する福祉事業の講

師対応やアドバイザリー活動を展開し、地域性の理
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解や社会資源の活用が可能な地域であり、各本研究

では両市の背景を理解した上で、色彩とハンドケアを

取り入れた研修を実施し考察を行う。

２．研究の背景と目的

（１）地域コミュニティを支える団体と役割

我が国の地域コミュニティを支えてきた仕組みには

町内会や自治会がある。1950 年代後半から組織化

が始まり、1970 年代には北海道から沖縄まで全国に

結成され、2013年には298,700の町内会・自治会が

存在している（総務省調査）。

全国に存在する町内会や自治体の役割は、防犯

や防災、除雪、資源回収、環境美化、街灯や施設維

持管理、盆踊りなど各種行事の開催など幅広く、その

役割は現在も継続されている。

町内会の機能については、『町内会とは何か』菊池

美代志氏の研究によると、３つの機能に大別され、交

通安全や防犯などの「問題対策機能」、地域の施設

の環境美化や維持などの「環境・施設維持管理機

能」、祭礼や盆踊りなど交流促進の「親睦機能」が、

1970 年代から現在まで変わらず、普遍的な機能であ

ると述べている注５）。

他に地域コミュニティを支える団体には、社会福祉

協議会がある。1951年に社会福祉事業法（現在の社

会福祉法）に基づき設置され、2011 年には都道府

県・指定都市社会福祉協議会 66 ヶ所、市区町村・社

会福祉協議会 1,853 ヶ所存在する注６）。

社会福祉の充実をめざし、各種福祉サービスや災

害時の支援、医療・福祉・教育関係者、地域民生委

員や児童委員などとの連携、ボランティア活動の推進、

専門家を招いた研修事業などを実施し、福祉・高齢

化社会を支える大きな受け皿となっている。

このように地域コミュニティを支える仕組みが存在し

ているが、人口減少や働き方の変化、社会背景など

により、様々な課題も生じている。

（２）地域コミュニティの課題

安全で快適なまちづくりに町内会や自治体、社会

福祉協議会は重要な役割を持っているが、町内会構

成員の高齢化や非加入など抱える問題も多い。その

原因は人口減少だけでなく、私たちの働き方の変化、

集合住宅の増加に伴う近所づきあいの低下、他者と

の関わりを好まない個人主義思考などがあげられる。

働き方の変化には長時間～24 時間営業など労働

時間の多様化がある。また、1970 年代後半には雇用

体系がブルーカラーよりホワイトカラーが占める割合

が増加し、これに伴い、居住地域と就労地域が別々

の地域になった。不規則な就労時間や居住地域不

在の状況から地域コミュニティ活動への不参加に繋

がると考えられる。居住地域で地域コミュニティ活動

が困難な場合は、就労地域の地域コミュニティへ参

加が期待されるが、現実には難しいように思える。時

代背景の変化と共に日々の多忙さや地域コミュニティ

への無関心、日中の居住地域の不在など、地域コミ

ュニティ活動への参加の機会が失われているのが現

状である注７）。

こうした地域コミュニティの希薄さの解消には時代

に合わせた地域コミュニティのあり方について改善や

見直しが必要であり、これまで地域交流に不参加で

あった新たな人材をどのように確保・育成していくの

かが課題である。少子化の一途を辿る我が国にとっ

て “明日の地域を支える”早急な問題解決意識が重

要であると考える。

（３）新たな人材の発掘と育成

地域活性化の主役は地域住民であることが望まし

い。地元住民が中心となった地域活性化は必要不可

欠であり、活性化に必要な人材づくりは急務である。

人が繋がる仕組み「コミュニティデザイン」が地域活性

化のキーワードとなり、明日の地域を支える人材づく

りと成り得る。だが、最初のきっかけ作りが難しく活性

化に繋がらない、また、地域交流を目的に定期的に

集う機会を設けても、毎回同じ参加者で発展性が望

めない場合もある。

本研究で行うコミュニティデザインとは、色彩やハン

ドケアを活用した研修を実施し、人材発掘と人材育成

に繋げる地域交流促進を意味する。対象地域と研修

内容は次の通りである。
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（４）対象地域と対象団体

対象地域は歌志内市と北斗市の 2 地域で対象団

体は 3 つである。

歌志内市は炭鉱産業で栄え、戦後 1948 年には

46,000 人を記録した。1960 年代後半の閉山が相次

ぐと、過疎化の一途を辿る。現在の人口は4,000人を

下回っており、日本でも最も人口の少ない市であり、

65 歳以上の高齢者人口は 1,716 人で、全人口に占

める高齢者は 48.88％の超高齢化社会である注８）。

現在は「日本一小さな市で暮らすのどかな生活」を

キャッチコピーに移住計画にも力を注いでおり、若い

世代との交流がカギになると考えられる。

そこで本研究では、歌志内市のこれまでに交流の

無かった団体（東光町内会と子育て主婦団体）を１つ

の会場に集め、研修を実施した。研修内容は世代を

超えた交流の架け橋として、お互いの触れ合いに通

じるものとした。特に主婦団体はこれまで地域行事に

不参加であったため、本研修での地域交流が新たな

人材発掘に繋がる可能性がある。

北斗市は 2006 年に旧大野町と旧上磯町が合併し

て誕生した。第一次産業と商工業が混在するバラン

スのとれた市で、さらに函館市のベッドタウン、また新

幹線の影響で住宅が造成され人口が増加している。

急速な人口増加は町内会・自治会組織のない地域を

生んでいるのも現状である。このような地域コミュニテ

ィの無い地域、そして旧上磯町、旧大野町各々の地

域コミュニティが点在し、北斗市全体で見ると連携や

統一感がない。

そこで本研究では、２団体を対象に研修を実施し

た。１つは北斗市の中でも元来地域活動を活発に行

っている地域の地域サロン活動者を対象に、研修を

実施した。研修１日目に地域サロンで活用できる内容

を提案・指導し、２日目にサロン活動者が高齢者施設

利用者へ実践することで人材育成へ繋げる目的であ

る。

２つめは地域住民とつながりの多い福祉関係者

（社会福祉協議会職員、包括センター職員、保健師

など）を対象に研修を実施した。先述したように、就労

地域で地域コミュニティに参加することは難しいかもし

れないが、地元住民を接点が多い職業であれば交流

促進に繋がるのではないか、と推測する。

（５）色彩とハンドケア研修

本研究で色彩とハンドケアを地域活性化のアプロ

ーチ方法にした理由は、筆頭著者がこれまでに行っ

てきた講演会等で集客が確実に見込まれる実績があ

る。特に老若男女に活用が可能で、手軽に楽しみな

がら交流を図るのに適している。色彩とハンドケアを

活用し、歌志内市と北斗市のぞれぞれの背景に合わ

せて、次のような研修プログラムを作成した（表１）。講

師は筆頭著者である一般社団法人彩メイクケア協会

副代表理事の外崎由香と代表理事の松平冴子が担

当した。

色彩は「パーソナルカラー」と「カラーセラピー」の２

種類を実施した。パーソナルカラーは個人に似合う

色を見つける手法であり、印象を上げることによって

自己肯定感向上などの効果もある。カラーセラピーで

は、色の意味や色を活用したカードゲームを実施し

た。いずれもコミュニケーションの向上に役立ち、本

研究の地域交流に適していることから導入した。

ハンドケアは直接、手と手が触れ合うことからコミュ

ニケーションの向上に最適である。ハンドケアは医療

や福祉現場でも注目されており、コミュニケーションの

向上や継続的な実施は認知症予防にも効果があると

いう説がある注９）。本研究ではコミュニケーションの向

上を目的とし、また、サロン活動者が習得しやすい内

容であることを重要視した。用意する道具はハンドクリ

ームとタオルのみで、時間は片手のハンドケアマッサ

ージに約 15 分、両手 30 分で取り入れやすいことか

ら導入した。

（６）地域交流の必要性の検証

ここまで地域活性化や地域交流の必要性を述べて

きたが、個人の背景によっては地域交流の必要性に

差異が生じる可能性もあり得る。本研究では地域交

流の必要性や防災などに関する項目もつくり、研修

時にアンケート調査やヒアリングを実施することで検

証する。

本研究では北斗市と歌志内市を対象に実践研究を
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表１．色彩とハンドケアを活用した研修プログラム

対象地域 対象者 第１回目 講座内容 第２回目 講座内容

歌志内市 町内会活動者

子育て主婦団体

・パーソナルカラー診断とメイク

・ハンドケア

講師が似合う色やメイク、ハンドケアの方

法指導。参加者が相モデルになり、カラー診

断やハンドケアを体験しながら施術方法を

習得。

・ハンドケア

・色で脳トレーニング（色トランプと混色コマ）

講師指導の元、第１回参加者と第２回参加者が

相モデルになり、ハンドケアを実施。また、色

を使った脳トレーニングをグループワークで

行うことで更なるコミュニケーションアップ

を図る。

北斗市（昼の部） サロン活動者 ・カラーセラピー

・ハンドケア

講師が色の効果やハンドケアの方法を指

導。参加者が相モデルになり、ハンドケアを

体験しながら施術方法を習得。次回の実地

方法についてグループディスカッション。

・ハンドケア

・ヘッドケア

主に第１回参加者が中心となり実地。高齢者に

ハンドケアとヘッドケアを施術。高齢者とのコ

ミュニケーションを図り、実地経験を重ねる場

となる。

北斗市（夜の部） 福祉関係者 ・カラーセラピー

・ハンドケア

講師が色の効果やハンドケアの方法を指

導。参加者が相モデルになり、ハンドケアを

体験しながら施術方法を習得。

・色で脳トレーニング（色トランプ）

・カラーセラピー

・ヘッドケア

講師が色の効果などについて指導。参加者が相

モデルになり、ヘッドケアを体験しながら施術

方法を習得。その後、各職場での活用方法につ

いてディスカッション。

行うが、今後は札幌市を始め、著者が研修講師を務

める際には継続的に行っていき、サンプル数を増や

していく。

なお、本研究は共著者が採択を受けた平成 26 年

度北海道新聞社会福祉振興基金助成事業「新たな

地域人材の発掘と育成事業～主婦層を対象とした福

祉コミュニケーション研修～」の参加者を対象にした

調査をもとに実施した。

３．研究方法

（１）実施内容

対象地域は歌志内市、北斗市の２市に協力を依頼

し、それぞれ２回にわたって研修を実施した。第２回

目研修終了後にアンケートの記入を依頼し、その場

で回収した。

【歌志内市 実施日と対象団体】

（１回４時間、昼休憩はさむ）

第 1 回目：2015 年 2 月 5 日 10：00～

対象団体は東光町内会、子育て主婦

第 2 回目：2015 年 2 月 25 日 10：00～

対象団体は、東光町内会、子育て主婦

【北斗市 実施日と対象団体】

（１回２時間、昼の部と夜の部を実施）

第 1 回目：2015 年 2 月 2 日 13：00～（昼の部）

対象団体はサロン活動者

第 1 回目：2015 年 2 月 2 日 18：00～（夜の部）

対象者は福祉関係者

第 2 回目：2015 年 2 月 23 日 13：00～（昼の部）

対象団体サロン活動者

第 2 回目：2015 年 2 月 23 日 18：00～（夜の部）

対象団体は福祉関係者

（２）調査協力者（講座参加者）

調査協力者は講座の参加者である。協力者の属

性は次の通りである。

表２は歌志内市の協力者で、男性３名、女性９名、



北海道地域福祉研究 第 18 巻

77

表２．講座参加者の属性：歌志内市：平均年齢６６歳

３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 合計 総合計

男性 ０ ０ ０ ０ ０ ３ ３
１２人

女性 ０ ０ ０ ５ ３ １ ９

表３．講座参加者の属性：北斗市（昼の部）：平均年齢５９歳

３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 合計 総合計

男性 ０ ０ ０ ０ ３ ０ ３
２０人

女性 ２ ２ ３ ３ ６ １ １７

表４．講座参加者の属性：北斗市（夜の部）：平均年齢４５歳

３０代 ４０代 ５０代 ６０代 ７０代 ８０代 合計 総合計

男性 ０ １ １ １ ０ ０ ３
１２人

女性 １ ４ ４ ０ ０ ０ ９

合計 12 名である。

表３は北斗市（昼の部）の協力者で、男性３名、女

性１７名、合計 20 名である。表４は北斗市（夜の部）

の協力者で、男性３名、女性９名で合計 12 名ある

おおよその平均年齢は、歌志内市 66 歳、北斗市

昼間の部 59 歳、北斗市夜間の部 45 歳である。

（３）アンケート項目

アンケート項目は次の通りである。①～⑦は選択肢

に〇を記入、⑧は自由記入とした。

①性別 （男性・女性）

②年齢 （20 代・30 代・40 代・50 代・60 代・70 代・

80 代・90 代）

③居住年数（１年未満・１～５年未満・５～10 年未満・

10～20 年未満・20 年以上）

④これからも現在の居住地に住み続けたいですか？

（住み続けたい・できれば住み続けたい・どちらでもな

い・転居したい・転居する）

⑤居住地のコミュニティについて

（はい・どちらでもない・いいえの選択肢を用意）

・地域の行事に参加しやすいですか？

・地域の情報は充分に得られていますか？

・地域の交流、世代の交流は充分ですか？

・地域の交流は必要だと思いますか？

・地域の交流は防災にも役立つと思いますか？

⑥今回の事業に参加した感想をお聞かせください

（複数回答可）

（楽しかった・知り合いが増えた・また参加したい・知

人にも伝えたい・自分で企画したい）

⑦今回のような事業は、地域の交流に役立つと思い

ますか？

（役立つと思う・どちらとも言えない・役立たない・他の

方法が良い）

⑧その他、参加した感想や今後の取り組みについて

ご意見をお聞かせください

４．アンケート調査結果

アンケート調査結果は次の通りである。回収した結

果は集計し、それぞれグラフにまとめた。

歌志内市は町内会活動者と子育て主婦を対象に、

第１回目にパーソナルカラーやメイク、ハンドケアを講

師が指導した（図１）。子育て主婦６名も参加し、町内



北海道地域福祉研究 第 18 巻

78

会活動者との交流も図ることができた。第２回目は色

を使った脳トレーニング、ハンドケア、ヘッドケアなど

を実施した（図２）。残念ながら、子育て主婦は不参加

となり、交流の継続は図れなかった。よって、アンケー

ト調査は町内会活動者のみである。

北斗市（昼の部）は、サロン活動者を対象に、第１

回目に講師が色の効果とハンドケアを指導した（図３）。

第２回目に第１回目参加者が高齢者にハンドケアを

施術し、コミュニケーションを図る内容とした（図４）。

参加者全員からアンケートを回収した。

北斗市（夜の部）は、福祉関係者を対象に、いずれ

の回も色彩の効果、ハンドケアやヘッドケアを講師が

指導し、各々の職場で活用できる内容とした（図５．

６）。参加者全員からアンケートを回収した。

図１．歌志内市 第１回目の様子 図２．歌志内市 第２回目の様子

図３．北斗市（昼の部）第１回目の様子 図４．北斗市（昼の部）第２回目の様子

図５．北斗市（夜の部）第１回目の様子 図６．北斗市（夜の部）第２回目の様子
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（１）居住地へ住み続けたいか

「これからも現在の居住地に住み続けたいです

か？」の質問に対して、居住年数で差異が生じるの

か集計を行った。グラフは歌志内市（図７）と北斗市

（図８）に分けて作成した。歌志内市はいずれの居住

年数も「住み続けたい」「できれば住み続けたい」のみ

の回答であった。20 年以上の居住者は特に「住み続

けたい」が優勢であった。北斗市は居住年数に関係

は見られず、回答に統一性が感じられなかった。

図７．歌志内市「現在の居住地に住み続けたいですか？」 集計グラフ

図８．北斗市「現在の居住地に住み続けたいですか？」 集計グラフ

（２）地域の行事は充実しているか

「地域の行事は充実していると思いますか？」の質

問に対して、居住年数で差異が生じるのか集計を行

った。グラフは歌志内市（図９）、北斗市昼の部（図

10）、北斗市夜の部（図 11）の３つに分けて作成した。

歌志内市はいずれの居住年数でも「はい」が大半を

占めている。北斗市昼の部は「はい」が優勢ではある

が、「どちらでもない」「いいえ」も若干見ることが出来

る。北斗市夜の部は、昼の部に比べると「どちらでも

ない」「いいえ」が目立った。

歌志内市の協力者である東光町内会にヒアリング

したところ、炭鉱産業が栄えた時代からの住民が多く、

普段から町内会内部での交流は活発であることがわ

かった。これはアンケートの属性を見ても平均年齢も

高く、居住年数も長いことから、コミュニティがすでに

出来上がっていることが窺える。

図９．歌志内市「地域の行事に参加しやすいですか？」 集計グラフ
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図１０．北斗市（昼の部）「地域の行事に参加しやすいですか？」 集計グラフ

図１１．北斗市（夜の部）「地域の行事に参加しやすいですか？」 集計グラフ

同様に北斗市昼間の部の協力者にヒアリングを行

ったところ、普段から交流があることがわかった。よっ

て、今回の事業以外での接点もあることから、コミュニ

ティがある程度出来上がっていることが窺え、アンケ

ート調査の結果にも反映されていることが窺える。

だが、北斗市夜間の部は、福祉関係者であり、同

業者で顔見知りであはるものの、お互いの接点はあ

まりない。別々の職場、職務にあることから、地域行

事の参加が少ないことを読み取ることが可能である。

（３）情報発信は充分か

「情報発信は充分に届いていますか？」の質問に

対して、居住年数で差異が生じるのか集計を行った。

グラフは歌志内市（図 12）、北斗市昼の部（図 13）、

図１２．歌志内市「情報発信は充分に届いていますか」集計グラフ

図１３．北斗市（昼の部）「情報発信は充分に届いていますか」 集計グラフ
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図１４．北斗市（夜の部）「情報発信は充分に届いていますか」 集計グラフ

北斗市夜の部（図 14）の３つに分けて作成した。歌志

内市は「はい」が優勢で、完成されたコミュニティでほ

ぼ情報が行きわたっていることが窺える。北斗市昼の

部も「はい」が優勢であった。だが、北斗市夜の部で

は「どちらでもない」「いいえ」が優勢であった。前質

問項目の地域行事は充実さが低い要因に、情報が

行き届いていないことが考えられる。

（４）地域の交流、世代の交流は充分か

「地域の交流、世代の交流は充分ですか？」の質

問に対して、居住年数で差異が生じるのか集計を行

った。グラフは歌志内市（図 15）、北斗市昼の部（図

16）、北斗市夜の部（図 17）の３つに分けて作成した。

歌志内市は「はい」が多いが、これまでの質問項目に

比べると「どちらでもない」「いいえ」が増加している。

先述した「地域の行事は充実していると思いますか？」

の項目と合わせて考察すると、同年代のコミュニティ

は完成しているが、世代を超えたコミュニティは完成

していないことが窺える。

北斗市昼の部も、夜の部も「どちらでもない」「いい

え」が優勢である。これまで、昼の部はある程度のコミ

ュニティが出来ており、日頃からサロン活動を実施し

ている背景を考慮すると、「はい」の回答が多くなるこ

とが予想された。だが、実際には交流は満足のいくも

のではないことがわかった。

図１５．歌志内市「地域の交流、世代の交流は充分ですか」 集計グラフ

図１６．北斗市（昼の部）「地域の交流、世代の交流は充分ですか」集計グラフ
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図１７．北斗市（夜の部）「地域の交流、世代の交流は充分ですか」 集計グラフ

（５）地域の交流は必要か

「地域の交流は必要だと思いますか？」の質問に

対して、居住年数で差異が生じるのか集計を行った。

グラフは歌志内市（図 18）、北斗市昼の部（図 19）、

北斗市夜の部（図 20）の３つに分けて作成した。結果

はいずれの市も、いずれの年代も「はい」であった。こ

のことから、地域や居住年数、年代に関わらず、地域

の交流は必要であると思っていることが明らかになっ

た。

図１８．歌志内市「地域の交流は必要だと思いますか」 集計グラフ

図１９．北斗市（昼の部）「地域の交流は必要だと思いますか」 集計グラフ

図２０．北斗市（夜の部）「地域の交流は必要だと思いますか」 集計グラフ
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（６）地域交流は防災に役立つか

「地域の交流は防災に役立つと思いますか？」の

質問に対して、居住年数で差異が生じるのか集計を

行った。グラフは歌志内市（図 21）、北斗市昼の部

（図 22）、北斗市夜の部（図 23）の３つに分けて作成

した。結果はいずれの市も、いずれの年代もほぼ「は

い」であった。このことから、地域や居住年数、年代に

関わらず、地域の交流は防災に役立つと思っている

ことが明らかになった。

図２１．歌志内市「地域の交流は防災に役立つと思いますか」 集計グラフ

図２２．北斗市（昼の部）「地域の交流は防災に役立つと思いますか」 集計グラフ

図２３．北斗市（夜の部）「地域の交流は防災に役立つと思いますか」 集計グラフ

（７）事業に参加した感想

「今回の事業に参加した感想をお聞かせください」

の質問に対して、複数回答可とした。居住年数や平

均年齢に差異は見られなかったので、協力者数を

100 としてパーセントで表を作成した（表５）。歌志内

市と北斗市夜の部は「楽しかった」が 100％であった

が、北斗市昼の部は 70％であった。これは事業内容

の差に関係していると考えられる。100％の歌志内市

と北斗市夜の部は、講師の講義を受講しながら、参

加者同士で交流を深めるものであったが、北斗市昼

の部は、サロン参加者にハンドマッサージを施術する

内容であった。

つまり北斗市昼の部は、受動的な参加者ではなく、

能動的な参加であったことから、単純に楽しさだけを

求めることが出来なかったことが窺える。それらを裏

付けるのが、表６の自由回答欄の記述である。実際に

施術を施すことによる、迷いや不安、同時に喜びも感

じられ、人と人のつながりの奥深さを表していると言え

る。また、「知り合いが増えた」が20％あり、中には「再

会があった」と記入されているものがあり、確かなコ
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表５．今回の事業に参加した感想

楽しかった 知り合いが増えた また参加したい 知人にも伝えたい 自分で企画したい

歌志内市 １００％ ０％ ７７％ ３１％ ０％

北斗市 昼の部 ７０％ ２０％ ５５％ ３５％ ５％

北斗市 夜の部 １００％ ０％ ３３％ ３３％ ０％

表６．今回の事業に参加した感想の自由記入

歌志内市 ・楽しかった、また来たい、面白かった

・昔を思い出し、非常に楽しみました

・大変良かったと思います

・参加人数が１回目より増えて良かったと思いますが、もっと沢山の参加があればもっと楽しかったと思いま

す。人を集める難しさをいつも思います。

・歌志内市はとても良く、市役所でも大変良くして下さいます。

・ハンドケアのとき、いい香りがした。（ハンドクリームやアロマ系）

北斗市 昼間の部
・交流が広がり、ハンドケア・ヘッドケアとさらに勉強して励みたいと思います。

・喜んで頂けて良かったです。人とふれあうことは心を和ませてくれます、楽しかったです。

・とても気持ちよかったし、「よかったよ」と言われて嬉しかったです。これからもいろいろ企画してくださ

い。

・今日初めて人に施しましたので、はたして、良い結果が出るのか心配です。

本人は気持ちよいと言ってくださいましたが？

・初めて会った方でも「気持ちよかった」と言ってもらえると、やって良かったと思えました。

自宅でもどこでもできると思いました。

・健康にもいいと思います。これからも長く続けたいです。

・他の人にも伝えたい。たまゆらの人が全員できるようにしたい。

北斗市 夜間の部
・笑い楽しみながらの研修でリラックスして参加できました、ありがとうございました。

また参加できたら嬉しいです。

・好きな色について話題にし、交流を深めることができる。

・好きな色を聞いて、話のきっかけにする。利用者に活用できる。

・コミュニケーションを取るのに良い方法だと思いました。話題の少ない方へのきっかけになればと思いま

す。

・色の事は訪問時の話題作りになる。在宅支援教室開催の研修の一つに活用できる。

・コミュニケーションのとり方の参考になりました。交流が親密になれそう。

・色の意味がわかり、興味深かった。

・色は集まりの中で参加者同士のコミュニケーションの展開に利用できる、活用できる。

・楽しく学ぶことができた、人と人の関わりに使っていきたい。

表７．今回のような事業は、地域の交流に役立つと思いますか？ （全体）

役に立つ どちらでもない 役に立たない 他の方法が良い

歌志内市 ９２％ ８％ ０％ ０％

北斗市 昼の部 １００％ ０％ ０％ ０％

北斗市 夜の部 １００％ ０％ ０％ ０％

ミュニケーションを感じられたと言える。

また、歌志内市と北斗市夜の部の「知り合いが増え

た」が０％であるのは、元来の顔見知り出会ったことが

これまでの考察と合わせて読み取ることができる。

（８）今回の事業は役に立つか

「今回のような事業は、地域の交流に役立つと思い

ますか？」の質問に対しての回答を表７にまとめた。

いずれも、「役に立つ」が優勢で、今回の事業は全体

を通して成功であったことが窺える。北斗市昼の部で

は先述したように、能動的に施術を行う楽しさも感じ

てもらえたようで、今後のサロン活動にも役立ててもら
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えることが示唆される。

さらに、北斗市夜の部ではそれぞれの職場や活動

時に積極的に取り入れる内容が表５に記したように記

入されている。具体的なコミュニケーションツールの

ひとつとして、有効であることが窺える。

５．考察

以上、歌志内市と北斗市のそれぞれの背景に合わ

せて研修を実施した。アンケート調査結果から窺える

ように、実際に色彩やハンドケアを体験し研修を受講

した結果、各々のサロン活動や職場で活用できること

を実感してもらえた。

好きな色や似合う色、色の意味は話題作りのきっ

かけに最適であり、コミュニケーションアップに繋がり、

世代を問わずに取り入れることが可能である。さらに、

色トランプはグループワークで行うことで初対面の相

手とも童心に帰って遊びながら交流を深めるアイテム

であり、コミュニケーションアップにとても有効である注

10）。ハンドケアは手と手を触れ合うことで、話しながら

施術をすることが可能であり、交流を深めるのに有効

である。施術時間も15 分～20 分程度の短時間で行

えることも取り入れやすいポイントであると考えられる。

さらに今回の内容を効果的に実施するために以下

の項目を上げる。歌志内市の場合は、幼児の母親が

第２回目に不参加だったため、情報発信の方法に課

題が残った。高齢者と幼児、幼児の母親という世代を

超えた交流が叶えば、さらに地域コミュニティは活性

化すると考えられる。これらの課題については事業や

施策の担当者に対し多様な広報周知の方法やプロ

グラム展開の手法についてアドバイスを行えるような

仕掛けや仕組みづくりを行う必要がある。

北斗市昼の部は、事業目的がおおむね達成され

たと言えるが、わずか１回の研修で２回目が本番であ

ることにやや時間の不足を感じた。ハンドケアの練習

時間や、高齢者へ施術するためのディスカッションな

どの時間を取ることで、さらに有意義な研修になった

のではないかと思われる。

北斗市夜の部は、福祉関係者が今後、それぞれの

職場に持ち帰り、研修内容を活用してもらうことで、次

の展開が見えてくるのではないかと思われる。

本研究をベースに、今後も地域コミュニティの活性

化に色彩やハンドケアを取り入れた研修を行い、考

察を深めたい。

６．まとめと今後の課題

本研究では取り入れた色彩やハンドケアは私たち

人間の感覚に直接響くものである。コミュニケーション

の方法は「話す、聴く」が一般的であるが、今回の研

修内容は、「色を見る」や「アロマの香り」、「手と手の

触れ合い」など感覚を刺激することが多かった。また、

これらの刺激からさらにコミュニケーションが円滑にな

ることも窺えた。今後もこのような研修を各地で開催し、

事例を増やしていくことで、さらに良いコミュニケーシ

ョンの方法を見つけられる可能性もあると考えられる。

また、今後の課題としては、情報発信の必要性が

あげられる。北斗市の昼の部と夜の部を比較すると、

夜の部の参加者に比べ、参加者の平均年齢が若い

昼の部の参加者の地域情報法の収集不足が窺えた。

この昼の部の参加者は福祉関係者であることから、福

祉関係者が地域情報を十分に把握していない実態

がわかった。今回内容では具体的な情報不足の原因

まで探ることができないため、推測でしかないが、現

況の職務の中で無理のない程度で、尚且つ、コミュニ

ケーションを円滑にする情報のやり取りを見直す必要

性が窺える。
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注釈

注１）山崎亮「コミュニティデザイン－人がつながるしく

みをつくる」学芸出版社、2011．コミュニティデザインを
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都市計画だけでなく、人と人のつながりを含めた大きな範

囲で使用している。

注２）片田 敏孝「住民の防災対応に関する行政依存意識

が防災行動に与える影響」日本災害情報学会誌 (9),

pp.114-126, 2011.03．行政依存意識が高い場合は、災害対

応は行政が担うべきが優勢であり、行政依存意識が低い場

合は、防災に関心があり、災害の備えた行動を行っている

傾向にあると論じている。

注３）国勢調査データを元に北海道が作成発表した「北海

道分、人口・世帯数の確定結果」平成 17 年、平成 22 年分

より引用。平成 26 年分は同 HP 住民基本台帳人口より引

用。

http://www.pref.hokkaido.lg.jp/ss/tuk/index.htm.2015.3.

10 アクセス。

注４）外崎由香「アメニティ向上を目指す『色彩アプロー

チ』の基礎的研究 地域のつながりを促進する色づかい。

2011.5，北海道地域福祉研究，第 15 巻，pp.27-40．「高齢

者被服における色彩の役割－地域高齢者のコミュニケー

ション促進につながる色づかい」2013.5，北海道地域福祉

研究第 16 巻，pp.27-36 など、色彩と地域活性化に関して

論文を発表している。

注５）菊池美代志「町内会とは何か」帝京大学文学部社会

学科 帝京社会学，第１５号，pp.63-101，2002.3，

注６）「平成２３年度 厚生労働白書」p.194.

注７）外崎由香，前提書，pp.31-33，

注８）歌志内市 HP 引用. 2015 年 8 月確認

http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/

注９）久保由佳「介護における『手で触れるケア』に関す

る研究Ⅰ」佐野短期大学研究紀要，第２５号、pp.57-

71,2014．3

注 10）色トランプは内容を改善し商品化にむけて準備中、

「スマイル 色
カラー

サプリ」として、筆頭著者が商標登録出願

中である。
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実践レポート

苫小牧市社会福祉協議会権利擁護支援センターの取り組み

－ 日常生活自立支援事業から考える社協活動 －

櫻井 宏樹（社会福祉法人苫小牧市社会福祉協議会 権利擁護支援センター）

要旨

北海道社会福祉協議会が実施主体となり、全道的に展開している日常生活自立支援事業について、平成23

年度から独自に取り組みを始めた苫小牧市社会福祉協議会の活動の経過を報告する。また、活動から見えて

来た課題に対応すべく新たな取り組みを通して、今後の苫小牧市社協における活動のあり方を考える。

キーワード： 社協 地域福祉活動 日常生活自立支援事業 法人後見 権利擁護

１．はじめに

（１）苫小牧市の概要

苫小牧市は、北海道南西部の太平洋に面した位

置にあり市街地は東西に広がる。太平洋岸の港があ

り、新千歳空港にも近い工業・港湾都市である。

また、ホッキ貝の漁獲量は日本一を誇り、市の貝に

制定されている。千歳市との境には活火山である樽

前山があり、国の鳥獣保護区にも指定されているウト

ナイ湖があるなど、四季を通じて自然を楽しめる。

平成 27 年 2 月末現在の人口は 174,015 人で釧

路市に次いで道内 5 番目に人口が多いまちである。

世帯数は 86,399 世帯、高齢化率は 24.8％で、道内

179 市町村中 170 番目（平成 26 年 1 月 1 日現在）

であり、比較的若いまちと認知されている。

（２）苫小牧市社協の概要

苫小牧市社会福祉協議会（以下、苫社協）は、昭

和 27 年に設立、昭和 42 年に社会福祉法人格を取

得する。

現在は、第 4 期地域福祉実践計画（平成 23～27

年度）に掲げる、「ともに支え合う、安心・安全・福祉の

まちづくり」を基本目標に、地域におけるふれあいの

場づくりを目的としたふれあいサロンの推進や、高齢

者の地域活動の促進と介護予防の一環として苫小牧

市より受託した介護支援いきいきポイント事業、また、

ボランティアセンターを中心に、地域における福祉ニ

ーズに対応すべく、マンパワーの発掘、育成事業を

行っている。

市民相談所においては、地域住民の生活上の相

談から低所得者への貸付事業等と連携しながら、後

述する権利擁護支援センター（以下、センター）にお

いて、日常生活自立支援事業を中心に、地域におけ

る権利擁護体制構築のための取り組みを平成 22 年

度より開始した。

その他、配食サービス等の高齢者見守り事業や介

護保険サービス等、各種の社協事業を通じて、行政

や関係する相談機関や、地域住民とのネットワークを

生かしながら事業を展開している。

２．日常生活自立支援事業の取組み

この事業は、介護保険制度の施行に先立ち、平成

11 年 10 月から国庫補助事業として全国的に始まっ

た事業である。北海道では北海道社会福祉協議会

（以下、道社協）が実施主体となり、平成 25 年度から

全道各市町村社協への順次事業が委託されるまで

の間、全道14カ所の各地区センターを拠点に展開し

ている。

また、道社協は平成 25 年度から、道内各市町村

社協に対して、順次業務委託を進めている。（平成
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27 年 3 月末現在 99 社協が受託）

（１）地区センターとの連携とニーズ調査

苫社協は、この事業を平成 25 年度から委託を受

けて事業展開しているが、平成 22 年度からこの事業

に関連して2 つの取組みを独自に行っている。

1 つ目は、担当職員を配置して道社協胆振地区セ

ンターの指導を仰ぎながら、苫小牧市に在住する利

用者の把握と緊急時対応、新規相談ケースへの対応、

また関係機関との連絡調整など、地区センターへの

サポートを行った。平成 22 年度当初、苫小牧市内に

おいて道社協と契約している利用者は9件であった。

しかし、この利用者の中には苫社協が実施している

在宅サービスを利用する方も多く、また、苫社協でそ

の利用者の通帳や印鑑の預かりを行っているにも関

わらず、苫社協が支援に直接関わっていないというジ

レンマを感じていたことが取り組みのきっかけとなった。

２つ目は、市内の民生委員児童委員と事業対象と

なる高齢者施設を対象にニーズ調査を行った。

調査を行うきっかけは、市内地域包括支援センタ

ー等の関係機関から事業の問い合わせ件数が徐々

に増加したことで、当時策定中であった、第 4 期地域

福祉実践計画に合わせて、今後、苫社協がこの事業

にどのような形で取り組むべきかを考える上でニーズ

把握の必要性があったことが挙げられる。

民生委員児童委員を対象としたニーズ調査の概要

と結果は以下の通りである。

１）調査方法：市内19地区民生委員児童委員協議会

単位で配布と回収を依頼

２）調査期間：平成 22 年 9 月 3 日～9 月 30 日

３）調査票配布数：348 件

４）回収件数：224 件（回収率 64.4%）

５）調査結果：設問への回答状況は下記の通り

＜設問①＞「日常生活自立支援事業についてご存

知ですか」

回答数 216 件のうち「全く知らなかった」と回答した

民生委員が 123 件で 56.9％と半数以上を占め、「事

業名だけ知っている」と回答した 38 件を合わせると

161 件、82.4％が本事業の内容について理解されて

いないということが分かった（表１）。

表 1．日常生活自立支援事業についての理解

＜設問②＞「担当されている地域で金銭管理、福祉

サービスの利用・情報収集等に関する課題を抱える

方はどのくらいいますか」

回答結果から、男性 46 名、女性 69 名、計 115 名

の方々が地域での生活をしながら、何らかの問題を

抱えているものと考えられる。なお、高齢者男性17名

のうち1 名は、すでに本事業を利用していた（表２）。

表２．本事業に関する課題を抱える方

＜設問③＞「設問②における地域で課題を抱えてい

る方々の中で、本事業の利用を検討したい方はどの

くらいいますか」

設問②で、115 名の方々が何らかの課題を抱えて

いるが、そのうち男性 10 名、女性 16 名、計 26 名が

本事業の利用を検討したいとのことであった（表３）。

表３．本事業の利用を検討したい方

しかし、設問①において半数以上の民生委員が事

業内容について理解していないことから、潜在的なニ

ーズはさらに多いと推測された。

回答 回答数 ％

事業名だけ知っている 55 25.5

事業内容を知っている 38 17.6

全く知らなかった 123 56.9

性別 高齢 知的 精神 その他 計

男性 17 4 7 18 46

女性 34 3 15 17 69

計 51 7 22 35 115

性別 高齢 知的 精神 その他 計

男性 5 1 1 0 10

女性 1 2 2 3 16

計 6 3 3 3 26
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この調査結果を基に、潜在的ニーズの発掘と事業

の周知と理解を広めるため、市内 19 の地区民生委

員児童委員協議会を訪問して、調査結果の報告と事

業の説明を行った。

（２）道社協モデル事業の指定

平成 23 年度には、道社協から『地域福祉権利擁

護事業の市町村社協への一部業務委託に向けたモ

デル事業』モデル指定（道内 1 カ所）を受け、前年度

まで地区センターをサポートしてきた活動に加え、初

回相談から訪問調査、生活支援計画の策定、生活支

援員の支援活動のサポートや潜在化ニーズの発掘な

ど、契約に至るまでの調整業務（契約業務以外全て。）

を行うこととなった。

平成24年度には、前年度に引き続き『日常生活自

立支援事業の一部業務委託に向けた先行モデル事

業』の指定を受け（道内 11 社協）契約業務を含む全

ての業務を行うこととなった。

（３）道社協からの委託

苫社協は、平成 25 年度 4 月に道社協からの事業

委託を受け、これまでモデル事業で取り組んできた経

験を生かしながら、金銭管理を必要とするニーズのみ

ならず、判断能力が不十分であることを理由に生活

全般に課題を抱える方々に対して、「この事業を通し

てどのように支援していくことが出来るか」を模索しな

がら取り組んで来た（図１）。

この事業の利用対象は、認知症状や精神疾患、精

神障がい、知的障がいなどを持つ、判断能力が不十

分な方である。関係機関から相談があるケースには、

公共料金等を滞納するなど、日常的金銭管理の必要

性は認められるが、対象者本人が他人に金銭管理を

されることを望んでいない場合がある。そういったケー

スでは契約までの調整を行う自立生活支援専門員が、

相談機関の協力を得ながら、まずは対象者との信頼

関係構築を目的に訪問を重ね、時間を掛けながら事

業への理解を得て契約に繋げて来た。

また、事業の利用を希望する方の中には、苫社協

への頻回な支援要望や、緊急的な対応が必要な場

面が多いなどスムーズな支援が難しいケースが見ら

れる。

本来、利用者との契約に伴い自立生活支援専門

員から、研修を受けて登録されている生活支援員に

支援を引き継ぐべきであるが、専門的対応や緊急対

応の必要性が多い利用者の場合、生活支援員には

負担となることが考えられる。そういったケースは困難

ケースとして専門員自らが生活支援員として支援を行

うこととなる。

しかし、専門員が直接定期的な支援を行う困難ケ

ースの増加は、専門員への過度な負担が増えるとい

った課題が残る。そのため、苫社協だけで支援を行う

のではなく、「支援の一部である金銭管理」をこの事

業で行い、この事業のあり方を関係機関に対して更

に理解を求めながら、必要に応じて関係機関、また、

地域の民生委員等に参加を呼びかけてケース会議

を開催するなど、チームアプローチによる支援を進め

ている。

その他、生活支援員を対象に毎年 2 回生活支援

員研修会を開催している。この事業を通じて共に地

域で利用者を支える熱意あふれる 50 名の生活支援

員（苫社協に登録）の更なるスキルアップを図って行

きたいと考える。

３．権利擁護支援センターの開設と新たな

取り組み

（１）権利擁護支援センターの開設

苫社協では、平成 26 年度から「子どもや高齢者、

障がい者、傷病者など抜け漏れのない全ての住民を

対象として、本人らしい生き方を尊重するため、フォ
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図１．利用契約者数推移（年度）
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ーマル・インフォーマルの枠組みを超えた、幅広い、

地域住民による権利擁護の実践・普及・研究活動の

拠点となることを目的１）」として、市民相談所の中に、

センターを開設した。

センターでは、これまで長年苫社協が行って来た、

心配ごと相談や生活福祉資金貸付制度等の低所得

者への貸付事業や日常生活自立支援事業を引き続

き行い、また、事業の活動を通じて見えて来た 2 つの

課題を基に、法人後見事業と地域での見守り活動を

推進する、あんしん生活サポート事業を新たに始め

た。

（２）法人後見事業

苫社協が法人後見事業に取り組むきっかけは、こ

れまで取り組んで来た日常生活自立支援事業にお

ける課題の一つである、認知症等利用者の判断能力

の低下による、本人意思の確認が困難になって来た

場合の対応が挙げられる。

苫社協における日常生活自立支援事業の利用者

は身寄りが無いが、親族等が居ても協力を得られな

い方が多い。

利用者と相談をしながら支援を行うサービスである

日常生活自立支援事業は、本人の意思確認が困難

になると支援そのものが難しくなる。このような利用者

への対応として、支援を通じて築いてきた利用者との

信頼関係を基に、スムーズに成年後見制度に移行す

ることが必要であるとの判断から、苫社協が法人とし

て後見人となる法人後見事業を始めることとした。

苫社協が法人後見事業に新たに取り組むに際して

は、あくまでも日常生活自立支援事業の利用者を対

象とし、事業実施に当たり、苫社協理事 5 名を委員と

する法人後見運営委員会を設置し、利用者の中から、

成年後見制度への移行が必要と認められる者を被後

見人候補者として市長申立てに向けた協議等を行っ

た。

その後、委員会での協議を経て、平成 26 年 10 月

2日に苫小牧市より札幌家庭裁判所苫小牧支部に市

長申立てがなされ、同月 20 日には、苫社協が後見

人となる法人後見の審判が下りた。その後 2 週間の

即時抗告期間を経て、11 月 6 日に後見受任が確定

した。胆振・日高管内では、初の法人が後見人となっ

たケースである。

被後見人となった対象者は、知的障がいを持つ 60

歳代の男性であり、これまで日常生活自立支援事業

にて定期的に支援を行って来た生活支援員から「本

人の意思確認が難しくなって来た」との報告があり、

申立てを検討していた経過がある。

しかし、11 月に後見業務を開始してから、被後見

人の病状が悪化し、2 月中旬に入院先の医療機関に

てお亡くなりになった。

被後見人の死後、苫社協は、死亡届等の死後事

務、また火葬後には職員が遺骨拾いを行い、家庭裁

判所への業務報告、報酬付与申立てを終え、当初関

わりを拒否していた親族を訪問し、遺骨の引き渡しを

することが出来た。

苫社協が後見人を受任していた期間は 3 か月半

程であったが、後見業務を行うに当たり、ご本人が入

院前まで入居されていたサービス付き高齢者住宅や

入院先の医療機関と連携し、また、家庭裁判所に随

時アドバイスいただきながら後見業務を行うことが出

来た。

平成 27 年 3 月末現在、4 月中に 2 件目の法人後

見受任に向けて手続きを進めている。

（３）あんしん生活サポート事業

平成 26 年度からモデル的に取組みを始めた、あ

んしん生活サポート事業は、「高齢化、核家族化など

の進展により家族の支えが期待出来ない一人暮らし

世帯等が増加する状況を踏まえ、地域で孤立し、又

は孤立するおそれのある一人暮らし高齢者世帯等に

対して、定期的な訪問により、安否確認、不安解消等

の見守り、生活に必要な情報提供等の生活支援等を

行うことにより、地域で安心して暮らせる地域福祉ネッ

トワークを整備することを目的２）」として、市内の市営

住宅から2 つの自治会に協力お願いし、モデル的に

取組みを始めた。

事業の概要は、地域住民同士による日頃からの見

守り活動の必要性を理解していただくため、自治会

役員との懇談会を開催し、後に住民懇談会を開催し

た。
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その後、対象となった自治会全戸を対象に、年齢、

世帯構成等を含む生活上の困りごと等ニーズ調査を

行うことで、見守り支援の対象となる住民の把握と、見

守り活動に協力頂ける住民を募った。支援を必要と

する住民から日常の相談対応を担う住民を「あんしん

生活相談員」、見守り活動に協力頂ける住民を「あん

しん生活サポーター」と名付け、調査結果から得られ

たニーズを基に、自治会役員による協議を重ねて定

期的な見守り活動に繋げた。

今回、モデル自治会として協力頂いた 2 つの自治

会のうちの 1 つである「Ｋ自治会」（九階建高層住宅）

のニーズ調査結果の一部について記す。

自治会に居住する157 世帯を対象に 144 世帯か

ら回答を得た（回答率 91.7％）。回答を頂いた世帯の

年代別では、回答総数 242 人のうち、70 歳代が 69

人と一番多く、次いで60歳代が47人、50歳代が34

名であった。高齢化率は約 47％であった。また、144

世帯のうち75 世帯、半数以上が単身世帯であった。

住民同士の見守り支援について、支援を希望する、

または支援に協力出来るかについての調査結果で

は、支援出来ると回答した方は 72 件と半数を占めた。

また、そのうち自ら見守り活動への協力を希望する方

45 件が含まれている。

支援される側と支援をする側とに役割を分けること

なく、出来る時に出来ることをお互いに協力し合う関

係が、地域で支え合って暮らすということだと考える。

事業説明の最後になったが、この取り組みのきっ

かけとなったのも、日常生活自立支援事業通じて見

られた課題がきっかけとなった。

地域包括支援センター等の専門機関からの相談

ケースには、疾病や障がいを持ち、ＤＶや経済的搾

取、また、家庭環境の急な変化により公共料金の未

払いやカードローン等の負債を抱え、ライフラインが

ストップしている等、複合的に問題を抱えるケースが

少なくない。

このようなケースは、専門機関に相談が行われた

段階では、すでに地域において問題が慢性化してい

る。だからこそ発見されたケースであると考える。

地域に存在する問題に一番早く気付くことが出来

るのは地域住民であり、地域の問題を専門機関のみ

での発見は困難である。そのため、地域における問

題の早期発見、早期対応の必要性が課題として挙げ

られる。

そのような課題に対して、日頃から地域において住

民同士による見守りや助け合い活動が必要であると

の考えから取り組みを始めた。

当初、この事業は、

国の補助事業で安心生活創造事業の基本事業で

ある、地域を対象とした抜け漏れの無い実態把握調

査や抜け漏れの無い支援実施等と、選択事業である

権利擁護推進センター事業の運営を目指して、苫小

牧市から国への申請いただくことを念頭に提案してい

た。

残念ながら、補助事業申請には至らなかったが、

平成 27 年度より地域ニーズ調査や住民座談会を開

催する等、苫小牧市の協力を得ながら共に地域にお

ける見守り事業を進めていくこととなった。

４．これからの取組みに向けた課題と展望

苫社協としては、これまでの日常生活自立支援事

業における地域において様々な課題を抱える利用者

に対する支援を通じて、個別支援のあり方について

考えるきっかけとなった。

また、既存の制度・サービスでの支援を行うのと同

72
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8
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7

図２．支援について 支援出来る 72件

（うち45件は要

支援）
支援を必要とす

る 19件

支援出来ない 8

件

訪問不可 38件

無回答 7件
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時に、地域で暮らす利用者を地域住民とともに支える

ための取り組みが必要であることを実感することが出

来た。

現在、国の施策として、生活困窮者自立支援制度

による地域ネットワークを活用した支援や、地域包括

ケアシステムにおける地域福祉活動のサービス化、ま

た、成年後見制度普及の一環として市民目線が求め

られる市民後見人の養成と活用など、フォーマルな

制度の中にインフォーマルな活動が組み込まれる考

えが進められ、地域住民による福祉活動がさらに求

められる状況にある。

もちろんこの背景には、社会保障費の逼迫がある

ことは間違いないが、地域福祉を推進することを目的

とした社協の役割が変わる訳ではない。

苫社協としては、社協職員は福祉の専門機関であ

るということを改めて認識するとともに、本来の社協活

動の原点である地域住民と協力しながら地域の課題

解決に取り組む視点を忘れず、さらには個別支援と

地域支援を一体的に展開するコミュニティソーシャル

ワークによる支援が出来る体制づくりを模索して行き

たい。

そのためにも、先述したセンターにて行っている、

心配ごと相談や生活福祉資金等貸付事業、またボラ

ンティア相談など、苫社協内で横断的な連携を図る

必要がある。

この考えは、平成 24 年 10 月に全国社会福祉協

議会で策定された「社協・生活支援活動強化方針」

（以下、全社協強化方針）の一つである「相談・支援

体制の強化」にも示されている。

同じく全社協強化方針において「地域のつながり

の再構築」が挙げられている。

苫社協のこれまでの地域とのつながりは、苫社協

にて事務局を担う、町内会連合会、民生委員児童委

員協議会、老人クラブ連合会などの地域の団体を通

じた連携が中心となっていた感がある。今後は、苫社

協と地域団体との連携をさらに地域福祉に繋げてい

く関係づくりを進めるとともに、従来から取り組んで来

た地域住民による定期的見守り活動であるふれあい

サロン活動や、あんしん生活サポート事業など、地域

住民との連携を強化して行きたいと考える。

さらに、苫小牧市の地域福祉を継続的に進めて行

くためには、苫社協の取り組みを通じて地域福祉活

動の重要性を行政にアピールしながら、全社協強化

方針にもあるとおり「行政とのパートナーシップ」により

進めることが望ましいと考える。
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