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「制度の狭間」のケースに対する開発実践とその評価  

	 

首都大学東京	 室田信一	 

	 

1．	 問題意識	 

コミュニティソーシャルワーカーによる開発実践をいかに評価するべきか。	 

対象：大阪府「コミュニティソーシャルワーク機能推進事業（以下、CSW 事業）」	 

求められる業務：（大阪府 CSW 事業	 新ガイドラインより）	 

1） 要援護者に対する見守り・発見・つなぎのセーフティネット体制づくり	 

2） 制度の狭間にある要援護者からの相談への対応、必要なサービスへのつなぎ、各種福祉サービ

スの利用申請支援等の実施等	 

3） 地域住民活動との協働と支援	 

4） 新たなサービスや仕組みの研究・開発・普及	 

5） 地域福祉計画等の策定・見直し、推進等への協力及び市町村におけるセーフティネットの構築・

強化のための取り組みへの参画	 

現在の評価方法：	 

大阪府の事業報告書「新たに開発したサービスや事業」	 

ある自治体の事業報告「住民活動のコーディネート数」「要援護者等の組織化支援数」	 

→単純なアウトプット評価	 

 
相談援助の流れ	  

 
（室田 2010） 

	 

「制度の狭間」のケースに介入する CSW 事業の真価は、地域に新たなサービスや仕組みを開発できるか

によって問われることになる。社会的な排除を放置しないために。	 

	 

2．	 開発実践とは（コミュニティ・ディベロップメントを中心に）	 

1）その起源と初期の展開	 

Ø イギリスの植民地で試みられた「コミュニティ開発」→農村の広範な貧困に対処する方法として、

貧しい人々と共同的に生産能力を高めるための施策。（Midgley	 1995:54-55）	 

Ø 経済成長の帰結としての社会の福祉増進ということではなく、発展途上国において公衆衛生や教

育、住環境などの社会的条件を改善するための開発。（三浦ら 2003:52）	 

Ø セツルメントなどの実践を起源とし、Community	 Action	 Program によって定着した都市における

住民参加型の活動→職業開発や住宅開発の実践へ。（Rothman	 2007）	 

＜図 1＞ 
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2）日本の社会福祉研究における位置づけ	 

Ø 1960 年代から 1970 年代にかけてコミュニティ・ディベロップメントに関する論文が数多く見受

けられる。その多くは CO とどのような関係があるのかといった議論→衰退。（倉持 2012:36）	 

3）近年の海外の研究における整理	 

Ø Gambleらは開発の実践を「社会・経済開発（social, economic, and sustainable development）」
と「プログラム開発とコミュニティ連携（program development and community liaison）」に分
けて整理。（Gambleら 2008） 

Ø Campfensはコミュニティ・ディベロップメントの核となる価値・原理として「参加（community 
participation）」「統合（community integration）」「自助（self-help development）」「受容力の
構築（community capacity building）」を挙げている。（Campfens 1997） 

Ø 近年の特徴としてソーシャル・キャピタルに注目し、その醸成を促進する実践（community 
building）の重要性が指摘されている。（Butterfield 2008） 

 
以上から、コミュニティ・ディベロップメントは、i）地域住民が参加し、ii）その中で訓練や教育をと
おした能力開発がおこなわれ、iii）地域の自立が図られる、といった特徴を有しているといえる。また、
そうした活動の帰結として（もしくは目標として）、産業開発や住宅開発、インフラ開発などへと発展す

るといった側面がある。 
 
3．	 開発実践の定義と分析の視点	 

CSW事業における開発実践 
個別の相談援助において対応が困難なケース、すなわち既存のサービス体系では資源が十分に配置さ

れていないケースに対して、新たに資源（経済的、物的、人的）を動員して対応する実践。 
 
開発実践の段階 
＜図 2＞ 
 

 出典：平野隆之（2008:19） 
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開発実践は段階的に整理する必要がある。（図 2参照） 
1． 自発的なワーカー実践 
2． インフォーマル・プログラム開発 

（予算化されていないが複数の関係者が継続的にかかわる事業） 
3． フォーマル・プログラム開発（独自に予算化された事業） 
4． 政策化→プログラム化（普遍的に予算化された事業） 

 
仮説 
Ø 現場のワーカーに求められている開発実践は 1の段階で、その発展形として 2がある。 
Ø 3 や 4 は現場の裁量だけでは達成できない。つまり、単純に「開発実践」といっても、段階によっ

てその実態は異なる。 
→大阪府が求める実践は 2や 3の段階が想定されている。 

 
4．	 インタビュー調査の実施	 

目的：コミュニティソーシャルワーカーによる開発実践の実態を把握し、開発実践の条件を検証する。 
対象：大阪府内で CSW事業を推進する 3自治体のコミュニティソーシャルワーカー計 10名（各自治体

2〜4名）を対象にグループおよび個別インタビューを実施。 
 
調査対象の概要	 ＜表１＞ 

	 CSW 人数	 活動エリア	 事務局	 地域での定例会議	 

A 市	 14 名	 中学校区	 

（小学校区）	 

行政	 小学校区単位（1〜2 ヶ月に 1 回）	 

住民代表、専門機関	 

B 市	 2 名	 

7 名	 

市全域	 

行政区	 

市社協	 毎月	 

在宅介護支援センター	 

C 市	 14 名	 市全域	 市社協	 校区単位（毎月）	 

市全域（年 2回）	 

 
「自発的なワーカー実践」に該当する事例 
事例 1：母子世帯の母親のヘルパー2級資格取得を支援した事例	 

40代母親と中学校 3年息子の二人世帯。 
息子の奨学金の説明会をとおして CSWを知った。 
事務職として務めていたが解雇され、無職になったが、生活保護は受給したくない（かつて、申請したとき

にひどい扱いを受けて、それ以来生活保護申請に恐怖心を抱いている）。 
大阪府が提供しているヘルパー2 級講座を受けたいが、資格取得に 4 ヶ月かかるのでその間の生活費をなん
とかしなくてはならない。 
大阪府社会福祉協議会の社会貢献事業の経済支援を申請し、20万円を受給。無事ヘルパー2級の資格を取得
し、それ以来介護福祉の仕事に就いている。 
現在でも子どもの就職の相談などで CSWに連絡がある。 
事例 2：家が「ゴミ屋敷」になりつつある 50 代兄弟の自立支援	 

50代兄弟。不安定就労と自営業（経営難）。 
家の周りにゴミ（のようなもの）があふれていて近隣から民生委員にクレーム。民生委員から CSWに相談。
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兄弟は近隣から孤立している。 
本人たちになかなか会うことができないため、駅で待ち伏せして会うなど、2 年ほどかけて本人たちと関係
を構築する。 
CSWを介し、兄弟が自治会の清掃活動などに参加するようになり、近隣からも孤立しなくなる。 
現在は 2人ともハローワークに通っているが、やりたくない仕事ばかりと仕事につくことができない。 
今後支援方法の整理をして、障害認定などの可能性も探り、生活保護申請も考えている。	 

 
「インフォーマル・プログラム開発」に該当する事例 
事例 3：母子世帯のネグレクトを予防するために支援策を講じた事例	 

30代母親と子ども 3人（小 6女，小 4男、小 2男）の母子世帯。生活保護を受給。母親は日中仕事している。 
母親は仕事とは別に夜外出することが多く、その間、子どもたちは自炊している。 
親子仲は悪くないが、母親は家事をあまりしないため、家の中は散らかっている。 
ある晩、長男が友人と火遊びしてボヤを出してしまった。警察と児童相談所が介入し、ネグレクトの疑いで

母子分離が検討された。 
地域の民生委員や小学校の先生、CSWは家庭の事情をよく把握しているため、ケース会議を開き地域で家庭
を支えることを提案。母子分離を回避する。 
CSWの提案で長男に大学生のボランティアを紹介し、週に 1回宿題をする機会を設ける。 
そうした活動をとおして母親ともかかわり、さらなるネグレクトを予防する体制を構築した。 
事例 4：精神障害のある 40 代女性の社会参加支援	 

40代女性、一人暮らし。生活保護受給。 
生活保護のケースワーカーをとおして、本人がリハビリのためにボランティア活動をしたいと相談。 
ボランティア・コーディネーター（VC）が面接をし、ボランティア先を選定。 
高齢者施設のボランティアを 2週間に 1回程度続けるが、3ヶ月ごとに入退院を繰り返す。 
CSWが生活状況の確認をし、VCがボランティア先との調整を担う。	 
事例 5：視覚障害者の自立生活の支援および権利擁護をした事例	 

60代女性、一人暮らし。40代から中途視覚障害になる。盲導犬を利用。 
一人暮らし高齢者なので、CSWが地域住民をとおして以前から地区の行事などに誘っていた。 
あるとき、ガイドヘルパーと外出していたら転んでねんざした。その結果、盲導犬を返却しなくてはならな

くなり、一切外出できなくなった。 
ヘルパー事業所は非を認めなかった。→相談に乗り、ケース会議を開く。 
ヘルパー事業所ともめたことで他の事業所も使いにくくなり、代わりに CSW がガイドヘルプとして支援す

る。 
ヘルパー事業所を相手取り賠償請求をおこない、事業所が支払いを認めた。 
障害者訓練事業を受けるための条件として、家から施設までの道中にある交差点に視覚障害者用の信号が設

置される必要がある。→自治会に相談→了承を得て行政に申請したところ、その交差点には歩道がなく点字

ブロックもないので視覚障害者用の信号を設置できないという結果となった。 
現在は別のガイドヘルプ事業所のヘルプサービスを使っている。	 

 
「フォーマル・プログラム開発」に該当する事例 
事例 6：緊急連絡先シート	 

独居高齢者などが自宅で倒れているときに、家族に連絡するための連絡先シート。 
地域の見守り支援員（民生委員）をとおして配布。便利なツールであると同時に、配布作業をとおしてつな

がりのない高齢者世帯とつながるきっかけをつくる。社協の中で予算化。 
事例 7：新聞配達員との見守り連携	 

新聞配達員が孤独死の現場に直面することが少なくないため、新聞が数日たまっていたときに確認するサー

ビスを開始（登録制）。同時に職員研修を社協に依頼し、見守りの連携を強化。新聞配達事業所、社協ともに

事業化。 
事例 8：ゴミ処理プロジェクト	 

俗にいう「ゴミ屋敷」に対して介入するためのマニュアルを開発し、介入する際に必要な社会資源（人手や

トラック、清掃用具、ゴミの廃棄先など）のリスト化など、緊急に対応できる体制をシステム化。 
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事例 9：徘徊 SOS メール	 

地域住民や消防、警察などの関係機関が登録し、徘徊して行方が分からなくなった高齢者の特徴などを（家

族の了承のもと）メール送信するプログラム。社協が事業化して予算化。 
 
5．	 データ分析	 

「自発的なワーカー実践」に共通する要因 

内在的要因（ワーカーに内在する要因） 外在的要因（ワーカーを取り巻く環境に関する要因） 

Ø 当事者との信頼関係 
Ø 社会的資源に関する知識 
Ø 継続的なかかわり 

Ø ワーカーの裁量 
Ø 地域住民との情報共有 
Ø インフォーマル資源へのアクセス 
Ø フォーマル資源へのアクセス 

 
「インフォーマル・プログラム開発」に共通する要因 

内在的要因（ワーカーに内在する要因） 外在的要因（ワーカーを取り巻く環境に関する要因） 

Ø 組織における信頼 
Ø コーディネートする能力 
Ø 自分一人で解決しようとしない姿勢 

Ø 組織におけるワーカーの権限 
Ø 所属組織（上司）による承認 
Ø 課題を共有する場（ケース会議等）の存在 
Ø 他機関との協力関係が成り立っている 

 
「フォーマル・プログラム開発」に共通する要因 

内在的要因（ワーカーに内在する要因） 外在的要因（ワーカーを取り巻く環境に関する要因） 

Ø 行政等機関との交渉能力 
Ø マネジメントする能力 
Ø 資金を獲得する能力 

Ø 組織による積極的な関与 
Ø プログラムを担当する職員体制 
Ø 継続的な資源 

 
6．	 評価	 

プログラム評価（試案） 
プログラムの目標：「制度の狭間」に該当するケースに積極的に対応するセーフティネットの構築 
インパクト：制度をとおして社会的排除が放置されない地域 
プログラム例：緊急連絡先シート、ゴミ処理プロジェクト、徘徊 SOSメールなど 

 
プロセス評価（試案） 
内在的な条件	 ＜表 2＞ 
評価の分野 第 1段階 第 2段階 第 3段階 

信頼関係の構築 当事者との信頼関係 組織における信頼 行政等機関との交渉能力 

資源の活用 社会的資源に関する知識 コーディネートする能力 マネジメントする能力 

ケースへのかかわり方 継続的なかかわり 自分一人で解決しようとし

ない姿勢 資金を獲得する能力 
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外在的な条件	 ＜表 3＞ 

評価の分野 第 1段階 第 2段階 第 3段階 

組織の体制 ワーカーの裁量 
ワーカーの権限 

組織（上司）による承認 

組織による積極的な関与 

推進する職員体制 

地域との関係 地域住民との情報共有 課題を共有する場の存在  

資源 資源へのアクセス 他機関との協力関係 継続的な資源 

 
ロジックモデル 
＜図 3＞ 

 

 
7．	 まとめと考察	 

評価モデルの特徴 
Ø アウトプットに到達するまでのプロセスに着目 
Ø ワーカー自身の力量や技術（内在的要因）とワーカーがおかれた環境の２つの側面に焦点を当て、

事業実施主体（事業受託組織）の管理・運営実態も同時に評価する 
→「フォーマル・プログラム開発」を推進している地域を特別な優良実践として片付けない 

 
段階的発展について 
開発実践の段階的発展とは、すべての開発実践が段階的に発展するという意味ではない。 

1） 中には段階的発展を必要としないケースも多く含まれる 
→「自発的なワーカー実践」の段階を評価する素地が必要 

2） すべての「フォーマル・プログラム開発」は「自発的なワーカー実践」の段階を経て発展する 
 
Next Steps 

Ø 評価モデルの導入（可能性の検討）。 
Ø 今回の研究では演繹的に設定された枠組みに沿って、実践開発の姿を帰納的に整理したに過ぎな

い。取り上げた事例も普遍的な評価モデルを構築するには十分と言えないため、今後は調査対象

地域を拡大し内容の精緻化（研究開発）に努めたい。同時に、評価モデルの他の実践への応用可

能性についても検討していきたい。 



日本地域福祉学会第 26 回大会	 	 2012 年 6 月 10 日（日）	 

	 	 首都大学東京	 室田信一	 

	 

7 
 

 
※なお、本研究は「地域福祉におけるセーフティネット研究会」（片岡哲司・加納恵子・川島ゆり子・室田信

一）において、一連の事業を素材に議論し、各自の関心に引き寄せて考察した成果であることを、また、日本

学術振興会研究助成による基盤研究「実践家参画型効果的プログラムモデル形成評価プロジェクト」（代表、

大島巌）の一部としてまとめられたことを付記しておく。 
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