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過疎地域における生活維持のための社会的支援 

―山口県内の「見守り活動」の実態から― 
 

高野 和良  
 

 

1 過疎地域における地域福祉活動 

 

 過疎地域の人口減少率は近年再び上昇しつつある。2005（平成 17）年から

2010（平成 22）年の間の減少率は 7.1％となり、徐々に大きくなっている。過疎

地域では様々な対策が図られてきた。施設建設を主とした生活環境の整備、道路

整備といった交通環境の改善などが政府による過疎対策とされてきたが、人口減

少に歯止めをかけるにはいたっていない。開発的な対策だけでは、人口減少を抑

制する効果を上げることは難しいことがわかる。 

 過疎地域では非高齢層の人口減少にともなう高齢化率の上昇もあって、高齢者

増への対応が重視され、見守り活動などが地域福祉活動の名の下に展開されてき

た。しかし、こうした対人的なサービスを通じて、果たして在宅生活を継続した

いという高齢者を支えることができるのか、また活動の担い手はいかなる問題を

感じているのか、さらに世帯が極小化し地域社会で相互支援を行おうにも現実に

は難しくなる状況もあるなかで、専門機関にはどのような支援が求められている

のかなど、十分に検討されていない点も多い。そして、そもそも見守り活動は誰

のための活動かといった問も残されている。 

 本稿では、こうした現状をふまえ、過疎地域における高齢者を対象とした地域

福祉活動による相互支援活動、なかでも見守り活動の現状と課題について検討し

たい。 
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2 過疎地域の生活機能要件と見守り活動 

 

 離島や過疎地域といった生活条件が不利な地域における生活継続要件について

は、十分に検討されてきたわけではない。どのような社会資源が失われれば生活

が難しくなるのか、逆にいえば、大きな支えになっている社会資源は何であるの

かを考える必要があるが、その際に、これら生活充足のための要件を、基礎的な

第一次的機能要件と副次的な第二次的機能要件とに整理した議論が参考になる

（鈴木 1970: 127）。 

 

 第一次的機能要件：生産機能、住居保有、教育、医療、福祉、交通、買い物など。 

 第二次的機能要件：集団参加活動、集落維持活動、祭、社交や娯楽など。 

 

 生活要件をめぐる議論では、生活の充足には基本的に、生産機能（所得保障）、

住居保有、医療・福祉サービス、交通、買い物などがやはり必要であり、それら

が安定したうえで、集団参加活動、集落維持活動、祭、社交や娯楽などが必要に

なると考えられている。 

 しかし、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きわめて弱くなりつつ

あり、見守り活動などの相互支援機能（地域福祉活動）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的機能要件の役割が相対的

に大きくなりつつある。 

 見守り活動自体は、以前から近隣関係のなかで行われてきたが、地域福祉活動

として注目を集めたのは、1990 年代の社会福祉基礎構造改革の過程で、介護保

険制度導入にともなう施設福祉から在宅福祉への転換と在宅福祉を支える基盤と

しての地域福祉重視が背景にあり、福祉サービスの支出抑制も目指されている。

厚生労働省の研究会報告書である『地域における「新たな支え合い」を求めて

—住民と行政の協働による新しい福祉』（これからの地域福祉のあり方に関する

研究会 2008）では「制度の谷間」にある問題に地域社会で対応することが新し

い地域福祉であるとし、2009 年から「安心生活創造事業」というモデル事業

（全国 58 市町村）が実施された。地域において基盤支援（見守りや買い物支援）
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を必要とする人々を把握し、そのニーズを捉えた上で、こうした人々を支える地

域の支援体制をつくり、地域の自主財源確保に取り組むことが目指された。そし

て地域社会では見守り活動の組織化が図られていく。 

 さて、見守り活動には明確な定義があるわけではないが、例えば山口県社会福

祉協議会では「地域の中で手助けを必要としている人や気がかりな人を対象とし、

民生委員・児童委員や福祉員などの地域福祉活動関係者や住民が『あいさつ』や

『声かけ』、『生活の様子を気にかける』などといった活動を通じて、住民同士が

共に支えあって暮らし続ける地域づくりをすすめること」としている 1）（山口県

社会福祉協議会 2012: 5）。身体的、精神的、社会的に弱い立場にあり、日常生

活において困難な状態にある人、そうした人々のいる世帯、さらにはニーズを表

明できない、あるいは自ら表明しない人も対象とし、地域福祉関係者を担い手と

して専門機関からの依頼を契機に、あるいは自発的に組織化され、戸別訪問、注

視などの多様な方法で行われる活動である。 

 そして、見守り活動が地域社会で問題となるのは、「身体的・精神的に弱い立

場にある中高年者、障害者、子どもなどが、生命や財産の危機を含む何らかの生

活上のリスクを持つにもかかわらず、家族・親族や友人などによる見守りや、各

種の支援やサービスの利用が行われていない、あるいは、十分に機能していない

ために、本人とは必ずしも直接の面識のない、地域住民による見守りが期待され

る」からであり（小林 2013: 159-60）、家族を始めとするソーシャルサポートと

しての見守りが維持できなくなった場合に、地域住民による見守りが必要になる

とされている。「同じ地域に住む人々への懸念」（小林 2013: 167）が動機となり、

対象者と担い手とは必ずしも面識がなくとも実施されている。 

 

3 住民による地域福祉活動の支援機関 

 

 過疎地域においても住民の自発的な活動は一定の存在感を持っているが、高齢

世帯の極小化などが進行し、活動の維持が厳しくなる事態もある。こうした場合

も含め、見守り活動には市町村社会福祉協議会（以下、市町村社協）の支援が想

定されている。見守り活動には「見守りに関する意識→見守り行為→見守り関係

というような展開のためには、それらを支える地域住民の協力を引き出せるよう
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な公的な支援の仕組みが必要」（小林 2013: 167）であり、代表的な公的支援機

関は市町村社協であるが、過疎地域を抱える市町村社協には特有の課題もある。

一般的な市町村社協の課題とともに整理しておこう 2）。 

 市町村社協は、社会福祉法（第百九条）に設置根拠を持つ組織であり、市町村

単位で全国に設置されている組織である。組織の性格はその財源構造をみればあ

る程度推測できるが、社協の財源構造は補助金や委託金といった公的財源と介護

保険収入の占める割合が大きく、自主財源である会費や寄附金の割合は小さい。

また、介護保険事業を実施する社協の総収入は大きくなるため、補助金等の公的

財源の割合をはじめ、会費や寄附金の割合も低くなる。財源の多寡が事業規模の

大小を示すとすれば、これは社協が介護サービス提供組織としての性格を強め、

結果として地域福祉サービス提供の軽視をもたらす可能性を示唆している。しか

し、両事業は社協の事業として対立するものではなく、見守り活動などの地域福

祉活動支援を通じて潜在化していた介護ニーズが明らかになり、介護サービス利

用につながる場合もあり、両事業の連携のあり方の検討が必要である（高野 

2010）。 

 一方で自主財源の確保も重要である。しかし、会員制とはいえ住民にとっては

自身が社協会員であるという意識は乏しく、会費も自治会・町内会費とともに集

められる場合が多く、会費を意識する機会も少ない。そのため会費も低額に抑え

ざるを得ず、年額 600 円未満の社協が 6 割程度を占めている実態にある（全国社

会福祉協議会地域福祉推進委員会 2008）。一方で、地域住民のニーズに対応した

様々な地域福祉サービスを提供している社協のなかには、年額数千円の会費を得

ている場合もあり、会費に対する理解や寄附の対象としての認知度を高めていく

必要がある（高野 2010）。 

 しかし、広く住民から会費を得ていることは、財源に占める割合がいかに小さ

くとも、社協の活動が公的な性格を帯びることを意味する。公共性にはサービス

提供にあたっての公平性の確保といった行政によるサービス提供と重なる意味も

もちろんあるが、社協の場合には非会員にもサービスを提供する場合が少なくな

く、むしろ当該地域におけるサービスの基準設定の役割が期待される。地域福祉

サービスの提供は、結果が重視される傾向にあり、例えば、買い物ができない高

齢者に対しては、食事のニーズを充足するために弁当の宅配サービスが行われて
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いる。確かに基本的なニーズは満たされるが、第二次的機能要件の面からみれば、

自宅への配達に加えて弁当を持ち寄って会食する機会があれば、高齢者の集まる

機会の提供につながる。サービス提供の目的を対象者の総合的な生活支援として

捉え、多機能化も含めたサービスの評価実施が社協に期待されているが、実態と

してこうした展開につながる例は少ない。 

 一因は、社協が地域福祉活動を単なる福祉サービス提供論として捉えているこ

とにある。社協によるサービス提供の目的は、問題を抱えた人々に対する個別支

援だけではなく、地域組織化を方法論とする地域社会における福祉的な連帯形成

も強く期待されている。議論はあるが地域福祉はまちづくりといった視点も広が

りつつある。過疎地域では地域おこし等の活動が繰り広げられ、これらの活動は

ほぼ共通して、地域生活の維持（人口増加）を目的とし、地域住民の合意形成を

目指している（徳野 2011）。しかし、地域福祉活動組織としての社協側から、こ

れらの活動との連携を図ろうとする動きは弱く、結果として地域福祉活動は孤独

な存在であった。地域福祉活動では、町内会、自治会を始めとして、民生委員・

児童委員、老人クラブなどの各種組織、NPO などの住民による自発的組織など

との連携が必要である。しかし、社協はこれらの組織との関係をサービス提供主

体としての観点から捉えがちであり、現状は連携とは言いがたい場合もある。近

年、にわかにコミュニティソーシャルワーカー（CSW）への関心が高まってい

るが、問われるべきは社協の本質的な機能である CSW 的活動が、なぜこれまで

十分に展開できなかったのかという点である。 

 

4 見守り活動の実態 山口県内の状況 

 

 こうしたなかで地域福祉活動としての見守り活動が拡大してきた。山口県で実

施された福祉員による見守り活動に関する調査結果からその実態が垣間見える 3）。 

 まず調査対象の福祉員の 9 割近くが見守り活動の経験を持っていた。福祉員は

見守り活動以外に地域行事へ積極的に参加するなど地域福祉の担い手として大き

な存在であった。 

 見守り活動は、出会った際の声かけや訪問といった福祉員が対象者に働きかけ

る形で行われており、ふれあい・いきいきサロンや配食活動などは、見守り活動
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の方法としてはあまり意識されていなかった。また、活動の対象者は、単身、夫

婦のみ世帯や交流が少なく孤立している人に限られていたが、福祉員の活動期間

が長くなると、経験を重ねることで地域の状況を把握しやすくなり、様々な課題

を抱えている人へ広がるようになる。 

 対象者は福祉員、民生委員・児童委員がそれぞれ単独で決定する場合（単独型）

と活動関係者の協議による場合（協議型）があるが、単独型が協議型を上回って

いた。実際の見守り活動は、福祉員単独で行われている場合が半数を上回ったが、

一緒に活動を行うメンバーとしては、民生委員･児童委員が最も多く、次いで福

祉員の仲間となった。見守り活動を進める際に必要な情報はある程度入手できて

いるようであるが、入手先は、やはり民生委員･児童委員が中心であった。 

 また、先に実際の活動を単独で行っている福祉員が少なくないことを指摘した

が、一方で 7 割近くの福祉員が見守り活動関係者との話し合いの機会をもってい

ることも明らかとなった。当然の結果ともいえるが、話し合いの機会を持つ福祉

員の方が、関係者との連携が図られていた。話し合いのメンバーは見守り活動関

係者（民生委員･児童委員、福祉員、自治会長･町内会長）が中心であり、話し合

いの頻度は年に 2〜3 回がもっとも多かった。 

 見守り活動に取り組むなかで、困難を感じた経験をもつ調査対象福祉員は約半

数であり、活動をどこまで行えばよいか判断に迷っている姿が浮き彫りとなった。 

 

5 見守り活動と生活支援 

 

 山口県内の状況を見る限り、見守り活動の担い手にとっては、見守りをどこま

で行えばよいのか判断できず、しかもその判断を一人で下さなければならない場

合もある。もしも何か問題が起こった場合には、その責任が担い手に及ばないと

も限らない。福祉員や民生委員等との協議の機会が少なく、社協からの支援が弱

ければ、見守り活動の担い手は孤独ななかで活動に取り組まざるを得ないことに

なる。過疎地域ではこうした課題がより強く出現する一方で、様々な地域組織や

集団への参加が維持されており、担い手と対象者が社会参加活動への参加で接点

をもつことで見守り活動の機能代替がある程度果たされているともいえる。 

 見守り活動は誰のためのものかという問に対しては、見守る側の不安感を軽減
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するための側面が強調されると、それは監視となり、生活への干渉にもつながり

かねない。対象者と担い手との関係調整が必要であるが、これは当事者間で対応

しにくい面もある。市町村社協が調整機能を果たすためには、地域福祉活動と地

域組織、集団との関係形成が前提となるが、過疎地域の社協には余力に乏しい場

合も少なくない。 

 見守り活動の抱える課題は少なくないが、過疎地域においても一定の存在感を

持っており、その必要性も広く支持されている。地域福祉活動はその効果や評価

が難しいといわれるが、地域福祉活動を組み込んだ生活支援活動が拡大するなか

で、担い手と対象者の実態をふまえてその動向を注視する必要があるといえよう。 

 

 本稿を再構成し（高野 2015）として公表した。したがって、本稿は（高野 2015）

と内容や記述の重複がある。 

 

注 

1) 福祉員は民生委員とは異なり法的な根拠は持っていない。地域住民の中から

自治会、地区社協などによって推薦され、市町村社協から委嘱を受けて地域福

祉活動を無償で行っている。山口県社協によれば山口県内では 8,587 人（2013
年）が登録され増加傾向にある。65〜74 歳が全体の半数を占め、女性が 6 割強

である（山口県社会福祉協議会 2012）。 
2) 社会福祉協議会は市町村単位の市町村社会福祉協議会、都道府県単位の都道

府県社会福祉協議会、全国社会福祉協議会といった重層的な組織構造を持って

いるが、各社協は下位、上位の組織間関係にはなく、相互に独立した法人格を

持っている。近年、市町村社協は、中学校区程度を単位とした地区社協の設置

を促している。地区社協は連合町内会とその範域も構成人員も重なっている場

合があり、地域社会に密着した地域福祉活動を展開する組織としての性格を持

っている。 
3) 本報告で使用する「見守り活動に関する実態調査」の概要は次の通りである。

本調査結果を利用する際の注意点として、まず調査対象者が山口県社会福祉協

議会が山口県内（東部地区、中部地区、西部地区の 3 カ所）で実施した福祉員

研修会参加の福祉員であり、母集団である山口県内の福祉員全体の姿を正確に

反映したものではないことがある。したがって、本調査結果は山口県全体の見

守り活動の実態とはいえないが、福祉員を対象とした見守り活動の実態調査は

少なく一定の意味をもつものと思われる。 
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 調査主体：山口県社会福祉協議会 調査の名称：「見守り活動に関する実態調査」 
 実査時期：2011 年 10 月 31 日東部地区 11 月 1 日中部地区 11 月 8 日西部地区 
 調査方法：福祉員研修会における配布、回収（集合調査） 
 調査対象：研修会に参加した福祉員、その他（研修会ごとの対象者数は以下の

通り） 
東部地区（63 人）：周南市、岩国市、柳井市、周防大島町、田布施町 
中部地区（56 人）：山口市、下松市、萩市、光市 
西部地区（56 人）：美祢市、山陽小野田市、宇部市、下関市（事例報告者のみ） 

 調査対象者数：175 人 回収数（回収率）：147 票〔東部：50 票、中部：50 票、

西部：47 票〕（84.0％） 
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