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地域福祉の担い手人材育成の取り組み
－Ａ県Ｂ市の実施した事業による成果と課題－

2016/7/24
合同会社地域計画 熊谷智義

日本社会福祉学会東北部会 第16回福島大会

1.研究目的

• Ａ県Ｂ市では、2014年度の地域福祉計画策定と同時
進行で、地域福祉の担い手人材を対象に、実践活動
に学び、相談技術の向上を目指した人材育成プログ
ラムの構築を試み、研修会を実施してきた。
（2014年度／座学主体、2015～2016年／フィールドワーク中
心に実施）

• 研修会の準備及び運営、記録作成など、Ｂ市地域福
祉課とＢ市社協と筆者らはＡ県立大学の協力の下、
事務局を担当した。

• 本報告では、2014年度に業務として担当した立場から、
人材育成研修の成果と課題を明らかにする。
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2. 研究の視点および方法

• 人材育成研修会のプログラムや各回の資料
など配布、使用されたものから、事務局がプ
ログラムの構成を作り上げたプロセス及び運
営状況のふりかえりを行い、人材育成の成果
について検証を試みた。

• 研修会全体を通じての成果及び課題につい
て考察した。

3

3. 倫理的配慮

• 日本社会福祉学会研究倫理指針を遵守して
報告を行う。
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4-1．Ｂ市概要と募集
• Ｂ市はＡ県の県庁所在地で、人口約30万人、
民生委員・児童委員は500人を超えている。

• 人材育成研修会参加者の一般公募により、７
名が応募した。

４.研究結果
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受講生
受講生 性別 年代 属性

ａさん 男 20代 福祉系専門学校生、障がい者支援音楽サークルで活動

ｂさん 女 30代 まちづくりＮＰＯ活動拠点事務局員

ｃさん 男 30代 会社勤務、発達障害当事者として活動

ｄさん 女 60代 民生児童委員（一期目）、元医療系技師

ｅさん 男 60代 民生児童委員（一期目）、元団体職員

ｆさん 女 60代 民生児童委員（一期目）、介護施設勤務（看護師）

gさん 男 60代 自治会役員、エンジニア
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4-2．研修プログラムの構成

• プログラムは、５科目（基礎Ⅰ～Ⅳ、実践Ⅰ）
構成とし、各22.5時間（全112.5時間）。
平日 18:30～21:00
（一部、土日の午前～午後、集中講座)

• 各回完結する内容を基本にした。
• 通しの参加者７名以外も自由に参加すること
が可能な形で参加を募った。
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基礎Ⅰ～Ⅲの概要

• 地域福祉の全体像を把握することを目的に、
主な領域の歴史的な背景や制度の変遷、Ｂ
市の現状と課題、今後の方向性などを分かり
やすく伝える内容。

• 各回、講義とグループワークを組み合わせ、
感想や意見、受講生の抱えている課題や問
題意識に基づくディスカッションにより理解を
深めることが出来るように工夫。
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研修会スケジュール（例）

• １８：３０ 開会

• １８：３５～１８：４０ 本日の内容・進め方

• １８：４０～１９：３０ 講義

• １９：３０～１９：４０ 休憩

• １９：４０～２０：５０ グループワーク

• ２０：５０～２１：００ ふりかえり・閉会

9

基礎Ⅰ『現代社会と地域福祉』

• 県立大学社会福祉学部Ｃ教授、市社協から
の指導・協力を得て、地域福祉の各領域「高
齢者」「子ども」「障がい者」全体像を示した。

• 「現代社会と福祉」、「Ｂ市における福祉行政
の概要」や「市社協の業務内容について」な
どのプログラムを実施した。
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基礎Ⅱ『地域福祉の課題』

• 基礎Ⅰで概観した「高齢者」「子ども」「障がい
者」の領域について、それぞれをさらに掘り下
げた内容とした。

• 基礎Ⅱの最終回には、共通する課題として、
「生活困窮者対策」に関して、地域福祉課か
らの説明と質疑や意見交換を行った。
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基礎Ⅲ『社会福祉行政の展開・ソーシャルワーク』

• 基礎Ⅰで概要に触れたＢ市の福祉行政各分
野及び市社協の仕事について、詳細な内容
とした。

• このうち、市社協の「地域支えあいマップ」に
関しては、実際のマップづくりの一部を演習
課題により擬似的に体験するものとした。
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基礎Ⅲプログラム

基礎Ⅲ

社会福祉行
政の展開・
ソーシャル
ワーク
（22.5時間）

10/３（金） 第１回 地域支え合いマップ

＊Ｂ市社会福祉協議会の仕事②
Ｂ市社協・担当者

10/30（木） 第２回 サロン活動について

＊Ｂ市社会福祉協議会の仕事③
Ｂ市社協・担当者

11/20（木） 第３回 在宅福祉について

＊Ｂ市社会福祉協議会の仕事④
Ｂ市社協・担当者

11/25（火） 第４回 社協の役割及び可能性

＊Ｂ市社会福祉協議会の仕事⑤
Ｂ市社協・担当者

12/7（日） 第５回～第７回

＊Ｂ市の福祉行政②③④
Ｂ市地域福祉課・担当者

12/20（土） 第８回～第10回
＊ソーシャルワーク②③④

県立大学・Ｃ教授
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基礎Ⅳ・実践Ⅰの概要

• 地域福祉の実践に向けて、地域の現状把握
や課題の抽出、解決策の検討に向けた会議
のあり方、分析と検討や計画づくりの手法を
学ぶ。

• 策定中のＢ市地域福祉計画における主要な
課題や展開方向について、集中講義方式を
組み込んで学ぶ。
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基礎Ⅳ『地域課題の把握と計画』

• 地域における「サロン活動」や「地域支えあい
マップ」などの活動とめざす方向に共通点が
ある「地域づくり」の理解を深める。

• 策定中の『第２期Ｂ市地域福祉計画』の内容、
重点的な課題や新たな課題について、多様
な専門職ゲスト講師を交えて学習。
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実践Ⅰ『地域福祉実践演習』

• 基礎Ⅳに続き、『第２期Ｂ市地域福祉計画』の
主要な課題を集中講義方式で学ぶ。

• 「コミュニティ・ソーシャルワーク」や「地域包括
ケアシステム」などに関して、専門職ゲスト講
師からめざす方向についての説明と質疑や
意見交換を行った。
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プレゼンテーションと記念講義

• ５科目終了後、受講生が学んだ内容をふまえ、
「それぞれにおける地域福祉の展開」と題し
て、７名がプレゼンテーション（15分／人：発
表10分、質疑５分）を行った。

• その後、2015年度以降関わって頂くＤ大学Ｅ
氏を講師に、今後の展開に向けた記念講義
「地域福祉とコミュニティデザイン」をお願いし
た。
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受講生と発表テーマ

氏名 テーマ 備考

ａさん ボランティアからはじめる地域参画 音楽支援サークルＭ代表

ｂさん
地域包括ケアシステムの補助的役割を持
つ町家を活用したシェアオフィス
～私のＮ町的“カジュアル福祉”～

Ｂまちなみ塾・

Ｙプロジェクト

ｃさん 「『（軽度）発達障がい当事者の地域生活マ
ニュアル』作成事業」の提案

ＮＰＯ法人Ｍの会

ｄさん
はずして つながる

（ＭＧ地区ならではの「ドッグラン」）
ＭＧ地区民生委員児童委員

ｅさん それぞれにおける地域展開 ＭＮ地区民生委員児童委員

ｆさん 誰もが安心して生活できるＫＫめざして！ ＫＫ地区民生委員児童委員

gさん それぞれにおける“地域福祉”の展開につ
いて

ＴＧ町内会

18



2016/7/24

10

19

5-1．本研修会の成果
①専門知識と実践的内容を学ぶ機会

• 中核的な担い手の育成に一定の成果。
• 基礎的な専門知識と共に実践的な内容を学
ぶことで、相談対応、課題発見解決、まちづく
り、問題解決に関わる内容を学習。

↓
• ７名全員のプレゼンテーション

５.考 察
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②実践的ネットワークの構築

• 地域の課題は、複合的で包括的なものが多く、
その対応には、多様な専門職との連携、多様な
社会資源の活用、ネットワークの構築が重要。

↓
• 講義を通し、高齢者介護、障害者生活支援、若
者サポート、成年後見制度や児童虐待、認知症
対策などに携わる専門職・ゲスト講師から、実践
的な内容を学び、交流（→ネットワーク構築へ）。

• 毎回の意見交換、経験交流により、受講生が相
互理解へ。
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③プログラムの体系化

• 本事業を通じて、「高齢者」「子ども」「障がい
者」から、「福祉行政」「社会福祉協議会の仕
事」「ソーシャルワーク」、また「認知症」「成年
後見制度」「ひきこもり」「児童虐待」などの課
題、新しい「地域福祉計画」の概要や「地域づ
くり」など、プログラム化。

↓
• 一連の研修内容で、地域福祉の範囲をカ
バーし、結果的に地域福祉の人材育成に向
けた研修プログラムを試行的に体系化。
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5-2．研修取り組みの課題
①継続的な研修の実施

本事業を通じて、地域福祉の研修プログラムの体系化を試
みたことから、継続的な研修の形態を構築し、対象を拡げて
実施していくこと。

②運営体制の構築

本事業は単年度の予算によるため、今後の継続的な研修
事業の展開に当たっては、予算の確保と運営の担い手の体
制を構築すること。

③連携による活動の推進

今後の研修会等によって、専門性が高まった人材が地域
で活動する際、各地区の民生委員・児童委員や町内会役員、
コミュニティ・ソーシャルワーカー（2015より配置）などと協力・
連携すること。
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5-3．今後の研究課題

• その後の人材育成研修会として2015年度、
2016年度には、フィールドワークを主体とした
取り組みが行われていることから、全体を俯
瞰した評価を試みることが今後の研究課題と
して挙げられる。

• 参加者の満足度など、受講生からの評価を
得ることも、今後の課題である。
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