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福祉社会デザイン研究科社会福祉学専攻博士後期課程２年

山田

宜葊

本稿の目的は、
「福祉社会」の実現を、地域住民や地域住民組織がどのように図るかにつ
いて考察することである。このことについて福井市社協と「地区社協」の運営について調査
した。これらにインタビューしてわかったことは、公民館がすべての小学校区に設置されて
おり、公民館が地区社協の活動拠点として地域福祉活動の推進に欠かせない協力をつくりだ
していたことである。こうした地域基盤が形成されている中、福井市は、あらたに平成の合
併および老人保健福祉計画・介護保険事業計画の日常生活圏域の設定により、地域福祉圏域
と日常生活圏域の調整の課題に直面することとなった。この調整の具体的な対応として８ブ
ロック圏域の調整が必要となった。この調整にあたり、市の関係課と市社協、各関係組織が
議論を重ねた結果、各関係組織が８ブロックを共通圏域とすることに合意をみたのである。
こうして福井市は、二重（小学校区と８ブロック）の共通圏域を作り出すということを実現
させた。しかし民児協や日常生活圏域でいえば必ずしも８ブロックや小学校圏域と共通した
ものではなく引き続き課題となった。とはいえ、基礎自治体単位の大規模な圏域変更が各地
で行われた中に合って、福井市が市内に二重（小学校区と８ブロック）の重層構造をつくり
だしたことは、福祉社会の実現にむけた重要な取り組みとなった。
公民館

小学校区、地区社協

重層構造、福祉社会、

はじめに
地域住民組織は、都市のコミュニティの衰退がいわれる中、また一方で地方分権、地域主
権が叫ばれる中、小地域社会でどのように地域住民活動を展開しているのであろうか。特に、
比較的人口規模の大きい都市では、福祉社会の実現を、地域住民や地域住民組織はどのよう
にして図っているのであろうか。
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本稿ではこのような問題関心に基づき、
「福祉社会」の実現を、地域住民や地域住民組織
がどのように図るかについて考察した。本稿で「福祉社会」という場合、筆者は、地域にお
ける社会福祉（地域福祉）という社会福祉法の規定を念頭においている。ある意味で筆者は
「福祉社会」の実現を「地域福祉」の実現 としてとらえて用いていることになるのではない
1

かと思っている。但しその意味は限定的である。すなわち筆者は、
「地域福祉」推進の立場
から「地域社会」には、一部に独自の論理をもつ「小地域社会」がある と定義しており、
2

その意味で「福祉社会」を「地域社会」に実現を求めるということであれば限定的というこ
とになる。限定的な「福祉社会」の実現とは、小地域社会における「福祉社会」の実現とい
う意味である。その意味で「福祉社会」の実現は、実体的概念の意味あいをこめて述べてい
る。
ところで、地域福祉計画の策定にあたっては、適切な圏域設定が求められている 。また
3

適切な圏域は市町村の事情によって設定することとなっている。とはいえ地域福祉計画で特
4

定化された圏域はあまり設定されていない実情にある。
こうした実情のなかで、金沢市は、小学校区（校下と呼んでいる）と小学校区の地域組
織・地域福祉組織・地域教育組織の重層構造に着目して、地域福祉計画において「小学校
区」を適切な圏域として設定した。
これが契機となり、各「地区」で「地区地域福祉活動計画」を策定し、これにより小地域
5

福祉活動が、地区社会福祉協議会（以下地区社協）、単位民生委員児童委員協議会（以下単
6

位民児協 、以下この両者を「地域福祉組織」と表記する）の協働を土台に動き出した。こ
7

の地域福祉組織は、公民館を拠点に、地元雇い の地域福祉コーディネータ─を置き、地域
8

住民組織の協働と地域住民の寄付構造をバックにして小地域福祉活動を展開している。筆者
はその運営方法を「金沢方式」とし、小学校区の重層構造と「金沢方式」を「住民主導の地
域福祉運営」として明らかにしたのである。
しかし、このような仕組みは、金沢市にしかみられないのではないかとの指摘もあり、他
市の実態にふれて研究を深める必要性を感じていた。その意味で本稿は、金沢市の研究の延
長線上にある。しかし金沢市と比較して述べることが本稿の目的ではない。金沢市を調べて
得た地域福祉圏域としての「小学校区」の意味と「小学校区の重層構造」の定式化について
他市を取り上げることによって論拠を確かなものにするためのものである。
このため本稿における筆者の論述の視点は、
「小学校区」と「小学校区の重層構造」にあ
ることは明らかにしておきたい。
本稿は福井市を取り上げる。福井市は特例市である。
（なお金沢市は中核市）福井市を取
り上げるのは、福井県社協の研究会にかかわりをもつ機会があり、そのつど福井市社協を訪
れたからである。しかし何度も訪れる中で福井市の地域住民がつくりだした構造に着目する
こととなった。その結果、わかったことは「公民館」に対する地域住民が抱く愛着感の大き
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さであった。このことを念頭に、福井市社協が提供する資料の分析を行った。この分析資料
は、市社協が提供した地区の地域住民組織にかかわる実態資料である。この資料は、実態が
的確に整理されており、分析に役立った。また、三回にわたってインタビューを行った。
（詳細は後述）これによって福井市の地域福祉運営をかなり詳細に把握できたと考えている。
その結果わかったことは、地域住民の圏域に対する意識は、公民館ないし小学校区というこ
とであった。
ではなぜこうした取り組みが行われたのか、筆者は、それを市町村合併と、老人保健福祉
計画の日常生活圏域の設定とかかわりがあるのではないかと想定した。
これを考察するにあたり最初に取り組んだのが、福井市の公民館のあゆみの理解であった。
１．「社会教育会」と「公民館」
福井市の地域福祉活動の展開という場合、
「公民館」を抜きに語ることはできない。戦後
「公民館」の設置が図られようとする時期に「社会教育会」という地域住民主導の地域組織
があったことは、ほとんど記録されていない。筆者は、福井市は「公民館」が地域住民活動
9

の重要な拠点になっていることに気づいたが、
「社会教育会」が背景にあるととらえていな
かった。
「松本公民館」での「地区社協会長」インタビュー時に、地域住民組織として「社
10

会教育会」があることを見出し、翌日「中央公民館」でインタビューした折訊ねて、存在を
確認することができた。

11

「社会教育会」の源に「教育会」がある。明治17～18年ころに郡教育会が、福井市では、
明治35～36年に組織されている。就学の奨励、貧困者子弟への学用品給与、教育功労者の表
彰、教員の研修、教育問題について当局に建議、もしくは諮問にこたえるなど学校教育の後
援を目的した。例えば啓蒙地区では、福井市と円山西村が合併した際に、福井市啓蒙教育委
12

員会として発足（昭和17年）
、終戦とともに、福井市啓蒙教育新興会と改称、その後振興会
に改められ、昭和29年に啓蒙社会教育会となって現在に及んでいる。昭和25年ごろから、各
小学校区毎に市公民館分館が併設され、校長を分館長とし、教頭を主事に任命して公民館活
動の第一歩が踏み出され、事業は公民館と共催だが、すべて表看板には教育振興会があった
と書かれている。地区の人びとは些細な事業にも大いに協力参加したとある。

13

福井市は、小学校、公民館、社会教育会が地区運営を担い、地区住民の教養文化、生涯学
習の場として展開されているのである。各地区での地域住民活動は、このように「公民館」
を拠点にすすんでいった。
２．地域住民による「公民館」運動、行政施策による「小学校」への「公民館」設置
福井市の「公民館」行政のあゆみは、1946（昭和21）年12月１日福井市公会堂に公民館の
看板を掲げたことでスタートをきった。社会教育団体を中心に一般市民の要望により、1947
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（昭和22）年１月12日に福井市公民館委員会が設置され、２月には福井市公民館創設、市役
所３階に事務局を設けて活動が開始されている。これに先立ち、福井市の周辺地区や合併し
た地区では、村条例で公民館設置が進んでいった。学校間借りの青空公民館であった。社会
14

教育法公布（昭和24年６月10日）後は、福井市公民館設置条例（昭和25年１月18日）が制定
され、公民館として継続することとなった。福井市の公民館は、本館と分館として置かれた。
すべて“福井市公民館”であることが特徴となっている。
さて、福井市公民館のあゆみにとって重要な改革案が示される。1959（昭和34）年の『社
会教育機構の改革案』で、分館連絡協議会から提案された。これを受ける形で、昭和35年
15

「福井市公民館設置及び管理に関する条例」が施行された。これが、半官半民であり民主的で
あるといわれる現福井市公民館制度の基礎となっている と評価されている。
16

現在は、昭和41年３月29日条例第14号「福井市公民館設置に関する条例」
（以下条例）に
もとづいている。全文は７条。第２条では、２項で公民館の名称、位置及び対象区域が別表
に定められている。対象区域は２地区を除いて、
「小学校通学区域」と明記されている。
公民館は、小学校通学区域に一つ整備された。
「小学校のある区域に公民館」
。福井市が作
り上げた地区活動の姿であった。
地区での地域福祉活動を考える場合、
「公民館」が背景としてとらえなれなければならな
い。
さて、福井市の地域福祉は、地区社会福祉協議会（以下地区社協）の存在なくしては語れ
ない。どのように福井市内では、地区社会福祉協議会は結成され、
「公民館」を拠点とする
地域福祉活動が展開されていったのかみてみたい。
３．福井市社協へのインタビュー
地区社協と公民館の関係を把握する上で、福井市社協（以下市社協）に対してインタビュ
ーを行った。インタビューは、三度行った。最初のインタビューでは、事前にインタビュー
項目を提示した。初回は、その項目内容について、市社協が詳細な業務資料を用意しその資
料の説明を受けることで状況を把握した。この提供された資料を説明したのは「地域福祉課
長」である。二度目は筆者が作成した「資料」をもとに再び意見交換した。三度目は、地区
社協へのインタビューである。この折あらたな資料も入手した。いずれも「地域福祉課長」
（三度目は地区社協会長）である。インタビュー方式は、半構造化面接である。本稿は本人
の了解を得て書き表したものである。
４．福井市社協への調査から
（１）福井市の地域福祉構造と実態
1福井市は、地区社協と公民館と自治会連合会の区域が、小学校通学区域としてほとんど
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一致している。筆者は、この地区構造を「小学校区の重層構造」と概念化している。とくに
この三者の場合「小学校区における福祉と教育と自治の重層構造」と呼んでいる。福井市の
地区構造は、まさしく「小学校区の重層構造」であり、
「小学校区における福祉と教育と自
治の重層構造」である。この構造は今日までゆるぎない基盤として市民に親しまれている。
2また福井市の地区構造は、三層構造になっている。そのことを福井県社協が行った「小
地域福祉活動に関する資源調査」結果からみてみる。便宜上、地域住民に身近な圏域を一層
17

とする。一層には、自治会組織1559、自主防災組織1102、福祉委員1547と、それぞれ1000単
位の組織や人員が存在する。二層では、消防団52、連合会48、公民館49、小学校50、地区社
協46の組織が存在する。三層は、民児協18、中学校23である。
これで明らかなように、自治組織（自治会組織、自主防災組織、消防団）教育組織（小学
校、公民館）
、地域福祉組織（地区社協、福祉委員）が重層化している様子がうかがえる。
地域福祉構造は、大きく三層の構造からなっている。
3平成の合併後も福井市は小学校区を追求している。福井市は、2006（平成18）年２月美
山町、越廼村、清水町を編入合併した。これを機に公民館を圏域の単位とする一元化を目指
した。調整の結果、小学校区にほぼ一元化された。
これを表したのが表１である。
表１

福井市の地域福祉圏域の構造（平成20年度）
組織・人員 自治会・自治会連合 公 民 館 連 絡 協 議 社協・福祉委員

圏域

会

会・公民館

市全域

福井市自治会連合会

公民館連絡協議会 市社協

民児協・民生委員
市民生委員児童委

市地区社協連絡協議 員協議会連合会
会事務局
ブロック

８ブロック

８ブロック

８ブロック

なお中学校23

市社協はブロック担 18民児協（旧福井

他に児童館29

当者の配置（他業務 市15＋旧３町村）

放課後児童会28

兼務）

放課後児童クラブ18
小学校区

43→49連合会

43→49＋６分館

46地区社協

（美山地区１＋６） 43地区社協（旧福井）

43→50（51）

清水地区４

３地区社協（旧３町

越廼地区１

村）
自治会型デイホーム
51

自治会

1,447→1,561

福祉委員1,558

民生委員451

一斉配置開始

主任児童委員33

（２）地域福祉活動の特徴
1ボラントピアのまち
福井市の地域福祉活動の特徴に「ボラントピア」事業がある。福井市社協がボランティア

― 147 ―

活動にかかわったのは、1963（昭和38）年「博愛銀行」の発足からである。1975（昭和50）
年にこれが「社会奉仕活動センター」とされ、1977（昭和52）年に「福井市ボランティアセ
ンター」となった。
福井市の「ボランティア」活動の契機になったのが、昭和60年～61年度の国の事業（厚生
省）「ボラントピア事業」の受託である。また昭和61、62、63年度「ボラントピアフェステ
ィバル」が開催され、昭和63年度から国の事業は、市の単独事業として継続した。この補助
は現在も継続している。1989（平成元）年からは７ブロック（当時地区社協連絡協議会のブ
ロック）を設定し、
「ボラントピアフェスティバル」や在宅介護者の集い、心身障害児者と
保護者の一日青空教室をブロックの持ち回りとし、平成７年度からは各地区の公民館まつり
等とタイアップした「ふれあい福祉まつり」として継続している。
また平成２年度には、市役所前に「ボラントピア福井」の啓発塔を設置し、各地区43の公
民館に、「ボラントピア○○」と啓発看板がかかげられた。
（現在もこの看板は公民館正面に
かかげてある）平成３年度はふれあいのまちづくり事業を受託した。この昭和60年を契機と
して福井市は、福祉ボランティアのまちづくりを実現し、今日も継続した「まち」を形成し
たということができる。
2自治会型デイホーム事業、食事サービス
自治会型デイホームとは、1996（平成８年）にひとり暮らし高齢者等を対象として、生き
がいづくり、閉じこもり防止等の取り組みとして市社協独自事業として開始した「ふれあ
い・いきいきサロン」事業の発展型の事業である。このサロン事業を通じて培ったノウハウ
の活用と、これをさらに充実させるため、市と協議する中で新たな取り組みとして2000（平
成12）年10月に誕生した。自治会型デイホーム事業は市の委託事業として、健康づくりと維
持活動、創作・趣味活動などを行う予防的福祉活動であり、2006（平成18）年度からは、介
護保険の改正により、地域支援事業の一般高齢施策として位置付けられ、介護予防メニュー
を強化し、平成20年度には、市内51区域（452会場）で年間2,916回、延べ61,622名が参加し
ている事業となっている。
食事サービスは、1980（昭和55年）にモデル事業として市内４地区を対象として開始し
た。1983（昭和58年）から市の委託事業となり、おおむね70歳以上のひとり暮らし高齢者に
月１回の配食ないし会食を行うもので、平成20年度は、年間388回、16489食の食事を提供し
ている。いずれも全地区で実施されており、これらの事業は、地区社協、民生委員、福祉委
員等がかかわりをもって実施している。自治会型デイホームには、非常勤職員が配置されて
おり、事業のコーディネートを行っている。
（３）地区社会福祉協議会（地区社協）
1小学校、公民館の単位に設置してきたのが「地区社協」である。地区社協の結成は、
1963（昭和38）年に初めて５地区で始まり、1991（平成３）年には、市内43地区全域で「地
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区社協」の結成をみたのである。28年間に及ぶ取り組みであった。
（地区社協は毎年着実に
整備された結果である）平成18年に３町村と合併し、この３地区でも「地区社協」が誕生
し、現在は46地区である。
2「地区社協」の事務体制である。文書受付窓口は公民館12、個人宅31、支所３である。
公民館が地区社協の連絡窓口になっているのは約26%、ほとんどが会長や事務局長などの個
人宅が窓口となっている。事務所所在地は公民館38、個人宅５、支所３、事務局体制では、
公民館主事13、民生委員・主任児童委員37、支所３、それ以外36である。
（平成21.6.1現在）
公民館主事が事務局を担っているのが約28%、民生委員が担っているのが80%である。（地
区社協事務局と自治会型デイホーム事業専任職員を兼務している職員がいる）
「地区社協」
は福井市民の意思による結成である。市社協と「地区社協」は、一体となって福井市内の地
域福祉活動の推進を図っている。なお市社協は、地域福祉の専門的立場で、地域の福祉力が
高まるよう助言・支援している。
3福祉委員が配置されている。１自治会（概ね20～50世帯）あたり１人という割合である。
20年度全地区で福祉委員配置は完了した。この計画は、昭和60年代から、各地区社協単位で
随時配置してきており、平成18年度時点で、旧福井市全地区と旧清水地区（平成11年度から
配置）となっていた。平成20年度に残りの２地区に配置され、これをもって福井市全地区の
配置となった。
福祉委員とは、
「福井市社会福祉協議会福祉委員設置規程」によれば「地区社協」の会長
等が推薦して「福井市社協」会長が地区社協会長と連名で委嘱するものである。福祉委員は
「地区社協」に所属する。活動は一人暮らし高齢者、高齢者夫婦世帯、障害者世帯等への日
常的な見守り支援活動、福祉ニーズの民生委員児童委員等への伝達、福祉サービス・制度等
の情報提供、地区社協が実施する事業への参加と協力などである。地区で実施している事業
には自治会型デイホーム、食事サービスなどがある。また民生委員、自治会長とは連携する
こととなっている。
（４）松本地区の地域福祉運営の経過と実際
この地区を選んだのは、事例集 に登場していたからである。地区社協会長に約１時間イ
18

ンタビューした。地区社協会長本人には、地区名を含めて書き表すことについて、本人の了
解を得ている。
松本地区は、福井駅を中心としたブロック地区の一つで、北寄りが中心街（元は市の中心
街）、東側は田園であった。また地区内に15棟の県営住宅もある。
「平成21年度松本地区社会福祉協議会役員名列」から松本地区の地域福祉推進体制をみて
19

みたい。顧問３、会長１、副会長３（内、庶務担当１、給食部会長１兼務）
、監事３、会計
１である。地区内ブロックが６、自治会77、民生・児童委員24人（主任児童委員２人）
、福
祉委員51人、社協理事69人である。部会は、給食部会、高齢者福祉部会、児童福祉部会、障
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害者福祉部会など６部会とデイホーム運営委員会や子育て支援委員会、敬老事業委員会であ
る。
インタビューは、圏域、地区社協、地域住民組織の関係について行った。圏域では、小学
校区に、公民館、自治会連合会、地区社協、単位民児協（北部民児協）が同じエリアである
こと（福井市内で地区社協と単位民児協が一致している地区は極めてまれ）民生委員・児童
委員は地区社協の理事となっていること、地区社協ができたのが昭和45年で、初代会長の尽
力が大きい。初代会長は発足から平成12年まで会長（今は故人）
、社会教育会長、体育振興
会長、公民館長も歴任された。また全国自治会連合会副会長をされた方であるという。地区
社協創立30周年記念で創立以来の巧績に「感謝状」が授与されている。２代目会長は公民館
主事をされていた方で女性である。現会長は３代目ということで、平成10年、自治会長とし
て地区社協の理事に就任し、その後、副会長を経て現在会長職に就いている。
地区社協と地域住民組織との関係では、各団体の長15人が２か月に１度集まり情報交換を
していること、また各団体が、それぞれ各自で総会を行うことを10年前に改めて、15団体が
１度の総会（午前中９時～12時）で決算、予算、役員改選を行うということであった。これ
は松本地区のみで他にはない運営方法であるという。
こうした話以外にも、地元に位置する看護師養成学校とのタイアップ事業であるプチナー
スの集いでは、公民館の１階大ホールで行われ160人ほどが集まって行ったこと、公民館が
新築移転するため住民から100円の寄付をいただいていたが、新築完成後、その地区住民の
負担金を廃止するのではなく、その負担金を新たに地区社協会費として位置づけした話や自
治会型デイホームの運営では、非常勤職員が任に当たるが、この職員は地元の出身であり、
地区社協会長が選考委員の一員として選考して決めているということなどもだされた。
地区社協事業としては、自治会型デイホーム（介護予防メニュー、健康体操、ゲーム、創
作活動、情報交換など）のほか、講演会、ふれあい福祉まつり、保育園児とのふれあい、乳
幼児と保護者のほのぼのサロン、見守り・支援継続事業、食事サービス会食会、
「メンズク
ッキング」（男性による料理教室）
、小学校の児童の絵手紙を持参した友愛訪問などが行われ
ている。
運営にかかる費用は、会費、福井市や福井市社協からの補助金、共同募金の配分金などで
ある。
（５）地域福祉推進上の圏域調整と課題
1ブロック圏域の調整
平成20年度福井市によってブロック圏域の調整が図られその結果、圏域が一致することと
なった。ブロック圏域内の組織として、
「市自治会連合会（48）
」
「公民館（49）
」
、
「小学校
（50）
」、
「地区社協（46）
」の４組織がある。この四組織の圏域は、ほぼ完全に小学校区に重
なる圏域となっている。しかし当時のブロック単位でみると、圏域は異なっていた。このた
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め、４組織を所管する関係者すなわち公民館連絡協議会（市生涯学習課）
、市自治会連合会
（市行政管理課）
、民生児童委員協議会連合会（市地域福祉課）
、地区社協連絡協議会（市社
協）が４者会談をした結果、拠点がある公民館のブロックを基本とすることでブロック間調
整の方向性を出した。そして平成20年度から、ブロック圏域を公民館の８つのブロックにす
ることとし、市自治会連合会、地区社協連絡協議会のブロックを、公民館の８ブロックを合
わせた。これにより福井市では、ブロック単位と小学校区単位と市内を横断する二重の圏域
構造を築くことになった。
ただし、民生児童委員協議会連合会（市地域福祉課）については、現在のブロック18の単
位民児協が８つのブロックへ大幅に減少するということであったが、困難ということで継続
協議となっている。
2日常生活圏域との関係
ここでいう日常生活圏域とは、介護保険制度上の地域密着型（介護予防）サービス圏域の
ことをさしている。福井市は、2006オアシスプラン で日常サービス圏域を旧市内43地区社
20

会福祉協議会で構成している７ブロックに３総合支所管内エリアを加えた10ブロック に設
21

定した。あわせて、
「圏域は、10年後の平成26年度（第５期計画の最終年度）を視野に入れ
て設定することになるが、高齢者医療、福祉制度の流動性や介護保険制度改革の実効性、合
併などの社会環境の変化を考慮し、本市としては第４期計画作成時（20年度中に第３期計画
を見直して作成）に圏域設定を見直すことにします。
」とした。なお「地域密着型（介護予
防）サービス」には、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介
護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護がある。
21年３月にはオアシスプラン2009（以下2009プラン）が策定された。これによると、地域
福祉の基本的エリアは、
「本市においては、住民の実際の生活に即した地域ごとに公民館を
配置し、地域住民の生活文化の振興、社会福祉の増進のための各種事業を行っていることか
ら、公民館区が馴染み深いエリアとなっています。このようなことから、本市の地域福祉施
策を進めるにあたっては、小学校区とおおむね一致する49の公民館区を、基本的なエリアと
して施策を展開しています。
」と書いている。あわせて「本計画においては、地域福祉の基
本的エリアを基礎とし、高齢者福祉を地域で担う中核機関・地域包括支援センターの９つの
エリアを施策展開のエリアとして定め、計画を効率的・効果的に進めます。
」とした。この
22

ほど必要な調整が行われた結果、日常生活圏域は、21年４月から地域包括支援センター圏域
となり新たに９ブロックとして再調整が行われた。
3課題
地域福祉圏域の調整については、民児協圏域との調整は継続されることとなった。また日
常生活圏域については、ブロック調整が行われ地域包括支援センター圏域として地域福祉圏
域ブロックとはほぼ一致するエリアとなってきているが、なおブロック単位からみて一致し
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ない地区がでた。課題として引き続き見守ることとしたい。
５．考察と結論
第一に福井市においては、小地域社会における「公民館」の存在感の大きさをあげること
ができる。これは、
「社会教育会」が背景となっている。
「社会教育会」は公民館設置に当初
から深くかかわり、事業運営にもかかわってきた。
「社会教育会」は地域住民組織がつくっ
たものである。さらに公民館の運営にあたり、公民館運営審議会が職員採用の権限をもって
いること、運営費用の一部は地域住民の寄付がみられることなど自治的内容になっている。
「公民館」に対する愛着感の大きさは、地域住民自身によって担われているからということ
ができる。
第二に、地域住民組織が小学校区を単位に重層構造になっている。小学校区域という同一
圏域に「自治会連合会」
（地域自治）
「公民館」
（教育）
「地区社協」
（地域福祉）が整備され
ている。この整備は、福井市に旧３町村が編入された区域においても、新たに公民館と地区
社協が整備されるなど合併に際して適用され、同一の地域基盤が形成された。福井市の「福
祉社会」は、小学校区の重層構造が小地域社会の活動基盤となっている。
第三に、地域福祉の観点からいえば「地区社協」の存在が大きい。
「地区社協」は、
「公民
館」と協力関係にある。
「地区社協」は民生委員・福祉委員・自治会・各種団体が役割を担
っている。拠点は「公民館」である。地域福祉人材（リーダー及びコーディネーター）とし
て、地区社協関係者、民生委員児童委員・主任児童委員、福祉委員がいる。財源としては地
区社協会費、市社協補助金などがある。また活動プログラムやサービスメニューの開発・運
営も行っている。自治会型デイホーム事業、食事サービス事業、見守り活動などである。
「地区社協」からみれば、公民館は拠点であり、活動のよりどころであり、事業推進の基盤
である。「公民館」と「地区社協」は、社協役職員、民生委員児童委員、福祉委員等など係
る人材が数多くおり、事業を通した「つながり」が深められている。
第四に、自治会連合会が小学校区となっていることも重要である。自治会は、小地域社会
の活動母体であり、地域住民組織の推薦母体でもある。民生委員児童委員、福祉委員等の人
選は、自治会、自治会連合会の協力がなければなりたたない。
第五として、小学校区の重層構造に、このほどブロック内の重層構造が圏域調整ののち再
整備されたことがあげられる。
このことは市内の「小学校区」と「ブロック圏域」という圏域レベルで二層の重層構造を
築いたことになる。市内で、地域住民組織、地域福祉組織、地域教育組織という関係組織の
協働が積み上がったことで、地域住民の意識的団結はさらに高まることが期待される。
以上、今までの考察から、小地域社会に「福祉社会」の実現を地域住民が図る場合、小学
校区という共通圏域に地域住民組織が重層構造を築き、住民主導の地域福祉運営が必要であ
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ることが確認できた。確かに小学校区であるが地域住民の認識は、公民館区といった意識が
根付いていると思われる。さらに「重層構造」においては、老人保健福祉計画・介護保険事
業計画（以下介護計画）の日常生活圏域の設定も意識され、ブロックレベルの圏域調整に着
手し、
「ブロック圏域の重層構造」の構築を明確にしたことである。その意味で福井市は、
地域福祉圏域とブロック圏域と二重の重層構造を築いたということになる。ただし、いずれ
の重層構造においても介護計画ブロックとの関係や学区レベルの単位民児協と圏域の追求は
今後の課題といえるのではないかととらえた。
最後に「住民主導の地域福祉運営」についてふれておく。自治会、自治会連合会の活動基
盤のもとで、民生委員、福祉委員等、地区社協役職員、公民館主事が「公民館」を拠点にし
て、市内の横断的な小学校区、ブロック内という二重の地域住民組織の重層構造（地区資
源）が協力してつくり出されてきている。また小学校区単位で、公民館主事が地元採用で雇
用されており、地域住民の主導性は公民館の存在と密接にかかわっていることから「住民主
導の社会教育運営」ということはできても「地域福祉運営」という場合、小学校区単位に地
域福祉組織専属の担当職員が独自に配置されてコーディネートすることが必要であり、この
ことについては、地域福祉計画の圏域設定、地区地域福祉活動計画の策定などを通して実現
できるのではないかと痛感したしだいである。
おわりに
筆者はかつて金沢市を対象にして、金沢市民が最も身近な小地域社会（小学校区）で、地
域福祉を実際にどのように推進しているかを明らかにした。推進の原動力は、金沢市が地域
福祉計画において地域福祉圏域を小学校区と定めたこと である。ここから小学校区という
23

一定の地理的範囲は、地域福祉圏域として意味があることを明らかにするとともに、小学校
区に地区資源が集積していることに意味があることを明らかにした。すなわち公民館、善隣
24

館、町内会連合会、消防団、地区社協、単位民児協の集積である。この構造を「小学校区の
重層構造」と概念化するとともに「小学校区における福祉と教育と自治の地域福祉構造」と
して定式化した。これについて筆者は、神戸市等を対象にした倉田和四生の研究から重要な
示唆を得ることができた。特に地域住民組織の構造と機能のむすびでふれられている「地域
25

住民組織を自治体の独占体とせず、各種団体を網羅する組織が、小学校区域の近隣住区のう
えに構成されることが望ましい。
」の指摘である。
（倉田：1875p150）ここに「小学校区」
の意味と「小学校区の重層構造」を概念化したことを再認識することができた。
さらにこのほど福井市を調査した結果、
「福祉社会の実現」という点で、
「小学校区」と
「小学校区の重層構造」があてはまるものであることを確認した。また福井市では、
「公民館」
行政の歩みや「地区社協」を調べの中で「小地域福祉活動」推進の原動力は「公民館」と
「地区社協」の協力関係にあるのではないかと考えた。
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さらにブロック（市内８ブロック）内に重層構造をつくりだすための調整が行われたこと
もわかった。これは「８ブロックの公民館連絡会」を軸とする圏域の調整であった。こうし
て「公民館連絡協議会」と「地区社協連絡協議会」
「市自治会連合会」がそれぞれ８ブロッ
クすべてにおいて共通圏域になったのである。これは「公民館」と「地区社協」の協力に
「厚み」をなすことになるのではないかととらえた。いわば市内にブロック管内と小学校区
内という横断的圏域が二層に形成されたわけである。
「福祉社会」をとらえる上で福井市の
圏域設定の新たな動向は、重要な意味をもっているのではないか。それは市内における地域
住民組織の「小学校区の重層構造」と「８ブロックでの公民館連絡協議会・地区社協連絡協
議会・市自治会連合会の重層構造」という二層の重層構造である。
福井市においては、
「小学校区」
「小学校区の重層構造」
「住民主導の地域福祉運営」が公
民館と地区社協の協力という形で進められていることが確認できた。以上をふまえ、今後
「圏域」の共有化がさらに追求される中で「福祉社会」の実現が行われるのではないか、こ
れが本稿の結論である。
注
1

岡村重夫は『地域福祉論』の中で、地域福祉のめざすものを「福祉コミュニティ」と書き表し
た。

2

これについては木下謙治の論文「地域の概念」と中野卓の論文「地域」の問題と社会学の課題の
論述が参考になったことは明らかにしておきたい。

3

社会保障審議会福祉部会「市町村地域福祉計画及び都道府県地域福祉支援計画策定指針の在り方
について（一人ひとりの地域住民への訴え）」

4

これからの地域福祉のあり方に関する研究会「地域における「新たな支えあい」を求めて─住民
と行政の協働による新しい福祉─」

5

平成14年度から18年度にかけて各地区で作成された。

6

地域住民による地域福祉組織。社会福祉法上の位置づけはない。法人格もほとんどない。組織化
は任意に行われた。旧市内の地区や旧町村単位の社協と経過によって地区単位の違いがある。市
部でないところも多くみられる。

7

民生委員法に規定されている。

8

小学校区で地域組織の役員が協議して職員を採用することをさしている。

9

和田地区「和田教育会」
、日之出地区「日之出社会教育会」、啓蒙地区「啓蒙社会教育会」であ
る。

10

市内のほぼ中央に位置する人口約12000人の地区

11

中央公民館の主事からいくつもの地区公民館資料の提供があり確認できた。

12

福井市啓蒙公民館50周年記念誌p146

13

同上p148-149

14

昭和21年10月殿下小学校に青空公民館として誕生した殿下公民館は、役場が中心となり、中学校
長が館長、専任主事1名ほか、主務主事（学校）、会計主事（役場）、教養主事（青年団）、産業主
事（農協）厚生主事（婦人会）５名、運営審議委員は、中学校長ほか青年団男女2名、婦人会、
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農協、仏教連合会、遺族互助会、民生委員会、PTA、消防団代表の11名、村議会議員等代表、
有識者3名からなり、教養部、産業部、厚生部に分け、各部ごとに小委員会が組織され、40名の
委員で構成し・・と記されている。（2008福井の公民館Ⅱp18）
15

提案内容は５点。①地区分館を地区独立館とし、本館廃止、並立型設置体系に改編。地区公民館
の設置区域は小学校通学区域と一致させる。②各公民館の連絡協議体として、市公民館連絡協議
会の設置、事務局は市青年の家、事務局員は青年の家職員、③地区公民館の運営は、活動に応じ
て支出する市の委託料と各館一定の運営費とし、その他の経費は、地区社会教育会、町内会等の
共催負担金または寄付金の補充を期待、④公民館活動は、その実施方法・内容等具体的なことは
地区の自主的運営に任せる、⑤館長は、非常勤嘱託職員として原則民間人登用、主事は市教育委
員会（以下市教委）の嘱託職員一名、主事の任用は、市教委が定める一定の講習を修了した者の
うちから、当該地区公民館運営審議委員会の推薦により任用、である。

16

2008福井の公民館Ⅱp9

17

平成20年９月18日～10月３日17市町社会福祉協議会を対象に行われた。

18

県内における小地域福祉活動事例「高齢者と専門学校生との交流会（プチナースのつどい）」

19

この表現は提供された資料のままである。

20

正式名称は、第四次福井市老人保健福祉計画第3次福井市介護保険事業計画である。

21

エリア名中央、東部Ⅰ、東部Ⅱ、西部Ⅰ、西部Ⅱ、南部、北部、美山、越栖、清水である。

22

2009プラン本編p5

23

2003金沢市地域福祉計画

24

筆者著『住民主導の地域福祉運営』第三部住民主導の地域福祉構造─小学校区の重層構造と「金
沢方式」

『都市コミュニティ論』
（1985）からの示唆が大きい。特に第２部近隣関係と地域住民組織であ

25

る。他に倉田が翻訳したクラレンス・A・ぺリー著『近隣住区論』（1975『）防災福祉コミュニ
ティ』（1999）である。いずれの著書も小学校区への指摘がみられる。
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Welfare society into reality :
A study of Fukui City
YAMADA, Yoshihiro
The purpose of this paper is to consider how local residents and their organizations
make“welfare society”into reality. Survey was made about the Fukui City Council of
Social Welfare and the management for“their District, Association”
.
In the Fukui City, Kouminkan（Community Center）is an important base for the local
populace as Kouminkan and elementary school district have a common coverage and.
Chikusyakyo（District Association）develops small-area welfare activities.with the
cooperation of the Kouminkans in the elementary school district.
Revision of the Long-term Care Insurance Law of 2006 required new area setting that
required a new agreement between daily life activity area and local residents’
organizations area that led to the establishment of ８ blocks that cover the ２ areas.
As a result of the negotiations across the whole city areas, the two-tier（elementary
school district and ８ block system ）was established with the expectation that“welfare
society”will play a big role.
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