
ボランティアの受け入れから 
派生した地域住民との交流

　それでは，１つの事例を提示して，さら
なる検討を進めていきたい。写真１は，軽
度認知障害（mild cognitive im pair ment：
MCI）のある地域住民が草取りのボラン
ティアとして，当法人の拠点に来てくれた
時のものだ。突然拠点の窓口を訪れ，ボラ
ンティアをさせてもらいたいと申し出があ
り始まった活動であったが，かかわりの中
で軽度認知障害であることが分かったた
め，地域包括支援センターと連携を図りつ
つ，ボランティアの受け入れを行った。こ
の方を，ここではＡさんと呼ぶことにす
る。Ａさんは，毎日草取りにやってきて，
拠点の利用者と同額の食費を納めつつ，昼
食を挟んで一日中拠点での活動を続けてく
れた。そして，毎日の活動を経て草取りの
作業がなくなりそうになった時期に，拠点
の管理者はＡさんによる次の活動に向けた
検討を開始した。
　Ａさんは以前，中学校の校長をしてお
り，子どもへのかかわりと教育に興味が

あった。そこで，管理者はＡさんに相談の
上，地域の子どもたちを対象にした書道教
室を開講し，その講師としてＡさんを迎え
ることにした（写真２）。Ａさんは快く了
解し，地域の回覧板で生徒募集の案内をす
る際には，案内文にＡさんの顔写真とコメ
ントを掲載することにも協力してくれた。
ちなみに，私たちは「人びと」※に役割を
実感してもらうことと併せて，活動の継続
性を鑑みて，赤字を出さない地域活動を心
がけている。よって，材料代・水道光熱費
などの諸経費とＡさんへの謝金を算定し
て，参加費を１人につき500円とることに
した（Ａさんへの謝金については，Ａさん
のボランティアに対する考え方からその後
受け取りの拒否があり，謝金の授受は実現
しなかった）。
　その後，管理者が平素からの人脈を駆使
した甲斐あって，月に一度の書道教室が開
催された。そして驚くべきことに，それか
ら２カ月後には，月に１回の開催を月に２
回へと増加させることとなった。これは，
当初は管理者の準備によって参加者が確保
できていたが，実践を通じて，参加した子

何ができる？ どうしたらできる？

「地域共生社会」における
介護サービスの役割と人材開発の具体策〈後編〉

特定非営利活動法人地域の絆　代表理事　中島康晴
生活相談員，介護職リーダー，デイサービス・グループホーム管理者の経験を経て，社会福祉専門職がまちづくりに関与していく必
要性を感じ，2006年２月特定非営利活動法人地域の絆を設立。社会福祉士，介護福祉士，精神保健福祉士，介護支援専門員，認
知症介護指導者。2015年より，広島県社会福祉士会相談役，日本社会福祉士会副会長。東北大学大学院教育学研究科（博士課程）
在学中（2014年度より）。近著に『地域包括ケアから社会変革への道程【理論編】【実践編】』（批評社，2017年）など。

特別
企画

※社会福祉領域において，「利用者」「クライエント」「当事者」などと呼称されている人びとのことを「人びと」と表記
することにする。その理由としては，これらの呼び方が選別主義に依拠していることに加え，専門職の「人びと」に
対するパターナリズムや専門職の権威主義にも連なっていると認識しているからである。
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どもと親たちからの評価が高まりその噂を
聞きつけた子どもたちによる参加が増加し
たからである。この書道教室は，子どもた
ちとその親の人気を博したのだった。
　拠点は，介護保険事業の小規模多機能型
居宅介護を運営していた。共生ケアの思想
も今ほど展開していなかった当時（2008
年ごろ），その小規模多機能型居宅介護に，
夕方になると子どもたちが書道教室に通っ
てくるようになった。私も当時，子どもた
ちとかかわっていたが，特に宿題などの話
になると，からかわれてか，どうにも私の
話はよく聞いてもらえなかった。しかしな
がら，軽度認知障害のＡさんの話には，緊
張感のある面持ちで，真剣に耳を傾ける子
どもたちの姿が見られた。
　私たちは，子どもたちの親に，なぜ子ど
もたちを書道教室に通わせているのかを問
うてみた。すると，親たちは口をそろえて

「昔の人の教育方法を子どもたちにも体験
させたい」と答えた。具体的には，昔の人
の教え方に興味がある，昔の先生の指導方
法に触れさせたい，高齢者の考え方や大切
にしていることを学んでもらいたいといっ
た意見が寄せられた。
●地域共生社会へ向かう手がかり
　Ａさんの事例には，私たちが地域共生社
会へと向かうための幾つかの手がかりが示

されている。それは，①この事例が一人の
人間の強み（ストレングス）から端を発し
ているということ，②多様な他者との出逢
いの中でこそ，人間の役割や強みが発揮さ
れるということ，③「人びと」が子どもの
みならず，その親たちまでをも支援（ケア）
しているという実相，④すべての「人びと」
には強みと変化の可能性があるという信念
を職員が有していたこと，⑤この「人びと」
の強みへの認識は，社会にある優位的な価
値規範や構造の只中にあってはとらえにく
いという事実にある。
　１つ目の観点において，私たちは「人び
と」の強みを「活動」に変え，それをさら
に「役割」に昇華させていく取り組みを意
図的に行っている。Ａさんの草取りは，も
ちろん，拠点から見れば大いなる役割であ
るが，草取りの作業自体はＡさんが常に一
人で黙々と取り組んでいた。その意味で
は，どちらかというと「活動」に近い側面
があったと認識することができる。他方，
子どもたちへの書道教室の講師活動は，ま
さに直接他者への貢献を果たしていること
が実感できる，「役割」そのものであった
と私たちはとらえている。
　つまり，「活動」と「役割」の違いは，
他者とのつながりの深さや他者への依存・
影響の度合いの違いにあるのだ。極端な

写真１●軽度認知障害のある高齢者のボランティア

主体的・能動的な地域包括ケアの実践を！！
障害者や高齢者にしかない能力を認め，

それを主体的な活動に結び付けていくことが不可欠。

写真２●地域の子どもたちを対象とした書道教室
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話，「活動」は１人でも取り組むことができ
るが，「役割」は他者とのかかわりの中で生
じるものであり，決して１人で成り立つも
のではない。「活動」は１人で楽しむものも
含まれるが，「役割」は他者との関係なくし
て生まれることなど決してないのである。
　その意味において，「人びと」の多様な
強みは，多様な他者との関係の中でこそ引
き出すことが可能となる。本事例でも，Ａ
さんの役割を拠点の外に「ひらいて」こそ，
Ａさんの強みを顕在化させることができ
た。そればかりか，３つ目の視座にあるよ
うに，Ａさんはその強みを他者の支援（ケ
ア）へと変換し，さらには子どもと親たち
によるＡさんや認知症のある人たち，高齢
者に対する認識までをも変容させたのであ
る。もちろん，Ａさんの強みに基づいた

「役割」の創出が，地域住民のアイデンティ
ティーに多大な影響を及ぼしたという気づ
きを職員に与えたという意味において，Ａ
さんは職員の認識に対してまでも影響を及
ぼしたと言えるだろう。
　そして，このような実践が展開できる背
景には，職員やその所属する組織が，あら
ゆる人間には強みがあり，また変化の可能
性があることを信念として内含していると
いうこと，さらには，「人びと」の代弁機
能を果たして社会と対峙していく姿勢が根
源になければならない。この視座がなけれ
ば，支援者は「人びと」を度外視したり排
除したりしている優位的価値観に縛られ，

「人びと」の変化の可能性や強みに気づく
ことが難しくなるからだ。

地域共生社会の実現を
目指す法人に必要な人材

　では，地域共生社会を目標に置いた実践

を伸張させるためには，どのような人材が
求められるのだろうか。読者の多くはもう
すでに気づいているだろう。「人びと」の
視点に立ち，「人びと」の代弁機能を担い
つつ，多様な人々や階層間における出逢い
の場をつくることで，その関係構造と個々
のアイデンティティーの変容を促進する。
そして，経済の効率性に重きを置く社会の
価値規範や構造から，少しでも視点をずら
し，距離を置く努力を重ね，「人びと」の
側から社会をとらえ直す姿勢を包含する専
門職。言わずもがな，それはまさにソー
シャルワーカーそのものであろう。
　2014年７月にオーストラリアのメルボル
ンで，国際ソーシャルワーカー連盟（IFSW）
および国際ソーシャルワーク学校連盟

（IASSW）において採択された「ソーシャ
ルワーク（専門職）のグローバル定義」で
は，このソーシャルワークを次のように定
義づけている。

　社会変革と社会開発，社会的結束，
および人々のエンパワメントと解放を
促進する，実践に基づいた専門職であ
り学問である。社会正義，人権，集団
的責任，および多様性尊重の諸原理
は，ソーシャルワークの中核をなす。
ソーシャルワークの理論，社会科学，
人文学，および地域・民族固有の知を
基盤として，ソーシャルワークは，生
活課題に取り組みウェルビーイングを
高めるよう，人々やさまざまな構造に
働きかける。この定義は，各国および
世界の各地域で展開してもよい。

　あえて単純化してとらえれば，社会正義
と権利擁護の価値にのっとり，社会変革を
促進する専門職であり学問がソーシャル

　社会変革と社会開発，社会的結束，
および人々のエンパワメントと解放を
促進する，実践に基づいた専門職であ
り学問である。社会正義，人権，集団
的責任，および多様性尊重の諸原理
は，ソーシャルワークの中核をなす。
ソーシャルワークの理論，社会科学，
人文学，および地域・民族固有の知を
基盤として，ソーシャルワークは，生
活課題に取り組みウェルビーイングを
高めるよう，人々やさまざまな構造に
働きかける。この定義は，各国および
世界の各地域で展開してもよい。
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ワークであると述べている。ここで言う社
会変革には，「社会的結束，および人々の
エンパワメントと解放」が併記されている
ように，人間の関係構造の変容や人びとの
尊厳が保持される社会環境の創出が含意さ
れている。また，地域共生社会の創造を担
う中核的な人材としてソーシャルワーカー
を位置づけることは，報告書にソーシャル
ワーカーの役割が多用されている観点から
も，政府の方針と整合する。
　報告書でも指摘があるように，地域共生
社会に必要な人材には，個別支援と地域支
援の一体的な実践が可能な者が求められて
いることが分かる。加えて，同時に「ま
ち・ひと・しごと創生」や「一億総活躍社
会の実現」，「地方創生」というマクロ領域
の政策とも連動してとらえているのであ
る。すなわち，ミクロ（個人）・メゾ（地
域）・マクロ（国家）を一体的にとらえた
展開が希求されているのだ。このことから
も，この中核的人材は，ソーシャルワー
カーであることが強く理解されよう。
　私はソーシャルワークを次のように定義
してきた。

　ソーシャルワークは，社会正義と権
利擁護を価値基盤とし，次の５つの仕
事を通して，すべての人間の尊厳が保
障された社会環境を創出する専門性の
総体を言う（図）。
❶暮らしに困難のある人びとに直接支
援を行うこと

❷人びとが暮らしやすい地域社会環境
を構築するよう社会的活動（ソーシャ
ルアクション）を行うこと

❸人びとのニーズを中心に，人びとと地
域社会環境との関係を調整すること

❹政策（政府・行政）に対し，人びと
のニーズを代弁した社会的活動（ソー
シャルアクション）を行うこと

❺人びとのニーズを中心に，❷の地域
社会環境と❹の政策（政府・行政）に
おける構造との関係を調整すること

●ソーシャルワークの専門性
　このように，ソーシャルワークはミク
ロ・メゾ・マクロ分野を結合してとらえる
わけだが，その根底には私たちの支援を必
要とする「人びと」を代弁していく姿勢が
求められ，さらに言えば，その先には「人
びと」の権利擁護を越えたあらゆる人間の
尊厳保障が待っている。
　ただし，先述のソーシャルワークの観点
から報告書を改めて見てみると，そこで示
されているミクロ・メゾ・マクロの一体化
の不足とそのあり方の欠点が見られる。報
告書で示されている理念を実現するために
は，地域や個人，専門職に奮起を促すだけ
で成就するわけがない。「これまで支援の

『受け手』であった人が『支え手』に回る
ような，参加の場や就労の場を地域に見い
だしていく」ことや，「分野別，年齢別に
縦割りだった支援を，当事者中心の『丸ご
と』の支援にする」ためには，マクロ領域
の社会構造を大きく変換することが同時に
求められるからだ。
　ここで変革すべき社会構造とは，新自由

　ソーシャルワークは，社会正義と権
利擁護を価値基盤とし，次の５つの仕
事を通して，すべての人間の尊厳が保
障された社会環境を創出する専門性の
総体を言う（図）。
❶暮らしに困難のある人びとに直接支
援を行うこと

❷人びとが暮らしやすい地域社会環境
を構築するよう社会的活動（ソーシャ
ルアクション）を行うこと

❸人びとのニーズを中心に，人びとと地
域社会環境との関係を調整すること

❹政策（政府・行政）に対し，人びと
のニーズを代弁した社会的活動（ソー
シャルアクション）を行うこと

❺人びとのニーズを中心に，❷の地域
社会環境と❹の政策（政府・行政）に
おける構造との関係を調整すること

社会環境

人々
（ミクロ）

地域社会環境
（メゾ）

政策（政府・行政）
（マクロ）

A

B

ソーシャルワーカー

●❶ ●❸ ●❷ ●❺ ●❹

図●ソーシャルワーカーの仕事
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主義注）を源泉とした生産性と効率性を第
一義とした就労構造や，人間の暮らしに不
可欠な社会保障を中心とした（教育・文
化・芸術・自然環境保全・防災などを含
む）制度・政策の減退，これらに付随して
も生じる「人びと」に対する度外視や排除
の蔓延した社会の価値規範を指す。ここを
変革の対象としてとらえない限り，真の地
域共生社会の実現はなし得ない。
　加えて，図の矢印Ⓐ・Ⓑを見てほしい。
これは，先に述べたミクロ・メゾ・マクロ
の関係のあり方について示したものだ。Ⓐ
の矢印は，マクロからメゾを経由してミク
ロへと流れている。つまり，政府の決定し
た制度・政策を地域に下ろし，その影響を
個人が受けるという経路をたどるものであ
る。他方，Ⓑの矢印は，ミクロからメゾを
通じてマクロへと進行している。実は，ソー
シャルワークにおける社会変革は，Ⓑの流
れによって推し進められるべきものだ。
　しかしながら，日本ではⒶの流れが強く，
Ⓑの流れは非常に弱い。政府が示した定義
や方針を基に，地域でその展開がなされ，
個人の暮らしはその状況に規定されること
が強調されている。しかし，個人の尊厳保
持や真の地域共生社会の実現を志向すれ
ば，その反対の働きかけによって，これを
遡
そ

上
じょう

するもう一つの流れを創出する必要が
ある。ここに対する決意の念を，報告書か
らは読み取ることができなかった。少なく
とも，ミクロからメゾまでの流れは描かれ
ているようだが，そこから先，マクロを変
革していく流れまでは明示されていない。
このことが，地域共生社会への接近の足か
せになるのではないかと私は見ている。

　以上のことから，地域共生社会に不可欠
な人材は，「人びと」の側から社会をとら
え，それを代弁し，メゾ（地域）を変革し，
マクロ（国家）のあり方に変更を求める流
れを創出する専門職である。それはすなわ
ち，「ソーシャルワーク（専門職）のグロー
バル定義」に示されている，ソーシャル
ワーカーその人であると言えるだろう。
参考文献
１）厚生労働省社会・援護局：「地域における住民主
体の課題解決力強化・相談支援体制の在り方に関す
る検討会（地域力強化検討会）」の最終とりまとめ
～地域共生社会の実現に向けた新しいステージへ～，
平成29年９月12日
２）中島康晴：よくわかる地域包括ケアの理論と実
践，日本医療企画，2014.
３）中島康晴：地域包括ケアから社会変革への道程　理
論編，批評社，2017.
４）中島康晴：地域包括ケアから社会変革への道程　実
践編，批評社，2017.
５）ジーン・レイヴ，エティエンヌ・ウェンガー著，
福島真人解説，佐伯胖訳：状況に埋め込まれた学習
―正統的周辺参加，産業図書，1993.

注　政府の役割を減少させ，資本主義下の自由競争を
促す思想の概念。
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目標設定
●本人の「強さ」に着目した
ケアプラン

●「本人らしさ」を大切にする
ケアプラン
●根拠が分かるケアプラン
●地域の社会資源を巻き込んだ
ケアプラン
●施設資源を活用した
地域貢献事業

８つの改訂ポイント

アセスメントから
モニタリングまで、
根拠ある
立案がわかる！ 
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我
適切な
ケ
を
日総研 601821


