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コミュニティソーシャルワーク実践を通してトータルケアの推進を
〜平成 18 年度コミュニティソーシャルワーカー養成研修基礎編 STEP１開催〜
三十九名がコミュニティソーシャルワーカーとしての第一歩を踏み出す
去る６月１６日（金）〜１７日（土）の二日
間にわたり、平成１８年度コミュニティソーシ
ャルワーカー養成研修基礎編 STEP１が秋田市
で開催されました。
研修会には、十九市町村社協から三十七名、
県社協から二名の計三十九名が参加し、コミュ
ニティソーシャルワーカーとしての第一歩を踏
み出しました。
開会に引き続き行われた講義では、法政大学
教授で日本地域福祉研究所事務局長でもある宮
城孝先生から「コミュニティソーシャルワーク
の機能及びプロセスと技法」と題し講義を行い
県社協吉田常務理事による開会あいさつ
ました。以下、講義の要点をご紹介します。
公民館が多く社会教育が盛んな地域は医療費が低い
長野県は公民館が多く生涯学習が盛んで、しかも医療費が低い。介護予防も介護保
険だけでは対応できない。地域での支え合いや生涯学習との連携など、トータルなケ
アが必要だ。
コミュニケーションを豊かに
今の日本の問題は人間関係が孤立しており、深刻な問題になっている。例えば、会
話をメールでやりとりする。コミュニケーション能力がかなり低下している。家庭、
職場、地域で豊かなコミュニケーションをとっていくことが必要である。そういう課
題も踏まえながらトータルケアをすすめてほしい。
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福祉専門職としての社会福祉士の位置
今後 5 年から 10 年かけて社会福祉士の現
場での実務研修時間を現行の 180 時間から倍
の 360 時間に増やし、実践力のある社会福祉
士を育成しようとしている。これからは福祉
の専門家として、医師、保健師、弁護士、教
師などの専門職と対等に議論して問題解決で
きるようにならないといけない。
高齢者虐待への対応
平成 18 年 4 月から施行された「高齢者虐
待防止法」の第 7 条では、
「養護者による高齢
講義を行う宮城先生
者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した
者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危
険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しなければならない」とある。
「誰かが通報するだろう」ではなく、気づいた人が通報するしかないのだ。社協とし
て、コミュニティソーシャルワーカーとしてそういうことを住民に徹底する、そうい
う通報のネットワークをつくることも大切だ。
松江市、都城市の事例から
その地区は「淞北台」という地区で、昭和 40 年代に開発された高齢化率が 37％の
新興住宅地。そこに「いきいきライフを推進する会」という会ができた。住民自身が
事業計画をつくり、18 年度は生きがいづくり活動やいきいき健康講座、自治会と協
働した高齢者アンケート調査の実施、次世代層の集い、子育て支援、2 ヵ月に 1 回福
祉連絡会開催などの取り組みを行うことにしている。
また、その地区でコミュニティソーシャルワークの視点で高齢者世帯を 5 件選び、
社協地域担当、在宅介護支援センター相談員、保健師でチームをつくった。地域住民
の福祉専門家に対する期待の大きさを実感できた。
都城市では高齢化率 45%の西岳地区という地域に入り５軒のお宅を訪問した。西
岳地区は歴史のある地域で、自治会長もその地区の歴史をとうとうと語っていた。そ
の地域の歴史を聞くということで、社協職員と自治会の信頼関係ができる。
とある高齢化率が 80%を超え、バス通りまで 30 分もかかる過疎地域で 2 年連続自
殺者が出た。ソーシャルワーカーとしてそういう地域をほったらかしにしてはいけな
い。
職場の人間関係のせいにするのはプロではない
コミュニティソーシャルワークは、「地域福祉実践」と言い換えることができる。
研修に参加した時は盛り上がるが、職場に帰ると上司や同僚に理解してもらえないと
いうことをよく聞くが、職場の人間関係のせいにするのはプロではない。
演習Ⅰ「コミュニティソーシャルワークの視点による個別課題アセスメント」
講義に引き続き、宮城先生から御指導いただきました。演習は同じエリアの社協職
員による 6 つのグループに分かれ行われました。
まず事例に基づきクライエント（サービス対象者）の状況や家族関係図についてワ
ークシートへの記入を行い、それぞれのグループで話し合われた内容を発表しました。
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宮城先生からは、発表を受けつぎのような助言がありました
１．クライエントの主訴は何か、生活上の希望は何か、それを伝えることが出来ない
人や分からない人もいる、ということを理解すること。
２．クライエントのウツ的な傾向が家族
にどう影響を与えるか、例えば子育てに
どういう影響を及ぼすかなども考える必
要がある。
３．この事例に関しては医療的な役割も
必要なので、保健師や社会福祉士も一緒
に訪問する必要がある。PT などによる医
学的な診断も考えられる。
４．クライエントの持っている得意なこ
とや趣味などのその人の「強み」は何か
を見極めることが重要である。
グループ別による作業（演習Ⅰ）
５．現在使っているサービス、デイケア
サービスだけでいいのかを点検する必要がある。
６．地域によるアプローチの可能性を考える必要性がある。
演習Ⅱ「コミュニティソーシャルワークの視点による地域アセスメント」
演習Ⅱは創造学園大学の菱沼幹男先生に指
導していただきました。
演習では、クライエントの住む地域におけ
る社会資源のピックアップ、クライエントを
取り巻く家族や関係者、福祉サービス、社会
資源などを図に表した「エコマップ」の作成、
今後の支援の目標や方針についてワークシー
トへの記入を行いました。
菱沼先生からは、
「地域全体や小地域でどの
程度若年性認知症の方がいるのか、行政やケ
アマネージャーに聞いても分からずもどかし
菱沼先生による指導（演習Ⅱ）
い思いをした」という経験も交え、専門職だ
けではなく住民の方々、自治会や民生委員なども貴重な情報源であるというお話があ
りました。
また、支援の方向性や方針を立てる際には、活動の中心となる人材や財源をどうす
るかが問われる。特定の人に負担がかからないよう、地域の新たな資源開発が大切で
あること、また、職員一人が個別アセスメントと地域アセスメントを見るのは大変で
あり、個別を見る人、地域を見ている人がどうしたらチームを組めるか、だれがチー
ムをつくりコーディネートするか、問いう点も強調していました。
事前課題へのコメント
演習Ⅱの終了後、宮城先生から事前課題に対するコメントをいただきました。
宮城先生からは、記述内容に差があり参加意識に違いが見られる、この研修で何を
高めようとしているか明確にしている人とそうでない人がいること。
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さらに、資料として出した、松江市の淞北台地区の計画は地域住民が書いているも
のであり、社協職員である皆さんの地域福祉課題への認識が弱すぎるという指摘を受
けました。
演習Ⅲ「コミュニティソーシャルワーク実践のプランニング」
2 日目は、前日に行った演習Ⅱで立てた支援
計画を基に、具体的な実践のプランニング作業
を行いました。
中央地区と県北地区のグループは東京国際大
学の中島修先生が、由利地区と県南地区は田園
調布学園大学の小野敏明先生から指導していた
だきました。
午前中は今後考えられる、あるいは開発が必
要とされるサービスについてグループ間で協議
を行いました。 各グループからは、ショート
ステイサービス、配食サービス、ふれあいサロ
演習Ⅲを指導する中島先生
ン、介護者リフレッシュ事業、失語症友の会な
ど当事者の会の組織化、町内会の関わりの必要
性、公民館等に趣味サークルを組織化する、な
どが出されました。 指導者の一人である小野
先生からは、
「当事者の会を組織化をするときや
介護者リフレッシュを行うときなどは、それを
支えるボランティアをどう開発するかがポイン
トとなる」
、「ふれあいサロンや当事者の会を開
催する際には、交流拠点が必要となる。町内会
や町内会福祉部との関わりがポイント」という
助言をいただきました。2 日目の午後は、演習
演習Ⅲを指導する小野先生
Ⅱから積み上げてきた個別アセスメント、地域
アセスメント、支援目標・方針、開発すべきプ
ログラムを踏まえ、各グループで具体的な実践
プログラムの作成作業を行いました。
プログラム作成にあたり両指導者から、右上
にある、個別のニーズを地域の課題として捉え
なおす「課題の普遍化」という視点が、コミュ
ニティソーシャルワーク実践においては重要な
ポイントであるという助言がありました。
参加者からの感想
参加者から今回の研修について感想等をいた
プログラムを発表
だきましたので、少しご紹介いたします。
まず、今回の研修についての感想は、「演習が主だったので事例に対しどのように
対応していくのか勉強になった」、
「個人のニーズ、地域ニーズを聞き事業を展開させ
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これがポイント！

ていく手法について流れが分かった」、
課題の普遍化
「相談援助業務を日常的に行ってい
ますが、理論的に分析することがなか
ったので参考になった」、
「社協職員は
個人のニーズ
地域に出向き課題を把握することの
大切さを感じた」、
「実際の業務は事務
だが、関わっている現場の業務に生か
他にも同様なニーズを持つ人がいる（推測）
したい」などの前向きな感想のほか、
大変だった、難しかったという感想も
ありました。
課題の検証
研修で特に参考になった演習は、エ
方法：アンケート方式調査、各種統計調査活用、
コマップの作成と答えた方が多く、今
関係者ヒアリング等々
後より詳しく学びたい事柄は、実践の
プラニングやボランティアなどの人
材育成の方法という回答が多く寄せ
個人の課題を「地域の課題」として捉えなおす！
られました。
今後不安に感じていることは、地域に出て住民の協力が得られるか、住民参加が得
られるかという回答が多く、地域での実践に不安を感じていることが伺えました。
県社協としては、各地区ごとに担当職員を配置し、個別支援やコミュニティソーシ
ャルワーカーを通して、社協役職員や住民に対しトータルケアの周知や住民活動への
支援を行うことにしておりますので、気軽にお問合せくださいますようお願いします。

トピックス
法政大学

宮城孝先生が、NHK ラジオ「社会福祉セミナー」の講師に！

本県の地域福祉トータルケアやコミュニティソーシャルワーカー養成研修で御指
導していただいている法政大学の宮城孝先生が、9 月から「地域福祉の役割」の講
師として登場します。
放送時間は、NHK ラジオ第 2 放送で毎週日曜日午後 6 時 35 分から 7 時まで（再
放送は翌日曜日の午後 12 時 30 分から午後 1 時まで）となっています。9 月 3 日（日）
から第 1 回目がスタートします。9 月は「地域福祉の考え方」、「地域福祉の体制と
進め方」、「地域福祉と在宅福祉サービス」、「地域福祉の今後のあり方」をテーマに
お話します。
社会福祉の制度改革と地域福祉や地域福祉の進め方などについてお話しする予定
ですので皆さんぜひお聴きください。
なお、NHK 社会福祉セミナーのテキストは書店でもお求めになれます。
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◎最近の新聞記事から

２００６年（平成１８年）

２００６年（平成１８年）

５月２４日（水）

６月２３日（金）

朝日

朝日

