
 

 

 

小さいことは、いいことだ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民流福祉総合研究所 

木原孝久 

 

福祉のまち作りは 
5500世世帯帯の町内から 
自治区の規模は数百世帯だが、約５０世帯という小さな町内もある。 

町内会の下にまとまっているし、「顔が見える」から助け合いも盛んだ。 

福祉のまちづくりを、条件の整った、ここから始めてみたらどうか。 
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５０世帯の「小さな町内」さん、あなたの出番ですよ 

 

本冊子は、５０世帯の規模の自治区（町内）がある市町村の、社会福

祉協議会や民生委員、福祉推進員、町内会、および行政関係者のために

作成したものです。 

厳密に５０でなくても、３０～７０世帯の間ならいいのです。私は全

国でマップ作りをしてきて、この範囲が、住民が助け合いをするのに最

適だということを発見しました。しかもただのご近所でなく、町内会で

もあり、神社など、「まち」を形成する条件もそろっています。 

□ 

この規模の町内だと、人のまとまりもいいし、助け合いも盛んだし、

福祉を進めるための資源もあります。世話焼きさんも確実にいます。こ

の人をキーマンに町内福祉を進めれば、効果は抜群。「まち」の規模が小

さいから、文字通り「住民主体」の福祉ができるし、課題も発見し易い、

取り組みやすい、結果もすぐに出る。いいことづくめなのです。 

□ 

５０世帯の町内会で福祉を進めることの意義はいろいろありますが、

最大のポイントは、スモール・イズ・ワンダフル。今を時めくグローバ

ル化への対抗軸になるということです。助け合いとか、福祉というのは、

元々グローバル化に馴染みません。ある意味、グローバル化が作り出し

た「僻地」を、真の意味での「豊かなまち」に変えることができるので

す。都市を見返すチャンスなのです。５０世帯の町内での福祉づくりは、

まさに文明的な意味があるわけです。 

本誌で「町内｣と言う場合、全て５０世帯規模の小さな町内を指します。 
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⒈５０世帯の町内があった！ 
⑴マップ作りで発見－５０世帯が助け合いの最適圏域 

私は全国各地で３０年間、支え合いマップづくりをしてきました。その中で、人々

が助け合うのにベストの範囲が５０世帯ぐらいであることをつきとめました。これ

が「顔が見える」範囲で、だから助け合いもやりやすいのです。 

 それが分かってからは、マップづくりをする範囲を、５０世帯程度のご近所とし

ました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上のマップを見てください。★印が世話焼きさん。これだけ広い地区でどうや

って要援護者を把握しているのかと聞くと、｢私が見えるのは自分の足元だけ」と言

って、自宅の周りを線で囲いました。これが「顔が見える」区域で、私は「ご近所」

世話焼きさん 



 5 

と呼んでいます。彼女は、その他の地区は、それぞれ問題が見える人を探してアン

テナ役になってもらっていると言って、それぞれの地区も線で囲ってくれましたが、

やはり、およそ５０世帯（３０～７０世帯）であることがわかるでしょう。 

 

⑵ここを理想のスモール・コミュニティのモデルとして 

その後、町内を分割するまでもなく、町内会の範囲が５０世帯程度の所があるこ

とに気づきました。正確には３０～７０世帯です。 

 一町内当たりの世帯数が平均で５０世帯という市町村でも、実際は４世帯の町内

から１００世帯以上の町内会までまちまちですが、実際に５０世帯程度の町内会も

存在するのです。 

 私たちが理想のコミュニティを作ろうとしているご近所が、既に町内会として存

在していた！ それも、私たちが想像している以上に多いのです。ここを理想のスモ

ール・コミュニティのモデルとして、いろいろな取り組みを進めていけばどうかと

考えました。 

 

⑶日本は５０世帯が標準のスモール社会だった 

 日本では古い時代から「５０戸」というのが集落づくりの基本単位であったよう

です。地方行政制度である国郡里の「里」もそうでした。私がマップづくりで体験

的に発見した「５０世帯」は、根拠のないものではなかったのです。 

 

 

 



 6 

⒉５０世帯の助け合いが良い理由 
わずか５０世帯という町内で助け合いをすることの利点は、意外に多いのです。 

 

⑴小さな町内で日常的にふれあう。そこから助け合いが始まる 

⑵要援護者もニーズを発信しやすい 

⑶世話焼きさんも活動しやすい 

⑷まとまりがいいから、組織活動もやりやすい 

⑸必要な人材がそろっている 

⑹助け合いが盛んに行われている 

⑺マップづくりで、解決のヒントが見つかり易い 

 

 

⑴小さな町内で日常的にふれあう。そこから助け合いが始まる 

 たいていの人は数百世帯の町民の１人として、個々バラバラにふれあっています。

だから町内会としてまとまって助け合おうという気運が起きにくいのです。たしか

にふれあいはするでしょうが、それが助け合いにはなりにくい。 

ところが、５０世帯という、お互いの顔が見える小さな町内で日常的にふれあう

のなら、助け合いはしやすいのです。マップをつくって、人々の交流を線で結んで

いくと、大抵は１０軒ぐらいの範囲での交流であることがわかります。その交流の

線は、ほとんど助け合いの線でもあります。 
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⑵要援護者もニーズを発信しやすい 

ご近所なら、「お互いの顔が見える」、つまり相手がどういう人かわかるし、実際

に交流もしている。だから、相手次第では頼み事ができるのです。マップを見ると、

頼み事の多くは隣り合わせた相手に向かっています。 

５０世帯という小さな圏域で区切られていると、その中のほとんどの人の素性が

わかるし、頼める相手かどうかもわかるのです。５０世帯の最大の特徴は、要援護

者自身がニーズを発信しているという点にあります。 

このマップでは、■が一人暮らしの人ですが、隣り合わせた相手としきりに交流

しているし、ニーズを発信しています。一人暮らしでなくても、デイサービスから

帰った後、家族が戻るまでの時間が淋しいと言って、数軒の家を交互に訪れている

要援護者もいます。 
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⑶世話焼きさんも活動しやすい 

 世話焼きさんは、困っている人がいないか、常に周囲を気にかけ、見つけたら即

刻関わります。５００世帯の圏域では、お互いの交流がほとんどなく、困っている

人がどこにいるかわからないので、世話焼きさんは５０世帯の小さな圏域で活躍し

ています。 

 前頁のマップでは、■の２人が大型の世話焼きさんで、１人で数名の面倒をみて

います。その他の、隣家におすそ分けをしたり、車で送迎している人たちが小型の

世話焼きさんです。交流が盛んな所では、このようにたくさんの人が助け合いに加

わるようになるのです。 
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⑷まとまりがいいから、組織活動もしやすい 

 同じ「５０世帯」といっても、数百世帯の町内の一部である「５０世帯」の場合

と、そこがそっくり１つの町内を形成している「５０世帯」では、全然違うのです。

良くも悪くも、住民は自分たちが運命共同体の一員だと自覚していて、同じ仲間と

いう意識ができているのです。 

 だから、誰かがサロンを開こうと言えば、すぐに一定の人数が集まります。次の

マップは、５０世帯の町内で１人の世話焼きさんが呼びかけてできたサロンです。

その近くに、こちらは男性のみのサロンもできていました。 

たいていの場合、ふれあいサロンは数百世帯の町内で開かれますから、参加者は

数百世帯の各所からバラバラに集まってきます。その場合、１つのご近所から集ま

る人数は多くないでしょう。ここに紹介したのは、わずか５０世帯で開かれている

サロンなのです。 

 こういうところでご近所福祉を推進しようとすれば、そのための組織がすぐに出

来上がるはずです。数百世帯の中の「５０世帯」を切り抜いたところとは、まとま

り方が違うのです。 
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⑸必要な人材がそろっている 

次のマップでは、介護人材が、わずか５０世帯の中にこんなにたくさんいます。

一般には、どこのご近所でマップを作っても、こういう人材は２，３人いればいい

ほうです。ところが小さな町内のある市町村は、規模の小さい市町村であり、そう

すると相対的にこうした人材も多くなるのです。ヘルパーや保健師などの数は、世

帯数に比例するというよりは、絶対数が決まっている場合もあるので、相対的に大

きな市町よりも多くなるのです。 
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⑹助け合いが盛んに行われている 

まとまりがいい分､助け合いも活発に行われています。「いや、それほど助け合い

が行われているとは思えない」と地元の人は思うかもしれませんが、都市部と比べ

れば、やはり助け合いは間違いなく盛んだと言えるのです。 

次のマップでは、デイサービスを利用している人が、利用しない時に畑を楽しん

でいますが、それをご近所の人が支援していました。全国各地で住民の助け合いを

見てきましたが、こういう行動は、他の市町では見当たりません。まとまりがいい

分、支援の手を伸ばしやすいということもあるのでしょう。 

岩手県では沿岸部を中心に継続的にマップづくりを指導していますが、助け合い

はかなり行われていると一般論として言えます。 
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⑺マップづくりで、解決のヒントが見つかり易い 

 都市部でのマップづくりでは、住民の関わり合いが少ない分、課題は見つかって

も、解決のヒントが見つかりにくいということがあります。ところが、５０世帯の

町内では、事情がだいぶ異なっています。 

例えば、ある「小さな町内」でマップをつくったら、次のような結果が出ました。

それぞれに解決のヒントが見つかったのです。 

①精神障害のある青年がいて心配→近くに元保健師がいて、本人がこの人に相談

を持ち掛けていた。 

②寝たきりで一人暮らしの女性がいるが、災害が起きたらどうするのか→この町

内（ご近所）に特別養護老人ホームがあった。そこと提携して避難支援計画を立て

た。 

③一人暮らしの男性がコンビニ弁当ばかりなので気になる→足元に食生活改善推

進員がいたし、食事を作る設備もご近所内にあった。 

④虚弱のため店まで歩いていくのが大変という青年がいる→途中にある家が一休

みさせていた。雨の日は車で送っていた。 

➄一人暮らしの女性が複数いる→あちこちの家で井戸端会議をやっていた。ふれ

あいも盛んだ。 

 ⑥認知症の高齢女性がいて、娘２人が介護しているが、３人で引きこもっている

→調べてみたら、本人は昔、踊りの先生をしていて、教え子がたくさんいること

が分かった。そこで彼女を講師にした踊りの教室が開かれた。 
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⒊50世帯の町内が担える役割 
私たちが注目している「５０世帯町内」は、今の社会に対してどんな役割を果た

せるのか。また福祉への効果はどうか。以下に５点並べてみました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴超高齢化に対応した地域づくり 

「５０世帯の町内会」の利点の１つは、超高齢化に向かう日本社会に対応できると

いうことです。 

超高齢化を先取りしたような集落を見て感じるのは、人々の行動半径が極めて小

さいということでした。わずか５０世帯の集落ですが、その東端にある集会所でサ

ロンが開かれているとして、西端に住んでいる超高齢者は、サロンには来られない。

行けないことはないのだが、結局は行っていない。これが現実です。 

彼らが望んでいるのは、自分の足元で、福祉問題を解決してほしいということで

す。５０世帯の町内で福祉を実行すること自体、大きな意味を持っているのです。 

 

５０世帯の町内 

が果たせる役割 

⑴超高齢化に対応した地域づくり 

⑵「スモール福祉」のモデル実験 

⑶健常者と要援護者が共に豊かに生きら

れる地域づくり 

⑷住民のライフスタイルの転換 

⑸スモール・コミュニティづくり 

 →グローバル化への対抗軸 
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⑵「スモール福祉」のモデル実験 

超高齢化に対応できる福祉とは、スモール福祉のことです。今の福祉は、市内の

拠点でサービスをつくり、そこに人材を集めて参加させ、そのサービスが必要な人

を呼び寄せるというやり方です。ビッグ福祉といえば聞こえはいいのですが、要す

るに広い市町村の一点に住民と要援護者を引き寄せることなのです。 

これに対してスモール福祉は、ニーズと資源がご近所で結びつきます。ご近所で

発生するニーズに対し、人材もご近所で、サービスもご近所で調達するということ

です。ニーズの規模が小さいので、資源の規模も小さくていいのです。最も頻繁に

行われるのが、ご近所内の当事者がご近所内の足元から資源を探し出し、自分で活

用するというパターンです。 

 

⑶健常者と要援護者が共に豊かに生きられる地域づくり 

今の福祉がめざすのは、ただの安全保持ではなく、「住み慣れた地域で『その人ら

しく』生きていけるようにすること」とされています。要介護になっても、豊かな

生活がご近所でできるようにすることが、福祉の目標になったのです。 

そのためには、豊かな生活に必要な、趣味やふれあい、健康づくり、ボランティ

ア、仕事などが楽しめる環境が足元のご近所に用意されなければなりません。そこ

で、地区や町内にあるそれらの資源（活動・人材）をご近所に移行する必要があり

ます。とともに、それらのグループに要援護者も受け入れるのです。それができれ

ば、要援護者も健常者も、ご近所で共に豊かに生き合うことが可能になるのです。

「豊かに生き合い」こそ、助け合いの本当の目的だったのです。 

次のマップでは、認知症の女性が毎日、ご近所のこれらのグループのいずれかに

行って「私も入れて！｣と言っています。この中の同級生と趣味グループが彼女を排

除し、その他のグループは受け入れていました。 



 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷お出かけ型からご近所調達型－住民のライフスタイルの転換 

私たちは、何かお楽しみ事をしようと思ったら、そのたびにご近所を出て、それ

ぞれの目的を遂行できる場所まで行かねばなりません。何をするにもご近所を出る

のが当たり前になっていて、寝るためだけにご近所に帰る―これでふれあいや助け

合いができるわけがないのです。私たちのライフスタイルも変えていかねばなりま

せん。 

要援護者の立場から都合の良い環境づくりを考えてきましたが、それが実現すれ

ば、健常者にとっても生きやすい環境になるはずです。そしていま元気な人も、い

ずれは要援護者になるのです。 

 

⑸スモール・コミュニティ作り→グローバルへの対抗軸 

５０世帯の町内会では、自然に「小さなまち」づくりが行われています。人々の

ふれあいの中心は小さな５０世帯の中で、そこで培われる絆や連帯感というのは、
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ビッグ・コミュニティではとても得られないものでしょう。 

グローバル社会は逆に、お互いのふれあいや助け合いで絆を強めていくのは、半

ばあきらめたという形です。助け合いは専ら福祉サービスに委ねようということで

しょう。それでさらに絆は失われます。各自がバラバラに豊かな生活を求めて、ご

近所を出て、それを専門に提供してくれるどこかの施設や店などへ出かけていき、

ご近所は空白になる。これがはたして豊かさ追求と言えるのか。 

スモール・コミュニティづくりは、グローバル化が生み出した地域崩壊社会の根

治策で、これ自体がグローバル化への対抗軸とも言えるのではないでしょうか。 
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⒋「共に豊かに」の町内をどう作る 
 理想はそうだとして、ではこのようなご近所をどうやって実現させるのか。いく

つかの方法があります。 

 

⑴今まで大きな圏域でやっていたこと－趣味やふれあい、助け合い、健

康づくりなどを、これからは町内単位にする。 

⑵もともと町内にあった、似たような営みを掘り起こし、それを若干充

実させる。 

⑶新たにそれぞれの営みの町内版をつくる。 

⑷老人会や子ども会などは、町内単位のクラブをつくる。 

⑸まちのイベントも町内単位に実施する。 

⑹ボランティアも、町内版をつくる。 

⑺公的サービスも、町内毎にサービス拠点を設ける。 

⑻福祉施設もできれば町内毎につくる。 

 

⑴今まで大きな圏域でやっていたこと－趣味やふれあい、助け

合い、健康づくりなどを、これからは町内単位にする 

断っておきますが、ここで「町内｣というのは、一般の数百世帯の町内ではなく、

５０世帯の町内のことです。 

具体的には、参加者のリーダー格の人が、各自町内に戻って、いわば二次会を開

く―つまりカルチャーセンターを町内毎に作るのでなく、センターで活躍している

人が、町内に戻って二次会的な教室を開くのです。自宅で細々とやっている形でい

いのです。 
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⑵もともと町内にあった、似たような営みを掘り起こし、それ

を若干充実させる 

サロンなら、すでに井戸端会議が各所で開かれています。それを探し出し、不足

している部分があれば支援するなど、少しだけ「色をつける」程度でいいのです。 

 

⑶新たにそれぞれの営みの町内版をつくる 

ある地域で、町全体でラジオ体操をやっていましたが、冬は寒さが厳しくて集合

場所まで通うのが大変なので休止しようということになりました。しかし体操は、

継続して行うことが大事です。そこでリーダー格の人や小リーダーなどが、それぞ

れの町内で始めたらどうかと言ったら、すでにリーダーの１人は足元で仲間を集め

てやっていました。さらに、その隣でも同じことが行われていたのです。 

 

⑷老人会や子ども会などは、町内単位のクラブをつくる 

今は町内ごとに作られていますが、これをさらに細かく分ける。 

 

⑸まちのイベントも町内単位に実施する 

敬老会や成人式など、町の主だったイベントも町内単位で実施するようにする。

こうすれば、要介護の人も敬老会に参加できます。今は市の全域から高齢者を集め

て敬老会を開くので、要介護者などは参加できないし、実際に参加することを、主

催者は想定していないでしょう。 

 

⑹ボランティアも、町内版をつくる 

市に１つあったものを町内ごとに分解し、各自が居住するご近所で立ち上げます。

これまでは、自分がやりたい活動を１つに絞り、それに専心するのが、いわゆるボ
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ランティアでしたが、もう１つの取り組み方として、町内の様々な問題を同じ町内

の人たちと一緒に解決していくのです。場合によっては、ただ活動するだけでなく、

仲間を探したり、組織を作ったりと、「推進」の活動もする、そういう意味のボラン

ティアなのです。 

 

⑺公的サービスも、町内毎にサービス拠点を設ける 

いちいち市の福祉センターに行かなくてもいいようにします。介護予防教室のよ

うなものも、町内ごとに開く。講師やスタッフは各ご町内から調達する。ヘルパー

は、自分の住んでいる対象者に関わる。「町内密着型ヘルパー」です。 

 

⑻福祉施設もできれば町内毎につくる 

それが無理ならば、施設を分解して、その一つ一つを町内につくります。対象者

の自宅をブランチにしてもいいのです。スタッフは各町内の中から発掘します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

趣味・スポーツ活動 

町内イベント 

ボランティア活動 

公的サービス 

福祉施設 

ご近所版 

ご近所 

町内・校区 
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⒌要介護者も豊かさの仲間に 
 数百世帯の町内の場合、要援護者は、趣味活動などに参加するのが難しいという

のが現実です。それが５０世帯の中で行われれば、参加し易いのです。しかし住民

は、要援護者を仲間に入れることを敬遠します。要援護になったらサービスのお世

話になればいい、私たちのグループに来て迷惑をかけないでほしいと。今の社会は、

元気な人と弱った人が棲み分けをするようになってしまったのです。 

 要援護者を排除したいという気風を変えていく必要があり、そのための具体的な

方策を考えなければなりません。 

 

⑴デイサービスや施設が利用者のグループ参加を働きかける 

⑵グループは要介護者を退会させず、活動を続けられるよう支援する 

⑶要介護者を仲間入りさせるための人材を配置する 

⑷老々世帯は夫婦共に元気なうちに地域グループに２人一緒に参加する 

⑸要援護者が豊かさづくりの輪に入るには、ご近所にいて、日常的に要

援護者を支える人材も必要 

 

⑴デイサービスや施設が利用者のグループ参加を働きかける 

 要介護者の少なからずが、デイサービスを利用したり、施設に入所しています。

その時に、今までやっていた趣味活動をあきらめて、グループから脱退してしまう

のですが、そうではなく、彼らが地域グループに参加し続けることができるように、

デイサービスセンターや施設が、移送や介助を引き受けるなどして、グループを説

得していく必要があるのです。サービスとサロンが重なったら、ケアマネジャーが

気を利かせて調整すればいいのです。 
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福祉の理想がレベルアップした今、施設入所者の里帰りは地域全体の課題になっ

ていいのです。里帰りの受け入れを家族だけに負わせるのではなく、ご近所の人た

ちで支援したり、迎えてあげる必要があります。家ではなく、「サロンに里帰り」で

もいいのです。それを地域の側や施設側が働きかけるのです。 

 

⑵グループは要介護者を退会させず、活動を続けられるように

支援する 

要介護でも続けられる方法を考えてあげるのです。送迎（相乗り）をしてあげる

とか、活動する場合は介助人を付けるなど。あるいは要介護でもその趣味活動がで

きる工夫（補助具を使う、ルールを変えるなど）を提案する。メンバーが一緒にな

って考えてあげましょう。 

 

⑶要介護者を仲間入りさせるための人材を配置する 

私は「入れさせ屋さん」と呼んでいますが、そういう口利きの上手な人が地域に

はいます。「私も一緒に入って介助するから、この方を入れてあげてね」と、「介助

人付き」で入れてもらうという方法をとっている人もいます。 

 

⑷老々世帯は夫婦共に元気なうちに地域グループに２人一緒に

参加する 

老々世帯は、今のところ２人とも元気だからと、何の備えもしていないのですが、

しかしその後、妻が要介護になり、夫が介護することになると、妻とともに閉じこ

もってしまうため、地域の人がその家に関われなくなり、孤立してしまいます。夫

婦共に元気なうちに、２人一緒に地域グループに参加するように働きかける必要が

あります。夫が地域の人とつながったり、夫婦共通の友達をつくっておけば、妻が
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要介護になっても、地域の人が関わりやすくなるのです。 

 

⑸要援護者が豊かさづくりの輪に入るには、ご近所にいて、日

常的に要援護者を支える人材も必要 

 町内ごとに数名の介護人材がいるはずです。元看護師や保健師、ヘルパー、介護

福祉士など。そして、家庭介護経験者も同じぐらいいます。 
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⒍スモール活動のあり方 
ご近所では人々は独特の活動パターンで行動しています。それを理解して進めて

いかなければ、うまくいきません。数百世帯の人口を抱えた町内会での福祉活動と

同じやり方ではいけないのです。 

 

⑴活動のリーダーシップは世話焼きさんが 

⑵システムを作らない。個々の活動があうんの呼吸で連携する 

⑶マップで浮かび上がった助け合いを下地に 

⑷助け合いだから双方向、個人的活動だから一対一で 

⑸相性を大切に 

⑹プライベートな活動 

⑺町内の福祉推進は町内の世話焼きさんたちで 

 

⑴活動のリーダーシップは世話焼きさんが 

 支え合いマップ作りをすると、それぞれの町内ごとに、肩書とは関係なく、天性

の資質を持った世話焼きさんが活躍していることがわかります。大型、中型、小型

の世話焼きさんが、それぞれのスケールで活動しているのです。町内活動のリーダ

ーシップをとってもらうのに適しているのは、その中の大型と中型の世話焼きさん

です。 

９ページのマップを見てください。中心部で、自宅を開放してサロンを開いてい

る人が２人います。特に上の人は女性で、このご近所の人々のふれあいや助け合い

のほとんどを知っていました。このご近所は、この人を中心にして助け合えばいい

と、すぐにわかります。 
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 福祉は、困った人を助けてなんぼの世界です。肩書だけで、人を助けたいという

意気込みや力量のない人をトップに据えれば、助け合いは絶対にうまくいきません。

リーダーの要件はなによりもまず、人を実際に助けている人でなければならないの

です。天性の資質の人を抜擢しましょう。 

 

⑵システムを作らない。個々の活動があうんの呼吸で連携する 

 町内の住民の活動は、統一的に行われているわけではありません。どちらかとい

えば、個々バラバラに助け合いが行われているのです。それが基本で、それらが何

となくネットワークしているのが町内活動の特徴なのです。それを敢えて、特定の

システムの中に組み込んでしまおうとするのではなく、個々の活動、助け合いを大

事にしつつ、それらがうまく「阿吽の呼吸で」連携するように仕掛けることが大事

です。 

 

⑶マップで浮かび上がった助け合いを下地に 

 町内活動を推進するということは、リーダーたちで活動を考え出すのではなく、

支え合いマップで浮かび上がってきたその町内の助け合いの実態を基に、それがよ

り効果的な活動になるよう、若干手を加える程度でいいのです。だから町内福祉の

推進は、すべてマップ作りから始まることになるのです。 

 

⑷助け合いだから双方向、個人的活動だから一対一で 

 ご近所では、「サービス」という発想はいけません。あくまで助け合いだから、一

方的なサービスは嫌われるのです。すべては双方向。また、ここでは個人的、私的

な営みなので、相手を何人かまとめたり、十把一からげに要援護者を扱うことは認

められません。あくまで一対一の助け合いなのです。 
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⑸相性を大切に 

 例えば見守り活動というと、推進者が一方的に担い手を決めたり、あるいは見守

り隊を作ったりしますが、ご近所でそういうやり方は通りません。ご近所は生活の

場であり、本人と相性の合う人や接点にいる人が自然に見守りをしています。見守

りが必要な場合は、本人は誰に見守られたいのかをマップでよく確認する必要があ

るのです。また、すでに誰かが見守っているはずです。 

 次のマップは、死後２週間で発見された人です。民生委員が来てもドアを開けな

い、見守りボランティアが来ても受け入れないということで、２人とも諦めてしま

ったようです。ところが彼女の死後、本人が周りの誰かを見込んでいなかったかを

調べたら、２人見つかったのです。特に斜向かいの人には、「何かあったらお願いね」

とまで言っていたのですが、その人は最近引っ越していました。民生委員は、その

人を通してＡさんにつながればよかったのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑹プライベートな活動 

 ご近所では２種類の活動が行われています。１つは、町内会としての公的な色合

Ａさん（孤独死した女性）
（油絵の趣味あり）

料理ボランティア
仲間

Ａさんに見込まれた人
（最近引越していた）
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いのある活動で、たとえば町内会の組織の一環として送迎サービスを立ち上げ、決

まったメンバーが出動するというものです。この場合、事故が起きたらどうするか

も正式に決められています。 

 もう１つは、住民の個人対個人のプライベートな活動で、７ページのマップでは、

２人の人が隣人の送迎をやっています。この場合、事故が起きたらどうするかは相

互の信頼と自己責任で対応しているのです。 

 この２つの活動が５０世帯の町内で併存していることを、知っておいた方がいい

でしょう。それを統合しようとすべきではありません。 

 

⑺町内の福祉推進は町内の世話焼きさんたちで 

 町内の福祉を進めていくのは、誰か。町内会組織や民生委員、あるいは社会福祉

協議会や地域包括支援センターなどだと思われています。だからそれらの関係者が

住民に相談することもなく、勝手に進めることが当たり前になっています。 

繰り返しになりますが、福祉というのは特殊な営みで、お祭りなどの行事を実施

するのとは全く違います。困った人を見つけて、その人が抱えている問題を解決す

るのが至上命令なのです。それには、そういう活動に適した人がリーダーシップを

取らなければ、活動は前進しません。「町内会があるのだから、町内会としてやるべ

きだ」「そこに福祉部があるのだから、福祉部が主導すべきだ」というのが常識にな

っていますが､それでうまくいかない場合は考え直すべきです。町内には必ず世話焼

きさんがいます。この人が最大限に活躍できる環境を作らねばなりません。そのた

めには、その人を敢えて福祉部の部長にするとか。 

「班長がいるのだから、福祉部長と班長で組織を作ろう」という場合も、それでう

まくいかなければ、考え直す必要があります。福祉の目的は、組織を作ることでは

ありません。困っている人を探し出して、その人の問題を解決することです。 
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⒎町内の福祉力を強める 
 町内で助け合おうといっても、住民の助け合い力はまだまだ小さく、これを強め

ていかねばなりません。そのためには、様々な角度から取り組む必要があります。 

 

⑴当事者の「助けられ力」を強める 

⑵家族・親族の結束力を最大限に活用する 

⑶活動グループが町内へ戻って助け合い 

⑷ご近所に住む保健福祉のプロを生かす 

⑸町内活動で「有償」も使いこなす 

⑹当事者同士の助け合いを応援 

⑺気になる要介護者にはプロと役割分担 

⑻おつき合い革命 

 

⑴当事者の「助けられ力」を強める 

 町内は当事者主導の世界だと述べました。町内では、当事者が自分の助け手を発

掘し活用するのが原則であるらしいのです（むろんそういう人ばかりではありませ

んが）。ならば当事者が主体者としての自覚を持って、必要な資源をまず自分で発

掘・活用できるよう指導していく必要があります。 
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①一人暮らし高齢者が自宅開放でサロン 

 このマップでは、ご近所の人たちで毎日、ラジオ体操をしていますが、ラジオ体

操が終わると、■の女性（９０歳の一人暮らし）が、「うちへお茶飲みに来ない？」

と誘っていました。一人暮らしの女性が９０歳ぐらいになると、このように自宅に

ご近所さんを招いてもてなしている人が時々います。いざというとき助けてくれる

人をつくるという意味もあるようなのです。実際、参加している人に理由を聞くと、

「見守りがてら」という答えが返ってきました。 

 

②自分の助け手探しを計画的に－「自助プランづくり」 

 いざ困ったときに、急に助けてくれる人を見つけるのは難しく、それまでに自分
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も相手を助けたり、助け合いができる関係をつくっておく必要があります。そこで、

まだ元気な人も、いざという時に自分を助けてくれる人をつくっておくことを計画

的に行う方法もあります。「自助プラン」を開発したので、活用して下さい（本研究

所のホームページから冊子をダウンロードできます）。 

 

⑵家族・親族の結束力を最大限に活用 

①「スープの冷めない距離」に子どもが近居 

最近、近居が広がっています。子ども夫婦が「スープの冷めない距離」に住むと

いうあり方です。次のマップは、三重県内のあるご近所でのマップづくりで見えて

きたことですが、こんなにもたくさんの家族が、同じ町内で近居していたのです。 

これでご近所の福祉力は相当高まったと言うべきでしょう。これだけの数の子ど

も夫婦が同じご近所に住み続けるわけですから、立派な少子化対策にもなります。

試しに、ご近所内の親と子が近居している事例を集めてみたらどうでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②時々通ってくる子どもと隣人と親で「三者歓談」 

子どもがもっと遠くに住んでいる場合は、ときどき通っては来ても、いざ災害が

…親 

…子ども 
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起きた時に駆けつけるには時間がかかります。そこで、親を普段見守ってくれてい

る隣人とつながり、いざという時のこともお願いしておくことが大切になります。  

そこで、離れて暮らす子どもが、親の見守りをしてくれている隣人をときどき訪

問し、普段の見守りのお礼をしているケースがありますが、これをまとめてやろう

という動きも出てきています。つまりご近所の行事として、そのご近所に住む一人

暮らしの親と、時々通ってくる子どもと、その親を見守ってくれている隣人が一堂

に集まって歓談する機会を設けるのです。これを一年に一度ぐらいやったらどうか。 

 

⑶活動グループが町内へ戻って助け合い 

①趣味グループや地域組織が町内で助け合い 

地域にはさまざまなグループができています。趣味グループやボランティアグル

ープ、老人クラブや生協などのグループもあります。ところが残念なことに、これ

らのグループの中で、助け合いは期待されたほど行われていません。日本人の発想

から言えば、グループの仲間は「身内」の一種なので、本来なら助け合いがしやす

いはずなのですが。 

助け合いが行われにくい理由の一つは、それが校区あたりで作られた組織である

点です。活動が終わればそれぞれの地元へ戻るだけで、お互いの生活状況も分から

ないし、日常的な関わり合いがないから、助け合いようもないのですが、同じ町内

に住むメンバー同士なら助け合えるはずです。 

 

②福祉活動グループがご近所でも活動 

次のマップは千葉県のある団地で調べたものです。この地区には有償サービスグ

ループがあるのですが、この団地内にもメンバーが多く住んでいて、そのメンバー

同士が日常的に助け合っていたのです。 
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緑色がメンバー宅ですが、例えば一人暮らしのＡさんを、同じ棟の２人が見守っ

たり面倒を見ています。Ｂ家は夫（グループのメンバー）が要介護の妻を介護して

いますが、それを周囲のメンバー全員で支援しています。Ｃ家はメンバーではあり

ませんが、同じ棟のグループのメンバーが支えています。左上の棟のメンバーは、

同じ棟の３家族の面倒を見ています。 

グループが町内に戻ってから助け合い、その輪に他の人も迎え入れることで、か

なりの福祉が実現してしまうことがわかるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷ご近所に住む保健福祉のプロを生かせ 

①介護保険以降、保健福祉の人材が町内にも急増 

町内にはいろいろな人が住んでいますが、その中に保健福祉の関係者もいます。

過疎地へ行くと、町内にかなり多くの保健福祉関係者がいることがわかります。そ
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の人たちが、一部の人がすでにしているように、足元の福祉課題にも個人的に対応

してくれれば、ものすごい資源になります。 

支え合いマップでよく見つかるのが、保健師や看護師のＯＢの活躍です。足元に

診療所がない地区では、こうした住民が健康や医療の相談を受けています。ある町

内でマップ作りをしたら、２人の看護師（現役とＯＢ）がいました。要介護で一人

暮らしの姑の介護をする女性が、その１人のもとに相談に行っていたのですが、１

人だけの相談では心許ないと、もう１人の看護師にも相談を持ちかけていました。

「セカンドオピニオン」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②家庭介護経験者が町内ごとに数名いる 

 次のマップでも、青印の人が元看護師で、周りの人が数名、相談に行っていまし

た。それだけではありません。いま家庭介護をしている人が５名いますが、周りの

人がサポートに入っています。それが赤印の人ですが、この人たちはどういう人か

と調べたら、過去に家庭介護をしていた人たちでした。左端の介護者には３人が、

一番下の介護者にも３人がサポートに入っています。 

要介護で 

元看護師 

一人暮らしの女性 

服薬相談 

血圧測定 

看護師 

セカンドオピニオン 

嫁 

毎日、食事を届けながら介護 
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 各地でのマップ作りで、家庭介護者を探すと、１つの町内に６，７名はいること

がわかりました。そして元看護師が１人か２人はいます。だから工夫をすればご近

所で介護を担うことも可能なのです。 

 

⑸町内活動で「有償」も使いこなす 

①自然発生的な有償活動も 

住民は助け合いの中で巧みに有償制も利用しています。助け合いといえば、あま

り「お金」の絡む行為は馴染まないように見えますが、これも使いようで生きるの

です。ただ、関係者の生かし方とちょっとだけ異なっているのです。 

 

 

 

 

 

 

…介護中の家庭(線は関わる人)。介護経験者●がサポートしている。 

 ●は元看護師。 

庭仕事を有償で請負う男性 
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前頁のマップ。企業を退職した男性が、生きがいにと庭木の剪定技術を習得しま

した。すると近くの高齢者が「うちの庭をお願い」と頼みに来ました。それを知っ

た他の高齢者が「うちも…」と来て、とうとう１１軒の庭木の剪定を請け負うこと

になったのです。 

お礼はどうなのか。一定の料金設定はしていません。彼は価格を決める気はなく、

無償でも構わないと言っているのです。したがって依頼主の判断や両者の人間関係

によって千差万別のお礼形態となりました。それで不都合が生じないのが、いかに

も住民らしいと言えます。 

 

②組ごとに有償サービス。足りない資源は他の組と調整 

有償サービスは市町村全域を対象として活動しているのが一般的です。ではこの

有償活動を町内単位に実施したらどうなるか。兵庫県赤穂市でこの試みが行われて

いました。 

一応、推進者は自治会。その１つ、「塩屋東」自治会（６００世帯）を例にとって

みましょう。正確には「パートナーサービス」（小地域の日常生活支援サービス）と

いうのですが、これを自治会として実施していました。各組長（１９組ある）が主

体の世話役会を設けてスタート。その後、公募で集まった協力会員も含めて、「世話

役会」をつくり、毎月定例会を開いて、活動のすすめ方などを協議しています。 

住民からの活動要請はどのように上がってくるのか。この部分は組単位です。各

組の協力会員（組長含め）の代表（１人または複数）に組内の利用会員がやってき

て、協議の上、協力者を派遣。自分の組では対応できない場合は、他の組の人材に

お願いする。自治会圏域でやることは定例会開催や組間の調整で、有償サービスの

やりとりは各組、つまり町内で行われているのです。 

町内単位だと、申請の上がり方も、その中味も、有償に馴染むものと、隣人同士
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の助け合いがいいものが入り混じっています。したがって、無償と有償を、お互い

のおつき合いの関係も含めて、その時々で柔軟に判断していくのです。有償という

制度をきっかけに、そういう細かなニーズもついでに上がってくるのがメリットだ

と言えるのです。 

 

⑹当事者同士の助け合いを応援 

マップを作っていて、一人暮らしの高齢者の家が数軒固まって生活しているとこ

ろでは、特に女性の場合、必ずと言っていいほど助け合っています。 

当事者グループも市町村単位に作られるのが通例ですが、前述の通り、この圏域

では助け合いはやりにくい。それが町内単位のグループなら、普段の生活の中で愚

痴を言い合ったり、ちょっと手助けしたりということができるのです。 

次のマップは、福井県のある古い県営住宅で、黒い印はすべて一人暮らしの家。

地元の福祉機関は、多数の見守りボランティアを養成しなくてはと嘆いていました。 

ところが、ここに住む一人暮らしの人、１０数名に聴取してみたら、ボランティ

アが必要ないほどに当事者同士で見守り合っていたのです。お向かい同士で「カー

テンがあいていたら元気」「夜電気がついていたら元気」などとやっていて、安否確

認スポットもこんなにたくさんありました。加えて、リーダーたちが手分けして、

自転車と電話で「訪問」していました。 
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⑺気になる要介護者にはプロと役割分担 

介護保険制度が崩壊の危機に瀕しています。やむをえずサービス対象を絞り込ん

でおり、そのために地域には「気になる要介護者」が急増しています。サービスか

ら外されたこれらの人たちを住民が支えなければなりません。どうしたらいいのか。 

 

①ご近所で住民たちが「ケア会議」 

奈良県田原本町（長寿介護課）が養成していた「地域支援員」―地区圏域にいな

がら、各町内での助け合い活動を仕掛けていくという役割ですが、その中の辻川勝

代さんと蒲俊子さんの２人は、町内圏で住民によるケア会議を開きながら、住民の

手に負えない重篤なケースについては関係機関と一緒に関わる、という試みに取り

組んでいました。 

２人は１３０世帯の町内から、協力者と要支援者を募集。協力者には５人が手を

挙げました。月１回、老人会の幹部、民生委員、協力者で「ケア会議」を開き、各

自の支援活動の報告や、要支援者の情報を出し合ったのです。 
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②ケアマネのケアプランと住民の支援プランを合体 

その後、協力者の１人が関わっていた対象者（★印）が深刻な状態に。夫９６歳、

妻９３歳、息子６０代の３人の世帯。最近、妻が入院。息子は働いていて、昼間は

96歳の父１人。ケアマネがケアプランを立て、それと息子の１週間の予定表を基に、

２人が以下のローテーション表を作成することに。これには①ヘルパーが入る日、

②デイサービスの日、③住民が入る日、④息子さんの担当部分等が記載されている。 

住民が担うのは、給食の受け取りと配膳、飲み薬のチェック、デイサービスの見

送りと出迎え、クーラーの調整。これとは別に、近隣の協力者やそうでない人も含

めて、各自自発的に家庭を訪問。その結果を当事者宅に置いてある「連絡ノート」

に記入することになっています。 

辻川さんが毎月作成している「ローテーション表」を見ると、例えば 

 

自治会副会長 

（窓口役） 
辻川さん 

神保 

山川 

佐川 

新島 

斉藤 

川崎 

蒲 

山本 

吉住 

＜注＞実際の地図ではありません 

の婦人部で見てね」 

「この二人は、老人クラブ 
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○月△日（金）昼・ヘルパー。夕方・支援（住民の担当） 

○月×日（土）昼・息子。夕方・ヘルパー 

 

というように、住民と関係者が完全に一体となって実行されていることが分かり

ます。 

 

⑻おつき合い革命 

 世話焼きさんが活躍しにくい風土が日本にはあります。活動を始めると「お節介」

「でしゃばり」と言われます。日本人のおつき合いには助け合いを阻む要因がいろ

いろあるのです。これを取り除かねばなりません。 

 

①あなたのおつき合いの流儀は？ 

まず自分のおつき合いの流儀を確認するテストをやってみてください。次頁の項

目で、「私もそう思う」というものに○印を、「そうは思わない」に×印をつけます。

ここでは○か×かのどちらかに決めてください。さて、あなたは○がいくつ、つき

ましたか。 
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 ➊自分や自分の家族の問題は隠しておきたい 

 ➋自分のことがご近所で噂されるのはイヤ 

 ➌人に助けを求めるのは苦手だ 

 ➍人に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない 

 ➎人のことはなるべく詮索しないようにしている 

 ➏誰かが認知症だと気づいても、誰にも言わないようにしている 

 ➐困っている人にはお節介と言われない程度に関わる 

 ➑引きこもるのにも事情があるから、無理にこじあけるべきでない 

 ➒お互いのプライバシーは十分に尊重し合うべきだと思う 

 ➓隣人とはあまり深入りせず、ほどほどのおつき合いを心がけている 

  

 

②助け合いをしない前提のおつき合いだった 

講演会などで参加者にこのテストをしてもらうと、多くの人が１０個のうち７つ

から９つほどに○が付きます。これらは日本人のおつき合いの常識なのです。しか

しこれでは、助け合いはできません。○印が多い人は、「助け合いはしたくない」と

言っているのと同じなのです。日本人のおつき合いは、助け合いをしない前提で成

り立っているのです。 

①わが家の問題は隠す、認知症になってもオープンにしないというのでは、手の

出しようがない。②認知症などの情報をご近所では広げてもらわなければ、徘徊し

ても見守ってもらえないし、探してもらえない。③日本人は「頼まれたら助ける」

人種ですから、当事者が「助けて」と言わなければ手が出せない。④助けてもらえ

ば迷惑をかけることになる。それが嫌なら、助けを求めることはできない。 

せんさく 
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➄困り事を人に言えないのが日本人。ということは周囲が詮索するぐらいでない

と駄目だ。⑥自分が知ったことを誰にも言わないのでは、他の誰もその人を助けら

れない。➆お節介と言われないようにしようとすれば、困った人を助けられない。

⑧引きこもりの人は、こじあけるぐらいの積極性がないと救えない。だから孤独死

が生まれる。⑨プライバシーを尊重するということは、相手のことを知らないよう

にしてあげるということ。しかし人を助けるには、その人のことを知らねばならな

い。 

住民がこの１０の流儀にしたがって行動する限り、ご近所福祉は進展するはずが

ありません。これらを変えていくことが、ご近所で助け合いが始まるための絶対条

件になるのです。 

 

③助け合いができる新しい常識をつくっていこう 

ということで、助け合いはきれいごとではないという覚悟が必要なのです。本当

に助け合いたいのなら、助けられる側、助ける側の双方が、受け身の姿勢から攻勢

に出ることです。 

助けてもらうには、隠したいことをオープンにしなければならない。周りも、そ

の人のプライバシーにあえて踏み込み、関与していかねば、助けられません。助け

合いをめざすための新しいおつき合いのあり方を「おつき合い憲章」として掲げて

みたらどうか。 
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⑴わが家の問題を周りに打ち明けよう。 

⑵自分のことを敢えて噂話のタネにしてもらおう。 

⑶困ったら、思い切って「助けて！｣と叫ぼう。 

⑷助けてもらうために、迷惑かけ上手になろう。 

⑸人助けをしたければ、詮索しよう。 

⑹「口が堅い」のも、よしあしだ。 

⑺お節介こそが、本当の思いやり。 

⑻引きこもりの人を救いたければ、こじあけよう。 

⑼プライバシーを尊重していては、相手を助けられない。 

⑽助け合いたいのなら、お互いの家をひらき合おう。 
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⒏スモール感覚を磨こう 
 今の関係者は、スモールという感覚を持つ以前に、地域や活動の規模について、

ほとんど意識していないように思えます。最も基礎的な知識である「地域はいくつ

かの圏域からできている」ということも、ほとんど考えずに行動している人もいま

す。町内会活動の人たちも、地区社協のリーダーたちも、ただ漠然と「地域」とい

うイメージを持っているだけなので、市域で活動しているのと変わらない感覚で地

区活動をしているのです。 

 そこで今、本書が主張している「スモール」という感覚を身に付けるために必要

なことを挙げてみましょう。 

 

⑴あくまで当事者が主役であること 

⑵マップ作りをすれば、町内が現場だと納得できる 

⑶移送サービスに惑わされない 

⑷人を呼び寄せることが当たり前になると… 

⑸自分の足で町内を歩こう。校区を歩いてみよう 

 

⑴あくまで当事者が主役であること 

 このことがしっかり頭に入っていれば、活動の中心は自然と町内になるはずです。

当事者はそこにいて、遠くまで行くことが困難だからです。その当事者のことを常

に第一に考えていれば、当事者がいる町内という所が、どんなに小さくても、自分

たちが関与すべき場所であると割り切れるはずなのです。当事者の行動半径の小さ

さを常に意識して活動することが大切です。 

 



 43 

⑵マップ作りをすれば、ご近所が現場だと納得できる 

 とにかく支え合いマップ作りをしてみれば、人々はその小さな場所でふれあい、

助け合っているのだということがよく分かるはずです。福祉とはこんな小さな場所

での、ささやかな活動なのだと理解できます。福祉に限っては、スケールの大きさ

を期待してはいけないのです。数百世帯の町内圏域で行動するのに慣れると、その

ことを忘れがちになります。 

 

⑶移送サービスに惑わされない 

 地域は市町村域一つで十分だと割り切っている人も少なくありません。遠ければ

移送サービスがあるではないか、と。しかし移送サービスというのは、私たちの地

域感覚を奪うのです。遠くへ運ばれるほど、感覚は希薄になります。自分で歩いて

動き回ることで、地域という感覚が得られるのです。ふれあいや助け合いができる

範囲の小ささも理解できます。移送というやり方に慣れると、地域は無限大に広が

り、スモール感覚を忘れてしまうでしょう。 

 

⑷人を呼び寄せることが当たり前になると… 

 推進者主導、担い手主導の意識があると、推進者が中心にいて（福祉センターに

常駐して）、住民のほうがこちらへ来るのが当たり前だと思ってしまいます。それぞ

れの人がどこからどうやって来るのか、どんなに苦労してやって来るかといったこ

とを考えなくなり、これによってもスモール感覚は失われます。 

 

⑸自分の足でご近所を歩こう。校区を歩いてみよう 

 一度自分の足で、町内の隅から隅まで歩いてみましょう。この中で人々がふれあ

い、助け合っているのだということがわかるはずです。どれぐらいの範囲なら、見
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守りができ、助け合いができるのか、その感覚が分かってくるのではないか。 

さらに、数千世帯の地区（校区）を歩いてみたら、この広さで何ができるか、何

ができないかがわかるはずです。ここが「顔が見える」範囲ではないこともすぐ理

解されるでしょう。 
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⒐誰が小さな町内を支援する？ 
 ここでは小さな町内での福祉推進とその支援を考えます。 

 

⑴小さな町内の福祉を進めるのは？ 

まず福祉を実際に推進していくのは、誰でしょうか。一つは、その「小さな町内」

の世話焼きさんたち。もう一つは、町内会です。 

では両者はどのように手を携えていったらいいのか。よく両者で話し合っていた

だきたいことです。 

町内会は、実質的には行政の下請け的な役割を担っています。この推進組織で町

民向けの福祉サービスを作って、町民に提供するといった発想で進められるでしょ

う。一般的に言う町内会が福祉に取り組む時は、そういう発想になりがちです。 

一方で「小さな町内」では、住民の主体的な助け合いが主体で、サービスはその

陰に隠れているのが普通です。そうなると、サービスづくりというよりは、住民の

助け合いを応援するのが町内福祉推進組織の役目となるのです。 

すると、町内福祉を進めるのは住民自身、特に世話焼きさんたちに任せて、町内

会はそのバックアップ役に回るという考え方も成り立つのです。 

いずれにしても、これはなかなか微妙な問題なので、よく話し合ってみるといい

でしょう。 
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⑵福祉推進員が配置されている場合 

 地域によっては、５０世帯単位に福祉推進員（福祉委員・福祉協力員）が配置さ

れています。この人たちが、「小さな町内」の福祉をバックアップすることもあり得

ます。ただ、この人が例えば、その町内の住民でもあるとすれば、しかも世話焼き

さんだとすれば、福祉推進自体を担うこともあり得ます。この辺りはその町内の事

情に応じて臨機応変に考えればいいでしょう。 

 

⑶民生委員が福祉推進員と連携してバックアップ役を担うことも 

 じつはその後ろに、民生委員が控えています。おおよそ１５０～２５０世帯を担

当していますが、複数のご近所を巡回して後方支援をすることになります。地域に

よっては、福祉推進員と民生委員が連携して小地域福祉を進めています。 

 

⑷包括センターや社会福祉協議会がバックアップ役の場合も 

 校区あたりに所在する地域包括支援センターや、市町村社会福祉協議会がバック

町内福祉 

推進組織 

福祉推進員 

町内会 

民生委員 

包括センター 

市町村社会福祉協議会 

市町村 

小さな町内 
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アップ役を担っている場合もあります。ただ、地域に何十何百とあるご近所を支援

するのは、事実上無理で、結局はモデルご近所を実験的に支援するにとどまるのが

普通です。ただし、今回のように「小さな町内｣に限ってのモデル推進となれば、事

情が違ってきます。 
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