
１　はじめに

人口減少と急速な少子高齢化が進行している日本社会では、社会構造の変化が人々の生活に
大きな影響を与えている。「8050」問題、「ダブルケア」問題などのように、福祉ニーズが複合
化し、また複雑化している。この状況に対し、2017年の「地域共生社会」の構築を求める国の
動きのなかでは、「住民支え合い活動」が現行制度で対応できない福祉課題を解決する主体とし
て明記されている（厚労省 2017）。そこでは、住民のサービス供給主体としての機能に焦点が
あてられている。

しかしながら、支え合い関係は、サービスを供給する支援者側のみが機能を発揮することで
は成立しない。それは、一方的に支援者側の労力を奪うという非対称な抑圧関係を生み出す可
能性がある。「住民支え合い活動」によって福祉課題を解決することに期待を寄せるなかでは、
そのような状況を避けなければならないだろう。そのため、支援者側の機能発揮のみならず、
サービスを受ける被支援者側が支え合い活動においてどのような役割を果たすことが出来るの
かについても、重視しなければならない。

また、「地域共生社会」では、被支援者の福祉課題を「丸ごと」として支援することが求めら
れている（厚労省 2017）。「丸ごと」という支援方針には、現行制度の縦割り問題を乗り越え、
被支援者の生活課題を総合的に把握し、包括的支援を行う志向がみられる。ところが、支援者
の視点は「個人の生活のうち、分化的な専門的視野でとらえることのできる部面に限られる」

（岡村 2014: 93）ため、「生活の主体者」としての視点を持つ被支援者は、支援側が把握できな
い生活問題を発見することができるのである（岡村 2014: 94）。そのため、「地域共生社会」政
策が望んでいる、被支援者の生活課題を包括的に支援するためには、被支援者の視点も不可欠
であるだろう。

よって、被支援者の課題に包括的に対応し、現行制度で対応できない課題を住民支え合い活
動により解決しようとする政策において、被支援者の課題解決への参加を再検討する必要があ
ると考える。そこで本稿では、まず、従来の地域福祉政策の展開にみられる被支援者側の参加
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の視点を検討しながら、その現状を確認する。そして、岡村重夫（2014）が「社会福祉的援助
の原理」で提示している、被支援者側の参加が形成される前提と方法を参考にしながら、従来
から地域福祉活動による生活課題対応を行っている中核組織の一つである、市町村社会福祉協
議会（以下、社協と省略）の取り組みを事例として、被支援者参加の現状と地域福祉に対する
意義を検討したい。

２　課題解決への被支援者参加

2．1　地域福祉政策における被支援者参加の展開
地域福祉実践において住民は、「生活ニーズを充足するとともに、福祉のまちづくりへの参加

ニーズを同時に充足する主体」であると捉えられている（藤井 2008: 100）。そこでは、地域福
祉における住民は、支援を受けて生活ニーズを充足する被支援者と、福祉的活動に参加する支
援者、という２つの側面で登場していると考えられている（藤井 2008:100）。それでは、今まで
の地域福祉政策の展開において、被支援者の参加がどのように位置づけられているのか。

2000年の社会福祉基礎構造改革では、被支援者を措置制度における「対象者」から、契約制
度における「利用者」とする転換が行われ、被支援者がサービス事業者を自己選択することが
できるようになった。そして、「施設から地域へ」という流れは、被支援者の地域生活を継続さ
せるための支援として捉えられている。支援内容は具体的なサービスと、諸サービスを本人の
希望に沿うよう支援するケアマネジメントに大別されている（藤井 2008: 107）。こうした支援
形態には、被支援者をサービスの「利用者」としての位置づけのみに限定せず、「当事者」とし
ての視点を求める志向がみられる（藤井 2008: 107）。

被支援者の位置づけが「対象者」から「利用者」、そして「当事者」へと転換してきたなか
で、被支援者はサービス事業者の選択が可能になる。しかしながら、サービス内容に対する自
律、つまり専門家の持っているケアプランニングや評価に対する権限に被支援者自身が関わっ
て自己決定していくことは前提とされていない（永田 2015: 23）。それに対して、障害者がケア
の自律を追求する「自立生活運動」の展開の中では、介助者を自分で選ぶという仕組みを被支
援者自身で作り上げることが実現されてきた。こうした運動により被支援側からの公的福祉を
変革する「政治参加」と、介助者派遣という「社会参加」が実現され、被支援者たちをエンパ
ワメントするモデルが確立されてきた（永田 2015: 23）。

一方、住民の支援の経験者としての当事者視点にもとづき、支援者として他者の課題を解決
しようとする動きもあった。80年代からは「住民参加型福祉」が重視され、大幅に増えてきた
住民参加型在宅福祉サービス団体が、1998年の特定非営利活動促進法と2000年の介護保険法の
施行によって、法人格を取得し事業者として介護保険事業に参入することが可能になった。こ
うした団体は、活動の担い手の多くが自ら介護経験を持つ住民である（永田 2015: 23）。

こうした福祉政策の変遷からみると、被支援者をエンパワメントしようとした改革や、「住民
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参加型福祉」の展開には、「当事者」の視点が政策を支える機能を持つことが認められる。
一方で近年の行政は、地域住民やその世帯が抱えている複合的な課題を、行政と専門職と地

域住民の協働によって「丸ごと」「我が事」として総合的に対応する仕組みを求め、「住民相互
の支え合い機能」を「地域課題の解決力」として位置づけている（厚労省 2017）。

こうした福祉政策においては、課題を抱えている被支援者への生活支援と、それに関わる支
援者の自主性と課題解決への参加が焦点化されている。ところが、こうした支え合い活動によ
る課題解決においては、被支援者には支援を受ける役割しか期待されていないように考えられ
る。そこでは、一方の自己決定が他方を客体化し、対等な関係が構築されず、共同で意思決定
をしていく支え合い関係が成立していない。こうした点に関しては、社会学のボランティア論
において、ボランティアを一方的な贈与行為として、つまり非対称的な抑圧関係を生み出すも
のとして、ネガティブに捉える見方も存在してきた。加えて、被支援者の複合化した福祉ニー
ズを「丸ごと」として統合的に解決するためには、現行政策上で対応できない生活課題を全般
的に把握しなければならない。それは、被支援側の視点からその生活を展望することによって、
政策上の限界を発見することができる（岡村 2014: 96）。そのため、課題解決を支援するために
は、支援側だけではなく、被支援側の視点も不可欠である。

支え合いによる支援の展開において、非対称的な関係を解消し、被支援者の当事者視点が機
能するためには、被支援者が単に支援を受けるだけではなく、支援者と被支援者の共同的な意
思決定の実現が求められる。

2．2　課題解決への被支援者参加の原理とその形成方法
ここではまず、課題解決への被支援者側の参加の必要性について、岡村の「社会福祉的援助

の原理」を用いて整理しておきたい。岡村（2014: 83-103）によると、人の社会生活を成立させ
る要素は、その人の生活要求に対応する生活主体者である個人と社会制度、または、両者が相
互に作用する社会関係である。そこに、社会制度は個人の生活上の必要不可欠な要求を充足し
ながらも、それはそれぞれ分化された専門的視野で課題を捉える場面に限られるため、個人の
生活の客体的側面のみにかかわるにすぎない。一方、相互に無関係な社会制度は、個人を媒介
して初めて相互に関連する。こうして個人の社会関係は、制度的、客体的側面と、各客体的側
面を統合する個人的、主体的側面との相互作用によって構成される。その際、個人が「制度に
よって一方的に規定された受動的存在」（岡村 2014: 99-100）であるならば、それが「自己疎外」

（岡村 2014: 100）の状態につながり、社会生活の本質にはならない。そこで、社会関係の主体
的側面、つまり課題を抱える被支援側の視点にたってその生活をみれば、分化された客体的側
面からだけでは判らない課題を発見することができる。したがって、生活課題に対する社会福
祉的な援助は、「問題の当事者による共同的解決ないしは問題当事者と援助者との共同的解決の
援助でなくてはならない」（岡村 2014: 97）。

では、問題の「当事者」としての被支援者がいかにして支援者とともに課題解決へ参加する
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ことができるのであろうか。これについて岡村（2014）は、社会福祉は、被支援者が客体的側
面のみに規定されることなく、主体的に社会関係を統合することができるように、その「社会
生活における主体的契機を明確にし、それの自覚と実現を援助する」（岡村 2014: 100）行為で
なければならないとする。したがって、被支援者側が主体性を持って支援者とともに共同的課
題解決をすることを求めるならば、生活の主体者としての意識の形成が前提であり、その形成
は社会福祉的な支援によって実現されるのである。また、その支援は、右田紀久恵（2005）に
よると、被支援者の「権利主体」「生活主体」「生存主体」の三位一体の包括的な認識に立たな
ければならない（右田 2005: 17）。右田もその主体意識は、社会福祉的な支援における「関与

（intervention）や援助（support）の方法を通して、展開させることができる」（右田 2005: 18）
と考えている。

それでは、どのような福祉的支援によって被支援者の主体意識が形成されるのだろうか。下
記の事例を通して検討することとしたい。

３　研究方法

以下では、山口県平生町社会福祉協議会（以下、平生町社協と省略）の調査結果を利用し、
サービス提供や地域福祉活動を通じて被支援者参加を形成していく取り組みを分析し、地域福
祉に対する意義を検討する。

3．1　平生町社協の概況
平生町社協が所在している山口県熊毛郡平生町は、2015年の国勢調査によると人口は12,798

人で、2015年までの５年間に人口減少率はマイナス5.1％、高齢化率は39.6％で、山口県平均の
32.1％より高くなっている。また、世帯数は4,951世帯で、１世帯あたりの平均世帯員数は2.6で
ある。

平生町社協は1981年に社会福法人として設立され、平生町の平生地区、大野地区、曽根地区、
佐賀地区の全４地区を担当している。組織体制は、事務局のもとに、地域福祉活動にかかわる
企画総務部、介護保険事業の運営に関する事業部と、老人福祉センターが設置されている。ま
た、平生町社協は住民参加の小地域福祉活動の組織化を進める方策として、全４地区で地区社
協やそれに代わる組織を設置している。全国の市区町村社協のうち44.9％（全社協 2011）では、
地区社協またはそれに代わる組織を設置していないという状況と比べると、平生町社協は住民
参加の小地域福祉活動に強く取り組んでいる存在であると推測できる。

3．2　調査概要
筆者は2017年３月15日より平生町社協を訪問し、その後12月までの間に２回の社会調査を行っ

た。調査方法は、活動への参与観察、会議での傍聴、職員に対する聞き取り調査であった。聞
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き取りは半構造化面接法を用い、管理職である A 氏、B 氏、C 氏に対して、１人あたり60分程
度で住民参加に対する理解、活動理念と活動の取り組みなどを中心に質問を行った。本稿では
A 氏、B 氏の発言を検討することとし、特に A 氏の発言を主に分析する。倫理的な配慮として
は、まず、事前に研究の目的について平生町社協の理解を得たうえで、調査実施の許可を得た。
調査対象者個々人に対しても、聞き取り調査を開始するにあたって、口頭で調査主旨を説明し
同意を得た上で調査 ･ 記録を実施し、結果の公開についても了承を得た。

表１　調査の概要

調  査  日 調　　査　　対　　象 調査方法 場　　　所

2017年３月15日 「ふれあい給食」サービスのボランティアグループ
「みやま会」 訪　　問 大野地区の地区社協の事務所

2017年３月15日 大野地区の地区社協 訪　　問 大野地区の地区社協の会議室

2017年３月15日 認知症対応型通所介護施設
「さが・みんなの家」 事業見学 「さが・みんなの家」施設内

2017年９月５日 「いきいき脳楽習塾（佐賀地区）」 参与観察 佐賀地区小森自治会館

2017年９月６日 「ゆる体操（大野地区）」 参与観察 大野地区ゆる体操会場

2017年９月７日 「ふれあい推進員」研修会 参与観察 平生町社協本部

2017年９月８日 「福祉の輪づくり運動」推進委員会・地区社協代表
者会議 傍　　聴 平生地区の地区社協の会議室

2017年９月８日 平生町社協 A 氏と山口県立大学実習生との交流会 傍　　聴 平生町社協本部の会場

2017年12月７日 平生町社協・A 氏 聞き取り 平生町社協本部の会議室

2017年12月７日 平生町社協・B 氏 聞き取り 平生町社協本部の会議室

2017年12月７日 平生町社協・C 氏 聞き取り 平生町社協本部の会議室

表２　聞き取り調査対象者の詳細

対象者名 性別 平生町社協に
おける立場 在職歴 現職まで経歴

A 氏 男性 事務局長 19年
在宅福祉部門　４年
総務部門　　　３年
企画総務部　　６年

B 氏 女性 事業部 部長補佐 12年 企画総務部　　12年

C 氏 女性 企画総務部 主任 ８年 事業部　　　　１年
企画総務部　　７年
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４　調査結果

4．1　住民参加の自主性を重視する活動原則と福祉教育
1980年代以降、在宅福祉サービスを安定して提供するためには組織的な基盤形成が必要であ

るとして、政策的に、市町村社協の法人化、法制化が推進されてきた。平生町社協は1981年に
社会福祉法人として設立され、創立初期には訪問介護事業を受託しながら住民参加による小地
域福祉活動も展開した。

1986年に、平生町社協では「福祉の輪づくり運動モデル地区育成事業」に取り組みはじめ、
住民が住民参加の福祉を実感しやすい活動として「ふれあい給食」という給食サービス事業を
展開してきた。事業の開始にあたって、平生町社協は町内のモデル地区で各戸に調理ボランティ
ア募集のチラシを配布した。40名以上の住民の応募により「ふれあい給食サービス」のボラン
ティアグループが結成され、70歳以上の一人暮らしの住民へ、月に１回程度住民ボランティア
の手作り弁当を配達することとなった。2011年に退職した、平生町社協の元事務局長の福嶋美
奈子（2012）によると、平生町社協のようにモデル地区の住民にボランティア募集を行う方式
とは異なり、県内の他の市町村社協での配食サービスでは、既存の女性団体が調理を担う場合
が多かった。そして、そうした場合には、社協の担当者から無理にやらされたという感覚で活
動に参加したという声が出ることがあったという。

また、平生町社協では、自治会長を福祉員に委嘱し、住民の見守り活動や社協の広報誌の配
布などの役割を担ってもらっていた。しかし、福祉員は社協の「手伝い」（福嶋 2012: 14）とし
て捉えられている実態があった。対して、1988年に平生町社協では、社協からの依頼ではなく、
住民同士の見守り活動として独自の「ふれあい推進員」を設置することになった。「ふれあい推
進員」とは、民生委員が地域福祉活動に協力したいという意識を持つ住民を推薦することで社
協から委嘱される、任期を設けず給料もない職務である。そこには、支え合い活動における住
民の自主的参加の意思を尊重する意図がうかがえる。

そこでは、住民の自主的参加の形成は「自然に発生する場合も皆無とは言わないが、他から
の働きかけや何らかの学習によって得られるもの」（福嶋 2012: 18）であると考えられている。
このため、平生町社協では、住民の自主的参加を促す福祉教育を地域福祉活動の目的とし、各
種講座などに限らず「住民参加による事業全ての実施が福祉教育に含まれると位置付けている」

（福嶋 2012: 22）。

4．2　サービス展開における２つの活動方針
4．2．1　「地域＝私、福祉＝希望する暮らし」の推進を支援する

地域福祉の推進とは何を推進するのか。平生町社協によると、地域は「私」、福祉は「希望す
る暮らし」と理解されている。つまり、地域というのは、自分のことを知ってくれている人が
まわりにいて、「私」がそこに所属し安心できる場所であるという。そして、個々の「私」の生
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活は「私」だけで成立するのではなく、そこに必ず他者とのつながりが存在し、それによって、
自分の生活が支えられている。また、住民は自らの生活の主体として、自分が「希望する暮ら
し」のために、誰とどのようなつながりを作っていきたいかを自主選択する。社協が個々の

「私」の意志を尊重し、それぞれの「希望する暮らし」に必要なつながりの形成を支援すること
が、地域福祉の推進であると平生町社協では理解されている。

 地域福祉って、社会福祉協議会が進めないといけないものではなくて、住民がそこで自
分たちが幸せに暮らすためにはどうするかということだと思うんですよね……〔住民は〕
地域福祉を進める主体ではなくて、生活の主体なわけですから、どのようなものがあれば
いいかとか、どういうふうにして暮らしたいか、というような思いは住民自身が考える。
……自分たちのところだけではできない部分を、すこし隣の手段と助けがあったりとか、
別の力を借りながら暮していくということをしないといけなくなった。その繋ぎやこうし
たりとかというところが、社会福祉協議会の仕事になると思うんですね。（A 氏、2017年12
月７日）（カッコ内は筆者補筆）

 地域福祉は何かと聞かれたときに、私は、地域で生きること、生活していくことそのも
のだと思っているんですね。そのこと自体は……私たち社協の職員ではなく、そこに暮ら
すその方、ご本人のことであって。その活動を進めていかれるのも、生きることもそうで
すし、その活動をどう進めていくか、どういう地域にしていくか、どう生きていきたいか
を考えていかれるのも、あの、取り組んでくれるのもそこの地域の人々であって。わたし
たち、あくまでも社会福祉協議会という組織の中で働いている職員なわけですよね。……
あくまでも、わたしたちがしてあげるのは、地域でどう生きていただくか、暮らしいただ
くかというところをどう支えていくか、どう支援していくかということを考えていくこと
が、社会福祉協議会、事務局としての活動だと思っています。（B 氏、2017年12月７日）

住民が生活主体であるという捉え方や、住民の主体性の確保が前提であると考えられている
ことが、平生町社協の管理職の発言から確認できる。

4．2．2　「ひらおの暮らし」ではなく、「ひらおで暮らす」を支える
そして、前述したように平生町社協では、住民の生活は、他者とのつながりの形成を通じて、

構成されるものとして考えられている。したがって平生町社協では、住民生活を静態的なもの
として漠然と捉えることや課題のみに着目することは避けるべきであると考えられており、社
協による支援は、静態的な「ひらおの『暮らし』」ではなく、動態的な「ひらおで『暮らす』」
ことを支えることであると定義されている。

そして、平生町社協では、住民の生活全体を捉え包括的に生活課題を把握すること、住民に
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生活主体として自ら希望する暮らし方を考えてもらうこと、その暮らし方の維持・達成に必要
な支援を自己決定によって実現できることといった立場からの支援が行われている。そのなか
で一番重要であるのは、何をどのように支援することが希望する生活を継続させることにつな
がるのかを、住民の視点に基づいて検討し、そのうえで、必要な支援とのつながりを、住民に
対して情報発信を行うことで実現することであると考えられている。つまり、情報発信は、被
支援者との共同による課題解決を目的とする取り組みである。

 人はいつか老いて行くわけですし、その中で、諦めがあったりとか。……諦めずに助け
合って暮していきましょうよという部分が、……住民の皆さん一人ひとり考えてくださいっ
て、とても無理じゃないですか。だから、社会福祉協議会であったり、どこかそういうの
を発信していくというのは必要だなと思うんですよね。（A 氏、2017年12月７日）

情報発信は、住民に生活リスクに対する危機感を持つように促すことによって、課題発生時
に自分がどのような暮らし方を希望するのかを住民にあらかじめ考えてもらうことと、希望す
る暮らし方を達成するために入手できる福祉資源は何であるのかを知ってもらうことを意図し
ている。くわえて、情報発信には、現在の自身の生活に発生していない課題であってもいつか
発生する可能性がある、そのために心構えを持っておくという福祉教育としての目的が含まれ
ている。

 わたしたちができることというのが福祉教育というのもあるけれども、たとえば……自
分がここまで車を運転して来て、自分で買い物をして帰ることができる。……でも、それ
をできなくなったときにどうすればいいだろうとか、というイメージは、皆さんあまり、
知っているようで実は知らないとか。……うちのおじいちゃん、おばあちゃんが、少し悪
くなってきたからサービスを利用したいんだけど、という相談でよくこられるけれども、
実際に自分の家族がどんなサービスを使うか……どんな介護がされるのか、どんな設備が
あるのか、どんな一日を過ごすのか、関心はあまり持たないですよね。でもそれを早くか
ら持っていただくということによって、「あ、これなら少々家でも看れるじゃないか」と
か、自分がこういうサービスを上手に使って、一人暮らしの方でも生活できるじゃないか、
という部分は、情報を発信していけるかなと思うんですよね……だから、結局やっぱり、
ひらおで暮すという思いを、住民主体で、皆さんに持って頂かないと、私たちがやろうと
していることでもうまく、噛み合わないわけですよね。そこのずれがなくなるようにして
いかないといけないと思います。（A 氏、2017年12月７日）

こうした情報発信によって、自身の老後生活に対するイメージを住民が具体的に理解するこ
とができるため、「知らない」ことに対する不安を緩和することができる。
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そして、こうした情報発信を通じた福祉教育の過程では、住民にとって生活主体意識が喚起
されるほか、他人の課題がいつか自分の生活に起こるという可能性を意識して共感が形成され
る場合もある。それにより、その課題を抱えている人に対しても自然に関心を持つようになる
ことで、自分が何かをしたいという支え合い活動への自発的・自主的参加の契機になるとも考
えられる。

4．3　活動方針にもとづいた実践
では、これまでみてきた平生町社協の活動方針は、どのように実践にあらわれているのであ

ろうか。３つの事例を通して明らかにしたい。

4．3．1　「やりすぎはよくない」
地域福祉活動の展開において、住民の自主性、主体性を重視するという前提は職員全体で共

有されている。しかし、職員によって理解が異なっており、職員がそれぞれの解釈をもとに地
域福祉活動に取り組むと、住民側が混乱する可能性がある。

 職員によってかかわり方が違うというのは、あまりよくないですよね。あの職員がよく
やってくれる、この職員がひとつもやってくれない、というふうになったら、職員のほう
もつらいですよね。だからこそ、職員というか、うちの平生町社協の流儀というか、うち
で、この地域福祉にかかわる職員というひとが、このように動いてほしいというのを、組
織の中では共有しているつもりです。色々な準備の場面とか、地域に出向いた時の職員と
いうそのすべてね、同じようにできていたかどうかは分かりませんけれども、やっぱりや
りすぎはよくないですよ。……それはね、技として身に付けてほしいというほうが職員が
受け入れやすいのかなと思うんです。あなた自身が自己満足でやってしまうというところ
が専門職にあってはいけないというのは、それは、住民のみなさんを勘違いさせてしまっ
たり、お客さんにしてしまうということになってしまうんじゃないかなという話をよくし
ています。（A 氏、2017年９月８日）（下線は筆者による）

「やりすぎはよくない」ということが、職員が行動する際の基準となっている。以下では、「い
きいき脳楽習塾」という平生町社協の独自事業を、この基準にもとづく地域福祉活動の取り組
みとして検討してみたい。
「いきいき脳楽集塾」は2007年に始められた活動であり、「あたまトレーニングプログラム」

という認知症予防活動の開催を契機としてはじめられた。「あたまトレーニングプログラム」と
は、平生町社協が認知症防止教材として利用し、平生町住民を対象として行った活動であった。
プログラム終了後、このような活動に参加し続けたいという住民の声を受け、平生町社協は平
生地区にある社協本部を利用して「いきいき脳楽習塾」活動を展開してきた。
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参加には事前の申し込みは必要なく、参加費は教材プリント１枚あたり10円のみとされてい
た。当初は、社協が場所と教材を提供していたが、その後、場所だけを提供することで、活動
の運営を住民の側に移行し、教材も住民が用意するようになってきた。2017年９月５日の時点
で、活動参加者は24名であり、活動参加によって「日常生活のリフレッシュ」、「話し相手」が
できるなどの理由から、活動は参加者の生きがいとなっているという評価を受けているという。
ここで注目したいのは、活動開始時から、この活動が自主的な参加という形式をとっている点
である。

 日にちを決めて、毎回事前の申し込みを何時までしてくださいって、すごく煩わしいじゃ
ないですか。そういうやり方がいけん、ということではないですよ。きっかけ作りとして、
そういう教室が一般的ですし、そういう募集のほうがご参加しやすいという人もいるかも
しれないです。でも、いまここでやっているのは、曜日〔を決めて〕……開放はしていま
す。場だけは提供していますけれども、皆さん、いつ行かなければいけんとか、申し込み
が必要とかそれは一切ない。いつ来てもいい。いつ帰ってもいい……来られない日があっ
てもいい。その時には、次に来た時、皆さん同士で声をかけられるんです。「あんたこの
間、休みじゃったね」「どうしたかね」「病気じゃったじゃないだろうか」「しばらくみらん
だったね」と言われて、心配されていたらうれしいじゃないですか……そういうところが、
自然に働いているんじゃないかな、お互いを心配する。今までなかったコミュニティとい
うのができているんじゃないかなとは思うんです。（A 氏、2017年９月８日）（カッコ内は
筆者補筆）

活動の主体になる場を提供し自主的な参加という形をとることには、住民の主体意識や参加
の自主性を醸成するという社協の意図が認められる。くわえて、自主的な参加の形式であるた
め、参加者がしばらく見かけなかった他の参加者である住民に自然に声をかけることで、参加
者の間には自然にお互いの見守り関係が形成されているともいえよう。

4．3．2　「お客様」
生活主体者意識が形成される環境を作るために、介護保険サービスを提供する場合にも、サー

ビスを受ける被支援者を商品購入などにあたって用いられる「お客様」として位置付けること
で、被支援者とサービスを提供する支援者との間に対等な関係を確立する取組みもある。

介護保険制度以前の措置制度の時期には、福祉サービスの受け手は行政が決定し「対象者」
と表現されていた。2000年の介護保険制度開始以降は、その呼び方は「利用者」へ変化した。
しかしながら平生町社協では、「対象者」にも「利用者」にも「弱い存在」というイメージがあ
り、上から目線で、「助けてあげる」という雰囲気に抵抗があったという。そのため平生町社協
は、介護保険制度の開始以前の1999年からサービスの対象者を全て「お客様」としてきた。
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 例えば、いま、うちは訪問介護の職員がお客様のお宅に行って、「ありがとう」と言われ
ることがあると思うんです。それは、対等の関係での「ありがとう」であってほしいです
けれども。そうじゃなければ、「ありがとう」「いや、いえいえ、たいしたことないですよ」
という表現をするかもしれませんけれども。でも、こちらも、「私たちを選んでくださって
ありがとう」、「サービスの提供者として選んでくださってありがとう」、お互いに対等関係
があったほうが、お互いに、やっぱり、その尊敬の念がね……ものを買いにきた人たちっ
て、別に弱者じゃないよね。車を買いにきたお客様が弱者って、そんなことはないですよ
ね。だから、素直に「ありがとう」が出ます。「この車を買ってくれてありがとう」……
サービスという対価を得るものですよね。「それを買ってくれてありがとう」というのは、
同じことじゃないかと。でも、そこは、福祉の世界ではやっぱり異常、異常というか、違
うところ。全てを、この「お客様」にしないといけない。（A 氏、2017年９月８日）

被支援者を「お客様」とする意図は、被支援者を消費者として捉えることではない。むしろ、
それは被支援者の「自己の生活実現を他者に依存し委ねることと表裏一体の危うさ」（藤井 2008: 

108）に気づき、この取り組みを通じて被支援者と支援者の対等な関係を形成し、生活主体者と
しての権利を被支援者のものとして取り戻す契機を実現することにある。言い換えれば、住民
自身が自らの立場を再確認し、自分の生活に参加していく仕組みを確保しようと、したたかに
支援を展開している姿がみられる。

4．3．3　「死を迎える生活」支援
住民が被支援者として自らの生活の営みに参加しようとする支援視点は、一人暮らし高齢者

に対する見守りや看取り支援としての、「死を迎える生活」支援という取り組みにも認められ
る。この取り組みには地域における一人暮らしの高齢者世帯が増えていくなかで、住民がいか
に地域で安心して暮らし続けていけるのかを考えた場合に、自分が希望する最期の暮らし方を
住民自身が考えていくことを促す目的がある。

 ドクターとか、医療の多くの意識は、人を助けないといけない。死を迎えたらいけない
ような。今は変わってきているんですけれども……人が死ぬのは当たり前なんだよ。でも、
どうやって死んでいくかということ考えた時に、孤独に死なないということを思ってたら、
自分はどういうふうに死にたいと思ったら、自分の生活とか、人間関係、ね。孤独死を迎
えないように、近所づくりを用意しておこうか、そういうふうにもつながるじゃないです
か。だから、死を近づけるということの意識付けというのをするというのはこの違いじゃ
ないかなと……死を身近に感じる生活ということに取り組んでいくことは、一つの、うち
の方向性であるんじゃないかな、という意識をしています。（A 氏，2017年９月８日）

― 121 ―



A 氏の発言によると、医療的な「死を遠ざける」治療のような支援とは違い、社協の支援は
「死を近づける」支援であるという。そして、どのような最期を希望しているのかによって、住
民の自主性、自律性が確保された選択ができるようにするため、まずは、自分の希望のままに
暮らしていけるという安心感を住民に与えることが必要であると考えられている。その安心感
の構築のために、平生町社協では具体的に下記のような取り組みを行っている。

①　職員の対処方法の共有
平生町社協は、訪問ヘルパー、デイサービス、グループホームなど、全ての職員で死への対

処のあり方を共有するようにしているという。それは、「普段の生活支援をやっている私を、最
期に看取る人として選んでもらってありがとう」という気持ちを持つようにすることである。
そして、「長い間ご苦労様でしたね」という尊敬の気持ちを持ちながら、「いつ亡くなってもい
い、いつでも最期までかかわっていく」という気持ちを伝えるようにすることで、住民にとって
は、どこでいつ死を迎えるかわからなくても安心して暮らせると感じてもらうことができると
いう。

②　事業所の運営理念の変革
デイサービス、グループホームなどの事業も、住民が安心して死を迎えることを支援するた

めに変革されてきた。外部のデイサービスから断られた人に対しても、「最期までお風呂に入り
たい」など、本人や家族の思いがあれば、それを可能な限り叶えるように事業所で取り組んで
いる。

③　医療との連携
在宅介護の際に、延命措置をしたくないという本人の意思がある場合には、訪問医や訪問看

護師など専門職にも理解を得るようにしている。また、その場合には、本人の家族からの理解
を得ることがもっとも大切と考えられている。それはたとえば、状態が急変し、事前に家族の
同意がないまま救急車を呼ぶような場面では、本人の希望に沿うことが難しくなるからである。
そのため、平生町社協は、日ごろ本人とかかわっているチームで、本人の思いを共有して、そ
こにいる家族にも同じように関与してもらう方法がとられている。

サービスを受けることは必ずしも、依存的、受動的な状態になってしまうことではない。む
しろ、これまで言及してきたように、生活主体者としての被支援者が支援者との共同的な解決
や、自主的、自律的に自らの生活を営むことを実現することが目的である。その視点にもとづ
いて、平生町社協では、住民が安心して自分の希望に沿って死を迎えることができる環境づく
りに取り組んでいるといえよう。
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５　考察と課題
地域福祉活動における住民参加と福祉サービスの提供は、課題解決の機能のみにはとどまら

ない。また、包括的に生活課題を把握するためには、被支援側の視点が不可欠である。平生町
社協の取り組みでは、参加を形成する前提と見なされている被支援者の生活主体意識を形成す
るための、「情報発信」という５つのプロセスが示されている。つまり、①福祉的資源情報の提
供、②生活リスクに対する危機感の喚起、③将来に起こる可能性があるリスクを知らないこと
に対する不安の緩和、④生活主体意識の喚起、⑤他者との共感形成、の５つの機能を提供する
ことが期待されていると考えられる。

情報発信を目的とする取り組みとして、平生町社協では、住民の自主性を確保するための「や
りすぎはよくない」という行動基準のもと、地域福祉活動を通じて住民参加の自主性を形成す
る福祉教育を行っている。それによって、活動参加者の間に自然な支え合い関係が形成されてい
くことが明らかとなった。くわえて、そのつながりを持続させる機能があることもうかがえる。

また、同じ情報発信を目的とする「お客様」の視点を持つことと「死を迎える生活」支援と
は異なる取り組みではあるが、そこには、課題を抱える当事者が、生活主体者意識をもつこと
の重要性が示されている。それは、住民がサービスの受け手になる際に必ずしも「依存的」に
なるのではなく、生活権利を取り戻す契機になるとも考えられる。

こうした生活主体意識を形成するプロセスとその機能を通じて、被支援者は支援へ参加する
ことによって、生活権利を取り戻すことと、地域社会とつながる暮らし方が可能となり、その
人らしい生き方を尊重する支援のあり方と地域福祉の推進を統一的に進めることができると考
える。

本稿では、被支援者の支援への参加の重要性と、それを形成する取り組みと今日の地域福祉
に対する意義について検討した。しかし、本稿の検討は、社協組織側の視点にとどまっている。
平生町社協の取り組みを評価するためには、平生町社協に関わっている被支援者がその支援手
法に対してどのような考えを持ち、評価しているのかについても明らかにすることが不可欠で
あると考える。その際には、平生町社協とかかわりのある被支援者と、そうでない被支援者の
意識の比較なども、社協の機能を評価するための重要な論点の１つとなるだろう。

また、自分自身のおかれている状況を正確に理解し、生活課題を他者に伝えることに困難を
持っている住民― 例えば、認知症を抱える人々、何らかの障害を有する人々― にとって、
いかに課題を把握できるかは切実な問題となる。そのため、こうした孤立しやすい人々をどの
ように主体化していくのか、そのためにはどのような支援の方法があるのか、といった点が問
われなければならない。

そして、平生町社協の全体像とその特徴を把握するために、行政側が平生町社協の活動方針
や取り組みをどのように評価し、バックアップしているのかという、平生町社協と自治体との
関係性についても考えなければならない。くわえて、平生町社協の取り組みを一般化して、他
の組織にとっての示唆とするためには、複数の同規模社協を対象とした比較調査の必要がある
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だろう。
これらの問題について検討を加えるために、今後も平生町社協の活動に対する継続的な調査

を行っていく必要があると考えている。
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