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1.紫噺差走狛(瑾 12 鰍)
●1 繕鯉旋拭辞 穿歳醤税 紫噺差走澗 走蝕差走研 奄沙旋 穿鯵号狽戚
虞壱 馬澗依聖 項縛陥
●3 繕拭辞 差走辞搾什税 奄沙戚割精 鯵昔税 糎畳税 左政人 切験走据
戚陥
●4 繕走蝕差走税 蓄遭
①走蝕差走鎧遂拭 淫背辞 差走辞搾什研 琶推稽馬澗 走蝕差走爽肯
戚 走蝕紫噺研 姥失馬澗 析据生稽辞 析雌持醗聖 井慎, 紫噺, 井
薦, 庚鉢 益須 乞窮歳醤税 醗疑拭 凧亜馬澗 奄噺亜 爽嬢走亀系
廃陥
②戚君廃蓄遭, 掻宿呉獄, 走蝕爽肯, 紫噺差走研 鯉旋生稽馬澗 紫
穣聖 井慎馬澗紫寓 貢 紫噺差走拭 淫廃 醗疑聖 馬澗 紫寓精 辞
稽 漠径馬食 走蝕差走税 蓄遭拭 葛径馬走 省生檎 照吉陥

２．薦亀旋 差走辞搾什税 走蝕走狽
●壱敬切去戚 拝呪赤澗廃 切重戚 斥寿廃 走蝕引 亜舛拭辞 持醗聖 拝
呪赤亀系 辞搾什税 走蝕鉢亜 映政 鞠壱 赤陥. 走蝕拭 税糎馬澗 端

薦亜 琶推
●鯵硲左蝿薦亀 – 走蝕腔鐸莫辞搾什税 但竺
●税戟薦亀鯵舶 – 仙澱税戟税 蓄遭
●舌蕉切切験走据狛 – 舌蕉切税 走蝕拭辞税 切験
●舛重舌蕉切 – 走蝕持醗拭税 戚楳

３．走蝕拭 赤嬢辞 差走引薦
●映軒徴背 俳企 - 亜舛鎧賑径
社搾切杷背 壕薦
●壱験 – 壱験紫 砧庚災窒
●照宿  照穿 – 仙背鉦切

４．照宿馬壱 走蝕拭辞 闇悪馬惟 持醗背 亜奄 是背辞
1) 刊姥虞亀 琶推拝凶 疏精 差走辞搾什研 襲惟 戚遂拝呪 赤惟廃陥
●陥丞廃 辞搾什 因厭爽端拭 税背 陥丞廃 辞搾什雌眼, 舛左薦因
●走蝕差走映軒針硲紫穣  失鰍板胃薦亀
●災幻背衣紫穣
●辞搾什 舛左税 因妊, 辞搾什 汝亜紫穣
2)蟹戚亜 級嬢亀 舌蕉亜 赤嬢亀 左搭税 爽肯獣肯生稽辞 走蝕拭辞
持醗拝呪 赤亀系 廃陥
●析雌持醗映拭 走蝕腔鐸莫税 差走辞搾什
●走蝕拭 尻紗旋 差走辞搾什端域
●紫噺凧亜
3)舌蕉葛昔焼疑税 唖 歳醤研 曽杯鉢馬食 因政辞搾什鉢敗引 疑獣拭
左闇税戟差走辞搾什人 持醗発井辞搾什税 淫域研 故壱 匂胤旋辞
搾什研 叔薄廃陥
●乞窮 獣奪拭 差走税 獣繊聖 閤焼級昔陥
●郊軒焼板軒 政艦獄屡巨切昔
●差走税 原聖 幻級奄

4)紫噺旋壱験, 壱偽, 紫噺旋 壕薦去拭税 企坦
●走蝕紫噺拭 赤嬢辞 「尻衣」税 仙姥逐
●砧庚災窒森号, 爽暗舌社 幻級奄 – 幻害税 闇悪 詞荊税 穿督
5)因糎因持税 差走庚鉢研 亜遭 走蝕幻級奄 … 差走朕溝艦銅幻級奄
●戚人旭精 差走亜 「走蝕差走」
●爽嬢遭 差走亜 焼艦虞 乞砧亜 敗臆 幻球澗 差走
●幻級奄, 税走, 降穿獣鉄, 燃採馬惟 背亜澗依戚 掻推

５．走蝕差走鉢 差走朕溝艦銅
紫寓引 紫寓税 淫域, 朕溝艦銅亜 亜走澗 差走税 毘
艦球, 庚薦税 督焦, 降胃廃陥
胡煽 析獣旋企誓, 延厭企誓聖 廃陥
舛重旋昔 税走
持醗走据
舛左穿含
左硲
辞搾什人税 尻衣, 辞搾什研 姶獣
楳舛, 穿庚奄淫, 穿庚送引税 尻衣
淫宿赤澗醗疑, 辞搾什拭 凧亜研 映廃陥
醗疑聖 敗生稽潤 庁寿背 遭陥. 俳柔聖 廃陥. 税縦, 殿亀亜 痕廃陥

６．差走 朕溝艦銅
差走 朕溝艦銅幻級奄税 姥端旋 蓄遭号狛
●差走辞搾什研 奄段稽 兜壱 辞搾什幻級奄 錘慎拭 戚遂切, 亜膳,走
蝕爽肯, 切据裟紫切, 弦精 穿庚亜舘端税 凧亜漠径聖 姥馬澗 掛
闘趨滴 幻級奄研 蓄遭
●戚依聖 搭馬食 凧亜切税 税縦引 殿亀税 痕遂聖 伊塘廃陥

７．切据裟紫切獣肯醗疑, 爽肯醗疑税 亜帖人 亜管失
●紫寓引 紫寓税 淫域研 株食 紫噺税 昔尻聖 悪鉢廃陥
(昔娃生稽辞 詞焼亜澗汽 琶推廃依)
●紫寓級税 因姶径聖 株食 廃紫寓 廃紫寓税 糎畳聖 社掻備馬澗 号狽
生稽 紫噺研 幻級嬢娃陥
(陥献紫寓税 嬢形崇拭 壱搭聖 持唖馬食 謝聖 鎧耕澗 因姶径)
●歯稽錘 紫噺旋亜帖人 左寓聖 詞形 葛疑奄噺研 但繕馬壱 刊姥虞亀
切重聖 亜走澗 紫噺研 幻窮陥
(廃紫寓 廃紫寓戚 亜走澗 毘聖 降番馬壱 紫噺税 弦精 庚薦背衣拭
企坦廃陥)
●紫寓級拭惟 叔薦稽 端蝿聖 奄鋼生稽廃 紫噺俳柔税 奄噺研 薦因馬
壱 紫寓級税 庚薦背衣径聖 株昔陥
(切重級戚 奪績聖 亜走壱 紫噺辞搾什, 醗疑聖 楳馬澗析稽, 走縦
舛左幻生稽澗 条聖呪蒸澗 弦精 析聖 俳柔, 楳舛噺紫 績巷税 株
精坪什闘紫噺研 郊菓陥)
●紫噺税 繊遭旋昔 降穿聖 仙男廃陥
(獣奪, 薦亀鉢鞠嬢 赤走省澗 節仙旋 紫噺庚薦拭 匙献鋼誓聖 馬食
薄仙鉢 獣徹壱 背衣税 号狛聖 幻球澗 析稽)
●切晴切帖税 奄燃引 爽壱 閤澗 走駁研 株食 亜管廃 紫噺研 幻級嬢
娃陥
(紫寓級戚 働奄研 降番馬壱 矧吉号狛生稽 庚薦拭 企誓馬澗 走駁研
徹錘陥)

切据裟紫切獣肯醗疑税 原掴闘税 溌企
奄穣室滴斗

楳舛室滴斗

漠疑井杯

沙維旋昔 紫穣鉢
朕溝艦銅搾走革什
獣肯坤団

漠疑井杯

穿庚旋奄管引 井
蝿聖 亜遭紫寓級

管径鯵降醗遂
莫税 沙維旋醗疑

政雌搾慎軒税 醗
疑(爽肯凧亜莫去)

醗疑税 析採紫
穣鉢, 政雌鉢
原聖幻級奄
拭税 凧塙

雁紫切錘疑,
漆覗拍覗莫醗
疑 【切重税 庚
薦】

庚薦税 因政
伸鍵醗疑
俳柔嘘嫌奄噺

沙維旋俳柔,
切維
昼究去澗蝕
鯵降税 走狽

巷雌莫醗疑
引税
什
鉢

嘘嫌 暗繊莫 醗
疑 , 原聖幻級 奄
醗疑 【 軒級税
庚薦】

食亜

暗

析鋼旋昔 切
据裟紫切醗疑

覗拍覗
人 原聖幻
級奄醗疑
引税 清杯

８．「照宿馬壱 走蝕照拭辞 切奄岩惟 詞焼亜壱 粛陥」
艦球研 薦亀稽 馬澗 依精 巷軒
●楳舛, 亜舛, 鯵昔幻税 毘生稽澗 廃域亜 赤陥
●紫噺, 朕溝艦追戚芝税 毘聖 仙姥逐馬澗 析戚 琶推
●壕薦馬走省澗 差走, 薦亀拭辞 壕薦吉 紫寓聖 紫噺,朕溝艦銅亜 姥
失据税 廃紫寓生稽辞 閤焼級昔陥
●薦亀須税 持醗艦球, 薦亀紫戚拭 赤澗 艦球, 偽験壱偽聖 閤焼級食
企誓
戚人旭精 朕溝艦銅澗 旋陥

陥献紫寓税 因賠

穿庚旋奄管引 井蝿
醗遂税 走狽
析稽辞澗 拝呪蒸澗
析税 叔薄

獣肯紫穣拭税 穿鯵

９．杖閏戚 左戚澗 「析雌持醗映蝕」拭 繕送 幻級奄
● 薦亀旋昔 辞搾什人 昔匂原廃 走蝕差走醗疑引 限粕 税走馬澗 端薦 幻級奄
● 爽肯, 切帖噺, 因肯淫, 切据裟紫切, NPO, 俳嘘, 雌繊, 督窒社, 奄穣去戚 凧
亜廃 弦精醗疑

● 原聖噺, 切帖噺去税 走尻莫繕送引 切降旋繕送税 漠疑聖 蓄遭廃陥

１０．唖走税 弦精 走蝕差走醗疑 益 号狛税 紫景
1)朕溝艦銅漠税噺拭辞 切帖噺, 切据裟紫切舘端亜 漠疑
●切帖噺税 毘精 繕送径, 舛左穿含径, 切榎径, 悦鍵拭辞 走据
●切据裟紫切税 毘精 楳疑径, 穿庚失税 逐旋, 但繕径, 韻蝕醗疑
2)原聖噺拭辞 切据裟紫切採
●原聖噺 尻杯噺拭辞 切据裟紫切採舌
韻蝕税 切据裟紫切 益血
走蝕 切据裟紫切湿斗
●唖原聖噺拭亀 切据裟紫切採舌 1 原聖噺紺稽 走蝕 切据裟紫切益血聖
繕送

(亜管廃 廃 線精 嬢袴艦級)

差走是据 – 40 室企拭 1 誤
3)切帖, 差走, 号鉢税 3 是 1 端
●原聖噺醗降 – 繕紫衣引澗 弦精紫寓戚 走蝕引 淫域亜 費酵敗戚 歳
誤馬惟
●薄仙税 醗疑税 醗失鉢 獣徹壱 尻呪研 悪鉢 庚薦艦球降胃径狽雌,
督焦, 雌眼税 端薦, 穿庚奄淫税 凧亜
4)因肯淫引 走姥紫漠戚 漠疑
仙背獣 走蝕税 亀崇拭 税廃 企坦
●舌蕉切拭惟澗 楳舛拭辞 採店馬澗 畷走
壱敬切澗 走蝕拭辞 採店廃陥
「採店噺据」「是店噺据」去系

汝雌獣採斗税 淫域幻級奄, 焼戚級亀 凧亜馬食

走蝕仙背 走亀 幻

級奄
5) 雌繊亜
●嬢鍵戚韻舌聖 鳶繊廃 雌繊聖 鯵繕馬食 醗遂
刊姥虞亀 習壱, 戚遂拝呪赤壱 袴弘呪赤澗 舌社研 雌繊亜税 鳶繊生
稽廃 雌繊聖 醗遂馬食 尻陥
●雌繊亜税 雌繊聖 鯵繕馬食 詞荊, 汽戚辞搾什研 叔獣
●雌繊亜拭 舌蕉切亜 錘慎馬澗 雌繊聖 幻窮陥
6)持至醗疑莫
●廃域採喰聖 醗奄託惟 切重級税 社搾遂税 持至弘薦因 照宿, 照穿,
被耕, 古径旋
●匙献掛闘趨滴鉢 亀獣人 引紗走蝕税 析雌旋嘘嫌
●採喰税 乞窮 爽肯戚 蝕醗聖 亜走壱 闇悪馬惟
●呪脊戚 吉陥
●壱敬切, 舌蕉切税 持至醗疑
7)嘘姥差走是据噺
●肯持是据聖 徹督謝生稽 220 誤税 差走是据引 150 誤税 切据裟紫切
●耕艦汽戚辞搾什(肇切辞 須窒逸空廃紫寓 薦 2,4 呪推析)
●切橿嘘整 詞荊(薦 3 呪推析)
●詞荊政酔(爽肯 薦 3 榎推析)
●亜虞神追嘘叔, 原洗嘘叔
●差走巷譲戚窮走 雌眼但姥(古爽 呪推析)

１１．走蝕醗疑拭辞 壕随繊
①暗繊, 切榎税 溌左, 紫噺切据税 醗遂, 但繕旋 醗疑五敢
②域塙, 蓄遭, 錘慎, 汝亜去 乞砧税 引舛拭辞 爽肯戚 掻宿 – 爽肯爽
端
③蝕醗歳眼 – 廃紫寓税 蝕醗, 走尻繕送引 切降旋繕送税 漠疑
④薦亀旋 辞搾什人 爽肯醗疑税 漠疑

小地域ネットワーク活動とは
社走蝕掛闘趨滴醗疑戚空
K 獣税 叔探紫景拭辞
K市の実践事例から

訪問チーム

嘘 姥 舛 景 噺 税 (鋼 舌 ,肯 持 是 据 ,走

１班に２～３チーム

校区定例会議（班長、民生委員、地
姥 紫 漠 績 据 ,獣 紫 漠 送 据 , 琶 推 拭
区社協役員、市社協職員、必要に
企廃 淫域奄淫穿庚送)
杉 1 噺鯵置
応じて関係機関専門職）
月1回開催
号 庚 奄 系 薦 窒 ,舛 左 嘘 鉢 , 追 什 伊
塘,
訪問記録提出、情報交換、ケース
蒋生稽税 企誓拭伊塘
検討、今後の対応の検討
琶推拭 企廃 辞搾什奄淫去拭 尻
必要に応じてサービス機関等につ
衣
なぐ
１小学校区に平均9.5班

班

定期訪問､声かけ訪問
舛奄号庚,照採溌昔号庚,
家事支援
亜紫走据
縦 紫食事づくり､洗濯､掃除､買物
幻 級 奄 ,室 店 ,短 社 ,舌 左
奄 介護支援
散歩､通院付き添い、洗髪､清拭､
鯵硲走据
爪切り、話相手
至 左 ,搭 据 走 据 ,袴 軒 姶 奄 奄 ,
【利用者のタイプ】
鯉水,謝悼猿奄,戚醤奄雌企
A元気だが閉じこもりがち、時々
【戚遂切税
紺】
病気にかかる。夫婦の場合は片
A 闇悪馬走幻
砧庚災窒鞠奄襲
方が病気がち【月1～2回の訪
陥 問】
亜 懐B病気がち、身体が弱っている
佐拭 杏鍵陥, 採採税
井 酔【週１～２回】
澗 廃楕戚 佐拭杏軒奄
襲陥C病気がちであると同時に種々
【杉の家事･介護等に支障を来たし
1～2 噺税 号庚】
B 佐ている【週３回以上の訪問】
拭 杏軒奄 襲陥 倖戚 鉦
背然陥.【爽 1～2 噺】

1043社協(46.4％)で取り組み
1043社協(46.4％)で取り組み
活動対象
活動対象 880,529人
880,529人
訪問回数618万回/年
訪問回数618万回/年
担い手
36万人
担い手 36万人
（平成17年４月）
（平成17年４月）

校区

社走蝕掛闘趨滴尻喰噺(号庚得
小地域ネットワーク連絡
税 切据裟紫切亜 凧亜)
会（訪問チームのボラン
号庚獣税 壱敬切雌殿税 左壱,
ティアが参加）
督焦. 醗疑雌伐税 左壱.
訪問時の高齢者様子の報告、
琶把握。活動状況の報告。
推廃井酔, 陥献辞搾什人税
尻域税
伊塘.
必要な場合、他サービスとの
歯連携の検討。
稽錘走据聖 琶推稽馬澗 紫
新たに支援を必要とする人
寓税
伊塘,
の検討、ネットの組み方の検
掛闘税
促績歯伊塘
討

１２．走蝕差走醗疑聖 蓄遭馬澗 端薦
●督焦馬澗 端薦 – 差走是据, 肯持是据焼疑是据
●左硲走据馬澗 端薦 – 悦鍵醗疑, 酔蕉号庚, 切据裟紫切醗疑
●幻蟹澗 端薦 – 紫荊, 滴郡, 嘘嫌醗疑
●漠疑馬澗 端薦 – 覗熊幡莫
●醗疑蓄遭税 端薦 – 走蝕域塙, 昔仙降閏, 暗繊溌左, 切榎幻級奄

「幻害税
闇悪詞荊」戚空
｢ふれあい･いきいきサロン｣とは
昔娃淫域
人間関係の
噺差政走
回復・維持

利用者

利用者

ボラン
ティア

ボラン
ティア
その他
の人

サロン
地域社会

「走蝕聖 暗繊生稽 爽肯昔雁紫切人 切据裟紫切亜 漠疑馬食 奄塙聖 馬壱,
• 「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を
鎧遂聖 衣舛 敗臆 錘慎背亜澗 荘暗錘 庁姥幻級奄 醗疑
決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」
壱敬切,舌蕉切,焼戚級聖 亜遭 採乞 ⇒ 「幻害税 焼戚級嘘整税 紫荊」戚
• 高齢者、障害者、子育て中の親
⇒「ふれあい子育てサロン」という名称も
空 誤暢亀
• 活動は自由に考える。ノンプログラム形式も。
醗疑精 切政罫惟 持唖廃陥. 轄覗稽益轡莫縦亀
• 開催場所は、自宅、公民館等公共施設、空き教室等々。
鯵噺舌社澗,
切澱, 因肯淫去因因獣竺, 朔嘘叔去去

1615社協(71.8％)で取り組み
1615社協(71.8％)で取り組み
39,496ヵ所
39,496ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
子育て家庭
3,337ヵ所
子育て家庭
3,337ヵ所
精神障害
119ヵ所
精神障害
119ヵ所
（平成17年４月）
（平成17年４月）

紫荊税 昔娃
サロンの人
淫域研 切澱
生稽
間関係を自
宅に戻っても
機能
奄管
z人
間関係づくり→
昔娃淫域幻級
地 域 でも(知 り 合い
奄→
の知り合い)
走
蝕拭辞亀(走
z見
守 り走昔)
→地域でも
昔税
（来ない場合は訪
左詞破→走蝕
問）辞 亀 ( 神 走 省
拭
z相談、連絡調整機
澗井酔澗 号庚)
能
雌眼,尻喰繕舛
z来ない人への注目
奄管
（見守り）
神走省澗紫寓

拭税 爽鯉(左詞
破)

１３．幻害税 闇悪紫荊
働臓
●重痕税 走蝕拭辞
●壱敬切人 走蝕爽肯, 切据裟紫切亜
●漠疑馬食, 奄塙, 鎧遂聖 衣舛, 漠疑馬食 錘慎
●社昔呪, 窒脊切政
●荘暗錘獣娃 左鎧奄
●庁姥幻級奄, 紫寓引 紫寓税 尻衣幻級奄
●乞戚澗 紫寓 乞砧亜 爽蝕, 紫荊拭 税背 紫荊聖 政走馬壱 赤陥
反引
①荘暗崇左寓紫噺凧亜
②巷軒蒸戚 倖聖 崇送昔陥
③旋雁廃 舛重旋切駅
④闇悪引 慎丞聖 税縦馬澗 柔淫聖 亜遭陥
⑤持醗税 添径
⑥砧庚災窒 蒸証

凧亜切拭惟 溌昔吉 反引(醤原酔帖薄紫漠醤原酔帖薄験企俳繕紫)
「姥端旋反引」
●巷軒蒸戚 倖聖 崇送食 闇悪引 慎丞拭 淫背辞 税縦馬澗 柔淫戚赤
嬢 鯵硲森号拭 淫域廃陥
「舛重旋昔 反引」
●旋亀廃 舛重旋切駅戚 鞠嬢 持醗拭 添径戚赤嬢 左寓戚吉陥
「紫噺旋反引」
●壱験砧庚災窒税 号走亜鞠嬢 紫沿税 舌社亜鞠壱 舛左嘘発舛左
薦因税 舌社亜鞠嬢 持醗拭 亀崇戚吉陥
○是税 嬢汗依戚窮走 凧亜奄娃戚 2 鰍戚雌鞠檎 反引亜 株焼遭陥
陥丞廃 醗疑
●昔走装 壱敬切亜 凧亜拝呪 赤澗 紫荊
●切橿嘘整 紫荊
●舌蕉切 紫荊
●因持莫 紫荊
●雌竺莫 紫荊
●紫嘘莫 紫荊
●穿厩拭 4 幻鯵社(瑾 17 鰍 4 杉 1 析)
●80%亜 壱敬切研 企雌生稽 廃 紫荊
掻宿呉獄税 陥丞鉢
●切据裟紫切舘端
●葛昔滴郡
●肯持是据焼疑是据
●原聖噺, 切帖噺
●走蝕紫漠
●雌繊亜
●紫噺差走獣竺

●NPO, 持醗漠疑繕杯
●企俳, 壱嘘
●税戟奄淫

社走蝕差走醗疑税 什怒飾
1970
鰍企
板鋼

縦紫辞搾什

左詞破降胃督焦

社走蝕掛闘趨滴醗疑

「穿庚送拭
尻衣」馬澗
依戚 掻宿

持醗走据

醗疑税 穿督燕

縦紫辞搾什

左詞破降胃督焦

社走蝕掛闘趨滴醗疑
1980
鰍企
穿鋼
1990
鰍企
穿鋼

爽肯凧亜莫仙澱差走辞搾

持醗走据
昔娃淫域噺差政走

爽肯切重税
持醗走据税
毘戚 装亜
昔娃淫仮拭
税
毘税 溌昔
政尻廃 鯵紺
走据税 叔薄

幻害税 闇悪 紫荊
鯵紺雌眼繕舛
醗疑幻級奄走据

切肯切重税
繕舛管径

繕送娃尻喰繕舛

推据繕切
人走蝕引
税 尻衣幻
級奄
原聖幻級奄醗
疑戚政走鞠澗
差走醗疑

推据繕紫税
鯵混走据
走蝕紫噺爽肯拭税
廃
差走醗疑
原聖幻級奄醗疑

推据繕切走据
聖 搭廃差走引
薦拭税 督焦

「差走稽
原聖幻級奄」

１４．走蝕腔鐸莫辞搾什税 但竺
走蝕腔鐸莫 辞搾什税 但竺
推鯵硲切税 斥寿廃 走蝕拭辞 持醗聖 政走馬奄 是背辞 亜猿錘 獣舛談
拭辞 薦因鞠澗析戚 旋雁廃 辞搾什政莫(=走蝕腔鐸莫辞搾什)研 但竺廃
2. 走 蝕 舘 是 稽 旋
舛廃辞搾什奄鋼舛
搾獣舛談(戚依聖希

1:A 獣税 爽肯幻戚
戚遂亜管
走舛映廃聖 獣舛談
拭戚丞
益 獣舛談税 爽肯
幻戚辞搾什戚遂亜管

錐戚室腔馬惟 蟹勧
映蝕)舘是稽 琶推舛
搾丞聖
舛馬澗依生稽
辞搾什奄鋼税 舛搾
亜 簡嬢赤澗員精 域
塙旋昔 舛搾亜 亜管
馬惟
引亀廃 舛搾澗 常

走蝕腔鐸莫辞搾什紫穣社
走蝕腔鐸莫辞搾什拭 匂敗吉依
1.社鋭乞(舛据 30 誤耕幻)鯵硲葛戚差走獣竺
2.社鋭乞(舛据 30 誤耕幻)鯵硲穿遂莫税 働舛獣竺
3.昔走装壱敬切益血幡
4.昔走装壱敬切穿遂汽戚辞搾什
5.社鋭乞陥奄管莫暗澱鯵硲
6.走蝕醤娃号庚鯵硲

3: 走 蝕 税 叔 舛 拭 限 惟
走舛奄層, 鯵硲左呪税
竺舛 (※)
(※)舛採亜舛廃 左呪税 呪
層戚 雌廃

4:因汝壱舛燈誤廃 端薦
走舛(煽採),走舛奄層,左呪竺舛拭澗,走
蝕爽肯, 壱敬切,井慎切,左闇税戟左
奄走淫域切去戚 淫域

１５．走蝕 腔鐸莫 辞搾什税 働臓
①獣鎧税 爽肯幻戚 戚遂亜管
②析雌持醗映蝕拭 辞搾什 奄鋼舛搾
③切帖端税 叔舛拭 限澗 走舛奄層, 鯵硲左呪税 竺舛
④走舛(暗採), 走舛奄層, 左呪竺舛拭 走蝕爽肯
壱敬切, 井慎切, 左闇税戟差走淫域切去戚 淫食

１６．走蝕差走莫 差走辞搾什
●薦亀税 砺砧軒拭 淫域蒸戚, 琶推拭 魚虞辞 政尻馬惟 識姥旋生稽
企雌馬澗 艦球研 識舛馬食 辞搾什鎧遂聖 陥奄管鉢 獣徹澗依戚陥.
●走蝕紫噺照拭辞 走据聖 琶推稽馬壱 赤澗 紫寓聖 降胃馬食

賑覚

精 走据企雌生稽 戚遂切 廃紫寓 廃紫寓税 持醗引 益紫寓戚 持醗馬
澗 走蝕穿端研 曽杯旋生稽 閤焼 級食 戚遂切亜 亜走澗 艦球人 走
蝕税 雌伐拭 企誓馬奄是馬食 政尻馬惟 拝呪赤澗廃 賑覚精 辞搾什
研 識姥旋生稽 幻級嬢 鎧澗依戚陥. (板持葛疑拷辞 2006 鰍亀)
●戚遂切税 持醗税 舌猿走 蟹亜 戚遂切亜 益員拭辞 狽呪拝呪赤陥
●戚遂切税 獣繊, 走蝕紫噺税 持醗切稽辞税 獣繊拭 辞辞
戚遂切税 持醗莫失拭 限澗辞搾什研 薦因馬澗 析聖 鯉妊稽 廃陥
●曽掘税 辞搾什亜 戚遂切税 紗失拭 鐸鯉馬食 食奄拭 企誓拝形壱 馬
澗汽 企馬食 希錐 戚遂切税 艦球拭 政尻馬惟 企誓拝形壱 馬澗 辞
搾什研 拝呪 赤陥

(2006 鰍亀 板持葛疑拷辞)

１７．走蝕差走 掻宿呉獄人 漠疑
走蝕差走税 掻宿呉獄税 醗疑
– 走蝕爽肯, 差走税 雁紫切, 差走狛昔, 差走舘端, 切帖噺原聖乞績,
走蝕紫噺, 肯持焼疑是据,左空銅焼, NPO, 鞄漠, 持漠, 奄穣, 雌
繊亜, 雌因噺, 左闇税戟舘端, 嘘整舘端去
掻宿呉獄税 漠疑聖 嬢胸惟 背醤拝猿
– 走蝕諺虞莫繕送引 切降旋繕送税 漠疑戚 鞠走省澗 戚政 – 庚鉢税
託戚(績据聖 識澱馬澗 号狛, 据照拭 企馬食 持唖馬澗狛)
託戚研 嬢汗楕拭 限蓄澗依戚 焼艦虞 託戚研 戚背馬食 因搭税 穴聖
幻窮陥

析雌持醗映蝕税 叔舛(掻俳嘘税 井酔)

社走蝕差走醗疑税 穿鯵 戚耕走亀

18.走蝕差走税 原聖幻級奄
爽肯, 獣肯戚 誓据馬壱 粛惟鞠壱 凧亜馬壱 粛惟鞠澗 差走税 鯵降,蓄
遭
戚君廃 端薦研 左檎辞 走蝕爽肯税 切帖径税 莫失
走蝕拭辞 重軽税 掛闘趨滴税 莫失 - 爽肯税 凧亜拭 税廃 走蝕拭 赤
嬢辞「尻衣」聖 幻級嬢鎧

戚依戚 走蝕差走蓄遭税 蓄遭径, 殖遭

覗稽琶
人陥 塘獣焼徹 (和田

敏明)

析沙 欠砺欠俳据企俳企俳据 曽杯昔娃俳尻姥引 紫噺差走俳穿因爽績
曽杯昔娃俳採 紫噺差走俳引 嘘呪
俳径 貢 井径
析沙紫噺紫穣企俳 噌穣
穿厩紫噺差走漠税噺拭辞 紫噺差走尻姥舛左湿斗社舌, 壱鰍差走採舌, 走蝕差走採
舌, 紫巷厩舌. 走蝕差走蟹 差走拭税 爽肯凧亜税 叔穿蓄遭引 尻姥研 背尽陥.
析沙 走蝕差走俳噺 採噺舌 去聖 蝕績

紫噺醗疑
掻肖嘘整宿税噺 穿庚是据
板持葛疑失 “蒋生稽税 走蝕差走税 莫殿拭 淫廃 尻姥噺” 是据
析沙NPO湿斗 戚紫
析沙差走嘘整瑳空銅嬢俳柔俳噺 雌巷戚紫

煽辞
瑳空銅嬢 重室奄(因煽), 薦析狛鋭窒毒
紫噺差走漠費噺 醗疑経, 因畷-穿厩紫噺差走漠税噺
走蝕差走税 眼雁切(畷煽), 嘘室戚
走蝕差走経(因煽), 穿厩紫噺差走漠税噺
須 陥呪

住民主導型地域福祉

和田
大学院

敏明

ルーテル学院大学

教授

総合人間研究科社会福祉学専攻

主任

１．社会福祉法（平成 12 年）
●1 条目的で全分野の社会福祉は、地域福祉を基本的展開方向とするこ
とを明らかにした
●３条で福祉サービスの基本理念は、個人の尊厳の保持と自立支援であ
るとした
●４条地域福祉の推進
①地域福祉内容について、福祉サービスを必要とする地域住民が地域社
会を構成する一員として日常生活を営み、社会、経済、文化その他あ
らゆる分野の活動に参加する機会が与えられるようにとし
②その推進、担い手を、地域住民、社会福祉を目的とする事業を経営す
る者及び社会福祉に関する活動を行う者は、相互に協力して地域福祉
の推進に努めなければならないと定めた

２．制度的福祉サービスの地域志向
●高齢者等ができる限り住み慣れた地域や家庭で生活が送れるように
サービスの地域化が勧められている。地域で支える仕組みが必要
●介護保険制度ー地域密着型サービスの創設

●医療制度改革ー在宅医療の推進
●障害者自立支援法ー障害者の地域での自立
●精神障害者ー地域生活への移行

３．地域における福祉課題
●権利侵害

―

虐待

家庭内暴力

消費者被害
●孤

立

―

●安心・安全

孤立死
―

排除

引きこもり

災害弱者

４．安心して地域でいきいき生活していくために
１）誰でも必要な時に質のよい福祉サービスを気軽に利用できるようにす
る
●多様なｻｰﾋﾞｽ供給主体による多様なサービス
相談，情報提供
●地域福祉権利擁護事業

・成年後見制度

●苦情解決事業
●サービス情報の公表、サービス評価事業
２）年をとっても障がいを持っても、普通の住民・市民として地域で生活
できるようにする
●日常生活圏に地域密着型の福祉サービス
●地域に連続的福祉サービス体系
●社会参加
３）障がい・老人・児童の各分野を総合化し、共有サービス化するととも
に保健・医療・福祉サービスや生活環境サービスの連携を強め、包括
的サービスを実現する
●あらゆる施策に福祉の視点を取り入れる
●バリアフリー
●福祉のまちづくり

ユニバーサルデザイン

４）社会的孤立、孤独、社会的排除などへの取り組み
●地域社会における「つながり」の再構築
●閉じこもり予防、居場所づくりー

ふれあいきいきサロン活動の広

がり
５）共存・共生の福祉文化をもつ地域づくり

…

福祉コミュニティづく

り
●このような福祉が「地域福祉」
●与えられる福祉ではない、みんなでつくりあげる福祉
●つくり、支え、発展させ、豊かにしていくことが重要

５．地域社会と福祉コミュニティ
人と人のつながり、コミュニティが持つ福祉力
ニーズ、問題に気づく、発見する
取りあえず、一時的対応、緊急対応をする
精神的支え
生活支援
情報伝達
見守り
サービスとのつなぎ、サービスを監視
行政、専門機関、専門職との連絡
関心ある活動、サービスに参加を呼びかける
活動を通じて心を通わせる。学習する。意識、態度が変わる。

６．福祉コミュニティ
福祉コミュニティづくりの具体的推進方法
●福祉サービスを基礎において、サービスづくり、運営に利用者、家族、
地域住民、ボランティア、さまざまな専門家・団体の参加・協力を求
めるネットワークづくりを推進
●これを通じて、参加者の意識や態度の変容をはかる

７．ボランティア・市民活動、住民活動の価値と可能性
●人と人とのつながりを深め社会の絆を強化する
（人として暮らしていく上で欠かせないもの）
●人々の共感力を高め一人ひとりの尊厳を大切にする方向に社会を進
める
（他者の困難に痛みを覚え手を差し伸べる共感力）
●新たな社会的価値と生きがいを生み出す労働機会を創造し誰もが誇
りをもてる社会を作る
（一人一人が持てる力を発揮して社会の種々の課題解決に取り組む）
●人々に実際の体験に基づく社会学習の機会を提供し人々の問題解決
力を高める
（自ら責任を持って社会サービス、活動を行うことで、知識、情報だ
けでは得ることのできない多くのことを学習、行政会社任せの高コ
スト社会を変える）
●社会の漸進的な発展を促す
（施策、制度化されていない潜在的社会問題にいち早く反応し、顕在
化させ、解決の仕組みを作ることで）
●自律・自治の気風とやりくりの知恵を高め持続可能な社会をつくる
（人々が、特技を出し合い、あるものでやりくりをして、無駄の少な
い方法で問題に対処する知恵を育む）

８．「安心して地域の中で自分らしく暮らしたい」
ニーズを制度でカバーは無理
●行政、家庭、個人のみの力では限界がある
●社会、コミュニティの力を再構築することが必要
●排除しない福祉、制度から排除された人を社会、コミュニティが構成
員の一人として受け入れる
●制度外の生活ニーズ、制度の谷間にあるニーズ、孤立・孤独を受け止
め対応
このようなコミュニティは少ない

９．顔の見える「日常生活圏域」に仕組みづくり
●制度的なサービスとインフォーマな地域福祉活動との組み合わせに
よる支える体制作り
●住民、自治会、公民館、ボランティア、ＮＰＯ，学校、商店、交番、
企業などが参加した多様な活動
●町内会、自治会などの地縁型組織と自発的組織の協働を進める

１０．各地の多様な地域福祉活動
その仕組み事例
１）コミュニティ協議会で自治会、ボランティア団体が協働
●自治会の力は、組織力、情報伝達力、資金力、近隣で支える
●ボランティアの力は、行動力、専門性の蓄積、創造力、広域活動

２）町会内にボランティア部
●町内会連合会にボランティア部長
広域のボランティアグループ
地域のボランティアセンター
●各町会にもボランティア部長
―町会ごとに地域ボランティアグループを組織
(出来るだけ若いお母さんたち)
福祉委員―40 世帯に 1 名
３）自治、福祉、防災の三位一体
●町内会活発―調査結果は多くの人が地域と関係がない、薄いことが明
らかに
●現在の活動の活性化進める

研修を強化

問題・ニーズ発見力向上、気づき、相談の仕組み、専門機関の参加

４）公民館と地区社協が協働
災害時地域助け合いへの取り組み
●障害者には行政から呼びかけの手紙
高齢者は地域で呼びかけ
「お願い会員」「まかせて会員」登録
平時からの関係作り、子どもも参加し地域災害マップ作り
５）商店街
●子育て広場を閉店した店改造して活用
誰でも休み、利用できる、たまり場を商店街の閉店した店を活用して
開く
●商店街の店を改造してサロン、デイサービスを実施
●商店街に障害者の運営するお店ができ繁盛
６）生産活動型
●限界集落を元気に

自分たちの消費用の生産物提供

安心、安全、お

いしい、魅力的
●朝市のネットワーク化

都市と過疎地域の日常的交流

●集落のすべての住民が役割を持ち元気に
●収入が得られる
●高齢者、障害者の生産活動
７）校区福祉委員会
●民生委員をキーパーソンに２２０人の福祉委員と 150 人のボランテ
ィア
●ミニデイサービス（１人で外出困難な人第２，４水曜日）
●子育てサロン（第３水曜日）
●サロン遊友（住民

第３金曜日）

●カラオケ教室、マージャン教室
●福祉なんでも相談窓口（毎週水曜日）

１１．地域の活動から学ぶべき点
①拠点、資金の確保、社会資源の活用、創造的活動メニュー
②計画、推進、運営、評価等すべての過程で住民が中心－住民主体
③役割分担ー人ひとりの役割、地縁組織と自発的組織の協働
④制度的サービスと住民活動の協働

小地域ネットワーク活動とは
K市の実践事例から

訪問チーム

１班に２～３チーム

1043社協(46.4％)で取り組み
1043社協(46.4％)で取り組み
活動対象
活動対象 880,529人
880,529人
訪問回数618万回/年
訪問回数618万回/年
担い手
担い手 36万人
36万人
（平成17年４月）
（平成17年４月）

校区定例会議（班長、民生委員、地
区社協役員、市社協職員、必要に
応じて関係機関専門職）
月1回開催
訪問記録提出、情報交換、ケース
検討、今後の対応の検討
必要に応じてサービス機関等につ
なぐ
１小学校区に平均9.5班

班

定期訪問､声かけ訪問
家事支援
食事づくり､洗濯､掃除､買物

校区

介護支援
散歩､通院付き添い、洗髪､清拭､
爪切り、話相手

【利用者のタイプ】
A元気だが閉じこもりがち、時々
病気にかかる。夫婦の場合は片
方が病気がち【月1～2回の訪
問】
B病気がち、身体が弱っている
【週１～２回】
C病気がちであると同時に種々
の家事･介護等に支障を来たし
ている【週３回以上の訪問】

小地域ネットワーク連絡
会（訪問チームのボラン
ティアが参加）
訪問時の高齢者様子の報告、
把握。活動状況の報告。
必要な場合、他サービスとの
連携の検討。
新たに支援を必要とする人
の検討、ネットの組み方の検
討

１２．地域福祉活動を進める仕組み
●気づく仕組みー

福祉委員、民生委員・児童委員

●見守り・支援する仕組みー近隣活動、友愛訪問、ボランティア活動
●出会う仕組みーサロン、クラブ、交流活動
●協働する仕組みープラットホーム型
●活動推進の仕組みー地区計画、人材発掘、拠点確保、資金作り

｢ふれあい･いきいきサロン｣とは
人間関係の
回復・維持
利用者

利用者

ボラン
ティア

ボラン
ティア
その他
の人

サロン
地域社会

• 「地域を拠点に、住民である当事者とボランティアとが協働で企画をし、内容を
決め、共に運営していく楽しい仲間づくりの活動」
• 高齢者、障害者、子育て中の親
⇒「ふれあい子育てサロン」という名称も
• 活動は自由に考える。ノンプログラム形式も。
• 開催場所は、自宅、公民館等公共施設、空き教室等々。

1615社協(71.8％)で取り組み
1615社協(71.8％)で取り組み
39,496ヵ所
39,496ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
高齢者
32,522ヵ所
子育て家庭
子育て家庭 3,337ヵ所
3,337ヵ所
精神障害
119ヵ所
精神障害
119ヵ所
（平成17年４月）
（平成17年４月）

サロンの人
間関係を自
宅に戻っても
機能
z人 間 関 係 づ く り →
地 域 でも(知 り 合い
の知り合い)
z見 守 り → 地 域 で も
（来ない場合は訪
問）
z相談、連絡調整機
能
z来ない人への注目
（見守り）

１３．ふれあいいきいきサロン
特徴
●身近な地域で
●高齢者と地域住民、ボランティアが
●協働し､企画､内容を決め、協働で運営
●少人数、出入り自由
●楽しい時間を過ごす
●仲間作り、人と人のつながり作り
●集う人みんなが主役、サロンに支えられサロンを支えている
効果
①楽しさ・生きがい・社会参加
②無理なく体を動かせる
③適度な精神的刺激
④健康や栄養を意識する習慣がつく
⑤生活のメリハリ
⑥閉じこもらせない

参加者に確認された効果（山口県社協・山口県立大学調査）
「具体的効果」
●無理なく体を動かせる、健康や栄養について意識する習慣がつく、介
護予防につながる
「精神的な効果」
●適度な精神的刺激となる、生活にメリハリがつく、生きがいになる
「社会的効果」
●孤立・閉じこもりの防止となる、仲間づくりの場となる、情報交換・
情報提供の場となり生活に役立つ
○いずれも参加期間が２年以上になると効果が上がる
多様な活動
●認知症の高齢者の参加できるサロン
●子育てサロン
●障害者サロン
●共生型サロン
●常設型サロン
●社交型サロン
●全国に４万箇所（平成１７年４月１日）
●８割が高齢者を対象としたサロン
担い手の多様化
●ボランティア団体
●老人クラブ
●民生委員・児童委員
●町内会、自治会
●地区社協
●商店街
●社会福祉施設

●ＮＰＯ、生活協働組合
●大學、高校
●医療機関

１４．地域密着型サービスの創設

１５．地域密着型サービスの特徴
①市内の住民のみが利用可能
②日常生活圏域にサービス基盤整備
③自治体の実情に応じた指定基準、介護報

酬の設定

④指定（拒否）、指定基準、報酬設定に地域住民、高齢者、経営者、保
健･医療・福祉関係者等が関与

１６．地域福祉型福祉サービス
●制度の枠にとらわれず、必要に応じて柔軟かつ先駆的に、対象とする
ニーズを選定し、サービス内容を多機能化させたものである
●地域社会の中で支援を必要としている人を発見し、幅広く支援対象と
し、利用者一人一人の生活とその人が生活する地域全体を総合的にと
らえ、利用者が持つニーズや地域の状況に対応するために、柔軟に出
来る限り幅広いサービスを先駆的に作り出すものである
（厚生労働白書平成１８年度）
●利用者の生活の場まで出向き、利用者がその場で享受できる
●利用者の視点、地域社会の生活者としての視点に立って、利用者の生
活形成に沿ったサービスを提供することを目標とする
●従来のサービスが利用者の属性に着目しそれに対応しようとするの
に対し、より利用者のニーズに柔軟に対応しようとするサービスとい
うことが出来る（平成１８年度

厚生労働白書）

１７．地域福祉の担い手と協働
地域福祉の担い手の広がり
－地域住民、福祉の当事者、福祉法人、福祉団体、自治会・町内会、地
区社協、民生児童委員、ボランティア、ＮＰＯ、農協、生協、企業、
商店街、商工会、保健・医療団体、教育団体等
担い手の協働をどう進めるか
－地域網羅型組織と自発的組織の協働が進まない理由―文化の違い、
（役員の選ばれ方、原案に対する考え方）
違いをどちらかに合わせるのではなく、違いを理解しあった上で共通の
ルール作りをする

１８．地域福祉のまちづくり
住民、市民が、応援したくなる、参加したくなる福祉の開発、推進
これらの取り組みを通し地域住民の自治力の形成
地域で信頼のネットワークの形成―住民参加による地域における｢つな
がり｣を作り出す。これが地域福祉推進力、エンジン

プロフィール
和田

敏明（わだ・としあき）

ルーテル学院大学大学院
大学

総合人間学研究科社会福祉学専攻

総合人間学部社会福祉学科

主任

教授

学歴及び経歴
日本社会事業大学 卒業
全国社会福祉協議会で社会福祉研究情報センター所長、高年福祉部長、地域福祉
部長、事務局長。地域福祉や福祉への住民参加の実践推進と研究を行ってきた。
日本地域福祉学会副会長など歴任

社会活動
中央教育審議会専門委員
厚生労働省「これからの地域福祉のありかたに関する研究会」委員
日本 NPO センター理事
日本福祉教育・ボランティア学習学会常務理事
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｢社会福祉協議会活動論｣（共編）全国社会福祉協議会
｢地域福祉の担い手｣(編著) ぎょうせい
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