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⒈地域福祉はジグソーパズル 
－はしがきにかえて 

 

■「ネットワーク」から「協働」へ 

 福祉が完成するために欠かせないものはいろいろあるが、その中で最も大事なの

は「ネットワーク」である。４０年以上も福祉の世界にいるが、この「ネットワー

ク」という言葉が、どの時期にも誰かによって使われていた。 

最近はこの言葉をあまり見なくなったが、「連携」、「資源開発」、そして「協働」

と、それに代わる言葉がいろいろ使われている。また、法人の社会貢献が求められ

ているが、これも「協働」のヴァリエーションと言える。 

 

■それぞれが一つのピースであることを 

 なぜ「ネットワーク」に類した言葉がそれほど好んで使われるのか。地域福祉と

は、一見ばらばらの小さなピースが、つながりあって初めて一枚の絵をつくり上げ

ることができる、ジグソーパズルのようなものだと考えたらどうか。つながり方に

はきちんとルールがあって、一つでもうまくはまらないと、その部分が絵にならな

い。全体の絵も完成とはいかない。地域福祉の一角を担う様々な人たちは、それぞ

れが地域福祉をつくり上げるために必要な一つのピースであるということを自覚し

なければならないのだ。 

だが、現実はそうなっていない。福祉施設も、ケアマネジャーも、ヘルパーも、

民生委員も、自治会も、ＮＰＯも、ボランティアも、それぞれが独自に動こうとし

ている。それぞれの業務のマニュアルに「協働」が入っていないということだ。 

 

■当事者主導になっていない 

 協働していないことのデメリットが表面に出て来ていないのも、これが広がらな

い理由の一つかもしれない。なぜ表面に出てこないのか。今の福祉が担い手主導で

徹底しているからではないか。活動や業務の成果は、本来は当事者が評価するもの

である。当事者がそのサービスのあり方に満足しているかどうかが本当は最も大事

だが、今は担い手側の自己評価になっている。 

当事者からすれば、当然のことながら、周囲の様々な資源が私の元へ結集してほ

しいと思っているはずだ。ところがケアマネジャーが入れば、それ以外の資源はや

って来なくなる。枠外のニーズを求めても、誰も来ない。ケアマネジャーがつなぎ
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役をしてくれると助かるが、そういう事例はあまりない。日本の福祉が当事者主導

に転換するまでは、この状態が続くかもしれない。 

 

■独特のネットワーク文化を理解しなければ 

 もっと深刻なのは、ここでは詳しく取り上げないが、日本という国はネットワー

クをするためには独特のハンディを抱えている。欧米のように、理念が共有できれ

ばすぐに繋がるというものではないのだ。理念よりも、人でつながっている。 

例えば同じリーダーが率いる２つのグループは、繋がりやすい。リーダーを通し

て簡単に繋がる。また、複数のグループの各リーダーが、別のグループで一緒に活

動していると、やはり繋がりやすい。これは、日本人の人間関係の基本には身内・

よそ者関係があるからで、身内の身内は身内であり、相手がよそ者であると受けつ

けにくいということだ。 

とにかく、こうした日本独特のネットワークの文化を理解し、それに従って進め

ないことには、前へは進まない。理屈通りに動いてもダメなのだ。 

日本独特のネットワークの文化を論じるのは別の機会にするとして、ここでは「ど

う繋がるべきか」を考えていきたい。 

また、本書では協働の課題を持つ主な施設や各種機関、民生委員などについて取

り上げているが、協働すべき機関やグループ等はもっとたくさんある。地域のすべ

ての人材や組織が協働に参画する必要があるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

⒉「協働」が求められる３つの図 
協働が求められる理由を、３つの図で紹介しよう。 

 

⑴地域福祉を支える３つの力 

 まずは以下のように、地域の福祉を支える３つの力がある。要援護者は自助努力

をする。住民は共助を担う。そして関係者は公助を担う。 

 この３者が役割分担をするのは当然だが、大事なことは、３者が事業を一緒に行

うということである。現実には、公助は自らの業務を自分たちで限定し、その部分

は共助と一緒にやろうとはしない。住民も、公助と連携しようとは思わない。両者

は全く別々に行動している。だからヘルパーが出向いた先で「サービスの枠外」の

ニーズが生じても、それをカバーしようと動く人はいない。ヘルパーがご近所に支

援を求めないからだ。 

 自助にしても、自分と家族で何とかしたいと思うが、そのために共助の協力を求

めようとはしない。３者が個々別々に行動している。 

 

 

 

 

 

⑵地域は４つの圏域からできている 

 次は、地域には４つの圏域があるという図。それぞれの圏域には独特の役割があ

るが、この場合も個々別々に行動していては地域福祉は出来上がらない。 

 今は「ご近所」の存在は関係者には意識されていないから、自治区で活動が組み

立てられている。食事会や見守り、移送サービス等。そうなるとご近所の出番はな

くなるから、ご近所の人たちは何もしなくなる。それで災害が起きたらどうするの

か。 

 

 

 

 

都内でマップづくりをしていたら、こんな話が出てきた。団地内の隣室の一人暮

らし高齢者のゴミ出しを手伝っていたが、最近は「結構です」と断られようになっ

自助 共助 公助 

ご近所 自治区 校区 市町村 
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た。理由を調べたら、区がゴミ出しサービスを始めたというのだ。これでは隣家の

ゴミ出しを手伝う風潮は消えていくはずだ。協働しないために、住民が活動をやめ

ていくのである。 

 民生委員の中には熱心な人がいて、管内の一人暮らし高齢者等の面倒を見ている。

それはいいのだが、それらのケースに住民をタッチさせない。民生委員が入ったお

かげで、ご近所さんは要援護者から手を引いてしまうという事態が、地域によって

は起こるのだ。 

 

⑶福祉がめざす４つの図 

 協働を考えさせられるもう一つの図がある。福祉がめざすものは何かという図で

ある。この４つが充足される必要があるのだが、現実は分業されてしまっている。

この中の「介護」は主にプロの役割だが、ではサービスの枠外のニーズはどうして

いるのか。サービスで担えないならば、住民に協力を求めなければならない。しか

しそれをやっているケアマネジャーがいるだろうか。この４つの課題の中で、最も

重要なのはその部分ではないのか。ケアマネジャーに限らない。様々なサービスが、

制度でカバーできない部分について、共助に協力を求めようとはしない。大変な問

題である。 

  

 

 

 

 困り事の解決も、じつはケアマネジャーやヘルパーが要介護者に直接接触してい

るのだから、この部分はよく知っているのではないか。ならばそれを住民に伝え、

協力を求めよう。守秘義務云々と言っている場合ではない。 

最後の「その人らしく」を支援する部分に、プロは全く関心を持っていない。では

だれがこの部分に関心を持ってあげるべきなのか。住民も、要援護者の「安全」保

持にしか関心を持っていない。この部分が空白になっている。 

 施設入所した人に「その人らしく」を保障しようとするなら、せめて里帰りや地

域活動への参加を実現してあげなければならない。となると住民との協働が欠かせ

ないのである。 

 

 

 

安全 困り事の解決 介護 その人らしく 
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⒊「協働」を妨げているものは？ 
 今は協働を妨げているものというよりは、協働を必要としている人材がいないと

いうのが問題である。施設関係者や事業所のスタッフ、ケアマネジャーやヘルパー、

自治会や民生委員、ＮＰＯ、ボランティア、ご近所の住民、と並べてみると、地域

の福祉を担う人たちの大部分が協働の必要性を感じていない。まず、なぜ協働が必

要なのかという点への理解を広げることが先決かもしれない。 

 

⑴福祉は専門家の手で？ 

 協働の最大の障害になっているのは、やはりプロと言わざるを得ない。福祉は専

門家が行うものという意識が強く、本気で住民と協働しようという姿勢が見えない。

住民の手に負えないものは専門家が引き取る、という言い方はするが、「その代り住

民の皆さんも一緒に取り組みましょうね」とは言わないのだ。 

 民生委員も、できる限り住民にも頑張ってもらおうとは考えていないから、難問

があれば、そのまま関係機関へ手渡してしまう。やはり福祉は専門家の手で、とい

う意識が強いのだ。 

 つまり、役割分担主義が強まりすぎて、「このケースは両者で一緒に取り組もう」

といった発想がない。協働が育たない理由はここにある。 

 

⑵「トレードオフ」効果 

 一方、住民も、対象者にプロの手が入ると、すぐさま手を放してしまう。 

 次のマップは、世話焼きさんたちがどのように手分けして要援護者に関わってい

るかを示している。右下の、関係の線が１０本も出ているのが大型世話焼きさんだ。

このご近所には要介護者がたくさんいる（■印）が、意外なほど世話焼きさんの手

が入っていない。なぜなのかをこの大型世話焼きさんに尋ねたら、「だって、この人

たちにはサービスが入っているんでしょ」という。サービスは入っても、枠外のニ

ーズが残っているではないかと言っても、聞く耳を持たない。プロの手が入ると、

さっそく手を引いてしまう。両者が一緒にやりましょう、とはならない。このこと

をある人は「トレードオフ効果」と言っていた。一方が入ると、他方は手を引くと

いう関係のことである。 
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⑶「その人らしい生活」への無関心 

 協働が必要になるのは、福祉の指標を上げた場合である。ただ安全保持ならば、

ご近所の人が見守ればいい。困り事も、地域の人が対応すればいい。介護保険制度

の対象になれば、決まったサービスが提供される。そこでケアマネジャーは「一件

落着」と見る。こうなると宙に浮くのが「その人らしい生活」である。これをだれ

が保障するのか。 

厚労省は地域包括ケアシステムの構築に際しても、「どんなに重い要介護になって

も、住み慣れた地域で、その人らしく生きられるよう支援すること」と言っている。

「その人らしく」とは何か。その人のライフスタイルを全うさせようということだ

ろう。畑仕事を生きがいにしてきた人なら、寝たきりになっても、畑に連れて行っ

てあげることだ。その人の自己実現を支援すること。 

随分高い指標ではないかと思われるかもしれないが、もともと本人は、そのこと

をいちばん大事に思っているのではないか。厚労省の主張は、そうした当事者の意

向をしっかり尊重しようという姿勢から出てきたもので、何ら奇異な主張ではない。 

 この指標に沿って行動しようとすれば、この人は安全を守ればいい、この人は困

り事を解決してあげればいい、この人はヘルパーを差し向ければいい、この人は施

設に入所させればいい―というものではなくなるのだ。となると、特定の資源、人

材だけで対象者を独占、ないしは囲い込むことは許されない。だから協働は、あら

ゆる要援護者に対して適用されなければならないのだ。 
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⑷「住み慣れた地域で自立生活を」が不徹底 

 厚労省が言っている、「住み慣れた地域で自立生活」を保障するには、本人のご近

所で様々なサービスが複合的に差し向けられねばならなくなる。 

 下のマップ。黄色い線が５０世帯のご近所圏域。この中にグループホームがある。

よく見るとご近所内に認知症の人が数名いる。超高齢であるし、一人暮らしの人も

いて、心配である。グループホームは何をすべきか。常識的に考えれば、このまま

ではまずい。またこのご近所から老人ホームやショートステイ、デイサービス、デ

イケアなどを利用している人もいる。 

今は自立推進の時代。国も法人等に自立支援を求めている。ならば、ご近所毎に、

そこから利用者を受け入れている法人が連携して、彼らの自立生活を支援すべきで

ないか。そうすればご近所福祉に大変な援軍が来たことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸「守秘義務」の壁 

 協働を妨げている最大の要因は「守秘義務」だ。民生委員も、自分が関わってい

る対象者の情報を周囲に開示しない。ケアマネジャーなども同様だ。だから今の段

階では、協働のしようがない。この壁を越えるにはどうしても、家族を説得して、

地域の人たちと一緒に考えるというあり方を広げていかねばならない。 

 守秘義務を守ってあげるということは、逆に見れば、その人に誰にも触らせない、

私だけが独占すると言っているようなものである。 

 じつは、民生委員の中には、上手に周囲に情報を開示している人もいる。家族を

巻き込む人もいる。情報は閉じるのは簡単だ。何も言わなければいいのだから。だ

 

グラウンド 

エステ 

島唄 

（公民館） 

ゴルフ 

グループ 

ショートステイ 

デイサービス 

男 

男 

男 
８０歳 

男 
８５歳 

男 

グループ 
ホーム 

畑 

息子 

デイケア 

島唄 

島唄 

介護者の会 

娘が参加 

畑 
老人ホーム 

里帰り 

娘 

・・・認知症 

・・・一人暮ら

・・・老々 
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が、それでは支援の広がりは生まれない。これからは逆に、情報はどのように開示

するかを競わねばならないのだ。 

 その意味では、家族もまた意識を変えていく必要がある。情報を閉じれば、助け

てもらえない。ケアマネジャーなども、情報を閉じることに専心して、逆に情報を

開示するよう家族に向き合って説得しようという人がほとんどいない。 

 

⑹統合のセンスの欠如 

今の時代は効率重視で、何でも分別することをよしとしている。福祉の世界でも、

あらゆる部面で分別をするのが常識になっている。担い手と受け手を分別し、前者

が後者にサービスをする。ニーズと資源を区分けし、まずニーズを把握し、別に資

源を探す。フォーマルとインフォーマルを分別し、ケア会議などは関係者だけでや

る。 

それ以前に、福祉という営みを社会全体から切り離すのが当たり前になっている。

しかし住宅地図を開き、要援護者の生活状況だけでなく、周囲との関係や、自然条

件、自治や経済状況などを総合的に見ていかないと、真の問題解決にならない。地

域福祉を考えていくには統合的な視点が欠かせないのだが、支え合いマップを作れ

ば、自然にそういう作業をすることになる。以下の７項目が統合的視点の事例だ。 

 

①福祉の担い手と受け手を区分けせず一体と見る。 

②ニーズと資源を切り離さず、常にセットで考える。 

③自助と共助と公助を一体で考える。別々に考えない。 

④安全保持から「その人らしく」までを一続きのニーズと見る。 

⑤人々のあらゆる社会的行為を「ソーシャル」で統合する。助けを求めるのも福

祉活動だ。 

⑥ご近所から自治区、校区、市町村域をひとつながりに見る。 

➆福祉を、社会全体の営みと区分けしない。 

 

今のように、分別的な視点で福祉を考えている限り、協働や連携、ネットワーク

はできない。協働するには、例えば自助と互助、共助、公助を常に一体のものとし

て見ていかねばならないからだ。そうしない限り、住民と協働しようという姿勢も

生まれない。 

 上記の７つの項目は、統合的な視点があれば、こういうことができるということ

だ。何事も効率的に分別しようとする人は、これができにくい。 
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⒋「協働」はプロだけの課題ではない 
■気になる「一人暮らし高齢者」もいない… 

 ある市の社会福祉協議会から支え合いマップづくりを依頼されたが、どうしてこ

の地区のマップを作る必要があるのか、気になっていた。一度社協でマップを作っ

たが、特別問題が見つからなかったようだ。 

 マップづくりには、約５０世帯のご近所の世話焼きさんたちが数名参加してくれ

た。その中に飛び切り優秀な人も混じっていた。その人が中心になって、「気になる

人」を探し、誰が関わっているかといったことを聴取し始めた。 

 そこで見えてきたのは、たしかに問題がない地区だということだ。一人暮らし高

齢者もいることはいるが、それも数名で、しかも５０代の人ばかりで、「この人たち

はまだ元気で働いているよ」というから「気になる人」の中には入らない。老々世

帯は若干多いが、その中には例えば老々介護といったケースはほとんどない。世話

焼きさんは言った。「ここは問題がないんですよ」。 

 

■気になる人はすべてデイと施設へ行っていた 

 しかし、それにしても「気になる人」がいなさすぎる。別にたくさんいる必要は

ないのだが、なんとなく異様ではある。 

 そこで、介護保険サービスを受けている人はどれぐらいいるのか、聞いてみるこ

とにした。 

 まずはデイサービス利用者。ご覧の通り、６名いる。次いで老人ホームに入所し

た人。マップの外に「入所」と書いたところへ向かって線を引き始めたら、次々と

出てきて、結局１０名もいた。わずか５０世帯のこのご近所の中の、１６名がデイ

サービスを利用したり、施設に入所したりしていた。 

 何のことはない、「気になる人」はすべて、こうした施設へ行ってしまっていたの

だ。残った人に「気になる人」はほとんどいないのも当たり前であった。 

 地元の人たちは、この１６名は自分たちの関わりの対象から外れた人だと考えて

いた。「このご近所は何も問題がないんですよ」と言ったのは、そういう意味だった

のだ。 

 

■デイ利用者と施設入所者でサロン参加者はたったの一人 

 本当にそうなのか。では「問題の人」がいないこの地区で、世話焼きさんたち活

動家は何をしているのか。今流行のふれあいサロンを開いていた。参加者はマップ 
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にある通りで、かなりの人が参加しているから、「盛況」と言ってもいい。 

 ここから「クロス集計」を試みてみた。サロン参加と、施設入所やデイサービス

利用が重なっている人は何人いるか。２人いたが、そのうち１人は、サロンに参加

しているのは子どもで、親は入所しており、サロンに参加していたわけではなかっ

た。結局、サロンに参加していたのはたったの１人。この人は要支援だが、かなり

積極的にふれあいを求めていく人で、その元気でサロンにも来ていた。 

 デイ利用者をサロンの仲間に加えること―これがサロンを開いている皆さんの大

事な「活動」ではないだろうか。 

 もっといえば、施設に入所していても、サロンに里帰りさせることだってできる。

それもまた課題になる。 

 

■週２回里帰りしている人もいた 

 施設入所者１０人の中で里帰りをしている人を探したら、１人いた。それも、週

に２回里帰りをしているというから、家族もかなり熱心なようだ。 

ではこの人が里帰りした時、地元の人が受け皿になってくれているかと言えば、

そうではなかった。せめて里帰りした時に、皆で訪問してあげられるといい。 

聞くところによると、施設はここからそう遠くない。一番遠い施設でも３キロ程

デイ 

入所 

妻 毎日訪問 

週２回里帰り 

家へ帰りたい 

移送 

…サロン 

参加者 
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度というから、施設に訪問することも、また里帰りをすることもそう難しくない。

要するに、入所している人は自宅の「離れ」に住んでいると考えればいいのだ。だ

からこそ、週に２回も里帰りをさせる家族もあるわけだ。 

 こういう場合に、誰かが送迎サービスをしてあげるといい。ちなみに送迎サービ

スをする用意のある人はいないかとマップ上で探したら、３人見つかった。既に（施

設入所者にではないが）実践している人もいる。もっと志望者を募れば出てくるの

ではないか。 

 そんな話をしていたら、「この人は家に帰りたがっている」という入所者も見つか

った。何とかしてあげなければいけない。逆に、入所した夫を、毎日訪問している

という妻も見つかった。 

 

■１６名は全部老人クラブの会員だった。ならば… 

 世話焼きさんに聞くと、ここは老人クラブの活動が盛んであるらしい。ほとんど

の人が入会している。つまり、高齢になれば加入することになっているということ

だ。では、施設に入所した人はどうかと聞くと、やはり、形だけだが入会している

という。ならばクラブの例会やイベントにも参加させるべきである。送迎班を編成

して送迎をする。介助人も同時に組織化する。介護経験者がメンバーの中に、少な

くとも７，８名はいるはずだから可能だろう。 

 

■「住み慣れた家や地域でその人らしく」は無理なのか？ 

 支え合いマップ作りで、デイサービスの利用者と施設入所者を特定する線を引く

と、デイ利用者と施設入所者がそれぞれ５本程度引ける。この地区は、デイは平均

値としても、施設入所者が異常に多い。 

 その上で、この人たちにどんな関わりをしているかと聞くと、住民は「？」と首

をかしげる。「この人たちはもう施設に行ったり、利用したりしていて、地域にはい

ない人です」と言うのだ。 

 しかし「いない」とはどういうことか。彼らも施設で生きている。デイ利用者は

夕方には帰宅するし、週のうち大部分は地域に居るのだ。 

だから、物理的にいないというよりは、住民の意識の中で既に不在になってしま

っているということなのだ。そこで私は厚労省の言っていることを参加者に伝える。

国がめざしていることは、「どんなに重い要介護になっても、住み慣れた家や地域で

その人らしく生きていけるように支援すること」なのだと。少なくとも本人はまだ

地域で生きている気持でいる。段々とあきらめてしまうのだろうが。 
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■地域ではますます「棲み分け」が進行 

 そこで、ここで述べたように、「まだ地域とつながっていたい」という本人の願い

に沿って対応していかねばならないということだ。 

課題は既に述べた通りで、①施設訪問、②里帰りの受け入れ、③サロン等への受

け入れ、④老人クラブの活動への参加受け入れ、⑤そのための移送サービスや、⑥

介助人の配置、➆できることなら自宅復帰。 

 しかし現実はますます暗くなっている。介護保険制度が始まって以来、地域での

「棲み分け」が進行する一方だ。要介護になったら介護保険制度を利用すればいい。

そして施設に入所したり、サービスを利用すればいい。この流れを押しとどめよう

とする勢力が不在なのが最も気になるところである。 

 

■住民も含めたすべての関係者が協働を 

 さて、ここまで述べたところで、協働の話に移ろう。これらの問題の背景にある

のが「協働」というキーワードなのだ。①施設訪問、②里帰りの受け入れ、③サロ

ン等への受け入れ、④老人クラブの活動への参加受け入れ、⑤そのための移送サー

ビスや、⑥介助人の配置、➆できることなら自宅復帰。 

 これらの配慮が必要だという意識になるには、まず福祉サービスのレベルをもっ

と上げようと思わなければならない。と同時に、これらのことを実現させるには、

施設だけでも駄目だし、住民だけでも駄目だ。地元の住民（ご近所さん）とサロン

と老人クラブと施設がうまく連携しなければならない。これが協働になる。 

 だから協働というのは、なにも施設等の事業所だけの課題なのではなくて、地域

の福祉に関わるあらゆる個人と組織が協働に関係し合う必要があるのだ。 
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⒌「ご近所福祉」でまず「協働」を 
■当事者の自立生活志向が協働を促している 

 誰のために協働をするのか。当たり前のことだが、当事者のためである。当事者

は、たとえ施設に入所していても、たまには自宅に帰りたいし、近くのサロンや趣

味グループに入れてもらいたいと思う。となると、それを実現するためには、施設

と家庭、地域の趣味グループやサロンなどが協働しないといけない。当事者が協働

を促しているのだ。そう考えた時、協働の基本的なあり方が浮かんでくる。 

 

■当事者はご近所にいて自立生活をしたいと言っている 

 当事者は、４つの圏域の中の「ご近所」に住んでいる。心身の状態ゆえに、そこ

から出ることが難しい。と同時に、そこで自立生活をしたいと願っている。たとえ

デイサービスを利用しても、老人ホームに入所しても、その願いは変わらない。 

 １２ページのマップをもう一度ご覧いただきたい。当事者は、それぞれ様々なサ

ービスを受けている。在宅でヘルパーに頼っている人。ご近所内のグループホーム

に入っている人。老人ホームに入っている人。デイサービスやデイケアを受けてい

る人。この人たちがいずれも、自立生活をめざしていることには違いない。 

 

■当該ご近所に関わる事業所が一丸となってご近所支援 

そうなると、これらの事業所が一丸となってこのご近所を盛り立てて、要援護者

が可能な限り自立した生活ができるように支援すべきではないのか。そのためにそ

れぞれの事業所が、だれに対して何をすべきなのかが見えてくる。しかも事業所同

士も連絡し合わねばならないし、事業所と地元の人たちの連携も必要だ。それにし

ても、協働は当事者の居る「ご近所」でまず実現させるべきだということが原点に

なる。 

 ところが、今は一般的に「協働」というと、第１層または第２層あたりで協議会

等を打ち立てて、決まった日に参集し、特定のケースについて連携の仕方を探ると

いったやり方を取る。それもいいが、当事者はご近所に居て、そこで日々生活して

いる。ならば、そのご近所に関わり合いのある事業所が、ご近所で連携し、そこで

相互にどんなかかわり合いを持てばいいかを考える方が、よほど現実的であるし、

効果的ではないか。 
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■事業所の連携でご近所支援をするメリット 

①施設と地域が連携すれば、自立に繋がりやすい 

 地域と施設の連携が取れていないために、結果として施設利用者が施設に囲い込

まれることになっている。一旦施設に入所したり、利用したりすると、本人も周囲

の人たちも、互いに関係を切ってしまう。だがその関係を継続させれば、本人も自

立意欲が出てくる。 

 住民が地域に施設があることを知ると、結果として要援護者をそちらに追い立て

ることにもなる。その意図はないが、「そろそろあの人は施設に入った方がいいんだ

よ」といった言葉が出てくるのだ。 

 

②ご近所の人材を生かしながら利用者の自立支援を 

 施設が一方的に地域への支援をするというのはおかしい。と言うより、地域はそ

れなりに福祉力を持っているのに、それが生かされていないのだ。 

 現にご近所内には元看護師などの保健福祉のプロが住んでいるし、在宅介護を経

験した主婦が少なくとも数名はいる。その人たちに活躍してもらうことができれば、

自宅復帰や里帰り、あるいはデイの卒業だって可能になる。それには施設側のバッ

クアップが欠かせない。ご近所の人材をうまく生かすことができれば、施設側が利

用者の自立支援を進めやすくなるのだ。 

 

③住民を施設に招き入れるよりも、施設が地域に出ていく 

 施設の地域貢献と言うと、地域住民を施設に招き入れることを考えるが、むしろ

逆に考えるべきである。施設という特殊な場を大事にするよりも、利用者が地域へ

出て豊かな体験ができるよう、積極的に地域に協力を働きかけていくべきなのだ。 

 そのために常時地域に出て、住民と関係を持つ専従職員を配置するぐらいでいい。

このためになら、利用者へのケアが若干手抜きになってもいいのではないか。 

 施設内での職員によるケアを充実させるよりも、利用者を地域に出して、住民に

よる支えを強化してもらう方が、自立支援の精神に合致している。 
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⒍老人ホームの「地域協働」 
 ここからは協働の各論編である。まず老人ホームにはどういう課題があるだろう

か。施設関係者の共通の問題は、地域との協働という感覚が、体験的に得られにく

いということである。施設という特定の場所に要援護者を受け入れて、専門的なサ

ービスを提供する。両者の関わり合いの中に「地域との協働」は入る余地が少ない

のだ。 

 入所者一人ひとりが各自の「実家」を持ち、心の中では常にそちらの方を向いて

いるという事実をしっかり認識できるかと言えば、これも難しいのではないか。簡

単に言えば、入所者一人ひとりの目から施設を客観的に眺めることができるか。そ

れができれば、本人の実家との関係、実家の周辺の人たちとの交友関係などを、も

っと回復させなければならないと思うはずなのだ。そういう感覚になれれば、以下

のように、できることはいろいろある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①入所者の豊かな生活保障に地域の支援確保 

 施設の仕組み上、個々の入所者に「その人らしい生活」を支援するのは難しい。

その部分を地域住民に担ってもらうために本格的な行動を起こしていく必要がある。

個々の入所者のライフデザインとその対策を考え、地域資源を掘り起こして効果的

に活用していくといった一連の営みを担うボランティアを育成する。ボランティア

の活用のあり方を根本から変えていく必要がある。 

 

②家族・友人等の施設訪問のすすめ 

 施設訪問しやすい環境をつくることがポイントになる。自宅から近い施設に入所

すると、家族が頻繁に訪れることがわかっている。 

里帰り 
自宅 

隣人・知人 

施設訪問 

施設訪問 

地域活動へ参加 

老人ホーム 

入所者が在住していた地域 
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川崎市のある老人ホームに出向いて、ごく近くから入所した人をピックアップし、

家族の動きなどを調べたら、驚くべきことがわかってきた。多くの家族が、毎週の

ように施設を訪れていた。毎日親に食事をさせに来ている人もいた。本人が里帰り

もしている。要するに、自宅の「離れ」に住んでいるという感じなのだ。 

 

特別養護　
老人ホーム
特別養護　
老人ホーム

娘

娘毎日

子

子

子

娘・週
４回

週４回

子

娘 週１～２回

娘・息子
週１～２回

嫁・孫

週１回

嫁・夫

妻・子毎日

子週１回

里帰り

里帰り

里帰り

娘

娘毎日

子

子

子

娘・週
４回

週４回

子

娘 週１～２回

娘・息子
週１～２回

嫁・孫

週１回

嫁・夫

妻・子毎日

子週１回

里帰り

里帰り

里帰り

 

 

③地域からの訪問型サロン 

 地域で開かれているサロンや趣味活動を、施設へ訪問して（施設で）開催しても

らう。老人クラブも、施設に出向いてもらい、そこでクラブ行事をすることもでき

る。 

 

④地域住民との交流を意図した喫茶店を施設内に 

 常時交流の場を設ける。施設入所者がホスト役を担ってもいい。この喫茶店を開

くことで、家族の施設訪問を促す効果もある。 

 

⑤入所者の「里帰り」 

 入所したら、一生、家へは帰れないという思いが、生きる気力をくじけさせる。

そこで里帰りが広がっている。最近は友人の家、サロンや趣味活動等の会場への里

帰りも実現している。こういう働きかけを施設がしてもいい。まずは家族を説得す

ることだ。 
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⑥入所者の「地域活動への参加」 

 地元のサロンや趣味グループに参加する入所者もいる。そのためには施設側が地

域グループに、入所者を仲間に受け入れてくれるよう働きかける必要がある。移送

や介助人の派遣もできるといい。 

 ある地区では、施設入所者からも組費を徴収していた。組長がわざわざ施設まで

出向いて受け取りに行っている。それならば当然、自治会の行事には招待すべきで

ある。 

 

➆地元の老人クラブに参加 

 地域の中で老人クラブなど、要介護者の受け入れに積極的なグループを探して、

入所者を仲間に受け入れてくれるよう働きかける。地域の高齢者は自動的に老人ク

ラブの会員になる場合もある。とすれば、入所者も会員になっている可能性もある。

会員である以上、例会の行事に参加する権利があるはずだ。 

 要介護者も受け入れているある老人クラブでは、介護施設の園長も会員になって

いた。会員からも個人的に入会申し込みがあるそうだが、ケアマネジャーからも、

「私の担当している人が入所したのですが、施設でつまらなそうにしているので、

そちらの会員にしてくれませんか」と来たという。そういう働きかけがあれば、そ

う簡単には拒否できないはずなのだ。 

 

⑧要介護者に理解のある地域作りやグループ作り 

 各種施設やサービス機関が一体となって、要介護者を温かく受け入れる地域を作

っていかねばならない。それがデイサービス利用者や待機者、その他の在宅の要介

護者の自立した、豊かな生活につながっていく。 

 

⑨入所待機者への関わり 

 いま待機者が５０万人いるが、施設側から見てすぐに入所させる必要があると言

える人は、待機者全体のわずか１割だという調査結果がある。言い換えれば、地域

が支える気があれば、今の状態で当分なんとかなるかもしれないということではな

いか。 

待機者に対して施設ができることは何か。家族介護への支援、本人の豊かな生活

支援、地域の介護サポート体制づくりへの支援など。具体策として緊急入所や一時

入所、緊急時のお泊りの受け入れ、介護の技術提供、特定のサービス提供（食事等）、
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施設イベントへの参加受け入れ、体験入所等。施設入所が必要でなくなれば、それ

にこしたことはない。 

 

⑩在宅要介護者への関わり 

 在宅で生活している要介護者に地域住民が主体的に関わっていけるように、啓発

から研修、人材育成、組織化支援、技術提供、後方支援等を行う。 

 

⑪介護も担える地域づくりへの支援 

 大介護の時代へ向けて、今から介護も担える地域をつくっていかねばならない。

自治会や婦人会、老人クラブや趣味グループなど、どの組織でも要介護の仲間を支

えることができるように、家庭介護者の研修、元看護師等の再研修を施設が連携し

て進める。 

  

⑫施設ボランティアの育成・活用 

 施設が今述べたような様々な地域貢献をしていくには、それをサポートする人が

たくさんいなければならない。施設の地域活動を担うボランティアの養成が急務だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

⒎デイサービスセンターの「地域協働」 
 事業所では一般的に、自立支援というよりも、サービスを提供することが目的に

なっている。自立を前面に押し出せば、利用者から敬遠されるという恐れもある。

この問題をどうにか解決しなければならない。そうでないと、今はデイを利用する

ほど自立意欲を失い、利用回数を増やすケースが少なくない。 

 次のマップを見ていただきたい。小さな町内。真ん中の道路を隔てて、左が一丁

目、右が二丁目。そこでデイサービスの利用者●を探すと、一丁目からしか行って

いない。では右の二丁目にはデイの必要がないのか。よく調べると、町内のあちこ

ちで井戸端会議●が開かれていた。町内の人材は、二丁目では井戸端会議のホスト

役として活躍しているが、一丁目では、老人ホームへボランティアに行っていた。

福祉の本来のあり方からすれば、どちらに軍配を上げるべきなのか。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ついでにもう一つのマップを見ていただきたい。上部にデイサービスセンターが

あり、そこをこれだけの人たちが利用している。たまたまマップづくりの場にデイ

を利用している人がいたので、利用の動機を尋ねたら、２人とも「地域はつまらな

いから」と言う。「デイへ行くと、友達もいるし、楽しいよ」と言うのだ。デイサー

ビスがお楽しみセンターのように利用されている。 

 ではこの女性たちは、地域で普段、何をしているのか。みんな畑をしていた。な

らばこの畑仕事をもっと楽しくするように支援できないか。畑でデイをするという

手もある。 

デイサービス 
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 それでは、一般的にデイができる協働は何かを並べてみよう。大きな円が、利用

者が生活している地域。その中のやや小さな円がデイサービスセンター。右端の小

さな円が利用者の自宅だ。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①利用者の「卒業」を促進 

 利用者についてセンターがめざすのは「卒業」。これに向けて、それぞれの人にど

ういう課題があり、どういうことに取り組んだらいいのか、個別に考えていく。 

 

②利用者の地域グループへの参加支援 

 地域グループが受け入れてくれないためにデイサービスを利用する人も少なくな

利用しない日も関わり 
自宅 

地域住民 

いずれ卒業 

豊かなサービスの支援 

地域でもデイ 

デイサービス 

利用者の住む地域 

利用者を受け入れ 

サロン・老人クラブ

デイサービス

グラウンド
ゴルフ

グラウンドゴルフ
(土)

(土日祝)

畑

入所

夫 妻(要介護)
娘が介護

要介護。(娘は仕事)
　　　　　毎日デイ

お楽しみ

お楽しみ

年１回対抗戦

孫のお守で退会

デイで日程
合わず退会
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い。デイサービスを利用するようになると、地域グループはその人を「卒業」とみ

なすが、要介護になっても受け入れてくれるグループになってもらわなくては困る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のマップは、サロンのメンバーと一緒に作ったものである。ピンクの印がサロ

ンメンバー。そこで、このご近所でデイサービスを利用している人はいるかと聞い

たら、●印であることがわかった。サロン参加と重なっている人はたったの一人。

なぜなのかと聞いたら、「自分の足で来れなくちゃねぇ」という。皆さんも車で来て

いるのだから、乗せてあげればいいのではないかと言うと、「私たちは元気な人の集

まりだから」。要援護の人はデイサービスへ行きなさいというわけだ。介護保険が始

まって、地域は元気な人とそうでない人の棲み分けができてしまった。 

 こういう場合にデイサービスセンターができることは何か、ということだ。 

 

③地域住民によるミニデイ活動への支援 

 住民レベルのデイサービスが盛んに行われている。ところが実際はただのサロン

的なものが少なくない。デイにふさわしい実質になるように支援をする。 

 

④地域グループを実質的なミニデイに育てる 

地域のあらゆるグループが要介護者を受け入れる必要性が高まっているので、潜

在的なミニデイについても、介護対応ができるグループに育てていく。 

 

⑤利用者の日常生活支援 

 デイサービスを利用しているのは、週に１日か２日というケースが多い。つまり
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利用者は、日常の大部分は地域で生活しているのだから、利用者の一人ひとりにつ

いて、その日常生活をもっと積極的に支援していく必要がある。そのために足元の

住民資源をフルに活用する。支え合いマップづくりで、当人に関わっている人材を

確認した上で、欠けている資源の掘り起こし策を考える。 

 あるデイサービスセンターを利用している認知症の女性が、利用しない日もやっ

て来る。行く所がないというのだ。そこで所長は、彼女に施設でボランティアをし

てもらい、お返しに食事をご馳走している。日曜日はさすがにボランティアのテー

マがない。そこで所長は彼女を連れて街へ出て、一緒にゴミ拾いをしている。その

中で商店街などに、彼女をさりげなく見守ってくれるようにお願いしている。 

 

⑥「豊かな地域社会」づくりへ 

 前述のデイサービスを利用する理由について、「地域社会がつまらないから」とい

う人が少なくない。地域にサロンや趣味活動などがあって、そこに仲間入りができ

れば、また仲間入りの支援をしてくれれば、デイは利用しないというのだ。「要介護

者にとっても豊かに生活できる地域」づくりを後押ししていく必要がある。 
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⒏ホームヘルパーの「地域協働」 

 住民のやることが少ないのは、地域の要援護者に関わっている人たち－ヘルパー

やケアマネジャー、施設関係者などが、対象者の制度の枠外のニーズを住民に開示

しないからだ。プロが関わっている対象者には、制度外のニーズがたくさんあるは

ずである。それを上手にご近所の人たちに開示すればどうなるか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上のマップでは、ここの住人であるヘルパーが、そのことを生かしてご近所さん

と協働していた。右下がヘルパーの自宅。彼女はたまたまこのご近所の対象者Ａさ

ん（右上）に関わることになったが、そのＡさんの枠外のニーズへの対応を、２人

の隣人にお願いしている。なぜこの２人の人材を見つけられたかと言えば、彼女の

ご近所だからだ。彼女は世話焼きさんであるらしく、ご近所内の他の人たちにもボ

ランティアで関わっていた。ボランティアと業務がグラデーションのようになって

いる。 

 こういうあり方を「ご近所密着型ヘルパー」と言ったらどうか。ヘルパーが自分

のご近所内の対象者に関わると、こんな利点があるのだ。 

 

①「枠外のニーズ」への対応 

 どのケースにも当てはまるだろうが、契約外のニーズにどう対応すべきなのか。

Ｄさん

井戸端会議を開いている

８５歳・一人暮らし女性

Ｃさん

　父９０歳

娘５５歳・重度障害

Ｂさん ９４歳・一人暮らし女性

Ｓ子さん （ヘルパー）

本業と生活の双方で関与

Ａさん

８５歳・一人暮らし女性

電話がかかってくる

この人の娘と連絡とり合う

ご近所に

見守りをお願い

パソコンを

習いに来てた
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これを地域住民の協力で賄うことはできないか。そういう趣旨で地域住民に協力を

求めているヘルパーはあまり見かけない。確かに自分の住んでいない地区では、住

民がそれらのニーズにどの程度対応できるのかわからない。 

 そこで、各対象者についての支え合いマップづくりを提案している。その地区の

マップづくりをすれば、そのニーズに誰が応えられるのか分かる。ある社会福祉協

議会では、ヘルパーが、担当する人のゴミ出しまで引き受けてきたが、これはご近

所の人たちで担ってもらうべきだと考えを変えた。そこでどうしたか。対象者一人

ひとりについて周辺マップを作り、世話焼きさんや、仕事の行き帰りにゴミ出しが

できそうな人などを探し出してお願いすることで、大部分の対象者について、住民

にゴミ出しを引き受けてもらうことができた。 

 

②ヘルパーの腕でご近所貢献 

 今は大介護の時代へ突き進んでいる。要介護者が溢れる時代に、ヘルパーの腕を

持つ人に何が求められているか。ご近所毎に、住民の協力を得ながら、要介護者へ

の生活支援ができる体制をつくっていかねばならない。まずは、自分がやるべきこ

と、できそうなことをリストアップしていこう。 

 

③ご近所ヘルパーチームづくり 

 まずは介護力を持つ人がチームを作って、足元の介護家庭を支援していくことだ。

本職のヘルパー以外にも、元ヘルパーや看護師もいるし、家庭介護を体験した主婦

もいる。 

 およそ５０世帯の地区でマップづくりをすると、そこに最低、５～６名の家庭介

護経験者がいることがわかる。元看護師なども、１人や２人はいる。こういう人た

ちと一緒に介護ができるご近所を作っていけば、介護時代も乗り越えられる。 

 次のマップは、小さなご近所で家庭介護をしている人が５人いて、それを周囲で

サポートしているというものである。誰がサポートしているのかを調べたら、やは

り家庭介護経験者（●）であった。●の人は元看護師で、ご近所内の多くの人の健

康相談に乗ってあげていた。ほとんどこのご近所の「診療所」と言ってもいいぐら

いの活躍である。 
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④家族介護者へのサポート 

 介護疲れで妻を絞殺した、といった事件がなくならない。高齢の男性が一人で妻

を介護しなければならない状況を変えていく必要がある。そういう家庭に対して、

個別に支援策を講じなければならない。家庭をオープンにする気がない、助けを求

めることはしない、一人でやりたがっている、など色々な理由があろうが、それぞ

れについて突破口を見つけなければならない。 

 

⑤「ご近所ケア会議」の開催 

 ケア会議は市の中心部で関係者だけで行われているが、要介護者の日常生活を支

えているのはご近所の人たちだ。彼らの手で対象家庭のケア会議を開くといい。関

係しているケアマネジャーなどの出席も求める。 

 

 

 

 

 

 

…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。 
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⒐ケアマネジャーの「地域協働」 

 ケアマネジャーのマネージメントの仕方次第で、当事者の生活はかなり変わる。

担当するケースが多すぎて四苦八苦しているという実情を何とかする必要もあるだ

ろうが、ケアマネジャーという業務には期待されることがいろいろとあり、地域福

祉の中で極めて重要な位置を占めているのは間違いない。 

 

①マップで当事者のご近所の実態把握 

 これはなにもケアマネジャーだけがやるものではなく、例えば老人ホームは、入

所者の周辺の実態を把握しておく必要がある。待機者ならば、周辺の人たちでどの

程度支えられるのかを読む材料になる。入所した人の自宅復帰や里帰りを実現する

ための資料にもなる。だがケアマネジャーの場合は特にマップ作りが欠かせない。

ケアプランを作る前に、まず本人がどんな生活を求めているのか、それを地域でど

れだけ支えられるのかを調べた後で、足りない部分をサービスで補うのだから。 

 対象者に対して、まずサービスを入れることを考えるのではなく、住民の（その

人に対する）支援状況を見ながら、サービスを入れるのが正攻法なのである。 

■支え合いマップづくり 

■マップづくりで見えてきたご近所の実態 

■ご近所の支援の実態と発見した福祉資源 

■ご近所の支援に期待できない部分－サービスを投入すべき部分 

 

 次のマップは、ケアマネジャーが対象者の１人についてマップを作ったものであ

る。一人暮らしで認知症の男性だが、毎日のように徘徊していて、その人にどうい

うサービスを入れたらいいのかわからない。該当するサービスがなくて困っている

と言うので、ならばその人の生活実態を支え合いマップで調べてみたらどうかと提

案した。それから数ヵ月して再会したら、晴れ晴れとした顔をして、「サービスは何

も要らなかった」と言う。彼は毎日徘徊するのだが、それをご近所の人たちが見守

っていたのである。朝、家を出ると、まずグランドゴルフの仲間に入れてもらう。

それが終わると、南の方に歩き出す。その間、八百屋さんなどが見守ってくれる。

昼は中華料理店で食事をする。終わったら、さらに西へ向かう。その間も通りの店

が見守る。最後はパチンコ店。これらの接点にある人たちが始終見守っていて、何
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かあれば家族に連絡してくれていた。彼には何のサービスも必要なかった。 

 地域はこのように機能している。ケアマネジャーがそういう事実を知らずに、た

だサービスを入れようとしたり、施設に入所させようとしたりしているのだとすれ

ば、大きな問題である。だから対象者についてまずマップづくりをして、地域の支

え合いの実態と、それに本人がどれだけ支えられているかを確認したうえで、空白

の部分をサービスで補えばいいのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②まずは本人のライフプランづくり 

 当事者に対して目指すべきは、サービスをどのように提供するかという前に、ま

ずは豊かな人生を送りたいという本人の願いに応えることである。そこでここでも

豊かさダイヤグラムを活用することになる。その結果をもとにライフブランを作る。 

 その豊かさ実現のために本人はどのように努力し、周囲はそれをどのように支援

し、そしてどのようなサービスを提供すべきかを考えるのだ。サービスのためのサ

ービスではなく、また要介護状態を少しでも軽くするためのサービスでもなく、豊

かな人生づくりをサポートするためにどのようなサービスがあり得るかを考える必

要があるのだ。 

 

 

 

パチンコ店 

ケアプラザ 

Ｓさんが通うパチンコ店 

Ｓさん宅にときどき立ち寄り訪問 

Ｓさんが立ち寄る店。 
姿が見えなくなると 
家族に連絡が入る 

薬局 

Ｓさん家族 

Ｓさん宅 

自治会長宅 

広場 

Ｓさんが友人と 
グランドゴルフを楽しむ 

中華料理店 

八百屋 

・・・認知症のＳさん宅 

・・・Ｓさんの家族宅 
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③ご近所ケア会議の開催 

 このようにして、当人のケアプランを作る前にやるべきことがある。まずはライ

フプランの作成。そのための豊かさダイヤグラム作り。ライフプランを作ったら、

それを実現させるためにどのようなサービスを入れるべきか、または入れざるべき

かを考える。 

 

④当事者の自助力強化の支援 

 ライフプランの作成後、やるべきことの一つは、当事者自身の自助力の強化であ

る。ライフプランを実行するにしても、自助力がもとになる。 

 

⑤ご近所の支援力・介護力の強化 

 次いで、ご近所が当事者を支えきれるよう、介護力や支援力を強化しなければな

らない。人材はいるか、組織はできているか、研修は実施されているか、具体的な

活動は始まっているか。 

 

⑥当面の枠外ニーズへの対応 

 当面、枠外のニーズがあるので、これに対応しなければならない。支え合いマッ

プでご近所の資源が見つかっただろうから、ここから掘り起こす。ご近所ケア会議

でも資源が見つかったはずで、これらを活用して当面の枠外ニーズへ対応する。 

 図をご覧いただきたい。ケアマネジャーの仕事は、➊の介護サービスをつけるこ

とだけではない。その他に➋必ず枠外のニーズが残っている。 

 まだある。介護予防はすべての要介護者の課題であろう。要介護になっても、そ

れが進行しないようにするのも介護予防になる。そのあとに控えているのは、福祉

の理想へ向かっての努力だ。誰もが住み慣れた家や地域でその人らしく生きていけ

ライフプラン ケアプラン 当事者 

➊ ➋ 



31 

 

るように支援を受けられる。この理想を忘れてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

介護サービス 枠外対応 介護予防 住み慣れた 
家や地域で 

その人らしく 
（生きられるよう） 

➊ ➋ ➌ ➍ ➎ 
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⒑障害関連施設の「地域協働」 

 障害関連施設にいま求められていることは、これまでとは全く異なっている。障

害福祉は大きな転換点に来ているのだ。ただ障害を認めた上で、残存能力を生かそ

うというのでなく、逆に障害特性に注目して、才能として見直し、その特性を生か

して思い切った能力開発をしようという試みが始まっている。それを実現するには

福祉関係者だけでは駄目で、企業や学校など、社会の様々な分野のプロたちの力を

結集しなければならない。まさに協働が求められているのだ。 

 

①障害児者を地域の輪に 

 障害児者は地域のグループからはじかれている。子ども会の親とマップづくりを

したら、障害のある子どもは仲間に入れていなかった。「なぜか？」と聞いたら、「な

ぜ入れなければならないのか？」と反論された。同じようにマップづくりの場で地

域グループに障害児者が受け入れられているかを確認すると、ほとんどは排除され

ている。子ども会だけではない。青年団や婦人会、老人会など、いずれも障害者を

仲間入りさせなければならないということが理解されていない。 

 障害者を地域のふれあいの仲間に加えさせる仕掛け人やコーディネーターが必要

だ。埼玉県在住の朗読ボランティアのリーダーが「入れさせ屋」をやっていた。ボ

ランティアの対象者が、例えば歌が上手で合唱グループに入りたがっていれば、合

唱グループに働きかける。「私も一緒に入りますから」と言って、しばらくは自分で

ガイドを引き受けるが、だんだんと他のメンバーに代わらせて、慣れた頃に「あと

は皆さんでお願い」といってやめていく。このやり方を他の視力障害者にも適用し

ていた。 

 

②障害児者の能力開発 

 現在の作業所などでは、まだ個々の障害者の隠れた能力を発掘し、それを伸ばし

ていく体制ができていない。これをするには、障害児者一人ひとりを丁寧に観察し

ていかねばならない。それも施設職員だけでなく、親や近隣の人、様々な職業の人

など、たくさんの目で観察していかねばならない。 

 文科省では、芸大生を施設に派遣して、障害児の隠れた才能を掘り起こし、発見

したら芸術家や美術館のスタッフなどで構成されたチームで、本格的に能力開発を
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進めていくプロジェクトが始まっている。 

地域の障害者一人ひとりの潜在能力を専門に開発するチームを作るのはどうか。 

では、そのチームはどういうことをするのか。 

 チームの活動のあり方 

① 当事者をじっくり観察している人がいること。親は最大の要員 

② 作業所職員、小中学校教員も日常的に観察。同じ作業を一律にやらせるのでな

く、能力発掘に主眼を 

③ 社会の第一線で活躍している人がチームに加われないか。様々な分野の人材が

当事者を観察する必要がある 

④ 小さい頃から才能の発掘を始める。できれば幼児期から 

⑤ 見つかったヒントを試す工程も。企業が試験的に受け入れるとか 

⑥ 能力を試させてくれる職場を開拓。 

 

チームの柱になるのは、当事者と最も多くの時間を過ごす家族が適している。家

族による観察が元になって、これに作業所や小中学校での観察を合わせて能力のヒ

ントを発見する。 

さらに社会の第一線で活躍している人たちが直接当事者に接するなり、「作品」を

見るなりして、より具体的な「能力」を見出す。その上で、受け皿になってくれる

企業がその能力を試用してみる、という段取りになる。ご覧のように、このプロジ

ェクトを実現させるには協働以外にないのだ。 

 

③障害特性を生かす試みを 

 これまでは障害のある部分は脇に置いて、残存能力を伸ばすことに力を集中して

きたが、今始まっているのは、むしろ障害の部位に着目し、これを才能と見直して

いくという発想である。天井のシミが気になる自閉症の青年を印刷所で雇用してい

る。「細かなシミも気になる」という障害を逆に能力と見直してみたのだ。最近では、

障害特性を戦力化するという発想が、一部企業の間で広がってさえいるのだ。 

 

④地域で雇用創出 

 北海道では「出面」という雇用法が広がっている。農繁期に障害者を雇用すると
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いうもので、それ以外にも農家が障害者に農作業を依頼するといったあり方が日常

的に行われている。障害者を地域で雇用していくという発想を広げることはできな

いか。 

 

⑤障害者の美術館を施設に 

 障害者が口で絵を描くといった事例があっても、その絵をただ施設内に飾るだけ

という場合が多いが、入所者（障害者や高齢者）の作品を展示販売する施設もある。 

 

⑥超高級資源を発掘・活用の効用 

「障害者を一流ショコラテエに」という試みが話題になった。わが国のトップレベ

ルのショコラティエが、最高の材料と最高の店を使って、これに取り組んでいる。

舞鶴市では、統合失調症や知的障害などを抱える人が働く超一流のレストラン「ほのぼ

の屋」が話題を集めている。グルメファンに名を知られたシェフをリクルートして、

舞鶴湾を見下ろす一等地に最高級の店舗を作り上げた。接客を指導したのはホテル

の接客インストラクターだ。ここが今は「予約がとれない店」として全国に知られ

ている。建設前は、障害者の店ができるというので地元住民の反発が強かったが、いざ完

成した店で住民をもてなしたところ、一番反対していた男性がこう言ったそうだ。「こんな

ええもんができるんやったら、わし、反対せんかったのに！」（「ノーマネット」公開の西澤心さ

ん（同店支配人）の講演録より）。 

 障害者福祉の資源は、じつは「一般並み」どころか、「一般水準よりはるかに高く」、

というのが本当のあり方なのだ。それによる効果は、障害者に対する偏見や差別心

が生まれようがないということである。 
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⒒民生委員・自治会の「地域協働」 

■生活支援でご近所に期待がかかるように 

民生委員や自治会に期待されている協働とは何だろうか。例えば民生委員は、一

人当たり２００～３００世帯を受け持っていて、日常的にその中の要援護者宅を巡

回訪問したりして見守っている。しかし超高齢社会に突き進む今、このやり方を協

働型に転換しなればならない。 

 介護保険が行き詰って、要支援者などの生活支援を地域の助け合いで対応しても

らおうということになった。助け合いが、本格的な地域資源として期待されるよう

になったのだ。 

 そこで注目されるべきは「ご近所」である。まだ国も福祉関係者も関心を持って

いないが、じつは住民はこのご近所という小さな圏域で結構助け合っているし、最

低限の生活支援にも取り組んでいる。それを生かすにはどうしたらいいのか。 

 今まではご近所の助け合いは、福祉の力としてはゼロに等しいと思われていた。

だから、民生委員の役割として、一人で要援護者を見守っている。しかしたった一

人では、見守り以上のことは難しい。しかも高齢者の数は増え続けている。 

 もう１つ大事なポイントがある。民生委員がこうして孤軍奮闘しているのを見る

と、住民は要援護者から手を引いていくのである。要援護者に住民を関わらせるべ

きではないと思っている民生委員もいる。 

 

■ミッドフィルダーとしてご近所と上層を結ぶ 

 民生委員のあり方を変えなければならない。サッカーで言えば、フォワードから

一歩引いて、ミッドフィルダーになることだ。ご近所は平均５０世帯だから、１人

の民生委員が５つか６つのご近所を持っていることになる。それぞれのご近所では、

既に世話焼きさんが活躍している。その世話焼きさんたちを後押しする役に変わる

のだ。 

そして難題は、さらに上層の校区や市町村域の関係者に繋げる。生活支援につい

ては生活支援コーディネーターがいるから、その人と繋がればいい。民生委員にと

っての協働とはそういうことなのだ。民生委員の協働の役割は極めて大きい。ご近

所という大事な圏域をバックアップし、加えて上層とご近所を結ぶ役割もある。地

域福祉の要（かなめ）の位置にいるのだ。 
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■自治会は福祉活動を各ご近所に戻そう 

 では自治会はどういう役を担うべきか。今まで自治会は、その傘下のご近所で福

祉の営みが行われているという意識を持っていなかった。そのため、自治会が自ら

福祉サービスを実施している。会食会やサロン開催、見守り活動などだ。 

それはいいのだが、問題もある。そうなると、ご近所は何もやらなくなるのだ。

それだけではなく、数百世帯の自治区でこれらの福祉活動が行われても、ご近所に

いる当事者はそこまで行けないのである。 

当事者の都合を考えるのなら、これらの福祉活動はそれぞれのご近所毎に実施す

べきだろう。自治会は自らこれらの事業を行うのではなく、各ご近所で実行される

ように指導していく。そういう役割が求められている。これが自治会の協働である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世話焼きたちでご近所福祉推進体制 

第２層 

校区の支援体制 

第１層 

市町村の支援体制 

第３層 

ご近所福祉サポーター 
（例えば民生委員） 
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⒓ＮＰＯ、ボランティアの「地域協働」 

■ご近所との連携に関心がない？ 

 ＮＰＯやボランティアは、普段あまり「協働」について考えることはないのでは

ないか。 

 あるＮＰＯが「パーソナルサポート」事業を受託した。一人の生活困難者等に対

して、そのすべてのニーズに対処しようという。「ワンストップ・サービス」と似通

っている。原発被害を避けて北九州に疎開してきた一人暮らし高齢者のパーソナル

サポートをしてきたが、一定の期間が過ぎ、撤退することになった。しかし本人は

困っている。そのことをＮＨＫが取材していた。ＮＰＯとしてはこれにどう対応す

るのか。担当者は、自分が個人的に通って来るしかないかもしれない、と困惑して

いた。 

このサービスについては私自身、本人のご近所と連携してやった方がいいのでは

ないかと提案したことがある。残念ながらそれは実現しなかったが、もしご近所の

人たちと一緒に取り組んでいたら、「あとは私たちが引き受けますよ」と言ってくれ

たかもしれない。少なくとも最低限の支援はしてくれたはずなのだ。 

 協働とは、地域福祉と不可分な関係にある。要援護者が住み慣れた地域で人間ら

しく生きていけるよう支援することが地域福祉の基本にある。それを実現させるに

はどうしても、本人の周りの人たちが連携する必要があるのだ。それはボランティ

アでもＮＰＯでも変わりがない。ところがこの協働がほとんど行われていない。提

案をしても反応はない。 

 

■活動を普及させる気はない？ 

 なぜＮＰＯやボランティアは協働を意識しないのか。一つには、活動者自身の動

機付けから活動が始まっている場合が多いことがあるのではないか。 

 マスコミに取り上げられるユニークな活動をしているグループのリーダーに、よ

くこんな質問をする。「それを全国各地に普及させていく気はありませんか？」 

今の活動は全国でたったの一つ。これではいつまでも広がらない。そのノウハウを

提供しながら、各地に同じような活動を作らせていけばいいではないかと。ところ

がこれには興味がないようだ。「たった一つのユニークな活動」のままで続けたいと

言うのである。 
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■連携が進まない連絡協議会 

 全国にボランティア連絡協議会が作られているが、なかなか横の連携が取れない

のが、担当者の悩みになっている。 

何十という異種のグループが集まっているのだから、これをうまく利用すればい

ろいろなことができるはずである。ところがそのような場に講師として招かれて行

っても、各グループは他のグループと連携することにほとんど興味を持っていない。

たしかに連絡協議会の会合には出てくるが、それぞれが自分のグループのことしか

見ていない。内向きの参加者ばかりでは、せっかく集まっても連携は進まない。 

 

■外向きのグループに転換することから 

 そこで私が、例えば１つのテーマについて、異種のグループがそれぞれの持ち味

を生かせば面白いことができるではないかと提案し、アイデアを出し合う作業をし

てもらうと、その場では興味を持って取り組んでも、それ以上、これを発展させて

みようという意欲は見られない。やはり自分たちの活動に関心が向いてしまってい

る。 

内向きのグループをどうやって外向きのグループに転換するのか。そこから考え

ていく必要がある。 
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⒔老人クラブの「地域協働」 

■当事者だけでは存続が難しい。ならば… 

 老人クラブのような、要援護者が所属する組織は、当事者以外の人とも協働しな

ければ運営していくことが難しい。最近はリーダー級の人が９０代になり、会長の

成り手がいないという理由でクラブを解散する事例が増えている。 

 要介護になると、組織にとって負担になるため、要介護者は歓迎しないという空

気も広がっている。しかしこの時代に要介護者を仲間はずれにすれば、それだけ老

人クラブの評価は下がるし、どんどん先細りになっていく。どうしたらいいのか。 

やるべきことは決まっている。協働型クラブにすることである。当事者だけでは

存続できない。ならばいろいろな人材を仲間に加えるのだ。 

 

■ずばり協働型クラブにすればいい 

 最近は会長や事務局長に若手を登用するようになっている。５０代の自治会長に

老人クラブの会長を兼務してもらっているクラブもある。それだけでなく、担い手

も仲間に加える。佐倉市のクラブは、４０～５０代の若手に「準会員」として加わ

ってもらっている。川崎市のクラブは、介護グループのメンバーが就任することで、

介護のことはそのグループに頼めるようになった。要するにネットワーク型のクラ

ブにするのだ。その一般的なパターンを以下に提示してみた。 

①真ん中は健常者。これには条件がある。夫婦参加をめざすことだ。いずれ夫が妻

を介護することになれば、外部に支援を求めずに引きこもってしまう可能性が高い。

これを防ぐために、できるだけ夫婦参加をめざす。 

②次は病弱者や要介護者。メンバーがそうなることもあるし、そういう人を仲間入

りさせることもある。 

③がそのための資源。介護経験者や介護・看護のプロ（現役またはＯＢ）。調べれば、

そういう人が既にメンバーになっているかもしれない。 

④サポーター。これからどのグループも高齢化するので、こういうサポーターが必

要だ。 

 と言っても、それぞれの組織がこんな複合型の組織をめざすかと言えば、残念な

がら期待できない。そこでこれを外部から刺激する必要がある。 

老人クラブと同じように、地域包括支援センターや老人施設、事業所のケアマネ
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などが、「この人を仲間に入れて」と、要介護者や病弱者を送り込んでいくのだ。病

院も、担当の看護師がいるはずだから、その人が地域グループに接触していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ただ要援護者を派遣するだけでなく、介助人を一緒に派遣したり、介助のノウハ

ウを教えたりといった支援を同時にしていく必要がある。 

 また地域の介護グループも、こうしたグループに仲間を派遣したり、グループ内

の介護経験者や元プロなどと連携していく。介護経験者や元プロで構成された地域

の介護サポートチームができていれば、彼らも各グループとネットワークしていけ

ばいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

健常者 
（夫婦参加） 

病弱者・要介護者 

介護経験者・元プロ 

サポーター（入れさせ屋・仲介者） 
介護経験者・元プロの 

地域ネットワーク 

介護グループ（有償） 

地域包括支援センター 

事業所（ケアマネ） 

老人施設 

連携 

介助人等派遣 

介助人等派遣 
入会推進 
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⒕「身内化」－日本的ネットワークの手法 

■理念には関係なく、身内なら無条件に繋がれる 

 日本人はネットワークというものが苦手なようである。どこか他の組織と繋がる

意思を持たないのだ。ではどうやって自分たちの生命の安全を保持したり、必要を

充足させようとしているのかといえば、１つの組織内で全人的な関係を持ちたいと

思っているのだ。その中で自分たちの安全や必要を充足させようとしている。老人

クラブなどが、新しい仲間を受け入れることに熱心でないのは、特定の仲間で全人

的な関係、つまり仲良しクラブを形成しているので、他の人（よそ者）を受け入れ

ないのだ。 

 ある福祉関係の学者が、要援護の高齢者は「千手観音型サービス」を求めている

と言っていた。これと見込んだヘルパーにすべてを任せたいという。機能別に専門

のワーカーが来て、それらを上手に使いこなすというのは、欧米型のサービス形態

で、日本人には馴染まないのだと。 

 欧米人は理念が共有できれば、いくらでもつながることができるが、日本人は理

念は関係ない。身内かよそ者かで区別し、身内とわかれば連帯できる。よそ者は、

理念が同じであろうが関係ない。このことを理解していれば、日本的な協働が可能

になるのだ。 

 

■地元のすべての組織に所属すれば… 

 身内作戦とはどういうものなのか。例えばあなたが民生委員だとして、地域のさ

まざまな組織と協力し合う関係になりたいとする。ならばそれらの組織にも所属す

ることだ。 

 茨城県の活動家のＯ子さんは、地域の女性関連のすべての組織に加入するという

作戦を立てた。そして、例えば一人暮らし高齢者への配食サービスをしようとした

時は、ＪＡの仲間に依頼してコメを確保することができた。彼女の活動を図式化す

ると、以下のようになる。 
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 長野県のある民生委員は、別の目的で、Ｏ子さんと同じ作戦に出た。彼女の住ん

でいる家★は、担当地区の一番端にあって、福祉ニーズがつかめない。そこで地区

内の人が集まる場所、例えばラーメン屋とか居酒屋に始終顔を出すことにした。 

それだけでなく地区内のさまざまなグループに所属することで、それぞれの組織

内で発生した、あるいはそこにやって来たニーズを残らず把握しようとしたのであ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ 

婦人会 

生協 

介護ボランティアグループ 

生涯学習グループ 

 

Ｏ子さん 
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■オンブズマンもよそ者なら受け付けない 

 いずれも、相手に自分のことを「身内」と思わせるためなのだ。身内なら福祉ニ

ーズも打ち明ける。大阪のある老人ホームが、オンブズマン制度を立ち上げた。わ

が施設のあり方を外部の人に批評してもらいたい、特に入所者の声を外部から拾い

出してもらいたいと思った。見上げた心がけだったが、肝心の入所者からの苦情な

どは一件もオンブズマンにはやって来なかった。入所者でさえ、いくら苦情といっ

ても、よそ者には打ち明けなかったのだ。 

 じつは意外なオンブズマンがいた。施設ボランティアである。ベテランのボラン

ティアになると、入所者が苦情を持ち込むようになり、それを施設長に伝えること

ができる。施設職員の声を入所者に伝えることもできる。入所者も、施設職員も、

この人は身内だからと、気軽に打ち明けるのだ。 

 

■地域の様々なグループのリーダーで新グループ 

 神奈川県相模原市に面白いグループがあった。このグループの特徴は、地域内の

さまざまなグループのリーダー級の人で構成されていることだ。そのメリットが、

後に現れた。地域内の各種のボランティアたちで大規模な集会を開いたのだが、参

加者の多さに私も感心したくらいである。しかし、何も驚くことはない、参加者の 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リーダーたちで構成したグループが主催したのだから、それぞれのグループから参

加者を送り出すのだから、参加者が多くなるに決まっている。 

グループの各スタッフが所属するグループ 
または出身グループ 

グループのスタッフ 

リーダー 

グループ 
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■ボランティア連絡会も生かし方次第 

 地域内の各種グループで構成された組織といえば、ボランティアグループ連絡協

議会がある。ところが、この協議会はあまり機能していない。情報交換程度しか行

われていないし、参加する人も、よそ者同士の集まりという感覚なので、親身にな

って連帯しようとは思わない。 

 ところがこの連絡協議会が組織として独自事業を始めると、様相が変わってくる。

まず協議会のリーダーたちに連帯意識が育ってくる。イベントを成功させるために

何度も集まり、協議するうちに身内意識が育ってくる。そうなると、今紹介した相

模原市のグループに似てくる。だから、ただの情報交換にとどまらず、何かイベン

トをやってみるといいということになる。 

 ある市では、そのボランティア連絡協議会に１つのイベントを提案した。１つの

グループがやりたいという事業に、他の加盟グループが協力するのだ。例えば図に

あるように、弁当の配達グループがやりたいというイベントに、他の加盟メンバー

がそれぞれの専門の腕を持って協力するという構図である。そうすることで今まで

は考えられなかったような豊かな弁当配食が出来上がる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「人脈がある人」を活用する手も 

 地域のさまざまな組織に人脈がある人を活用するという手もある。主婦が自宅に

弁当配食 

グループ 

野菜作り 

裁縫 

パソコン 

移送 

配食 

点訳 

料理 

茶道 

手作りの無農薬野菜を提供 

昼食会を送迎付きで 

メニューを作成 

利用者懇談会の昼食 

弁当ふきん作り 

和菓子と抹茶を提供 

メニューの点訳 

特別講師や行事の弁当 
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子ども文庫を作りたいと思ったが、これをどうやって実現したらいいのかわからな

い。同じご近所に住む大工の棟梁に相談したら、彼のツテを最大限に生かし、材料

の工面から各種工事まで仲間や下請けの職人に協力してもらい、立派な文庫を作り

上げてしまった。 

 似たような事例だが、ＮＰＯが障害者の作業所を作りたいと思ったが、資金はゼ

ロ。地元の不動産屋さんに片っ端から当たって協力を求めたら、その 1 人が関連企

業を活用して、土地の確保から建物の建設までを、ＮＰＯの負担はほとんどなくや

ってのけてしまった。 

 大工の棟梁とか不動産業の人はそれぞれ、複数の人脈を持っており、それらを活

用できる立場にある。本稿の発想と同じである。複数の身内を抱えた人が「人脈を

持つ」人なのだ。 

 

■秀吉も家康も信長もこの手を使った 

 介護ボランティアグループのメンバーの 1 人が、地元の老人クラブの事務局長に

就任した。彼女はこう言っていた。クラブ内で介護のニーズが生じたら、私が（介

護ボランティアグループの）仲間に頼むことができる。言い換えれば、老人クラブ

は介護ボランティアのメンバーを事務局長に据えることで、介護ボランティアの助

けを容易に得られることになる。となると、老人クラブは地元のさまざまなグルー

プと「身内化」することで、割合容易に必要な資源を確保できるということになる。 

 戦国時代、大名は自分の娘を敵対する大名に嫁がせて、「身内」関係になり、その

限りでは自分の敵から除外することができるという作戦を取った。秀吉も家康も信

長もみんなこの手を使ったのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


