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「代表理事中島康晴のブログ」では，社会福祉に対するさまざま
な思いを掲載しています。

事例で学ぶ！

地域連携ネットワーク
―いかに地域とのかかわりを持つのか

　通所サービスは，在宅サービスの類型とさ

れ，ケアマネジメントは，居宅介護支援事業

所で行われています。

　在宅サービスと施設サービスとの違いは，

利用者の生活拠点が自宅にあるのか施設にあ

るのかという，そのいかんによるのみで，双

方とも，地域の中でなされるサービスである

ことには共通の認識が不可欠です。

　コミュニティ（地域）ケアや地域包括ケア

が叫ばれて久しい昨今ですが，これらは現

在，在宅サービスや施設サービスといったあ

らゆる福祉サービスに不可欠な共通の視点と

して求められています。これからの通所サー

ビスにも，地域ケアの視点が欠かせません。

本稿では，全く自明の理であるこの事実を確

認していくことから叙述したいと思います。

通所サービスにおける 
地域交流（連携）の重要性

■生活支援と２つの課題
　利用者の生活は，24時間365日，また，そ

れが何十年にわたって継続されているもので

す。生活支援が声高に叫ばれ続けている現在，

福祉専門職には，利用者の生活を継続的にと

らえた支援が求められています。つまり，通

所サービスのサービス提供時間である６～８

時間のみに焦点化した支援ではなく，サービ

ス提供時間外の自宅における生活においても

支援の目を向ける必要がありますし，当該通

所サービスの利用を終了した後の支援にも目

を向けることが不可欠です。これらサービス

提供時間外の利用者の生活を鑑みてサービス

提供を行えば，自ずと通所サービスの質も向上

するものと認識しています。自宅での生活を支

えるために，通所サービスは存在するのです。

　また，生活支援を考えると，その幅は非常

に広い範囲のことが求められるようになって

います。そこで大事になってくるのは，福祉

や介護のみで利用者の生活は守れないという

大前提をしっかりと踏まえておくことです。

例えば，国民生活センターに多数寄せられて

いる住宅の悪質リフォームに利用者が遭遇す

ることも十分に考えられる世の中です。この

場合，福祉専門職ですべての支援ができるで

しょうか。恐らく，法律の専門職をはじめ，

建築関係の専門職，医療の専門職，行政職員

などとの連携が不可欠となることは言うまで
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もありません。

　私たち福祉専門職は，一昔前に比べ，生活

支援という言葉を身近に感じるようになりま

した。これは，利用者の人生にかかわる専門

職としての視座の確立という点において，非

常に良いことであると認識しています。しか

し，生活支援の実践には，利用者の人生の重

みや幅の広がりがあることをしっかりと認識

し，畏敬の念を持って，これで良いのかと日々

迷い・悩みながら取り組んでいくことが欠か

せません。利用者の人生や生活の重みを真摯

に受け止めた実践が求められているのです。

　つまり，資料，表１に示したように，利用

者の生活支援には大きく２つの課題があると

言えます。生活の継続性を支援するためには，

サービス提供時間外の生活支援の視点が不可

欠です。生活の質を鑑みれば，福祉専門職の

みでその支援は成し得ません。これらの課題

を克服するためには，地域における福祉専門

職間の連携はもとより，保健・医療の専門職

や，法律・教育・環境関連分野の専門職との

連携，加えて，非専門職としての地域住民と

の連携が不可欠です。つまり，利用者の生活

支援を突き詰めて考えると，そこに地域との

連携が欠かせないということが理解できます。

■居宅ケアマネとの連携
　ケアマネジメントの実践は居宅介護支援事

業所が行うこととなっていますが，通所サー

ビス事業者がそのことに無関心であって良い

わけではありません。居宅介護支援事業所の

ケアマネジャーが利用者とかかわる頻度は，

基本的には月に一度のモニタリング程度の接

点です。しかも，基本は面接形式でなされる

もので，ケアマネジャーは直接的にケアを行

うことはありません。だからこそ，直接ケア

を提供し，利用者の生活状況をより把握して

いる通所サービス事業者は，積極的にケアマ

ネジャーに対し情報を発信していかなければ

なりません。直接ケアに携わらないケアマネ

ジャーに，ケアに関する情報を密に提供する

ことで，支援計画の精度も高まります。

　また，通所サービスには送迎サービスがあ

ります。利用者の身体・心理的な状況のみな

３時間を１コマで表現した利用者の１週間の生活資料

１週間56コマのうち，介護保険のサービスだけで何コ
マに対応することができるでしょうか。要介護３の支
給限度額を想定してもこの程度のコマにしか対応でき
ません。在宅支援における最大の課題は，この空白の
時間帯を誰が・どのように支援するかにあります。
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自立生活を成り立たせる６つの要件表１

●①労働的・経済的自立
●②精神的・文化的自立
●③身体的・健康的自立
●④社会関係的・人間関係的自立
●⑤生活技術的・家政管理的自立
●⑥政治的・契約的自立

大橋謙策：新版・社会福祉学習双書2008　７地域福祉論，P.22，
全国社会福祉協議会，2008.

生活支援のために満たすべき要件の幅は
広い。これらの６つの項目の内，福祉や
介護専門職のみで対応が可能な項目はい
くつあるでしょうか。地域の中での連携
が不可欠である理由です。
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らず，そこで社会環境的な状況も把握するこ

とができます。毎日の送迎サービスの過程に

おいて，家族や地域の状況を把握することが

できるのです。それらの情報をケアマネジャー

に伝達することのみならず，通所サービス事

業者として，家族と地域住民との連携の関係

をしっかりと構築していく必要があります。

特に，１人暮らしの世帯や高齢者のみの夫婦

世帯，多くの課題を抱えた世帯の支援に対し

ては，地域住民の見守りや軽微な家事支援が

欠かせません。それは，ケアマネジャーに固

有の仕事ではなく，通所サービス事業者，特

に，支援・生活相談員には欠かせない実践で

あると言えるでしょう。

地域交流（連携）を図る 
仕組み

■地域交流の目的 
―ソーシャルワークの視点から

１）ソーシャルワーカーの視点
　ここからは，「地域の絆」の実践を紹介し

ます。

　職員にソーシャルワークの考え方を説明す

る際，私は，全米ソーシャルワーカー協会が

1981年に提示した図１の定義を用いて説明を

行っています。ソーシャルワークには，常に

４つの視点が欠かせません。「人々」として

の利用者に対して，身体的・心理的なアプ

ローチを行うのみならず，「社会システム」

としての地域生活環境を整えるよう働き掛

け，また，地域社会と利用者との仲立ちを行

い，ひいては，利用者が自分らしく安心して

暮らせるための提言などの政策に対し働き掛

けていくのがソーシャルワークであるとの見

解を伝えます。

　認知症に対する偏見など，利用者が地域社

会の中で受け入れられていないとすれば，利

用者が安心して地域で暮らし続けることは困

難です。ソーシャルワーカーは，そのような

地域の偏見を払拭して，地域の理解や協力を

引き出す実践を行わなければなりません。認

知症は，65歳以上の約13人に１人が発症する

病気だと言われています。認知症であること

が問題なのではなく，認知症の方を受け入れ

ない地域があるとすれば，その地域に問題が

あると認識するべきです。

　また，その認識こそが，いずれ認知症になる

であろうあらゆる地域住民にとって，暮らし

やすい地域づくりの実践へとつながるのです。

２）コミュニティケアの実践
　至極当然なことですが，私たちは社会の中

で生きています。私たちの生活は，社会の情

勢から多分な影響を受けて成り立っているは

ずです。端的に言えば，私たちの考え方その

ものも決して固有なものではなく，社会の価

値から強い影響を受けてつくられたものと言

全米ソーシャルワーカー協会（NASW）の定義，1981.

ソーシャルワーカー
（社会福祉実践者）の課題図１

人々
（People）
人々

（People）
社会システム
（System）
社会システム
（System）

政策
（Policy）
政策

（Policy）
ソーシャルワーカー
（社会福祉実践家）
ソーシャルワーカー
（社会福祉実践家）

今までのソーシャルワークにおいて軽視され
てきたのが，●枠内の実践ではないでしょう
か。これからのソーシャルワークでは，この
枠内の実践を強調して行っていく必要性を感
じています。
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えます。利用者の生活に対しても全く同じこ

とが言えますので，社会から切り離されて，

施設や事業所の中だけで完結するケアは，生

活支援には成り得ません。

　その意味においても，これからのソーシャ

ルワークには，地域を基盤とした実践が求め

られています。機能としては，「個と地域の一

体的支援」すなわち「個への支援に地域の力

を活用する個と地域の一体的支援および地域

力の向上という相乗効果をもたらす視座。『一

つの事例が地域を変える』という積極的展

開」１）が求められていると言われています。

　特に，今までのソーシャルワークのあり方

は，利用者にどのようにアプローチするのか

に焦点を当てたものが多く，地域社会環境や

政策への働き掛けは，実践例として非常に少

ないように思います。その意味において，利

用者の身近な「社会システム」としての地域

社会への働き掛けは，現代ソーシャルワークの

あり方を見直す第一歩となるかもしれません。

　また，これからのケアの在り方についても，

地域から利用者だけを切り離して利用者に焦

点化したケアではなく，利用者とその背景に

ある地域を一体的にとらえたケアとしてのコ

ミュニティ（地域）ケアの実践が不可欠にな

ると言えそうです。

　現在，通所サービスの相談員には，前述し

たソーシャルワークの視点を持つことが求め

られているのではないでしょうか。

■地域福祉センターを拠点とした 
地域交流

１）地域福祉センターの３つの機能
　「地域の絆」では，地域福祉センターと銘

打った拠点を広島県内に現在３カ所（今年度

内で５カ所になる予定）開設しています（表

２，３）。共通する機能として，①小規模多機

能型居宅介護や認知症対応型通所介護，認知

症対応型共同生活介護といった地域密着型

サービス，②社会福祉士事務所や居宅介護支

援，福祉よろず相談室といった総合相談機能，

③センター毎に年間３回以上の地域住民との

当法人の各センターの概要表２

地域特性に応じたセンター運営を行う一方，共通の
基盤を抽出する作業も行っています。どの地域で
あっても，共通した方法があるように思われますの
で，それを抽出し，モデル化しながら実践を積み上
げていくことを目指しています。

地域福祉センター
仁伍

（福山市木之庄町）

地域福祉センター
向永谷

（福山市駅家町向永谷）

地域福祉センター
宮浦西

（三原市宮浦）

・小規模多機能型居宅介
護事業

・居宅介護支援事業
・社会福祉士事務所
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介
護事業

・福祉よろず相談室
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介
護事業

・認知症対応型通所介護
事業

・福祉よろず相談室
・地域交流事業

当法人の2010年度の開設計画表３

コミュニティホーム
仁伍

（福山市木之庄町）
2010年

12月開設予定

地域福祉センター
鹿川【仮称】

（江田島市能美町鹿川）
2011年
３月開設予定

・認知症対応型共同生活
介護事業

・福祉よろず相談室
・地域交流事業

・小規模多機能型居宅介
護事業

・認知症対応型通所介護
事業

・福祉よろず相談室
・地域交流事業
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協働によるイベントの運営や，地域の子ども

を対象にした習い事（茶道・書道など）の教

室，朝市の運営などの地域交流事業といった

３つの機能を一体的・有機的に機能させてい

る点にあります（図２）。NPO法人全国コミュ

ニティライフサポートセンター理事長の池田

昌弘氏は，「ケア論だけでは地域ケアはでき

ない。小地域活動との関係が大切であり，小

地域での相談が必要」２）と述べていますが，

これからの地域福祉の実践は，地域ケアやコ

ミュニティワーク（福祉の視点でのまちづく

り）をするのみではなく，また，相談機能だ

けを有する実践ではなく，三者を有機的・総

合的に一カ所で実践する地域福祉拠点が必要

であるとも認識しています。私たちの各セン

ターでは，そのような実践を行っています。

２）地域住民への相談支援
　コミュニティ（地域）ケアには対象者を限

定しないケアという意味も含まれていること

から，地域密着型サービスでは，不登校児・

発達障害児のボランティア活動の受け入れや，

家庭裁判所と連携した触法少年の受け入れ，

近隣の障害者作業所と連携した障害者の就労

訓練のためのボランティア活動など，地域密

着型サービスの利用者に対するケアの質を担

保できる範囲において，多様なニーズへの対

応を試みています。さらに，総合相談機能に

おいても，高齢者のみの相談に限定したもの

ではなく，児童や生活保護，障害者分野にお

ける相談に対しても，インテーク程度の対応

を行っています。地域からの信頼を勝ち取る

ためには，高齢者のケアや相談にしか応じな

いといった姿勢ではなく，地域住民が抱える

あらゆる生活課題に対してある程度の対応が

できる機能や姿勢が必要と思い，実践してい

ます。通所サービスにおいても，相談員は自

らのソーシャルワーク機能を社会資源ととら

え，利用者に対する相談のみならず，地域住

各センターの３つの機能図２

１つの拠点に３つの機能を持たせた上で，それを一体的・有機的に実践しています。また，
すべての機能において，高齢者分野以外の児童・障害者・生活保護などの分野まで，可能
な限りの対応を試みます。

コミュニティケア
小規模多機能型居宅介護事業
認知症対応型通所介護事業
・不登校児童，触法少年，要支援・要介護高齢者の
ボランティア活動

・発達障害・精神障害者の就労支援などを含む

コミュニティワーク
地域交流事業

総合相談
居宅介護支援事業
社会福祉士事務所

（福祉よろず相談室）
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民に対する相談支援を行っていく視点が不可

欠であると考えます。その際，高齢者以外の

分野に対しても，ワンポイントな相談や適切

な機関につないでいくこと，緊急性の見極め

などのインテーク程度のかかわりについて，

ソーシャルワーカーとしての共通基盤を持っ

ていくことが地域住民との信頼関係醸成には

有効ではないかと思っています。

３）地域交流の実践
　利用者の生活支援を成すためには，地域と

の一体的支援が必要である旨を叙述しました

が，実は，地域との連携は事業所運営そのも

のにも好影響を与える点が多々あります。通

所サービスを提供する上でのリスクは多々あ

りますが，「徘徊」による「離設」の問題も深

刻化しているのではないでしょうか。警察庁

の調べでは，「徘徊」により死亡または行方不

明になった方は全国で905人に上ると言われ

ています３）。

　当法人のあるセンターでは，「徘徊」され

て「離設」の可能性のある利用者の情報を家

族の同意の下，地域住民に対して情報公開を

行っています。氏名・年齢・何のために外出

されるのか，どちらの方角に歩いて行くこと

が多いかなどの文章と顔写真を回覧板を介し

て文書で公開したり，自治会住民総会の場で，

口頭にて情報提供をしたりしています。その

際，最も心掛けることは，認知症高齢者に対

する偏見を減退させ，理解や協力を醸成する

呼び掛けを同時に行うということです。一般

的に，「徘徊」と言われる行為には，本人なり

の理由があります。その原因に，認知機能の障

害があることをできる限り分かりやすく住民

に説明するようにしています。間違っても，私

たちの実践が認知症の方に対する偏見の醸成

につながらないようにしなければなりません。

　また，あるセンターでは，センターの避難

訓練に，地域住民に参加してもらったり，そ

れと同時に，地元自治会が防災訓練を行った

りするなど，災害時における地域住民との協

働訓練を行っています（写真）。そのことを

通じて，センターの利用者にはどのような心

身の状況の方がおり，センター内でどのよう

な生活をしているのか，それに対する，日中

および夜間の職員の配置はどのようになって

いるのかといった，センターの運営状況を地

域住民に理解してもらうことができます。

　このように，コミュニティ（地域）ケアに

は，それが利用者の生活・専門職の仕事を地

域住民に見せることにつながり，結果として

福祉教育として機能することも実践を通じて

確認されています。

　地域連携には，サービス提供時間外の利用

者支援のみならず，介護サービスを利用中の

利用者の生活の質をも高める効果があると認

識すべきです。この辺りの実践も，利用者と

環境の接点に介入し，その調整を行うべきソー

シャルワークとして，相談員に求められるべ

き実践であると言えるでしょう。

水消火器を使った消火訓練の様子写真
事業所が主催する避難訓練に，地域住民も参加しています。
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■仕組みづくりにおける相談員の役割
　これからの地域福祉活動では，「地域住民

と顔の見える関係」の中，地域のために「具

体的な汗をかく」ことのできる専門職が求め

られます。

①地域住民と顔の見える関係を築く

　市町村といった広範囲ではない小学校区お

よび自治会圏域といった狭い範囲で，キー

パーソンとなる地域住民とのみではなく，例

えば，佐藤さん，山田さんといった一般の住

民と互いに顔が見える関係を指します。

②具体的な汗をかく

　地域のために具体的に何ができる専門職で

あるのかを，地域住民にしっかりと理解して

もらえることを指します。

　その意味において，これからの地域福祉活

動は，社会福祉協議会や行政の専有的なもの

ではなく，直接ケアなど，地域の中で具体的

な利用者支援を展開している各施設・事業所

が担うべきことになると，私たちは考えてい

ます。今や通所サービスが，まちづくりの拠

点として機能する可能性も十分にあり得るわ

けです。

　通所サービスの相談員においても，地域連

携を実践するためには，相談業務という“武

器”のみではなく，事業所全体における機能

としてのケアやまちづくりの活動を有効に活

用しながら，つまり事業所全体の社会資源化

を図りながら地域にアプローチすれば，新し

い地域連携の在り方がより見えてくるのかも

しれません。その場合，事業所の総力を持っ

て，地域と連携を取らなければなりませんの

で，相談員には内外に対する調整機能が欠か

せなくなると思われます。今や，相談員の役

割は，利用者のために地域住民の理解と協力

を要請し，一方で，地域住民のために事業所

機能を社会資源化させるコーディネーターの

機能が不可欠となっています。

　また，利用者が地域の中で安心して暮らせ

るためにも，住民同士の信頼関係が醸成でき

る直接的なまちづくりへのアプローチも行わ

なければなりません。それこそが，通所サー

ビスにおける唯一のソーシャルワーク専門職

としての相談員の務めとも言えます。

事例紹介 
地域交流（連携）に 
おける相談員の役割

■地域住民のニーズの把握
１）２段階によるニーズ把握
　当法人各センターでは，地域住民のニーズ

把握を２段階で行います。第一段階として，

日常のコミュニケーションおよび聞き取り調

査による把握，第二段階では，把握したニー

ズに対応した実践を行いながらの状況把握や

住民の反応把握によるニーズの抽出です。第

一段階でニーズの推察・暫定を行い，第二段

階でさらに詳細なニーズへのアプローチを試

みます。第一段階で，当面の活動の礎となる

ニーズを暫定し，第二段階では，実際の活動

の中でそのニーズに修正を加えていく方法と

言えるかもしれません。

　本来業務は，各センターともに介護保険事

業の運営ですから，多忙の中での活動です。

地域住民に対するニーズ把握に膨大な時間を

費やす余裕はありません。したがって，第一

段階にあるように，日々の地域住民との日常

生活会話の中からニーズを引き出す会話を心

掛けています。何げない日常会話を繰り返し
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ながら，住民の困っていること・やりたいこ

とを抽出していきます。これは，日常生活会

話の中で行う面接として，生活場面面接に近

い会話かもしれません。

　例えば，「最近は，祭りをやっても，若い連

中が手伝いもしない」「子どもが危険な目に遭

う事件が多くて，物騒な世の中になった」と

いった，地域住民から出た何げない一言を拾

い集めるのです。集めた情報は，毎日のミー

ティングで話し合い，チーム内で共有します。

２）日常生活会話によるニーズ把握
　もう少し詳述すると，職員は，地域住民の

ニーズ（日常生活上，困っていること，やり

たいこと）を探るという目的を持って，通勤

の道程や利用者との外出時，地域住民が来所

時に，日常生活会話を行います。何げない日

常会話も，地域住民のニーズを探るといった

目的を持って行うことで，より面接に近い会

話となり，集まる情報の内容や質は変わって

きます。ポイントは，全職員が共通した目的

意識を持って行うことにあります。人によっ

て，活動の重要性を理解していなかったり，

結果として実践しなかったりでは，組織全体

が地域住民との信頼関係を構築することはで

きませんし，入ってくる情報も限定的なもの

となってしまうからです。

　あるセンターでは，３週間という期間を設

定し，職員は出勤時に１日５分以上の地域住

民との日常生活会話を行い，ニーズの把握を

試みました。前述したように，日常生活会話

の中から地域住民のニーズを聞き出すという

意図を持った会話です。３週間で計30回以上

の会話が成され，会話の中から抽出したニー

ズをKJ法でまとめたものが表４です。聞き

取った内容は記録用紙に記入し，毎日のミー

ティング時に情報共有を行います。翌日は，

その情報を基に，さらに違った角度から，よ

り掘り下げた会話を展開していきます。

　これら第一段階の実践は，どこの事業所に

おいても比較的容易に取り組むことができま

す。時間的・労力的にも，職員一人ひとりや，

事業所全体にそれほど大きな負担が掛からな

いからです。当法人の場合，職員の意識を地

域に向けるといった研修の一環としても聞き

取り調査を行いましたので，職員教育のため

にも，ぜひ活用してほしいと思います。

　第二段階については，第一段階でおおよそ

把握したニーズを基にイベントの運営を行っ

ています。そして，イベントの運営を行うこ

とで，また新たなニーズが見えてきます。利

用者ニーズについても同じことが言えますが，

ニーズとは決して固定化された概念ではなく，

近隣住民のニーズ表４

●町内の美化
●自分の知識や才能を生かしたい
●安全の確保（子どもの夕方の安全）
●町内の交流
・新興地と旧家の交流や近所付き合いがない。
・近所の情報が入ってこない。

●世代間の交流
・若い人の地域活動への参加率が低下している。

●文化の継承
・地域行事に関心を持ってもらいたい。
・仁伍（地域名）のことをもっと知ってほしい。

●行事の人手不足
●地域活動における後継者不足

出勤した全職員が１日５分以上の地域住民と
日常生活会話を行うことで得られた情報をKJ
法でまとめたものです。３週間で約30回以上
の会話が行われました。介護保険事業所でも
気軽に取り組める方法かもしれません。ぜひ
お試しください。

地域福祉センター仁伍職員による聞き取り調査より
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常に流動的でとらえにくいものであることを

鑑みると，これで良いということは全くあり

ませんので，そこでは常に修正の作業が不可

欠となります。　

■地域交流（連携）事業の企画
１）イベント企画による地域交流
　第一段階で把握したおおよそのニーズを基

に，各センターでは，年に３回以上のイベン

トを地域住民と協働で開催しています。いず

れの地域においても，共通の課題としては「世

代間交流ができていない」「文化の継承ができ

ていない」といったものと，「子どもの育成に

対する心配」が挙がっていました。

　それらを解消するためのイベント運営を試

みましたが，上記のニーズを解消し得る内容

にはなかなか至りませんでした。それは，微

に入り細を穿った部分までは，地域住民のニー

ズをとらえ切れていなかったことが原因であ

ると，イベントを継続している中で，最近分

かってきました。

　あるセンターでの出来事ですが，長年続い

ていた自治会主催の餅つき大会が廃止になっ

たことがありました。そのことが決まった時，

多くの住民が心底寂しがっているとの情報を

つかんだ職員は，センター主催で地域住民有志

と餅つき大会を開催したのです。すると，準

備期間が極めて短かったにもかかわらず，今

まで開催したどのイベントよりも多くの方が

参加し，しかも，主体的に動いてくれました。

　これは，地域住民との親密度の高い関係を

構築しながらも，地域住民のその時その時で

微妙に変化するニーズに対して，きめ細かに

対応していくことが重要であることを示唆し

ているものと認識しています。またそれは，

今まで取り組んできたイベント運営が全くの

無駄ではなく，そのような取り組みを継続し

てきたからこそ認識できた地域住民のニーズ

でもありました。

２）回収作業による地域交流
　第一段階の大まかなニーズの把握および推

察を基に，イベントの運営などで地域住民と

実際のかかわりを持ちながら，第二段階とし

てはよりきめ細かに適時のニーズを把握して

いくことが重要であると私たちは認識してい

ます。

　ここでは，第二段階の活動としてイベント

の運営を例にとって紹介しましたが，何もイ

ベントの運営にこだわる必要はありません。

「地域の絆」の実践事例の中から紹介すると，

ペットボトルのキャップやプラスチックト

レーの回収，住民を対象にしたおやつ作り教

室，子どもを対象にした書道・茶道教室，子

ども会に対する会議場所の提供，喫茶コー

ナー・足湯室の開放など，多様な実践が考え

られます。

　ペットボトルのキャップは，800個回収す

れば発展途上国の子どもたちのワクチン１本

分の費用に換金することができ，地元の社会

福祉協議会が窓口で集めているものです。当

法人では，地域住民に改めて呼び掛け，各セ

ンターで回収を行っています。また，プラス

チックトレーの回収では，地元企業が子ども

の健全育成のための事業にあてることを前提

とした換金と回収を行っており，換金された

金銭は，子どもを対象にしたイベントの運営

費にあてるようにしています。

　いずれの回収も，金銭を獲得するためのも

のでは全くなく，地域住民との交流促進を目

的とした取り組みです。地域住民に対して回
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覧板などで呼び掛けを行うと，一部の住民は

熱心に各センターに足を運んでくれるように

なります。高齢の方には，「もったいない」と

いった意識が確立されているので，喜んで持っ

てきてくれる方が多くいます。また，福祉活

動に興味のある地域住民も持ってきてくれる

ようになりました。このような活動を通して

も，地域住民との接点が確保され，親密度が

向上されていき，ひいては，地域住民のニー

ズ把握につなげていくことができるのではな

いでしょうか。

３） 地域との連携は待つものではなく 
仕掛けるもの

　ちなみに，イベントの運営を行っている理

由は，図３で言われるまちづくりに欠かせな

い重要な要素がイベントであると認識してい

るからです。イベントの運営には，準備と，

運営，反省が欠かせません。その過程で，実

は地域住民同士の交流促進がなされています。

イベントの大小によりますが，私どもの主催

するイベントでは，約２カ月前から地域住民

との協議を重ねて準備を実施し，当日のマン

パワー・備品の確保を行っていきます。当日

の運営では，多くの方の協力が得られ，反省

会も実施します。このような実践を通して，

利用者・職員と地域住民の交流促進と，地域

住民同士の交流促進を図っているのです。

　地域は，あるものではなく，つくるもので

す。地域との連携は，待つのではなく仕掛け

るもの，私たちはそのように考えています。

失敗を恐れて仕掛けずにいては，いつまでたっ

ても地域との連携は図れないものと考えます。

必ずしも大きな実践をする必要はありません。

自らができることから，まずは第一歩を踏み

出すことが肝要だと思います。

■地域住民との相談・連絡
１）地域交流を進める第一歩
　地域住民と相談・連絡をするに当たって必

要な視点について，ここで少し叙述しておき

ます。地域住民に対する相談・連絡の第一歩

を，一体誰に対して踏み出すべきか悩むこと

はありませんか。新規でセンターを立ち上げ

る際，私たちも，立ち上げ準備に当たってど

金子勇：地域福祉社会学新しい高齢社会像，P.123，ミネルヴァ書房，1997.

コミュニティ要素モデル図３

コミュニティ

物財
（モノ）

関係
（ヒト）

行事
（イベント）

意識
（ココロ）

生活環境
施設

近隣関係
地域集団

祭り，一村一品運動，
住民活動，共同性の
基盤，専門家と一般
住民との相互性の基
盤，世代間の交流

認知，参加意欲，
愛着，統合
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こから地域住民へ働き掛けるか迷った経緯が

あります。そこで私たちは，次のような指針

を持って取り組んでいます。

① 主たる対象地域を自治会および小学校区と

定める。

②最初のアプローチは自治会長から行う。

③ 相談・連絡活動は，自治会圏域を基盤とし

ながら行う。

④ センター最近隣への住民とは日常的な相

談・連絡を心掛ける。

２）対象地域
　①で述べたいことは，地域福祉活動を実践

するに当たって，非常に基本的なことであり

ながら見落とされがちな視点として，主たる

活動圏域の設定を行うことがまず要諦である

ということです。

　通所サービスは，チームケアを基盤に成さ

れるサービスですから，まずチーム内におけ

る地域活動の対象圏域を共通認識することが

不可欠となるはずです。「はず」と書いたの

は，そのような設定をせずして，地域活動を

実践している事業所が非常に多く目に付くか

らです。職員によっては，市町村を対象地域

としていたり，中学校区を対象に考えていた

り，また，自治会を対象に考えていることが

あるからです。そのような職員が集まったチー

ムでは，いくら熱心に地域福祉活動を実践し

ても，決して効果は見込めないと考えます。

　「地域の絆」では，自治会を基盤として小

学校区までを主たる対象地域と定めた地域福

祉活動の実践を行っています。利用者を中心

にしたネットワーク構築の観点から，地域密

着型サービスの地域活動における対象地域と

してはふさわしい圏域だと考えています。

３）自治会へのアプローチ
　そうであれば，②の既存の地域組織の長か

らアプローチを開始する視点が要点となりま

す。まずは，懇意にしている地域住民を介し

てでも，早期の段階で，自治会長へのアプ

ローチを行います。特に，自治会組織の機能

が確立している地域においては，組織のトッ

プからアプローチをしなければ，筋道を踏み

外した形となり，不信感を買う羽目になりか

ねません。地域の実情がまだよく分からぬ時

期には，自治会長から相談・連絡を開始する

ことが要諦であると認識しています。

　③の地域活動の基盤は自治会ですから，提

示のとおりです。私たちが気を付けているこ

とは，相談・連絡を行う際の広報・案内の範

囲においてのことです。例えば，前項で述べ

たさまざまな活動を実践するに当たって，ど

こからどこの範囲の住民に呼び掛けを行うの

かといったことです。私どもは，すべて自治

会にのみ呼び掛けを行っています。自治会に

のみ呼び掛けを行った際，それが自然に自治

会圏域を超えて広報された場合は，全く問題

にしていないどころか，当然のごとく歓迎す

ることとしています。難しさを感じるのは，

広報における線引きにあります。ある自治会

には呼び掛けを行い，ある自治会には呼び掛

けないといった事態は避けるべきではないで

しょうか。そのような事態を引き起こさない

ためにも，事業所が所属する自治会を基盤に

相談・連絡を行うべきであると考えます。

　それでは，地域住民の総意は自治会長の意

見と一致するのかといった意見をどのように

考えるべきでしょうか。地域住民のニーズを

把握するためには，自治会長などのキーパー

ソンとなる方々とのみかかわっていては不十
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分です。自治会の中で役職を持たない住民と

の交流も欠かせません。ましてや，日常的に

接点を持ちやすく，何かと事業所の運営を助

けてもらわなければならない近隣の住民とは，

日常的に密な連携が不可欠です。

　また，自治会長との関係がうまくつくれな

い場合は，次善の策として，近隣住民からア

プローチを開始する方法もあります。多くの

近隣住民と連携が取れるようになれば，自治

会長も私たちの実践に関心を寄せるようにな

るのではないでしょうか。

まとめ

　以上，「地域の絆」での実践を基に説明を

してきましたが，地域を基盤にした相談員の

活動には際限がありません。まして，利用者

に対する援助活動に多忙である中，地域への

アプローチは余計な仕事に映るかもしれませ

ん。しかしながら，利用者は地域の住民であ

るという大前提を鑑みると，これらの取り組

みは利用者支援の一環であるとの認識をしっ

かりと持っておく必要があります。その考え

を組織内に浸透させ，組織と地域をつないで

いくことも，相談員の仕事と言えます。地域

との関係づくりは，少なくとも10年単位で行

うべきものであると認識しています。その意

味では，焦ることなく，できることからこつ

こつと積み上げていく取り組みが，実は一番

の近道なのかもしれません。

　また，相談員が地域と連携を図り，外部

ネットワークを持つことは，自らを守ること

にもつながると私は考えています。利用者・

家族・地域住民への相談支援に加え，組織内

の職員との連携業務。また，相談員という同

じ立場の職員が組織内では非常に少数であ

り，日々の業務における悩みや困難を同じ視

点を持って教育・支持してくれる上司・同僚

にも恵まれず，職場で孤立化し，孤立無援の

状況に置かれている相談員も多くいるのでは

ないでしょうか。そんな時は，組織の外にあ

る社会資源を自らのために活用する視点も必

要ではないでしょうか。当法人では，地域住

民に「大変だね」「よく頑張っているね」と

励まされて元気をもらえたという職員を多く

見かけます。また，同じ悩みを持っている他

法人の職員との交流の中で，情報を提供して

もらったり，励まされたり，日々の業務で助

けてもらう場面を見掛けることも決して珍し

くはありません。

　このように，地域との連携は，相談員にとっ

ても，それが，ストレスマネジメントにつな

がり，外部スーパービジョンの享受にもつな

がっているのです。本稿がその一助になれば

と思います。
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