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論文  

 
過疎地域におけるソーシャルワークに関する一考察  

―Ａ町地域データ分析を通して― 
 

 中田雅美（北海道医療大学） 

 

要旨  

 本稿では、過疎地域であるＡ町を研究対象とし、Ａ町の地域データを収集・分析することを通して、過

疎地域におけるソーシャルワークについて考察した。地域共生社会の実現に向け、ソーシャルワーカー

は「包括的な相談支援体制の構築」と「住民が主体的に地域活動把握して解決を試みる体制づくり」を

推進するためにソーシャルワーク機能を発揮することが期待されている。人口減少高齢化が進展し、条

件不利性が指摘される過疎地域において、住民が主体的に地域課題を把握し、課題を解決することは

どれだけ現実的なことなのか。そのなかでソーシャルワーカーには何が求められているのであろうか。 

Ａ町の地域データの収集・分析には、量的・質的データ、そして行政からの提供データと研究者らが

調査等で収集したデータを複合的に使用した。また分析の単位を住民に身近な小地域（集落や行政区）

単位も含めて行った。結果、Ａ町における中心部とそれ以外では大きく状況が異なること、住民の生活

上の不安は必ずしも福祉課題ばかりではなく、住民だけでは解決できない課題であること、住民同士の

つきあいは過疎地域においても希薄化しており、また集落単位での共同への作業への参加が困難にな

っていることなどが明らかになった。考察では、厳しい過疎地域においてソーシャルワーカーがチームと

して重層的に地域アセスメントし、継続的に地域と関わることが肝要ではないかとまとめた。 

 

キーワード： 過疎地域  ・ 地域を基盤としたソーシャルワーク ・ 地域アセスメント 

 

１．はじめに  
厚生労働省（社会保障審議会福祉部会福祉人材確保専門委員会「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について」）では、地域共生社会実現に資する「包括的な相談支援体制

の構築」と「住民が主体的に地域課題を把握して解決を試みる体制づくり」を推進するために、ソーシャ

ルワークの機能を発揮することが期待されている。ここで示されているソーシャルワークの機能には、

「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」のほか、「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」などがある。 

一方で、日本社会福祉士養成校協会（2017：12-13）では、地域の中で主要な役割を担う組織で相

談援助業務を行う者が、「個人・家族への働きかけ」については概ね半分以上が実施また力量を有して

いると回答していたが、「地域への働きかけ」は十分に実施・力量を有していると回答している者が高い
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水準ではなかったと指摘している。現代社会におけるソーシャルワークへの期待とともに、ソーシャルワ

ーカーによる「地域への働きかけ」の検討が喫緊の研究課題といえる。 

さらに、過疎地域におけるソーシャルワークについてはどのように考えればよいか。過疎地域の現状

はますます厳しさを増し、人口減少・高齢化の進展、さらには無居住化も予測されている。過疎問題懇

談会『新たな過疎対策に向けて～持続可能な低密度地域社会の実現（中間的整理）』（2019：43）にお

いても、過疎対策の実施状況を検証し「これまでの累次の過疎対策により、産業の振興、交通・情報通

信・生活環境・福祉等の施設整備、無医地区の縮減、教育の機会の確保等に相当の成果をあげてきた

が、成長する大都市の経済との関わりが困難な過疎地域の条件不利性は未だ残されている」と指摘し

ている。高野（2015：175）は、地域における生活充足のための要件として第一次的機能要件と第二次

的機能要件を用い、現在の過疎地域では、農林業の衰退、病院の閉院、公共交通機関の減少、商店

の閉店などによって、第一次的機能要件の水準が極めて低くなりつつあり、民生委員・児童委員や福祉

員、老人クラブなどによって取り組まれている地域福祉活動（見守り活動・サロン活動・移送サービス）な

どの相互支援機能への期待、つまり集団参加などを通じて形成される関係性を基礎におく第二次機能

要件の役割が相対的に大きくなりつつあると述べている。さらに、活動の担い手がかかえる問題や専門

機関による支援課題などについては十分な検討がされていない点も多いと指摘している。 

本稿では、過疎地域であるＡ町を研究対象とし、Ａ町の地域データを収集・分析することを通して、過

疎地域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目的とする。ますます厳しさを増す

過疎地域でソーシャルワーカーに何ができるのか。A 町の地域データ分析から明らかになった分析結

果を基に、下図（2015：15）を参考にしながら過疎地域におけるソーシャルワークについて考察を深め

たい（図１参照）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①個別支援（ケアマネジメント等） 

②地域生活支援  

個を支える地域づくり  

③地域支援（コミュニティワーク） 

地域福祉の基盤づくり  

個・地域支援の  

循環化  

注：岩間伸之「地域を基盤としたソーシャルワークと地域福祉の基盤づくり」『地域福祉援助を

つかむ』参考に筆者加筆  

出典：川本健太郎監修・著『社協コミュニティワーカーさぽーと・ぶっく  黒子読本３』 2015 

図１  地域を基盤とした専門援助の関係  
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２．Ａ町の地域データ  
（１）地域の概要  

Ａ町は東北地方にある県の北西に位置し、町の 8 割が森

林、四方が山に囲まれた地域で、人口は約 8,490 人、約

2,860 世帯（2019 年 10 月末現在）である。Ａ町は並行する

国道と鉄道が町の真ん中を横断し、その周辺に集落が点在

している（図２参照）。町は大きく分けて 3 つの地区注 1）に分

けられ、Ｘ地区 13 行政区、Ｙ地区 23 行政区、Ｚ地区 14 行

政区の計 50 行政区ある。Ａ町には他にも、37 公民館単位

の区分や、住民

に身近な単位と

して 44 集落など

Ａ町では地域を

区分する単位が

複数存在する（図３・表１参照）。Ａ町では 2011 年度から、

集落支援員制度が導入された（3 地区専任配置は 2012

年～）ほか、2013 年度からは公民館 37 か所を対象に集落

支援金が交付され、2016 年度からは 44 集落を単位に行

政職員による集落担当制がとられるなど、行政による集落

支援が積極的に展開されている。 

 

表１  A 町区分別データ                                

 公民館  集落  行政区  人口  高齢化率  老人ｸﾗﾌﾞ 育成会  婦人会  

Ｘ地区  10 10 13 1,683 (19％ ) 32.8 9 9 4 

Ｙ地区  14 21 23 4,478 (50％ ) 35.0 18 20 7 

Ｚ地区  13 13 14 2,741 (31％ ) 34.2 12 13 5 

 ３７  ４４  ５０  ８，９０２  3４ .１  ３９  ４２  １６  

（2015 年国勢調査）     （集落の現状と課題）  

（２）使用するデータ  

本研究では、地域を重層的に、かつ量的・質的など様々なデータからみていくことで、地域の特性や

実情が明らかになり、地域を基盤としたソーシャルワークが考察できると考えデータを収集した。 

まずＡ町の住民基本台帳、国勢調査、国土交通省や総務省で使用される集落類型注 2）のほか、Ａ町

より提供された「集落の現状と課題」（2016 年）、行政の集落担当者が実施した「集落将来ビジョン策定

にかかわる聞き取り点数」（2017 年）のデータ注 3）を用いる。加えて、Ａ町と研究機関が共同で実施した

3 つの調査結果注 4）を用いる。ひとつ目は 2010 年「信頼・おつきあい・参加に関するアンケート」（20 歳

以上の男女：回収率 76％）、ふたつ目は 2015 年「地域活動評価に関するアンケート」（20 歳以上の男

図２．Ａ町の地図  

Ａ  町  

 行  政  区（５０）  

 集   落  （４４）  

公  民  館（３７）  

Ｘ地区   Ｚ地区   

集落支援員  

集落支援金  

行政職員  

集落担当制  

Ｙ地区   

図３．Ａ町の地域区分  
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女：回収率 88.9％）、2010 年・2015 年の調査は、行政と研究機関が共同して実施した調査である。み

っつ目は 2014 年と 2019 年の 2 時点で実施した集落での聞き取り調査の結果である。聞き取り調査

における集落選定は、人口構成・中心部からの距離・産業等を考慮して行政職員により選定され、調査

への協力が得られた 8 集落（2 回目は 7 集落のみ）である。以上 3 つの調査は全て研究機関による倫

理審査も受け実施されている。また本稿で使用するデータはすべて個人を特定するものではなく、集落

の特性と差異を明らかにするため集落単位で集計しデータ処理を行ったものである。※参考資料あり 

 
（３）データ分析結果  

①町の人口減少は中心部ではなく周辺から起きる  

住民基本台帳（1980・1990・2000 年）と国勢調査（2010・2015 年）をみてみると、2000 年以降の

人口減少幅が大きく、2000-2010 年の 10 年で約 2,000 人が減少していた。すでに 2010-2015 年の

5 年間でも 945 名（99 世帯）減少し、世帯人員も 3.6 人から 3.3 人へと減少している。2019 年 10 月

には 8,500 人を切っている。 

Ａ町の 50 行政区を集

落類型でみてみると、市

町村の中心的な役割を

持つ“中心集落”が 8 行

政区、集落間の要の役

割を担う“基幹集落”が 7

行政区、原単位的な集

落である “基礎集落”が

35 行政区あり、全体の 7

割が“基礎集落”であっ

た。また中心集落 8 集落

にＡ町人口の約 20％が暮らし、基幹集落には約 15％が暮らしていた。これらの数値を集落類型別に

みてみると（図４参照）、1980-2015 年間の“中心集落”と、“基幹集落”の人口減少率は大きいもので

はなく、この間のＡ町の人口減少は全体の 7 割を占める“基礎集落”の人口減少が町全体の減少につ

ながっていることがわかる。 

35 行政区の“基礎集落”で最も人口が多い集落は 368 人であり、最も人口が少ないのは 71 人の行

政区である。また 2015 年の国勢調査の高齢化率を見てみると、町全体の高齢化率は 34.1％であるが、

35％を超える高齢化率の 16 行政区のうち、14 行政区が“基礎集落”であった。“基礎集落”の住民が

地域で住み続けることが出来なければ、町全体の人口減少に歯止めがかかることはないだろう。 

 

②資源は中心部に集中している  

町役場から各行政区の距離をみてみると、10 キロ以上離れている行政区は 5 つ、5 キロ以上 10 キ

ロ未満は 23 行政区、5 キロ未満は 22 行政区であった。10 キロ以上離れている 5 行政区はすべて“基

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

1980 1990 2000 2010 2015

図４ Ａ町人口推移

中心集落

基幹集落

基礎集落

Ａ町全体
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礎集落”であった。Ａ町では、“中心集落”に人口の約 2 割が暮らし、“中心集落”に該当する 8 行政区

はすべてＹ地区にある。町役場、町立病院、福祉施設、社会福祉協議会など、一部の介護保険事業所

を除いてすべてＹ地区にある。ほか、Ｙ地区にはこども園が 1 ヶ所、保育園・幼稚園は各 2 ヵ所で、小

学校はＸ地区に 2 校・Ｙ地区に 3 校・Ｚ地区に 1 校、中学校・高校はどちらもＹ地区にある。行政が行っ

た「現状と課題把握」の結果では、商店もなく移動販売も来ない集落はＸ地区に 5、Ｙ地区に 7、Ｚ地区

に 4 あった。商店・移動販売ともない行政区の内、8 行政区は町役場から 6 キロ以上離れていた。 

一方で、民生委員はおおよそすべての集落に 1 名ずつ計 38 名おり、契約講・共有財・自主防災組

織がある集落は全体の 6 割を占めていた。ほとんどの集落で老人クラブ・子ども会が組織されていたが、

婦人会が組織されていない集落が 30 あった。ほか老人クラブ・子ども会・婦人会の全てがない集落が

一つあった。さらに、中心部から 10 キロ以上離れ、Ａ町で最も人口が少ない行政区には、老人クラブや

育成会などの社会教育組織がなく、一部の住民への町内会の役員の集中が起きていた。地域にある社

会資源を把握する際、その有無だけでなく、資源がどこに配置されているか、住民にどのように使われ

ているかを把握しなければならないだろう。 

 

③住民の生活上の不安は多岐にわたる  

 2010 年に実施した「信頼・お付合い・参加に関するアンケート」調査の結果、Ａ町全体で最も不安に

思っていることは 32.1％の余暇のための娯楽施設、次いで買物するための店が 28％、近くに住む知

人が減るが 23.2％と、必ずしも保健・医療・福祉に関わる課題とはいえない（表２参照）。 

表２  現在住んでいる場所で生活を続ける上で不安に思っていること（2010 年）  

1．道路整備  17.0％  ８．生涯教育を受ける場所  8.8％  

2．上下水道の整備  16.1％  ９．医療機関  20.4％  

3．公園や図書館など公共施設  11.0％  １０．福祉サービス  4.5％  

4．バスや電車など公共交通機関  16.5％  １１．子育て支援  8.2％  

5．集落の安全を守る機能  4.2％  １２．地縁活動の衰退  8.7％  

6．青少年の健全育成  7.5％  １３．近くに住む知人が減る  23.2％  

7．買物をするための店  28.0％  １４．余暇のための娯楽施設  32.1％  

 

本項目は複数回答で、全体平均では 2.1 個を選択していたが、集落ごとに集計すると、最も不安に

思っていることを多く回答していたのは中心部から 12 キロ離れた行政区で、4.33 個を選択していた。

集落に対する聞き取り調査でも、子育て世代へのサポートが少ない、若者の職場がない、高齢者の足、

冬期間の生活、住民同士のまとまりがなくなってきた、農業の行く末と後継者不足、空き家など、やはり

地域住民のみで解決できるような課題ばかりではないことがうかがえる（表３参照）。資源が豊富な中心

部から離れた場所で暮らす住民の生活不安は大きい。中心部からの距離や産業構造など集落ごとの事

情によっても住民の不安や生活課題の現れ方は異なるだろう。集落が分散している地域ではなお、町

全域ではなく集落ごとの課題整理が求められる。 
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表３－１  Ａ町８集落の現状  

  主な集落の行事  空 き 家 独居高齢者 住民組織  

Ｘ  

地区  

Ｘ７  緑化、サロン、交流会  
地蔵祭、運動会、いも煮会   2 人  老人クラブなし  

Ｘ１  神社お祭、祭礼、サロン、  
美化・緑化活動  
（運動会廃止）  

多い  4 人  
→5 人  

老人クラブ・消防団・自主
防災組織あり、緑化活動す

る組織の廃止  

Ｙ  

地区  

Ｙ２２  サロン、祭礼、しめ縄づく
り、お柴灯、花見、美化・緑
化活動、輪投げ  

 2 人  
→7 人  

老人会・消防団・育成会あ
り、祭礼手伝い  

の住民自主組織あり  

Ｙ１９  

Ｙ２０  

美化・緑化活動、団子さし、  
サロン、収穫祭、いも煮会、
輪投げ大会、旅行、祭礼  

10 戸  
（7
戸）  

17 人  
→多い  

老人クラブあり  
消防団・女性部あり  
育成会・青年会なし  

Ｙ１６  共有財産整備、祭礼、美化  
いも煮会、防災訓練、サロン
（盆踊り・カラオケ）  

2 戸  3 人  
→6 人  

会員制のサロンあり  
青年会、若妻会なし  

Ｚ  

地区  

Ｚ１３  

Ｚ１４  

ひな祭、盆踊り、文化祭、神
社祭礼、サロン、環境整備、
道路イルミネーション  

24 戸  
（20
人）  

→13 人  

老人会・消防団・  
自主防災組織あり  

育成会・婦人会なし  

Ｚ８  文化祭、運動会、団子さし  
除排雪、除草など環境整備   6 人  

→4 人  
老人クラブあり  

青年会なし  

Ｚ３  運動会、雪上運動会、サロ
ン、美化・緑化活動、祭礼、
カラオケ大会、環境整備  

4 戸  3 人  
→5 人  

婦人会・若妻会・青年会な
し  

自主防災組織なし  

表３－２  Ａ町８集落の課題  

  ２０１５  ２０１９  

Ｘ  

地区  

Ｘ７  役員への負担が多い、共同作業への不
参加、子育て世代へのサポートが少な
い、若者の職場がない、子どもの集ま
る場所がない  

 

Ｘ１  冬期間の生活、空き家、住民同士の交
流、地域産業（観光資源など）、行事
の廃止  

共同作業の難しさ、道路拡張による変
化、買い物・通院の支援、空き家、冬
期間（雪）  

Ｙ  

地区  

Ｙ２２  集落全体のまとまり、共同作業ができ
なくなってきた、若者の仕事がない  

サロン活動参加者の固定化・担い手の
負担、冬機関（雪）、高齢者の足、10
年後の集落  

Ｙ１９  

Ｙ２０  

空き家の増加、冬期間、嫁がこない、
若者の仕事、女性のリフレッシュ、独
居増  

小学校が閉校した、雪が多い（除
雪）、仕事がない・定住しない、買い
物（店）  

Ｙ１６  農業の行く末、若い世代の参加、活
動・行事の活性化、後継者不足共稼ぎ
の子育て世代へのサポート不足（送
迎）  

小学校が閉校した、役員の固定化、活
動の担い手がいない、清掃活動などが
難しくなった、サロン活動へのひがみ  

Ｚ  

地区  

Ｚ１３  

Ｚ１４  
子どもの遊び場不足、役職の固定化、
精神疾患の方への関わり、班わり  

集落活動の担い手不足、活動参加者
減、地区の統合、閉校で賑わいなくな
る、買い物（店）、通院等の移動が困
難、まとまりない  

Ｚ８  買い物難民、高齢者の移動支援（運
転）、多世代交流、若い人の定住、除
雪  

活動参加者固定化、活動の担い手不
足、生活用水の整備、雪対策、集落へ
の活動負担、猪がごみを荒らす、災害
時の対応  

Ｚ３  生活道路の問題、住民が集まれる場が
ない。空き家の増加、活動の活性化  

独居世帯の増加、冬期間・除排雪の問
題、嫁の成り手が不足、災害時の対応  
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また本調査項目を統計的に分析すると、年齢カテゴリーとの関連でいくつかのパターンが明らかにな

った（中田：2016）。第 1 に、(3)公共施設、(7)買い物する店、(9)医療機関、(11)子育て、(14)娯楽施

設については、年齢とともに不安があると答える割合が上がっていく。第 2 に、(1)道路整備、(4)公共交

通機関、(8)生涯学習、(12)地縁活動については、40-59 歳、と 60-74 歳という働き盛りの層が不安と

感じる割合が高い。ここには、経済活動に必要なインフラ（道路整備と公共交通）と人間関係的な資源

（生涯学習、地縁活動）が含まれている。人間関係については他に(13)知人が減るという項目もあるが、

この項目は、第 2 のパターンとは逆に、最も若い年齢層と最も高い年齢層で不安と感じる割合が高かっ

た。つまり、同じ人間関係に関する資源であっても、フォーマルな人間関係を求める世代と、インフォー

マルな人間関係を求める世代など、不安の感じ方に世代（年齢層）が影響していることが示唆される。 

以上の結果からも明らかであるように、過疎地域での生活を考えた時、当たり前のことではあるが医

療・福祉サービスの不足だけが地域課題ではない。地域で古くから行ってきた祭りの担い手がいなくな

ってきた、家の前の道路が狭く交通事故が多発している、地場産業を続けたくても事業見通しがたたな

い、息子に嫁が来ない等、個々人が地域生活で抱える課題は多様で複雑である。さらに、住んでいる

地域や年齢層によっても現れ方や事情が異なる。離れた場所にある商店までの移動手段がないため買

い物に出かけられないという課題も、買物したい場所、買いたいもの、買いに行きたい時間、そして地元

の交通会社への影響を考えると、“足の確保”だけでは解決しない課題であろう。 

 

④住民同士の支え合いに期待できるか 

過疎地域は都市部と比べて住民同士の付き合いが高いといわれている。Ａ町全体のお付き合いの

程度も、「つきあいがない」と回答している方は非常に少ない。また、家を行き来する、相談やお裾分け

をするといった付き合いをしている方が

2010 年・2015 年とも 4 割を超えていること

がわかる（表４参照）。5 年間の地域の変化

についての問いでも、近隣のつきあいにつ

いてよくなったと思う度合いが高い集落と、

つきあいの度合い自体が高い集落が重な

っていた。さらに、おつきあいの程度が高い

集落のほうがサロンを実施する回数も多くな

る傾向もみてとれる。 

ただ、おつきあいの程度を平均でみてみ

ると、2010 年の 3.6 から 2015 年の 3.4 に減少しているほか、集落別にみてみると、つきあいの程度

が多くなっているのが 7 集落、変わらないのが 13 集落、そして少なくなっているのが 15 集落であった。

さらに住民同士のつきあいの高い集落が 2010 年の 9 集落から 2015 年の 3 集落へと減少している。

過疎地域でみられる密なつきあいが、薄れつつあるのかもしれない。8 集落に対する聞き取り調査でも、

役員・活動参加者の固定化と負担増、集落全体のまとまりの難しさや共同作業への不参加が指摘され

ていた。サロン活動についても、集落支援金との関連ですべての集落で実施されているが、サロンの運

表４  近隣とのお付き合い  

 2010 年  2015 年  

1.つきあいはない  3.0％  1.5％  

2.挨拶程度  25.8％  24.7％  

3.世間話をする  24.5％  28.6％  

4.家を行き来する  16.6％  19.8％  

5.相談やおすそ分け  24.0％  23.0％  

無回答・欠損  6.1％  2.5％  

 ｎ =771     ｎ =814 
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営自体にはばらつきがある。聞き取り調査でも、現在はサロンを実施しているが、担い手や財源も勘案

し、今後の継続は難しいかもしれないと回答している集落もあった（表３参照）。 

 

⑤地域の課題を誰が解決するのか  

 2010 年と 2015 年のアンケート調査には、地域おこしや地域の活性化という言葉を聞いたときに当て

はまる地域はどれか、という問いがある。2010 年は 57.2％がＡ町全体、28.7％が集落と回答しているの

に対し、2015 年は集落と回答したのが 56.5％で、Ａ町全体と回答したのはわずか 4.5％と大きく認識が

変化していた。なぜ 5 年間で意識が変化したのか。加えて、住民の生活に関わる問題が起こった時、ど

のような人が問題解決に取り組もうとすると思いますか、という問いがある。図５は、どちらも本項目の結

果をまとめたものとなるが、興味深いのは、2010 年は役場職員と回答している割合が 23％であったの

に対し、2015 年には 12％となっていること。そして地域住民（住民みんなが話し合って決める）が 30％

から 17％に減少していることである。一方で大幅に問題解決者として期待されているのは、自治会長や

行政区長等の住民組織の役職者である。地域の認識が町全体から集落へと変化し、生活にかかわる問

題の解決者が役場職員や住民同士から住民組織の役職者へと変化しているこのことをどのように解釈

すればよいだろうか。 

2017 年度に行われた行政職員による聞き取り調査の結果では、町全体として積極的に取り組まれて

いたのは、独居高齢者の把握と外灯の設置、空き家の把握であった。ほか、集落内での高齢者に対す

る見守り、除排雪、乗り合い等の支援を全く行っていない集落が 12 集落あり、高齢者や子どもの見守

り、集落内での若者や女性の活動が少ない集落もあった。特に、Ｘ地区では役場からの距離が遠い集

落で活動していない事柄が多く、Ｚ地区では役場から遠い集落の方が、活動が活発であった。資源が

豊富なＹ地区でも集落活動が活発ではない傾向がみられた。集落ヒアリングでも、自治会役員の担い

手不足や行事参加者の固定化、共同作業の担い手不足などが挙げられていた。 

A 町は行政が積極的に集落に対する支援策を講じている。にもかかわらず集落間での差異がみられ、

集落によってはこれ以上の担い手としての住民の負担を歓迎しない意見もあった。集落への支援策は、

人（集落支援員・行政担当者）の配置やお金（集落支援金等）の配分だけでは解決できないのだろう。 
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参考資料：A 町地区別一覧表（一部抜粋）  

2010調査 2010調査 2015調査

行政区 つきあい つきあい 2013年度

50 人口 高齢化率 老人ク 育成会 婦人会 平均 平均 ｻﾛﾝ実施

X1 基礎 103 33.0 12 4.33 3.8 4.1 毎月

X2 基礎 10 3.40 3.9 3.2 複数回

X3 基礎 109 34.9 8 1.69 3.8 3.9 複数回

X4 基礎 217 30.4 8 2.50 3.8

X5 基礎 138 47.8 8 3.67 3.3

X6 基礎 78 37.2 8 3.11 3.3

X7 基礎 71 31.0 10 2.60 3.6 3.0 複数回

X8 基礎 71 14.1 6 2.64 3.6 2.8 複数回

X9 基幹 205 26.3 6 2.89 2.8 2.8 複数回

X10 基幹 115 33.9 6 2.44 4.0

X11 基幹 243 32.1 6 3.29 3.2

X12 基幹 177 40.7 3 1.71 3.1 3.1 複数回

X13 基礎 156 32.1 4 1.95 3.8 4.1 複数回

Y1 基礎 128 35.2 1 1.57 4.3

Y2 基礎 192 37.0 1 0.89 3.4

Y3 基礎 146 34.2 1 1.13 3.3 3.5 毎月

Y4 中心 272 41.9 0 2.28 3.6

Y5 中心 95 32.6 0 1.15 3.7

Y6 中心 231 26.8 0 1.77 3.2

Y7 中心 200 27.5 0 1.91 3.5

Y8 中心 97 24.7 0 1.20 2.6

Y9 中心 675 26.4 0 2.31 3.4

Y10 中心 450 62.2 0 ※兼務 2.10 3.3

Y11 中心 0 ※兼務 1.94 3.1

Y12 基礎 201 37.8 3 1.53 3.5 3.2 実施

Y13 基礎 6 1.50 3.0 3.3 複数回

Y14 基礎 4 1.67 4.2 3.6

Y15 基礎 157 2 0.50 2.6

Y16 基礎 136 44.1 4 2.78 4.1 3.4 毎月

Y18 基礎 127 41.7 6 1.56 4.6 3.8 複数回

Y19 基礎 168 32.1 4 1.47 3.5 ほぼ毎月

Y20 基礎 180 36.1 4 1.53 4.0 ほぼ毎月

Y21 基礎 175 32.0 1 1.83 3.3 3.2 複数回

Y22 基礎 246 32.1 2 2.22 3.6 3.7 毎月

Y23 基礎 339 32.4 6 1.83 3.6 3.6 複数回

Z1 基礎 368 34.8 2 2.12 3.9 3.2 複数回

Z2 基礎 138 37.0 5 1.00 3.1 3.5 複数回

Z3 基礎 175 29.7 7 2.48 3.7 3.5 複数回

Z4 基礎 171 33.3 7 1.59 4.2 3.8 複数回

Z5 基礎 216 33.8 6 1.63 4.0 3.5 複数回

Z6 基礎 161 39.1 7 1.38 2.7 3.1 複数回

Z7 基幹 156 35.9 5 1.36 3.1 3.4 複数回

Z8 基幹 219 33.3 5 1.60 3.2 3.2 ほぼ毎月

Z9 基幹 316 33.5 6 2.29 3.4 3.5 複数回

Z10 基礎 97 33.0 9 3.50 3.6 3.3 複数回

Z11 基礎 183 35.5 8 3.29 4.1 3.4 複数回

Z12 基礎 255 31.8 7 1.70 3.2 3.0 複数回

Z13 基礎 159 25.8 11 1.89 3.6

Z14 基礎 127 41.7 11 3.06 3.7

8902 34.1 ㎞ 38 20 11 39 42 16 2 .1 3 .6 3 .4

3.3

3.6

3.3

3.3 4.0

3.3

3.6

3.4

集落の現状と課題

商店
移動

販売

社会教育組織

複数回

Y17

民生

児童

委員

年1回

毎月

188 5 3.4229.8

32.3

毎月

複数回

年1回

2015 生活

課題

75

複数回

基礎

集落
類型

役場

距離

国勢調査
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３．考察  
 ここでは、A 町の地域データ分析を通して、過疎地域におけるソーシャルワークについて考察を深め

たい。過疎地域におけるソーシャルワークを考察するにあたっては、地域データを分析する中でみえた

過疎地域の現実、過疎地域でソーシャルワークを展開するための方策について、そして、最後にソーシ

ャルワークを展開するうえで重要な地域アセスメントに着目して述べていく。 

 

（１）過疎地域の現実に対して 

前述したとおり、ソーシャルワーカーには「個別支援」や「地域生活支援」のみならず、「地域支援」が

求められている。つまり、困りごとを抱える個人に対するソーシャルワークだけでなく、その個人が暮らす

地域への働きかけへと循環させ、さらにその地域で暮らす個々人がより暮らしやすさにつなげる、という

ものである。しかし「地域支援」自体は新しいものではなく、社会福祉協議会等で展開されてきたコミュ

ニティワークがこれにあたるだろう。むしろ新しさは循環という点にあるかもしれない。 

それでは、過疎地域におけるソーシャルワークの展開を考えた場合、どのようなことができるだろうか。

A 町の地域データ分析からみえてきた現実を示したい。ひとつは、一口に A 町といっても、中心部と周

辺部、各集落では生活状況に大きな違いがあるということである。そしてその違いには、医療・福祉サー

ビスのみならず、教育機関や商店など社会資源の配置が影響していると考えられる。さらにアンケート

調査の結果でも、生活上の不安は多岐にわたり、かつ中心部から遠い集落で高い数値を示していた。

一方で、社会福祉士等の専門職は中心部のみに集まっている。A 町でも、一部の介護保険事業所以外

はすべて Y 地区に集中していた。つまり、少ない専門職（専門機関）で状況の異なる地域の、多岐にわ

たる課題に対して働きかけることが求められているのである。 

また地域データ分析でも触れたが、住民の地域に対する認識が集落へと変化し、地域の課題を誰が

解決を図るのかという問いでも、集落の代表である自治会長が解決を図るという割合が増えている。Ａ

町の地域住民にとって、行政による集落への支援施策が展開されてきたことで集落への認識が強まり、

さらには解決する単位としても認識するように変化したのかもしれない。もしくは、これ以上生活上抱え

る課題を個人で解決することが出来ない、という認識の表れとみることも出来る。この結果は、地域住民

がとらえる地域の範囲や、課題解決への意識という視点からみることもできるが、もう一つの視点として、

地域の状況は変化していき、住民の意識は変化していくということである。この変化にソーシャルワーカ

ーはどう対応できるのだろうか。 

高野（2018：18-19）は、都城市・茅野市・三鷹市での調査結果を通して、それぞれの地域住民が認

識する主観的な地域には共通した傾向はみられなかったものの、具体的な活動を行うための圏域（支

え合い活動をする地域の範囲）は町内会・自治会・自治公民館といったより狭域の空間的範囲が支持さ

れていることがわかると述べている。さらに地域住民がとらえている地域圏域と相談窓口や拠点が配置

される圏域とは必ずしも一致していないと指摘した上で、「サービス提供の効率性を考慮し設定された

圏域と、地域住民が支持している地域圏域とは、実際に重なってはいないが、両者を一致させた方が、

地域住民による地域福祉活動への参加促進や継続性にとって効率的であるかどうかは、ひとつの論点

として検討されてよいだろう」と述べている。筆者もこの点について同感であり、地域住民による活動へ
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の参加に対する圏域との関連、さらに活動の継続性や変化に着目していくことが肝要であると考える。 

過疎地域では資源が限られているため専門機関等が対象とする範囲が広く、より集落単位での相互

支援機能が求められる。しかしながら人口減少・高齢化が進む集落では住民同士の相互支援機能だけ

では課題解決に限界があり、集落で挙げられる課題も上下水道や産業振興に関するものなど、集落だ

けでは解決できないものも多い。ソーシャルワーカーは地域の現状や住民の意識、そして専門機関の

空間的なズレを知り、さらに変化していくということをふまえて地域住民が抱える課題、地域課題解決に

向けて取り組む必要があるのではないだろうか。 

 

（２）地域のソーシャルワーカーズとして 

次に、数少ない専門機関にいるソーシャルワーカーが、多岐にわたり、そして変化していく地域に対

してどのように働きかけていけばよいだろうか。（１）で述べたように、特に過疎地域において住民に身近

な範囲である集落に着目すれば人員的に非常に厳しい現実がある。菱沼（2012:33,41）は、これまで

の研究においても今日の福祉専門職による実践においては個別支援に比べて地域支援に関する実践

の弱さが指摘されていると述べ、福祉専門職が担当する圏域の広さや地区担当制の有無等の影響に

ついて実証的に検討されてこなかったと指摘している。 

Ａ町の聞き取り調査では、住民がそれぞれにとっての身近な生活圏域や集落など思い入れのある住

民同士で行う、自主的な活動にも触れることが出来た。例えば、通常のサロンの実施に加え独自の体操

を実施する。サロン自体も住民同士のおかずの持ちよりや送迎、日帰り旅行を企画するなど多様である。

ほかにも、個人的な住民同士のつながりの中でお茶のみの場を設ける。友人同士で集まり手作りバッグ

の制作・販売や、公民館等での居酒屋や地場産品の販売を検討するなど、地域住民自らの想いがあふ

れる主体的な活動の芽があった。ソーシャルワーカーとして、この住民の想いを尊重した支援が展開で

きないだろうか。小松（2016：45）は、地域包括ケアシステムの構築における過疎地域の固有の課題を

検討し、中間支援機能が必要であると指摘している。そして、地域の実情に合わせた設計図を描き、そ

の具現化のために活用できる制度をみつけ、場合によっては複数の制度を組み合わせていくプロセス

であり、「地域の独自の形を受け入れるための設計図と制度とを媒介する機能が、中間支援機能として

必要になる」と述べている。筆者も、ソーシャルワーカーには、直接住民や集落に人やお金を配置する

だけでなく、Ａ町の現状を分析し、地域の実情に合わせ必要に応じて制度を活用する。地域課題解決

に向けた課題の交通整理など「中間支援機能」が求められていると考えている。そしてそれは、地域住

民の意識の変化や地域自体の変化に伴走していく伴走型の支援でなければならないだろう。 

ではそれを担うソーシャルワーカーは、どこの誰なのか。社会福祉協議会や地域包括支援センター、

行政職員をソーシャルワーカーとしてその機能を付与すべきであろうか。筆者は、限られた専門機関や

特定のソーシャルワーカーにさらなる責任を負わせるのではなく、過疎地域の特性である数少ないソー

シャルワーカーらが、専門職として当該地域をアセスメントし、ニーズを明らかにしたうえで、支援内容を

検討していくチーム：ソーシャルワーカーズとしての取り組みに期待したい。資源の多い都市部などに

おいては資源間の調整やネットワークづくりを行い、連携・共同していくことで体制づくりが可能かもしれ

ない。しかし過疎地域においては、社会福祉協議会や行政に社会福祉士がいない、ということも十分考
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えられ、居宅介護支援事業所のケアマネジャーが社会福祉士等を基礎資格としていない場合もあるだ

ろう。地域におけるソーシャルワーカーズには、その場しのぎの単発的な施策を講じるのではなく、地域

や住民の変化を含め、継続的に関わり続けることが求められる。地域で子どもを育てていた夫婦が、親

の介護を担うようになり、やがて自分たちも介護が必要になる。その過程は、資源が潤沢でない過疎地

域からこそ見続けることができるのではないか。そしてそれは、ひとりのソーシャルワーカー、ひとつの機

関が行うのではなく、地域の福祉施設や医療機関にいる、行政（地域包括支援センター）にいる、社会

福祉協議会にいるソーシャルワーカーらが所属先を超え、チームとして地域住民とともに当該地域を真

ん中において検討し継続的に関わりながら取り組めるのではないだろうか。 

 

（３）ソーシャルワーカーによる地域アセスメント  

最後に、Ａ町のデータ分析を通じ、過疎地域においてソーシャルワークを展開するソーシャルワーカ

ーらにとって、最も必要だと考えたのが、地域アセスメントである。川上（2017：2）は、地域アセスメント

を「適切な関わり（対応）を行うために、対象から得られた様々な情報を分析すること」と定義している。

本稿では、この川上の定義をもとに、「ソーシャルワーカーが(対象である)地域から得られた様々な情報

を分析すること」として考えたい。 

Ａ町データ分析を振返ってみると、町全域、中心部と周辺部、集落ごとに状況や認識が異なっていた。

例えば、人口減少という 1 つの事象を取り上げても、Ａ町全体としての人口減少ということだけでなく、

周辺の基礎集落に位置づけられる地域の人口減少が町全体の人口減少につながっているということが

明らかになった。さらには、減少率や減少するタイミングが集落によって異なり、人口は減少しているが

世帯数は大幅に減少していない集落、人口・世帯数ともに減少している集落など、時間の経過でみると

バラつきがみられた。また地域での生活上の不安や集落ごとの住民活動においても表れ方は異なり、

例えばほとんどの集落で季節ごとの催し、神社等の祭礼や清掃・美化活動などが行われている一方、

担い手不足により行事を継続することが困難となり実施されなくなった集落もあった。全ての集落で実

施されているサロン活動でも集落ごとに方法や回数などの運営状況が異なっていた。つまり、地域アセ

スメントはＡ町全体の高齢化率や人口構造、資源の有無や歴史などを明らかにしただけではとらえられ

ないということである。 

過疎地域では、地域包括支援センターが地域に 1 箇所という市町村や、小中学校の統廃合などもす

すみ、地域包括ケアシステム構築の範囲である日常生活圏域を設定せず市町村全域を一つとしてとら

えられることも多い。しかしながら、過疎地域においては地域の成り立ちや地域の実情を鑑みても、市

町村全域では地域をとらえきれるとは言い難い。ソーシャルワーカーは、当該地域がどのような地域で

あるのか、町全域はもちろん、地区・行政区・自治会や集落など、重層的に地域をとらえることが必要で

はないだろうか。川上も「地元地域の問題把握・原因分析・必要性判断も行わないままに、先進地の成

功事例をコピーする“結果模倣型地域福祉”“金太郎飴型地域福祉”が蔓延しているのではないか」と

指摘している。ソーシャルワーカーには、地域住民の声に耳を傾け、地域での暮らしをよく見て、さらに

地域に関わる量的・質的データ、人口統計・テーマを絞った調査結果など、複数のデータを組み合わ

せることでこそみえてくるものがあるだろう。ソーシャルワーカーには、場当たり的に行う専門援助ではな
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く、アセスメントに基づいたソーシャルワークの展開が求められる。 

ただ高木（2016：37-38）が指摘しているように、コミュニティソーシャルワークは、個別支援と地域支

援を一体的に進める点に特徴があり、その支援展開は、個別アセスメントのみならず、アウトリーチによ

る潜在的なニーズの把握、地域アセスメントの視点があると述べている。しかし実際に地域アセスメント

で例示されている把握すべき項目は一定の共通認識は図ることができるものの、その項目をどのように

読み解くのかという解釈や活用方法については記述が少なく、実践者や住民に委ねられてしまっている

現状があると指摘している。さらに、過疎地域にある専門機関は町の中心部に集中していたり、そもそも

町に 1 ヶ所である場合も多い。そのため、担当する圏域の広さによるズレが存在するだけでなく、地域ア

セスメントも地域への働きかけもそこにいるソーシャルワーカー個人の判断に委ねられている。つまり、

当該地域にいるソーシャルワーカー（所属する専門機関の考え方）によって、地域に対するアセスメント

の方法や見立て、そしてどのように地域支援を進めていくかについても全く異なるということである。気

付くところは気付き、やれるところはやり、そうでないところはしない（できない）、ということである。地域

アセスメントをどのように行うのか、地域アセスメントを基にしたソーシャルワークをどう展開するのか、今

後も引き続き検討していきたい。 

４．おわりに

 本稿は、Ａ町の実際の地域データを分析することで、過疎地域におけるソーシャルワークとは何か、ソ

ーシャルワーカーに何ができるのかを明らかにしたいと考えた。明確な結論がでたとはいえない。 

全国の約 6 割の面積を占める過疎地域における人口減少は、さらなる人口密度の低下につながり、

一人あたりの活動量の増加や担当する範囲の広さに直結する。自分たちが暮らす地域の課題とはいえ、

課題解決の仕組みは、今いる住民同士で…という単純な話では解決しないのではないだろうか。一方

で専門職が地域を把握できる範囲は限られ、少ない専門職が広範囲かつ変化していく地域のニーズを

すべて充足することなど現実的ではないだろう。ソーシャルワーカーをはじめとする専門職だけで地域

の課題を解決するのではなく、地域住民にのみ地域の課題解決を委ねるのでもなく、そこで暮らす地域

住民と共に展開することが検討できないだろうか。その上でソーシャルワーカーは何ができるのか、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。 

※本研究は、2011-2014 年度科学研究費補助金基盤研究（B）「地方における住民参加型介入の社会

関係資本醸成に及ぼす効果に関する実証的研究」（研究代表：中田知生）2016−2018 年度文部科

学省科学研究費補助金基盤研究（B）「過疎地域における住民自治組織の公共サービス提供プロセ

スに関する研究」（研究代表：中田知生）の研究の一部である。 
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注

1）A 町には複数の地域区分が存在するが、提示した公民館・集落・行政区・地区はすべて

A 町の行政機関から示された区分である。3 地区は A 町の歴史を紐解くと町制がしかれた

当初から区割として存在し、尋常小学校が当該 3 地区に設置されてきたことにさかのぼる。

また、A 町は真ん中に国道と鉄道が通り、X・Y・Z 地区がその道に沿って集落のまとまり

をもっている。行政は現在もこの 3 地区を一つの地区割として施策を講じ、集落支援員は

これら３地区に専従で 1 名ずつ配置され地区毎の祭りや意見交換やとりまとめなどをおこ

なっている。現在は、単位町内会（自治会）をまとめる連合町内会のような位置づけであ

る。

A 町の「集落支援金」は集落支援施策の一つである。集落支援金は年間一定額を集落に

直接交付するもので、設立当初は教育委員会の管轄で行われていた。そのため配布単位が

社会教育施設である公民館単位となった。公民館は集落とイコールではないが、いくつか

の集落で使用できる地域の活動拠点として位置づけられ、住民にも根付いている。

2）集落類型（基礎集落・基幹集落・中心集落）には明確な定義はないが、主に国土交通省

や総務省が用いる類型である。本研究では、総務省地域力創造グループ過疎対策室「過疎

地域等における集落の状況に関する現況把握調査」における定義を使用した。A 町の集落

特性を表す一つの指標としても使用できうるものとして考えている。

・基礎集落：地域社会を構成する最も基礎的かつ原単位的な集落のことを指す。概ね世帯

数が少なく、中心集落までの距離が大きい集落が多い傾向がある。

・基幹集落：基礎集落の分布の中にあって、住民の日常生活上、集落間の要となって存在

している集落を指す。主として谷筋の分岐点やその他交通上の要所となるような地域に

分布する傾向がある。

・中心集落：地域の中心的な集落であり、基礎・基幹集落の上位に位置づけられ、古くか

ら地域の要所となっていた集落であり、役場等の行政機能、事業所等の集積がみられる

集落を指す。

3）A 町では、行政職員による集落ごとのデータ集計が行われており、2016 年には地域福

祉計画策定にかかわり、集計されている。筆者は地域福祉計画策定プロセスの一部に参加

し、「集落の現状と課題」としてまとめられたデータを入手した。また 2015 年以降に A 町

の行政職員らが集落を個別に担当する集落担当者制度が導入され、A 町では集落担当者が

集落の現状を見聞きし、分析（点数化「集落将来ビジョン策定にかかわる聞き取り点数」）

をまとめた。すべての集落での実現はできていないが、集落担当者と住民らによる集落将

来ビジョンの策定も進められている。

4）2010 年の調査「信頼・おつきあい・参加に関するアンケート」は、A 町の地域福祉計

画策定に関連して 2 つの大学と A 町の共同実施で行われた調査で、A 町在住の 20 歳以上

の男女に対して、行政区で層化された 2 段階の無作為抽出により 1015 名を選び配票し、

民生児童委員によって回収された。回収率は 76％（771 票）であった。2015 年の調査「地
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域活動評価に関するアンケート」は、筆者も研究協力者として参加した科学研究費助成研

究プロジェクトによる調査として、行政区で層化された 2 段階の無作為抽出により 916 名

を選び配票し、保健衛生連絡員により回収された。回収率は 88.9％（814 票）であった。 

2014 年と 2019 年に実施した集落に対する聞き取り調査については、2015 年の調査同

様、研究協力者として参加した科学研究費助成研究プロジェクトにおいて、行政によって

選定され、承諾を得られた 8 集落に対して聞き取り調査を実施した結果である。  
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研究ノート  

 

片手操作可能な車いすによるライフスペースの広がりについて  

―その１  行動例とヒアリング調査―  

 

齊藤 徹 （北翔大学短期大学部名誉教授・ 

北翔大学北方圏学術情報センター学外研究員） 

 

要旨  

一般的な車いすの使用者は両手で車いすを操作しなければならず、走行時に片手で物を持つの

は困難である。片手でも操作できる車いすが実現すれば、左右どちらかのハンドリムを片手で操作し

ながら、傘をさしたり、介助なしで食事の配膳をしたり、掃除機を動かしたりできるようになる。その結

果、自分でできる行動が広がり、自立支援や QOL の向上につながると考えられる。 

このような考えから、片手で操作できる車いすを試作して、福祉分野の専門家と車いす使用者に対

しヒアリング調査を行い、今後の実用化に必要な課題を明らかにするとともに、片手操作による行動

がライフスペースの広がりにつながることを確認するのが本研究の目的である。 

 片手操作による行動として、前後の移動、直進走行、左右交互に操作する走行を基本に、家庭生

活における手を使う行動、職場生活において書類を運ぶなどの行動、運動・スポーツ活動において

ボールを扱う行動などの例を想定して、ヒアリング調査を行なった。 

ヒアリング調査の結果、専門家と車いす使用者からは、外出機会や室内での生活活動の拡大、ライ

フスペースの広がりが期待できるとの意見を得た。試作機の試乗者からは、ハンドリムの操作は想像

よりも重くないとの感想も得られたが、一方で軽量化と操作性に改善課題があるとの意見があった。

今後、これらの知見をもとに、モニター用車いすの製作とモニター調査を行う。  

 

キーワード  片手操作車いす 生活行動 ライフスペース 

 

１．はじめに  

（１）背景  

ノーマライゼーション社会の実現のため、さまざまな福祉用具が使われている。車いすはその代表

例の一つで、使用者の生活行動を支え、自立支援や QOL の向上に役立っている。 

本研究を行う契機になったのは、パラリンピックで車いす選手が車いすにアタッチメントを装着し、

そこに国旗や聖火トーチを固定して両手で漕ぐ行進を映像で見たことである。選手が国旗や聖火トー

チを自らの片手に持って行進できるようにしたいと考えた。左右のどちらかの手で漕いで走行できる

車いすが実用化されれば、もう一方の手が自由になり、上記の行動は無論のこと、日常の生活におい

てもさまざまな行動が可能になると予想される。従来の自走式車いすを長期間あるいは入院等で一

時的に使う人（以下、車いす使用者という）にとって、外出機会や室内活動などが拡大され、結果的
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に生活機会を含め生活空間（以下、ライフスペースという。1 章 2 節②参照）が広がることが考えられ

る。                                                   

 

（２）本稿の用語について  

本稿で使う用語について説明する。 

①  片手操作可能な車いす 

一般に使われている両手操作の標準型車いす（寸法調整できるモジュール型も含め）に対し、片

麻痺の人のためにダブルリム型とレバー型の片手操作用車いすがある。本稿では、図 1 に示すように

両手でも漕げて、必要な時には左右どちらかのハンドリムを片手で漕ぎ、もう一方の手が自由になる

車いすを、「片手操作可能な車いす」とする。図中の赤色と青色の表示は、各車輪と、その車輪を駆

動するハンドリム・車輪間回転軸を示す。 

この車いすは、標準型車いすと片手操作用ダブルリム型車いすの仕組みを合体させたものである。

両手でも左右どちらかの片手でも、ハンドリムを操作して、直進、後退、右折、左折、旋回、停止がで

きるように考案した。また、ユニバーサルデザインを意識して、両手が使える人、両手の力に差がある

人、片麻痺の人などに共通して使えるようになっている。病院、公共施設、商業施設などでの貸出の

用途も想定する。 

左右どちらかの片手で漕ぐことができるともう一方の手が自由になり、傘をさしたり、介助なしで食

事の配膳をしたり、掃除機を動かしたりと、自分でできる行動が広がる。これが、ライフスペースの広が

りにつながると考える。実用化されれば、単に使い勝手の幅が広がるという利便性だけでなく、一方の

手を走行時の操作から解放できることによる開放感や自由感が得られることも予想される。 

 

 

②  ライフスペース  

 筆者は生活者の移動の軌跡を集積した場が生活空間であると考えた。本稿では、ライフスペースと

は、従来の生活範囲に留まらず、生活していく上での多様な行動が可能になることで将来の生活機

会が拡がる概念とする。 

 福祉分野におけるライフスペースという用語は、アメリカのライフスペースアセスメントという測定法に

由来する。ライフスペースアセスメントとは、アラバマ大学の Peel（2005）らによる Aging Life-

Space Assessment （LSA ）の研究で提唱された。日本理学療法士協会では、日本版「Life-

Space Assessment の測定」として導入し、個人の生活における移動を評価する指標にしている。  

図１  各種車いすと片手操作可能な車いす 
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そこで設定されている 6 段階のライフスペースレベルの名称と、その構成を示す説明図（図 2）を参

考にした。ライフスペースレベルは、0「寝室」、1「住居内」、2 玄関の外や庭などの「居住空間のごく

近くの空間」、3「自宅近隣」（800m 以内）、4「町内」、5「町外」（16km 以上）と規定され、頻度が週

何回か、自立状態はどうか、補助具や特別な器具の使用の有無や他者の助けの有無はどのようにな

っているかを数値化している。 

Life-Space 0   Bedroom「寝室」 

Life-Space 1   Home 「住居内」 

Life-Space 2   Outside 「居住空間のごく近くの空間」 

Life-Space 3   Neighborhood 「自宅近隣」 

Life-Space 4   Town 「町内」 

Life-Space 5   Unlimited 「町外」 
 

 地域福祉の専門家から助言された「障がい者や高齢者のライフスペースについては、運動・スポー

ツ＋家庭での移動＋職場生活の三位一体的な展開が展望できるようにする」ことに留意して、研究対 

象を家庭生活、職場生活、運動・スポーツ活動の 3 分野とする。 

ライフスペースが広がるとは、行動が低いレベルから高いレベルに移行するだけでなく、それぞれ

の領域で多様な行動の可能性が増えることと捉え、図 2 を参考に、車いすの普及によって車いす使

用者のライフスペースが、どう広がってきたかを次のように考察する。 

図 3 に示す通り、車いすを利用することによって使用者は「寝室」から「住居内」、玄関の外や庭な

どの「居住空間のごく近くの空間」、さらには「自宅近隣」まで、家庭生活でのライフスペースを獲得す

る。移動できる車両が開発されたことで、職場生活でのライフスペースへと拡大する。さらにスポーツ

用車いすが開発され、運動・スポーツ活動のライフスペースへと広がっていく。また、片手だけで操作

図２ ライフスペースレベル 出所：「Life-Space Assessment の測定について」２）の図

を元に加筆作成 

図３  車いすによるライフスペースの広がりを示す概念図 
※ライフスペースレベル (図 2 )を参考にして筆者が作成  

片手操作車いすによる 

家庭生活 
職場生活 

運動・スポーツ活動

 
 

 

凡例      ： ライフスペース 

          : 車いすによる広がりを示す 
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する片手操作車いすの開発により、片麻痺の人のライフスペースも広がってきている。このように制約

はあるものの、車いす使用者は生活の場を拡大してきている。 

誰もが普通に生活できるノーマライゼーション社会を理想のライフスペースとして考えると、逆に、

図 3 の楕円で囲った線の外側が、まだ行動を獲得していない部分と見ることができる。新たな車いす

の開発によって今まで獲得していない行動ができることを、ライフスペースのさらなる広がりとして捉え

ることができると考える。 

 

（３）倫理的配慮  

本研究の実施にあたっては、日本社会福祉学会研究倫理指針の定めを順守して行う。  

本稿の車いす使用者に対するヒアリング調査では、自ら自動車を運転できる 20 代から 50 代の学

生・社会人を主な対象者として、残存能力の少ない高齢者を対象外とした。ただし、不完全脊椎損傷

の 60 代の人は、短距離の歩行ができ残存能力がある程度残っていること、バリアフリーデザインにも

詳しいことから例外として対象者とした。ヒアリング方法では、試作した車いすの概要と行動例の写真

を取りまとめたリーフレットを提示・説明しながら試作機を概観してもらい、自由意見を聴取した。試作

機の試乗については、標準型車いすをベースにした試作機が対象者の体格に合わない場合がある

ことから、試乗希望のあった場合に限り対象者が使用している座面クッションを移し替えて、短時間の

走行とした。 

対象者は匿名とし、プライバシーに十分配慮している。次の研究段階におけるモニター調査の実

施では、所属組織の研究倫理審査会の審査を踏まえるものとする。 

 

（４）研究の目的  

前述の通り、片手操作可能な車いすは、両手および左右いずれかの手で操作できるので、走行時

の操作から片手を解放することができる。このことで生まれる多様な行動によってライフスペースが広

がる可能性を提案し、当車いすを実用化することが本研究の大きな目的である。 

本稿（研究サブタイトル：その 1 行動例とヒアリング調査）では、片手操作可能な車いすを考案し、

試作機を製作した。この試作機を用いて、福祉分野の専門家と車いす使用者に対するヒアリング調査

を実施し、行動例やそれに関わるライフスペースについての知見、および次の研究段階で行うモニタ

ー調査で用いる評価機の開発に必要な知見を得ることを目的とする。 

 

（５）研究のプロセス  

本研究は、研究プロセスの前半と後半に分けて、車いす開発からヒアリング調査までをその 1、モ

ニター調査のための評価機の製作から実用化までをその 2 とした。本稿はその 1 をまとめたものであ

る。 

その 1  研究計画→車いすの開発→試作機の製作→行動例の検討→ヒアリング調査  

その 2  評価機の製作→モニター調査→実用化  
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（６）先行研究  

これまでに工学分野において、車いすの走行性能、操作性、路面環境から受ける影響などについ

て多くの研究が行われているが、片手操作可能な車いすに関する工学的分野や生活行動について

の先行研究は見つからなかった。 

参考研究としては、片手操作車いす使用による身体的な負荷や操作性の比較研究と、両手・片手

切り替え操作のスポーツ用車いすの研究がある。 

①  各種片手操作車いすの比較研究 

植松（2000）は、片手片足で駆動した場合の標準型車いす、片手操作のダブルリム型車いすと数

種のレバー型車いすの比較研究を行った。それによると、操作性は標準型が高く、片側に取り付けら

れた駆動レバーで操作するレバー型、ダブルリム型の順で低くなっている（植松 2000：622）。ダブ

ルリム型は二重のハンドリムを持ち替える操作の煩雑さによる低能率性が、操作性低下の原因と指摘

されている注１）。ハンドリムの形状に課題があると考えられるが、その後、このハンドリムの形状が改善

された市販品は出ていない。本稿の片手操作可能な車いすもダブルリム型の駆動の仕組みを参考に

しているが、握り替えしやすいハンドリム形状にしている。 

②  両手・片手切り替え操作のスポーツ用車いすの研究 

塩野谷（2012）の「両手・片手切り替え操作競技用車いすの開発」において、「両手から片手によ

る駆動を行うことになることから、片手の出力も 2 倍になることが予想されたが」（塩野谷 2012：101）、

「筋電図の測定の結果、片手駆動は予想よりも負担が小さいこと」（塩野谷 2012：103）が確認されて

いる注２ )。  

 

２．片手操作可能な車いすの考案  

（１）車いすの仕組み  

特許を取得した当試作機は、車いすの両側に外側・内側の二重のハンドリムを備え、内側のハンド 

写真１ 試作機とハンドリムの握り方 図４ 片手操作可能な車いすの仕組み（背面側） 

 
 

・両側に二重のハンドリムと、車輪間に連結回転軸を備え、

右側の内側のハンドリムの回転（青色）が左側の車輪側（青

色）に伝達する。赤色はその反対方向を示す。 
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リムの回転が反対側の車輪に伝達される仕組みである（図 4）。標準型の車いすをベースに新規の車

輪とハンドリムを取り付ける機構であるため、使い慣れた車いすにこれを取り付けることもできる。また

両輪間の連結回転軸は着脱できるので、車いすを折りたたむこともできる。 

試作機は、リサイクルの車いすの部品と規格の金属部品を用いて加工製作したものである注３）。 

 

（２）ハンドリムの握り  

ハンドリムには三つの握り方がある。写真 1 の A は、直進するために内側と外側の二重のハンドリ

ムを一緒に握り回すことで、両輪を駆動する操作を示す。B は、外側のハンドリムを回すことで、ハン

ドリムと同じ側の車輪を駆動して曲がる操作を示す。C は、B の側と逆方向に曲がるために内側のハ

ンドリムを回して反対車輪を駆動する操作を示す。 

 

３．行動例  

（１）片手操作による基本走行と交互走行  

標準型車いすと片手操作可能な車いすの走行の違いを図 5 に示す。図 5 の走行モデルの左側の

図は両手による操作、右側の図は片手による操作である。標準型車いすは両手操作になるが、片手

操作可能な車いすは、標準型車いすのような両手操作と片手操作の両方ができる有利性がある。こ

れらの基本走行を次の①から③で説明する。また、応用操作としての交互操作走行を④で説明する。  

図５ 標準型車いすと片手操作可能な車いすの基本走行（左図は両手操作、右図は片手操作） 

※赤色：右手操作による走行 青色：左手操作による走行 
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①  前後の移動 

1m 前後から数 m 程度までのわずかな移動での走行である。標準型車いすでは、わずかに前進、

または後退する際に、何らかの作業の手の動作を一度止めて両手で操作する必要があるが、片手操

作可能な車いすは片手で移動できるため、もう一方の手の動作を継続しながら走行できる利点がある。 

②  直進走行と右左折走行 

標準型車いすでは両手を同じように動かすと直進走行し、片手のみを動かすと反対側に曲がること

ができる。一方で、片手操作では手に物を持って片手で直進走行も右左折走行もできる。 

③  旋回走行 

両手での旋回時にはピボットターン（車輪間中央を軸に最小回転半径で旋回）ができるが、片手操

作では、片側のブレーキをかけてやや大きな回転半径の旋回になる。 

④  交互操作走行 

片手操作でできる走行の応用として、手を交互に動かす交互操作走行が想定できる。何度も漕ぐ

直進走行で、主に「居住空間のごく近くの空間」や「自宅近隣」での距離のある移動に用いられる。 

図 6 に示す通り、標準型の車いすは、直進時に両手を同時に使う。その際、体幹を屈曲させて走

行する場合がある。もし片手を交互に使うと、車いすはふらつき走行をしてしまう。一方、片手操作可

能な車いすは、片手で安定して直進できるので、交互に漕いでも直進走行を続けることができる。歩

く時に手を交互に振るように、自然な走行といえるのではないかと考える。 

メリーランド大学の Rodgers は、「体幹を屈曲する漕ぎ方は、痛みを伴う上肢損傷を引き起こす可

能性がある注４）」と述べている（Rodgers 2000：293）。両手同時操作走行は、体幹を屈曲して一度

に推進力をハンドリムに与え、その加速の繰り返しで走行する。一方、片手交互操作走行では、体幹

を屈曲させずに小刻みに推進力をハンドリムに与え、慣性を維持しながら走行する。筆者の走行体験

では、体幹屈曲を使った両手同時操作走行よりも、片手操作可能な車いすによる片手交互操作走行

の方が、いくらか負担が少ないと実感した。この点については、今後のモニター調査で具体的に検討

する。 

標準型車いす  両手同時操作走行  

 

片手交互操作走行  

 

片手操作可能

な車いす  

 

 

 

図６ 標準型車いすと片手操作可能な車いすの基本走行 
※赤色：右手操作による走行 青色：左手操作による走行 
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（２）家庭生活における行動例  

ライフスペースレベル 1 である「住居内」での行動例として、一方の手に物を持ちながら当試作機

を片手で操作して移動する様子を写真 2 に示す。なお、写真 2〜4 中の矢印は、図 4 の表記内容と

対応している。 

 

①  トレイを運ぶ（写真 2a） 

料理を台所から食卓まで運ぶ際に、膝上に配膳トレイを置き、トレイに手を添えて安定させながら

移動するシーンである。標準型車いすでは膝の上にトレイをのせて、ずり落ちないか気にしながら運

ぶ場合があり、肘掛けにアタッチメントで固定する車いす用の配膳トレイが市販されている。 

②  スマホを持つ（写真 2b） 

室内でスマホを持ちながら移動するシーンである。標準型では通話しながら走行に移るのは難しく、

肘掛けに取り付けるスマホ用のグリップホルダーとイヤホンマイクを使用する。 

③  本を運ぶ（写真 2c） 

本などの小物を手に持って運ぶシーンである。標準型では膝上に小物を置いて、手を添えずに運

ぶ。 

④  飲み物を運ぶ（写真 2d） 

わずかな距離ではあるが、飲み物を運ぶシーンである。標準型では肘掛けや前部フレームに取り

付けるカップホルダーが市販されている。 

⑤  掃除機を動かす（写真 2e） 

掃除機を片手で取り出し、運び、動かしながら移動するシーンである。標準型では一旦止まりなが

ら掃除機をかける。コードが邪魔になるのでコードレス掃除機を使うとの声がある。 

続いて、写真 3 に示したライフスペースレベル 1 である「住居内」から、ライフスペースレベル 2 の

「居住空間のごく近くの空間」、3「自宅近隣」、4「町内」、5「町外」に広がると想定される行動例を取

り上げる。  

⑥  散歩で手をつなぐ（写真 3f）  

手をつないで散歩に出かけるシーンである。標準型では、手をつなごうとするとお互いに引っ張り

あって力を加減しなければならない。ここでは、引っ張り合わず、横並びで直進できる。また、後ろか

ら車いすを押されながらの散歩より、外出を誘発できる可能性があると考える。 

写真２ 家庭生活における行動例（ライフスペースレベル 1「住居内」） 
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⑦  坂道をゆっくり登る（写真 3g） 

坂道の登坂は、通常両手を同時に漕いで勢いをつけて登る。片手操作可能な車いすの場合、この

シーンでは両手でゆっくり漕いだ後に片手で停止できるため、元の位置に手を持ち替えて、勢いをつ

けずにゆっくり登ることができる。 

⑧  傘をさす（写真 3h） 

傘をさしながら移動するシーンである。自動車を自ら運転する車いす使用者の場合は、駐車場から

建物まで片手で傘を持って走行できる。標準型では傘をささなかったり、レインウェアを使用したり、

傘を交互に持ち替えて片手で走行したり、傘を首と肩の間に挟んで両手で走行する人もいる。雨天

だけではなく日傘をさす場面も想定される。 

 

（３）職場生活における行動例  

 ライフスペースレベル 4 である「町内」での事例として、職場生活における行動例を写真 4 に示す。  

 

①  書類を運ぶ（写真 4i） 

打ち合わせテーブルまで資料ファイルを運ぶなど、書類を持って移動するシーンである。標準型で

は膝に載せて運ぶが、量が増えると崩れないように注意して運ぶ必要がある。 

②  冊子を運ぶ（写真 4j） 

写真４ 職場生活における行動例（ライフスペースレベル 4「町内」） 

写真３ 家庭生活における行動例（ライフスペースレベル 1「住居内」から 3「自宅近隣」へ広がる） 
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事務作業中に机から書棚に書類を運んだり、書棚から冊子を取り出し、戸を閉め、ハンドリムで向き

を調整しながら机まで運ぶシーンである。標準型では、冊子を持ったままハンドリムを操作したり、冊

子を膝や脇に置いて移動する。 

③  プリントを運ぶ（写真 4k） 

プリンターからプリントを取り出し、机まで運ぶシーンである。標準型では膝にプリントを置いて移動

するが、飛散する場合があり、注意を要する。 

④  飲み物を運ぶ（写真 4l） 

給湯コーナーから飲み物を持ちながら、家庭内より長い距離を移動するシーンである。 

 

（４）運動・スポーツ活動における行動例  

ライフスペースレベル 4 である「町内」の運動・スポーツ活動における行動例を示す。 

車いすスポーツの中で、ラケットやグローブを持たずに手でボールを扱うスポーツの一つに、車い

すバスケットボールがある。この種目は、スタートダッシュ、ターン、急激なブレーキ、瞬発的な加速な

どの複合的なチェアワークが必要である。スポーツ用標準型車いすでは、これらのチェアワークは基

本的に両手操作で行われる。片手操作可能なスポーツ用車いすが実用化できれば、片手でボール

を持ちながら、もう一方の手で両輪にブレーキをかけたり直進したりすることができ、相手にフェイント

をかけるプレーが増える可能性があると考える。 

以上、行動例を取り上げたが、今後実際の行動についてモニター調査が必要である。 

 

４．ヒアリング調査の結果  

（１）ヒアリングの方法  

2019 年 8 月から 11 月にかけて、試作機を持参して福祉分野の専門家と車いす使用者を対象と

した、聴取形式に基づく面接ヒアリング調査を実施した。調査内容は、試作機を使用しての片手操作

可能な車いすによる行動例を写真で示し、その有利性とライフスペースの広がりについての意見や感

想を聴取するものである。 

 

（２）ヒアリング対象者の属性  

①  専門家  

専門家は、地域福祉、理学療法、作業療法、医療、福祉のまちづくり、ユニバーサルデザインの分

野の大学勤務の研究者、リハビリセンター勤務の専門職（柔道整体師、介護福祉士（女性））の 8 名

（男性 7 名、女性 1 名）である。 

② 車いす使用者 

車いす使用者は、社会人 5 名（20 代から 50 代、うち車いすバスケットボール選手 2 名）、高齢者

1 名（60 代年金生活者）、学生 1 名の 7 名（男性）である。うち、自ら自動車を運転できる者が 6 名

である。介助者 1 名（30 代女性）も加わった。 
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（３）ライフスペースの広がりを示す区分の整理  

標準型車いすに対し片手操作可能な車いすのライフスペースの広がりを考察するにあたり、行動

例別に状況がさまざまであることが、ヒアリング調査を実施して明らかになった。そこで筆者の視点で、

表 1 に示すように、片手操作可能な車いすを使用することによって起きるライフスペースの拡大や移

動状況の変化を、LS（ライフスペースの略）に A から E までの符号を設定して区分する。 

ライフスペースの低いレベルから高いレベルに変わることは、明らかにライフスペースの広がりを示

す移動状況であり、LS-A とする。さらに、同じライフスペースレベル内に留まるが、他者の助けが不

要になる移動状況を LS-B、アタッチメントなどの補助具が不要になる移動状況を LS-C、物を持ち

替えるなどの補完動作が不要になる移動状況を LS-D、片手動作を続けながら新たに移動できる状

況を LS-E と、タイプ別に区分する。この区分を用いて、ヒアリング調査内容を整理する。  

表 1 片手操作可能な車いすによるライフスペースの広がりのタイプ別区分 

タイプ 区分内容 

LS-A 低いライフスペースレベルから、より高いライフスペースレベルに移動でき、このことによってライフ

スペースが広がる可能性がある 

LS-B 同じライフスペースレベル内であるが、標準型車いすで他者の助けを必要とする移動が、自力で

の移動に変わり、自力でライフスペースを広げる可能性がある 

LS-C 同じライフスペースレベル内であるが、標準型車いすでアタッチメントなどの補助具を必要とする

移動が、補助具を不要とする移動に変わり、自力でのライフスペースが広がる可能性がある 

LS-D 同じライフスペースレベル内であるが、標準型車いすで何らかの補完動作（手で物を持ち替える

など）を必要とする移動が、補完動作なしの移動に変わり、自力でのライフスペースが広がる可能

性がある 

LS-E 同じライフスペースレベル内であるが、標準型車いすで何らかの片手動作（駆動以外）を中断して

移動する状態から、何らかの片手動作（駆動以外）を持続しながら移動できる状態に変わり、新た

に自力でのライフスペースが広がる可能性がある 

※A から E までの符号は筆者が設定  

 

（４）ヒアリング調査の結果  

① 専門家および車いす使用者のヒアリング結果 

 専門家および車いす使用者のヒアリング内容を次頁の表 2 に整理した。基本走行と行動例を示し、

標準型車いすの使用から、片手操作可能な車いすの使用へと変わることで移動状況がどのように変

化すると考えられるかについて意見を収集し、要約した。 

表 2 の主な内容をまとめると、「f 散歩で手をつなぐ」、「g 坂道をゆっくり登る」、「h１ 傘をさす」は、ライ

フスペースの低いレベルから高いレベルに変わる移動状況（LS-A）であると考えられることが、それぞ

れ 1 名のヒアリング対象者から指摘された。 

また、同じライフスペースレベル内に留まるが、「②③直進走行と右左折走行」の手の駆動力に差が

ある場合や「a1 トレイを運ぶ」などは、他者の助けが不要になる移動状況（LS-B）に、「h2、h3 傘を

さす」ではアタッチメントなどの補助具や持ち替えるなどの補完動作が不要になる移動状況（LS-C、

LS-D）に、「d、l  飲み物を運ぶ」、「e 掃除機を動かす」、「k プリントを運ぶ」などでは、物を持ち替

えるなどの補完動作が不要になる移動状況（LS-D）に、「①前後の移動」、「運動・スポーツ活動」で
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は片手動作を持続できる新たな移動状況（LS-E）に変わることが、それぞれ 1 名から数名のヒアリン

グ対象者から指摘された。写真 5、6 にヒアリング調査時の体験場面を示す。  

表２ 基本走行と行動例別の車椅子比較とライフスペースの広がりのタイプについてのヒアリング意見のまとめ 

No. 
等 

基本走行と

行動例 標準型車いす使用 片手操作可能な車いす使用 タイプ別 

① 前後の移動 片手では制御しづらい 片手で移動可能（P 福祉のまちづくり） LS-E 
② 
③ 

直進走行と

右左折走行 
左右の手の駆動力に差がある条件

下では、他者の助けを必要とする（P
理学療法） 

力のある方の手で直進走行と右左折

走行可能（P 理学療法、作業療法） 
左記条件

下での

LS-B 
片手が怪我で使えない場合、移動

できないために他者の助けを必要と

する（U30 代） 

片手で移動可能（U30 代、P 柔道整

体） 
左記条件

下での

LS-B 
④ 旋回走行 可能 可能 該当せず 
⑤ 交互操作走

行 
可能 屋外での持続的な走行で移動可能（P

福祉のまちづくり、医療） LS-E 

a１ トレイを運ぶ トレイを安定して持てないため、他者

の助けが必要（U60 代） 
手を添えて移動可能（U60 代） LS-B 

a２ 交互にトレイを持ち替える補完動作

が必要（U 学生、U30 代） 
補完動作がなく移動可能（U 学生、

U30 代） LS-D 

b スマホを持

つ 
スマホを首と肩で挟む補完動作が必

要（U30 代） 
補完動作がなく移動可能（U30 代） LS-D 

c 本を運ぶ 膝上に置いて交互に手を添える補

完動作が必要（U30 代） 
手に本を持ち移動可能（U30 代） LS-D 

d 飲み物を運

ぶ（家庭） 
交互に飲み物を持ち替える補完動

作が必要（U30 代） 
補完動作がなく飲み物を持ち移動可

能（U30 代、介助者） LS-D 

e 掃除機を動

かす 
片手で交互に掃除機を持ち替えて

動かす（U30 代） 
交互に持ち替える補完動作がなく移

動可能（U30 代） LS-D 

f 散歩で手を

つなぐ 
一般に行われていない（P ユニバー

サルデザイン） 
外出を誘発する可能性がある（P ユニ

バーサルデザイン） LS-A 

g 坂道をゆっく

り登る 
一般に行われていない（P ユニバー

サルデザイン） 
外出を誘発する可能性がある（P ユニ

バーサルデザイン） LS-A 

h１ 傘をさす 雨天、日差しの強い日の外出を控え

る（U60 代） 
手に傘を持ち移動できるため、外出を

誘発する可能性がある（U60 代） LS-A 

h２ 傘を固定するアタッチメントを使用す

る（P ユニバーサルデザイン） 
手に傘を持ち移動可能（U30、50 代） LS-C 

h３ 傘を片手で交互に持ち替え、あるい

は首と肩で挟んだ（補完する）動作

が必要（U30、50 代） 

手に傘を持ち移動可能（U30、50 代） 
LS-D 

i 書類を運ぶ 厚みのある書類を運ぶ場合は、他者

の助けが必要（U20 代） 
厚みのある書類を運ぶ場合は、膝上

に置いて手を添え移動可能（U30 代） LS-B 

k プリントを運

ぶ 
持参したクリアファイルに入れて、膝

上で上着の裾に差し込み落ちないよ

うにする補完動作が必要（U30 代） 

プリントを持ち移動可能（U30 代） 
LS-D 

l 飲み物を運

ぶ（職場） 
片手で交互に飲み物を持ち替える

補完動作が必要（U30 代） 
飲み物を持ち移動可能（U30 代） LS-D 

－ 運動・スポー

ツ活動 
移動しながら片手でバスケットボー

ルプレイやダンス演技が困難（P 理

学療法） 

プレイや演技をしながら移動可能（P
作業療法、U30 代） LS-E 

※P は専門家、U は車いす使用者 
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②  ヒアリング調査で得られた試作機の改良やモニター調査などに参考となる知見 

専門家（理学療法、介護福祉）からは、多くの高齢者には認知機能の低下がみられるため試作機

の操作が難しく、簡便化に向けた改良が必要になるとの意見を得た。 

交互操作走行に関連して、一般に足の交互走行には脊髄に走行の指令を司る原始的な中枢（セ

ントラル・パターン・ジェネレーター）があるという知見があり、手にも同様な交互運動のパターンがあ

るかもしれないという指摘（専門家：医療）もあった。 

体験走行を行った車いす使用者からは、走行が思ったよりスムーズで軽いという感想（使用者：学

生・30 代・60 代）を得た。一方、試作機の改良課題としてハンドリムのサイズは体格・男女別に握りや

すくすること（専門家：地域福祉）、試作機の内側ハンドリムの回転遊び（駆動機構、連結回転軸のガ

タ付き）をなくすること（専門家：ユニバーサルデザイン）、指の皮がハンドリムの間に挟まらないか心

配であること（使用者：30 代）、試作機のハンドリムを改善してわずか

な手の操作でハンドリムを選択できるようになれば、使い勝手が良くな

る（使用者：30 代）などの意見があった。 

数名の車いす使用者から、試作機が標準型に比べ 5kg ほど重いと

の指摘があった。使っている標準型車いすと同じような形状で、簡便

な操作の仕方（一つのハンドリムを握りながら、指の操作）で両輪や反

対車輪を動かせることができる車いすが開発されたら、使ってみたい

という意見（使用者：30 代）もあった。使用者（60 代）から、軽量化、

適正な価格、身体負担の軽減、スムーズに操作できる手軽さが重要

であるとの指摘があり、今後の試作機の改良の課題が明らかになっ

た。 

普及のためには、福祉機器の給付制度や保険制度でのリハビリ訓

練に適用されることが重要である（専門家：リハビリセンター勤務）との

貴重な提言があった。 

また、飲み物が入った紙コップを手で持てないため、口でくわえて

運ぶことがあること（介助者）、車いすバスケットボールでは競技規則

の兼ね合いがあるが、強力な武器になるプレーが増える可能性があ

ること（使用者：30 代）、近年増えている農福連携で車いす使用者が

農場やハウスで働く際に試作機が使える機会があること（専門家：福

祉のまちづくり）などの意見を得た。 

 

５．まとめと課題 

（１）まとめ  

3 章の行動例と 4 章のヒアリング調査から、車いす使用者にとって、片手操作による新たな行動の

可能性が示唆された。散歩で手をつなぐ、坂をゆっくり登る、傘をさすなどの行動ができることで外出

を誘発すること、家庭生活や職場生活で物を持ち替えることなく移動できること、運動・スポーツ活動

 
写真６ ヒアリング調査 

（車いす使用者） 

 
写真５ ヒアリング調査 

（専門家） 
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で新しいプレーができることが想定できる。このことから、現状の両手操作から片手操作に変わること

で新たなライフスペースへと広がることが展望できる。これを概念的に表したのが図 7 である。図 3 の

青い楕円の標準型車いすによる広がりから、赤い楕円の広がりに拡大していく可能性をイメージした

ものである。図中のアルファベットは、写真 2〜4 の行動例を示している。  

今回のヒアリング調査によって、片手操作可能な車いすが自立支援と QOL の向上などに寄与す

る可能性と、次の段階の研究に必要な試作機の改良点が明らかになった。 

今後は、モニター調査の被験者を選び、実際に生活現場でモニター機を使用する状況を調査する。

片手操作可能な車いすが標準型に比べどのくらい有利であり、ライフスペースがどのように広がって

いるのかを具体的に検証する作業となる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）今後の課題  

ヒアリング調査の結果、試作機はできる限り軽

量化し、握りやすいダブルハンドリムにして操作を

簡便にする必要性が判明した。今後、図 8 のよう

にハンドリムの形状を改良した評価機を製作し、

安定性、利便性、走行性、快適性などの検討を実

施する。さらに、モニター調査で実際の生活環境

での使い勝手の評価と感想を収集し、実用化に向

けて検証する。 

 

付記   

本稿は、2019 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

たものである。研究計画の助言およびヒアリング調査にご協力いただいた専門家の方々、車いす使

用者の方々ならびに試作機の部品提供に協力くださった江別市社会福祉協議会に厚くお礼申し上

げます。 

 

図８ ダブルハンドリムを一つの円形にする案 
※ a：反対側の車輪を駆動するハンドリム 

b：はハンドリム側の車輪を駆動するハンドリム 

左図：ハンドリム a と b を握って両輪を駆動し直進する 

右図：b のみ握って対応する車輪を駆動して右左折する 
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交互操作走行 

家庭生活 

職場生活 

運動・スポーツ活動 

 

 

片手操作走行 

fgh 

abcde 
fgh 

凡例     ：車いすによる生活の広がりを示す 

        ：新たな行動例 

          ：広がると期待するライフスペース 

図７ 片手操作可能な車いすによるライフスペースの広がりを示す概念図（図 3 に対応する） 
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注  

1）植松（2000）の研究は、走行コース上での健康男子の運動負荷比較（速度、酸素消費量など）と 

高齢車いす使用者の操作習熟性比較を行っている。  

2）塩野谷（2012）の研究は、駆動における生体負担（筋電図測定）、走行速度、推進パワーなどを、  

両手駆動型、片手駆動型のグループで比較している。両手でも漕ぐが、ラケットを持たない片手で  

漕ぎ、急発進、急停止などができ、プレーの幅が広がるスポーツ競技としてテニス、バドミントン、ボ

ーリングなどをターゲットにした車いすである。この例は、従来の片手操作車いすを基本として、車

輪をハの字にして、一方の側に二重のハンドリム、反対側に一つのハンドリムをつけ、一方の側か

らだけ両輪を操作できる点、本稿の片手操作可能な車いすの仕組みとは異なる。 

3）本稿の試作機作りには、江別市社会福祉協議会から廃棄予定の車いすの部品提供の協力を受け

た。 

4）Rodgers（2000）の研究は、ハンドリム推進力、酸素摂取量、筋電図、疲労度、血中酸素比率など

を、体幹の屈曲と非屈曲のグループで比較している。  
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マ大学バーミンガム校）の研究）,  Physical Therapy, Volume 85, Issue 10, 1008-1019, 

2005  
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調査・実践報告 

 歌志内市における地域の支え合いについて 
―孤立を防ぎ安心して暮らせるまちづくり― 

 

 吉田 拓未（歌志内市役所保健福祉課） 

 

キーワード： 地域活動、支え合い、孤立 

 

１．はじめに 
（１）歌志内市の概要 

  歌志内市は、北海道のほぼ中央、石狩平野の東北端の山麓地帯に位置している。狭い山間を山岳地帯に

源を発するペンケウタシュナイ川が東西に貫流し、この両岸に続く平坦地と斜面が歌志内市となる。面積は

55.95平方キロメートルでその約 75％を森林が占めている。緑あふれる山並みに囲まれ、芦別市、赤平市、砂

川市、上砂川町が隣接している。  

 歌志内市は、かつて石炭産業で栄え、昭和 33 年に市制施行され、空知管内でも有数の一大炭鉱都市を形

成する。しかし、昭和 40 年代になると石炭産業の不振から炭鉱の閉山が続き、平成 7 年に空知炭鉱が閉山と

なる。歌志内市は平地が少ないため、第一次産業がほぼなく、現在主となる産業はない現状だ。（うたしない

資料編より） 

 日本一人口の少ない市である歌志内市だが、明治時代には人口 1 万人、大正時代には 2 万人を超え、炭

鉱都市として人口が増加していた。人口のピークは昭和 23 年で約 4600 人を記録する。その後、昭和 40 年

代から炭鉱閉山等の影響により人口は急速に減少した。昭和 56 年には 10000 人を割り、平成 19 年には

5000 人を下回っている（図 1 参照）。現在、人口は 3147 人、世帯数は 1842 世帯となっている。高齢者人口

は 1622 人である（令和元年 11 月 30 日現在）。高齢化率は 51.54％と市民の 2 人に 1 人以上は高齢者とな

っている。 

 

図１.歌志内市の人口推移 

出典：歌志内市ホームページ 

http://www.city.utashinai.hokkaido.jp/hotnews/detail/00001513.html 
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（２）歌志内地域包括支援センターの概要 

歌志内市地域包括支援センターは（以下、歌志内包括）平成 18 年に市役所内に設置され、指定介護予防

支援事業所の指定を受けている。歌志内市は直営で包括を運営しており、市内全域が日常生活圏域のため、

市内にある包括はひとつとなっている。歌志内包括は保健師、社会福祉士の 2 種類の専門職を配置しており、

その中で社会福祉士 2 名が生活支援コーディネーターの第 1 層も兼務している。現在歌志内包括はセンター

長 1 名、保健師 3 名、社会福祉士 2 名、栄養士 1 名、事務員 2 名で構成されている。 

現在は、第 7 期介護保険事業計画（平成 30～令和 2 年度）に掲げる「あらゆる高齢者が自分らしく、住み

慣れたまちで、生きがいを持ち、安心して生活できることを目指します」という基本理念を基に、本市の特性に

対応した在宅サービスの充実を図っている。小さなまちの限られた資源においては、効果的かつ効率的な支

援の提供、住民ひとりひとりが地域包括ケアシステムを構築する一員として地域の自主性や主体性が重要とな

る。 

 

２．生活支援体制整備事業における地域の把握 

歌志内市では平成 30 年度より生活支援体制整備事業がスタートとなり、生活支援コーディネーターとして

社会福祉士の 2 名の採用と協議体の設置を図った。生活支援コーディネーターは包括と兼務として市役所に

配置する。 

協議体も同じく平成 30 年度より設立され、メンバーは合計 10 名。そのうちわけは学識経験者 2 名、保健医

療関係者 3 名、福祉関係者 3 名、被保険者代表 2 名となっている。協議体による年に 2 回の会議により、生

活支援体制整備事業の方針が決定する。 

 

（１）要支援者を対象としたアンケート調査 

 平成 30 年度より開始した生活支援体制整備事業の基礎資料とすることを目的に、加齢によって生じる高齢

者の生活上の問題を把握するため、歌志内包括により平成 30 年 5 月よりアンケート調査を実施した。調査対

象者は介護認定において「要支援 1」及び「要支援 2」と認定された方、及び基本チェックリストで事業対象と判

定された「要支援 1 相当」の方の内、在宅で生活している方、計 76 名であった。調査方法は訪問による聞き

取り（記名式）で、予防給付のケアプラン作成者が主に訪問を行うこととした。歌志内包括は市内2か所の居宅

介護支援事業所に予防給付のケアマネジメントを委託しているため、2 か所の居宅介護支援事業所の中で担

当となる介護支援専門員、もしくは歌志内包括職員が訪問した。 

  回収結果は調査対象者 76 名に対して、57 名の回収で回収率 75％であった。回答者の男女比は男性 18

名、女性 39 名で回答者の約 7 割は女性であった。介護度別は要支援 1 相当 8 名、要支援 1 が１１名、要支

援 2 が 38 名で要支援 2 が１番多い。 

 回答者のうち、何らかの公的サービスを利用しているのは 48 名、利用していないのは 9 名だった。利用して

いるサービスの内訳は（複数回答）、介護保険制度に基づく、予防訪問介護が 24 名、予防福祉用具貸与が

23 名、予防通所介護が 19名となる。市で実施する福祉サービスでは緊急通報装置設置が 5 名、給食サービ

ス 4 名、除雪ヘルパー派遣が 4 名利用している。また、市が実施する一般介護予防事業等に参加したことが
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ある人数は 16 名、参加したことなしが 41 名だった。 

 介護認定を受けている方でも、介護保険サービスを利用していない方が約 15％おり、一般介護予防事業等

市が実施するサービスの利用率も 30％にも満たない状況である。市の福祉サービスや一般介護予防事業等

の対象者は介護認定の有無が関係ないため、利用者はもっといるが、利用率はさらに低い。介護保険サービ

スは、認定を受けていてもサービスの必要性がなくなればサービスを利用しない場合もある。しかし、軽度要介

護認定者だけでなく元気な高齢者を対象とする市が実施する事業の利用率が低いことは、事業の周知不足

や元気なうちから介護予防に取り組むという認識が低くなり、高齢者がサービスに繋がらない、社会参加の機

会が減ることになる。 

 

（２）町内会からの聞き取りによる地域の支え合い活動の調査 

 生活支援コーディネーター2 名で市内のすべての町内会（18 町内会）から聞き取りを行い、町内会カルテを

作成した（表１参照）。各町内会長に協力を依頼し、聞き取りの際には町内会長のみからの場合やその他役員、

民生委員、住民なども同席し実施した。 

 

表１.町内会カルテ基本情報 

 

町内会名 会長名 総数 世帯数 65歳以上の人口 高齢化率 加入率

1 上歌新栄町 87 51 51 58.62% 100%

2 東光町内会 204 105 89 43.63% 97%

3 本町・川向町内会 315 154 126 40.00% 100%

4 本町第一町内会 166 84 80 48.19% 97%

5 本町第二町内会 165 96 82 49.70% 96%

6 歌神川向町内会 85 45 43 50.59% 100%

7 歌神町内会 159 90 104 65.41% 100%

8 歌神市街町内会 95 53 59 62.11% 94%

9 神威町内会 114 71 66 57.89% 95%

10 神威神楽岡町内会 101 65 47 46.53% 98%

11 美山町内会 65 38 35 53.85% 100%

12 中村町内会 105 63 69 65.71% 86%

13 中村地区自治会 188 120 96 51.06% 90%

14 文珠第一町内会 129 68 56 43.41% 100%

15 文珠第二町内会 349 192 138 39.54% 99%

16 文珠新泉町内会 171 102 71 41.52% 94%

17 しらかば町内会 193 100 84 43.52% 100%

18 文珠第三町内会 384 202 170 44.27% 約100％

合計
平均

3075 1699 1466 50.31% 97%
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① 地域の支え合い活動 

各町内会から基本情報、地域の取り組みを聞き取り、各町内会での支え合い活動を確認した。それぞれの

町内会で共通した特徴のひとつとして、町内会長が地域の住民をほとんど把握していたことである。地域のど

こにどんな方が住んでいるのか、町内会長が把握している。これはすべての町内会において町内会加入率が

90％近いことからも、地域における深い繋がりがあることが考えられる。 

具体的な活動としては、定期・不定期のサロン活動(サロン活動とは謳っておらずただの食事会としている町

内会や老人クラブ活動として実施する地域も多い)や独自の見守り活動、緊急時の連絡先カード作成などがあ

る。また、多くの町内会で除雪、草刈りに関する活動が挙げられており、町内会として業者に委託している場合

と、有償ボランティアとして一部の役員が担っているケースに分かれた。 

町内会によって活動内容にばらつきはあり、全ての町内会で実施しているわけではないが、町内会長を含

む役員が積極的に何かしらの活動に取り組んでいる地域が多い。活動内容は、住民の安否確認や除雪、草

刈りといった生活援助の活動が多く、地域内で支え合いが形成されている。また、町内会としてではないが、

住民同士の個人間で買い物代行や車の乗り合いをしており、それを町内会長が把握している場合もある。 

 

② 地域の認識している課題 

聞き取りをしていく中で、各町内会で認識している課題も確認した。その結果、人口減少や少子高齢化、移

動手段などの市全体の課題を除き、1 番多く挙がったのは「町内会役員の負担」だった。そのほかに「社会参

加（行事の参加率）」「安否確認」などが挙がった。 

役員の負担について、それぞれの地域で町内会長を中心とした役員が、活動の中心となっている現状があ

る。活動に参加するメンバーは、毎回決まっている方々で構成されていることが多く、活動者の数は増えること

が滅多にないため、年々減っている状況である。その影響で活動者にかかる負担は増加していく。また、同じ

ように行事の参加者も同じメンバーばかりで、年々参加者が少なくなっている。安否確認では、昔ながらの住

民同士では情報交流ができているが、市内・市外から転居してきた世帯や若い世帯の情報が入りにくい、個人

情報の保護で情報の共有が難しいなどの意見があった。 

各町内会の抱えている課題として、活動の担い手がいないことによる役員負担の増加があるが、これは現在

の活動があくまでも活動者の善意で成り立っていることの現状における影響のひとつであると考える。活動が

体制下されていることが少なく、役員の善意により現在の地域の支え合いが成り立っているため、特定の人物

の負担が大きく、その人物がいないと支え合いが崩壊してしまう危機が生じる。地域における支え合いの支え

手側が限定されてしまう。同じようにサロン活動などの参加者も限定されたメンバーになっており、地域の支え

合い自体が限られた関係性で完結してしまう恐れがある。 

 

３．高齢者台帳の作成 

 平成 31年度より、歌志内包括で孤立死・孤独死を未然に防ぐことを目的に、高齢者台帳を作成している。孤

立死・孤独死の危険性が高い高齢者を把握するため、孤立のリスクが高いと思われる高齢者を訪問調査し、リ

スクが高い高齢者を「高齢者台帳」として整理する。 
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 訪問調査の対象は、75 歳以上のみで構成される世帯で、公的サービスを利用していない等、孤立のリスク

が高い方とした。歌志内市役所の生活保護、障がい、保健の担当グループの他、歌志内市社会福祉協議会

と連携を図り、それぞれのサービスで介入していない高齢者を確認し、訪問調査の対象者を決定した。最終的

に訪問調査の対象者は 200 名となり、歌志内包括の職員 5 名で平成 31 年度 4 月より訪問を始めている。 

 聞き取り内容は両面 1 ページの「高齢者基本情報」を基に実施する。高齢者基本情報は、表面に氏名、生

年月日、住所、家族構成等基本情報の他、緊急時の連絡先や受診状況、町内会・老人クラブ・その他団体の

加入の有無など地域活動の参加についての項目が記載されている。裏面には、基本チェックリストを参考にし

た 20 点満点のチェックリストとなっている。基本チェックリスト同様、得点が高いほうがリスクの高いものとしてい

る。チェックリストにより、調査者による判断だけでなく、得点による客観的な課題発掘を行う。 

 現時点での調査結果は以下のとおりである（表 2 参照）。なお、残り 8 名の調査が未実施となっている。 

 

表２.高齢者台帳調査結果 

  

 

 調査対象者は 200 名であったが、調査の結果、実際に高齢者台帳の対象者となったのは現時点では 122

名（その他 8 名調査未実施）となっている。これは調査期間中に、死亡、転出、長期入院により対象外となる方

がいたこと。また、調査の結果、75 歳以下の同居人がいたケース、緊急性がありすぐに介護保険サービスに繋

げたケース、調査前に包括が介入になり対応中のケースなど、さまざまな理由により対象外になった方が多く

いた。 

 チェックリストの得点別にみると、「1 点～3 点」が最も多く、次に「0 点」「4 点～6 点」の順番になっている。比

較的孤立のリスクが低い方が多く、10 点以上の中でも最高得点は 13 点となっている。 

 町内会・老人クラブ・その他団体を通じての地域活動に関する項目では、町内会や老人クラブに加入はして

いるが、活動には参加していない場合が多くなるも、隣近所や友人との交流を図っており、全く人との交流が

図られていない方は少ない結果となった。 

 今後は残り 8 名の調査を終わらせ、最終結果を集計し分析を深めていき、孤立のリスクが高い方への対応に

ついて検討する。 

 

４．調査を踏まえてこれからの取り組みについて 

 アンケート調査と町内会カルテ、高齢者台帳の作成により、歌志内市における地域の現状、支え合いの仕組

みについて確認することができた。アンケート調査では、介護認定を受けていても市の福祉サービスや事業の

認知度が低いこと、町内会カルテの作成からは地域における支え合いの実態、そして高齢者台帳ではその地

得点一覧

独居世帯 45 0点 29

夫婦世帯 76 1点～3点 52

その他 1 4点～6点 23

合計 122 7点～9点 8

未実施 8 10点以上 4

その他 6
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域の支え合いや社会参加の機会が少ない人がどれくらいいるかを把握した。 

 町内会カルテの作成により、現状の町内会役員の負担の大きさが明らかになった。今後求められる活動とし

て、町内会活動の体制化や人材開発があると考える。現状、特定の人物の善意により成り立っている町内会

が多く、後任者が担う役割は不明確で担い手不足となっている。町内会役員の活動を体制化し、活動内容を

明確にすることで、次に役員を担う方が活動のイメージがつきやすく、役割に対しての過剰なハードルとなるこ

とを防ぐ。役員としての役割だけでは活動を維持できない場合は、今までの善意の活動を、有料ボランティア

など体制化する。ボランティアとしての活動とすることで、活動内容の明確化やボランティア保険の加入などが

見込まれる。 

人材開発では、現行の行事に新規の参加者を募ることを目指し、行事の見直しなどが考えられる。また、若

い世代との交流を図るために、行事の時間帯を仕事終わりにでも参加できる時間に設定するなどの工夫が求

められる。 

 高齢者台帳の調査対象者の中には、町内会・老人クラブ等に加入はしているものの積極的には参加はして

いない方、身体機能の低下などを原因に参加しなくなった方が多数存在した。 既存の団体が地域活動に活

発的であっても、その活動の輪の中に入っていない方も存在する。そして、今回は 75 歳以上に限定して調査

したが、75 歳以下でも地域と交流を持たない方が多くいることが予想される。 

 高齢者台帳の作成により孤立のリスクが高い方を把握したことで、今後の活動の対象とする方々を絞ることが

できた。今後の歌志内包括には、地域との交流がない方を地域に繋げるコーディネート的役割の他、地域と交

流のない方でも安全に生活できるよう見守りの役割が強く求められる。住民と地域を繋げる役割として、歌志内

包括に配置されている生活支援コーディネーターを中心とし、住民の主体性を活かすことが重要となる。見守

りの役割については、歌志内包括による見守り活動の他、住民同士で見守りができる地域の体制を確立して

いくことで、互助の機能を高めていく。 

孤立のリスクが高い方を地域に繋げることだけを目的とするのではなく、地域との交流がない方でも安心して

暮らせるまちづくりが必要になる。地域との交流を望んでいるが、様々な要因により叶わない方や地域との交

流を望んでいない方など、孤立のリスクが高いとされた方々の中でも、当人の意向を把握することがさらに求め

られる。 

歌志内市における地域の支え合いは、炭鉱産業時代から続く隣近所での関係性から、住民同士での支え

合いが形成されている。しかし、支える側も支えられる側も限定されてきており、今後も地域で支え合いを継続

するには新しい取り組みが求められる。一般社団法人長寿社会開発センターでは、地域包括ケアシステムに

おける互助を「地域社会の維持、生きがい活動の機会。家族、親せき、ご近所、友達、ボランティア等」からな

るとしている。これまでの歌志内包括の取組で町内会単位、孤立リスクの高い個人に焦点を当ててきたが、今

後は市内全域で住民の個々の繋がりやこれまでの関係性を把握することで互助の仕組みづくりに繋がると考

えられる。 
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調査・実践報告 

 

高等支援学校における軽度知的障害児と社会的擁護に関して 

 

 村岡 章子（A 公立高等支援学校） 

 

キーワード：知的障害 発達障害 児童養護  
 

１．はじめに―特殊教育から特別支援教育へ 

高等支援学校には軽度知的障害や発達障害のある主に 15 歳～18 歳の生徒が在学している。卒業後

の進路や課題を巡って、支援の必要な生徒や保護者への関わりを高等支援学校の教育実践現場の立場か

ら考察する。 

現在日本の子どもの貧困率は 13.9％（7 人に 1 人）、ひとり親家庭の貧困率は 50.8％（厚生労働省 2015

年）にまで増加しており、このなかに含まれることが多い軽度知的障害や発達障害のある人たちの置かれてい

る現実、それを取り巻く家族や福祉、就労、さらには社会政策の課題について取り上げる。 
2004 年 12 月に発達障害者支援法が制定され、2005 年 12 月には特別支援教育に関する中央教育審議

会答申「特別支援教育を推進するための制度の在り方について」が示された。ここで「特別支援教育」におい

ては、特殊教育の対象となっている幼児児童生徒に加え、通常の学級に在籍する LD・ADHD・高機能自閉

症等（下線部筆者）の児童生徒に対する指導及び支援を行うことが求められることになった。 

2007 年 4 月には学校教育法に「特別支援教育」を位置付け、すべての学校において、障害のある幼児児

童生徒の支援をさらに充実させることとなり、障害児教育の枠組みの変化を受けて、特別支援教育対象の子

どもの数は全児童生徒の約 6.4%超へと倍増することになった。 

 

２．北海道における高等支援学校の状況 

高等支援学校（一部高等養護学校の名称が残っている）の対象は軽度知的障害、発達障害のある 15 歳

～18 歳（一部年齢超過者がいる）の生徒である。入学条件としては療育手帳の所持か医師の診断書が必要

であり、職業科や普通科の教育課程がある。北海道内には、北海道立高等支援学校 21 校（分校 2 校を

含）、私立高等支援学校 1 校、札幌市立高等支援学校 2 校が整備されている。 

なお義務教育併設の北海道立知的障害支援学校は 24 校（分校校を含）、国立 1 校があるが、受け入れて

いる児童生徒は、主に中度～重度の知的障害がある人たちである。 

 

３．札幌圏の現状 

2004 年の発達障害者支援法の成立から、札幌市内の特別支援学級は大幅に増大し、2019 年現在の特

別支援学級の設置率は、知的障害・自閉症情緒障害・学びの学級（通級）等を合わせると、小学校では 201

校中 188 校に設置で 93.5％、中学校では 99 校中 87 校で 87.8％である。 

札幌市内の中学 3 年生の軽度知的障害児や発達障害のある生徒は、ほとんどが中学校の知的障害学
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級、自閉症情緒障害児学級または通常学級に所属している。その進路先として北海道立、札幌市立を問わ

ず、それぞれの高等支援学校の教育内容や特色を考え、①学校見学、②教育相談、③体験入学などの情報

収集や体験を経て進路選択をする。 

また、通常学級で学んでいた発達障害のある生徒の中では、高等学校だけではなく高等支援学校を進路

先と考える生徒もいる。高等支援学校には大きく分けて職業科と普通科があり、さらに職業学科には流通系、

ものづくり系、サービス系等の学科が設置されている。職業学科ではどの学科も卒業後、「働く人」になるため

の学習を多く取り入れている。また普通科では教科学習や実践的なコミュニケーションなど幅広い進路を想定

して教育課程を組んでいるが設置校はまだ少ない。 

さらに公共交通機関の利用を考慮した通学のしやすさ、あるいは寄宿舎利用の有無が選択の条件にもな

る。札幌圏では北海道立高等支援学校が７校（札幌・白樺・小樽・稲穂・あいの里・千歳・新篠津）あり、下線部

の学校には寄宿舎が設置されている。札幌市立高等支援学校は 2 校（豊明・みなみの杜）で、寄宿舎は設置

されていない。一般で言う学校専属のスクールバスは運航しておらず、公共交通機関を利用することが前提で

ある。 

 

４．Ａ高等支援学校の現状から 

A 高等支援学校は 1 学年 40 人（5 間口）×3 学年で 120 人定員の生徒が在学している。今回はこの A 高

等支援学校の実態から報告する。 

（１）学校の教育 
 A 高等支援学校は開校 40 余年になり、養護学校義務化（1979 年）の前に設置された養護学校である。現

在は職業学科５学科が設置されている。この間社会状況の変遷や卒業後の就業受け入れ状況に合わせて学

科の再編をしながら現在に至っている。特に、30 年前頃には製造業関係や下請け作業が主な作業種であっ

たが、現在はサービス系や流通系、ものづくり系の学科が主となっている。 

〇今までの作業種の変遷 

• 流通サービス科←産業科（印刷、紙工∼紙箱組み立て） 

• クリーンサービス科（クリーニング∼衣料品水洗い＋クリーンサービス∼清掃関係）←クリーニング科（ドラ

イも含む衣料品） 

• リサイクルサービス科←工業科（コンクリート） 

• 工芸ものづくり科（窯業製品作成）←産業科（窯業製品）、木工科（地質箱やパレット） 

• 服飾ものづくり科（布製品の作成←家庭科（おむつやピロケース作成などの下請け作業） 

どの学科も自主製作製品の作成＋受注作業を行っているが、下請け作業の割合は小さくなり、サービス系

の作業では校内で技術を身に着けながら、地域の老人施設などと連携してより実践的な学習を進めている。ま

たものづくり系の作業では、地域の施設や小売販売店などと連携して、作成した製品の流通経路に関わり、販

売に関してもより実践的に経験を積みやりがいを自覚で来るように工夫をしている。 

 またすべての学習時間を通じ社会で生きていくために、挨拶や返事、コミュニケーション能力の向上、仕事に

対する積極性や集中力、持続力を高めることを狙った学習が多く取り入れられている。 
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（２）家庭の状況 

 【表 1】A 高等支援学校の家庭の状況 

 全生徒数（115 名） 割合（％） 

生活保護 20 17％ 

養護施設 5（6） 4（5）％ 

知的障害児施設 2 1.7％ 

ひとり親 母子 

      父子 

26 

7 

23 

 6 

就学奨励費 Ⅰ段階 

        Ⅱ段階 

        Ⅲ段階 

88 

16 

12 

76％ 

14％ 

 10（４）％ 

※養護施設の（1）名は冬季のみ入所（保護者の出稼ぎため） 

※就学奨励費の支給は、Ⅰ段階：全額 Ⅱ段階：半額 Ⅲ段階：なし 

※Ⅲ段階のうち（4）％は施設入所のため需給対象外 

 【表１】のとおり、生活保護世帯は 17％、ひとり親世帯は 29％、就学奨励費の支給状況では 1 段階が 76％

を占める。総じて苦しい生活が背景にあることがわかる。 

 

（３）在学生徒の実態 

生徒の知的な障害のレベルは、療育手帳の判定において、B－が 97 人（84％）、B が 16 人（14％）、A は

2 人（1.7％）である。また併せて身体障害者手帳 1 人（療育手帳未取得）である。発達障害（広汎性発達障

害・自閉症スペクトラム・アスペルガー症候群、ADHD 等）に関しては医師から診断を受けている者は 75 人

（65％）であり、生徒の知的障害は軽度の者がほとんどではあるが、障害の状況は多様化している。 

養護施設に入所しながら通学している生徒のうち親のいない生徒はほとんどおらず、時には面会や帰省が

可能な者もいる。また養護施設入所者の中には知的障害児も多く含まれ、特別支援学校や特別支援学級に

通学していることも散見されるという。知的障害児入所施設からの通学者は保護者の病気や障害、虐待等、家

に戻すことが難しい状況の生徒が多い。また本人の障害が重く、家庭で養育できない（他害、自傷等）状況の

生徒に関しては、施設併設の支援学校（北海道立の分校）に通学しているということである。 

それ以外の生徒に関しては普通の高校生と同様に家庭で家族と暮らしながら通学している。その中では生

活保護を受給していなくても生活保護以下の生活が疑われるケース、虐待の疑いやその危機にあり児童相談

所と連携しながら見守っているケース、衣食住最低ラインの家庭生活が難しいケース、保護者の病気や障害

でヤングケアラーを担っているケースなど、日々の困難さを抱えながら通学しているケースが散見される。 

 

（４）卒業時の進路状況 

 過去 5 年間の卒業生の進路状況は【図 1】の通りで、毎年生徒の実態により変動はあるが、50～70%程度

は企業や就労継続支援 A 型に就労しており、就労継続支援 B 型の利用者や小規模作業所などの利用者は

29％
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減少している。また企業就労者の増加と就労移行支援利用者の減少については就労移行支援希望者が在学

中の就労体験実習などを経験する中で、就労に直接シフトしていったものと考えられる。就労継続支援 A 型

は事業所自体が大きく減少している。また慢性的な労働者不足を背景に、企業の障害者雇用に関するニーズ

も年々高まっている傾向があり、中には「外国人か障害者か」という二択で、卒業生支援がある障害者雇用に

シフトを組む企業も増加していると感じている。なお、2018 年卒業生は、42 名が卒業し、企業・就労継続 A

で 20 名（47％）、就労移行支援は 11 名（28％）、進学は普通高等学校へ 1 名となっている（【図 2】参照）。 

就労という観点では上記の通りだが、複雑に入り組む現代社会の中では高等支援学校を卒業しても生活全

般を含めた自立は難しい。18 才で学校を卒業、そこからの人生の道のりは遥かに長く険しい。 

 A 高等支援学校では卒後 3 年間を支援対象期間とし、進路担当教員が年に 2～3 回就労先を巡回しなが

ら相談に乗ったり、就業・生活支援センターとの連携を行ったりしている。また成人学級として同窓会活動を年

に 6 回開催しながらその様子を見守り、タイムリーな支援を目指している。中には 30 年以上欠かさず参加し

ている卒業生も多い。 

       
【図１】 過去 5 年間の卒業生の動向          【図 2】2018 年卒業生の動向 

 

５．個別事例から 

【事例１】家族全体に支援が必要なケース 
• 母子家庭で生活保護受給、兄弟は 7 人 本人は下から 4 番目、上から 2 人は家を出て独立、6 人家

族 

• 本人は母へ甘えたい思いが強いが、小さい兄弟がいて母に余裕はなく、母に注目されたくて度々騒

ぎを起こす 

• 家出、万引き、詐欺などで保護観察中、次は少年院収容になることを自覚 

• 学校給食以外は欠食が多い（特に朝食） 

〇ある日曜の朝、本人から担任教諭へ SOS の電話（空腹で万引きしてしまいそう） 

 緊急でショートステイ（SS）先を探したが難しく、養護施設の SS で対応してもらう 
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 1 か月ほど施設から通学したが、途中で 18 才になり長期での滞在は難しくなる 

⇒生活保護費の減額を前に、結局母は家に引き取り元の生活へ戻るが生活は変わらず 

⇒18 才になり、今後は児童相談所（児相）保護の対象ではなくなり、学校を卒業 

⇒卒業後も定職にはつかず家族で暮らしている 

【事例２】母親のネグレクトのケース 

• 母子家庭で生活保護受給、本人は双子の兄弟の兄、妹（中学生）弟（中学生）の 4 人兄弟で 5 人家

族 

• 担任教諭との会話から断続的に、電気、水道が停止であること、朝食は欠食、夕飯は時々ない、布団が

ない、定期券（通学のための）がないとの聞き取り 

• 母は交際している男性のところに下の弟だけを連れて移動していることが多い 

• 双子の弟は寄宿舎のある学校に在学、週末は帰省、妹は生活力が有り、妹が母の置いたお金を分配

したり弁当を買ったりして暮らしているが、本人はのんびり型でそれにたどり着かないことも多い。 

⇒ある日、本人の不満が爆発し家出、母は警察に捜索願を出し、2 日後に学校の教諭が発見、母親、警察・

児相で相談後、母親納得の上児童相談所に一時保護、その間に 18 才になり、母は引き取り拒み、児童相談

所が用意した成人のグループホーム（グループホーム）へ入所、そこから通学し卒業を迎える。 

【事例３】母親の養育困難のケース 

• 母、義父、妹（小 6）の 4 人家族、他市で実父がいる時に児童養護施設の入所経験がある。（実父の

DV） 妹は発達障害で複数年不登校、他への暴言暴力があり、本人の大切なものを壊すなど兄弟は

常にトラブルを抱えている 

• 義父は夜間仕事、日中は睡眠、子どもには無関心 

• 母はモデルとなる家庭を知らずに育ち、元夫の DV から逃れて現在に至っている。子育てに自信がな

く、妹への的確な対応ができず（妹の愛着障害）疲弊 

• 本人は妹からの被害に我慢できず、家出、自傷、学校の女子生徒との良好な距離感を保てず不適切

な関係を繰り返す、鬱傾向で通院 

⇒学校は本人と母への細やかな支援と指導を行いながら、兄妹が 2 校にまたがって在学していることから

SSW（スクールソーシャルワーカー）を導入し相談調整を行い、SC（スクールカウンセラー）も含め家族の支援

を視野に入れながら対応している 

【事例４】18 歳の壁～児童養護から外れること 

・母は病気で本人が中学生の時に死去、父と二人の父子家庭、父は冬期間（半年）出稼ぎへ行くためこの間

本人は養護施設へ入所しながら通学する 

・高校 3 年の途中で 18 才になり養護施設利用が困難になった 

⇒本人は一人暮らしを希望するが、生活力の面で実質は困難 

⇒GH を利用しながらの通学で調整中だったが父は出稼ぎを今年は見合わせることで解決 

【事例５】家庭児童相談所の支援の限界 
• 父、母（知的障害）、本人、妹 2 人、弟 1 人の 6 人家族 

• 本人が 6 歳の時父の DV が原因で児相に一時保護された経験があるが、今は落ち着いている 
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• 本人には知的障害以外に進行性の病気があるが、家事のほとんどを負担しヤングケアラ―状態、両親

に生活力はなく、家はごみ屋敷状態、入浴、洗濯も滞りがち 

• 一度親族が大規模清掃を行ったがまた徐々に悪化し、児相、家庭児相が入り再度清掃、その後 1 年間

ヘルパー（養育支援派遣事業）の利用で生活は安定 

• ヘルパー派遣期間が切れると本人の負担がまた元に戻ってしまい疲弊  

⇒児相が支援会議を開き 3 つの学校関係者や支援者が集まったり SSW を入れたりしながら調整中だ

が、解決には至らない 

 

６．考察～事例から見えてくること 

（１）家庭の危弱さ 
ひとり親家庭が約 3 割で、母子家庭のほとんどは生活保護受給世帯である。別れた夫からの養育費はほと

んど望めず、あるいは父親自体が不明であったりすることから、収入面の危うさは直接生活力の低さに結びつ

き、母親自体が障害や病気で苦しんでいることも散見される。その保護者自体の「家族モデル」の貧弱さ、教

育力の低さ、医療や福祉などの有益な情報へのアクセスのなさがさらに日々の生活を追いやっている状況が

ある。 

生徒本人も「家庭はこうあるべき」というロールモデルを持ちにくく、聞きかじりや断片的なネットの情報だけ

で勘違いをしていることも多い。様々な負の経験が重なり、困難な状況の再生産モデルへとつながっている。

（事例 1） 

また両親がいても保護者の病気や障害（特に精神障害や知的障害）により、なかなか安定した生活が継続

できず、また保護者の病識のなさから適切な医療や援助を受けられていないことへの支援が、学校としてはで

きにくいということがある。また保護者との関係性を深めていく中で家族支援に結び付けようとしても、「子どもの

通う学校の教師」の立場は様々なところで代弁性を持たないという壁にぶつかる。さらに生活保護費にまつわ

る生徒の自立への阻害要因などが複合的に絡まってしまうという問題が山積する。 

 

（２）学校としてできること 
①細やかな見守りと聞き取り（担任教諭） 

②細やかな保護者との連絡～毎日の連絡帳、電話、メール、家庭訪問 

③出身中学校からの引継ぎ～個別の教育支援計画 

④多職種のチームで対応～支援会議を開催 

教頭、担任教諭、養護教諭、学年主任、生徒指導部、支援部、養護教諭等の構内支援体制 

  SC（280 時間/年程度）、SSW の必要に応じた有機的活用 

⑤生徒や家庭が利用している福祉や医療との情報共有、連携 

  児相、家庭児相、精神科等主治医、放課後等デイサービス、養護施設等 

 

（３）学校だけではできないこと 

①保護者の経済問題＝子どもの貧困は生活保護費だけで解決できるわけではなく、家族が多い方が支給額
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が多くなることから生徒の健全な形での自立を阻害することがある。例えば就労が決まっても生活保護費が

減額されるために会社を辞めさせてしまう。 

②ひとり親家庭の中には別の形で交際している人がいたり、その相手との関係の中で複雑なステップファミリー

を呈することもあり、実態が分かりにくくなっている。時には子どもたちの養育が二の次になることもある。多く

はないが性的な虐待を含有することもある。 

③精神医療の必要があるが保護者に病識がないこともあり、本人・保護者等家族丸ごと支援が必要 

④そもそも保護者も知的障害で支援が必要であるが、支援が切れている、必要性を感じていない。 

④母親が子どもの世話、老親の介護、自分の病気など複数の困難を抱え、身動き取れなくなっている。 

 

７．今後の課題 

特別支援学校という立場で考えたときに、学校に求められていることが生徒の学力の増進や職業的自立に

向けた指導であることは明白だが、もはやそれだけではどうしようにも成り立たないことが多く起きているという

現実がある。特別支援教育の現場にも社会福祉学、心理学、医学（看護学）などの基礎知識が求められるが、

実は教員は養成課程でこれら教育をほとんど受けて来ないことから、教員養成課程への提言も必要と感じる。 

また教員も現場での困難さから逃げずに多角的な知識や指導・支援技術を身に着けていかなければならな

いであろう。現場では単に指導や賞罰だけでは解決しない、むしろ生徒と保護者両方に対し、社会的弱者とし

ての支援や育成という発想を持って寄り添うことが求められている。また実際に家族ごと支援をしないと毎日の

通学が滞り、不登校へ向かったり、学校にも来れずヤングケアラーになったりする状況を見落とすことになる。 

最悪、義務教育ではない高等支援学校という教育の場でありセーフティーネットである場所からの退場につ

ながってしまうこともある。そもそも困難のある人たちが次の世代に再生産されないような取り組みをどう構築

し、関係者が隙間のない支援を構築していくか、その具体的な方法が求められている。 

特別支援学校ではまず問題が明らかになり、生徒や保護者から SOS があった時には、柔軟に関係者が集

まり、支援会議を開くことが重要と考える。そのコーディネーションは学校に配置されている特別支援教育コー

ディネーターでもいいし、内容によっては SSW がいいこともあるし、児童相談所がリーダーシップをとる必要が

あることもあると考える。 

ただ毎日生徒と接し、ちょっとした会話の中からあるいは保護者のため息から発せられる SOS に一番近い

ところにいるのは学齢期においては学校だと考えられる。教員が問題点の洗い出しを行い、ジェノグラムを利

用するなど複雑な状況を整理し、誰と誰が集まればいいか、コーディネーターはだれが適しているのかを考

え、関係者が課題を共有し役割分担をしながら地道に支援を継続すること、その中で一人一人の困難がある

人たちのエンパワメントを少しずつでも遅々として進まなくても、あきらめずに取り組んでいくしかないと思う。 
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