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論文  

 地域を基盤としたソーシャルワークの展開に関する一考察  
―韓国社会福祉館における実践分析を通して― 

 

 中田  雅美（札幌学院大学  人文学部） 

 

要旨  

本稿は、韓国釜山広域市にある社会福祉館の実践を分析することを通して、個を地域で支える

援助／個を支える地域をつくる援助を一体的に推進する「地域を基盤としたソーシャルワーク」の展

開について考察した。 

韓国社会福祉館では、職員の大半を占めるソーシャルワーカーが、対象となる地域を基盤として、

主に事例管理事業・サービス提供事業を通して“個を地域で支える援助”が、そしてそれらの活動も

含めて展開される地域組織化事業で“個を支える地域をつくる援助”が展開されていた。また韓国社

会福祉館のソーシャルワーカーらは、地域を基盤としたソーシャルワーク実践を展開する中で、既存

制度にとらわれない地域課題の発見と解決、資金調達も含めたマルチプレイヤーとして力を発揮し、

社会福祉館（ソーシャルワーカー）だけでなく地域全体で取り組んでいることが明らかになった。 

今後、日本における地域を基盤としたソーシャルワークを展開するためには、過度に個人のソーシ

ャルワーカーへの期待を高めていくのではなく、地域でソーシャルワーカーらがソーシャルワークを実

践できるような共有の場をつくっていくことが肝要であるとまとめた。 

 

キーワード 韓国社会福祉館  地域を基盤としたソーシャルワーク アセスメント 資源開発   

地域組織化   

 

１．はじめに  
いま社会福祉士等のソーシャルワーカーは、“地域共生社会”の実現に向けて、複合化・複雑化

した課題を受け止める多機関の協働による包括的な相談支援体制や、地域住民等が主体的に地

域課題を把握して解決を試みる体制の構築の推進にあたり、ソーシャルワークの機能注１）を発揮する

ことが期待されている（厚生労働省第 14 回社会保障審議会福祉部会・福祉人材確保専門委員会

2018 年 3 月 16 日資料：ソーシャルワーク専門職である社会福祉士に求められる役割等について）。 

しかし、多くの社会福祉士は高齢者福祉関係・障害者福祉関係の施設等に勤務しており、現在

の勤務状況の中では、期待される機能を実践することが難しいのではないだろうか。また厚生労働省

2016 年度社会福祉推進事業補助金『地域における包括的な相談支援体制を担う社会福祉士の

養成のあり方及び人材の活用のあり方に関する調査研究事業』では、「社会福祉協議会及び地域

包括支援センター職員とも、地域への取り組みを担えていない現状が明らかになった」と指摘してい

る。今後ますます求められるソーシャルワークの機能を地域の中で展開するためにどうすればよいの

か。本研究では、地域を基盤としたソーシャルワークの展開を実現するための方策を考察したいと考
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えた。 

そのような中、筆者は 2004 年からたびたび調査や学会等で韓国を訪問し、特に 2014 年からは

韓国国内の複数の社会福祉館に実地調査をする機会を得た。そして、いま日本で求められているソ

ーシャルワークは、すでに韓国社会福祉館のソーシャルワーカーが実践しているのではないかと考え

るに至った。全（2008）は１）、韓国社会福祉館の地域社会組織化事業に着目し、社会福祉館のも

つソーシャルワーク機能をマクロ・メゾ・ミクロの視点から考察している。また伊藤（2009）も２）、韓国総

合社会福祉館のソーシャルワーカーが、生活圏域注２）をベースとして「地域住民の暮らしに日々接し

ながら、企画した事業を推進することを通して新たなニーズを掘り起こし、事業化に結び付ける起業

型、ソーシャル・アクション型ワーカー」といえると述べている。 

本稿では、地域を基盤としたソーシャルワークを展開している韓国の社会福祉館の実践に着目し、

そこで行われている実践を分析することを通して、日本における地域を基盤としたソーシャルワークの

展開について考察したい。岩間（2011）によると３）、地域を基盤としたソーシャルワークとは、「ジェネラ

リスト・ソーシャルワークを基礎理論とし、地域で展開する総合相談を実践概念とする、個を地域で

支える援助と個を支える地域をつくる援助を一体的に推進することを基調とした実践理論」である。

地域を基盤としたソーシャルワークの特質には、本人の生活の場で展開する援助、援助対象の拡大、

予防的かつ積極的アプローチ、ネットワークによる連携と協働があり、8 つのソーシャルワーク機能が

あると提起されている。上記で述べた、いま社会福祉士等に求められているソーシャルワーク機能に

大きく関わるものであり、韓国社会福祉館のソーシャルワーク実践にもつながる概念であると考え、本

稿で考察するキー概念とした。 

 

２．韓国における社会福祉館の概況  
（１）韓国社会福祉館の位置づけ  

韓国社会福祉館協会４）によると、韓国の社会福祉館は「地域社会を基盤に一定の施設および専

門人材を備え、地域住民の参加と協力を通して地域社会福祉問題を予防し、解決するための総合

的な福祉サービスを提供する施設」と定義されている。なお、ここでいう地域社会福祉とは、「住民の

福祉増進と生活の質を向上させるため、地域社会レベルで展開する社会福祉」である。 

韓国社会福祉館の歴史をみてみると、1906 年の元山のインボ館運動の社会福祉館事業をはじ

まりとされ、1920～1930 年代にかけてソウルなど韓国各地にひろがった。野口（2008）は、この社会

福祉館のはじまりについて、キリスト教会が中心となり、セツルメント事業の拠点として、「女性の地位

向上と貧困問題を課題として取り組まれて」きたと述べている５）。その後、1975 年に国際社会福祉

館連合会に加盟し、1976 年には 22 の社会福祉館によって韓国社会福祉館連合会が設立された

（その後、社会福祉法人韓国社会福祉館協会設立）。1983 年には、社会福祉事業法によって社

会福祉館運営に国庫補助がつき、1988 年には、社会福祉館運営・国庫補助事業のガイドラインが

策定された。安藤・島内（2014）によると６）、1989 年に住宅建設促進法等による低所得層の賃貸ア

パートに社会福祉館の設立が義務化されたと記されている。現在の韓国社会福祉館の根拠法は、

住宅法と社会福祉事業法である。社会福祉事業法施行規則は 2004 年に社会福祉館の設置基準
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を新設し、2012 年の社会福祉事業法の改正（2012 年 8 月 5 日施行）では、社会福祉館の設置な

どの規定が新設されている。2012 年の改正内容については、2014 年にソウル市内の社会福祉館

で行った実地調査で、それまでの社会福祉館の事業として規定されていた①家庭福祉事業、②地

域社会保護事業、③地域社会組織事業、④教育文化事業、⑤自活事業の 5 つから、①事例管理

機能、②サービス提供機能、③地域組織化機能の 3 つの機能に整理されたと館長から説明を受け

た。 

2018 年現在、韓国国内に社会福祉館は 466 ヶ所あり、住宅法に規定される低所得者層の賃貸

アパート地域にある社会福祉館が 166 ヶ所、その他

の一般地域にある社会福祉館が 300 ヶ所である。ま

た社会福祉館はその延べ床面積によって区分され、

床面積 2000 ㎡以上のガ型注３）が 211 ヶ所、床面積

1000～2000 ㎡未満のナ型が 212 ヶ所、床面積

1000 ㎡未満のダ型が 43 ヶ所である。運営法人は社

会福祉法人が 337 ヶ所と最も多く、次いで社団法人

が 55 ヶ所、地方自治体直営が 27 ヶ所、学校法人が

26 ケ所と続いている。地域別に見てみると、ソウル特

別市に 99 ヶ所、京畿道に 80 ヶ所、釜山広域市に 53

ヶ所と、人口が集まる地域に多く配置されている（表１参照）。 

 

（２）釜山広域市にある社会福祉館  

次に、釜山広域市にある社会福祉館の

概況をみてみたい。韓国は、ソウル特別市

のほか、6 つの広域市、9 の道から成り立っ

ている。広域市の一つである釜山広域市

（図 1）は、韓国の貿易・商工業の中心地

として発展し、戦争や行政区域の拡張など

の影響を受け、人口の増減を経て、2017

年 12 月 31 日現在の人口は約 352 万人

である。市内は 15 区 1 郡に分かれ、面積

は合計 769.89 ㎢に達している７）。機張郡

は最も広く 218.30 ㎢と約 28％を占めてい

るが、人口が最も多いのは海雲台区で約

42 万 8 千人である（表 2 参照）。市内に邑

面洞が 205 あり、それぞれに行政機関であ

る「行政福祉センター」注４）がある。 

社会福祉館は市内に 53 ヶ所（表 3 参照）ある。社会福祉館の数は必ずしも邑面洞の数や人口と

社会福祉法人 ３３７ その他 １２９

ソウル特別市 ９９ 江原道 １９

釜山広域市 ５３ 忠清北道 １３

大邱広域市 ２６ 忠清南道 ２１

仁川広域市 ２０ 全羅北道 １７

光州広域市 １８ 全羅南道 １５

大田広域市 ２１ 慶尚北道 １６

蔚山広域市 ８ 慶尚南道 ３０

京畿道 ８０ 済州道 １０

表１ 韓国国内にある社会福祉館

出典：韓国社会福祉館協会 http://kaswc.or.kr/centerlist をもとに筆者作成

2018年現在：計４６６ヶ所

図１ 釜山広域市

出典：釜山広域市公式ウェブサイト（日本語）
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比例している訳ではなく、人口約 31 万人で、13 洞ある北区が最も数が多く 9 ヶ所あり、最も人口が

多い海雲台区は北区に次いで 2 番目に多い 7 ヶ所、影島区・沙下区の 5 ヶ所と続いている。 

筆者は、2016 年 3 月～2018 年 3 月に韓国釜山広域市にある社会福祉館への実地調査を実

施し、複数の社会福祉館において聞き取りを行った。聞き取りでは、社会福祉館のある地域につい

て、社会福祉館の概要（変遷や事業内容・職員体制）、現在抱える課題などの説明を受け、館内と

周辺地域の踏査を行った。訪問先の選定・依頼はすべて東西大学の  ユン・ソンホ氏に依頼し、通

訳を同行した注５）。 訪問先は以下の 5 ヶ所である（表 4 参照）。なお、本稿で使用するデータは、社

会福祉館が作成し提供された資料、訪問時の説明内容、撮影した写真のほか、市・区・各社会福

祉館のホームページなどによるもので、個人を特定する情報はない。 

 
 

（３）社会福祉館の事業内容  

ここで（１）でもふれた社会福

祉館の事業内容について改め

て述べる。以下の事業内容は、

イコール実際の社会福祉館の

事業内容ではなく、あくまでも社

会福祉館の事業としてふまえる

べき 3 つの機能（事例管理・サ

ービス提供・地域組織化）であ

る。3 つある事業内容 （機能 ）

は、すべて韓国社会福祉館協

会による説明文４）を直訳（一部

翻訳を依頼）した。 

事業内容１ 事例管理機能  

 現在の縦割りとなっている地域社会の福祉サービスの限界を解決し、より統合的なサービスの

区 数 区 数 区 数

中区 １ 東萊区 １ 金井区 ２

西区 ２ 南区 ３ 江西区 ２

東区 ３ 北区 ９ 蓮堤区 ２

影島区 ５ 海雲台区 ７ 水営区 ２

釜山鎭区 ４ 沙下区 ５ 沙上区 ４

機張郡 １ 計：５３ヶ所

表３ 釜山市内にある社会福祉館

出典：韓国社会福祉館協会 http://kaswc.or.kr/centerlist をもとに筆者作成

Ａ総合
社会福祉館

Ｂ総合
社会福祉館

Ｃ総合
社会福祉館

Ｄ総合
社会福祉館

Ｅ総合
社会福祉館

所在区 沙下区 北区 機張郡 沙下区 江西区

行政区数 １６洞 １３洞 ３邑２面 １６洞 ７洞

区内社会
福祉館数

５ヶ所 ９ヶ所 １ヶ所 ５ヶ所 ２ヶ所

運営法人 キリスト教会
社会福祉法人
：キリスト教

都市管理
公団

社会福祉法人
：仏教

YWCA

職員数 １３名 ２１名 ２１名 １５名 ２８名

事業体制
チーム

事例管理

安定した生活
支援

地域組織

事例管理
地域福祉
家族支援

障害者支援
運営チーム

相談事例ｻﾎﾟｰﾄ
機能強化ｻﾎﾟｰﾄ
家族文化ｻﾎﾟｰﾄ
地域権利擁護
企画・運営

資源チーム
発見チーム
管理チーム
他、サービス部門

事例管理
サービス提供
地域組織化

表４ 訪問調査を行った社会福祉館一覧

※訪問調査時の資料、ホームページなどをもとに筆者作成。

区分 邑面洞 人口 面積(㎢)
釜山広域市 205 3,520,306 769.83
中区 9 47,358 2.83
西区 13 116,620 13.94
東区 12 92,895 9.74
影島区 11 130,269 14.15
釜山鎭区 20 382,524 29.68
東萊区 13 273,409 16.63
南区 17 284,804 26.81
北区 13 313,754 39.36
海雲台区 18 428,086 51.47
沙下区 16 340,136 41.75
金井区 17 248,933 65.27
江西区 7 107,398 181.51
蓮堤区 12 211,391 12.10
水営区 10 181,415 10.21
沙上区 12 240,649 36.09
機張郡 5（3邑・2面） 157,593 218.30

(２０１6年 5月 現在)
※各自治体のウェブサイト等をもとに筆者作成

表２ 釜山広域市（地域別）
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デリバリーシステム構築に向けて、地域社会内における民・官を横断するようなサービスネットワー

ク構築及び多様な地域住民の福祉ニーズにつなぐオーダーメイド型サービスを提供する。 

＞事例の発掘：危機介入対象者を発掘し介入  

＞事例介入：問題やニーズに合わせた介入  

＞サービス連携：利用可能な資源の連携など 

事業内容２） サービス提供機能  

 クライアントに直接専門的なサービスが提供されている領域  

＞家族機能強化：家族関係増進、家族機能補完、家族問題の解決・治癒、扶養家族支援、 

多文化家族支援など 

＞地域社会の保護：要保護者等へのサービス提供  

＞教育文化：児童・青少年、高齢者等への教育文化  

＞自活支援などその他：職業技能訓練、職業斡旋、職業能力開発など 

事業内容３） 地域組織化機能  

＞福祉ネットワークの構築：地域連携事業、地域のニーズ調査、実習指導など 

＞住民組織化：住民福祉増進事業、住民の組織化事業、住民教育など 

＞資源開発と管理：ボランティア開発・管理、スポンサー開発・管理等  

 以上、韓国社会福祉館の事業内容をみてみると、2012 年の社会福祉事業法改正以前の事

業内容であった①家庭福祉事業、②地域社会保護事業、③地域社会組織事業、④教育文化

事業、⑤自活事業を継承しつつ、機能別に整理されたことがわかる。また、2016 年以降に訪問

調査を行った釜山市内 5 ヶ所の社会福祉館の事業体制をみてみると、3 つの機能をそのままチ

ームとして組織し、事業を展開している社会福祉館もあれば、別の名称や事業を立て、全体とし

て 3 つの機能をカバーしている社会福祉館、ソーシャルワークの展開に沿うような、発見、資源、

管理チームに分かれ、いくつもの事業を展開している社会福祉館もあった。また韓国では、社会

福祉館をはじめとする福祉館注６）は、3 年に 1 度必ず保健福祉部と韓国社会保障情報サービス

（SSIS）が示した評価を受けることが義務づけられている。この評価指標のひとつである D.プログ

ラムとサービスでは、事例管理・サービス提供・地域組織化の項目が分かれているものの、評価の

対象となるプログラムは社会福祉館が選定して提出し、提出されたプログラムの内容を見て評価

者が評価を行っている。つまり、社会福祉館は実践するための組織体制だけでなく、一定期間内

に行った複数の事業・プログラムを通して、機能が実行されているか評価されているのである。 

 

３．社会福祉館におけるソーシャルワーク実践  
（１）社会福祉館におけるソーシャルワーカー 

韓国では、1970 年まで社会福祉事業に従事者の資格はなかったが、1970 年に制定された社会

福祉事業法第 5 条及び同法施行令第 9 条で社会福祉事業従事者の資格制度が導入された。そ

の後、大学で社会福祉学専攻を卒業する学生が排出されるようになったため、1983 年の社会福祉

事業法の改正で 3 等級体制の社会福祉士が新設された。2003 年からは社会福祉士 1 級の国家
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試験が施行されている。韓国社会福祉士協会８）の統計資料によると、2018 年 2 月 28 日までに 1

級資格取得者が 138,952 人（14.5％）、2 級取得者が 805,552 人（84.1％）、3 級取得者が 13,446

人（1.4％）と、大学で所定の単位を取得したものが取得できる 2 級が大半を占めている。 

また李（2000）９）によると、1996 年に韓国社会福祉士協会が実施した調査結果（n=3,428）では、

社会福祉士が勤務する職場として最も多いのが、地方公務員である社会福祉専担公務員注 ７）で

45.7％。次いで、2 番目に多い約 26.7％が福祉館で勤務しているという結果であった。あわせて、

1997 年当時の韓国社会福祉館協会が実施した調査結果（n=213）では、職員全体の 51.1%が社

会福祉士資格を持っており、1 級所持者は 80.8%、2 級所持者が 12.9%、3 級所持者が 6.3%であ

った。国家試験を突破した 1 級社会福祉士が社会福祉館に勤務している実態が明らかになった。

次に述べる社会福祉館でも 21 名の職員のうち、17 名が社会福祉士資格取得者であった。 

  

（２）万徳総合社会福祉館における実践  

筆者は、2016 年 3 月 10 日、そして 2018 年 3 月 20 日に釜山

広域市北区にある万徳総合社会福祉館（以下、万徳福祉館とい

う）への実地調査を実施し、館長、運営部長、地域福祉チーム長に

話をうかがった。訪問時には研究目的での訪問であること、研究発

表等で使用することがあることをあらかじめ説明し、同意を得た。 

①地域の概況 

北区は釜山広域市で人口が 4 番目に多く、313,754 人である

（表 2 参照）。区内は亀浦 1～3 洞、金谷洞、華明 1～3 洞、徳川 1

～3 洞、万徳 1～3 洞の 13 行政区に分かれている。北区は大韓民

国成立以来、慶尚南道に属していたが、その後釜山直轄市に入

り、合併・分離を繰り返して現在に至っている。万徳福祉館職員の

説明によると、北区は万徳洞、華明洞以外は比較的多くの低所得

者層が居住する地域であり、万徳福祉館がある万徳洞は、低所得者層が暮らすアパートと一般の住

宅が混在している地域であるということであった。北区の社会福祉館は釜山広域市で最も多い 9 ヵ

所で、社会福祉館の成り立ちから考えても、北区に多くの低所得者層が住んでいることがうかがえる。

釜山広域市北区の公式サイト（日本語）によると、2014 年時点で万徳洞に暮らす人は 55,677 人、

世帯数 19,977 世帯、65 歳以上の高齢者が 6,336 人で、高齢化率は約 11.4％であった。 

②万徳福祉館の概要 

万徳福祉館は、キリスト教会の社会福祉法人ロデム福祉財団が運営しており、社会福祉館のほ

か、障害者を対象とした地域バリアフリーセンターや昼間保護センター、高齢者を対象とした療養施

設や在宅老人支援センターを運営している。万徳福祉館は 2007 年 10 月の委託開始以降、3 度

の再委託を受け、合計 10 年間運営されてきた注８）。万徳福祉館内は、2000 ㎡以上のガ型の社会

福祉館で、年間予算は約 21 億ウォン（約 2 億円）である。建物は地上 4 階建てで、１階にはホール、

食堂（１００名利用可能）、調理場があり、2 階には児童発達支援センター、集団治療室、相談室、

図２ 釜山広域市北区  

※色の部分が万徳洞  

出典：北区公式サイト地名由
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会議室、資料室、ボランティア室などがある。3 階は青少年が利用できる夜間保護プログラムの部屋、

ピアノ教室、図書館など、教育文化フロアになっている。4 階は障害者の昼間保護センター（15 名利

用）、リハビリ室、おもちゃバンク、障害児が利用できるプレイルームなどになっている。屋上には花壇

と、約 30 名が利用できる農場がある。2017 年の年間利用者数は 212,766 人で、1 日の延べ利用

人数は約 700 名にのぼり、各事業・各プログラムの利用者だけでなく、図書館・食堂やイベントの開

催などで地域住民も多く利用しているとのことであった。 

③万徳福祉館の職員体制 

万徳福祉館には、2018 年

3 月現在、合計 21 名の職員

が在籍し、そのうち栄養士、

調理師、運転手、特別支援

教員以外の 17 名が社会福

祉士の資格取得者であった。

また 15 名の人件費について

は釜山広域市からでており、

その他は、特別支援教育や

高齢者の就労事業などで 4

名、付設機関 （障害者昼間

保護センター）の人材 2 名を

あわせて合計 21 名である。組織体制（図３参照）をみてみると、館長以下、事例管理チームに 6 名、

地域福祉チームに 4 名、家族支援チームに 5 名、障害者昼間保護センターを中心とした障害者支

援チームに 2 名、運営チームに 3 名が配置されていた。2016 年 3 月の訪問時には、職員数は 17

名で、正規職員 12 名、契約職員 5 名のほか、障害者支援に関わる職員が兼務 3 名、専任ソーシ

ャルワーカー2 名いるとの説明であった。また組織体制も、館長以下、事例管理チーム、サービス提

供チーム、地域組織化チーム、そして運営管理部に分かれ、事例管理チームにはチーム長をはじめ、

ソーシャルワーカー、栄養士・調理師・民間の専門員を含めた 8 名、サービスチームにはチーム長、

ソーシャルワーカー2 名、事務員の計 4 名、地域組織

化チームはチーム長のみ 1 名体制で、運営管理部門

には課長、事務員、運転手がいるとの説明であった。

つまりこの 2 年で職員が 2 名増員され、組織体制も法

律で規定された 3 事業からより焦点化された組織体制

になっているといえる。特に地域福祉チームは地域組

織化チーム 1 名からソーシャルワーカー4 名体制にな

っており、万徳福祉館が地域福祉に力を入れているこ

とがうかがえる。 

 

図３  万徳福祉館  組織・事業体制  

※資料等を基に筆者が作成。 SWer はソーシャルワーカーの略。  

館  長  

事例管理  

チーム  

地域福祉  

チーム  

運営    

チーム  

家族支援  

チーム  

障害者支援  

チーム  

６名  
·チーム長  
· SWer 
·栄養士  
·調理師  

４名 

· チーム長  

· SWer 

５名 

· チーム長  

· SWer 

· 特別支援  

教員  

２名 

· SWer 

３名 

· 部長  

· 事務員  

·運転手 

図４  万徳福祉館のミッション  

※ 2017 年訪問時説明資料から抜粋  
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④万徳福祉館のミッションと事業内容  

万徳福祉館では、2017 年の再委託に関わり、職員全体で機関のミッションについて話し合い“み

んなでつくっていく、一緒に暮らしたい万徳マウル”に決定した（図４参照）。これは、万徳福祉館が対

象とする万徳洞 1～3 洞が、ベッドタウンで昼間人口が少ない地域であること、文化余暇施設が充分

でないこと、教育基盤が脆弱で、子どもが中高生以上になると教育環境が良い地域へ転居していく

傾向があり（学齢人口の空洞化現象）、地域への愛着が少なく、人口流出がすすんでいることが背

景となっている。 

 次に、2016 年 3 月訪問時と、2018 年 3 月訪問時の事業内容の違いについてみてみたい。先述

したとおり、2016 年の訪問時には、法律で規定されている 3 つの機能ごとにチームが組織され、付

設機関として障害者昼間保護センターがあると説明を受けた。しかし 2018 年の訪問時には事例管

理チーム以外は地域福祉、家族支援、障害者支援に分けられており、必ずしも機能別のチーム体

制ではなかった。ただ 2018 年訪問時に配布された資料によると、万徳福祉館の事業は 3 機能別事

業と重点事業に整理されており、比較可能であると判断した。なお、運営支援チーム（運営管理部

門）については、組織・機関が円滑に運営できるようサポートする部署であるため、社会福祉館のソ

ーシャルワーク実践のみに着目する意味で 3 つの機能のみを取り上げて比較を行うこととする。以下

の事業内容は全て訪問時に配布された資料を基に筆者が直訳し、解釈して整理したものである。 

 

 

 

 

 

  

２０１６年３月  
 
１）事例管理チーム ※3 名で 100 事例  

統合ケース管理を通じて脆弱階層（低所得、障害

者、独居老人、ひとり親家庭等）をサポート  
＞事例の発掘：受付、インテーク、選定  
＞事例介入：ケース管理、自殺の危険と緊急対象者

への危機介入、社会奉仕命令青少年委託教育  
＞サービス連携：他の機関への依頼、サービス連携、

内外事例会議  
＞良い隣人：阻害階層の発掘と緊急支援、ボランテ

ィア活動、キャンペーンなど  
２）サービス提供チーム  

利用者中心の様々なサービスを提供  
＞家族機能の強化：家族機能強化のためのサー

ビスの提供  
＞治療と教育：全ライフサイクル別の住民の教

育と治療、企画・進行   
＞仕事のオファーを通じた住民自立支援  
３）地域組織化チーム  

住民リーダーの発掘、住民の組織化誘導、資源

開発。住民が主導的に参加するようにサポートし、こ

れにより、地域社会の問題を自ら解決し、地域共同

体意識が拡散される  
付設：障害者昼間保護センター  

家族支援、短期入所：ショートステイ、そのほ

か調整業務  
 

２０１８年３月  
 
１）事例管理機能  
 事例管理を通じて、脆弱階層のサポートシステムを

構築・拡大する  
＞事例の発掘   ＞介入緊急対象者への危機介入  
＞サービス連携  ＞良い隣人  
 ほか、社会奉仕委託教育、事例会議開催  
２）サービス提供機能  
＞家族機能強化：家族の問題総合相談、障害児

サポート、多文化家族支援など  
＞地域社会保護サービス：保健医療サービス、

日常生活支援、青少年夜間保護等  
＞教育文化：児童・青少年教育、高齢者の文化

活動、図書館活性化など  
＞自活支援：仕事のオファーを通じた経済的支

援と社会参加  
３）地域組織化機能  
 地域住民の参加を通じて共同体意識を形成

する  
＞福祉ネットワークの構築  
＞住民組織化  
＞資源開発と管理  
 
障害者支援：障害者昼間保護センター  

障害者の社会的統合と扶養負担減少のため：

親教育、外出支援、体験活動など  
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⑤万徳福祉館の重点事業  

 2016 年と 2018 年を比較してみると、組織体制は変化したが、事業内容は大きく変化したようには

みえない。しかし、2018 年訪問時に説明を受けた重点事業によって、組織体制の変化や地域福祉

チーム／地域組織化機能の充実について理解することが出来た。重点事業として説明を受けたの

は、万徳チギ（守る）プロジェクト、良い隣人事業、育児分かち合いプロジェクト、ハンウルタリ（一つの

輪の中）家庭菜園コミュニティ、所望ポストの 5 つである。 

万徳チギプロジェクトの目的は、住民参加型支援事業とマウル（村・共同体）コミュニティ活性化で

あり、住民同士が講義などを通じて出会い、マウルを理解する機会をつくったり、住民運営委員会を

組織化して万徳チギまつりなどを開催する。今後は住民同士の集まりや学びを促進することを目指

している。良い隣人事業の目的は、官民協力による福祉から疎外される人々（阻害階層）の発掘を

サポートすることで、健康飲料配達員と協力した住民パトロールの実施、ネットワークを介した疎外階

層の発掘、地域住民への教育、懇談会の開催などを行い、官民協力システムを構築し、疎外階層

を発掘していくことを目指している。北区では、2017 年から社会福祉館 9 ヵ所で住民参加型の事例

管理を進めており、専門職では届かない事例の発掘、また介入時の住民参加を試みている。育児

分かち合いプロジェクトは、育児コミュニティの形成とまちの中に養育しやすい環境をつくっていくこと

を目的としている。育児のセルフヘルプグループの形成や、コミュニケーションプログラムやヒーリング

プログラムの実施を通じて進めている。今後は住民主体でコミュニティが形成・拡大されていくことや、

地域内での助け合いが拡大することが目指されている。ハンウルタリ家庭菜園コミュニティは、住民リ

ーダーの発掘と健康な近隣コミュニティを形成することを目的としている。作物の栽培・分かち合いを

通じたコミュニティ形成支援、家庭菜園運営教育など住民力強化のための教育を行っている。今後

は地域内の保育園と連携した体験学習を支援したり、地域内での菜園の拡大などを目指している。

所望ポストは、地域住民の生活満足度の向上と福祉コミュニティの形成を目的とし、万徳洞内各地

に設置されたポストである。2 ヶ月ごとに投函された要望を審議し、選ばれた内容は資源の連携によ

り解決して地域住民に報告される。設置当初は万徳福祉館のみで実施していたが、現在は万徳洞

の「地域社会保障協議体」注９）と共同で運営している。 

これら重点事業の 5 つを見てみると、それぞれが独立した事業・プロジェクトであると同時に、どれ

も 3 つの機能を含んだものであることが理解できる。特に、地域組織化事業に位置づけられていない

良い隣人事業と育児分かち合いプロジェクトに地域組織化につながる要素が大きく含まれている点

が非常に興味深い。チーム長からは「社会福祉館の対象は固定せず、地域全体。3 つの機能はある

が、チームは横断的にみんなで関わる。万徳福祉館では地域とみんなでつくっていくというミッション

を持っているので、地域住民と一緒に取り組んでいけるように進めています」との発言があった。また、

上記に加えて 2016 年から、釜山市内で初めて障害者の就労につながる社会的企業の立ち上げや、

企業・行政と協力してバウチャー制度を活用し発達障害の子どもたちが通うサービス事業を行ってい

る。2018 年訪問時にソーシャルワーカーの企画力について質問をしたが、館長は「ソーシャルワーカ

ーは、チームで仕事をするだけではなく、横断的なプロジェクトや事業のたびに各チームから参加して

一緒に取り組んでいる。ソーシャルワーカーひとりで考えている訳ではない」とのことであった。 
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（３）社会福祉館のソーシャルワーカー  

 ここまで韓国社会福祉館の持つ機能、そして実際の事業内容や組織体制等について述べてきた

が、（３）では社会福祉館に勤務するソーシャルワーカーに着目してまとめとしたい。 

①既存の制度にとらわれない 

まず韓国社会福祉館のソーシャルワーカーの働きとして挙げたいのが、既存の制度にとらわれな

い点である。社会福祉館への実地調査や聞き取りで最も強く印象付けたものが、社会福祉館で勤

務するソーシャルワーカーのアイデア・発想の豊かさであった。先に述べたとおり、社会福祉館は地

域にある社会福祉士が配置された拠点であるが、事例管理・サービス提供・地域組織化の 3 つの機

能以外は、特定の対象者も方法も決められていない。定期的に行われる社会福祉館に対する評価

項目でも、事業やプログラムの実行性や専門性などが評価され、特定の対象者への具体的なサー

ビス内容を評価するものはない。聞き取りでも「福祉から疎外される人たち（疎外階層）の発掘」、「福

祉空白地帯をなくす」などの発言が多くあった。社会福祉館のソーシャルワーカーたちは、既存の制

度や行政福祉センターなど他機関では介入できない（しない）事例を発見し、介入していた。 

万徳福祉館の館長は、釜山広域市で初めて障害者の雇用に関わる社会的企業を立ち上げた人

物である。聞き取りでは、「公的機関が行うべきことを実施するだけでなく、柔軟性をもって事業を展

開できるところにアイデンティティをもっている」と話してくれた。ソーシャルワーカーは既存の制度では

対応できていない所にいかに目を向け、制度にとらわれずに問題を解決できるかが問われている。 

②マルチプレイヤーとしてのソーシャルワーカー  

次に挙げたいのが、マルチプレイヤーとしてのソーシャルワーカーである。これは、ここまで述べてき

た社会福祉館の持つ特性そのものによって求められるものである。社会福祉館の実践は上述したと

おり、特定の対象者や方法が決められている訳ではなく、その時、その人、その地域で求められてい

るものをキャッチして解決に向けて取り組んでいる。そのため、ソーシャルワーカーは臨機応変に対応

する力がなければ社会福祉館の業務自体を行うことが難しいだろう。 

ただ、聞き取りでも「標準化されている地域は楽で生きやすいかもしれないが、住民とかかわると常

に変化する。それに対応することは容易ではない」との発言があった。野口（2008）は、社会福祉館

を地域の拠点であるとした上で、その拠点はまさに“なんでも屋”であり、その柔軟さとともに不安定さ

を指摘していた 10）。韓国社会福祉館のソーシャルワーカーは、ニーズの発見からアセスメント、介入・

資源開発まで担う。このほか万徳福祉館では、行政からの補助金のほか、民間企業のプロポーサル

プログラムに応募し、積極的に事業資金を獲得していた。社会福祉館としての補助金のみに頼らず、

資金を獲得・活用する力もソーシャルワーカーには求められているのかもしれない。 

さらに一定期間で成果をあげ評価を受け、モデル事業や政策につなげていく場合もあることを考

えると、ソーシャルワーカーはマルチプレイヤーであることが求められる。万徳福祉館でも特に中間管

理職のプレッシャーが大きいことや 3 年程度で離職する者も多く人材確保が難しいという話をきいた。

そして、3～5 年の委託期間が設定されているため、長期的な視点で取り組んでいけるような体制を

整えにくく、例えひとりのソーシャルワーカーが力量を備え、さまざまな実績を積んだとしても、それが
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組織としての蓄積になりにくい面もあるという。 

③ソーシャルワーカーはひとりではない 

最後に挙げたいのが、ソーシャルワーク実践をおこなう機関、人物は社会福祉館、そしてソーシャ

ルワーカーだけではないという点である。万徳福祉館では、福祉館単独でプロジェクトや事業を立ち

上げ実行するだけでなく、行政や民間企業、そして地域住民などと積極的に協力・協働してすすめ

ているプロジェクトや事業があった。例えば、重点事業で挙げた、地域住民リーダーが健康飲料配達

員と連携して各家庭の状況を確認する「良い隣人事業」や、地域住民・行政・関係機関と社会福祉

館が共同する、ポストの設計・設置、要望された内容を審議・選定して解決に向けて働きかける「所

望ポスト」などがその例である。また、同じく重点事業の一つである「ハンウルタリ家庭菜園コミュニティ」

では、農場開始当初は、屋上の農園での住民同士の出会いや交流を促していたが、近隣の保育園

児らと農園でできた野菜を使った料理をみんなで食べたり、栽培を通じて他世代や外部講師との関

わり、住民自らが組織をつくり地域内の農地獲得を目指して行政企画のプロジェクトに応募したとい

う。ソーシャルワーカーは、その全ての事業とプロセスに継続的に関わっていた。 

つまり社会福祉館のソーシャルワーカーは、地域の福祉課題に着目し、地域の専門機関の職員

としてその解決にむけて取り組むだけでなく、地域にあるその他の社会資源を積極的に巻き込みな

がら、地域住民の抱える課題解決に向けてともに取り組んでいた。それは、単なる関係機関のネット

ワークや連携ではなく、地域の課題解決に向けたより実践的な協力・協働関係である。 

韓国社会福祉館協会では、社会福祉館の基本原則として、①地域性の原則、②専門性の原則、

③責任性の原則、④自律性の原則、⑤統合性の原則、⑥資源活用の原則、⑦中立性の原則、⑧

透明性の原則の 8 つの原則を掲げている。これらの原則と社会福祉館の持つ事例管理機能、サー

ビス提供機能、地域組織化機能の 3 つの機能を一定の地域で実践し、評価されることを鑑みると、

地域を基盤とする社会福祉館のソーシャルワーカーには高い力量が求められていることがわかった。 

 

４．地域を基盤としたソーシャルワークの実現に向けて  
本稿のはじめに全（2008）や伊藤（2009）を取り上げたが、全は、社会福祉館の地域組織化事業

をマクロ・メゾ・ミクロでとらえ以下のように１）まとめている。 

社会福祉館の地域組織化事業において、マクロ・パースペクティブでは、外部の社会環境の変化

を敏感にキャッチすることが必要で、ソーシャルワーカーには社会変革・代弁機能、調査・計画機能、

イニシアシブ機能が求められる。メゾ・パースペクティブでは、地域社会福祉の推進を住民の立場か

ら進めるための、自発的、開発的な地域社会福祉推進力が必要となる。ここではソーシャルワーカー

は、仲介機能、調停機能、管理・運営機能、ネットワーキング機能が求められる。ミクロ・パースペクテ

ィブでは、地域住民の福祉マインド涵養と職員の専門性の向上、何らかの福祉課題を抱える住民に

対する統合的援助、住民誰もが参加できるプラットフォームの提供が求められ、ソーシャルワーカー

は、相談機能、側面的援助機能、教育機能、ケースマネジメント機能、ネットワーキング機能、スーパ

ービジョン機能、コーディネート機能、資源開発機能が必要である。 

全が整理するような、ミクロ・メゾ・マクロ視点のソーシャルワークが行われているということは、韓国
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社会福祉館実践は、ケースワーク・グループワーク・コミュニティワークを統合的に展開（ジェネラリス

ト・ソーシャルワーク）し、まさしく地域を基盤としたソーシャルワークを実践しているといえるだろう。岩

間は地域を基盤としたソーシャルワークを、ジェネラリスト・ソーシャルワークを基礎理論とし、“個を地

域で支える援助 ”と“個を支える地域をつくる援助 ”を一体的に推進することを基調とした実践理論で

あると述べている。万徳福祉館実践における“個を地域で支える援助 ”は、事例管理機能やサービス

提供機能であり、それらを含めた地域組織化機能が“個を支える地域をつくる援助 ”であった。そして

それら 3 機能は地域の中で一体的に展開されていた。日本において“地域共生社会 ”の実現に向け

て今後求められるソーシャルワークの機能注１）は、【複合化・複雑化した課題を受け止める多機関の

協働による包括的な相談支援体制を構築するために求められるソーシャルワークの機能】13 機能と

【地域住民等が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制を構築するために求められるソーシ

ャルワークの機能】11 機能に整理されている。これら多岐にわたるこれらのソーシャルワークの機能は、

どこで、誰が展開するものなのであろうか。行政機関や地域包括支援センター、社会福祉協議会の

職員がこれらのソーシャルワークを実践するのであろうか。また、社会福祉施設に働く社会福祉士や

それぞれのソーシャルワーカーがこれらの機能を実践できる力量を持ち、地域の中で展開していくの

であろうか。この、地域を基盤とするソーシャルワークをどのように展開するのかという問いは、ソーシャ

ルワークの機能や役割、ソーシャルワーカーに求められる力量や養成のあり方を検討することと同等

に重要な問いである。 

最後に、筆者が韓国社会福祉館における実践、そして地域を基盤としたソーシャルワークをおこな

うソーシャルワーカーへの聞き取りを通してみえた、日本における地域を基盤としたソーシャルワーク

を展開していくことの可能性を述べたい。それは、ソーシャルワーカーに地域の中でソーシャルワーク

が展開できる場を与えられれば、「地域を基盤としたソーシャルワーク」は展開できるということである。

現に韓国社会福祉館では、ソーシャルワーカーが地域を基盤としてソーシャルワークを展開していた。

しかし、日本に韓国のような社会福祉館を設置すればよい、という単純なものではない。社会福祉施

設、行政機関、社会福祉協議会等さまざまな機関に少人数で所属するソーシャルワーカーがそれぞ

れの組織に所属しつつ、同じ「地域」を基盤としたソーシャルワークが行える場、地域を基盤としたソ

ーシャルワークを行える場が地域にあるか、ということが重要なことではないだろうか。 

 

５．おわりに  
いま“地域共生社会”の実現に向けたソーシャルワークへの期待は非常に高い。本稿では、個々

のソーシャルワーカーへの期待だけでなく、ソーシャルワーカーが地域で活躍できる場づくりを考えな

ければならないとまとめた。韓国社会福祉館では複数のソーシャルワーカーが地域の中で活躍して

いた。ソーシャルワーカーに「地域を基盤としたソーシャルワーク」を求めるのではなく、「地域を基盤と

したソーシャルワーク」を展開できる場を地域の中にどうつくっていくのか。今後も地域で活躍するソ

ーシャルワーカーらともに研究を続けていきたい。 

今回の調査に多大なるご尽力をいただいたユン・ソンホ氏、館長をはじめ万徳福祉館のみなさま、

通訳のイ・ソンハン氏、キム・ウォンギョン氏、アン・ヨンソン氏に心から感謝申し上げます。 
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注 

注 1）ここで期待されているソーシャルワークの機能は「地域において支援が必要な個人や世帯及び

表出されていないニーズの発見」や「相談者個人、世帯並びに個人と世帯を取り巻く集団や地域

のアセスメント」、「相談者個人への支援を中心とした分野横断的な支援体制及び地域づくり」など

【複合化・複雑化した課題を受け止める多機関の協働による包括的な相談支援体制を構築するた

めに求められるソーシャルワークの機能】と、「住民主体の地域課題解決体制の立ち上げ支援並び

に立ち上げ後の運営等の助言・支援」や「見守りの仕組みや新たな社会資源をつくるための提案」

など【地域住民等が主体的に地域課題を把握し、解決を試みる体制を構築するために求められる

ソーシャルワークの機能】である。 
注 2）日本における生活圏域は、2008 年『これからの地域福祉のあり方に関する研究会報告書  地

域における「新たな支え合い」を求めて－住民と行政の協同による新しい福祉』にあるように、市町

村の中で、班・組、自治会・町内会、校区、支所の圏域、市町村全域、広域的な圏域と重層的に

設定されている地域で地域福祉活動が活発に行われていると述べている。また地域包括ケアシス

テムの構築では、おおよそ中学校区を「日常生活圏域」とし、ひとつの生活圏域として捉えている。

韓国の社会福祉館では、歴史的な経緯から低所得者層の賃貸アパート地域にある社会福祉館が

3 分の 1 にのぼり、それらの社会福祉館では上記のアパートが対象エリアである。一般地域におい

ては、3～5 万人の人口に 1 ヶ所程度配置されている現状と考えると、日本における地域包括支援

センターが設置される圏域よりも広い。 
注 3）区分にあるガ型・ナ型・ダ型のガ・ナ・ダは、韓国語の子音で、日本のイロハ二ホヘトのようなも

の。 
注 4）「行政福祉センター」は市の下の行政区分である邑面洞ごとに設置される行政機関で、住民に

最も身近な窓口といえる。 かつては「住民センター」であったが、2016 年 4 月から名称変更され

た。 
注 5）筆者は北海道地域福祉学会 2017 年度全道研究大会で「韓国社会福祉館実践にみる地域

福祉援助に関する一考察」と題した発表を行った。本報告では、釜山市内にある 4 つの社会福祉

館実践を比較分析した。本稿ではこれをふまえ、1 ヶ所の実践を詳細に分析して考察した。 
注 6）韓国には、社会福祉館のほか、老人福祉館、障害者福祉館がある。これらの福祉館も含め、

保健福祉部が管轄する施設はすべて評価を受ける必要がある。社会福祉館の評価項目は全国

一律で 3 年に 1 回提示され、2018 年は評価を実施する年にあたる。評価は実務者、行政職員、

学識経験者の 3 名 1 チーム制で、複数チームで全ての社会福祉館の評価を行う。 
注 7）李は韓国の福祉に関わる公務員を「社会福祉専門要員」と表記していたが、通訳者に昨今は

直訳にあたる「社会福祉専担公務員」と訳すことが一般的になっているとの説明を受けたため、本

稿では「社会福祉専担公務員」を使用した。韓国の地方公務員は公務員試験を経て区・邑面洞

の公務員となり、その後市職員試験を受けることで市の職員となる。市郡区の中の邑面洞にある行

政福祉センターには、社会福祉士の資格取得者を中心とした福祉業務を行うチームがある。 
注 8）韓国では、社会福祉館の委託が 3～5 年の定期的に見直される。万徳福祉館でも 2007 年

10 月以降、3 年ごとに 2 度の再委託を受け、2012 年 10 月から 5 年間の受託期間を経て、2017
年 10 月からまた 5 年間の再委託を受けた。現在の委託期間は 2022 年 9 月 30 日までである 

注 9）公的機関である行政福祉センターは、2017 年 3 月に成立した「社会保障給付の利用・提供

及び受給権者の発掘に関する法律」（社会保障給与法：実施は 9 月）により、洞ごとに住民代表

や関係機関らとともに「地域社会保障協議体」を設置し、福祉死角地帯をなくすよう努めることとな

った。 
注）CINII によると、日本で発表されている社会福祉館に関する研究論文は 28 本である（2018 年
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3 月 30 日）。28 本の論文のうち 14 本は韓国人研究者によるもので、研究全体の内容は社会福

祉館の沿革や実践事例として、また社会福祉館の持つ機能や事業についての研究が主である。

本稿で取り上げたソーシャルワークをテーマに論じているのは、『中京大学現代社会学部紀要』の

野口典子（2008）「韓国社会福祉館にみるコミュニティ・ソーシャルワーク」と、伊藤葉子（2009）「韓
国総合社会福祉館の実践に見るソーシャルワーカーの役割－社会的役割の実現とエンパワメント

の視点からの地域福祉実践」である。本稿は韓国の社会福祉館の実践分析を通して日本におけ

る地域を基盤としたソーシャルワークを考察することを主題としており、韓国社会福祉館の機能が

2012 年に変化し、また昨今の地域共生社会実現に向けた地域を基盤としたソーシャルワークの議

論を含めた論文はこれまでにない。 
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論文 

 

 在宅認知症高齢者へのケアマネジメントの限界に関する研究 

―先行研究から文献レビュー― 

 

 大島  康雄（星槎道都大学  社会福祉学部） 

 

要旨 

 2000 年に介護保険制度が施行され、財源面での課題を抱えながら地域包括ケアを完遂するため、

地域単位で多様化したニーズに対応するために制度設計が行われている。しかし、認知症高齢者

へのケアマネジメントには課題が残り、限界を指摘することができる。認知症高齢者ケアマネジメント

の先行研究から、家族の意向を優先し、利用者本人への情報提供が十分でなく、独居の認知症高

齢者では、地域で支える取り組みが取り上げられるており、本人を尊重したケアマネジメントに課題が

残る現状である。認知症高齢者のサービスも硬直的であり、柔軟性を欠いている状況である。同意

を基本とするケアマネジメントの限界といえる。 

 

キーワード  認知症高齢者  ケアマネジメント 介護保険  パターナリズム 意思決定  

 

１．問題背景    

日本の高齢者人口は 2015 年に団塊の世代が 65 歳となり、2035 年には第二次ベビーブーマー

が高齢者となる。そのため、絶対的な高齢者福祉のマンパワーが必要となり、ここ 30 年～50 年前後

が高齢者福祉の量・質が問われる状況となる。少子高齢化に伴い、介護人材が不足している現状

で地域包括ケアシステムの構築が必要不可欠となっている。地域包括ケアは、住み慣れた地域で尊

厳をもちながら可能な限り生活することを指すが可能な限りという判断が曖昧である。本人が望む生

活の延長上に住み慣れた地域での生活があることが重要で、要介護 3 以下は一義的に施設入所を

控えるのは制度を押し付けているという見方もできよう 注１）。その理由としては日本型福祉の家族介

護への負担が挙げられる。在宅で要援護者を介護する場合は家族への負担が大きく、制度設計と

しても家族支援は乏しいが同居の場合の生活援助の制限や施設入所判定に関しても家族の項目

が勘案され、家族が介護できるうちは、支援のない中で介護生活を強いる構造となっている。高齢者

虐待、介護殺人のほとんどは、介護者である家族が行っているため、家族支援の必要性は明らかで

ある。 

一方で、介護保険制度は施設入所者の居住費や食事代の自己負担化、地域包括支援センタ

ーの設置、介護予防・日常生活総合支援事業の創設など実情に応じた改正を行ってきた。現状と

しては、要支援者や要介護 1.2 の方に介護予防を推奨し、施設給付に関しては重度化してから利

用できるような制度設計となっている。また、サービス付き高齢者住宅のように新たな住まいを創設し、

高齢者の生活を支えるために頻回な改正を行っている。制度当初から在宅を支える中核的な機能
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としてケアマネジメントがある。要支援者に関しては地域包括支援センターが介護予防支援事業とし

てケアマネジメントを行い、要介護者に関しては居宅介護支援事業所が行っている。要支援・要介

護者のニーズを確認し、アセスメントを基準としてフォーマルサービスやインフォーマルサービスをマネ

ジメントするサービスである。 

地域包括ケアシステムを円滑に進めるためにはケアマネジメント機能を高めることや課題を研究す

ることは非常に重要な意味をもっている。本研究は、ケアマネジメントの限界を認知症高齢者から掘

り下げ、課題を整理していくことを目的としている。 

 

２．認知症高齢者の現状 

認知症高齢者は、今後も増える予定で、現状としては 700 万人と推計され高齢者の 4 人に 1 人

が認知症となり、ケアマネジメントを利用する方は非常に多い。認知症は主に脳血管性認知症、ア

ルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭葉側頭葉型認知症に大きく分けることができる。

症状としては、中核症状に記憶障害、見当識障害、理解・判断力の障害、実行機能障害がある。

生活に大きな支障になるのが記憶障害で、覚えることが難しくなり、忘れるといった症状があり、サー

ビス調整や訪問時間なども記憶することが出来なくなる。また、実行機能障害は計画することが難し

くなり、按配することも出来ずに対処ができない障害で声かけや見守りや危険の回避をすることが求

められる。 

表 1 は認知症の日常生活自立度Ⅱを基本とし将来の推移を表したものである。日常生活自立度

Ⅱとは、日常生活に支障を来すような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても、誰かが注

意すれば自立できる状態を指し、周りが支援をしなければ生活が困難になるラインと考えられる。今

後も増えていくため、認知症対策は必須である。 

しかし、そこには課題があり、認知症高齢者のケアマネジメントを強化あるいは新たな施策が必要

である。本論の構成としては、認知症高齢者に関すケアマネジメントを文献から整理し、ケアマネジメ

ントの限界を整理していく。実証研究の問いとして、「適切に支援できているのか」が重要となる。 

 

表１「認知高齢者の推移」 

年度  平成２２年  平成２７年  平成３２年  

日常生活自立度Ⅱ 280 万人  345 万人  410 万人  

６５歳人口比  9.5% 10.2% 11.3% 

（出所：厚生労働省） 

 

３．認知症ケアマネジメントの先行研究  

最初に本研究の対象を整理しておく、本研究で対象としているのは、在宅の認知症高齢者であ

る。そのため、要支援 1.2 の方は残存能力も高く、施設入所などの葛藤も発生しにくいことから対象

外としている。また、成年後見制度に関しても対象から除外をしている。成年後見制度も意思決定を

16



代弁するには限界があり、ケアマネジメントの課題と同様なことが推測されるため、本研究ではケアマ

ネジメントに焦点をあてることとした 注 2） 。 

在宅認知症高齢者に対するケアマネジメントとして、認知症高齢者を適切に支援が出来ているの

かという問いであるが、介護支援専門員には大きく 2 つの役割が求められている。村社（2011）が整

理したものによると調整・仲介機能と給付管理中心業務である １）。調整・仲介機能とは、既存サービ

スの有効活用することに注力し、総合的なアセスメントを制限し、事業所として収益化を優先させ、

結果に対しての評価を第一にすることが特徴である。また、給付管理中心業務は、法令順守が求め

られ費用計算・予算管理を行い、書類での業務証明が中心になってしまうことである。介護支援専

門員は結果が評価として直結し、効率的・収益的に偏っていることが把握できた。認知症という病気

は判断能力の低下もあるが新たな人間関係を構築するのが困難であり、時間を要するため非効率

的なクライエントといえる。他にも認知症高齢者にサービスをフレキシブに合わせることを考えると書類

業務が多くなり、サービス事業所も法令順守が求められる介護保険制度では、使いづらいといったこ

とが想定される。渡辺（2017）は、認知症高齢者の介護支援専門員の対処として、「家族対応が困

難」、「社会資源の調整が困難」、「ニーズの明確化が困難」であるとし、現状としては家族のレスパイ

ト、社会資源の調整、専門職ニーズであるノーマティブニーズからの QOL の向上を上げている ２）。

認知症高齢者を適切に支援できているのかという問いには、介護支援専門員が準市場で効率化・

収益化と法令順守や書類業務が求められており、余裕が無い中で対応しなければならないことが把

握できた。また、家族からの意向を重視する傾向があり、それに合わせた資源の調整を行っており、

本人のニーズに関しては把握が困難であった。この点は杉原ら（2016）も指摘するところで、家族の

意向を中心に業務を行っていることが明らかになっている。他にも課題として本人に対して十分な情

報提供がされず、本人と家族の意向が不一致の場合に困難性を感じており、本人中心のケアマネ

ジメントがされていないことが把握できた。その理由を推測すると、本人の意思決定が困難な認知症

は、本人ニーズを中心と考える福祉制度の限界といえる。また、同意を基本とするケアマネジメントシ

ステムには向かない場合も出てくることが予想できる。では、専門職がどのように本人の意向を代弁

できるかという機能論になるが、久松（2017）は、認知症高齢者の支援に携わる社会福祉士を対象

に M-GTA で代弁プロセスを示している。意思の推測を中心概念とし、代弁のタイミングと環境整備

による前段階を踏まえ、推測した意思の代弁を行うとされている。推測を中心に考えるため支援者の

力量や経験なども影響される。この点は白澤（2018）も指摘しており基準どおりのアセスメントと違う、

「現象学的アプローチ」が求められていると指摘している ４）。「現象学的アプローチ」とは、行為の背

景にあるものをわかることで、特に観察、推測に重点を置いたものである。研究領域でも同じ傾向が

あり、CINII で「認知症」、「ケアマネジメント」で検索をすると 213 件がヒットし、論文をカテゴリーで分

けると「家族支援」、「制度の課題」、「アセスメント・センター方式」、「虐待」、「スーパービジョン」、「地

域福祉」、「住宅政策」、「医療ケア」、「自立支援」、「介護者の支援方法」、「チームアプローチ」が

抽出された。特に「アセスメント・センター方式」が多く、次いで「家族支援」、「制度の課題」、「医療ケ

ア」であった。具体的な支援方法・サービスに関する研究などは少なく、認知症ケアが発展途上であ

ることが把握できる。また、アセスメントに研究分野が多く、本人のニーズを抽出することが困難である
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ため、研究のテーマとして挙げられることが多いようである。他の特徴として認知症に対する支援が未

確立であり、具体的な支援方法の選択肢が少ないことが問題といえよう。仮に認知症高齢者のニー

ズを把握するアセスメントツールが開発されたとしても、ニーズを充足できる資源がないとケアマネメン

トの機能不全となり、適切な認知症ケアマネジメントを行っているとはいえない状況といる。また、介護

保険の改正は対象者を細分化し、拡大する改定はほとんどみられない。そのため、今後も保険制度

の歪みと認知症高齢者、家族のニーズの板挟みの中でケアマネジメントをしなければならない状況と

なっている。新たな問いとして、独居の認知症高齢者に対するケアマネジメントとはどのような状況に

なっているのかである。松崎（2016）は、地域で支える体制づくり、多職種連携の在り方などが重要と

述べている ５）。独居の認知症高齢者は家族支援なども無いため、家族との葛藤などは生まれないが、

地域で支える体制作り、多職種連携のチームアプローチの研究となり、独居認知症高齢者のニーズ

抽出や支援の妥当性を検証するツールなども出来ていない状況が把握できた。次に、認知症高齢

者に対する具体的な支援はどのようなものがあるかを確認していく。 

 

４．認知症高齢者への支援と課題 

認知症高齢者のニーズとはどのようなものか、久保田ら（2017）が行った調査では、寂しさと不安と

自由の満足感、自分らしくありたいという強い意志、人生の誇りと自律意識、周りへの感謝、危機意

識が少ないという特徴を挙げている ５）。自由の満足感が在宅を選択させ、自分らしさを大事にしてい

ることが把握できる。一方で危機意識が少なく、リスクを抱えながらの在宅生活をしており、ケアマネジ

メントの重要性が指摘できよう。ケアマネジメントとは、インテーク、アセスメント、プランニング、担当者

会議、モニタリング、再アセスメントのプロセスを重視した援助技術である。危機意識が少ない認知症

高齢者と信頼関係を構築しながら、互いに相談し合い、合意の下にサービス利用するのが基本的な

流れとなっている。しかし、変化に対する不安も強く、介護を受けた経験も少ないことや判断能力の

壁もあり認知症高齢者のケアマネジメントは時間と労力を要する。表２はケアマネジメントのプロセス

で、インテークから再アセスメントの流れである。実務的には、相談を受け面接を行い、サービス調整

をして担当者会議というのが一連の流れであるが、認知症のマネジメントは関係性を一回で作ること

は困難である。そうすると、居宅介護支援事業所などの報酬としては、認知症対応の加算などは想

定されておらず、コスト的にも嫌煙することが推測できる。 

認知症高齢者に対する支援方法はどのようなものがあるのか、表 3 から地域支援事業に位置付

けられている包括的支援事業に認知症総合支援事業が地域単位で行うこととされている。その中で

も認知症地域支援推進委員は、地域で認知症の方を支えるためのものであり、本人の意思決定支

援を行うものではない。認知症初期集中支援チームも認知症高齢者を発見した場合に集中的に制

度や治療の流れにのせるものである。認知症対応型通所介護、認知症対応型共同生活介護は、

認知症の方を受け入れできる体制であったり混乱を予防するためのサービス内容である。訪問型の

認知症に特化したものはなく、通いが難しいケースに関しては時間やタイミングを見ながら支援をする

こととなる。 
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表２「ケアマネジメントのプロセス」 

項目  内容  

インテーク ケアマネジメントの説明、契約、信頼関係の形成  

アセスメント 生活課題の抽出、本人・家族の支援希望  

担当者会議  サービス事業所との打ち合わせ、支援内容の確認  

モニタリング 自宅を訪問し状態の確認や新たなニーズがないかを確認  

再アセスメント ケアプランの期間、認定期間や必要に応じて行い、適正を確認  

（出所：五訂介護支援専門員実務研修テキスト） 

 

表３「介護保険制度における認知症対応サービス」 

サービス内容  内容  

認知症総合支援事業  

認知症地域支援推進委員、認知症初期集中支援チーム、認知

症疾患医療センターと協働し、訪問、診断、治療を行い支えてい

く事業  

認知症対応型通所介護  
認知症の方を対象としたデイサービス、混乱を避けるようなサービ

ス内容  

認知症対応型共同生活介護  上限９名定員で家庭的な雰囲気で共同生活をするサービス内容  

（出所：五訂介護支援専門員実務研修テキスト） 

 

５．考察及び結果 

本研究は先行研究から介護支援専門員が行うケアマネジメントの課題を整理した。認知症高齢

者の判断能力が低下し、自分の意思を表明できない場合は、同意を基本とするケアマネジメントの

課題と言える。ケアマネジメントは信頼関係を形成し、社会資源を調整する技術であり、ニーズを満

たすために有効な技術と言える。しかし、認知症は現代の医学でも意思決定能力が回復することが

難しい疾患であり、ケアマネジメントが万能と言えるものではない。また、日本型福祉に代表されるよう

に家族介護に負担を強いている制度設計では在宅で支えることが難しくなり、家族不在のケースで

は地域で支えるか施設サービスを利用するかの選択をすることとなる。課題として、認知症高齢者の

意思決定能力が低い場合は同意することが難しい。介護支援専門員のアセスメント能力が重要で、

現象学的アプローチのようなものが求められるがコスト的にも効果が発揮しにくい。そのため、ケアマ

ネジメントだけでは在宅支援が難しく、保険者の機能強化も必要であろう。 

そこには、本人の意思が反映されているのかは疑問が残り、高齢者福祉の今後の課題ともいえる。

本研究としては、居宅介護支援事業所が行うケアマネジメントは報酬体系からも認知症高齢者を支

えるには難しいものであり、また、介護支援専門員自体が意思決定支援を行えるスキルとしては乏し
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い状況である。重要なのは、認知症高齢者がどう生きたいかを決めることが難しい状況の場合、誰が

責任をもって誰が対応するのかを整理する必要がある。ケアマネジメント頼みでは介護支援専門員

が疲弊し利用者選別につながる恐れがあり、今後、保険者機能の強化が求められる。 

 

 

注 

注１）介護老人福祉施設は老人福祉法では、特別養護老人ホームのことを指す。入所要件は要介

護 3 以上が基本となっているが、要介護 1.2 の方でも家族の事情や認知症などの症状によっては、

入所判定会議で必要性が認められれば入所できる。ここでは、介護度を基本とする考え方を強調す

るために一義的と表現をした。 

注 2）成年後見制度は、判断能力が低下した方に財産管理、身上監護を行うものであるが、成年後

見制度は弁護士、司法書士、社会福祉士などが専門職後見人と家族などの親族後見人があり、成

年後見人の資質が多様である。また、家庭裁判所が管理をしているため、身上監護などを行えてい

るのかを判断する機能も乏しいため、本研究では対象外とした。 
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論文 

 

成年後見制度での地域連携ネットワークにおける独立型社会福祉士の役割 

－コーディネートの担い手としての社会福祉士の位置づけ－ 

 

小川 幸裕（弘前学院大学 社会福祉学部） 

 

要旨 

本論では、成年後見制度利用促進利用促進計画（以下、利用促進計画）で提示された新たな権利

擁護支援体制における独立型社会福祉士の役割について検討した。具体的には、利用促進計画にお

いて専門職後見人に期待される役割を整理し、社会福祉専門職として社会福祉士が成年後見制度で

担うことが期待される役割について検討した。次に、社会福祉士の課題を踏まえ成年後見制度におけ

る独立型社会福祉士の役割について検討した。結果、利用促進計画における地域連携ネットワークを

担う人材として、結果、基本計画において提示された権利擁護支援体制を担う人材として、①チームを

コーディネートする役割、②地域で権利擁護支援ネットワークをコーディネートする役割、③中核機関で

権利擁護支援体制をコーディネートする役割を担える人材の３つを提示した。しかし、既存組織所属社

会福祉士は所属組織の統制的機能によって活動が制限を受けやすくコーディネート人材として役割を

果たすことは容易ではない状況がみられた。独立型社会福祉士は既存組織所属社会福祉士の課題に

対応する独自性をもつことから、今後、基本計画で求められるコーディネート人材として配置されることが

期待される。 

 

キーワード 成年後見制度  成年後見制度利用促進利用促進計画  独立型社会福祉士  

地域連携ネットワーク 

 

１．はじめに 

高齢化の進展による独居で生活する認知症高齢者や知的障害者、精神障害者の増加に加え、地

域や家族の支援機能が低下する中で、判断能力が不十分な利用者であっても、本人のニーズに合致

したサービス選択や生活が営めるように、地域で本人の判断および生活をサポートする権利擁護の仕

組みが必要となっている。 

成年後見制度は判断能力に課題を抱える人の契約を支える仕組みとして 2000 年４月から施行され、

2016 年 12 月末日時点における制度の利用者数は 20,3551 人と増加傾向にある。しかし、ここ数年の

申立て件数は約 35,000 件程度で、横ばいの状態となっており、利用者が増加しない背景には成年後

見制度の様々な課題が指摘されている（小川  2018a）。新規の申立てが伸び悩む一方で、本人や親

族により申立てができず市町村長が本人の保護を図るために申立てを行う市町村長申立ては、全体の

約 2 割まで増加し、家族に代わって本人の身上を適切にケアすることが必要な事例が増えている。この
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ような事例の増加に対し、2003 年に障害者へのサービスの支援費制度、2006 年に障害者自立支援

法および高齢者虐待防止法（高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律）の

施行により権利擁護が強化され、成年後見制度の利用促進が図られた。しかし、成年後見制度の利用

が必要と思われる潜在的利用者は数多く存在し、今後も認知症高齢者の数が増大することが予想され

る中 注１）、成年後見制度の利用の促進が重要な課題となっている（岩志  2014）。 

このような中、成年後見制度の利用の促進について、基本理念を定め国の責務等を明らかにし、基

本方針その他の基本となる事項を定めた「成年後見制度の利用の促進に関する法律」（以下、「促進

法」）が 2016 年 4 月 8 日に成立し、同年 5 月 13 日より施行された 注 2）。この促進法に基づき、2017

年 3 月 24 日に「成年後見制度利用促進利用促進計画」（以下、「利用促進計画」）が閣議決定された。

利用促進計画では、施策の主な目標として、①利用者がメリットを実感できる制度・運用に向けた改善、

②権利擁護支援 注 3）の地域連携ネットワークづくり、③不正防止の徹底と利用しやすさとの調和、④成

年被後見人等の権利制限に係る措置の見直しなどが示された。 

特に、本人の自己決定権を尊重し、身上保護 注 4）を重視した成年後見制度の運用にむけて本人や

親族、関係者と後見人がチームで本人の状況把握と必要な対応を行う体制の構築や権利擁護支援の

地域連携ネットワークを形成することで、全国どの地域でも成年後見制度が利用できる地域体制の構

築が示された。これは、従来の「財産管理偏重からのパラダイム転換」（新井  2017：17）といえる。身上

保護を重視した成年後見制度の運用においては福祉関係者が果たす役割は重要となる。利用促進計

画では、福祉関係者団体の役割として「ソーシャルワークの理念や技術などに基づく本人の意思決定

の支援」 注 5） と福祉関係者にはソーシャルワークの理念や技術の発揮が期待されている。成年後見制

度の運用に関わる社会福祉専門職の中でも、ソーシャルワークの理念や技術が国家資格によって担保

された社会福祉士への期待は大きいと考えられる 注 6）。 

専門職には、地域でつなぎ目のない権利擁護支援の仕組みとして成年後見制度を活用にむけて、

多様な社会資源をコーディネートできる力が強調された。社会福祉士は、「介護福祉士及び社会福祉

士法」および日本社会福祉士会の倫理綱領及と行動規範 注 7） において連携を責務として位置づけら

れている。社会福祉士は、「『連携』を主たる業務の一つとして実践」（吉池・栄  2009:110）していること

から、成年後見制度の新たな体制整備で期待されるコーディネート人材となる専門職と考えられる。しか

し、池田（2017:51）が「本人の尊厳ある生活が可能とされているか、に重点をおいて考え意思決定支援

の過程にも重きを置くことになれば、身上監護面に手間暇がかかる」と述べているように、身上保護に重

点を置いた後見活動には活動時間の確保が不可欠である。加えて、利用促進計画で示されたチーム

対応や権利擁護ネットワークのコーディネートには、被後見人をはじめ関係機関や地域社会との丁寧な

関係形成が必要であり、これまで以上に時間確保が必要となる。社会福祉士は名称独占であるため、

特定の業務によって対価を得ることは困難であったことから、ほとんどは機関や組織に雇用される形態

で活動している。このような既存の組織に所属する社会福祉士（以下、既存組織所属社会福祉士）が

後見活動を行う場合には通常業務に加えて後見活動を行わなければならず、被後見人の状況に応じ

た後見活動は難しく受任件数も１～２件程度に制限される（小川  2018a）。 
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既存組織所属社会福祉士が後見活動を担うことに限界がみられる中、既存組織から独立した専門

性を発揮できる自由度の高い活動環境のもとで後見活動を展開する独立型社会福祉士の活動が広が

りを見せている。独立型社会福祉士の平均受任件数は平均８件と既存組織所属社会福祉士よりも後

見活動に関わる時間が確保できていることが伺え、利用促進計画において期待されるコーディネート人

材として対応しうる専門職であると考えられる。 

そこで、本論では、利用促進計画で提示された新たな権利擁護支援ネットワークにおける独立型社

会福祉士の役割について検討することを目的とした。検討にあたっては、利用促進計画において期待さ

れる人材を浮き彫りにし、社会福祉士の課題を踏まえ成年後見制度における独立型社会福祉士の位

置づけの提示を試みた。 

 

２．用語の定義 

（１）既存組織所属社会福祉士 

既存組織所属社会福祉士とは、高良（2010：204）を参考に社会福祉関連法で規定された組

織に所属している社会福祉士とする。具体的には日本社会福祉士会の所属先種別コード（救護

施設、児童福祉関連施設、身体障害者福祉関係施設、知的障害者福祉関係施設、老人福祉関係

施設、介護老人保健施設、婦人保護施設、社会福祉協議会、老人介護支援センター、福祉事務

所、医療機関、行政機関、教育機関、相談機関、一般企業、地域包括支援センター）に所属す

る社会福祉士とする。また、成年後見制度利用促進利用促進計画において地域連携ネットワー

クの中核的な役割を担う中核機関においても社会福祉士が配置されることが想定される。中核

機関の設置主体は「市町村が設置することが望ましい」（内閣府  2017：16））とされているこ

とから、行政直営の場合は行政機関に所属する社会福祉士、委託の場合は社会福祉協議会が主

に想定されていることから社会福祉協議会に所属する社会福祉士と位置づけ、中核機関に所属

する社会福祉士も「既存組織所属社会福祉士」とする 注８）。  

 

（２）独立型社会福祉士 

 日本社会福祉士会では、「独立型社会福祉士とは、地域を基盤として独立した立場でソーシ

ャルワークを実践するものであり、ソーシャルワークを実践するにあたって、①職業倫理と十

分な研修と経験を通して培われた高い専門性にもとづき、②あらかじめ利用者と締結した契約

に従って提供する相談援助の内容及び、その質に対し説明責任を負い、③相談援助の対価とし

て直接的にもしくは第三者からの報酬を受ける者をいう」と定義しており、本論ではこの日本

社会福祉士会の定義を用いる（日本社会福祉士会  2006:17）。  

 

３．倫理的配慮 

本稿執筆にあたっては日本社会福祉学会研究倫理誌指針の定めを順守している。 
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４．成年後見制度利用促進基本計画で求められる人材 

（１）利用促進計画で期待されるコーディネート人材 

 利用促進計画で示された市町村における権利擁護支援体制の構築にむけて、2018 年 3 月に

「地域における成年後見制度利用促進に向けた体制整備のための手引き」（以下、手引き）が

まとめられた。手引きでは、「中核機関の役割と支援の流れ、各主体に期待される役割（フロ

ー図）」がまとめられ、各市町村の成年後見制度利用促進の体制整備を中心になって推進する

主体となる中核機関の中心に各主体に期待される役割が整理されている（図１）。 

①意思決定支援・身上保護の重視 

利用促進計画では、「後見人による財産管理の側面のみを重視するのではなく、認知症高齢者や障

害者の意思をできるだけ丁寧にくみ取ってその生活を守り権利を擁護していく意思決定支援・身上保

護の側面も重視」（内閣府  2017：3）すべきことが示された。これまで後見事務において一般的に使用

していた「身上監護」に変わり「身上保護」という用語が採用されている。この用語の変化について、新井

（2017：61）は、「成年後見制度は、財産管理の制度ではあるものの、身上保護を目的とし、利用者の

意思を尊重すべきことが民法 858 条を根拠に示された」と、財産管理を重視した後見活動から本人の

意思に基づいた生活支援を強調している。つまり、身上保護は意思決定支援を具現化するものとい

える。2017 年 3 月には、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部より「障害福祉サービス利

用等にあたっての意思決定ガイドライン」が発出され、認知症を抱える人を対象としたガイド

ラインも現在作成されている。これらのガイドラインの活用は、本人の意思を尊重するだけで

なく後見人等の独善的なかかわりを防止する等の不正防止にもなるため、後見人等をはじめ関

係職種には活用できる力が求められる。  

②チームのコーディネート 

後見人等には法的保護だけでなく、被後見人の包括的なアセスメントにもとづいた後見活動が求めら

れることから社会福祉専門職である社会福祉士による対応が期待される。被後見人の生活全般を視野

にいれた後見活動を後見人のみで対応することは難しいことから、多様な関係職種や地域資源の活用

が必要となる。住み慣れた地域で生活を継続するためには、判断能力の低下に気付いた早期から

補助人や保佐人の援助が受けられ、なじみの支援者等とのチームやネットワークの中で見守ら

れる体制が求められる。利用促進計画では、権利擁護支援の地域連携ネットワークの整備に向けて

「本人の自己決定権を尊重し、身上保護を重視した成年後見制度の運用を行うため、本人の状況に応

じて、本人に身近な親族、福祉・医療・地域の関係者と後見人がチームとなって日常的に本人を見守り、

本人の意思や状況を継続的に把握し必要な対応を行う体制を構築すること、そして、福祉・法律の専

門職が専門的助言・相談対応等の支援に参画する仕組みを整備する」 （内閣府  2017：3）と、チーム

で本人を支える仕組みを提示している。成年後見人等は本人の意思表示を代理する役割を担っている

ため、チームをコーディネートし、権利擁護支援のネットワークを整備活用する役割が期待される。新井

（2017：63）は「成年後見人等はチームの司令塔であり、コーディネーターである。だからこそ成年後見 
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図１ 中核機関の役割と支援の流れにみる独立型社会福祉士及び組織所属社会福祉士の位置づけ 

出典：『地域における成年後見制度利用促進にむけた体制整備のためのガイドブック』2018 年 3 月、

19 頁を筆者が加筆 
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ッ
ク
ア
ッ
プ
）

福祉の専門職
（既存組織所属社会福祉士）

アセスメント

専門職後見人
（既存組織所属社会福祉士）

中核機関
独立型

社会福祉士

発見・気付き

専門的助言

見守り支援体制の構築

意思決定支援

チーム・資源のコーディネート

成年後見制度の利用に進んだ場合

ソーシャルレポート

（本人情報票）の作成

専門的助言・支援

①「権利擁護支援の方針についての検討・専門的判断」
権利擁護に関する支援の必要性の検討、適切な支援内容の検討

②「本人ふさわしい成年後見制度の利用に向けた検討・専門的判断」
支援内容や適切な候補者などの検討、候補者選任後のチームについての検討、

申立にあたっての準備・役割分担

家庭

裁判所

申立

受理

後見人

の選任

本 人

後見人

チーム

③「モニタリング・バックアップの検討・専門的判断」
チームへの支援内容やモニタリングの適切生についての検討

不正の発覚や後見人の交代などの検討の必要性が生じた場合の検討

本人、後見人等からの聞き取り

監督

専門的助言・

バックアップ

後見人を含め

たチーム再編

成支援

報告に対する

相談

相談対応、調整、

専門的助言・

バックアップ
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人等はチームをうまく機能させ、その総合力を発揮させなければならない」と述べており、後見人等には、

従来の法的保護に加えて、チームづくりとチーム運営に必要な地域の多様な社会資源をコーディネート

する能力が新たに求められている。 

③地域連携ネットワークのコーディネート 

身寄りがなく地域社会からも孤立状態にある被後見人や経済的困窮や虐待を受けている被後見人

に対する後見活動のニーズが高まっている（小川  2018a）。これらの事例への対応は、2012 年 4 月 1

日から施行された老人福祉法 32 条の２、2013 年 4 月 1 日から施行された知的障害者福祉法 28 条

の 2 および障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（障害者総合支援法）の

関連規定の施行により、市町村の取組体制が法律によって定められている。 

このような公的支援体制の整備への要望が強まる中、利用促進計画では、権利擁護支援の地域連

携ネットワークづくりに向けた今後の施策の目標として、「全国どの地域に住んでいても、成年後見制度

の利用が必要な人が制度を利用できるような地域体制の構築を目指す」、「各地域における相談窓口

を整備するとともに、成年後見制度の利用が必要な人を発見し、適切に必要な支援につなげる地域連

携の仕組みを整備する」（内閣府  2017:4）ことが示された。利用促進計画は、これまで整備された「老

人福祉法 32 条の２、知的障害者福祉法 28 条の 2 が規定する体制整備の考え方を成年後見制度一

般に拡充」（新井  2017：62）するものであり、成年後見制度の社会化を具体化したものといえる。 

これらの体制整備の実施主体は市町村であるが、市町村は、社会福祉協議会、公益法人、NPO 法

人等の適正な業務運営ができると認められる団体に中核機関を設置させ、中核機関が地域連携ネット

ワークの中核を担い、そのネットワークの中で専門職団体や関係機関が連携する場となる協議会が機

能していくこととなる。中核機関が要となり、広報機能、相談機能、成年後見促進機能（受任者調整等

の支援、担い手の育成・活動の促進）、後見人支援機能を整備することが求められている。 

この中核機関が地域における成年後見の実践を推進するためには、成年後見と介護・医僚・福祉と

の連動が不可欠となり、たとえば市町村長申立てに介護認定審査・障害支援区分を活用したり、あるい

は行政の保有する個人情報を活用する趣旨から個人情報保護条例の範囲内で情報提供を受けること

ができる適格性を有する団体に限定して中核機関の運営を担わせる等のつなぎ目のない成年後見制

度の活用が可能になると考えられる。中核機関には地域での見守り支援から成年後見人等のフォロー

アップまでを担うワンストップセンターとして機能することが期待されており、行政や家庭裁判所をはじめ

多様な社会資源との連絡調整が求められる。そのため、中核機関に配置される専門職は地域の社会

資源を理解するだけでなくスムーズな活用ができ、資源を柔軟にコーディネートできる力が必要であるこ

とから、成年後見制度に関わる専門職では社会福祉専門職が適切であると考えられる。このように利

用促進計画では、新たな権利擁護支援体制の整備に向けて、①チームをコーディネートする役

割、②地域で権利擁護支援ネットワークをコーディネートする役割、③中核機関で権利擁護支

援体制をコーディネートする役割を担える人材が求められている。 
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（２）「連携」「コーディネート」「チーム」の各概念の関係 

利用促進計画が示す新たな権利擁護支援体制の整備では、「連携」「コーディネート」「チーム」がキ

ーワードとなるが、それぞれの概念の範囲は曖昧である。ここでは、先行研究から概念間の関係を整理

し、利用促進計画で提示された権利擁護支援体制の構築における社会福祉士の役割を検討したい。 

「連携」「コーディネート（協働）」「チーム」の各概念の関係については、吉池・栄（2009）が、久保

（2000）、松岡（2000）、菊池（1999；2000）らの研究を参考に整理を行っている。吉池・栄（2009）は、

同じ目的をもつ複数の人及び機関が協力関係を構築して目的達成に取り組むことを「協働

（collaboration)」として、協働を実現するための過程を含む手段的概念が「連携（cooperation)」であ

り、協働における「連携」の実態として「チーム」を位置づけている。そして、協働は目的達成のための手

段的概念であり、連携は協働を実現するための更なる手段的概念としている。つまり、協働には連携が

必要条件であり、二つの概念は階層性のある手段的概念であるとまとめている（図２）。 

 

図２ 「連携」「協働」「チーム」の各概念の関係  

出典：吉池毅志・栄セツコ（2009）「保健医療福祉領域における『連携』の基本的概念整理 :精神保

健福祉実践における『連携』に着目して」『桃山学院大学総合研究所紀要』34(3),115   

 

（３）権利擁護支援体制における社会福祉士に期待される役割 

この概念図を参考に地域における成年後見制度利用に向けた体制整備における社会福祉士の位

置づけを検討し、「権利擁護支援体制における社会福祉士に期待される役割」を作成した（図２)。利用

促進計画で求められるコーディネート人材に期待される役割には、①チームをコーディネートする役割、

②地域で権利擁護支援ネットワークをコーディネートする役割、③中核機関で権利擁護支援体制をコ

ーディネートする役割の３つがあげられる。 

社会福祉士は、社会福祉専門職として各分野においてニーズをもつ人々とニーズを満たす社会資源

の調整や媒介だけでなく、社会資源の欠損を補完し合う、社会資源と社会資源の仲介により新たな社

会資源を生み出す開発機能を果たし、連携の接点に立つ人的資源となってきた（狭間  2016）。これら

・「協働」

目的達成のための

手段的概念

・「連携」

「協働」を実現する

ためのプロセスを

含む手段的概念

・「チーム」

「連携」の実態

目的の一致

主体

主体主体

チーム

連 携

協 働

主体主体
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の実践は、包括的アセスメントにもとづき、ミクロ・メゾ・マクロのそれぞれのレベルを行き来しながら生活そ

のものを支援するジェネラリスト・ソーシャルワークにもとづくものである。利用促進計画において求められ

るコーディネート人材は、「チーム」「権利擁護ネットワーク」「権利擁護体制」のそれぞれの段階に限定さ

れたコーディネートではなく、包括的・横断的なコーディネートとなる。これらのコーディネートには、被後

見人を包括的にアセスメントすることで 1 人の生活者と捉えなおし、生活をまるごと支援する実践力が求

められる。包括的アセスメントは、被後見人とその環境双方の接点を捉える力が求められ、これらの能力

は親族後見人や市民後見人はもちろんのこと、法律専門職の弁護士や司法書士においても対応は困

難といえる。近年、地域包括ケアの構築に向けた多職種連携の必要性はヒューマンサービスを提供する

関係職種において共通認識となり、生活支援への関心も高まっているが、社会福祉専門職と他専門職

では生活の捉え方は異なる。社会福祉専門職とその他の専門職の支援における生活の捉え方の違い

について、米本（2012：85）は、「他専門職は、生活に言及しつつもその専門職独自の実践目的を持っ

ている…つまり間接的に後景・背景としての『生活』に言及」しており、ソーシャルワークは「直接的な前

景としての生活に言及しており、生活（それ自体）への援助を直接的な目的」としていると述べ、他職種

は間接的に生活を捉え、ソーシャルワークは直接的に生活を捉えていると説明している。本人の意思決

定と身上保護を重視した成年後見活動とそれを支える権利擁護支援体制の整備には、生活支援の実

践力を備える社会福祉士でなければ対応が困難といえよう。 
 

５．連携の担い手としての社会福祉士の課題と独立型社会福祉士 

 社会福祉士は社会福祉専門職として成年後見制度の新たな体制整備で求められるチームおよび権

利擁護ネットワーク構築に対応するコーディネート人材としての役割を果たすことが期待される。しかし、

名称独占資格である社会福祉士は専門性が十分に発揮できる活動環境が整備されているとはいえな

い。ここでは、社会福祉士資格制度の変遷から社会福祉士の課題を整理し、課題に対応する社会福

祉士の新たな活動形態について検討する。 

（１）社会福祉資格制度の変遷 

①社会福祉主事資格の創設と専門職関連団体および研究機関の組織化 

戦後、生活保護法を中心とする福祉行政において民生委員にかわる新しい担い手として専門ソーシ

ャルワーカー制度の創設が試みられ、1950 年 5 月に「社会福祉主事の設置に関する法律」が公布施

行された。京極（1998:25）は、「当時のレベルとしてのソーシャルワーカー資格がそれなりにできたが、そ

れはいわゆる『三科目主事』(厚生大臣が定めた科目を大学で三科目履修すれば任用される主事資

格)として必ずしも高い評価が得られる専門職ではなかった」と述べ、課題を残した。 

1950 年代にはいると、社会福祉事業従事者の実態調査が行われ、社会事業従事者の生活条件の

向上と職場の民主化を求めて、労働者みずからの組織づくりの気運が東京を中心に高まった。また、社

会福祉事務所をはじめ公私の社会福祉施設や社会福祉協議会において専門職を必要とする部門が

拡大する動きをうけ、1960 年 11 月に「日本ソーシャル・ワーカー協会」が結成され、加入対象となるソー

シャル・ワーカーを社会福祉関係職員全般とした 注６）。しかし、社会福祉関係職員がまとめて専門職扱
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いする態度は、「それぞれの分野での身分保障を求める組織的運動と、本来の意味での専門職確立と

の機運とが混同され、それが却ってわが国の本格的な専門職制度樹立への障害」（嶋田  1972：18）と

なり、専門職概念を曖昧にさせた。この時期の諸団体・機関の組織化は、社会事業従事者の生活という

実質からの要求による労働組合や職員団体の形成とともに、専門職成立の条件としてのプロフェッショ

ン団体を形成しようとする動きという２つの異なった動きがみられる。秋山（2007：23）は、実態と資格の

二種の追求がなされる状況は、「専門職志向側の『安易な資格追求』と、従事者運動側の『低位な生活

の実態の改善』という二重構造を示すコンフリクトが、わが国の専門職追求過程の一つの特色」と述べて

いる。 

②「社会福祉士法制定試案」 

1970 年に「社会福祉施設緊急整備 5 カ年計画」が策定されると社会福祉施設で働く従事者の労働

条件の改善を図るとともに、施設で働く従事者に対する福祉専門職の資格化が求められた（渡邊  

2006）。そして翌年 1971 年 11 月に中央社会福祉審議会職員問題専門分科会起草委員会から、「社

会福祉専門職員の充実強化方策としての『社会福祉士』法制定試案」(以下、制定試案)が出された。 

制定試案では、従来からある社会福祉主事とは別に、「ソーシャル・ワーカーを中心とする公私の社会

福祉専門職者を包括的にとらえる専門職として社会福祉士（仮称）制度を設け、その資格基準を明定」

しようとするものであった。また、ソーシャルワーカーを今後の社会福祉の主たる担い手として位置付け、

「複雑多様化する社会福祉の諸制度を有効適切に駆使しながら、個人が環境とかかわる接点に生ずる

生活上の諸問題を、社会的機能の強化という視点から、単独又は他の臨床専門家（医師や臨床心理

学者）と協働して解決に当る専門職者」とした。制定試案は、新たに社会福祉士制度を創設することで、

社会福祉専門職員の処遇の改善と専門性を提示することを試みたものといえる。しかし、社会福祉法制

定試案の内容に関して多くの反対論が出されたころから原案が撤回されることなる 注７）。 

③「社会福祉士及び介護福祉士法」の制定 

制定試案が撤回されたことで社会福祉士の資格化への機運は低下したが、高齢化に伴う福祉ニー

ズの増大への対応や多様化・高度化した福祉ニーズへの専門的対応や在宅介護体制の整備を図る必

要性、さらに日本における福祉専門職化の遅れが国際的に指摘されたことから 1987 年 5 月 26 日に

「社会福祉士及び介護福祉士法」が公布された（阿部  1993）。当時の状況を秋山（1987：37）は、「社

会福祉関係者に突如として降って湧いた『社会福祉士』『介護福祉士』の法定化構想は、それまでの地

道で、混迷を続けて来た資格制度化への運動に、衝撃的にその方向性を決定するものであった」と述

べている。社会福祉士の資格制度化は、社会福祉関係者による運動の結果ではなく、「降って湧いた」

ものであり、資格化の過程において専門性や配置及び処遇について十分に議論されていなかったこと

が伺える。 

拙速とも言える社会福祉士及び介護福祉士法制定の背景には、京極（1998:247）が、「高齢化社会

に入って、我が国における従来の福祉サービス実践の蓄積を生かしつつ、21 世紀に開かれた専門的な

介護福祉を実践するという目標に対応するもの」と述べていることからも、高齢社会に向けた福祉マンパ

ワー確保の位置づけが強かったといえる。このようなマンパワー確保を目的とした資格化について小野
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（1988:168）は、「高齢化社会の到来を前提とした、いわゆる“シルバー産業”と称する福祉の企業化・市

場育成に対応した『人づくり政策』」であると指摘している。結果、社会福祉専門職の国家資格として社

会福祉士が誕生するものの、名称独占資格という資格の性格上、福祉制度政策の担い手として、社会

的要請に柔軟かつ即応的に対応できる人材として活用された。その後、2007 年 11 月に「社会福祉士

及び介護福祉士法等の一部を改正する法律案」で社会福祉士の定義規定が見直され、社会福祉士

は「他のサービス関係者との連携・調整を行って、橋渡しを行うことを明確化」された。これにより、社会

福祉士の専門性として連携が位置づけられることになり、多職種連携を担う専門職として、他領域へと

社会福祉士の活動領域は拡大するものの、未だその専門性は明確になっているとはいいがたい。 

 

（２）社会福祉士の課題 

平成 30 年２月末日で社会福祉士の登録者数は 213,358 人で、社会福祉士の職能団体である公

益社団法人日本社会福祉士会における登録者数は 2017 年 3 月 31 日現在において 39,345 人と、

資格誕生後、その数を増やしてきた。しかし、高山（2014：83）は、「国家資格制度制定後、社会福祉の

実践現場では必ずしも社会福祉士の専門性を前提とした任用が順調に進んできたとはいえなかった」と

実践現場における社会福祉士の専門性が確立され任用につながっていない状況を指摘している。 

1987 年の社会福祉士法における社会福祉士の位置づけは高齢化社会のマンパワー確保の意味合

いが強く、”ソーシャルワーカー”の国家資格化を想定していなかったことが要因として考えられる。京極

（1998:29）は、「資格法をつくることによって専門性を高めるという面もあり、これをあえて呼べば、私の造

語で『資格効果』ということができる」と、資格法をつくることで専門性が高まると説明している。しかし、社

会福祉士資格誕生後約 30 年が経過した現状においても専門性が明らかにされているとは言い難い。

また、社会福祉士の任用が進んでいないことで、組織や機関で働く際に社会福祉士の名称で活動する

ことは少なく、「指導員」や「相談員」として組織制度に規定された業務を行うことが主となっている。藤野

（2007:187）は、「専門職性が低いために業務独占や必置が行われてこなかった」とし、「資格が仕事に

繋がらないために、専門職性が向上しなかった」と専門職性の低さと配置の悪循環を指摘している。専

門職が組織に所属することによる影響について、長尾（1983：31）は「組織体におけるプロフェッショナル

的知識の担い手であり、それに基づくサービスの提供者であるメンバーは、一方においてなんらかの度

合の他律的な管理的統制をまぬがれ難い・・・中略、組織体の管理上の要求とプロフェッショナル的要

請とのコンフリクトの中に置かれざるをえない」と専門職が組織に所属することで管理的統制は避けがた

いと述べている。また、岡村（2013：2）は、「わが国のソーシャルワーカーはほとんどが何らかの組織に所

属しており、組織（あるいは経営者）の意向を無視してクライエントの利益を優先するという行為は、それ

が専門的な知見からも、あるいは道義的に正当化される行為であったとしても、自らの職を失うことにつ

ながりかねない」と、組織に所属する社会福祉士はロイヤリティのジレンマから、ソーシャルワークの価値

に基づいた実践が制限を受けやすい環境にある。このように社会福祉士は名称独占資格であることで、

組織に雇用され福祉関連制度におけるサービスの提供者として配置されることが多く、組織に所属する

ことによる管理的統制によってソーシャルワーク実践が制限をうけやすい活動環境に置かれることが多い。
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このような活動環境で、利用促進計画で期待されるコーディネート人材として役割を果たすことは容易で

はない。利用促進計画で求められるコーディネートには、多様な事例に対応できる法律・福祉等の専門

知識や地域の社会資源から円滑に協力を得るノウハウ等が必要であり、多忙な地域包括支援センター

や異動の多い行政組織では、これらの専門性を蓄積することは難しい（須田  2017）。 

 

（３）成年後見制度における新たな地域連携ネットワークでの独立型社会福祉士の位置づけ 

これら組織所属社会福祉士が抱える課題に対応する新たな社会福祉士の新たな活動形態として独

立型社会福祉士による活動の広がりがみられる。まず、独立型社会福祉士の全国的な組織・活動につ

いて、小川（2014）が 2014 年に独立型社会福祉士 1023 名を対象に実施したアンケート調査（回答数

467、回収率 45.9９％）から整理を行い、成年後見制度における独立型社会福祉士の独自性を述べる。 

①独立型社会福祉士の全国的な組織・活動の現状  

性別は男性 244 人（52.2％）、女性 223 名（47.8％）で男性が多い。年齢は 40 歳未満が 41 人

（8.9 ％）、40 歳代が 90 人（19.5 ％）、50 歳代が 130 人（28.1 ％）、60 歳以上が 201 人（43.5 ％） 

で 60 歳以上が全体の約 4 割を占めている。独立型社会福祉士としての実務経験では３年未満が 120

人（26.9％）、３年以上５年未満が 102 人（22.9％）、５年以上 10 年未満が 161 人（36.1％）、10 年以

上 15 年未満が 55 人（12.3％）、15 年以上が８人（1.7％）と、５年以上 10 年未満が約４割を占め最も

多い。事業形態は、個人事務所が 291 人（62.3％）で法人が 139 人（32.3％）と、個人事務所の形態

で活動する独立型社会福祉士が全体の約６割を占めている。法人の 注 11） の内訳は、NPO 法人が最

も多く 29.2％、次いで株式会社が 25.1％、有限会社が 48.7％、LLC（合同会社）が 15.8％となってい

る。 １年間の収入は、200 万円未満が 103 人（22.6.％）、200 万円以上 400 万円未満が 147 人

（32.2 ％）、400 万円以上 600 万円未満が 100 人（21.9％）、600 万円以上が 106 人（23.2％）で、

年収が 200 万円未満は全体の約２割を占めており対価確保が困難な状況が伺える。独立型社会福祉

士として活動を開始した年は 1993 年が最も早く、1995 年から増加傾向がみられた。2003 年を契機に

さらに独立する社会福祉士が増えている。2011 年は前年より 22 人も増加し、2012 年には１年間に独

立を選択する社会福祉士は 68 人と最も多い。活動内容では、「法定後見活動」が 78.2％と最も高く、

次いで「相談援助」が 67.0％、「講師」51.6％、「ネットワーキング」が 33.0％、「各種公的委員会委員」

「啓発活動」「研修の企画運営」が 29.8％、介護保険上のサービスが 28.3％となっている。独立型社会

福祉士は、幅広い活動を行っているが、中でも法定後見活動は全体の約８割が行っており後見活動は

独立型社会福祉士の中核的な活動となっている。 

②中核機関に配置される専門職として既存組織所属社会福祉士および独立型社会福祉士に期

待される役割と関係 

地域連携ネットワークにおける中核的な役割を担う中核機関に期待される機能として、地域の権利擁

護支援・成年後見制度利用促進機能の強化に向けて、地域連携ネットワークの設計と実現に向けた進

捗管理・コーディネート等を行う「司令塔機能」、地域における協議体を運営する「事務局機能」、地域

において「３つの検討・専門的判断」を担保する「進行管理機能」の３つが位置づけられている。中核機
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関には３つのコーディネート業務を担える社会福祉士の配置が期待されるが、既存組織所属社会福祉

士と独立型社会福祉士では果たす役割に違いはみられるのか。既存組織所属社会福祉士と独立型社

会福祉士は、双方とも国家資格である社会福祉士を前提としていることから、社会福祉士個人が有する

ソーシャルワーク専門職としての能力に差はなく、組織の管理的統制によってソーシャルワーク実践が

制限を受けやすい環境で活動するのか、またはソーシャルワーク実践が制限を受けにくい環境で活動

するのかといった社会福祉士の活動環境の違いといえる。中核機関に配置される社会福祉士は、行政

機関に所属する既存組織社会福祉士と位置づけられる。独立型社会福祉士も中核機関に配置される

場合には、自治体に雇用される社会福祉士として配置され活動環境が同じであることから、中核機関に

配置される社会福祉士と独立型社会福祉士ではコーディネート力に差はない。中核機関に配置される

社会福祉士としては既存組織所属社会福祉士と独立型社会福祉士は同じになるが、独立型社会福祉

士は自ら設立した法人で中核機関の委託を受けることも可能であることが違いといえる。中核機関の新

たな設置や既存組織の活用が困難な自治体においては、独立型社会福祉士が運営する法人はコー

ディネート人材を備えた委託先として有効と思われる。 

③地域連携ネットワークにおける協議会と独立型社会福祉士の関係 

社会福祉士が地域連携ネットワークにおいて、①チームをコーディネートする役割、②地域で権利擁

護支援ネットワークをコーディネートする役割、③中核機関で権利擁護支援体制をコーディネートの３つ

のコーディネート業務を果たすためには、専門性の制限をうけにくく自由度の高い活動環境が重要とな

る。これまで独立型社会福祉士は、既存の組織から独立することで高い自律性と自由度のもとで成年

後見活動の実績を積み上げている（高良  2010）。利用促進計画で提示された身上保護を重視した成

年後見活動を支える新たな権利擁護支援体制の整備には、丁寧な本人との関係形成を図る時間確保

と本人を成年後見制度の利用前から継続的に本人の生活を把握できる関わりが必要となる。独立型社

会福祉士の自らの判断で業務配分が可能で活動時間が確保できることや異動もないため継続して地

域に関わることができるといった強みは、コーディネート役割を果たす上で重要な要素であろう。特に地

域連携ネットワークにおける協議会は、コーディネート業務を実際に担う役割を持つことから、コーディネ

ート力を備える独立型社会福祉士がどのように協議会へ関わるかは重要となる。協議会には「後見等開

始の前後を問わず、『チーム』に対し法律・福祉の専門職団体や関係機関が必要な支援を行えるよう、

各地域において、専門職団体や関係機関が連携体制を強化し、各専門職団体や各関係機関が自発

的に協力する体制づくりを進める」（成年後見制度利用促進体制整備委員会  2018：ⅲ）とされ、自治

体圏域から広域圏域において、新規に設置されるか、既存の会議（地域ケア推進会議、自立支援協議

会、虐待防止ネットワーク会議等）を活用して運営され中核機関が事務局を担うとされている。独立型

社会福祉士として協議会へのかかわり方として、①協議会のメンバーとして活動、②外部の福祉専門職

として協議会への専門的助言・支援の２つの立場からの関わりが考えられる。協議会のメンバーとしてか

かわる場合でのコーディネート業務は、「チームをコーディネートする役割」と「中核機関で権利擁護支

援体制をコーディネート」が期待される。また、外部の福祉専門職としてかかわる場合には、「地域で権

利擁護支援ネットワークをコーディネートする役割」が期待される。協議会の「内側」と「外側」の両面から
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コーディネート力を発揮できる独立型社会福祉士は、地域連携ネットワークにおいて重要な資源として

活用が期待される。 

 

６．おわりに 

本研究では、成年後見制度利用促進計画で提示された権利擁護支援体制の構築における独立型

社会福祉士の役割を明らかにすることを目的に、成年後見制度利用促進利用促進計画で期待される

コーディネート人材を浮き彫りにし、社会福祉士がコーディネート人材となる上での課題について検討し

た。結果、利用促進計画において提示された権利擁護支援体制を担う人材として、①チームをコーディ

ネートする役割、②地域で権利擁護支援ネットワークをコーディネートする役割、③中核機関で権利擁

護支援体制をコーディネートする役割を担える人材の３つを提示した。これらのコーディネートには、被

後見人を包括的にアセスメントすることで 1 人の生活者と捉え生活をまるごと支援する実践力を備える

社会福祉士の配置が必要である。しかし、既存組織所属社会福祉士は活動が制限を受けやすくコー

ディネート人材として役割を果たすことは容易ではない状況にあった。独立型社会福祉士は既存組織

所属社会福祉士の課題に対応する独自性をもつことから、今後、利用促進計画で求められるコーディ

ネート人材として配置されることが期待される。 

 

 

 本研究は JSPS 科研費「包括的な相談支援体制での独立型社会福祉士によるコーディネートの有

効性」（17K04236）の研究成果の一部である。 

 

注 

1)日常生活自立度Ⅱ（日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られ

ても、誰かが注意すれば自立できる状態）以上の認知症高齢者は 2012 年には 305 万人で、その内、

居宅で生活する人は 140 万人となっている。認知症施策検討プロジェクトチーム：（「認知症高齢者

の日常生活自立度」Ⅱ以上の高齢者及び「認知症施策推進５カ年計画（オレンジプラン）」の公表に

ついて：<http://www.roken.or.jp/wp/wp-content/uploads/2012/09/H240906_Vol.298.pdf> , 

2018/3/30  

2) 促進法の第３条では、「成年後見制度の利用の促進は、成年被後見人等が、成年被後見人等でな

い者と等しく、基本的人権を享有する個人としてその尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい生活

を保障されるべきこと、成年被後見人等の意思決定の支援が適切に行われるとともに、成年被後見

人等の自発的意思が尊重されるべきこと及び成年被後見人等の財産の管理のみならず身上の保護

が適切におこなわれるべきこと等の成年後見制度の理念を踏まえて行われるものとする」と基本理念

が示された。 

３）成年後見制度利用促進体制整備委員会（2018：ⅱ）「地域における成年後見制度利用促進に向け

た体制整備のための手引き」では、権利擁護支援を「認知症、知的障害、精神障害などの理由で判
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断能力が不十分な人たちの権利を守るために、①「人権」としての権利：必要に応じて、適切になされ

る権利の回復（救済）で、老人福祉法 32 条、知的障害者福祉法 28 条、精神保健及び精神障害者

福祉に関する法律（精神保健福祉法）51 条の 11 の２に基づく市町村長による申立て。②「契約（当

事者間の合意）に基づく権利：必要に応じて、適切になされる権利の行使で、福祉サービスや施設入

所などの契約」の目的でなされる支援としている。 

４）利用促進計画ではじめて採用された身上保護の用語について「内閣府成年後見制度利用促進担

当室・担当官の須田（2017：6）は、「本人の財産のみならず身上の保護が適切に図られるべきこと」と

説明している。 

５）内閣府（2017：24）は「成年後見制度利用促進利用促進計画について」で、ソーシャルワークを「専

門的な知識を用いて行われる社会福祉援助活動や、社会福祉援助活動で用いられる専門的な技

術などの総称」と説明している。 

６）社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会（2018：1）『ソーシャルワーク専門職である社

会福祉士に求められる役割等について』において、「社会福祉士には、ソーシャルワークの専門職と

して、地域共生社会の実現に向け、多様化・複雑化する地域の課題に対応するため、他の専門職や

地域住民との協働、福祉分野をはじめとする各施設・機関等との連携といった役割を担っていくこと

が期待されている」と社会福祉士が地域共生の実現に向けた検討の中でソーシャルワーク機能を有

する専門職として位置づけられていることがわかる。 

７) 『社会福祉士及び介護福祉士法』第４章「社会福祉士及び介護福祉士の義務等」において、第 47

条（連携）｢社会福祉士及び介護福祉士は，その業務を行うに当たっては、医師その他の医療関係

者との連携を保たねばならない」と明示されている。 

８) 利用促進計画では既存の権利擁護センターや成年後見センターが中核機関の機能を担うことも想

定されている。権利擁護センターや成年後見センターは自治体が設置主体であるため行政機関と位

置づけ、権利擁護センターや成年後見センターで働く社会福祉士も本稿では「既存組織所属社会

福祉士」とした。 

９）社団法人日本社会福祉士協会の倫理綱領において、倫理基準「実践現場における倫理責任」の中

で、(他の専門職等との連携・協働）｢社会福祉士は、相互の専門性を尊重し、他の専門職と連携・協

働する」と明示している。また、社会福祉士の行動規範で「Ⅱ .実践現場における倫理責任」の「２.他

の専門職等との連携・協働」で「社会福祉士は、他機関の専門職と連携し協働するために、連絡・調

整の役割を果たさなければならない」と明示している。 

９)ソーシャル・ワーカー協会では、ソーシャル・ワーカーとして社会福祉主事、児童福祉司、身体障害者

福祉司、精神薄弱者福祉司、家庭裁判所調査官、保護観察官、少年院・少年鑑別所教官および

技官、家族、医療、精神医学、産業・学校ソーシャル・ワーカー、社会福祉施設指導員、グループ・ワ

ーカー、コミュニティ・オーガナイザー、保母、教母にいたる極めて広範囲の対象者の加入を認めてい

た。 

10)秋山（2007）は、主な反対論として、①福祉労働者分断反対論  、②専門職志向不徹底反対論  、
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③経験偏重反対論  、④学歴偏重反対論  、⑤時期尚早論 (専門性そのものが低い)、⑥専門職無

力論 (経過措置における既得権のなだれ込みによる有名無実化 )、⑦労働条件改善優先論などをあ

げている。 

11）個人事務所は「１人の社会福祉士が事業主として経営する社会福祉士事務所」、個人事務所以外

に組織を併設は「個人事務所の他に組織や法人を設立し個人事務所と法人を併設し運営している

事業形態」、合同会社は「有限責任社員１名から設立可能で出資した額に関わらず、知識やノウハウ、

技術を提供すれば、それに応じた配当金を受け取ることができるシステムをもつ会社」、株式会社は

「出資者の株主に対して株式を発行することで設立される会社」、NPO 法人は「政治・自治体や私

企業とは独立した存在として市民・民間の支援のもとで社会的な公益活動を行う組織」とした。独立

型社会福祉士研修委員会、2006、『独立型社会福祉士養成研修テキスト』、社団法人日本社会福

祉士会、134-143 頁  
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論文  

 

地域包括ケアシステム構築に関わる社会福祉法人の地域食堂戦略 

 

 畠山  明子（北星学園大学  社会福祉学部） 

杉岡  直人（北星学園大学  社会福祉学部） 

 

要旨  

社会福祉法人による地域食堂の取り組みは、高齢者等の食（買い物・調理困難、不規則な食生

活、低栄養、孤食等）、地域住民の交流・活動の場および機会の創出という課題に向き合い、さらに

は社会的孤立の問題解決を図るという目的を含めて、地域住民すべてを対象とする地域福祉拠点

形成の活動として展開されている。本研究の目的は、社会福祉法人が介護予防に係る地域づくり

や認知症となった家族を支える地域社会を創り出す地域包括ケアの構築を担う主体として捉え、社

会福祉法人が食堂運営を手がける意義を明らかにすることである。 

調査結果から、社会福祉法人による地域食堂の特徴は、第一に、ケアマネジャー、管理栄養士

等による相談対応、健康管理を行う専門的な人材が法人職員として配置されていること、第二に、

厨房、交流スペース等の設備を法人の資源として地域に開放されることがあること、第三に、単独事

業として食堂経営の採算を考える必要がなく、法人経営方針に基づく運営が可能なことが挙げられ

る。地域食堂事業は、生活支援サービスの展開事例であり、地域住民の集いの拠点として法人の

資源を活かした地域福祉サービスを推進することにつながっている。 

 

キーワード 社会福祉法人  地域食堂  施設の社会化  地域貢献  地域包括ケアシステム 

 

１．研究の背景と目的 

（１）地域包括ケアから地域包括ケアシステムへ  

近年、地域包括ケアシステムの推進に関わり、社会福祉法人の地域貢献を求める社会福祉法人

改革が各地で具体的な事業展開を見せている。そこでは、福祉のまちづくりを担う社会福祉法人が

地域組織化に着手している事例が登場している。広島県旧御調町の国保病院長山口昇氏（現名

誉院長）が医療だけでは退院後のリハビリテーションの効果は期待できないとして、地域住民の参加

を基本とした地域包括医療 注１） の理念と実践は、今日の地域包括ケアシステムの源流である。その

後、介護保険制度がスタートした後、高齢者介護研究会による「2015 年の高齢者介護～高齢者の

尊厳を支えるケアの確立に向けて」（2003 年）を取りまとめた際に「地域包括ケア」概念が登場して

おり、これが地域包括支援センターの設置（2006 年以降）につながった。研究会報告では、介護に

着目しながら、「介護保険のサービスを中核としつつ、保健・福祉・医療の専門職相互の連携、さら

にはボランティアなどの住民活動も含めた連携によって、地域の様々な資源を統合した包括的なケ

ア（地域包括ケア）を提供することが必要」とされており、スタンダードな地域包括ケアの捉え方が提
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示されている。さらに、「介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律」

（2012 年）の中で「地域包括ケアシステムの構築」（高齢者が住み慣れた地域で自立した生活を営

めるよう、医療、介護、予防、住まい、生活支援サービスが切れ目なく提供される「地域包括ケアシス

テム」の構築に向けた取組を進める）として、医療と介護の連携の強化、認知症対策の推進等が課

題とされた。 

また、社会保障改革プログラム法（2013 年 12 月施行）や医療介護総合確保促進法（2014 年 6

月施行）において「地域包括ケアシステム」が「地域の実情に応じて、高齢者が、可能な限り、住み

慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護

予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又は要介護状態若しくは要支援状態の軽

減若しくは悪化の防止をいう）、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制」

と定義された。2012 年に出された地域包括ケア研究会報告書では、地域包括ケアシステムの 5 つ

の構成要素（介護・リハビリテーション、医療・看護、保健・予防、福祉・生活支援、住まいと住まい方）

を提示し関連するアイテムが拡大されたが、地域包括ケアの推進主体や責任主体を明確に示すこと

なく位置づけがなされた（杉岡  2015）。そして、2015 年の介護保険制度の改正により、介護保険に

基づくサービス提供は重度の要介護者が対象とされ、要支援高齢者に対する支援や介護予防が

介護予防・日常生活支援総合事業（以下、新総合事業）として市町村に支え合いの活動等の住民

主体で取り組む生活支援サービスの責任が求められることとなった。 

これまで制度外の生活援助や移動支援に対応してきた NPO 等は、行政等から規制を受けず、

利用者の個別的なニーズに柔軟に関わりその強みを生かしてきたが、このような支え合いの活動が

制度に取り入れられていくことで、その良さが破壊されることが危惧される（杉岡  2015）。さらに 2017

年度からは、地域包括ケアシステムを高齢者だけでなく、全世代・全対象にそのしくみを広げる地域

共生社会の実現へとシフトしている。この流れの中で、全世代・全対象型地域包括支援体制を自治

体ごとに整備することが求められている。その担い手として想定されているのは、町内会・自治会、民

生委員、老人クラブ、NPO や生活協同組合等を含めた地域で生活する人すべてである。 

しかしながら、この地域共生社会も地域包括ケアシステムが具体的な取り組みとして明確な形を

見せていない以上、「地域包括ケアの理念なき事業対象の外延的拡大」と言わざるを得ない。加え

て、その新たな担い手とされるステイクホルダーが活動拠点、コーディネーターおよび財源を独自に

確保し、運営していく上での条件は厳しいものがある（杉岡・大原・畠山 2014：畠山・杉岡 2015：大

原・杉岡・畠山 2016 等）。 

その課題と背景要因については大きく三点にまとめることができる。第一に、コーディネーターはマ

ッチングと相談業務が事務所以外で対応することも多いため、複数人の体制が基本となることから人

材および人件費の確保が困難となる。第二に、運営にかかる人件費（会計管理）と活動対価を保障

することは、仕組み上一定の組織化が前提となるため新規に着手するのが難しい。その理由は、利

用者が少ない＝収益が上がらない一方、会員を獲得しなければ活動時間は増加していかないため

である。利用料金・事務費を上げることは利用会員の負担増につながり、また、援助会員にとっては

受け取る謝礼が少なからず活動を継続するモチベーションの維持・向上につながるとすれば、一定
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の対価を保障する仕組みが必要となる。 

第三に、団体のネットワークを活用して活動を広めていくことのハードルの問題がある。サービス利

用者への対応は、カバーすべき対応がなされているかどうかが基本となり、見通しがなければ事業者

として認定されにくい。当然ながら行政や社会福祉協議会、地域包括支援センター、他の介護保険

事業者等との連携を構築し、それぞれの活動を安定・継続させていくために、依頼を受けても対応

ができないケースを他団体に移管する、独立した事務所の利用を共同にする等が課題となる。 

 

（２）社会福祉法人改革の動向  

以上の 3 点は、小規模の団体・NPO 等の支え合い活動団体に避けられない問題である。一方

で、施設や人材（専門職）、財政基盤が整備されている社会福祉法人に対して、施設が有する機能

を地域に発信する活動として注目されているのが現下の地域貢献活動である。社会福祉法等の一

部を改正する法律が「社会福祉法人制度の改革」、「福祉人材の確保の促進」を見直しの柱として

2016 年 3 月 31 日に成立、2017 年 4 月 1 日に施行された 注２）。これにより、「社会福祉事業又は

公益事業を行うに当たり、日常生活又は社会生活上支援を要する者に対する無料又は低額の料

金で福祉サービス 注３）を提供する」（社会福祉法第 24 条第 2 項）という社会福祉法人の「地域にお

ける公益的な取組を実施する責務」が規定された。 

具体的には、厚生労働省が「各地で取り組まれている『地域における公益的な取組』の実践事例」

として、高齢者の住まい探しの支援（転居を希望する高齢者と不動産業者のマッチングと生活支援）、

障がい者の継続的な就労の場の創出（スーパーマーケットの開設と就労促進）、子育て交流広場の

設置（施設の地域交流スペースを活用した相談支援・学習支援）、複数法人の連携による生活困

窮者の自立支援（相談支援と食料等の現物給付）、ふれあい食堂の開設（食堂内にケアマネジャー

を配置、相談支援、交流、学習会の開催）を紹介している。 

社会福祉法人は公益性、非営利性を特徴として 1951 年の社会福祉事業法に規定されて以降、

70 年近くにわたって民間社会福祉事業を主導してきたが、その歴史のなかでは、「施設の社会化」

が社会福祉法人による地域社会貢献の端緒といえる。かつて施設収容政策において、隔離・閉鎖

された環境におかれた社会福祉施設が民間社会福祉事業の振興策として地域の拠点となることが

求められ、社会福祉事業法制定後、1960 年代にかけて乳児院や児童養護施設において施設の

社会化が進められた（秋山  1978：瀧口  1999）。 

けれども施設側も地域も接点を形成することが少なかったことから、施設の社会化が本格的に問

われるようになったのは社会福祉施設の緊急整備による施設の量的拡大政策やイギリスのコミュニテ

ィケア政策に後押しされた 1970 年代後半であった（古川・庄司・村井ら 1988）。その後、1980 年

代の在宅福祉サービスの整備に連動した時期、1990 年代後半からの社会福祉基礎構造改革に

伴う措置から契約に移行した時期にも施設の社会化が取りざたされた（野口  2006）。そして今再び、

社会福祉法人の地域貢献が問われた。先の法律改正に関わったのは、2013 年に立ち上げられた

社会福祉法人の在り方に関する検討会である。 

社会福祉法人による地域における公益的な取組についての先行研究を取り上げると、①施設が
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地域のニーズをくみ取り、専門的なサービスを提供する主体であることを地域に受け止め、理解して

もらう（古川・庄司・村井ら 1988）、②特定の人々だけではなく広く地域住民が利用できるよう、地域

を基盤とした社会福祉法人であることや個別ニーズに適切なサービスを行う（菊地  2006）、また、③

社会福祉法人の社会的使命は、心身の自立が困難な人々への社会的支援、施設を含む社会福

祉事業を行うことであり、公的制度の対象とはならず、法制度の枠にないサービスで、採算性が乏し

いとしても、地域で解決が必要とされているニーズである場合には、積極的に取り組む（小笠原  

2007）、④社会福祉法人の本来業務は社会福祉事業とその枠組みから外れる先駆的・開拓的地

域貢献活動である（関川  2010）といった指摘がなされている。 

施設の社会化に関する調査には東京都社会福祉協議会（1975：1980）や東京都民生局（1977）

等があり、それぞれ具体的な取り組み内容から施設の社会化を分類しているが 注 4） 、一般的に言わ

れてきた施設の社会化は四つに分類される。第一に処遇の社会化（入所者の生活圏の拡大）、第

二に機能の社会化（施設設備・機能の地域開放）、第三に問題の社会化（施設情報の公開、ボラ

ンティアの受け入れ）、第四に運営の社会化（施設運営への参加と意見反映）である（野口  1998）。  

当初、積極的な取り組みではなかった施設を開かれたものにする取り組みが、ボランティアの受け

入れ・場所の提供等によって地域に対する施設の理解を促進し、その後、家族や地域住民等によ

る施設運営の参画へと展開していく過程をたどる（秋山 1978：牧里  1983）。施設の社会化は、「社

会福祉施設と地域社会との相互作用の過程」（秋山 1978：41）、「『施設社会化』の性格は住民参

加の質によって決まる」（高沢  1979：27）と言われるように、今日の社会福祉法人における公益的な

取組も施設だけではなく住民の参加なくしては成立しえず、施設側・住民側それぞれの関わりによっ

てよりよい施設運営、さらには地域社会（地域包括ケアシステム）を構築していくことが求められている

といえる。 

本稿では、地域包括ケアシステム下における社会福祉法人の地域貢献を通じて、地域住民や町

内会等すでに地域主体の取り組みとして多くの実践事例があることから地域食堂（ふれあい食堂）に

着目し、社会福祉法人による地域食堂運営の独自性と課題を明らかにすることを目的とする。  

 

２．地域食堂に関する先行研究レビュー 

地域食堂は、「食の提供を通じた住民の居場所づくりの機能を果たし、見守りや支え合い等地域

福祉を推進する」ことを目的に、コミュニティレストランやコミュニティカフェ等の名称を用いられることも

多い。「コミュニティ・レストラン」を提起した世古一穂によれば、「食」を核にしたコミュニティ支援を目

的とした NPO の起業モデルであり、その機能として以下の５つを掲げたことが知られている。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養成）、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
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業への接続）（世古  2007）。 

杉岡・畠山（2016）の調査では、地域食堂の類型化が試みられ、食堂での食事提供だけでなく、

配食やサロン活動、デイサービス事業等「地域の活性化（賑わいの創出や居場所づくり等）」、「高齢

者の食生活支援」、「住民の食育支援」、「世代間交流」と幅広く取り組まれ、その担い手は、大きく

ワーカーズ、住民主体（町内会等）、個人・有志、母体組織（NPO 法人、社会福祉法人等の事業の

一つとして運営）、就労支援としての障がい者によって運営されていることを明らかにしている。  

一方、地域食堂運営の課題には、拠点や担い手、財源、一定数の利用客の確保、品質の維持・

向上等がある（杉岡・畠山  2015）。ところで一般の食堂は、従来から地域の固定したなじみ客・利用

客を対象とする家族経営によるものも多い。差別化を図るために、料理の評判を高めて遠方から自

家用車等で通う客を相手にする名物料理や高級料理の提供を行う専門的なシェフの経営体とは異

なるため、品質を高めて料金を上げるという選択肢は取りにくい。したがって、どうしても安く、雰囲気

のいいホスピタリティを与えることが基本となる。 

一方、地域食堂の担い手となっている人々に共通するのは、食の安全や地産地消あるいは孤立

防止、支え合いといった社会生活上の課題解決を意識している点であり、その課題解決に際しての

仲間づくりやボランティア精神を重視しているところが多い。そのため、採算を考えて儲からなくてもい

いが損はしないという計算を基本にした収支バランスを取ることが難しい。また、安定した継続的な活

動を展開しているところは、他の事業（配食や地域の活動センター、グループホーム運営の NPO 等）

との関連で地域貢献的な活動を維持しているところが多い（杉岡・畠山 2016）。 

そのような中で、社会福祉法人による食を介した地域に向けた取り組みは、従来の地域食堂とは

異なるものがある。それは、介護予防に係る地域づくりや認知症となった家族を支えられる地域社会

を創り出すという地域包括ケアの構築を担う社会福祉法人に期待される役割に関して、食堂事業を

基点として果たしていくことにウエイトがおかれている。具体的には地域高齢者等への食事提供、障

がい者の就労支援事業、施設を会場にした認知症カフェ、子ども食堂や入所施設等に併設したス

ペースでの飲食の提供が行われている。また、大学と連携し、パンや子どものアレルギーに対応した

お菓子の開発・製造に携わる事例（今村  2014 等）もある。  

しかしながら、これらの事例も、施設が地域に貢献する事業として何をどこまでやるのか、法人の地

域住民との連携方針が明確にされていなければ、施設による一方向的な取り組みとなり、住民の理

解・参加を得がたいものとなってしまう。次章では、具体的な事例から、社会福祉法人が取り組む地

域食堂設置の戦略において住民の参加を意図した地域組織化の特徴について明らかにする。 

 

３．調査結果 

（１）調査の方法  

 2016 年 1 月～2017 年 11 月にかけて、地域食堂事業運営担当者に対し、半構造化インタビュ

ーに基づく訪問面接調査を実施した。倫理的配慮については、北星学園大学研究倫理審査委員

会（全学危機管理委員会）の承認を受け、日本社会福祉学会研究倫理指針に基づき、回答してい

ただく内容は、研究目的以外には一切使用しないこと、回答できる範囲のことで強制はされないこと、

42



学会等での研究報告、論文や報告書等を作成する際には、匿名としプライバシーに十分配慮する

ことを書面にて説明し、同意・確認書をそれぞれが保管することとした。 

 

（２）調査事例の概要  

表 1 では 3 事例の概要をまとめている。いずれも特別養護老人ホームや小規模多機能型居宅介

護、居宅介護支援事業所、訪問介護・訪問看護・通所介護等を有する規模の大きい社会福祉法

人である。地域食堂の取り組みは、先の社会福祉法人制度改革による法改正より先行しているもの

（事例 A、事例 B）と法改正後にスタートしたもの（事例 C）となっている。 

①  事例 A 

法人 A は障がい者入所授産施設からスタートし、現在は障がい者支援と高齢者支援に関わる施

設運営を行っている。喫茶（地域交流スペース）は、2014 年 4 月に閉校した中学校を活用して地域

拠点として整備されたサービス付き高齢者向け住宅、認知症対応型グループホーム、看護小規模

多機能型居宅介護、居宅介護支援事業所、ヘルパーステーション、訪問看護ステーションを含めた

複合型地域拠点施設に設置されている（写真 1 参照）。 

地域交流スペースを活用した喫茶は、席数が 30 席、週 3 回（月・水・金曜日）の 11:00 から 15:00

まで開店している(写真 2 参照 )。この地域交流スペースは、サービス付き高齢者向け住宅の入居者

の食事のほか、グループホーム利用者がお茶を飲みに来たり、地域の人の利用もあり、スパゲティ

（300 円）や飲み物 100 円を提供している。ここで高齢者のボランティア活動の機会・場所を提供し

ている。1 日の売り上げは 5,000 円～8,000 円であるが、売り上げの一部を使って、ボランティア（市

民スタッフ）の企画・運営による学芸会、運動会等のイベントが開催されている。喫茶の活動につい

てはボランティアが 29 人おり、2 時間ごと 2 交代制で 3 人が活動している。法人としては、2010 年

に閉業したスーパー銭湯を地域交流の拠点として活用するにあたり、建物の設計段階から施設の運

営を検討する地域住民を募集し、その後彼らは市民スタッフと呼ばれる地域交流の担い手（ボランテ

ィア）として活躍しており、事例 A でもその実績が生かされている。法人スタッフによるマネジメントがあ

るが、あくまで住民主体で取り組まれている。 

 

写真 1 外観（閉校中学校活用）         写真 2 地域交流スペース（喫茶） 

②  事例 B 

法人 B は、高齢者支援と障がい者支援の施設を中心に経営しているが、地域食堂は法人が民
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家を買い取って（2,000 万円）改修し、2015 年 2 月に開設したものである（写真 3 参照）。食堂内部

は、30～40 名は収容できるスペースがあり、駐車場は市の土地を利用している。場所は、商店街、

高齢者対応の市営団地 4 棟のあるまちの中心的な位置にある。 

月・水・金はランチ（11:30～13:30、300 円（食材費相当）、30 食限定）、月～金は喫茶（10:00

～15:00、コーヒー等 100 円）を提供している（写真 4 参照）。ランチ 1 回の食材費は 7,000～8,000

円で売り上げは 10,000 円くらいである。利用客は例年 5,000 人（延べ数）、毎回 30 人（月換算で

400～500 人）である。現在、登録しているボランティアは 26 人（無償であるが、食事とコーヒー飲み

放題（100 円）を無料にしている）、毎回 3～4 人が関わっている。地域住民が 3 分の 2、近隣市町

からも来る。開始当初は 5 人だったが、法人の OB が声掛けをしてくれたことにより、着実に増えてき

た。半年に 1 回、法人職員 2 人によるボランティアの慰労会を開催している。 

地域の人の活用状況について、喫茶店を開きたいという 60 代の女性が軽食ランチセット（パン、

10 食）を提供したり（2017 年 2 月）、食生活改善協議会（会員 80 人）がサロンを開きたいと月 1 回

木曜日に食事を提供している。また、体操教室（1 回開催しただけだが、今後は通所介護 B 型に移

行できないかと考えており、町内会でふまねっとをやりたいという要望もあるという）、アイシングクッキ

ーの製作、アドラー心理学、編み物教室等もあり、ランチの提供日以外にも利用されていることが多

い。大学生グループが小学生の子どもを対象とした勉強会（6 回）を開催したり、農業高校の生徒が

学校で収穫した食材を使ったランチを提供したこともあった（2015 年度 2 回、2016 年度 3 回）。店

内にある棚（ボックス 20 個）には、40～80 代の住民が製作品を販売している（設置は無料）。手芸

品を作るサークルも発足した。夏には農家の野菜を販売している（1 袋 100 円）。 

この食堂空間には、法人職員（ケアマネジャー）が 1 人配置されており、献立、食材の調達、配膳

等を担 当する。地 域食 堂を会場に法人管 理 者によるサービスの説明会等も開催している。

 

写真 3 外観（民家活用）              写真 4 ランチ 

③  事例 C 

法人 C は高齢者支援を中心としたサービスを提供している。2017 年 5 月に新たにつくられたサ

ービス付き高齢者向け住宅、訪問介護ステーションに併設された地域食堂（地域交流スペース）とし

て 2017 年 6 月にスタートした（写真 5 参照）。住宅街の中に建てたサービス付き高齢者向け住宅を

閉鎖的にしたくないという思いから始まった。ワンデイシェフ 4 団体（各 3～4 人）により、月 7 回 11:30

～13:30 開かれている。そのうち、月 1 回、法人職員 3 人（管理栄養士を含む）による地域食堂や
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月 1 回、健康料理教室として講話 30 分と調理を行う企画もある（材料費 200 円）。職員の間には

「社会福祉法人は人と地域を元気にする」という理念が共有されており、オーバーワークにはなるが

残業代は支払っている。席数はカウンター5 席、テーブル 2 人×2 席、4 人×4 席で 25 席ある。1 食

500 円、30 食限定で毎回 20 食ほど提供している（写真 6 参照）。食材は各団体が持ち込み、売り

上げの 10%を場所代として支払ってもらう。水道光熱費は法人が支払っている。地域食堂としての

利用時間以外はフィットネスの休憩場所としている。法人としてこの地域交流スペースは、一人暮ら

しの人を連れて来るきっかけづくりや楽しみの習慣になっていることに見られるように、地域包括ケア

のプラットフォームとしての位置づけである。 

法人 C は、新しい施設を建てる際、住民を交えたワーキンググループを作り、住民の互助の活動

を推進する上で施設運営の強力なサポーターとなっている。地域食堂に併設しているフィットネスの

体操指導士、サポーターとして住民の活動の場、機会を提供している。 

 

写真 5 地域交流スペース               写真 6 ランチ 

 

４．まとめと考察 

（１）事例の小括  

先述の通り、地域食堂は、①慢性的な財源不足（赤字経営）、②利用客の少なさ、③担い手不

足が課題になっている（杉岡・畠山（2015）；杉岡・畠山（2016）；大原・杉岡・畠山（2016））。今回

取り上げた 3 事例も地域食堂単体での運営も利益をあげてはいないが、社会福祉法人が地域食堂

を運営する目的は、「利潤の獲得」にあるわけではない。また、利用客も飲食だけを目的としているわ

けではなく、そこを利用することを通じて新たなつながりが生まれたり、関係を深めることにつながる等、

確実に「地域の居場所」として根付いていることがうかがえる。加えて、地域住民の活動の場として果

たす役割も大きい。そして法人は、活動の場や機会を提供したり、ニーズの発見・解決のために介入

したり、また、法人職員として自らが食堂で活動する等を通じて、地域貢献を行っている。 

3 事例が地域貢献として果たしている役割を整理すると、事例 A は、施設を住民が活用すること

を前提に拠点を作る前段階から地域住民を巻き込み、地域住民が企画を立て、実現することを法

人として支援している。喫茶の事業も地域住民から提案されたもので、提供するメニューも市民ボラ

ンティアらが検討している。事例 B は、法人の施設とは別に拠点を設けているが、そこに法人スタッフ

を配置したことで地域のニーズが見え、それをつなぐ役割を果たし、法人の姿を地域住民に発信して 

45



表 1 社会福祉法人 3 事例の概要 
 事例 A 事例 B 事例 C 

母体法人の事業 ①特養・SS・DS、②DS・地域包括支援セ

ンター、③サ高住・認知症対応型 GH・看

護小規模多機能型居宅介護・居宅介護支

援事業所・HH・訪問看護事業所、④機能

訓練・生活介護・入所支援・短期入所、⑤

生活介護・入所支援・短期入所、⑥機能訓

練・生活介護・児童発達支援・放課後等デ

イサービス・障がい相談支援事業所 

①特養・SS、②地域密着型特養・SS、
③DS、④小規模多機能型居宅介護、

⑤居宅介護支援事業所、⑥障害者支

援施設・SS、⑦共同生活援助 

①特養・SS、②小規模多機能型

GH、③小規模多機能ホーム、④地

域密着型特養・小規模多機能ホー

ム、⑤居宅介護支援事業所、⑥DS、
⑦サ高住・HH 

地域食堂の設置年 2014 年 4 月 2015 年 2 月 2017 年 6 月 
開店日 月水金 11:00～15:00 ランチ（月水金 11:30～13:30） 

喫茶（月～金 10:00～15:00） 
月 7 回 11:30～13:30 

ボランティア数 29 人（2 時間ごと 2 交代制 3 人） 26 人（毎回 3～4 人） ワンデイシェフ 4 団体（各 3～4 人） 
料金 スパゲティ 300 円 

飲み物 100 円 
ランチ 300 円（30 食限定） 
コーヒー100 円 

ランチ 500 円（30 食限定） 
コーヒー100 円 

1 日の売り上げ 5,000～8,000 円 10,000 円（食材費 7,000～8,000 円） 10,000 円 
※太字の事業所内に地域食堂（地域交流スペース）が併設。事例 B は民家を借り上げており、建物は独立している。 
※訪問介護…HH、通所介護…DS、ショートステイ…SS、特別養護老人ホーム…特養、グループホーム…GH、サービス付き高齢者向け住宅…サ高住 
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いる。事例 C は、地域住民の活動の場として地域食堂を開放するとともに、法人職員も食堂運営に

重要な役割を果たすことと食事作りのサークルを支えることで法人の姿勢が見える活動を行っている。

施設の社会化の段階でいうと、施設を理解してもらうために施設を作る前から地域住民の協力を募

り、彼らが活動しやすいように拠点整備を行い、関わることができるように運営が社会化・民主化され

ているとみることができる。 

本稿の 3 事例は社会福祉法人として地域包括ケアシステムにおけるサービスの利用予備軍となる

住民とあわせて生活支援サービスの担い手の活動を支援しているところに特徴がある。以下に社会

福祉法人が地域食堂を運営する際の特徴についてまとめておく。 

 

（２）地域食堂と生活支援サービスの接続  

食の提供は、企画（提供するもの=メニュー）を考え、食材の調達・買い出し、仕込み、調理、接客、

配膳・片付け、後片付けと多くの工程から成り立つことから、どの段階からどのような立場でも関わる

ことができる。社会福祉法人による地域食堂の事業は、生活支援サービスの具体的な展開事例で

あり、地域の様々な資源をつなぐことが期待できる。 

地域食堂を通じた社会福祉法人の地域拠点形成において、社会福祉法人が持つ人材（専門職）

を配置することで、住民の主体的・自主的な活動を側面的に支え、地域の福祉力の向上に貢献す

る役割、また、ちょっとした相談のきっかけから問題の拡大を未然に防ぐ役割が期待できる。地域食

堂（コミュニティカフェ）は、新総合事業における生活支援サービスの中にも挙げられているが、このよ

うな社会福祉法人の地域の拠点に配置される専門職が介護保険制度の新総合事業における生活

支援コーディネーターとして中核を担い、地域で展開されているサロン活動や支え合い活動と連動し

た取り組みにつながるものになるといえる。 

 

（３）社会福祉法人による地域食堂の特質  

厚生労働省が紹介している「各地で取り組まれている『地域における公益的な取組』の実践事例」

にある「ふれあい食堂の開設」は、地域で孤立する住民の増加を課題として、「対象者を社会的に孤

立するもの」であるが、社会福祉法人における地域食堂の取り組みは、高齢者等の食（買い物・調

理困難、不規則な食生活、低栄養、孤食等）、地域住民の交流・活動の場および機会の創出という

課題に向き合い、社会的に孤立するものを含む、地域の住民すべてを包摂する地域福祉拠点とし

て位置づけることができる。その独自性は以下 3 点挙げることができる。第一に、ケアマネジャー、管

理栄養士等による相談対応、健康管理を行う専門的な人材が法人職員として配置されていること、

第二に、厨房、交流スペース等の設備を法人の資源として活用できること、また、地域に開放されて

いること、第三に、食堂経営を単独事業として採算を考える必要がないことである。 

かつての施設の社会化は、施設内スペースの貸し出し、地域との交流（ボランティアの受け入れ、

イベントへの住民招待、趣味活動の指導者、介護スキルの講習会）等施設資源の活用が基本であ

った。一方、現在の地域食堂の展開を通じた社会福祉法人による地域貢献は、施設の専門職が積

極的に地域に出向いて住民の活動を引き出し、退職者の出番を作り、人々が仲間を誘い出すアウト
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リーチが基本となっている。先行する社会福祉法人の実践は、地域包括ケアシステムと連動する地

域貢献であるところが過去の社会化との違いとして見ることができる。それだけに、社会福祉法人に

よる地域における公益的な取組は、社会福祉法人の機動力が地域全体の互助の精神を広め、活

動をけん引していく可能性を秘めていることから、新総合事業や全世代・全対象型地域包括支援体

制の整備と合わせて行政や社会福祉協議会、地域全体として考えていかなければならない問題で

ある。 

 

（４）考察  

以上の社会福祉法人による地域食堂の取り組みを政策的な経緯とあわせて捉えるならば、地域

包括支援センターを引き受けた各地の社会福祉法人が、単体では採算がとれない中でセンターを

運営し、将来的な需要が法人経営とリンクするといえる認知症高齢者のケアを含めた要介護者の家

族ニーズを受け止める役割を担うことを重視してきたことが読み取れる。また、地域包括支援センター

に対する保険者の要請が、介護を必要とする市民の生活支援サービスを含めたまちづくりの活動へ

とウイングを広げていることに注目する必要がある。なかばサービス需要の囲い込みを意識したことと

法人として地域共生社会の建設に関わるための拠点を構想する過程において地域食堂が位置づ

けられている。しかし、このことは 30 年以上前から障がいのある人々の授産施設を運営していた社会

福祉法人においては、法人の中で生活する障がい者に社会との接点を提供し、法人の事業を社会

に理解を求める際の拠点として生産物の加工と販売の拠点として地域食堂を開設していったことを

想起するなら、事業体としての必然的な対応といえる（図 1 参照）。 

地域福祉サービスの拠点としての地域食堂の位置づけから社会福祉法人の強みと課題を明らか

にすることが本研究の直接的なテーマであるが、もう一方で小さな拠点のネットワーク化に注目してい

る。具体的には、地産地消を射程に入れた生産者とその販売事業者の協力を求めながら、フードバ

ンク的な事業展開を図り、こども食堂を地域づくりの核として定着させつつある旭川市のおとな食堂

は、先駆的な中間支援組織のモデルといえる。そこでは地域食堂の運営が日常生活圏のエリアに

おける支え合いの輪を重層化することを可能にしていくもので、そこに地域共生社会の建設に関わる

複数の戦略主体の連携が展望される。この点については別稿を予定している。 

 

付記 

本稿は、2017 年度北海道地域福祉学会全道研究大会自由研究発表での質疑を踏まえてまとめ

たものであり、JSPS 科研費  JP 26380757 および公益財団法人江頭ホスピタリティ事業振興財団

2015 度研究開発助成事業による研究成果の一部をなすものである。主たる執筆分担は、１は杉岡、

２および３は畠山、４は二人の協議を元に杉岡がまとめた。調査に際しては、関係者の方々に現地案

内と説明および追加の資料依頼にご協力いただいたことに厚くお礼申し上げます。 
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図 1 社会福祉法人による地域貢献活動の展開  

 

 

1970 年代～＜社会福祉法人の地域食堂の嚆矢＞ 
障がい者授産施設による生産物加工・販売からの食堂設置  

 

2003 年高齢者介護研究会  

「2015 年の高齢者介護」―「地域包括ケア」  

 

2000 年～＜まちづくりを担う社会福祉法人の地域食堂＞ 
認知症カフェ、地域交流スペース提供・介護教室  

☆ニーズキャッチと集いの場提供  

2006 年  介護保険法改正－地域包括支援センターの設置  

（社会福祉法人・医療法人による指定管理者契約） 

2012 年 4 月  介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する

法律  

2010 年～＜社会福祉法人による生活支援サービス＞ 
（2013 年以降  社会福祉法人制度改革の検討開始） 

2017 年 4 月  「社会福祉法等の一部を改正する法律」 
－「社会福祉法人による地域における公益的な取り組み」 

☆地域包括ケアの推進主体・こども食堂・地域食堂への対応  

地域包括医療  

サービス拠点としての地域食堂設置の動き 

⇓ 

社会福祉法人による地域福祉活動拠点形成へ 
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注 

１ ） 公 立 み つ ぎ 総 合 病 院 ホ ー ム ペ ー ジ （ http://www.mitsugibyouin.com/care/top.html

（2018.3.11））には、「地域に必要な包括ケアを、社会的要因を配慮しつつ継続して実践し、住

民（高齢者）が住み慣れた場所で、安心して一生その人らしい自立した生活が出来るように、その

QOL の向上をめざすしくみであり、包括ケアとは治療（キュア）のみならず保健サービス（健康づく

り）、在宅ケア、リハビリテーション、福祉・介護サービスのすべてを含有するもので、多職種連携、

施設ケアと在宅ケアとの連携及び住民参加のもとに、地域ぐるみの生活・ノーマライゼーションを

視野に入れた全人的医療・ケア、換言すれば保険（予防）・医療・介護・福祉と生活の連携（シス

テム）である。地域とは単なる Area ではなく Community を指す」と書かれている。 

２）厚生労働省  社会福祉法人制度改革について  

http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000142657.html（2017.11.12） 

３）利用者負担の軽減、無料又は低額による高齢者の生活支援等。 

４）東京都社会福祉協議会（1975）では、処遇の社会化、運営の社会化、問題の社会化、東京都

民生局（1977）では、ボランティア活動、施設設備の地域開放、施設理解への取り組み、施設経

営・運営への参加、東京都社会福祉協議会（1980）では、公共施設の利用、ボランティアの受け

入れ、広報活動、施設・設備の地域提供、交流事業、教育啓発事業、相談・助言・指導事業、

専門的サービス事業、地域の福祉活動への参加、野口（1980）では、特に処遇の社会化に着目

して、施設処遇の地域化、入所者と家庭のつながり、施設専門機能・設備の地域提供、施設運

営への参加と意見反映、牧里（1983）は、施設情報の公開、ボランティアの受入れ、施設設備機

能の地域開放、施設処遇の地域化、施設運営の民主化に分類している。 
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論文  

 

 宅老所による利用者支援から地域共生拠点形成への軌跡  
 

 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）  

大原  昌明  （北星学園大学   経済学部） 

 

要旨  

宅老所とは、施設や病院における収容型のケアに疑問を抱いた人々によって取り組まれるように

なったもので、民家等活用し、家庭的な雰囲気の中で、一人ひとりの生活リズムに合わせた柔軟なケ

アを行っている小規模な事業所を指す。すでに四半世紀となるその歴史において、通い・泊まり・ホ

ームヘルプさらには住まいや配食等の提供に至るまで多様なサービスが提供されてきたのである。グ

ループホームと宅老所の違いは、グループホームの場合、「認知症対応型共同生活介護」という介

護保険法上の地域密着型サービスであり、対象者、定員、人員配置、設備に規定がある。一方、宅

老所は、対象者も年齢や障害の有無に関わらず受け入れており、定員、人員配置、設備にも規定

はない。ただ、定員は小規模であることから 10 人以下が多い。一番の違いは、宅老所は「住まい」で

はないため利用者の居室はないことである。その後、富山型デイサービスに代表されるように、共生ケ

アと呼ばれる障がい者と高齢者あるいは児童も含めた受け入れを試みる実践へと変化しており、

2018 年には地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、地

域共生社会をめざす政策理念へとつながっている。本稿は、先行研究の発展段階区分を参考とし

て宅老所の歴史的展開を整理し、政策動向との関連をふまえて新たなステージを迎えている宅老

所の取り組みを地域共生拠点の形成として浮き彫りにした。 

 

キーワード 宅老所  グループホーム 共生ケア 多機能  地域共生社会  

 

１．はじめに 

1980 年代に始まった宅老所の取り組みは、家族介護の大変さを受け止め、施設ケアとは異なる

人間的な生活を支えたいという介護経験者たちの自然発生的な活動から始まった。それは、24 時

間 365 日の家族介護を抱えた人々に対する共感であり、介護されている人々の大半が自宅でなけ

れば施設しか居場所がないという現実に対する疑問をもった人々の取り組みであった。 

福岡県博多市の「宅老所よりあい」は、自宅や空き家となった民家を使って、高齢者の居場所を

作り茶飲み話ができる場所として、ある時は介護家族に頼まれて一時預かりを取り組んでいた（下村  

2011）。その後、グループホームが居場所を提供し、半日あるいは一日を過ごすための空間としてだ

けでなく泊まりもできる、居住も可能となる仕組みとして 1990 年代初めに制度化された。宅老所の始

まりが保育所に通う託児所的な要素を高齢者にも提供するものとなり、デイサービス付きのグループ
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ホームとして宅老所の滞在型施設として制度化されたといえる。滞在型は当初の宅老所の活動とは

異なるものを意味することになるため、宅老所に取り組んでいた人々にはグループホームへの切り替

えはネガティブに捉えられていた指摘も見られた（池田  2010）。宅老所の原点となった通いの場、泊

まりの場、滞在の場の連続的な空間は、小規模多機能ホームと呼ばれ、後の小規模多機能居宅介

護という制度へつながったのであるが、グループホームは特別養護老人ホームではない小規模の家

族的な生活空間を提供する共同生活介護として在宅系のサービスに位置づけられ、認知症の高齢

者対応のサービスへ向かい、認知症対応共同生活介護として、実態としては大量の居住系の施設

が建設された。理想に燃えた宅老所の運営者にとっては、受け入れがたい仕組みとなった側面もあ

るが、より安定した財政基盤のもとでケアを充実させることを目標に取り組んだ宅老所関係者も多か

った。ただし、新規参入事業者には、当然のようにビジネスとしてグループホームの要件をミニマムに

抑えた建設業者の業態転換がみられ、また NPO 法人の場合、小回りのきく小規模施設の取り組み

の中で人員配置の問題やそれに伴う研修機会の少なさからくるケアの質に関する課題も指摘される

ことになった。 

本稿は、宅老所の活動を歴史的に追跡することで、いかなる問題に直面して課題に取り組んでき

たのかについて事例と研究動向を整理し、宅老所が地域共生社会を実現するための拠点形成へと

つながっていることを明らかにすることを目的としている。 

 

２．宅老所の歴史 

（１）宅老所の立ち上げと展開  

①宅老所とは何か 

 宅老所は、1980 年代に認知症高齢者に対する病院や施設収容に対抗し、元施設職員等が立

ち上げたのが始まりとされている。また、空き家、空き店舗等を活用・改修し、通いや泊まり、場合によ

っては長期滞在にも対応するという行政による支援等の対象にならない自主事業であったが、後述

するように、1997 年のグループホームの制度化と 2000 年の介護保険制度の施行以後、大きく変化

していった。 

宅老所・グループホーム全国ネットワークのホームページ等によれば、「民家などを活用し、家庭的

な雰囲気のなかで、一人ひとりの生活リズムに合わせた柔軟なケアを行っている小規模な事業所を

指す。通い（デイサービス）のみを提供しているところから、泊まり（ショートステイ）や自宅での支援（ホ

ームヘルプ）、住まい（グループホーム）、配食などの提供まで行っているところもあり、サービス形態

はさまざま」であり、そもそも活動メニューが統一されているわけではないことが示されている。また、サ

ービス利用者の捉え方も多様であり、「高齢者のみと限っているところがある一方で、障害者や子ども

など、支援の必要な人すべてを受け入れるところもある」というように制度にするためには大きな壁が

存在している 注 1） 。したがって、経営に関しても「介護保険法や自立支援法の指定事業所になって

いるところもあれば、利用者からの利用料だけで運営しているところ、あるいは両者を組み合わせて運

営しているところもある」というように画一的なモデルとなるようなものはなかったといえる。 

こうした 1980 年代半ばから全国各地で始まった草の根の取り組みとしての宅老所の活動は、大
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規模施設では落ち着けない、あるいは施設では受け入れてもらえない認知症高齢者に、少しでも安

心して過ごしてもらいたいと願う介護経験者や元介護職員・看護職員等によって始まったことが知ら

れている。これらの宅老所の多くは民家等を活用し、通い（デイサービス）の形態から出発したのであ

る。 

②宅老所の歴史的展開  

宅老所の歴史については、平野・奥田・池田（2010）が第 1 期（～1990 年）、第 2 期（1991～

1999 年）、第 3 期（2000 年～2005 年）、そして第 4 期（2006 年～）と整理している。まず、この分

類を基本として、歴史的な推移をどのように捉えるのかを検討することにしたい。 

平野らによれば、第 1 期は 1990 年までとして、1980 年に京都府で開設された託老所、1983 年

群馬県で開設されたデイセンターみさと（2017 年 3 月に閉鎖）、1986 年青森県で開設された紬の

家や埼玉県で開設された元気な亀さん、1987 年島根県で開設されたことぶき園が実践の始まりで

あると紹介している。現在に到るまで宅老所に明確な定義を与えることは困難であり、事実、規定もさ

れていないが、ことぶき園では、「小規模」、「多機能」、「地域密着」を宅老所が目指す理念として掲

げており、これを踏襲している実践者が一般的であるとみなされている。基本は家庭的な居場所を用

意することの必要性が主張された時期であるといえる。 

第 2 期（1991 年～1999 年）は、家庭的な居場所をより広く確保・展開する上での政策化への運

動期であった。運動が政策へ結びつくためには、実践が社会的に注目されメディアを含めて紹介さ

れる機会が増えることを欠かすことはできない。自宅のような雰囲気の中で普通の生活を送ることを

願い、「託」老所ではなく「宅」老所とした福岡県の宅老所よりあい（1991 年）が注目を受け、1993 年

に栃木県ののぞみホーム（小規模多機能のモデル）、後述する富山県のこのゆびとーまれ等に見ら

れるように全国各地に宅老所の実践が知られることとなった。  

こうした中で、在宅福祉サービスを推進する政策の一つとして痴呆性（認知症）高齢者に向けたサ

ービスの制度化の動きが認められる。第一に、1992 年に痴呆性老人毎日通所型デイサービス（E

型）の創設、第二に、1994 年に痴呆性老人対策に関する検討会によって「痴呆性老人対策に関す

る検討会報告書」が発表され、「地域において痴呆性老人が共同生活をすることのできる小規模な

場（グループホーム）の整備を検討することが望まれる」として、宅老所の機能のうち、居住に特化し

て 1995 年のモデル事業を経て 1997 年にグループホームが制度化された。また、栃木県高齢者デ

イホーム事業（1989 年）や富山型民間デイサービス事業（1997 年）等、都道府県による認知症高

齢者のデイサービス支援が行われるようになった。 

介護保険制度の開始を目前に控えた 1999 年に発表された「今後 5 か年間の高齢者保健福祉

施策の方向～ゴールドプラン 21～」では、2004 年度のグループホーム設置数を 3,200 か所とした

目標値を掲げている。また、同年には全国の宅老所と合わせてこの間拡大したグループホームがゆ

るやかにつながる「宅老所・グループホーム全国ネットワーク」が設立されており、現在にわたり年 1 回

研究交流フォーラムが開催され、各地の実践報告が行われている 注 2） 。なお、都道府県レベルの組

織化が早かったのは、1996 年に結成された栃木県デイホーム連絡会である。 

第 3 期（2000～2005 年）は、宅老所の介護保険制度への対応としてのグループホームの定着で
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ある。これは、背景として、宅老所の多くは制度に基づく通所介護（デイサービス）を提供することで

利用者の負担軽減と運営財源の安定化を図ってきたことが指摘されている（池田  2010）。グループ

ホームは、「痴呆対応型共同生活介護」として介護保険サービスに位置付けられ、2000 年には 675

事業者、2005 年には 7,084 事業所となり、ゴールドプラン 21 の目標値（3,200 か所）の約 2.2 倍

増加している。さらに、2010 年には 8,942 事業所、2015 年には 12,983 事業所、直近の 2016 年

には 13,069 事業所であり、事業所の数は年々増加している（介護サービス施設・事業所調査の概

況より）。 

このグループホームの台頭について、宅老所の原点を意識し、より地域密着の拠点となる施設を

検討し始めたのが 2003 年 6 月、厚生労働省老健局長の私的研究会である「高齢者介護研究会」

による『2015 年の高齢者介護～高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて～』という研究会報告

である。そこでは、「地域包括ケア」や宅老所を踏襲したものとして「小規模・多機能サービス拠点」等

が登場した。なお、高橋（2007）は、2000 年以降は、長野県で宅幼老所支援事業（2002 年）や富

山県で富山型デイサービス施設整備事業（2004 年）等、共生を含んだ多機能型支援事業へとシフ

トしたとしている。 

第 4 期は、2006 年、介護保険制度における地域密着型サービスとして「小規模多機能型居宅

介護」が制度化された時期以降を示している。小規模多機能型居宅介護は通い・泊まり・訪問をベ

ースとしており宅老所がモデルになっているといわれているが、小規模多機能型居宅介護では「長期

居住」はできない等制約が多く（賀戸・林  2006）、宅老所の実践は制度にのりにくい形態でもあった

ことから、事業所の指定を受ける宅老所は多くなかったという。そればかりか、介護保険上のデイサー

ビス事業と宅老所事業を提供する場所が同一であることやデイサービス終了後に同じ場所で宿泊さ

せていることはサービス提供環境が十分でないこと、食事や長期の宿泊（居住）を提供していること

等から有料老人ホームと同様の形態とされ、届け出を出すように自治体から規制や指導が行われた

（浅川  2011）。なお、デイサービスが自主事業として宿泊サービスを提供する形態（お泊りデイサー

ビス）については、2015 年から利用者保護の観点から届出、事故報告や情報の公表を行うこととな

った。さらには、2015 年より施行された消防法の改正により消火設備（特に、高齢者施設の場合ス

プリンクラーは設置義務付け（2017 年度末までは経過措置）、その他、火災通報装置、自動火災

報知設備）の設置の強化等、対応が迫られることとなった。 

第 5 期というべき 2015 年以降は、実質的な共生型ケアの展開拠点としての新たな制度化が進

められつつある段階といえる。アイデアや理念を強く掲げて手作りのケア拠点を確保する時代から、

介護保険制度のなかのグループホームという制度に基づいて、利用者の防災上の安全をはじめとす

る制度的な基準を満たしているかどうかを重視する政策的な見直しが強化されてきた。これと同時並

行的にマンパワー確保の問題と高齢者と障害者のケアを統合的に扱う理念的かつ財政的な課題を

クリアするための政策転換が進み始めている。これが、2016 年秋から提示された地域共生社会の創

造という政策理念の登場につながっており、これに対応する施策が地域共生型サービスや新たな共

同ケア施設の建設が始まろうとしている。 
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（２）宅老所とグループホームの差異  

ところで、多様な宅老所の実態に関して大きな問題整理は、グループホームと宅老所の区別をど

う考えるのかというテーマである。1980 年代に認知症高齢者の在宅生活を支えることを目的に立ち

上げられた各地の宅老所は、地域のニーズに応える答える形でその後全国に広がっていった。介護

保険制度の施行後は指定事業者となる宅老所が増えたが、制度内・外のサービスを合わせて提供

することに自治体から規制を受ける宅老所も少なくなかった。宅老所は 1990 年代には 1 年間に 100

か所単位で増加し、1998 年には 600 か所を超えた（平野・奥田・池田  2010）と言われているが、現

在に至ってその正確な数値は明らかにされていない。また、これまでの研究では、宅老所とグループ

ホームを小規模多機能ケアの拠点として統一的に捉えるものが多かった（平野  2000；平野・奥田・

池田  2010 等）。 

ここで、この間飛躍的に増加したグループホームと宅老所の違いについて、我々は以下の 7 点に

まとめることができた。 

①グループホームは「共同生活介護」という介護保険法上のサービスであること、そのため、②対

象者、定員、人員配置、設備に規定があること、一方、③宅老所そのものは制度上のしくみではな

いため、対象者も年齢や障害の有無に関わらず受け入れることができること、④定員、人員配置、設

備にも規定はないが、定員は小規模であることから 10 人以下が多いこと、⑤人員配置は福祉施設、

医療機関の元職員らによる立ち上げが多く、看護師や介護福祉士等有資格者が配置されている宅

老所も見られること、⑥設備はグループホームに準ずるものも多いが、基本的に宅老所は「住まい」で

はないため利用者の居室はないこと、⑦民家として利用していたものを建築基準法上別表第 1（二）

項の「寄宿舎」に用途を変更することから、消火に関わる設備も必要になってきていること等が挙げら

れる（表 1 参照）。 

ここで重要なポイントは、グループホームと異なり、宅老所や小規模多機能型居宅介護に「住まい」

が盛り込まれていないのは、あくまで利用者が自宅から通い、自宅に訪問してもらうサービスであるた

め、宅老所の場合、泊まりは受け入れるが住まいではない（浅川  2011）という見方が従来の宅老所

が目指したあり方であった。 

しかし、介護度が進む等自宅からの通所を前提とした宅老所でのケアが限界になると、入所せざ

るを得ないケースも出てくる。その受け皿として家庭的な雰囲気のもとでケアを行うグループホームが

果たす役割は多大なものであるが、昨今、職員の不足や火災の発生等、運営者にとっては頭を悩ま

す問題が山積している。先に見てきたように、宅老所もグループホームと似たようなサービスを提供す

る事業者として対応が求められている。また、通いを基本とした組み立てであった宅老所がこの間、

看取りを手がけたり、「残りわずかとなったその人の人生において、社会とのつながりを断ち切るような

支援のあり方に終止符を打ちたい」という地域のニーズに応える「泊まりの長期化」は必要であったこ

ととはいえ、理念と反する宅老所が増えてきた（池田  2010）ことで従来目指してきた実践を続けるこ

とが難しくなってきている。 
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表 1 宅老所およびグループホームの違い 

 宅老所  グループホーム 

（認知症対応型共同生活介護） 

法的根拠  なし 介護保険法  

 

目的  

（理念） 

「小規模多機能ケア」 

民家活用、家庭的な雰囲気、 

通い（デイサービス）、泊まり（ショ

ートステイ）、ホームヘルプ、住ま

い等の提供  

「共同生活介護」 

家庭的な環境と地域住民との交流

の下で入浴、排せつ、食事等の介

護その他の日常生活上の世話及

び機能訓練  

対象者  （認知症）高齢者、障害者、 

子ども、障害児等  

認知症高齢者  

定員  規定なし（10 人程度） 5 人以上 9 人以下  

人員配置  規定なし（代表、看護師、介護

福祉士等有資格者配置） 

管理者、計画作成担当者、介護従

業者  

設備  規定なし（居間、台所、浴室、休

養室、消火設備その他） 

居室、居間、食堂、台所、浴室、消

火設備その他  

 

 

３．共生型サービス（富山型デイサービス）との接点 

（１）このゆびとーまれを基点とした富山型デイサービスの展開  

宅老所と同じく小規模多機能ケアを「共生ケア」と呼び、1990 年代の初頭から実践を行ってきて

いるのは富山型デイサービスである。1993 年、富山赤十字病院に勤めていた看護師 3 人が民間デ

イケア施設（このゆびとーまれ）を開設した。富山型デイサービスは、先に触れた島根県のことぶき園

が宅老所の要件に挙げた小規模（一般住宅をベースとして、利用定員がおおむね 15 人程度であり、

家庭的な雰囲気が保たれている）、多機能（高齢者、障害者、子ども等、利用者を限定せず、だれ

でも受け入れ対応する）、地域密着（身近な住宅街の中に立地しており、地域との交流が多い）を特

徴として挙げている（とやまの地域共生ホームページより）。 

このゆびとーまれの開設日に利用の予約があったのは美容室に行きたいので身体障害者 1 級の

3 歳の障害児を預かってほしいという母親で、利用の対象は高齢者だけではないことを知ったという。

開設当初、行政から入浴、送迎、昼食の提供について、以下のように指摘を受けた。入浴サービス

は、公衆浴場法の対象とみなされ、銭湯と同じ取扱いになること、送迎サービスは、料金を取れば普

通の自動車をタクシーとする「白タク」と同じになること、昼食の提供は食品衛生法に該当すること等

である。看護の対象はすべての人であり、高齢者だけでないため利用者を幅広くしてきたが、その点

についても行政から対象を限定するように言われたこともあった。行政との折衝の中で理解が得られ

るようになり、1996 年には県の単独補助である在宅障害児者のデイケア事業の受託、1997 年には
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富山市民間デイサービス育成事業（高齢者の利用が一日当たり 5 人以上の事業所に、年間 180

万円が交付）から補助金の交付を受ける等、県とともに富山型デイサービスを形作ってきた。また、

県独自の支援の打ち切りをきっかけに、1999 年には富山県で第一号となる NPO 法人格を取得し、

介護保険の指定事業者となってさらに活動の幅を広げ（2000 年）、任意団体から法人として行政と

の交渉・協働関係を促進することとなった。さらに、2002 年から富山型デイサービス企業家育成講

座を開催し、後に続く実践家の養成に乗り出し、2004 年には富山型小規模多機能デイサービス設

置整備事業（2005 年より富山型デイサービス施設整備事業）を始めている。 

 

（２）富山型デイサービスの全国展開  

この富山型デイサービスは各種特区の指定を受け、制度外の取り組みが制度として認められてき

ただけではなく、それらが全国のしくみとして広がっている。2003 年、富山県は「富山型デイサービス

推進特区」として、①介護保険法による指定通所介護事業所における知的障害者及び障害児の

受け入れ、②身体障害者福祉法による指定デイサービス事業所及び知的障害者福祉法による指

定デイサービス事業所での障害児の受入れができる「構造改革特別区域」の指定を受け、2006 年

からは全国で展開されるようになった。また、2006 年、「富山型福祉サービス推進特区」の認定を受

け、介護保険の小規模多機能型居宅介護事業所において障害児（者）の通所サービス（生活介護、

自立訓練、児童デイサービス（当時））、宿泊サービス（短期入所）が提供できるようになり、後に、通

所サービス（生活介護）が 2010 年 6 月に、宿泊サービスが 2011 年 6 月に、2013 年 10 月には児

童発達支援、放課後等デイサービス（旧児童デイサービス）が全国において実施できるようになり、

65 歳障害者の壁がなくなり、知的・精神障害のショートステイの利用を可能にする一県下の取り組

みが全国に広がっていった。近年は障害者の就労支援にも力を入れ、2012 年とやま地域共生型福

祉推進特区の認定を受け、2013 年には地域共生型障害者就労支援事業所（はたらくわ） 注 3） をス

タートさせた。2017 年 4 月現在、富山型デイサービスの理念に賛同して活動しているのは全国で

1,427 か所、富山には 121 か所ある。10～20 人の小規模で、ボランティアを受け入れる、障害者が

働く、職員・利用者の区別がつかないこと等に富山型デイサービスの良さがある。 

このゆびとーまれの場合、利用定員は 18 人（介護保険、自立支援の定員）で、介護保険サービ

スは通所介護、居宅介護支援、障害児者福祉サービスは「基準該当」 注 4） で対応し、生活介護、自

立訓練（生活訓練）、児童発達支援、放課後等デイサービス、その他自主事業として相談事業、生

きがい対応型デイサービス、乳幼児の一時預かり、就労継続支援 B 型（はたらくわ）を展開している。 

 

４．まとめと考察 

表 2 は、宅老所や小規模多機能ケア等に関してこれまで実施されてきた調査研究と国および共

生型の事業に関わる国および都道府県の政策を年代別に示したものである。これを宅老所の歴史と

合わせて見ると、すでに 1980 年代から各地で実践が行われ始めていた宅老所については、京都市

社会福祉協議会（1990 年）や栃木県（1996 年）等で全国規模の調査研究が行われていた。1990

年代に入り、認知症高齢者に対する支援がデイサービス（1992 年）やグループホーム（1997 年）と
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いった形で制度化されるが、この間、認知症高齢者だけでなく、障害児者、児童等を受け入れる富

山型デイサービスの始まりであるこのゆびとーまれが富山県で開所している（1993 年）。 

宅老所やグループホーム等は「小規模多機能ケア」と呼ばれるようになり、2000 年以降、宅老所・グ

ループホーム全国ネットワーク、日本福祉大学地域ケア研究推進センターを中心に、実態調査を進

め、2006 年の介護保険制度の改正をもって小規模多機能型居宅介護として制度化された。富山

型デイサービスは特区を取り、介護保険サービスや障害福祉サービスの利用対象者が相互に乗り

入れできるようなしくみを作り、これが最先端の取り組みとして全国的な制度となり、共生ケアが国の

モデル（2008 年のフレキシブル支援センター事業）として確立していく。宅老所もまた、認知症高齢

者だけではなく障害者の受け入れや子どもの一時預かり等、地域の中で共生ケアの一翼を担うこと

が期待され、長野県（宅幼老所）や佐賀県（地域共生ステーション）において対象を限定しないよう

な呼称が使われるようになっている。 

一方、介護保険制度や障害者自立支援法（現障害者総合支援法）の施行により、宅老所は、サ

ービス提供や建物の基準等において指摘を受けることも多く、2000 年代中頃からは制度によらない

自主事業やお泊りデイサービス、有料老人ホームとしての届け出、スプリンクラーの設置等求められ

る運営上の対応に関する調査研究が多くなっている。 

2015 年には、「各地域がそれぞれの特徴を活かした自律的で持続的な社会を創生できる」ように

取り組むまち・ひと・しごと総合戦略の中で、「小さな拠点」と称される「多世代交流・多機能型福祉

拠点」の必要性が指摘されるようになり、これと地域共生社会の実現が連動する形で共生型事業が

注目され、2018 年には共生型サービスが導入されるに至っている。 

つまり、宅老所の出発点は個別ケアにあったが、現在は共生ケアの下、年齢や対象を限定しない、

かつ「地域」を対象とする拠点としての役割も担っているといえる。それでは、今後の制度政策の変

化に合わせ、宅老所はどのような対応が求められることになるのか。以下に今後の方向性についてま

とめておく。 

 

（１）地域共生社会と宅老所  

2018 年には地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律により、

「地域共生社会の実現に向けた取組の推進」が掲げられた。具体的には、「我が事・丸ごと」の地域

作り・包括的な支援体制の整備として、第一に、「我が事・丸ごと」の地域福祉推進の理念を規定

（地域福祉の推進の理念として、住民や福祉関係者による①把握及び②関係機関との連携等によ

る解決が図られることを目指す旨を明記）、第二に、市町村が以下の包括的な支援体制づくりに努

める旨を規定（地域住民の地域福祉活動への参加を促進、分野を超えて地域生活課題について

総合的に相談に応じ、関係機関と連絡調整等を行う体制、第三に、地域福祉計画の充実（福祉の

各分野における共通事項を定め、上位計画として位置づけ）と介護保険と障がい福祉両方の制度

に新たに共生型サービスを位置付けた。 

各都道府県の共生型事業の動向を見てみると、その先駆けは富山県であるが、2001 年以降、

12 の道県（北海道、宮城県、秋田県、千葉県、長野県、岐阜県、滋賀県、鳥取県、徳島県、高知  

59



表2 宅老所の運営と政策の動向                                                          （畠山作成） 

年代 宅老所、小規模多機能ケア等に関わる調査 国・都道府県の政策の動向 
1989  栃木県デイホーム事業 
1990 全国託老所調査（京都市社協）  
1992  痴呆性老人毎日通所型デイサービ

ス（E型）創設 
1996 デイホーム全国調査（栃木県）  
1997 全国高齢者小規模ホーム研究会 

『全国デイホーム・宅老所・グループホーム案内』 
グループホーム制度化 
富山型民間デイサービス事業 

1998 小規模多機能施設等調査（宮城県）  
2000 ①小規模痴呆性高齢者ケア施設の弾力的運営方法の開発とその支援に関する調

査研究事業（厚生省） 
介護保険制度施行 

2001 ①小規模痴呆性高齢者ケア施設の弾力的運営方法の開発とその支援に関する調

査研究事業（厚生労働省） 
 

2002 ①全国小規模ケア実態調査（住友生命保険相互会社） 長野県宅幼老所支援事業 
2003 ①痴呆性高齢者の暮らしを支援する新たな地域ケアサービス体系の構築に関する

調査研究（厚生労働省） 
②地域福祉関連の都道府県単独事業調査 

富山型デイサービス推進特区 
→2006年より全国展開へ 

2004 ①小規模多機能ケアの質の確保に関する事業 
②地域福祉関連の都道府県単独事業調査 

富山型デイサービス施設整備事業 

2005 小規模多機能サービスに関する調査（小規模多機能サービスに関する検討会）  
2006  小規模多機能型居宅介護創設 

障害者自立支援法施行 
富山型福祉サービス推進特区 
→2010年6月、2011年6月、2013
年10月より全国展開へ 

2007 ①地域共生ケアの実態把握と推進に関する調査研究事業（日本福祉大学との共同

事業：厚生労働省）、①宅老所全国ネット会員への小規模多機能型居宅介護に関す

る宅老所アンケート追調査（全国コミュニティライフサポートセンターと共同） 
③宅老所全国調査特別抽出調査（宅老所全国ネットワーク調査研究員高橋誠一） 
③通所介護の「泊まり」事業実施に関するアンケート結果速報（中間報告） 
（日本福祉大学が共同で都道府県に対し実施） 

 

2008 ①宅老所全国ネット会員への「自主事業」および「共生ケア」に関するアンケート調

査 
③地域密着促進のための小規模多機能型地域ケア拠点と自治体とのコミュニケー

ションツールに関する研究事業（厚生労働省老健局） 

フレキシブル支援センター事業 

2009 ①地域共生ケアの普及促進に係る調査研究事業（厚生労働省）  
2010 ①宅老所全国ネット会員への「介護保険制度改正に望むこと」および「自主事業」に

関するアンケート調査、①宅老所全国ネット会員への「宿泊付きデーサービス」およ

び「有料法人ホーム」の届け出に関するアンケート調査 
②地域福祉関連の都道府県単独事業調査 

 

2012  とやま地域共生型福祉推進特区 
2013 ①宅老所全国ネット会員への「宿泊付きデイサービスへのスプリンクラー設置義務

付けをめぐる動き」についてのアンケート調査 
共生型福祉施設の設置運営支援事業（三菱UFJ リサーチ&コンサルティング） 
（被災地における共生型福祉施設の設置について） 

障害者総合支援法施行 

2015 ③多世代交流・多機能型福祉拠点のあり方に関する報告書 まち・ひと・しごと創生戦略 
2018  共生型サービスの導入 

宅老所・グループホーム全国ネットワーク＝①、日本福祉大学地域ケア研究推進センター＝②、全国コミュニティライフサポ

ートセンター＝③ 
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県、佐賀県、熊本県）でも単独助成事業（多くは施設整備）が実施されたことが分かっている（西山  

2016）。共生型の事業は先に見てきたように 1980 年代からその先駆的な取り組みが進められてきて

おり、その後追いの形政策が作られてきている。 

しかし、宅老所の実践は、国が意図する共生型サービスに連動ことにはならないため、「国が制度

化して予算がつけば、いろいろ制約を受けるので、そういうなかで共生型サービスの実践は難しい部

分もある」（内海・瀧本・宮島  2018：16）とあるように、現在進められている共生型サービスには批判

的立場を取りながら宅老所の実践における共生ケアおよび地域共生拠点の目標を具体化する姿勢

を貫くことが必要といえる。 

 

（２）宅老所の新たな展開  

 2018 年 3 月 24 日に長野県で開催された第 20 回全国宅老所・グループホーム研究交流フォー

ラムでは、A 県 I 氏より改めて宅老所の理念と歴史および課題となる点が紹介された。その中で

1980 年代から 1990 年代にかけて立ち上げられた宅老所が閉鎖を余儀なくされたり、地域のニーズ

に応え、介護保険サービスの提供事業者となったり傾聴ボランティア団体となる等、違う形で活動を

継続しているところも出てきていることが報告された。宅老所の理念に基づいた実践を長期にわたっ

て続けていくことがいかに大変であるかは想像に難くない。 

一方、厚生労働省の政策においては宅老所がめざしてきた方向性を受けた整理も行われており、

「既存の補助金や高齢者、障害者、児童等の各対象者別の福祉制度に基づく福祉サービスを活

用することで、高齢者、障害者等を分け隔てなく受け入れ、制度に基づく専門サービスを提供するも

のから、地域福祉の拠点となり居場所機能を担うものまで、様々なかたちで実施されており、こうした

共生型の多世代交流・多機能型の福祉拠点による地域づくりの取組が地域の実情に応じて更に拡

がることが期待される」（厚生労働省  2016：3）とあるように、大きく地域づくりを視野に入れた取り組

みが展望されている。 

長野県では、2002 年から県が支援を行い、2017 年までに 423 か所の宅老所（宅幼老所）を設

置し、NPO 法人長野県宅老所・グループホーム連絡会として法人格を持ってネットワークの活動に

取り組んでいる多くの宅老所がデイサービス化、単なる小規模通所介護事業所となり、地域ケアの

拠点となるには課題があるとして、2017 年度に長野県と NPO 法人長野県宅老所・グループホーム

連絡会の協働により、長野県宅幼老所機能強化事業（宅幼老所ステップアップ計画）として、事業

所の公表制度を創設することとなった。 

公表の条件としては、①宅幼老所ステップアップ研修と呼ばれる基礎研修（地域支援機能編、共

生ケア機能編、認知症支援機能編の各 1 日 5 時間）と②応用研修（生活支援計画作成研修、共

生ケア研修、生活支援コーディネーター研修の各 3 日 5 時間）をすべて受講し、計 9 ヶ月で 30 時

間の研修を受けてはじめてパートナーシップ宣言をすることになる。長期にわたり継続的に参加を必

要とすることから事業所として研修派遣を行うことは厳しいと指摘されていたが、結果的に 2018 年度

には 50 事業所がパートナーシップ宣言をしてスタートするという。現在の地域のニーズに応えること

ができるスキルを習得するこのような取り組みによって、これまでの宅老所の文化を維持発展させるこ
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とができるように、担い手となるメンバーに対するソフト事業としての支援が継続的に取り組まれること

の必要性がフォーラム関係者から指摘されていた。 

以上をまとめると、宅老所活動は、利用者支援をのぞましいケアとは何かという視点で考えから出

発し、その後、宅老所の運動としてグループホームあるいは小規模多機能型居宅介護の実現に向

かった。それでもまだ実現しがたい課題を地域共生社会の建設という課題に政策理念を位置づけさ

せ、宅老所こそ地域共生拠点の形成を図るもの、という強いメッセージを発信することで、地域包括

ケアシステムにおける総合事業の中核としての地域支えあい事業の核となる役割を展望することにつ

ながっているといえる。 

 

 
付記 本稿は、JSPS 科研費  17K04231 による研究成果の一部をなすものである。主たる執筆分

担は、1 は杉岡、2 および 3 は畠山、4 は 3 人の話合いによりまとめたものである。調査に際しては、

関係者の方々に多大なご協力いただいたことに厚くお礼申し上げます。 

 

注 

1）長野県では、「高齢者や障がい者等が、家族や近隣住民と共に住み慣れた地域で生活するため

の、安全で家庭的な雰囲気のもと、利用者のニーズに応じたきめ細やかなサービスを提供する地域

ケア拠点の総称」として宅幼老所としている。 

2）第 1 回大会には 800 人、第 2 回大会は 1,500 人が参加したという（宅老所・グループホーム全

国ネットワークホームページより）。 

3）共生ケアの拠点で障害者が就労、職員が巡回支援を行う。 

4）居宅サービス事業者や居宅介護支援事業者としての指定を受けるべき要件（法人格、人員、設

備、運営基準）の一部を満たしていないものの、市町村にとって必要とされ、一定の水準を満たす場

合、市町村の判断でそれらのサービスを介護保険の保険給付の対象とすることができる制度。 
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研究ノート  

 

 ふれあい・いきいきサロンの分析枠組みに関する試論  
 

  林  孝之（医療法人東札幌病院  厚別区介護予防センターもみじ台） 

 

要旨  

本稿は、全国社会福祉協議会が発行する『アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・いき

いきサロン開発マニュアル』(1994)、『「ふれあい・いきいきサロン」のすすめ～寝たきり・痴呆予防にも

～』(2001)、『ふれあい・いきいきサロンのてびき～住民が作る地域交流の場～』(2008)、『生活支援

サービス立ち上げマニュアル 4 ふれあい・いきいきサロン』(2010)という４つの手引書をもとに、ふれ

あい・いきいきサロンの分析枠組みについて考察した。具体的には、「定義」、「対象」、「目的」、「担

い手」、「場所」、「利用方法」、「内容」、「頻度」、「費用」、の項目を設定し手引書の内容を検討した。

結果、ふれあい・いきいきサロンは、地域住民が担う、歩いて行ける場所にある、出入り自由で、基本

的に地域住民の自主財源により運営されている活動、という分析枠組みが想定された。また、社会

的孤立の広まりに対応するふれあい・いきいきサロンを把握しようとする場合、住民相互の交流と結

びつきを目指しているかどうかということと、結果として地域住民の「居場所」としての要素を満たすか

どうかが分析枠組みとして想定された。 

                                                 

キーワード  ふれあい・いきいきサロン 居場所  

 

１．目的   
地域福祉における主要な問題の１つに社会的孤立がある。社会的な援護を要する人々に対する

社会福祉のあり方に関する検討会（2000:3）は、都市化と核家族化の進展、産業化、国際化の中

で、人々のつながりが脆弱化し、「心身の障害・不安」、「社会的排除や摩擦」に加え「社会的孤立

や孤独」といった問題が重複・複合化していることを指摘している。また、「平成 29 年度高齢社会白

書」(内閣府 2017:49-52)は、高齢者の日常生活について、「人との交流が少ない人や頼れる人が

いない男性が多い」、「一人暮らしの高齢者の 4 割超が孤立死（孤独死）を身近な問題と感じている」

という。 

ふれあい・いきいきサロンは、地域において孤立を防ぐ切り札として、1990 年代から全国各地で取

り組まれている。近年は、地域包括ケアシステムにおける、介護予防・生活支援の一部としても注目

されている。しかしながら、ふれあい・いきいきサロンは「ふれあいサロン」、「憩いのサロン」など、多様

な名称で実践されている。さらに、「地域の茶の間」、「コミュニティ・カフェ」など、類似の実践が数多く

登場している。こうした中、ふれあい・いきいきサロンの把握や分析が困難な状況となっている。 

本稿は、社会的孤立に対応するふれあい・いきいきサロンの分析枠組みについて考察することを

目的とする。 
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２．方法  
本稿は、全国社会福祉協議会が発行する、『アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・い

きいきサロン開発マニュアル』(全国社会福祉協議会  1994)、 『「ふれあい・いきいきサロン」のすす

め～寝たきり・痴呆予防にも～』(「ふれあい・いきいきサロン」による高齢者の介護予防活動普及事

業検討委員会、以下「検討委員会」 2001)、『ふれあい・いきいきサロンのてびき～住民が作る地域

交流の場～』（全国社会福祉協議会  2008）、『生活支援サービス立ち上げマニュアル 4  ふれあ

い・いきいきサロン』（全国社会福祉協議会  2010)の、4 つの手引書を参照する。全国の都道府県、

市町村社会福祉協議会が、さまざまな手引書を発行しているが、わが国で初めてふれあい・いきいき

サロンを提唱したのが全国社会福祉協議会であることと、都道府県、市町村社会福祉協議会は全

国社会福祉協議会の手引書を参考にそれぞれの地域の手引書を作成していると想定し、全国社

会福祉協議会の手引書を用いることとした。 

また、「アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発マニュアル」(全国社会

福祉協議会  1994)から、ふれあい・いきいきサロンについて「定義」、「対象」、「目的」、「担い手」、

「場所」、「利用方法」、「内容」、「頻度」、「費用」、の分析項目を設定した。４つの手引書から、それ

らの項目に当たる記述を抽出し、背景を踏まえて検討することで、ふれあい・いきいきサロンの分析枠

組みについて考察する。倫理的配慮として、北海道地域福祉学会の投稿要領に沿って執筆した。 

 

３．結果  
（１）『アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発マニュアル』 

①「定義」 

全国社会福祉協議会 (1994:4)は、ふれあい・いきいきサロンを「デイサービス予備軍に対する予

防的なサービスや、デイサービス OB へのアフターケアを、少人数 (5～10 人程度 )の参加者が歩い

ていける場所で、住民と参加者とが共同企画して運営していく楽しい仲間づくりの活動」と定義する。 

②「対象」、「目的」、「担い手」、「場所」、「利用方法」 

全国社会福祉協議会 (1994:5)は、ふれあい・いきいきサロンの対象を「デイサービス予備軍、

OB」、目的を「仲間づくりを通じた予防効果」、担い手を「住民有志・参加者」、場所を「日常生活圏

で集まりやすい場所」、利用方法を「出入り自由」とする。 

③「内容」 

全国社会福祉協議会 (1994:9-10)は、ふれあい・いきいきサロンの内容として「会食」、「健康チェ

ック」、「その他の内容」を設定する。「会食」は「食事は衛生面からデイサービスセンターや給食セン

ターなどから運んでくる」、「健康チェック」は「健康管理のため保健婦や看護婦資格を持つホームヘ

ルパーなどが 1 月に 1 回程度健康チェックを行う」ことを基本とする(全国社会福祉協議会  1994:9)。

「その他の内容」は「きちんとしたスケジュールやプログラムをたてて進めるというよりも、参加者が楽し

める内容をみんなで決めていくことが肝心である。気分や天気によって自由に内容を変えるなど自由

な形で進めることができる」とし、「手遊び・指遊び、ペタング、風船バレー、手芸…」などを例示する。 
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④「頻度」 

全国社会福祉協議会 (1994:4)は、ふれあい・いきいきサロンの頻度について「開催頻度は参加

者の状況や、運営体制により月 1 回から週 1 回など幅があってよい」とする。 

⑤「費用」 

全国社会福祉協議会 (1994:10)は、ふれあい・いきいきサロンの費用について、会場借り上げや

物品購入等の「立ち上げに必要な費用」と、食事代や材料費などの「運営に要する費用」とする。費

用の調達について全国社会福祉協議会 (1994:10)は「こうした費用を賄うために、参加者からの利

用費や会費、またバザーなどの自主的な財源確保をしていく。なお、施設の改造などについては社

協が直接援助したり、地域福祉基金や他の助成団体からの援助が受けられるような仕組みをつくる

ことも重要である」という。 

⑥背景 

全国社会福祉協議会 (1994)がふれあい・いきいきサロンを提唱した背景には、当時の老人デイサ

ービスの課題がある。全国社会福祉協議会 (1994:2)は、当時のデイサービスについて「利用者の大

半はほぼ自立している虚弱な高齢者」であるため、「デイサービスに通うほど ADL が低下していない

が、かといって地域の老人クラブに積極的に参加できるほどではない虚弱な高齢者への予防サービ

スが欠けている」という。さらに、全国社会福祉協議会 (1994:2)は「デイサービスを利用した結果、デ

イサービスセンターから『卒業』できるほど ADL が向上したのに、地域でアフターケアの受け皿がない

ばかりにそのまま通っている人たちもいる」という。 

これらのことから、対象を「デイサービス予備軍、OB」としたことや、「会食」、「健康チェック」などデ

イサービスに似た内容を設定した理由がうかがえる。 

「仲間づくり」という目的が設定され、利用方法を「出入り自由」とし、内容を「参加者が楽しめる内

容をみんなで決めていく」とした理由は、のちの手引書によって説明されている。全国社会福祉協議

会 (2008:36)は「高齢者組織の多くは、『役員がいる』『名簿が管理されている』など非常に組織的で

あること。参加を促進するためには“楽しさ”が重要であり、組織的・画一的なやり方では社会参加は

進まない。『組織づくりから仲間づくりへ』という発想の転換が必要であること」という。 

ふれあい・いきいきサロンは、デイサービスだけではなく、当時の老人クラブなどの、高齢者組織の

課題解決策でもあったことがうかがえる。 

ふれあい・いきいきサロンが、担い手を「住民有志・参加者」、費用を「自主的な財源確保」とした

理由について、全国社会福祉協議会（1994:3）は「住民の福祉活動への参加意欲の高まり」と説明

する。さらに、のちの手引書において全国社会福祉協議会 (2008:36)は「組織的なグループの発足

の経緯を調べたところ、保健師や看護師、社協職員、ソーシャルワーカー、福祉事務所の職員等の

専門職がかかわってつくられた活動が非常に多かった。こうしたグループでは、発足にかかわった専

門職が異動等でいなくなると、とたんに活動がしぼんでしまうことが多い。よって、新たな発想で、当事

者と地域住民が一緒につくっていくような活動を提案していくことが必要であること」という。 

ふれあい・いきいきサロンは、公的サービスを住民に補完させるものではなく、住民に自主的な福

祉活動の機会を提供するとともに、活動が継続的に行われることを目指して、住民と参加者が自ら
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負担して担っていくこととしたのである。 

「日常生活圏で集まりやすい場所」としたことについて全国社会福祉協議会 (1994:9)は「市町村

単位、小学校区にひとつという設定ではなく、『参加者本人が仲間に会いに歩いていける』日常生活

の範囲で、地域内にたくさんつくっていくことが必要である」という。また全国社会福祉協議会

(2008:36)は「当時、引きこもりや閉じこもり、孤独といった状況が社会的に問題視されはじめ、福祉

サービスを利用する高齢者の間でも、『話し相手がほしい』『いろいろな人とおしゃべりしたい』という要

望が頻繁に聞かれるようになった」という。 

ふれあい・いきいきサロンの背景には、地域社会における孤立の広まりを踏まえ、サロンへの参加

をきっかけに地域に住民間のつながりをつくることを目指して、「日常生活圏で集まりやすい場所」を

設定したのである。 

 

（２）『「ふれあい・いきいきサロン」のすすめ～寝たきり・痴呆予防にも～』  

①「定義」 

検討委員会 (2001:21)は、ふれあい・いきいきサロンを「地域を拠点に、住民である当事者とボラン

ティアとが協働で企画をし、内容を決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」と定義する。 

②「対象」、「目的」、「担い手」 

検討委員会は(2001:21)は、「『ふれあい・いきいきサロン』自体は、高齢者だけではなく、地域の

障害者や子育て中の親など、閉じこもり孤立しがちな人たちが気軽に集まり仲間づくりができる活動」

というものの、「『ふれあい・いきいきサロン』は、ひとり暮らしであったり、家族がいても昼間ひとりきりで、

会話をする相手もなく閉じこもりがちに暮らしている高齢者などが、気軽に出かけて仲間づくりをした

り、一緒に食事をすることにより、高齢者が地域でいきいきと元気に暮らせることをめざしています」と

いう。「閉じこもりがち」な高齢者が「元気に暮らせる」こと、すなわち介護予防を目的として強調してい

るのである。 

先の定義では、ふれあい・いきいきサロンの担い手は「住民である当事者とボランティア」であるが、

検討委員会 (2001:3)は、ふれあい・いきいきサロンの担い手を「ご近所の人たちがみんなで運営する

ものです」、「サロンにくる高齢者と、住民であるボランティアが共に、自発的に行うものです」と説明し

ていることから、高齢者と地域住民を主な担い手としていることがうかがえる。 

③「場所」、「利用方法」 

 検討委員会 (2001:5)は、ふれあい・いきいきサロンの場所について「市町村に１つ、小中学校区に

１つという考え方ではなく、日常歩いて行ける範囲で、さまざまな特徴をもったサロンが数多くできるこ

とが大切」という。また、検討委員会 (2001:5)の、「費用をかけず、だれでも気軽に利用できるところ」

という説明から、検討委員会 (2001)におけるふれあい・いきいきサロンは、だれでも気軽に利用できる

ものとしていることがわかる。 

④「内容」 

検討委員会 (2001:6)は、ふれあい・いきいきサロンの内容について「参加者がそれぞれの興味や

関心に合わせて自由な考えでプログラムを作ることができます」といい、体操やお茶飲みなど「楽しめ
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るプログラム」、保健師や看護師による「健康チェック」、そして「会食」を設定する。 

⑤「頻度」 

検討委員会 (2001)の手引書において、頻度を明示する記述は見当たらない。しかし、週 1 回から

年 4 回までの事例が掲載されている。 

⑥「費用」 

検討委員会 (2001:6)は、ふれあい・いきいきサロンの費用について「費用をかけずに楽しむことが

基本」という。具体的な説明は見当たらないが、掲載されている事例は、すべて 1 回数百円から、年

数千円の参加費用を徴収している。 

⑦背景 

社会的孤立といった状況は、高齢者だけではなく、障害者や子育て世代においても共通する課

題であった。ふれあい・いきいきサロンは、1994 年の高齢者領域における提案以後、「精神障害者

のサロンの提案 (平成 7・8 年 )」(全国社会福祉協議会  2008:36)、「子育てサロンの推進 (平成 13・

14 年 )」(全国社会福祉協議会  2008:37)と、その対象を拡大している。ふれあい・いきいきサロンの

対象を、高齢者だけではなく、地域の障がい者や子育て中の親など、閉じこもり孤立しがちな人たち

が気軽に集まり仲間づくりができる活動、と説明したのは、そのためである。 

しかし、検討委員会 (2001:22)は、高齢者人口の増加にともない、心身の衰えや孤独感といった

高齢者特有の問題が増加することを踏まえ「日常生活の基盤であり最も身近な地域社会において、

高齢者の孤独感等の解消やさらに寝たきり・痴呆予防を図ることが今、求められています」という。孤

立する高齢者を対象として強調し、介護予防を目的とし、そして、高齢者と地域住民をおもな担い

手とする理由は、そうした問題意識があったからである。 

 

（３）『ふれあい・いきいきサロンのてびき～住民が作る地域交流の場～』  

①「定義」  

全国社会福祉協議会 (2008:5)は、ふれあい・いきいきサロンを「地域住民がつくる地域交流の場」

と定義する。 

②「対象」、「目的」、「担い手」 

全国社会福祉協議会 (2008:38)は「住民相互の交流を深め、地域の結びつきを強めていく」こと

を「本来の目的」であるという。対象と担い手について全国社会福祉協議会 (2008:6)は「住民が主

役：お客様はいません」とし、「住民同士が交流するサロンは、住民が主役です…老若男女の別なく、

元気な人も元気でない人も、社交的な人も付き合いが苦手な人も、それぞれの思いや個性をお互い

に認め合いながら、居心地のよいサロンづくりにかかわっていきましょう」という。 

③「場所」 

全国社会福祉協議会 (2008:14)は、ふれあい・いきいきサロンの場所について「歩いて来られる範

囲が基本」であり「１つあるからいいというものではなく、いろいろな目的や参加対象のサロンが多数あ

って、選ぶのに困るという状況であれば、参加しない(したくない)人を減らすことができるでしょう」とい

う。また、全国社会福祉協議会 (2008:15)は、「身近な生活圏域での開催が基本ですが、雪が多い、
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起伏が激しいなどの、季節的、地理的な状況や、家から遠いサロンを希望する参加者がいる場合に

は、必要に応じて車での送迎を検討することも必要でしょう」という。 

④「利用方法」 

全国社会福祉協議会 (2008:6)は、ふれあい・いきいきサロンの利用方法について「サロンの原則

は“出入り自由”です。いつ来てもいつ帰ってもいいのです」と、気軽な利用を「原則」であるとして強

調する。 

⑤「内容」 

全国社会福祉協議会 (2008:15-16)は、ふれあい・いきいきサロンの内容について「特別なプログ

ラムが必要なわけではありません」としつつも、「みんなで楽しめるもの」、「食事」、「定期的な健康チェ

ック」に加え、「参加者の特技をいかす」、専門機関による消費者被害防止の講話など「社会資源の

積極的な活用」を示している。 

⑥「頻度」 

全国社会福祉協議会 (2008:20-24)は、ふれあい・いきいきサロンの頻度について「月 1 回程度の

サロン活動では、健康維持の高い効果を期待することは難しいでしょう」、「月 1 回程度ではどうして

も“イベント”になりがちであり、サロンが生活のリズムをつくるところまでにはなりにくいでしょう。サロンが

“日常”になる目安は、週 1 回以上でしょうか？そこは人により、状況により異なってくると思われます

が、高い開催頻度が求められてきます」という。ふれあい・いきいきサロンは、健康維持や生活のリズム

づくりのためには、月 1 回以上の開催頻度が必要であるというのである。 

⑦「費用」 

全国社会福祉協議会 (2008:14)は費用について「サロンは費用をかけずに楽しむことが基本です

が、会場費やお茶代など、どうしても必要な経費もあり、それらは参加者の利用料や会費をあてること

が基本です」、とする一方、行政や社会福祉協議会等、公私助成金の活用もうながしている。 

⑧背景 

全国社会福祉協議会 (2008:38)は「子どもから高齢者まで、社会的な課題となっている事柄の背

景に、孤立した人間関係や地域社会の在りようが透けて見える。求められている人と人との結びつき

を、身近な地域社会で創り出していく活動がサロンである。日常的に多種多様なサロンが開催される

ことにより、健康を維持し他者とつながって、その人らしい毎日の生活を支える活動が展開されること

が求められる」という。 

全国社会福祉協議会 (2008)のふれあい・いきいきサロンは、対象を問わず孤立が広まっているこ

とをあらためて認識し、高齢者に限らず、広く地域住民を対象に、住民が相互につながるきっかけづ

くりを目的としたものとなっている。また、気軽な利用を原則化し、歩いて行けない場合、送迎を行っ

てでも参加を促し孤立を防ぐこと、地域に多数のサロンをつくることを想定している。一方、健康維持

や生活のリズムといった介護予防効果を求めるならば、高頻度に開催する必要があるという。 

また、全国社会福祉協議会 (2008:38)は、サロンの今後の方向性について「サロンが拠点となって、

住民主体の地域福祉活動を展開していくしくみづくりをめざすことである」という。内容において、「定

期的な健康チェック」に加え、「参加者の特技をいかす」、専門機関による消費者被害防止の講話
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など「社会資源の積極的な活用」が設定されているのは、サロンが住民主体の活動となること、住民

主体の地域福祉活動の展開を意図したものであるといえる。 

ふれあい・いきいきサロンの費用について全国社会福祉協議会 (2008:14)は、「サロンは継続する

ことが重要なので、無理してまで費用がかかるプログラムや食事の提供などをする必要はありません」

と説明する。費用の設定には、継続性の確保が背景にあるのである。 

 

（４）『生活支援サービス立ち上げマニュアル 4 ふれあい・いきいきサロン』  

①「定義」 

全国社会福祉協議会 (2010:18)は、ふれあい・いきいきサロンを「地域でお互いにつながりをつく

る集いの場」と定義する。 

②「対象」 

全国社会福祉協議会 (2010:18)は、ふれあい・いきいきサロンの対象について「地域の実情に合

わせて高齢者、障害者、子育て家庭といった参加者別のサロンの他、参加者を限定せずその地域

に暮らす人であればだれでも参加することのできるサロンも生まれている」という。一方、全国社会福

祉協議会 (2010:23)は「サロンは楽しく過ごすことが基本であるが、楽しみながら希薄化した地域の

人間関係を再構築し、つながりづくりのきっかけをつくる有効な活動でもある」ともいう。ふれあい・いき

いきサロンは、その地域で暮らす、地域社会から孤立する住民をはじめとした、あらゆる世代の地域

住民を対象として想定している。 

③「目的」 

全国社会福祉協議会 (2010:11)は、ふれあい・いきいきサロンの目的について「住民相互の交流

を深め、地域の結びつきを強めていくこと」、「サロンが拠点となって住民主体の地域福祉活動を展

開していく仕組みづくりをめざすこと」の 2 点をあげ、「特に後者を指向すれば、より『生活支援サービ

ス』として深まっていくものと思われます」という。 

④「担い手」 

全国社会福祉協議会 (2010:34)のふれあい・いきいきサロンは、「サービスを提供する人」、「サー

ビスを受ける人」という明確な区分は存在しないものの、「活動場所の確保・管理、プログラムやイベ

ントの企画・運営、参加の呼びかけの他、さまざまなサポートを必要とする参加者へのケア」などを行

う担い手を配置する。「地域でお互いにつながりをつくる集いの場」という定義をふまえれば、担い手

もまた地域住民であるといえる。 

⑤「場所」、「利用方法」 

全国社会福祉協議会 (2010:32)は「サロンで一番大切なことは、地域に住む人たちの出会いの

場、交流の場、仲間づくりの場として親しまれることであり、気軽に立ち寄ることができる場でなければ

なりません。ですから、サロンは歩いて行ける範囲であることが基本」という。加えて全国社会福祉協

議会 (2010:32)は、坂道が多いなど、地域の条件によっては「車による送迎」も必要という。また、利

用方法について全国社会福祉協議会 (2010:32)は、「出入り自由」とする。 

⑥「内容」 
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全国社会福祉協議会 (2010:71-72)は、ふれあい・いきいきサロンの内容として「お茶とおしゃべり」、

「健康維持」、「地域住民の『学習の場』」、「趣味の活動」、「伝統芸能や芸術の継承」をあげる。ま

た、全国社会福祉協議会 (2010:25)は、「平均的なサークル活動、趣味の同好会とは違うことを意

識する点が重要」という。 

⑦「頻度」 

全国社会福祉協議会 (2010:74)は、「サロンの開催頻度について重要なことは、『活動の効果を

上げる』ことと、『担い手に過度の負担をかけない』ことのバランスをとることです」という。全国社会福

祉協議会 (2010:74)は「サロンの開催頻度は『常設 (毎日 )』から『1 か月に 1 度』まで多様です。地域

にいくつかのサロンがある場合には、各サロンが月 1 回の開催であっても、参加者からみれば複数の

サロンに参加できるため、『十分に居場所がある』と感じているかもしれません」という。 

⑧「費用」 

全国社会福祉協議会 (2010:81)は、「お金をかけずに楽しむ」ことを強調している。費用の内訳に

ついて全国社会福祉協議会 (2010:82)は、参加者から徴収する「利用料」、「事業収入（イベントや

研修会など）」を基本に、「自治体からの支援」、「社協からの支援」、「共同募金からの支援」等、公

私の助成金を想定している。 

⑨背景 

この手引書においてふれあい・いきいきサロンは、「生活支援サービス」の一形態とされている。ここ

でいう「生活支援サービス」とは、「市民の主体性に基づき運営される、地域の要援助者の個別の生

活ニーズに応える仕組み。公的サービスに比べ柔軟な基準・方法で運用されるが、一方、他の市民

の地域福祉活動に比べ、個別支援を安定的・継続的に行うためよりシステム化されたものである」と

定義されている（全国社会福祉協議会  2010:9）。全国社会福祉協議会 (2010：10-11)は、その具

体例として「住民参加型在宅福祉サービス」、「食事サービス」、「移動サービス」、「ふれあい・いきい

きサロン」、「宅老所」をあげている。 

社会的に孤立する住民のニーズは表面化しにくく、公的な福祉サービスだけでは対応が難しい。

生活支援サービスは、地域社会から孤立する住民の近くで暮らす住民たちが安定的、継続的に運

営し、公的サービスと連携しながら、それらのニーズに対応する。 

その地域で暮らす、地域社会から孤立する住民をおもな対象とし、特に、サロンが拠点となって住

民主体の地域福祉活動を展開していく仕組みづくりをめざすことを指向し、地域住民を担い手と設

置し、身近な場所で気軽に利用でき、参加者や担い手が主体的にかかわる内容とし、継続性を重

視するのは、ふれあい・いきいきサロンは生活支援サービスとして位置づけられているためであるとい

える。 

 

４ .考察  
ふれあい・いきいきサロンの 4 つの手引書における「定義」、「対象」、「目的」、「担い手」、「場所」、

「利用方法」、「内容」、「頻度」、「費用」の項目の共通点と相違点から、ふれあい・いきいきサロンの

分析枠組みについて考察する。 
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4 つの手引書において担い手、場所、利用方法、費用に関しては共通している。 

ふれあい・いきいきサロンの担い手は、サロンが開催されている地域の住民である。その理由は、

『アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発マニュアル』の項で取り上げた

通り、組織の保健医療福祉専門職が主導して組織したグループは、異動等により彼らがいなくなると

活動が小さくなってしまう可能性があるからである。 

ふれあい・いきいきサロンの場所は、歩いて行ける範囲に複数設置する。日常生活において、孤

立しがちな住民が他の住民と交流することができるようにするためである。ただし、『ふれあい・いきいき

サロンのてびき～住民が作る地域交流の場～』以降の手引書では、ふれあい・いきいきサロンが歩い

て行ける範囲に設置することされているものの、その地域の気候や地形等の条件により、自動車等

による送迎も想定している。 

ふれあい・いきいきサロンの利用方法は、出入り自由である。ただし、『アクティビティデイサービス

のすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発マニュアル』では、当時の高齢者組織が「役員がいる」、

「名簿が管理されている」ため参加しにくい、ということを踏まえた設定であるが、他の手引書では、歩

いて行ける範囲であることと重なるが、孤立しがちな住民でもふらりと立ち寄れるようにするために、出

入り自由とされている。 

ふれあい・いきいきサロンの費用は自主的な財源を基本とし、公私さまざまな助成制度を活用する。

ふれあい・いきいきサロンは、地域住民が担う自主的な活動であるから、必要経費もまた自主的に用

意する、ということになる。 

一方、4 つの手引書において定義、対象、目的、内容、頻度については、相違点がある。 

中でも目立った相違があるのは目的である。「仲間づくり」の意味合いと「交流と結びつき」をほぼ

同義であるとするならば、ふれあい・いきいきサロンの目的は、介護予防、住民相互の交流と結びつ

き、生活支援サービス化の 3 点がある、といえる。『アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・

いきいきサロン開発マニュアル』と『「ふれあい・いきいきサロン」のすすめ～寝たきり・痴呆予防にも～』

は、高齢者の仲間づくりとともに、介護予防が強調されている。しかし、『ふれあい・いきいきサロンの

てびき～住民が作る地域交流の場～』では、地域住民相互の交流と結びつきが、さらに『生活支援

サービス立ち上げマニュアル 4 ふれあい・いきいきサロン』では、地域住民相互の交流と結びつきに

加え、地域住民による自主的な生活支援サービス化が求められている。これらの理由としては、介護

予防が 2000 年の介護保険制度とともに登場以後、市町村の事業として認識されるようになったこと

と、高齢者に限らず、あらゆる世代で社会的孤立が広まっていること、さらに、地域包括ケアシステム

の理念が登場し、地域の住民活動等の「互助」が強調されるようになったことを受けたものであると考

えられる。 

ふれあい・いきいきサロンの定義、対象、内容、頻度は、目的の相違にともなっていると考えられる。

ふれあい・いきいきサロンが介護予防を目的として強調するならば、ふれあい・いきいきサロンは「楽し

い仲間づくりの活動」と定義され、対象は主に高齢者となり、内容の中に健康チェックが含まれ、健

康維持や生活リズムづくりのために月 1 回以上集まり、心を合わせて楽しく一緒に介護予防に励む、

ということになる。住民相互の交流と結びつきを求めるならば、ふれあい・いきいきサロンは「地域交流
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の場」と定義され、対象は孤立しがちな方を含む地域住民となり、内容は孤立しがちな方でも楽しめ、

一つ一つのふれあい・いきいきサロンは月 1 回でも、地域に複数つくることで孤立しがちな方に対応

しようとする。さらに、生活支援サービス化を求めるならば、地域の社会資源を活用した内容が採用

されるだろうし、担い手の負担軽減と継続のために高頻度化を求めない、ということになる。 

以上から、まず、ふれあい・いきいきサロンとは、地域住民が担う、歩いて行ける範囲にある、出入り

自由で、基本的に地域住民の自主財源により運営されている活動、という分析枠組みが想定される。

研究対象が「ふれあいサロン」、「憩いのサロン」など、ふれあい・いきいきサロンとは異なる名称でも、

それらの項目が当てはまれば「ふれあい・いきいきサロン」として分析対象とできるのである。 

次に、本稿の問題意識である、社会的孤立の広まりに対応するふれあい・いきいきサロンを把握し

ようとする場合、その活動が住民相互の交流と結びつきを目指してしているかどうかが、分析枠組み

の一つになると考えられる。しかし、例えば介護予防を主目的とするふれあい・いきいきサロンであっ

ても、参加者と地域のボランティアが仲間となって、ともに介護予防を進めるうちに、結果として交流と

結びつきがもたらされる、ということも想定される。したがって、住民相互の交流と結びつきを目指して

いるかどうかは、枠組みの一つに過ぎないだろう。 

 『生活支援サービス立ち上げマニュアル 4 ふれあい・いきいきサロン』は、頻度の項で「各サロン

が月 1 回の開催であっても、参加者からみれば複数のサロンに参加できるため、『十分に居場所があ

る』と感じているかもしれません」（全国社会福祉協議会 2010：74）という。 

ここでいう「居場所」とは、どのような意味なのか考えてみたい。上野ら(2017:40)は、国内の居場

所に関する文献を検討し、居場所の認識について「物理的環境を居場所と認識された物理的居場

所」、「人のつながりや役割が得られるなど、人との関係やつながりを持てる場所を居場所と認識され

ている社会的居場所」、「高齢者が感じている居心地や心の拠り所と認識された心理的居場所」が

見られたという。 

また、居場所に類似する概念として、「サードプレイス」がある。Oldenburg(=2013:59)はこの概念

を、「インフォーマルな公共生活の中核的環境」と定義し、「家庭と仕事を越えた個々人の、定期的

で自発的でインフォーマルな、お楽しみの集いのために場を提供する、さまざまな公共の場所の総称

である」と説明する。そこは、家庭でも職場でもない所で、いつでも開いていて、中立・平等で、飾らず

に気軽に行けて、常連による歓迎と、心地よくなる会話を楽しむことができる場所である、とされている

(Oldenburg =2013:567-97)。 

以上から、ふれあい・いきいきサロンにおける「居場所」とは、住民相互の交流と結びつきを明示し

ていなくても、歩いて行ける、住民相互の交流と結びつきが持てる、居心地がよい、家庭でも職場で

もない地域住民による中立的である、定期的である、気軽に行ける、楽しむことができる場所である、

ととらえられる。 

すなわち、社会的孤立の広まりに対応するふれあい・いきいきサロンを把握しようとする場合、住民

相互の交流と結びつきを目指しているかどうかということと、そこが結果として地域住民の「居場所」と

しての要素を満たすかどうかが分析枠組みとして想定されるのである。 

最後に、今後の課題について述べておきたい。本稿では、ふれあい・いきいきサロンの手引書を用
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いて分析枠組みについて検討した。しかし、ふれあい・いきいきサロンに関しては、数多くの先行研究

や事例書が刊行されている。本稿で得られた知見を手掛かりにそれらをレビューし、分析枠組みにつ

いての考察を精緻化していきたい。また、「居場所」に関しても、多くの先行研究や調査報告書があ

る。それらの知見を踏まえ、ふれあい・いきいきサロンとはどのような「居場所」なのかを、より明確にし

ていきたい。 

 

 

引用文献  

「ふれあい・いきいきサロン」による高齢者の介護予防活動普及事業検討委員会 (2001)『「ふれあ

い・いきいきサロン」のすすめ～寝たきり・痴呆予防にも～』全国社会福祉協議会 . 

内閣府 (2017)「平成 29 年度  高齢社会白書」(http://www8.cao.go.jp/kourei/whitepaper/ 

index-w.html、2018.6.10) 

Oldenburg, Ray,(1999)The Great Good Place: Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, 

Hair Salons, and Other Hangouts at the Heart of a Community, Marlowe & Company.

（=2013)忠平美幸訳『サードプレイス―コミュニティの核になる「とびきり居心地よい場所」』みすず

書房  

社会的な援護を要する人々に対する社会福祉のあり方に関する検討会（2000）「社会的な援護を

要 す る 人 々 に 対 す る 社 会 福 祉 の あ り 方 に 関 す る 検 討 会 報 告 書 」

(http://www.wam.go.jp/wamappl/ 

bb16GS70.nsf/0/49256fe9001adf92492569f90027186d/$FILE/shiryou2.pdf,2018.6.10

) 

上野佳代 ,菊池和美 ,長田久雄 (2018)「国内文献にみる高齢者の居場所に関する研究－エイジン

グ・イン・プレイスにむけて－」『老年学雑誌』8, 33-50.  

全国社会福祉協議会 (1994)「アクティビティデイサービスのすすめ～ふれあい・いきいきサロン開発

マニュアル」全国社会福祉協議会 . 

全国社会福祉協議会 (2008)「ふれあい・いきいきサロンのてびき～住民が作る地域交流の場～」全

国社会福祉協議会 . 

全国社会福祉協議会 (2010)『生活支援サービス立ち上げマニュアル 4 ふれあい・いきいきサロン』

全国社会福祉協議会 . 

74



研究ノート  

 

 積雪寒冷地における地域高齢者の転倒予防支援についての検討  
―QOL と身体活動量の関連に着目した夏季調査の結果報告― 

 

 棚橋  嘉美（北海道科学大学  保健医療学部） 

 

要旨  

 超高齢化社会を迎えた我が国において、高齢者の健康寿命の延伸のためには転倒の予防が非

常に重要であると言える。本研究では、転倒リスクに関わる要素として高齢者の QOL と身体活動量

の関連に着目した。特に冬季に積雪のある地域では、夏季と比較して冬季の生活環境の変化が転

倒リスクを高めている可能性があると考え、積雪寒冷地である北海道札幌市手稲区在住の地域高

齢者を対象に、まずは夏季の QOL と身体活動量の変化と関連性について調査を行った。調査方

法は無記名自記式アンケート調査とし、QOL 調査には SF-36v2、身体活動量調査には IPAQ を

用い回答して貰った。調査の結果、QOL は過去に入院に至る既往歴がある高齢者群のみ、日常役

割機能や社会生活機能の低下を感じており、それに伴い身体活動量の低下を招いている可能性が

示されたが、それ以外の群では QOL についての差は見られず、身体活動量は全ての群で差が見ら

れなかった。74 歳以下・同居者有・入院歴有の群で身体機能が高いと感じているほど身体活動量

が低いもしくは身体活動量が低いほど身体機能が高いと感じている、入院歴・転倒歴有の群で社会

的な役割・健康度が低いと感じているほど身体活動量が低いもしくは身体活動量が低いほど社会

的な役割・健康度が低いと感じている、といった可能性が示された。今後は、今回の調査結果を元

に冬季の QOL と身体活動量を実施し、積雪寒冷地に居住する高齢者の転倒予防についての考

察・検討に繋げて行きたいと考える。 

 

キーワード 地域高齢者  転倒予防  夏季  QOL 身体活動量  

 

１．背景・目的  
平成 28 年 10 月 1 日現在、我が国の総人口 1 億 2,693 万人のうち、65 歳以上の高齢者人口

は 3,459 万人、高齢化率は 27.3%と、過去最高の数値となっている 1)。厚生労働省による人口動

態統計によれば、平成 28 年の転倒・転落による死亡者数は高齢になるにつれて増加し、75 歳以

上では交通事故による死亡者数を超えている(図 1) 2)。また、日常生活に制限のない期間 (健康寿

命 )について、平成 13 年～平成 25 年までの延びが、同期間による平均寿命の延びと比べて小さい

ことが報告されており 3)、介護保険の要介護認定者数が平成 28 年 3 月末時点で 620 万人と 65

歳以上の約 18.0％を占めることになったという 4)。 

要介護状態に至る原因として、「脳血管疾患（脳卒中）」が最も多く、第 4 位に「骨折・転倒」があ

げられている 3)。これらのことより、高齢者が要介護状態とならず、日常生活に制限なく暮らせる健康
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寿命を延ばすためには、転倒の予防が非常に重要であると言える。また、健康寿命には身体活動が

関連するとされ、身体活動は生活の質 (quality 

of life：QOL)にも影響すると言われており 5)、 

高齢者の身体活動量と QOL との関連も多く 

報告されている 6)。 

北緯 40 度付近から北極に至る地域のうち、 

暖かさの指標である「温量指数：Warmth  

Index」が 45 以下の地域は北方圏域と呼ば 

れ、カナダのアルバータ州、ロシアのモスクワ、 

フィンランドのヘルシンキなど北半球の主な国  

や都市の多くが含まれるほか、北海道もこれに 

含まれる 7)。北方圏では、夏季と比較して冬季  

は生活環境が大きく変化することで高齢者の  

身体活動量や QOL に影響を与え、健康状態の低下や身体機能の低下に繋がり、転倒リスクを高

めている可能性が考えられる。 

平成 27 年度時点での世界の高齢化率は 8.3%であり、平成 72 年には 18.1%まで上昇すると見

込まれている 1)。世界保健機関 (WHO)は高齢化とそれに伴う転倒が地球規模の問題として重要な

課題になると予測し、平成 19 年 2 月に「高齢者の転倒予防に関するテクニカルミーティング」を開催

している 8)。北方圏の国における高齢者の転倒による死亡率は、カナダで 65 歳以上の人口 1 万人

に対して平成 12 年～平成 14 年で 9.4 となっている 9) ほか、フィンランドで 50 歳以上の人口 10 万

人に対して平成 12 年時点で男性 55.4・女性 43.1 となっている 10)。 

同じく北方圏に含まれる北海道の道庁所在地である札幌市は、全国の市の中で 5 番目の人口を

有する政令指定都市である 11)。札幌市の中でも沿岸部に位置する手稲区は、冬季の最低気温は

札幌中心街より低く、沿岸部であるため風が強いという特徴があり、冬季の路面状況の変化によって

転倒の危険性が増加する可能性がある。更に、札幌市全体での平成 28 年度 10 月 1 日現在の高

齢化率が 25.3%であるのに対して、手稲区は 27.8%と全国平均と比較しても高くなっている 12) ほか、

北海道の介護保険の要介護認定者数の割合は全国平均の 17.9%に対して 19.4%と多くなってい

る 4)。以上の点から、札幌市手稲区での冬季の高齢者の転倒予防に向けた取り組みは、要介護予

防や健康寿命延伸のためにも重要であると同時に今後北方圏の他の国での取り組みにも生かすこ

とが出来るのではないかと考える。 

以上のことより、積雪寒冷地である北海道札幌市手稲区在住の地域高齢者に対して夏季と冬季

の QOL と身体活動量及びその関連性を調査し、冬季の高齢者の転倒予防について考察すること

を目的として本研究を実施することとした。現在、夏季の QOL と身体活動量の調査のみ実施済み

であるため、その結果をまとめたものを以下に報告する。 

 

 

図１．転倒・転落による死亡者数 2) 
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２．方法  
本研究では、積雪寒冷地である札幌市手稲区在住の高齢者へ、無記名自記式でのアンケート

調査を実施した。 

（１）調査対象  

対象となる高齢者は、認知機能に問題がなく自宅での生活が自立しており要介護認定が要支援

2 以下であることを条件とし、手稲区地域包括支援センターが実施している介護予防教室に通う高

齢者 35 名とした。 

 

（２）アンケート調査内容  

アンケート調査は 8 月末～9 月上旬にかけて実施した。①基本情報調査用紙、②QOL 調査用

紙、③身体活動量調査用紙、の 3 種類の調査用紙を用い、対象者に直接調査用紙を配布し記入

方法等について説明を行った。アンケート回答はそれぞれ自宅で行ってもらい、記入後調査用紙と

共に渡した返信用封筒にて返送してもらった。②QOL 調査用紙と③身体活動量調査用紙の 2 つ

については、夏季 (6 月～8 月 )時の状況について回答してもらった。アンケート調査用紙を回収後、

有効回答結果を集計し、夏季の QOL と身体活動量の変化およびその関連性について分析を行っ

た。 

 

（３）基本情報調査用紙  

 基本情報調査用紙では、性別・年齢・同居者の有無、家屋状況、病院利用の有無、要介

護認定の有無、過去の入院歴の有無、前年度からの転倒歴の有無についての調査を行った。  

 

（４）QOL 調査用紙  

QOL 調査用紙には健康関連 QOL を測定するための国際的に広く使用されている「SF-

36v2(MOS 36-Item Short-Form Health Survey verion2)」(以下 SF-36)を使用した。SF-36

は、世界で最も広く使用されている自己報告式の健康状態調査票であり、下位尺度 8 項目 (PF：身

体機能、RP：日常役割 (身体 )、BP：体の痛み、GH：全体的健康感、VT：活力、SF：社会生活、

RE：日常役割 (精神 )、MH：心の健康 )と、それを 3 つにまとめたサマリースコア(PCS：身体的健康

度、MCS：精神的健康度、RCS：役割／社会的健康 )で構成されている。得点は下位尺度 8 項目と

サマリースコア 3 項目の合計 11 項目をそれぞれ 0～100 点で算出し、高い方が QOL が高いという

解釈になる 13)。 

 

（５）身体活動量調査用紙 

身体活動量調査用紙には国際的に認知されている「IPAQ(International Physical Activity 

Questionnaire：国際標準化身体活動質問紙 ) 日本語版ショートバージョン」(以下 IPAQ)を使用

した。IPAQ は、平均的な 1 週間での総身体活動量を調査するものであり、身体活動量 (Mets・

Min)×3.5(ml/kg/min)×0.005(kcal/ml)×体重 (kg)から消費エネルギーを算出する 14)。 
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（６）統計分析 

 SF-36 と IPAQ の結果について、基本情報調査を元に①年齢 (74 歳以下／75 歳以上 )、②同

居者の有／無、③病院利用の有／無、④入院歴の有／無、⑤転倒歴の有／無、に群を分けて分

析を行った。まず SF-36 の各項目と IPAQ についてそれぞれウェルチの t 検定を行い、その後 SF-

36 の各項目と IPAQ の間の相関関係についてピアソンの相関係数を用いて検定を行った。 

 

（７）倫理的配慮 

本研究は、北海道科学大学倫理委員会の承認を得て実施した。アンケート調査対象者には、同

意説明書を用いて本研究の目的、方法、個人情報の取り扱いについて、研究への参加はいつでも

取りやめることが出来ること、などについて口頭で説明を行い、同意書に署名を得た上で調査を実

施した。 

 

３．結果  
（１）基本情報 

アンケート用紙の回収数は 23 名分であり、そのうち有効回答が得られた 18 名分について、分析

対象とした。まずは対象者の基本的情報について表 1 に示す。18 名のうち、男性 3 名、女性 15 名

であり、年齢構成は 74 歳以下 9 名、75 歳以上 9 名であった。現在何らかの疾患で病院に通院し

ているのは 9 名であり、昨年度から転倒歴があったのは 7 名だった。 

表 1．対象者の基本情報  

 
 

（２）SF-36 

次に、SF-36 の結果について、本調査結果全体の平均値及び 70 歳代の国民標準値 15) を表 2

に、①年齢 (74 歳以下／75 歳以上 )、②同居者の有／無、③病院利用の有／無、④入院歴の有

／無、⑤転倒歴の有／無の群毎の平均値と t 検定の結果について表 3～7 に示す。 

有意差が見られたのは入院歴別のうち、SF の項目のみであった。また、病院利用別と入院歴別

合計n=18 男性n=3 女性n=15
n(％) n(％) n(％)

男性 3(16.67)
女性 15(83.33)

74歳以下 9(50.00) 1(33.33) 8(53.33)
75歳以上 9(50.00) 2(66.67) 7(46.67)

有 13(72.22) 3(100.00) 10(66.67)
無 5(27.78) 0(0.00) 5(33.33)
有 9(50.00) 2(66.67) 7(46.67)
無 9(50.00) 1(33.33) 8(53.33)
有 8(44.44) 0(0.00) 8(53.33)
無 10(55.56) 3(100.00) 7(46.67)
有 7(38.9) 2(66.67) 5(33.3)
無 11(61.1) 1(33.33) 10(66.7)

性別

年齢構成

同居者

病院利用

入院歴

転倒歴(2016年～)
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の結果において、有の郡は無の群より全ての項目において平均値が高いという結果になった。転倒

歴別の結果では、有の群は無の群よりも小項目については平均値が全て高かった。年齢別の結果

では、GH、RE、RCS のみ 75 歳以上の群で平均値が高く、同居者別では RP、VT、SF、RCS で

同居者有の群で平均値が高かった。 

 

表 2．SF-36 全体の平均値および国民標準値  

 

表 3．SF-36 年齢別  

 

表 4．SF-36 同居者の有無別結果  

 

 

PF 47.42 ± 10.62 39.5 ± 16.3
RP 46.86 ± 9.46 44.0 ± 13.2
BP 51.39 ± 8.60 46.6 ± 10.9
GH 51.62 ± 12.49 47.8 ± 10.8
SF 50.93 ± 6.61 50.9 ± 11.0
VT 54.29 ± 10.50 48.1 ± 11.5
RE 43.81 ± 8.38 45.8 ± 13.1
MH 54.80 ± 7.95 50.3 ± 10.8
PCS 51.11 ± 18.04 40.4 ± 14.3
MCS 57.30 ± 8.94 53.5 ± 9.5
RCS 44.71 ± 9.72 47.1 ± 12.1

全体 国民標準値(70歳代)

t値 p値
PF 51.03 ± 8.24 43.81 ± 11.47 1.45 0.17
RP 48.34 ± 9.24 45.38 ± 9.46 0.63 0.54
BP 54.57 ± 7.63 48.22 ± 8.33 1.59 0.13
GH 50.88 ± 16.63 52.36 ± 5.86 -0.24 0.59
VT 58.04 ± 11.44 50.55 ± 7.83 1.53 0.15
SF 51.29 ± 7.09 50.58 ± 6.07 0.22 0.83
RE 43.58 ± 9.62 44.04 ± 6.92 -0.11 0.91
MH 57.49 ± 6.98 52.12 ± 7.95 1.44 0.17
PCS 57.58 ± 17.96 44.64 ± 15.62 1.54 0.14
MCS 59.37 ± 8.34 55.23 ± 9.03 0.95 0.36
RCS 44.27 ± 12.68 45.14 ± 5.27 -0.18 0.86

74歳以下 75歳以上

t値 p値
PF 51.35 ± 4.79 45.90 ± 11.79 1.31 0.21
RP 46.42 ± 12.15 47.03 ± 8.20 -0.09 0.93
BP 54.03 ± 9.51 50.38 ± 7.99 0.69 0.52
GH 51.97 ± 8.13 51.48 ± 13.80 0.08 0.93
VT 53.04 ± 10.94 54.77 ± 10.28 -0.28 0.79
SF 49.29 ± 6.31 51.57 ± 6.61 -0.62 0.56
RE 46.08 ± 10.06 42.94 ± 7.46 0.57 0.59
MH 57.73 ± 7.28 53.68 ± 7.90 0.94 0.38
PCS 52.76 ± 13.95 50.48 ± 19.34 0.26 0.80
MCS 57.38 ± 8.47 57.27 ± 9.11 0.02 0.98
RCS 44.33 ± 10.74 44.85 ± 9.29 -0.09 0.93

同居無 同居有
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 表 5．SF-36 病院利用の有無別結果  

 

表 6．SF-36 入院歴の有無別結果  

 

表 7．SF-36 転倒歴の有無別結果  

 

 

（３） IPAQ 

次に、身体活動量である IPAQ の結果について、全体の平均値および基本情報別に分けての

検定結果を表 8 に示す。この結果においては、全ての群で有意差は見られなかった。 

 

t値 p値
PF 48.62 ± 8.36 46.21 ± 12.36 0.46 0.66
RP 49.07 ± 5.65 44.64 ± 11.72 0.96 0.35
BP 53.97 ± 8.15 48.81 ± 8.25 1.26 0.23
GH 54.25 ± 16.17 48.98 ± 6.03 0.86 0.41
VT 56.61 ± 8.75 51.97 ± 11.53 0.91 0.38
SF 52.01 ± 5.06 49.86 ± 7.71 0.66 0.52
RE 46.36 ± 8.33 41.27 ± 7.63 1.27 0.22
MH 56.29 ± 7.38 53.31 ± 8.21 0.76 0.46
PCS 55.49 ± 16.41 46.73 ± 18.52 1.00 0.33
MCS 59.14 ± 8.72 55.46 ± 8.77 0.84 0.41
RCS 45.72 ± 10.57 43.70 ± 8.67 0.42 0.68

病院無 病院有

PF 51.35 ± 5.55 42.50 ± 13.11 1.67 0.13
RP 50.40 ± 7.89 42.43 ± 9.40 1.80 0.09
BP 54.30 ± 8.71 47.76 ± 6.90 1.68 0.11
GH 55.91 ± 6.66 46.25 ± 15.61 1.53 0.16
VT 57.86 ± 7.77 49.83 ± 11.69 1.57 0.14
SF 54.44 ± 3.16 46.55 ± 7.16 2.72 0.02
RE 47.33 ± 6.30 39.42 ± 8.58 2.05 0.06
MH 58.26 ± 5.12 50.48 ± 8.70 2.10 0.06
PCS 58.08 ± 13.63 42.40 ± 19.05 1.84 0.09
MCS 60.30 ± 6.65 53.55 ± 9.96 1.54 0.15
RCS 46.97 ± 5.38 41.89 ± 12.73 0.99 0.35

*＜0.05

*

t値 p値
PF 48.33 ± 11.65 45.98 ± 8.57 0.46 0.65
RP 46.96 ± 10.53 46.70 ± 7.48 0.06 0.96
BP 52.54 ± 9.08 49.59 ± 7.42 0.71 0.49
GH 54.02 ± 7.76 47.84 ± 16.82 0.85 0.42
VT 55.09 ± 9.21 53.04 ± 12.14 0.36 0.73
SF 51.75 ± 6.03 49.66 ± 7.25 0.59 0.56
RE 45.10 ± 8.19 41.80 ± 8.28 0.77 0.45
MH 55.97 ± 7.18 52.97 ± 8.71 0.71 0.49
PCS 53.05 ± 17.40 48.08 ± 18.59 0.53 0.61
MCS 58.81 ± 8.11 54.92 ± 9.62 0.83 0.42
RCS 44.58 ± 7.84 44.91 ± 12.09 -0.06 0.95

転倒無 転倒有
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表 8．IPAQ 結果  

 
 

（４）SF-36 と IPAQ の相関  

 SF-36 と IPAQ の相関関係の結果を表 9～14 に示す。まずは全体の結果で、PF の項目

のみ負の相関関係が見られた他、年齢別の 74 歳以下、同居有、入院歴有の群においても

PF の項目で負の相関が見られた。  また、入院歴有の群において PCS の項目で負の相関、

RCS の項目で正の相関が見られ、転倒歴ありの群において RCS の項目で正の相関が見られた。 

 

表 9．SF-36・IPAQ の相関 (全体 )        表 10．SF-36・IPAQ の相関 (年齢別 ) 

                                 

IPAQ t値 p値

男性 341.89±66.36
女性 341.09±259.7

74歳以下 332.72±229
75歳以上 338.72±252.7

有 313.66±234.87
無 393.07±247.72
有 313.51±178.62
無 389.43±288.81
有 376.13±251.79
無 303.40±227.16
有 340.45±233.25
無 332.72±245.99

入院歴 -0.60 0.56

転倒歴 -0.06 0.95

同居者 0.53 0.61

病院利用 0.37 0.72

性別 -0.59 0.57

年齢 -0.05 0.96

全体 335.72±241.14

PF 74歳以下 -0.901 -5.483 0.001
75歳以上 -0.385 -1.103 0.307

RP 74歳以下 -0.120 -0.320 0.759
75歳以上 -0.329 -0.922 0.387

BP 74歳以下 -0.120 -0.320 0.759
75歳以上 0.581 1.891 0.101

GH 74歳以下 0.208 0.563 0.591
75歳以上 0.488 1.478 0.183

VT 74歳以下 -0.611 -2.044 0.080
75歳以上 0.254 0.696 0.509

SF 74歳以下 -0.071 -0.188 0.856
75歳以上 0.246 0.671 0.524

RE 74歳以下 -0.050 -0.133 0.898
75歳以上 0.401 1.159 0.284

MH 74歳以下 0.004 0.012 0.991
75歳以上 0.537 1.684 0.136

PCS 74歳以下 -0.708 -2.655 0.033
75歳以上 -0.070 -0.186 0.858

MCS 74歳以下 -0.388 -1.115 0.302
75歳以上 0.657 2.305 0.055

RCS 74歳以下 0.444 1.311 0.231
75歳以上 -0.063 -0.167 0.872

*＜0.05

年齢 相関係数 ｔ値 p値

*

 

PF -0.55 -2.66  0.02*
RP -0.23 2.12 0.36
BP -0.003 -0.01 0.99
GH -0.26 -1.1 0.29
VT 0.01 0.03 0.97
SF 0.08 0.33 0.75
RE 0.15 0.59 0.56
MH 0.28 1.16 0.13
PCS -0.37 -1.6 0.13
MCS 0.17 0.7 0.49
RCS 0.26 1.07 0.3

*＜0.05

相関係数 ｔ値 p値
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表 11．SF-36・IPAQ の相関 (同居者有無別 )   表 12．SF-36・IPAQ の相関 (病院利用別 ) 

    
表 13．SF-36・IPAQ の相関 (入院歴別 )   表 14．SF-36・IPAQ の相関 (転倒歴別 ) 

    

PF 有 -0.639 -2.756 0.019
無 -0.686 -1.635 0.201

RP 有 -0.177 -0.597 0.563
無 -0.321 -0.588 0.598

BP 有 -0.288 -0.996 0.341
無 0.498 0.993 0.394

GH 有 -0.537 -2.113 0.058
無 0.811 2.399 0.096

VT 有 0.058 0.194 0.850
無 -0.070 -0.121 0.912

SF 有 0.204 0.690 0.505
無 -0.143 -0.250 0.819

RE 有 0.054 0.178 0.862
無 0.258 0.462 0.675

MH 有 0.244 0.833 0.422
無 0.286 0.517 0.641

PCS 有 -0.494 -1.884 0.086
無 -0.032 -0.056 0.959

MCS 有 0.027 0.091 0.929
無 0.564 1.183 0.322

RCS 有 0.540 2.128 0.057
無 -0.323 -0.592 0.596

*＜0.05

相関係数 ｔ値 p値同居者

* PF 有 -0.595 -1.957 0.091
無 -0.653 -2.282 0.056

RP 有 -0.299 -0.829 0.434
無 -0.319 -0.892 0.402

BP 有 0.010 0.027 0.979
無 -0.060 -0.160 0.878

GH 有 0.494 1.503 0.177
無 -0.480 -1.448 0.191

VT 有 -0.073 -0.194 0.851
無 0.036 0.096 0.926

SF 有 0.093 0.246 0.813
無 0.058 0.153 0.882

RE 有 -0.083 -0.221 0.832
無 0.247 0.673 0.523

MH 有 -0.014 -0.036 0.972
無 0.480 1.448 0.191

PCS 有 -0.301 -0.836 0.431
無 -0.512 -1.578 0.159

MCS 有 0.364 1.033 0.336
無 0.038 0.099 0.924

RCS 有 -0.191 -0.514 0.623
無 0.478 1.438 0.193

病院利用 相関係数 ｔ値 p値

PF 有 -0.800 -3.271 0.017
無 -0.121 -0.346 0.369

RP 有 -0.159 -0.395 0.706
無 -0.215 -0.622 0.276

BP 有 -0.551 -1.619 0.157
無 0.489 1.584 0.152

GH 有 -0.657 -2.136 0.077
無 0.625 2.262 0.054

VT 有 0.116 0.286 0.785
無 0.015 0.041 0.968

SF 有 0.474 1.318 0.236
無 -0.271 -0.796 0.449

RE 有 0.273 0.696 0.513
無 0.221 0.642 0.539

MH 有 0.310 0.798 0.455
無 0.577 1.999 0.081

PCS 有 -0.713 -2.492 0.047
無 0.109 0.310 0.764

MCS 有 0.021 0.052 0.960
無 0.561 1.915 0.092

RCS 有 0.713 2.489 0.047
無 -0.471 -1.512 0.169

*＜0.05

入院歴 相関係数 ｔ値 p値

*

*

*

PF 有 -0.751 -2.544 0.052
無 -0.474 -1.615 0.141

RP 有 0.283 0.660 0.539
無 -0.452 -1.520 0.163

BP 有 -0.402 -0.982 0.371
無 0.198 0.605 0.560

GH 有 -0.826 -3.282 0.022
無 0.408 1.340 0.213

VT 有 0.149 0.337 0.750
無 -0.100 -0.302 0.770

SF 有 0.075 0.168 0.873
無 0.093 0.281 0.785

RE 有 0.386 0.935 0.393
無 0.010 0.030 0.976

MH 有 0.188 0.427 0.687
無 0.363 1.169 0.272

PCS 有 -0.511 -1.331 0.241
無 -0.284 -0.889 0.397

MCS 有 -0.344 -0.818 0.450
無 0.558 2.015 0.075

RCS 有 0.851 3.622 0.015
無 -0.280 -0.875 0.404

*＜0.05

転倒歴 相関係数 ｔ値 p値

*

*
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４．考察  
（１）SF-36 

欧米において、SF-36 は 8 つの下位尺度を「身体的側面の QOL をあらわすサマリースコア

(PCS)」と「精神的側面の QOL をあらわすサマリースコア(MCS)」の 2 つの因子に要約された得点

にまとめており、これにより測定結果に包括的な意味を持たせたり、尺度の信頼性を向上させたりす

ることが出来るとされる。しかし、日本やアジア諸国においては GH、BP、VT の因子負荷量が欧米

よりも精神的な因子に負荷しているなどの違いが見られたことから、サマリースコアとして「身体的側

面」と「精神的側面」に加えて「役割／社会的側面」が設定されている 16)。8 つの下位尺度の 3 つ

のサマリースコアへの寄与については、福原らによる「SF-36v2 日本語版マニュアル」に SF-36 から

3 つのサマリースコアを算出するための概念モデルが記載されている 16)。この概念モデルは、SF-36

の質問項目と各下位尺度が 3 つのサマリースコアにどのように寄与するか図示されているもので、そ

の中から下位尺度とサマリースコアの部分のみを抜粋したものを図 2 に示す。左の 8 項目が下位尺

度、右の 3 項目がサマリースコアとなり、各サマリースコアと寄与する下位尺度をそれぞれ破線・実

線・点線で結んでいる。太線はより寄与が強いものを示す。この図を踏まえ、SF-36 の結果について

考察していく。 

 

図 2．サマリースコアに対する下位尺度の寄与 16) 

 

本調査では、有意差が見られたのは入院歴別の SF のみで、入院歴有の群が無の群よりも優位

に低かった。SF は社会生活機能を表す尺度であり、SF が低いということは「家族、友人、近所の人、

その他の仲間との普段の付き合いが、身体的あるいは心理的な理由で非常に妨げられた」と解釈さ

れる 13)。また、RP と PCS が p=0.09、RE と MH が p=0.06 と有の群が無の群よりも低い傾向も見

られた。RP は日常生活機能 (身体 )、RE は日常生活機能 (精神 )を表す尺度であり、RP と RE が低

いという事は「仕事や普段の活動をした時に身体的・精神的な理由で問題があった」と解釈される

13)。MH は心の健康を表す尺度であり、MH が低いということは「神経質でゆううつな気分であった」

PF：身体機能

RP：日常役割(身体） PCS：身体的健康

BP：体の痛み

GH：全体的健康感
MCS：精神的健康

VT：活力

SF：社会生活

RE：日常役割(精神) RCS：役割／社会的健康

MH：心の健康
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と解釈される 13)。これらの点から、本研究の対象者については、過去に入院に至るような既往歴を

持つ高齢者は、身体的、精神的な面から普段の活動や周囲の人々との付き合いに妨げが生じてし

まうという結果が示された。 

一方、入院歴別以外の項目では有意差が見られた項目は無く、本研究の対象者については、積

雪が無い時期の QOL に関しては、年齢差、同居者の有無、病院利用の有無、転倒歴の有無で大

きな差は生じないという結果が示された。 

 

（２） IPAQ 

Tinetti らの報告によると、転倒を経験した高齢者の多くが転倒恐怖感を抱き、活動の制限や

QOL の低下を招くとされている 17)。しかし、本調査の結果では、いずれの群でも IPAQ に有意な差

は見られなかった。このことから、本研究の対象者については、積雪が無い時期の身体活動量に関

して、年齢差、同居者の有無、病院利用の有無、入院歴の有無、転倒歴の有無で大きな差は生じ

ないという結果が示された。 

 

（３）SF-36 と IPAQ の相関  

SF-36 と IPAQ の相関において、全体、74 歳以下、同居者有、入院歴有の群で PF の項目の

負の相関関係が見られた。PF は身体機能を表す項目であり、PF が高いということは「激しい活動を

含むあらゆるタイプの活動を行うことが可能である」と解釈される。このことから、本研究の対象者のう

ち 74 歳以下・同居者有・入院歴有の群では、高い身体活動が可能であると感じている程実際の身

体活動量が低い、もしくは身体活動量が低いほど高い身体活動が可能であると感じている、と言うこ

とになる。 

更に、入院歴有の群においては、サマリースコアである PCS で負の相関、RCS で正の相関が見

られた。先に示した図 2 より、PCS は身体的健康を表し、PF から強い寄与を受けるサマリースコアで

あることから、PF の影響で PCS にも負の相関が見られたといえる。一方、RCS は役割／社会的健

康を表し、RP・SF・RE から強い寄与を受けるサマリースコアとなっている。入院別の群では、SF-36

の結果においても有の群が無の群よりも SF が有意に低く RP・RE も低い傾向となっていた。このこと

から、本研究の対象者のうち入院歴が有る高齢者においては、役割／社会的健康度が低いと身体

活動量も低下していく、もしくは身体活動量が低いと役割／社会的健康度も低下していくという結果

が示された。同様に、転倒歴がある高齢者においても、RCS と IPAQ に正の相関が見られたことか

ら、役割／社会的健康度が低いと身体活動量も低下していく、もしくは身体活動量が低いと役割／

社会的健康度も低下していく、という結果が示された。 

 

（４）まとめ  

本調査の結果、①過去に入院に至る既往歴を持つ高齢者は身体的、精神的な面から普段の活

動や周囲の人々との付き合いに妨げが生じ、身体活動量もそれに伴い低下してしまう可能性がある、

②74 歳以下、同居家族有、入院歴有の高齢者は、高い身体活動が可能であると感じている程実
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際の身体活動量が低い、もしくは実際の身体活動が低いほど高い身体活動が可能であると感じて

いる、③入院歴・転倒歴がある高齢者は、社会的な役割・健康度が低いと感じているほど身体活動

量が低下する、もしくは身体活動量が低いほど社会的な役割・健康度を低いと感じている、といった

可能性が示された。 

 

５．研究限界  
本研究は当初 35 名の対象者にアンケート用紙を配布したが、回収数 23・有効回答数 18 とデー

タ数が少なく、男女比も偏っており十分な調査を行えたとは言い難い。また、今回の対象者群は既

に手稲区の介護予防事業に参加している高齢者であったことから、QOL や身体活動量が高めの群

であった可能性があり、積雪寒冷地の高齢者全体を代表する集団であったとは言い難い。これらの

ことから、今後は、対象者に介護予防事業に参加していない在宅高齢者や、他の活動グループの

参加者なども加え、対象者数を増やすことを検討する。 

 

６．結語  
本研究ノートは、北海道札幌市手稲区在住の高齢者を対象に夏季と冬季の QOL と身体活動

量及びその関連性を調査し冬季の高齢者の転倒予防について考察することを目的とした研究のう

ち、夏季 (積雪の無い時期 )の QOL と身体活動量についての調査結果のみをまとめたものである。

年齢別、同居者の有無、病院利用の有無、入院歴の有無、転倒歴の有無に対象者群を分け、そ

れぞれの項目で QOL と身体活動量及びその相関についての分析を行った。その結果、QOL につ

いては過去に入院に至る既往歴がある高齢者のみ、日常役割機能や社会生活機能の低下を感じ

ており、それに伴い身体活動量の低下を招いているという結果が示されたが、それ以外の群では

QOL についての差は見られず、身体活動量については全ての群で差が見られなかった。74 歳以

下・同居者有・入院歴有の群で身体機能が高いと感じているほど身体活動量が低く、転倒歴有の

群で社会的な役割・健康度が低いと感じているほど身体活動量が低い、といった結果が示された。

今後は、今回の調査結果を元に、夏季の再調査も含めて冬季の QOL と身体活動量の調査を実施

し、積雪寒冷地に居住する高齢者の転倒予防についての考察・検討に繋げて行きたいと考える。 
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調査・実践報告  

 

市民協働のまちづくりを担う女性リーダーの事例から  
 

 佐藤  大介（日本福祉大学  全学教育センター） 

 

市民協働によるまちづくりを進めるためには、会員の減少、高齢化や活動資金の確保などに課題

を持ち、充分な活動が行えない状況にある団体の課題を解決する必要がある。本稿では、各種地

域集団・社会活動団体に所属する女性リーダーの活躍可能性について A 市における女性リーダー

F 氏の事例を中心に考察する。 
A 市では市民公益活動団体を対象にした登録制度を新設し、市内で活動する市民公益活動団

体の情報を収集し、広く公開している。さらに、市民公益活動団体の組織強化及び団体間の連携と

情報交流の促進を図るとともに、これから市民活動を始めようとする市民へのきっかけづくりを行う制

度を取り入れている。 

小谷・中道（2003）の調査によれば、家事に専従、またはパートタイムで賃金労働に携わる主婦は

地域への生活空間・生活時間の密着度が大きく、かつ協働へのフレキシブルな時間的可能性も高

いため、地域社会参画への意思決定に期待される部分が大きいとされている。このように主婦（女性）

が、市民活動のリーダーとして重要な役割を担い、様々な場面で活躍する機会が増えてはいるが、

地域集団・社会活動団体における女性のリーダーは少ない。 

小谷・中道（2003）によれば、①リーダーとしての社会活動は、個人的特徴からの規定より各人の

ライフコースの中における家庭環境、および地域環境からの影響が大きい、②社会活動には、夫の

理解とパートナーシップの構築が大きく影響している、③活動を通して、リーダーとして、または個人と

しての自己成長を促す生涯学習機会となっていることが指摘されている。  

 

事例 F 氏のプロフィール  

A 市の市民公益活動団体女性リーダーである F 氏（50 歳）は、市民公益活動団体代表および

男女平等推進会議委員である。調査は 2014 年 10 月に公共施設の会議室を利用し半構造化面

接法により実施し、日本地域福祉学会研究倫理規定を遵守するとともに、面接データの調査利用、

音声録音については情報を適正に管理する事を文書により説明した。さらに、本研究への調査同意

ならびに、個人情報の取り扱いに注意することや、調査が自由意思に基づくものであることなどの同

意を口頭により得た。 

F 氏が語ったライフヒストリーを「人材育成過程」（表１）にまとめ、家庭・地域環境、生育環境、影

響を受けた人物・事柄、リーダーとしての活動動機活動ができる条件・制約について整理した。 

 

（１）人材育成過程（ライフヒストリーから） 

①家庭・地域環境と生育環境など  
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F 氏は A 市での居住年数が３年となっているが、マンションを購入しており永住を希望している住

民である。F 氏のライフヒストリーの特徴は、小さな港町で生まれ、５歳までそこで育った。町の名士で

ある水産業の裕福な家系で育ったが、６歳時に父親が蒸発。母親の実家である町へ移る。母子家

庭になり、名字が変わったことで友達からもいじめられた。この時の苦境があったから「何事も乗り越え

られる」と本人は思っている。通信制大学に通っているときに現在の夫と結婚し、男の子を出産した。

現在において、市民公益活動団体の代表をつとめているが、子育て期には専業主婦として家事と

育児に専念する傍ら、手話サークルに参加し、子どもを連れてボランティア活動を行っていた。 

②影響を受けた人物、事柄 

夫は転勤が多い職業であったこともあり、F 氏は日本中に居住していた経歴をもつ。ある転居先で

買い物に行った時、聾学校の子どもが話せないことで、店員がふがいない態度をとり「障害児」が泣

いているのを目撃した。「私が手話をできればこんなことにならないのでは」と思い手話を習い始める。

その後、ボランティア研修会やワークショップに参加し、子育て支援、NPO の支える活動を行ってき

た。現在の居住地に移ってからは、過去の経験や「まちづくり」の活動は楽しいという気持ちから、市

民会議の副座長などを務める。 

③リーダーとしての活動動機  

F 氏は１年前、居住地域で開催されたファシリテーションを学ぶ研修会に参加することによって、人

が変化する様や人間模様が伺え、自分を客観的に見つめることができた。この研修会を契機に「自

らが学習した経験をより多くの市民につたえたい」という気持ちが芽生え、一緒に参加していた友人

とファシリテーションをキーワードにした市民公益活動団体を始めた。 

④活動ができる条件・制約  

F 氏は主婦が活動できる条件を「家族と地域の理解」と「自由な時間とお金」の二つに

大きく分ける。前者においては、主婦はボランティア活動や市民公益活動などは地域によ

って、頻繁に外に出ることが良く思われないことから、夫や子どもの理解と協力が必要不

可欠であり、地域性や文化も重要であると述べる。また、「自由な時間とお金」については、

女性であれば、活動の時間は子どもの出産前か、出産後に活動しやすく、交通費、飲み会、

研修費、昼食代、会費などの活動費は直接家計に響くことが多い。  

表 1 人材育成過程（ライフヒストリーから） 

属性  家庭・地域環境  生育環境  
影響を受けた  
人物・事柄  

リーダーとしての

活動動機  
活動ができる  
条件・制約  

F 
市民公益活動団

体等・準専業主

婦  

現住地居住 3 年  
通信制大学中退  
公民館パート  
夫と息子の 3 人  
夫は自衛隊員  
転勤族であるが、

現 居 住 地 に永 住

希望  

<家庭・地域環境

> 
5 歳まで裕福な家

庭 に 育 つ 。 父 親

が蒸 発 し 生 活 が

変わる  
<教育環境> 
書 道 、ピアノ 。通

信 高 校 卒 業 、大

学中退  

<人物・事柄> 
聾 学 校 の 子 ど も

へ 大 人 の ふが い

ない態度を目撃し

た  
<研修歴> 
ファシリテータース

キル養成講座  

自らが学習した経

験 をより多 くの市

民 に伝 え街 をよく

したいと考えた  
 
市 民 会 議 の副 座

長などを務める  

<個人的条件> 
自 由 な 時 間 と お

金  
<家庭的条件> 
夫 や子 供 の理 解

と協力  
<地域環境条件> 
地域性や文化  
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（２）リーダーとしての人材（組織・活動意識と行動）  

リーダーとして関わる地域団体・社会活動団体の組織の使命・活動内容・活動時間・課題・目標

の実現・評価、及び個人的な使命・課題・自己実現・評価について、さらに女性リーダー、及び女性

の社会活動に対する意識について、リーダーとしての人材、特に活動意識と行動に視点を置いて考

察を行う。「リーダーとしての人材（組織・活動意識と行動）」（表４）に整理した。 

①組織の活動と課題・評価など  

F 氏が所属する組織は、冒頭でも説明したが、A 市の市民公益活動団体に登録している人材育

成とまちづくりに関する事業の企画立案、実施を行う団体である。設立年月は 2010 年 4 月であり、

会員数は 11 月現在で 11 名の小規模の組織体制となっている。団体の活動目的はファシリテーシ

ョンを通して、誰もが参加しやすい地域社会の活性化に必要な、サポートやコーディネートが出来る

人材を育成し、まちづくりに関する多彩な事業の企画立案、実施することにより、活力あるまちづくり

の推進に寄与することを目的としている。 

主な活動内容は市民協働事業の企画立案、人材育成講座の実施、ファシリテーションの振興で

ある。活動頻度は週２回の役員会、各種講座準備、会員向けの勉強会を実施している。現在の団

体の課題として、事務所が整備されていないため、個人宅での作業になり、活動に関する業務や活

動が自由にできない点があげられている。また、会員が市内各所に居住しているため、頻繁に集まる

ことができず、電話だけの情報手段が中心になっている。インターネットやメールを活用した共有ツー

ルの確保が必要であるが、年齢層も幅広いため情報を共有しづらい状況にあるといえる。 

団体目的の一つである人材育成については、活動費として A 市から補助金を受けているが、人

材育成には時間と費用がかかり、効果がすぐにあらわれづらい事に参加者や助成金を受けている行

政からの評価をする側も難しい課題を抱えている。しかし、参加者や行政職員自身の学びが必要で

あると考えている代表は既存のネットワークを利用し、行政担当職員の参加を求めるなど、市民公益

活動として戦略的に活動を行っている面も伺える。 

②個人的使命・課題・評価など  

F 氏は 20 代から各種ボランティア活動、まちづくり活動に参加してきた経験があることから、今後

はより経験を積み、市民活動家としての専門職やスペシャリストになりたいと望んでいる。  

また、リーダーの資質を高めるために自主的に国連職員研修の専門的プログラム研修会や、人材

育成リーダー研修会に参加し、自己研鑚を行っている。現在は、市民公益活動を主宰する立場で

あるが、個人的な活動においての問題として「要介護状態」になった時の親の存在の心配がある。介

護が必要になったとき、今続けている活動をどのように続けていくことができるのか、自分自身の私生

活での状況変化を一番の課題として考えている。 

課題の２つ目として活動費の問題がある。市民公益活動は無償の活動であるが、団体の活動費

以外の活動費、交通費、飲食費、研修会参加費は各自、会員の家計から支出される。女性中心の

団体であるがゆえの課題として会員同士の親睦を図るための飲食費がかさむことが各自の活動費と

して多くを占めるという。 

市民公益活動における自己実現として、女性から「女性リーダー」としてのあこがれである存在で
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ありたいと願い、魅力ある女性として「きらきら」と輝いていたいと F 氏は語る。F 氏の「きらきら」とは、

周りの女性から、「F 氏のようになりたい、そして女性リーダーとして活躍したい」という、女性リーダー

になることの魅力、市民活動を活動する楽しさを多くの女性へ伝えたいと考えている。 

今まで F 氏は、わがままに様々な活動をしてきたし、多くの仲間や、資金面だけでなく活動目的に

賛同し行政から評価を高く受けてきたと語る。今後は、その女性リーダーとしての、同じ想いを持つ

仲間を増やし、共に市民活動できる人たちが増えることが嬉しいと述べる。 

③女性リーダーと女性の社会活動に対する意識 

リーダーに女性が少ない理由を F 氏は、表向きに男女平等の社会と言うが、未だに女性はリーダ

ーとなる機会やチャンスが与えられないと述べる。また、地域での女性が果たす役割では、男性では

できない活動の役割部分が女性には可能であり、面倒な活動や仕事であっても、女性であれば丁

寧に、どんなことでも対応することができると指摘している。 

女性の地域参加をどう思うかについては、女性だとライバル心が芽生えることがあり、女性リーダー

同士、評価をすぐに外部に求める傾向がある。その点においては、良い評価を受けた方は、女性リ

ーダーの地域参加へ活動のモチベーションが上がり、より効果的な市民公益活動が可能になると思

うが、一方、良い評価を受けていない女性リーダーは、活動の目的自体を失うこともあるのではない

かと述べる。つまり、活動について「良い評価」を受けることが、社会的な使命を持つ市民公益団体

の存続の生命線になる可能性があると捉えることができる。 

市民公益活動アンペイドワークを女性に押し付ける・公的サービスの安価な肩代わり・女性の役

割の固定化への意見としては、今まで、ボランティア活動や市民公益活動は、家族や仲間から理解

をもらいここまで頑張ってこられた。女性だからできることも沢山あり、行政からも認められることで市民

活動への応援や資金援助もしてくれている。公的サービスの安価な肩代わりではなく、女性リーダー

として、活動する可能性が増えることでより、多くの方々から理解を得ることが出来るのではないかと

述べる。 

④リーダーシップ 

リーダーとしてのバランス感覚と、客観性と主観性については、団体会員各々が、リーダーシップを

発揮できる機会を、意図的に作ることを F 氏は常に意識している。リーダーシップとは誰でも発揮して

いいものであり、できるものである。F 氏はリーダーだからリーダーシップを発揮するのではなく、リーダ

ーとしてその場をコーディネートすることこそがリーダーのスタイルである。そのために、メンバーの長所

や特技を発見できる客観性と主観性の観察の目が必要である。F 氏の市民公益活動団体は「人材

育成とまちづくりに関する事業の企画立案、実施を行う団体」である。つまり、人材育成能力として、

F 氏は誰でも知識を学べる場を作り、人との出会いやきっかけを作る場をコーディネートすることが団

体の、根本的な目的であると語る。 

F 氏の団体では、会員同士がコミュニケーション能力を高めるために、お互いに気付いたことや感

じたことを、悪い個所を指摘するのではなく、良い個所や魅力的な、いわゆる自分の魅力にお互いに

気付くための、フィードバックができる関係づくりが大切であると考えている。 

これらから、リーダーとしての人材を総括的に判断すると、F 氏の関与する市民公益活動団体は
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活動そのものの仲間である第１次的な関係、成長動機をもつ NPO などの第２次的な関係をもつ。地

域や会員を育て、社会全体の、特に次世代の社会的な女性リーダーを育成することを使命として活

動しており、人材育成とまちづくりをキーワードに活動することで行政との連携の上に成り立つ。F 氏

が過去の経験やまちづくりの活動は楽しいという気持ちから、影響を受けた人物、事柄を含めた、家

庭・地域環境と生育環境などが関係していることが伺える（表 2 参照）。 

 

表 2 リーダーとしての人材（組織・活動意識と行動） 

1  質問項目は①リーダーに女性が少ない理由、②地域での女性が果たす役割、③女性の地域参加をどう思うか、④アンペイ

ドワークを女性に押し付ける・公的サービスの安価な肩代わり・女性の役割の固定化という意見をどう思うかである。  
2  ステークホルダーは、第１次：活動そのものの仲間、第２次：成長動機をもつ NPO など、第 3 次：趣味的なグループなど、

に区分する。  
 

おわりに  

小谷・中道（2003）によると、地域参画などの市民公益活動においての活動の供共通した条件は

「時間と労働を提供する行動力、夫や子どもの理解と協力」である。しかし、F 氏は夫や子どもの理

解と協力は必要不可欠ではあるが、合わせて「地域の理解」が重要であると述べる。市民公益活動

を実践することは家族だけの協力だけではなく、地域の理解があるからこそ社会的な使命としての活

動認知度が上がる。つまり、地域力のボトムアップが実現することが、市民活動の意味であると考え

ているからである。活動の時間以外について、活動に係る、交通費、飲み会、研修費、昼食代、会

費などの活動費は直接家計に響くことが多いことから、専業主婦の市民公益活動においては重要

な課題であると推察できる。 

F 氏はリーダーとして人材育成、特に女性リーダーを育てようと活動を実践し、自らが学習した経

験をより多くの市民に伝え街をよくしたいと考えている。今後の女性リーダー育成の課題を考えるなら 

属性  

【組織 】  
使命・活動内容 ・活動時

間 ・課題 ・目標の実現 ・

評価  

【個人】  
使命・課題 ・自己実現 ・

評価  
女性のリーダー・社会

活動に対する意識 1  
リーダーシップと  

ステイクホルダー 2  

F 
市民公益活動団

体等・準専業主婦  

＜使 命 ＞人 材 育 成 と

まちづくりに関 する事

業の企画立案、実施  
＜活動内容＞市民協

働 事 業 の企 画 立 案 、

人 材 育 成 講 座 の 実

施、ファシリテーション

の振興  
＜活 動 時 間 ＞週 ２回

役 員 会 、講 座 準 備 、

勉強会  
＜課題＞事務所の整

備 、共 有 ツールの確

保  
＜目標の実現＞  
人 材 育 成 には時 間 と

費用がかかる  
＜評 価＞担 当 者 も学

びが必要  

＜使 命 ＞市 民 活 動 家

として専 門 職 やスペシ

ャリストになりたい。  
＜課題＞親の存在（介

護状態になったとき）、

活動費の出費がかさむ  
＜自 己 実 現 ＞女 性 リ

ーダーとし てのあこが

れ。自 分 みがきの為 。

女 性 としてきらきらして

いたい  
＜評価＞自分はわがま

まに活動をしてきたし、

仲間や行政から評価を

受けてきた。同じ想いを

持 つ仲 間 と共 に市 民

活動できることが嬉しい  

① 男 女 平 等 の社 会 と

は言 うが、未 だ女 性 に

はリーダーとなる機会が

与えられないことがある  
②男性ではできない部

分 があり、丁 寧 に何 事

にも対応することができ

る  
③ 女 性 だとライバル心

が芽 生 えることがあり、

評価をすぐに求める  
④ 市 民 活 動 は家 族 や

仲 間 から理 解 をもらっ

てきた。女性だからでき

ることもある。行 政 から

も認められることで市民

活動や資金も応援して

くれる  

＜バランス感 覚 ＞メン

バー各 々がリーダーシ

ップを発 揮 できる機 会

を作る  
＜客観性と主観性＞メ

ンバーの長所や特技を

発見できる。  
＜人 材 育 成 能 力 ＞誰

でも知 識 を学 べる場 を

作り、人との出会いやき

っかけを作るｺｰﾃﾞｨﾈｰﾄ

をする  
＜ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ能力＞

お互 いに気 付 いたこと

や感 じたことをフィード

バックできる関係 づくり

が大切  
＜ステークホルダー＞  
第 1 次、第 2 次  
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F 氏のような市民公益活動団体が進める、誰でも知識を学べる「場」を作り、人との出会いやきっ

かけを作る「場」をコーディネートできる人材育成が急務といえる。 
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