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少子高齢化。人口減少。

地域社会の脆弱化。

めまぐるしい社会変化の中で、

私たちは様々な生活課題を抱えています。

住み慣れた地域でいつまでも

自分らしく生きていきたい。

誰もが思うその願いを叶えるために

時には誰かを支えたり

時には誰かに支えられたりもする。

そんな地域共生社会を目指して

私たちはチャレンジしています。

“自分たちのまちを

　自分たちで楽しく”

一緒に創っていきませんか。
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わたしたち「COMMUNITY DESIGN LAB.」は
「地域の課題」に即した「活動」と「プレイヤー」を生み出すことで

地域の困りごとを「解決」していきます。

Before
これまで

地域のコマッタ
高校受験を控えた中学生。
家庭の事情で塾にいけず
進学を諦めかけている。

課題の発見
なるほど、

それは大変ですね。

課題の検討
専門職で集まって
会議はしたけど、
制度的にサービスが
ないから繋げない…

解決策がないと
断ってしまう

勉強を教えてくれる場が
あればいいだけなんだけどね…

現在はサービスが
ありません。

職員A

職員 A 専門 A 職員 A 専門 B

住民 A
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After
これから

地域で会議
専門職だけじゃなくて

地域の人と
話し合おう。 アイディア①

息子の友達が家庭教師の
アルバイトをしていたよ。
声をかけてみようか？

アイディア②
夜だったら学童の
施設を貸せるよ。

プレイヤー誕生
僕教えますよ！

場所は学童の施設で
十分です。プロジェクト化

楽しそう！
夜食を作るわよ。
プロジェクトにして
毎週やりましょ！

参加したくなる
魅せ方

プロジェクトロゴを
作ったりユーモアの
ある発信をしよう。

いろんな人が
出会う場でコラボ！

活動をやりたい！
話を聞いてほしい。
もっと知りたい。

プレイヤーの増加
面白そう！僕もやるよ！
こんな活動って
どうかな？

住民 A

住民 B

保育所園長

地域の
コマッタ

職員 A

住民 C

住民 E住民 D

デザイナー
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「考える場」「魅せる場」「出会う場」を積極的につくります。

「住民」「企業」「福祉専門職」「デザイナー」「行政」等で

地域課題に対するプラットフォームとなる実践支援研究室を運営します。

考える場

自分の住むエリアで、課題検討
の場をつくります。各種福祉の
相談窓口やコミュニティデザイ
ンラボに寄せられた地域の困り
ごとを集約し、「地域支援会議」
や「テーマ型地域会議」など、
専門家や住民、畑ちがいの人た
ちも集まり解決策を考えます。

魅せる場

コミュニティデザイナーが住民
活動を魅せる場をつくります。
地域活動全ロゴ化プロジェク
トや地域活動に参加したくな
るイベントの企画、活動にエ
ントリーしやすい WEBサイト
の運営など、地域活動をブラ
ンディングしていきます。

出会う場

地域課題と住民をつなぐ新し
いスペースをつくります。地域
課題をもっと分かりやすく、
もっと身近に、誰もがコラボ
レーションしながら、地域で
のチャレンジをサポートするメ
イキングスペースを設置運営し
ます。

課題把握

課題解決

地域につなぐ

地域の基盤づくり

住民、企業、福祉専門職、
デザイナー、行政 etc...

地域の
コマッタ

COMMUNITY DESIGN LAB.
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課題検討の場

地
域
課
題
と
人
を
つ
な

ぐ

地域
活

動
を
楽
し
く
ブ
ラ
ン
デ
ィ
ン
グ

考える場

魅せる場

テーマ型
地域会議

地域
支援会議

WEB
サイト

紙媒体
co-me

コミュニティ
スペース

相談

参画

活動したい
住民

困っている
住民 行政

ボランティア

企業

商店

デザイナー自治会

民生委員

住民

社会福祉
法人

福祉
専門職

イベント

出会う場
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「子供が6年間も引きこもっています…。一体どうすれ
ば？」というお母さんからの相談。
　そういった相談の解決にはマニュアルはありません。
また、地方では対応する制度やサービスも決して十分
とはいえず、解決の糸口を探し出すことは容易ではあ
りません。だからこそひとつひとつの相談に向きあい、
問題を分析し相談の出口を模索しながら、「こんな対
応はどうなのか？」、「こんな人と繋いでみたらどうな
のか？」など、答えのない問いに向かってチャレンジ
することが大切だと思っています。

６年間も引きこもっています。
　私たちは地域で起きた事例に対して、私たちだから
できる支援のしくみを丁寧に考えて実践しています。
そういった小さな解を地域に蓄えていくことが、結果的
に「ひきこもり100万人」といわれるような大きな社会
問題にも届く日がくるのではと思っています。　　　

コミュニティデザインラボ
メンバー：松崎（コーディネーター）

考える場

Help!

コミュニティデザインラボの事務局がある三股町
社会福祉協議会には、日々、ちょっとした心配事
から、なかなか人に相談できない切実な悩みまで
たくさんの相談が舞い込みます。
「社会問題」という、どこか他人事になりそうな大き
な枠組みではなく、地域に住む人の「ひとつひとつの
困りごと」を大切に受けとめて解決策を考えます。

POINT １

ひとつひとつの困りごとを大切に！
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課題は共有する !

　現在おこなっている地域支援会議は、「困り感を
抱えた人の事例」をそのエリアに住む様々なメンバー
で協議し、アイディアを出し合ってアクションまで繋
げるようにしています。この会議で重要なことは「自
分の住むエリア」ということです。
　例えば「高齢者の4人に1人が認知症です」という
ような、大きな枠組みでは地域の人たちは実感が湧
きません。しかし、「○丁目の○○さんが認知症になっ
て、夏場でもクーラーのスイッチを入れることができ
ないんですよ」と、身近なエリアで、かつ具体的な

みんなでアイディアを出そう！
課題であれば、地域の人たちは自分事として考えるこ
とができ、たくさんのアイディアや行動が生まれやす
くなります。実際に、こちらの事例では、「朝にクー
ラーのスイッチを入れるように声を掛ける」という
実行性のある地域活動が生まれました。
　大切なことは、地域で困っている人に対して様々な
立場の人が、アイディアを出し合っていくことだと思っ
ています。（松崎）

Problem

Share

地域課題の解決は福祉分野だけの対応では難しくなって
います。コミュニティデザインラボには「住民」「企業」「福
祉専門職」「デザイナー」「行政」等、関係・業種を超
えた人々が関わっており、課題に対してみんなでアイディ
アを出すことで、新たな化学反応が起き、これまでにな
い支援活動が生まれます。
ひとつの組織で抱え込まず、地域の力を信じて課題を
共有することで解決の糸口を探っていきます。

POINT 2
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活動は楽しく！

　生活に困り感のある子育て世代に食材を届けて応
援している「みまたん宅食どうぞ便」では、企業や住
民・専門職など、それぞれがちょっとずつ楽しみなが
ら活動をすることで、累計3万食以上を子育て家庭に
届けてきました。「食材を楽しみに待っている子供た
ちに会うのが楽しみなのよ」という民生委員さん。
「食材の仕分けでボランティアのみんなと会うのが楽
しみだからね」というバスの運転手さん。「流通のルー
ルで商品にならない野菜でも喜んで食べてもらえるの
が嬉しいですよ」という農業生産法人の社長さん。

楽しいから、続けられる。
地域の人たちが嬉しかったり、楽しいと思うポイント
はそれぞれですが、それらを丁寧に組み合わせなが
ら「地域活動は楽しいからやる」が大切だと思ってい
ます。自分が楽しいと思って活動していることが、結
果的に誰かの手助けになっているということが理想の
しくみですね。

魅せる場

POINT 3
Join us!

活動を通して課題の解決ができたとき、生き
がいややりがい、人生の豊かさなど、暮らし
の質を上げることに繋がります。面白いプロ
ジェクト名をつけて、メンバーで活動すること
で、より楽しく、積極的に活動することがで
きます。

コミュニティデザインラボ
メンバー：吉田（デザイナー）
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　これまでの私たちも含めて、福祉分野では利用者
がサービスを使うことに引け目を感じさせてしまうデ
ザインが多いと感じていました。一般的な感覚で「利
用したい！楽しそう！」と思える” 福祉っぽくない”
デザインで伝えることで、届く人たちが増え、参加す
る人も増えるのではと思っています。
　東日本大震災で福島で被災し、避難生活を経験し
た私は、『支援を受けている』という申し訳無さ、肩
身の狭さを感じ、従来の『支援する・される』という
上下関係のない助け合いが理想の社会なのではない

参加したい！へ繋げる。
かと思うようになりました。たまたまいま困っている
人がいれば周りがサポートする、助けている側が助
けられる立場になることもある。そんな『横の関係』
をつくることができれば、みんな気持ちが楽になると
思うのです。「たかがデザイン、されどデザイン」。実
際に地域福祉活動は楽しいこと。だからこそ「参加し
たい！！」と思ってもらえるように魅せていきたいです
ね。（吉田）

Today’s
action活動をより魅力的に！

POINT 4

さらなるプレイヤーを増やすために、スタート
した活動にはユーモアのあるネーミングとロゴ
をつくり、暗く捉えられがちな地域福祉活動を
もっと魅力的に、丁寧にブランディングしていき
ます。まずは興味をもってもらうきっかけをつ
くり、写真やコラムなどで活動を詳細に伝える
ことで、やってみたい！と思う人を増やします。



11

魅せる場

軽度生活支援事業
（障がい者）

軽度生活支援事業
（自治公民館）

多様な働き方
（野菜の生産・販売）

多様な働き方
（プロダクト生産・販売） 生活支援活動

不登校訪問支援 学習支援 ひきこもり就労支援

こども未来応援団体

買物ツアー型サロン
（商店送迎型）

買物ツアー型サロン
（福祉施設送迎型）

フードロスランナー みまたん宅食どうぞ便 りんりん食堂 地域食堂 つながる味噌づくり

課題を抱えた人を支える活動支えるラボ

ど
ん
な
活
動
が
あ
る
の
？

地
域
活
動
全
ロ
ゴ
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

食を通して暮らしを豊かにする活動食べるラボ
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コミュニティマップ事業 三股町伝承シール事業 暮らしBOOK オーバーラップ フリーペーパーショップ

まちやそこに住む人の
暮らしについて伝える活動

伝えるラボ

居場所をつくり人や生きがいに出会う活動出会いラボ

地域ふれあいサロン
コメーキングスペース

CO-ME
NEXUS COFFEE
TIME PROJECT

三股町ペタンク協会 ノルディックウォーキング こけないからだ体操 グラウンドゴルフ

囲碁クラブ フットサルDE 国際交流 歌声喫茶 OUTING

遊びの中で生きがいや交流を見つける活動あそぶラボ
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地域できたひこ

　介護サービスを受けたいのにサービス
をおこなう人がいない。人口減少が著し
い地方においては、介護人材の確保は
特に重要な課題です。2025年に必要
な介護人材の需要は265万人。これら
を達成するには毎年6万人も介護職を増やさないといけませ
ん…そんな課題を地域で解決するしくみ！？
　三股では、古くより「できたひこ」という言葉があります。
その言葉には、「できただけでいいよー」と、相手にノルマ
を与えない絶妙な優しさと距離感があります。そう、「地域
でできたひこ」でいいのです。
　具体的には、ゴミだしや買い物（おつかい）など、生活に
困り感を抱えた人を近所の人が応援してくれるしくみです。
現在は公民館単位で8地区が運営しています。

森の子学習塾

　学習に興味が持てな
かったり、興味はある
けど学習に向き合う場
がなかったり、多様化
する子供たちに、ゆっくりと向き合える学び
の場が必要だと思うのです。
　「学習に向き合うということ」そんな気持ち
を大切に育てる「森の子学習塾」。笑う、学ぶ、
食べるをセットに、地域の人たちと学習を通
した新たなコミュニティを育てています。
　具体的には、毎週火曜日19時～21時に
開催。教えるのは個性的なキャラクターの地
域の人々。それぞれの個性を活かしながら、
学習の本質を探っています。

二人で仲良く料理を
作ることも。

▲先生も生徒もみんなが楽しむこと
が大切です。

◀学習の後の晩御飯は格別です。
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たでいけ至福の園買い物ツアー

　三股の免許返納者数は毎年100名を超え
ます。「運転免許を返したら生活ができない
…」なんて声も。社会問題になっている移
動の問題は、決して他人事ではなく私たち
の地域でも起きています。そんな地域課題を解決するために始まった「た
でいけ至福の園買い物ツアー」。蓼池にある有料老人ホーム至福の園が
社会貢献活動としておこなう買い物支援活動で、「地域密着とは、地域
が本当に困っていることに対して、丁寧に関わっていくことじゃないです
か！」という社長の前のめりな思いがきっかけになっています。現在は
公民館単位で6地区が開催しています。

やどかりインターンシップ

　ひきこもりとは、仕事や学校に行かず、かつ家族以
外の人との交流をほとんどせずに、6ヶ月以上続けて
自宅に引きこもっている状態のことです。仕事に就き
たいと思っても、そのきっかけを掴むことが難しく、
悩んでいる人も多いのです。
「いま、ひきこもっているところは、仮の場所なんだよ」そんなメッセージをネー
ミングにも込めた「やどかりインターンシップ」。地域企業と連携して、働くこ
とを楽しめるプログラムを用意。いつかはやどかりのように、どんな場所でも
輝けるように。具体的には、一般雇用ではない短期・中期のインターンシッ
プで、ひきこもりの方々が社会参加へのきっかけをつかみます。

いくつになってもショッピングは楽しいものですね。

初めての給料は大切な思い出になりました。
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　co-meking space co-me（コメー
キングスペースコメ）とは、「come
（来る）」、「making（つくる）」、
「co -me（米）」を使った造語で、
米どころ上米地区で古くから住民に
親しまれていた「ハラダショッピング（個人商店）」をリノ
ベーションした新たなスペースです。
　ただの居場所ではなく、そこに集まる人のコミュニケー
ションから、コラボレーションが起こり、この場所から
「これまで想像がつかなかったコト」が巻き起こる。

　例えば、ひきこもっていた子供と、アウトドアメーカー
がこのスペースで出会うことで新たなブランドライン
が誕生したり、高齢者とスマート農業をおこなう農業
生産法人が出会うことで、新たな役割が生まれたりも
するかもしれません。そんな地域の好循環を生み出せ
るよう、「カフェスペース」、「本屋（フリーペーパー）」、
「アウトリーチ型認知症カフェ」、「地域ブランドのセレ
クト」、「社会問題井戸端会議」など、多様な価値観を
持った人が地域の課題や、おもしろいコンテンツをわ
くわくしながら話し合える場になればと思っています。

地域課題と人をつなぐ場

出会う場
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地域のみなさんに「心地よいスペース」と感じてもらえるよう、モダンな雰囲気に。

地域のスーパーをリノベーションした新たなスペース。 フリーペーパーショップ「只本屋」を併設。
誰でも好きな冊子を持って帰ることができます。
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MISSION

2025年までに200の活動、2025人の地域活動者を生み出し
地域住民の活動で、地域課題を解決します。
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事業枠組

COMMUNITY DESIGN LAB. は
厚生労働省「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」のもと設置された組織です。

厚
生
労
働
省

国
庫
補
助
事
業

三
股
町

三
股
町

社
会
福
祉
協
議
会 実践支援研究室

「地域共生社会の実現に向けた包括的支援体制構築事業」とは
 少子高齢化、人口減少、地域社会の脆弱化等、社会構造の変化の中で、人々が様々な生活課題
を抱えながらも住み慣れた地域で自分らしく暮らしていけるよう、地域住民等が支え合い、一人
ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていくことのできる「地域共生社会」の実現を推進
する事業です。

お問い合わせ先 Tel&Fax (0986)52-1246　https://www.commulab.org/

社会福祉法人三股町社会福祉協議会
〒889-1901 宮崎県北諸県郡三股町大字樺山3384番地2




