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はじめに 

本研究所にとって、町内会の福祉活動と言えば、取り上げるテーマは２つある。 

１つは、町内会活動は本質的に福祉的な営みであるということ。いわゆる「福祉」

の活動をするというよりも、住民向けの活動のすべてが福祉的なものであることを

意識して進めればいいのだ。 

 町内会の加入率が下がっているのは、福祉と関係がある。人々が町内会に入ろう

かという時に考えるのは、この組織は私が困った時に助けてくれるかということで

ある。ところがＳＯＳを発信しても反応がない。それでは、この組織に入る意味が

ないとしてやめていくのだ。住民の困りごとに応えること、これが福祉である。そ

れができる体制をどうやって作るかを考える必要があるのだ。 

◇ 

 もう 1 つのポイントは、町内会自身が福祉を実践するのでなく、傘下のご近所の

助け合いを支援することである。これは全くと言っていいほど行われていない。逆

に町内会で福祉活動をしてしまうお蔭で、ご近所で助け合いをしなくなっている。

そこで各ご近所の助け合いを支援する体制をどう作るかが大事になる。 

 同時に、町内で活躍する人たちは、できる限り自分の所属するご近所に戻り、そ

この福祉に貢献することだ。要はご近所の助け合い力をどう強めるかである。 

◇ 

 ご近所の助け合いを支援するとともに、ご近所で対応できない部分を、自治区で

引き受けるとともに、校区など上層組織に伝えていく仕事もある。自治区はご近所

と校区や市町村の仲介役を果たすことが期待されているのだ。サッカーで言えばミ

ッドフィルダー役である。今は町内会がフォワードの意識でやっている。だから本

来のフォワードであるご近所が引いてしまっている。福祉というサッカーを元の正

常なあり方に戻す必要がある。 
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⒈地域は４つの圏域で成り立つ 

⑴地域は３つの圏域（層）で成り立っている？ 

「地域」は、全体としてどうなっているのか。下の図のように、いくつかの圏域で

成り立っている。一つ目が市町村。すべての町内はどこかの市町村に属している。

さらにその次に校区がある。小学校区、中学校区。町内は小学校区の中に所属して

いる。その次が自治区である。 

 

 

 

 町内会は地域の中の自治区にある。住民レベルで福祉を進める最小の場は自治区

となっている。そこで町内会が福祉の営みも兼ねている。会食会を開いたり、サロ

ンを開いたり、老人クラブがいろいろな行事をするのを支援したりしている。 

 

⑵自治区は助け合いをするのには広すぎる？ 

 しかし、考えてみると、この数百世帯という圏域は、どういう場だろうか。住民

の福祉の営みと言えば「助け合い」だが、本当にここで助け合いができるのか？ 

 私も６００世帯の町内会に所属しているが、この６００世帯の人たちが私の助け

合いの仲間たちだと考えたことは一度もない。 

よく町内会や校区の関係者が、「顔の見える範囲」でふれあおう、といった言い方

をする。しかし実感として、町内が「顔が見える」範囲とは違う。「見える」のはも

っと小さな圏域ではないのか。 

 

⑶「顔が見える範囲」とは５０世帯のことだった 

次のマップは長野県内の数百世帯の自治区。ここで活躍中の世話焼きさんに聞い

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

300～500世帯 ３万～５万世帯 ３千～５千世帯 
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てみた。「こんなに広い地域の福祉問題がよくわかりますね」。すると彼女は「私が

見えるのは足元だけ」と、点線

で自宅周辺を囲った。５０世帯

ぐらいだ。 

 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。 

支え合いマップづくり（住民

の助け合いの実態を住宅地図

に乗せる）をしていて、住民は、

およそ５０世帯で助け合って

いることが判った。 

 

 

 

 

⑷第３層の後に、第４層があった！      

地域には、３つの圏域の最後に、４つ目の圏域があったのだ。自治区は複数の「ご

近所」からできていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第４層 

ご近所① 

第３層 

（自治区） 

５０世帯 300～500世帯 ３万～５万世帯 

ご近所② 

ご近所③ 

3000～5000世帯 
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⒉ご近所が助け合いの最適圏域 

⑴ご近所でやっていることをマップに載せたら… 

支え合いマップを作ると、人々はご近所で助け合っていることがわかる。助け合

いとは住民の福祉の営みと言っていい。下のマップ（およそ７０世帯）を見ると、

以下のようなことが見えてくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊２人の大型世話焼きさん（緑色）がご近所福祉のキーマンになっている。 

➋そこで食事サービス（おすそわけ）や送迎サービス、つまり生活支援もやって

いるではないか。しかもそのほとんどは双方向で、必ずお返しがなされている。ま

さに「助け合い」である。それだけではない。 

➌要援護者である一人暮らし高齢者も、いつも戸を開けている、外へ向かって声

を掛けるなど、見守られ努力をしている。一人暮らし同士が見守り合ってもいる。 
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⑵要援護者はご近所で生活し、ここから出られない 

 ご近所での助け合い推進が重要なのは、ここに要援護者がいるからである。 

  

 

 

 

 

要援護者がここで生活していて、自立生活をするために、ご近所さんの助けを得

ている。彼らはご近所から出ることが難しい。その心身の状況から、ご近所外に出

かけるのが辛いのだ。 

下のマップを見ていただきたい。要介護の夫婦がご近所の人にいろいろ頼みごと

をしている。その範囲を見ればわかる通り、極めて限られた範囲の人たちにお願い

している。これが要援護者の行動半径なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶だから要援護者は「ご近所福祉の充実を最優先に」と  

要援護者はここで自立した生活をしたいと言っている。それを支えるのが福祉の

第一の役割だとしたら、まずご近所福祉を充実させねばならないのだ。自立生活に

不可欠なのが、足元の人たちが日常的に見守ってくれたり、ちょっとした困り事に

応じてくれることだろう。それを今、ご近所さんがやってくれている。 

６頁のマップを再度見ていただきたい。例えばデイサービスから戻ってきて、娘

や嫁が帰宅するまでの一時間ほどが「淋しい」と言って、近くの世話焼きさん２人

校区 市町村 ご近所 自治区 

要援護者 （数百世帯） （数千世帯） （数万世帯） 

● 

Ａ子さん 

他地区から庭の草取りに来てくれる 

他地区から庭木の手入れに来てくれる 

車に乗せてくれる 

車に乗せてくれる 
ゴミ出しをしてくれる 

生協を一緒に購入 

雪かきしてくれる 

急な坂 

乗せてくれる 

バス停まで 

バス停 
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の家に出かけていく女性がいるし、向う三軒の人からおすそ分けや送迎をしてもら

うと共に、自らお返しもしている。それができる距離がご近所という所なのだ。そ

れに一人暮らし同士が相互に見守ったり、面倒を見合っている。これができるのも

みんな、ご近所同士だからである。 

 

⑷ご近所福祉活動の利点 

ご近所ごとに小地域福祉を進めれば、いろいろメリットがあることが分かる。 

①世話焼きさんはご近所で活躍している 

世話焼きさんはご近所

で活躍している。大中小の

世話焼きさんの多くがご

近所圏域にいる。自治区以

上は広すぎて「手に負えな

い」と思っているようだ。

地域福祉の主な人材はご

近所圏域にいるのだ。 

右のマップでは、最下段

の２人（緑）が大型世話焼

き。一人当たり１０名の面

倒を見ている。中段の左右

の２人が中型。一人当たり

５名程度の面倒を見てい

る。その他の人たち（１人

～２人に関わっている人）が小型だ。 

 

②福祉問題が見えやすい 

世話焼きさんが関わっている相手を見ると、自宅のすぐ近くの人ばかり。 

 次のマップでは、一人の世話焼きさんがご近所の「気になる人」数名に関わって

いる。いつも周りの人に気を配っているのが世話焼きさんだが、それでもやっぱり、

様子が見えるのは、自宅からすぐ近くの人ばかりだということがわかる。逆に言え

…民生委員 

…世話焼きさん …高齢者一人暮らし 

…高齢者世帯 
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３３３３    

２２２２    
 夫が脳梗塞で認知症。 

妻が介護している。 

→買い物の手伝い、 

食事のおすそわけ、 

グチ聞きなど。 

１１１１    
４４４４    

５５５５    

６６６６    

町内会長 

③の異変を伝達 

 一人暮らし男性 

 引きこもりの父子家庭。 

車の出入りなどで 

見守りをしている。 

ば、ご近所だとこのように気になる人の状況がわかるということでもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③深刻になる前に対処できる 

 ネットにこんな話があった。アパートに住む若い夫婦。ベランダで隣の部屋とつ

ながっているが、子どもの「ごめんなさい、もうしません」と泣き叫ぶ声と大人の

怒鳴り声が聞こえてきた。 

その後、夫婦のふざけ声とともに、ゴロゴロという音が聞こえてきた。ベランダ

に置かれた洗濯機に子どもを入れた後、本当にスイッチを入れたようだった。くぐ

もった子どもの悲鳴と水の音。それを聞いた若夫婦は飛び起きたが、警察を待って

いる余裕などない。夫は躊躇なく「警察呼べ！捕まったらごめん！」と叫びながら

ベランダに飛び出し、隣家との間の仕切りの板を蹴り破って介入した。その結果、

危機一髪で子どもは救われたという。 

 

④生活の中で要援護者に関われる 

住民は生活の接点で出来ることをやっている。次のマップ。一本の道沿いに人々

が住んでいる。３人の主婦が「お散歩の会」をつくって、毎日、左から右へ歩くこ

とにしている。その際「ついでに」と、道沿いに住む一人暮らし高齢者の安否を確

認することにした。見守りにくい家には「アミ戸にしておいて」とか「戸を開けて
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おいて」とお願いする。そうやって見守りお散歩が終了すると、この道のずっと右

に住んでいる民生委員に結果報告をするのが日課になっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急事態にも即応できる 

 近隣の要援護者に関わっているから、緊急事態にも対応できる。夜中でも大丈夫。

特に災害の場合、救援に駆けつけられるのは、向う三軒両隣の数軒のみだ。 

 

⑥要援護者も、足元からなら資源を発掘・活用しやすい 

要援護者にとってご近所がいかに都合の良いものであるかは、７ページのマップ

でもわかる。要援護者自身がご近所から自分に必要な資源を発掘し、活用している。

ご近所福祉が充実しやすいのは、ただ周りの人が見守りやすいとか、ちょっとした

関わりでいいというだけでなく、当事者自身、自分の周りから資源を発掘すればい

い、つまり助けられ努力がし易い条件が整っているのだ。自助努力と共助の努力が

ご近所ではうまく合体しやすいのである。 

 

➆食事や移送などの生活支援も、ある程度はやっている 

 ６ページのマップを見ると、多くの人が隣人に食事のおすそ分けをしている。送

迎も２人がやっている。食事とか送迎と言えば、すぐにＮＰＯによるサービスづく

りを思い浮かべるが、それぞれのご近所内で、ご近所の人たちで実行されているの

だ。やっている人は少ないが、対象になる人も少ないから、それで足りると言えば

言えるのである。 

 

 

毎日散歩 

「歩こう会」 
→毎日、この辺りを散歩しがてら見守り 

①「アミ戸にして」 

②「戸を少し開けておいて」 

畑で見守り 

散歩 

要介護女性 

（昼間は一人） 

見守り 

畑 

・・・一人暮らし老人 

・・・ボランティア 

★…一人暮らし高齢者 

●…ボランティア 
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⒊「ご近所福祉」の支援役へ 

⑴町内でサロンや会食会、老人クラブ活動もいいが… 

 今は地域の様々な活動は大抵、町内単位で行われている。町内会館ではふれあい

サロンや趣味活動が、そして老人クラブなども。住民はこれらに参加するために町

内会館へ行くのが当たり前になっている。 

 これには１つ、問題がある。下の地区には病弱者や要介護者がかなりいる。彼ら

はこの地区から 500 メートルほど離れた公民館には行っていないことが、マップづ

くりでわかった。要援護状態だから「行けない」のだ。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵要介護者を排除しての活動だった 

 ということは、町内のさまざま地域活動は、要援護者や病弱者を排除したままで

実施されているわけだ。要介護になったら、地域活動はあきらめて、デイサービス

を利用するなり、老人ホームに入りなさいと言っているのだ。 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

9 

10 

11 

12 

13 
14 

15 
16 

17 

18 19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 36 

37 

妻入院中 

透析 

老々・ 
老々・夫動脈瘤 

夫心臓悪い 

夫耳遠い 

透析 

…病弱者 

公民館 

 

妻足悪い 
妻膠原病 

妻透析 
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 上のマップを見ていただきたい。この町内（２００世帯）では、町内会長が主導

してふれあいサロンを開いている。町内会館は、町内の左端にある。参加者は２５

人だという。多くは班長らしい。 

 

⑶自主事業よりも、ご近所活動のバックアップを 

そこで聞いてみた。町内の右側で人々が寄り集まっていることはないかと。する

と、ロータリーのあたりで１０名以上の人が井戸端会議を開いていることが分かっ

た。その後、２ヶ所で二次会も開かれていた。いずれも町内の右側で、その１つが、

認知症の一人暮らし女性宅であった。来ている人に理由を聞くと、「見守りを兼ねて」

と言っていた。 

町内行事としてのサロンもいいが、それよりもロータリーでの井戸端会議や２ヵ

所の二次会をバックアップした方が、住民の意向に沿っているのではないか。 

住民はそれぞれのご近所で、サロンらしきことをやっている。ならばそれを町内

としてバックアップしたらどうかということになる。町内会も手間が省けるし、ご

近所さんからも喜ばれる。 

 

 

認知症の一人暮ら

しの女性(要支援1) 

 

サロン 
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⑷「ぜーんぶ、民生委員がやってくれる」 

 町内圏域では、民生委員が活躍している。だいたい２００～４００世帯を受け持

っている。民生委員の役割ははっきり規定されていないが、多くは地区内の要援護

者の見守りや困り事への対応をしている。これが百年も続いている。 

 ある地区でマップづくりをしたら、一人暮らしの人など「気になる人」が５０世

帯の中で１５世帯ほど見つかった。誰が見守っているのかと聞くと「私だ」と民生

委員。彼一人でこの１５世帯どころか、４０世帯ぐらいの人の見守りをしていた。 

 では、ご近所の人たちは何をしているのか。「この人（民生委員）がぜ～んぶ、や

ってくれる」と。住民は活動から完全に手を引いていた。 

 このような場合、では民生委員がすべての福祉問題に対応できるのかといえば、

それは無理だ。見守り程度しかできないが、住民に参加してもらおうとはしていな

い。その間にも、気になる高齢者の数は増えるばかりで、忙しさは増すばかり。民

生委員の成り手は減っている。 

 

⑸フォワードからミッドフィルダーへ下がろう 

 私たちは地域が４つの圏域でできているということを忘れてはならない。地域の

福祉はあくまでこの４つの圏域で協力し合わねばならないのだ。では自治区の本当

の役割とは何なのか。 

 サッカーを思い浮かべていただきたい。勝つために、考え抜かれて生まれたフォ

ーメーションがある。まずフォワードがゴールを狙う。その後ろで司令塔役として

ミッドフィルダーがいる。さらにその後ろにディフェンダーがいて、球がここまで

やってきたら、蹴り返す。最後にゴールキーパーが、ゴール前で守っている。 

 これを地域福祉に当てはめるならば、ご近所さんがフォワードだ。そして自治区

の町内会や民生委員がミッドフィルダー。校区はディフェンダー。ゴールキーパー

が関係機関。今は、第一層も第二層も第三層も、各自がボールを持ち、それぞれの

圏域で球を蹴り回している状況だ。これでは点が入らない。それぞれの本来の役割

に戻さねばならない。 
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⑹地域福祉の「扇の要（かなめ）」の役割 

自治区の自治会役員や民生委員等が、傘下のご近所の活動をバックアップする。

各ご近所の世話焼きさんたちと、支え合いマップづくりでご近所の課題を抽出し、

その取り組みを支援したり、一緒に取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

ご近所では荷が重いテーマは、ミッドフィルダーが上層圏域に手渡していく。校

区や市町村には、生活支援コーディネーターやコミュニティ・ソーシャルワーカー

などの人材もいて、下の層からニーズが上がってくるのを待ち構えている。自治会

や民生委員次第で地域の福祉が生きたり死んだりするのだ。 

 

⑺町内会の３つの福祉推進体制づくり 

 これまでの説明を頭に入れて、これらを効果的に進めるために、町内会ではどの

ような福祉推進体制をつくったらいいのか。簡単ではなくても、次の３層の推進体

制づくりが欠かせない。 

 

①町内会活動体制 

形式的なあり方で済ませるのなら、３つの層は不要で、極端に言えば町内会とい

う組織があって、それが福祉までもきちんとカバーするのなら、それだけでいい。

図で言えば、⑶があるだけでいいのだ。 

 

②町内福祉推進体制 

 しかし現実はそうはいかない。まず、町内会は様々な役割を負わされていて、し

かもそれをこなせる組織体制がない。だから、そこに新たに福祉という役割をこな

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

ご近所 

ミッドフィルダー（司令塔） 
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すための気持ちの余裕さえない。それに、福祉はやはり、誰でもこなせる仕事では

ない。それ相当の意識と行動力と知識がなければならない。 

 そこで福祉を特別に担う組織体制を作る必要がある。それが⑵である。民生委員

とか福祉推進員、老人会、子ども会など、福祉となんらかの関連のある組織や人材

で構成された福祉委員会や福祉部を作る。 

 

 

 

 

ご近所① 

ご近所② 

ご近所③ 

ご近所④ 

ご近所⑤ 

ご近所⑥ 

［平均５０世帯］ 

各ご近所の 

福祉推進体制 

⑴ご近所支援体制 

 

町内会 

⑵町内福祉推進体制 

⑶町内会活動体制 
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③ご近所支援体制 

 じつはそれだけでも足りない。既に述べたように、大事なのは、傘下のご近所の

助け合いを大事に支援していくことである。その支援があって初めて町内の福祉が

あるのだから。そのためには、そういう視点と姿勢がある人たちが、ご近所の助け

合い支援を専門に動く必要がある。それが⑴のご近所支援体制である。 

 

⑻ご近所支援組織のあり方 

 この組織は、日常的にご近所を訪問して、活動を支援するのが唯一の役割と言っ

てもいい。だからどういう組織が必要かと議論するまでもなく、ほとんど個人活動

と見ていい。ちょうど企業の営業マンがそれぞれ個人的に顧客宅を訪問しているよ

うに。そういう役目が果たせるような世話焼きさん的な資質の持ち主でないと務ま

らない。 

 個別の活動をしている彼等が、必要に応じて町内福祉推進組織や町内会組織に協

力を求めたり、同じ活動をしている仲間と、時々すすめ方を協議する。彼等の活動

の特徴は、問題を発見したら素早く対応に動かなければならないという点にある。

いちいち集まって話し合うといった余裕がないのだ。 

 

⑼ご近所支援組織の役割 

 ご近所支援組織がやるべきことは以下の通りである。 

①ご近所ごとに推進者候補を発掘し、体制作りを支援 

 ご近所での福祉活動はまだ当たり前のことではない。世話焼きさんが半ば無意識

的にやっているのが現状だ。だから、こちらでそういう人材を掘り起こして、意識

付けし、協力体制を作って進めていくように指導していく必要がある。 

 そうした人材の発掘が難しければ、支え合いマップづくりで掘り起こす。そこで

周りの人の面倒を見ている人が見つかる。 

 ただし体制づくりと言っても、ご近所という場で意図的な組織を作るのは好まし

くない。何となく集まって、なんとなく協議するといった感じでいい。 
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②ご近所内の福祉課題の発掘とその対応で、ご近所組織を支援 

 マップ作りなどで、ご近所の福祉課題を抽出し、それに取り組むという一連のご

近所活動を支援する。ご近所の推進組織では気付かない問題もある。 

 

③他のご近所や他地区の活動などの情報をご近所組織に提供 

 ご近所で活動していると、他のご近所の情報が入らない。そこで参考になる情報

を随時提供していく。逆に、自分が関わっているご近所の活動で、他のご近所でも

できそうなものは、それらのご近所に関わっている仲間に伝える。そのために活動

をマニュアル化することも必要。 

 

④マップづくりで出てきた課題を各圏域に振り分ける 

 ご近所組織と一緒にマップづくりをして、他の圏域がやるべきことを、それぞれ

の圏域に伝えていく。またはご近所と一緒に活動していて、上の圏域でしか解決で

きないものをその組織に伝えていく。 

 

⑤町内の福祉資源となる人材やグループ、団体を発掘し、活用 

 必要に応じて、町内福祉推進組織や町内会組織を通して、必要な人材を掘り起こ

し活用する。例えば子ども会や老人会の協力が必要なら、町内福祉推進組織を通し

て依頼する。地区や市域の福祉機関・団体の協力が必要な場合は、その圏域の組織

に依頼する。 

 

⑥地区や町内の活動でご近所で担った方がいいものをご近所へ戻す 

 後述するように、今は福祉は町内圏域で担うものと考えられているから、地区や

町内の活動には、本来はご近所毎に取り組んだ方がいいものも混じっている。それ

を分別して、ご近所が取り組んだ方がいいものを、ご近所へ戻していく。と同時に、

その取り組み方を指導する。 

 

➆町内の住民組織や活動組織がご近所単位でも助け合うよう働きかけ 

 活動的な人材の少なからずが、今は町内圏域で活動している。これではご近所福

祉が進まない。対策の一つとして、そうした組織がメンバーが在住するご近所でも

助け合いをしたり、ご近所福祉に関与するように働きかけていくことが必要だ。 
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⒋マップ作りで課題の抽出 
 ご近所支援組織がどのようにしてご近所の組織を支援していくのか。また町内会

としてどんな役割を果たすべきなのか。それは課題掘り起しのためのマップ作りか

ら始まる。 

⑴まず支え合いマップづくり 

①ご近所の助け合いは、外からは見えない 

 ご近所の「助け合い」は表面では見えない。第１層や第２層からは見えないのは

当たり前だが、第３層の自治区からも見えない。ご近所に住んでいても見えにくい。 

 なぜなのか。「助け合いは見えないようにやる」というルールがあるからだ。助け

てもらう側からすれば、それをあからさまにやられてはプライドがつぶれてしまう

から、できるだけ水面下で助けてほしいと願っているのだ。 

 

②支え合いマップを作ると見えてくる 

 ではどうしたら助け合いの実態が見えるのか。ここまでの事例でも分かるように、

支え合いマップを作れば浮かび上がってくる。なぜなのか。 

 支え合いマップでは、ご近所内の主婦など数名に集まってもらって、要援護者は

誰か、その人に関わっているのは誰かを聴取し、その関わり合いの線を結んでいく。

ご近所内に在住の数名の情報を集約すると、なるほどＡさんはＢさんとＣさんとＤ

さんに関わっている、彼女は世話焼きさんだとわかってくるのだ。 

 

③ご近所での助け合いを知らずに、どうやって地域福祉をしているの？ 

 しかし福祉機関の多くはマップづくりを行っていない。だからご近所で、マップ

で示したような助け合いが行われていることを知らない。ご近所という助け合い圏

域の存在も認識されていない。住民はほとんど助け合いをしていないと考えられて

いる。 

 住民の助け合いの実態を知らないで、どうやって地域福祉を進めているのか。そ

こで第１層や第２層で、ありうるニーズを推測し、それに対応したサービスを組み

立て、手を挙げた住民有志によって取り組まれるように働きかける。ニーズを抱え
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た人には、こちらまで来るよう呼びかける。 

そうなると、たまたま福祉機関が用意したサービスに近寄って来る人だけが救わ

れる。その他の人が、地域には多く残されている。これでは粗雑な福祉と言わざる

を得ない。 

 

④住民はある程度助け合っている。それを生かせば効率的だ。 

 マップを作れば分かるように、住民はご近所である程度は助け合っている。それ

を掘り起こし、上手に生かしていけば、効率的に地域福祉ができるのだ。 

 

⑤支え合いマップづくりとは何か？ 

 ご近所ごとに、ご近所さんが集まって、模造紙大

の住宅地図に、住民の関わり合いを線で結んでいく。

これによって、要援護者やその人に関わっている人、

ご近所の福祉課題などが浮き彫りになる。 

 ご近所では住民は水面下で行動しているから、外

からは見えにくい。ご近所の数名が集まって、情報を集約すると、見えてくる。 

 

⑥マップづくりのすすめ方 

マップづくりで成果を上げるには、以下の点を厳守し、妥協しないことが重要だ。 

➊社会福祉協議会や民生委員が、対象ご近所を決定（およそ５０世帯を厳守）。 

➋そのご近所に在住の住民数名（５名程度）に集まってもらう。 

➌模造紙大の住宅地図に太いマジックで記入していく。１時間半ほどかける。 

➍要援護者に誰が関わっているか、ご近所の福祉課題は何かなどを探る。 

➎課題解決には、当人はどうしたいのか、住民はどうしてあげたいのかを探る。 

 

➆町内会のマップづくり推進体制 

 マップづくりまで町内会長が中心になって進めるのは、荷が重い。むしろご近所

支援体制ができているのなら、その人たちで協力してすすめればいい。町内福祉推

進体制がこれをバックアップする。場合によっては、民生委員が中心になって進め

てもいい。民生委員は担当区域を常時訪問しており、それぞれのご近所のことに通

じている。住民と顔見知りだから、マップづくりの協力も得やすい。 
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⑧プライバシー問題にどう対処するか 

 個人情報やプライバシー問題が持ち出されることがあるので、以下の点を心得る。 

➊マップづくりは、ご近所の人たちが域内の気になる人について、互いの情報を持

ち寄って、より良い関わり方を考える、一種のケア会議であること。 

➋（自治会長や民生委員を通して）行政からの個人情報を持ち込む必要はない。 

➌ご近所内では、助け合いをするために、この情報を共有する必要がある。 

➍ただしこの情報をご近所外に広げる必要はない。マップはご近所内に閉じ込める。 

➎助け合いをするためには「プライバシー尊重」などと言っていては始まらない。 

 

⑵マップづくりから取り組み課題を抽出 

 マップづくりの目的は、住民のふれあいや関わり合いの状況を調べた上で、この

ご近所をもっといい地区にするために、どんなことに取り組んだらいいのか、課題

を抽出することである。その作業を、一つのマップ作りをもとに例示してみよう。 

あるご近所でのマップづくりで、いくつかの課題が出てきた。これを解決するために、どんなこ

とに取り組んだらいいのか。 
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マップは、赤い丸のついた５人と聴取者で作った。聴取の中から、７つの課題が

出てきた。その課題一つ一つについて、「解決のヒント」と、「解決策」と「各層へ

の振り分け」、そして＜聴取のポイント＞の４点を解説してある。 

＜解決のヒント＞とは、その課題を解決させるためのヒントとなるものが、聴取の

中で見つかったか、ということ。このヒントを聴取の場で、住民から聞き出すのが、

聴取者の腕の振るいようなのだ。そのヒントが見つかれば解決策は自然に出てくる。 

 ３つ目の＜各層への振り分け＞は、取り組み課題をご近所か自治区か校区か市町

のいずれが担うべきかを述べてある。この作業がうまくいけば、マップを作ること

でそれぞれの層の役割が見つかるのだから、それに取り組めば、まさに地域ぐるみ

の取り組みになる。 

 

［課題➊］ 

 一人暮らしの高齢者が数名、買い物に不便をしている。 

 

 ＜解決のヒント＞ 

 中村さんの夫が昔タクシーの運転手。ときどきご近所内の人を送迎している。 

 ほかにもご近所で送迎ができる人がいるらしい。 

 ＜解決策＞ 

 中村さんのご主人を中心にご近所で送迎サービスチームづくり。 

 ＜各層に振り分け＞ 

 中村さん以外に送迎をしている人を掘り起し、チームを作るまでの手伝いをする

のは自治区（自治会など）。事故対応や送迎関連の活動事例の提示などは校区（地

区社協）や市町村（社会福祉協議会またはそこのボランティアセンター）の役割。 

 

［課題➋］ 

 一人暮らしの高齢者はまた、食事に不便している。コンビニ弁当で間に合わせて

いる人も。 

 

＜解決のヒント＞ 

 隣人におすそ分けをしている人が３人もいる。また田中さんは元食堂を開いてい

たから、調理設備も場所もある。 
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 ＜解決策＞ 

 田中さん宅で、一人暮らし高齢者等を招いて食事会を開く。毎日徘徊している認

知症の鈴木さん（後述）も、食堂がそのルートにあるので、食事会に招く。 

＜各層に振り分け＞ 

 会食会の準備から開催までの支援は自治区。会食グループや栄養士、調理設備の

調達などは校区で、食品衛生法対策など行政との折衝は市町村。 

 

［課題➌］ 

 毎日徘徊をしている認知症の鈴木さんが心配。 

 

＜解決のヒント＞ 

 幸い徘徊ルートがご近所内に限られており、マップづくり参加者のうち４人が彼

女の徘徊ルートの線に住んでいて、それぞれが接点で日常的に見守っていた。し

かもこの人たちは世話焼きさんだった。 

 ＜解決策＞ 

 認知症の鈴木さんを見守っている４人でケア会議を開く。と言っても、意図的に

「会議」を開くのでなく、たまたま出会った者同士で情報交換をする、といった

程度でいい。 

＜各層に振り分け＞ 

 徘徊が隣接のご近所にまで広がった場合は、隣接ご近所や自治会との折衝は自治

会。認知症を隠さないまちづくりへ広げての活動は校区。この際認知症サポータ

ー研修をするのなら市町の役割。「会議」にケアマネジャー等を参加させるのは校

区か市町の役割。 

 

［課題➍］ 

 認知症の鈴木さんに何かお楽しみはないのか。聞いてみたら、以前に油絵を描い

ていたらしく、玄関などに作品が飾ってある。これを生かせないものか。 

 

＜解決のヒント＞ 

 彼女の自宅の近くに空き家がある。これを使えないか。 

＜解決策＞ 
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 空き家を回収して、彼女の作品の常設展を開く。または常設展示場にする。 

＜各層に振り分け＞ 

 自治区は開催に協力。会場の確保のための交渉も自治区。この事業関連の人材確

保（画家や美術館関係者）は校区または市町。 

 

［課題➎］ 

 後藤さんが奥さんに亡くなられた後、家に引きこもっていて、挨拶もしてくれな

いという。 

 

＜解決のヒント＞ 

 出口さんの夫が釣りをしているが、以前後藤さんも一緒に行っていた。 

＜解決策＞ 

 出口さんが、また誘ってみたらどうか。 

＜各層に振り分け＞ 

 後藤さんのご近所との接点をもっと掘り起こすのはご近所と自治区の協働で。釣

り関連のグループの発掘や、協力を求めるのは自治区や校区。 

 

［課題➏］ 

 山本さんのお母さんが老人ホームに入所した。ときどきでもいいから、里帰りを

させられないか。家族は嫌がっているというが… 

 

＜解決のヒント＞ 

 田中さん宅で食事会が開かれたら、これを生かせないか。自宅でなく、知人宅や

サロンの会場に里帰りというケースもある。 

＜解決策＞ 

 田中さんも「いいですよ」と言っているので、山本さんの里帰りに合わせて食事

会を開くという方法もある。 

＜各層に振り分け＞ 

 施設との交渉は自治区か校区。そこで移送や介助職員の派遣依頼も。校区や市町

は、里帰りがやり易い環境づくりを施設関係者と。 
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［課題➐］ 

 これらの課題にご近所の誰が中心になって取り組むのか。この際ご近所福祉推進

組織を立ち上げる必要がある。 

  

＜解決のヒント＞ 

 マップづくりに参加してくれた５人は、既におすそ分けをするなどで、福祉活動

をしている。事実上の世話焼きさんだ。 

＜解決策＞ 

ならばこの人たちでとりあえず推進チームを作ってみたらどうか。 

＜各層に振り分け＞ 

 自治区が音頭を取って推進チーム作り。 
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⒌町内活動に福祉の「ふりかけ」  

⑴町内会活動はじつは福祉活動だった 

①なぜ町内会をやめていく？ 

 町内会長の悩みと言えば、加入率が下がっている、やめていく人がいるというこ

とだろう。なぜなのか。町内会に魅力がないということに尽きるのだが、なぜ魅力

がないのか。 

 加入しない人の声を聴くと、「別に加入しなくても困らない。却って負担が増える

だけ（班長などの役員をしなければならない）｣。裏返して見れば、困った時に助け

てくれない（加入しても、何の得にもならない）ということではないか。 

 人がある組織に入ろうかという時に考えるのは、「この組織に入って、得になるだ

ろうか。困った時に助けてもらえるだろうか」ということだ。そして、ＳＯＳを発

してみるが、反応がない。それならやめよう、となる。 

 

②そもそも「福祉」とは何なのか 

 町内会活動と福祉はどういう関係にあるのか。町内会は福祉とは無関係なのか。

「福祉」とは何なのか。この言葉を原点にまで遡って考えてみたら、以下の通りに

なる。町内会活動の本質はじつは「福祉」だったのだ。 

 

①福祉の基本にあるのは「人間を大事にする」こと。だから「大事にされていない」

事実が見つかったら、それを変えるべくチャレンジすること。 

②「人間を大事にする」とは、だれもが「人間らしく生きる」ことができるように

すること。人間らしく生きることができない状態を発見したら、それに関わってい

くこと。 

③「人間らしく」には幅があって、「日々の生活に困る」から、「要介護でも旅行が

したい」までを含む。 

④私たちが生活の中で不便を感じていること、それを解決していくことも福祉（活

動）だ。 

⑤住民から「迷惑な人」だと思う相手も、福祉の見地から見たら「人間らしく生き
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るのを阻まれた人」と見てあげる必要がある。 

⑥少なくとも、福祉課題は高齢者や障害者の問題だけではない－と理解しておく。 

⑦「人間らしく生きられない人」がいたら、町内会の会員であるかどうかに関わら

ず救済の手を差しのべるべきだ。 

⑧「人間らしく生きられない」兆候は、その人のグチや、不審な行動など、さりげ

ない形で私たちのもとにやって来る。よほどその気で見ていないと気づかない。 

⑨あらゆる町内会活動の場に、福祉ニーズはやって来ている－と見ていい。 

 

⑵福祉活動のテーマ探しの実際 

 では、普段の町内会活動の中の、どこでどういう福祉問題に出会えるのか。「福祉」

をこの際、柔らかく捉えてみよう。 

 

①実施中の町内会活動の場に 

 何かの事業をしている時、大抵そこに「こういうことはしてくれないのか？」と

言ってくる人がいる。それを待ち構える担当のスタッフを置くぐらいの姿勢でいこ

う。事業が終わった後の反省会で、数件は出てくるはずだから、これも見逃さない。 

 

②町内会の事務所にやってきた 

 町内会の事務所はまさに活動の場だから、その中に福祉問題が混じったテーマが

近づいてくるのは当たり前。しかしスタッフがそれを意識していなければ、拾えな

い。これからは、よく気をつけて、大事なテーマが近づいたら、絶対に見逃さない

ようにしよう。 

 

③町内会長に個人的にやって来た 

 町内会長のもとには、町内からいろいろな悩み事がやってきている。それを会長

は半ば個人的に解決してあげているが、なにも会長だけで背負うことはない。福祉

部や町内福祉委員会で組織的に関わってもいい。そこで会長個人で対処すべきもの

と、組織として関わるべきものを振り分けてみよう。 
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④メンバーのグチをキャッチ   

 町内福祉委員会(または町内会福祉部)の席で、とは限らない。私たちは知人に出

会うと、その人と話をするが、その主要テーマは実は福祉課題だ。大抵はなにかグ

チを言うであろう。それを小まめにメモをしていれば、中には町内にとっての重大

なテーマが潜んでいるかもしれない。 

 

（５）委員会(福祉部)の席でついでに提案されたテーマ 

 委員会の席で｢ついでに｣出された提案が興味深いものであれば、緊急提案の一種

としてそれを取り上げ、審議するぐらいでもいい。大事なテーマというものは、え

てしてそういうふうにして出されることが少なくない。 

 

（６）わたしの町内の「いい人」探し 

町内ですでになんらかの福祉活動をしている人を探してみよう。この場合、何を

もって｢福祉｣活動とするのかが難しいところだが、とにかく何か人のためにいいこ

とをしている人をリストアップしてみよう。その活動が、あなたの町内で求められ

ている活動なのだ。 

 

（７）町内の「気になる人」「気になるコト」 

 テーマ探しで最も直接的な探し方がこれだ。要するに、各自が周囲の人の中で｢気

になる｣と思う人や事を意識すればいい。その場合、特定の要件をつけてはいけない。

とにかく｢気になる｣なら何でもいい。そうしないとなかなかテーマは見つからない。 

 

（８）住民の支え合いマップづくりの中から  

 最も大量に活動テーマが見つかる方法がこれだ。町内の特定の地区に限定して、

その地区内の人々のふれあいや助け合いなど、普段の営みを住民に聞きながらマッ

プに記入していくと、不思議なほどに、その地区の福祉課題が浮かび上がってくる。

これについては前章で述べた通りだ。 

 

（９）世話焼きさんから未解決の問題を聞き出す 

 町内の地区ごとに、数名の世話焼きさんがいる。マップづくりをすればすぐに見

つかるが、この世話焼きさんは周りの人たちに見込まれているから、そこに地区内
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の福祉課題が集中してくる。それを世話焼きさんから聞き出せばいい。 

 

（１０）人々がグチを出し合う井戸端会議場を探せ 

 人々は各自の悩み事を、だれかれ構わず言っているわけではない。グチを吐き出

す場と相手をきちんと決めている。ならばその人と場を特定すればいい。人々がグ

チを言うために集まっている場所－井戸端会議を巡回すれば、いくらでもテーマは

見つかる。 

 

（１１）町内会の通常活動に｢福祉｣のふりかけ 

 福祉というのは、普段の町内会活動と別枠にあるのではなく、例えば通常のふれ

あいイベントに、要介護の高齢者や障害児も参加できるようにすれば、それが即福

祉活動になる。以下のような点に留意すれば、町内会活動の少なからずが福祉活動

になるのだ。 

 

＜｢ふりかけ｣の種類＞ 

①要援護者等「イベント」に参加できない人に便宜を図っているか？ 

  例…障害児や要介護の高齢者も参加できるように 

②「事業」に近づいてきた「困りごと」にも対応しているか？ 

  例…イベントに悩みごとを持ち込む人 

③その事業での「迷惑な人」「困った人」を、「特別に配慮が必要な人」と見ている

か？ 

  例…ゴミ出しに協力しない人への対策 

④その事業（イベント）で「助け合い」を仕掛けているか？ 

  例…ふれあいサロンを助け合いサロンに 

 

（１２）そうと気づかず取り組んできた福祉活動 

 町内会の通常事業の中に紛れ込んだ福祉活動もある。町民が自主的に実行してい

るものもある。そういう隠れた福祉活動も探し出そう。 

 

➊町民が自主的にやっている福祉的活動 

 住民の普段のふれあいは助け合いである場合が少なくない。企業だって、顧客サ
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ービスという名目で、かなりの福祉的な活動を顧客に対してやっている。町内会が

活動をするよりも、住民の活動を掘り起こし、支援する方がよほど効果的だ。 

 

❷町内会の通常事業にまぎれ込んでいる福祉事業 

 町内会の事業のすべてが、何らかの意味で｢福祉｣と関わっているはず。それをや

や意図的に福祉として取り組めば、どこから見ても立派な福祉事業になる。 

 

（１３）いわゆる福祉
．．

事業を、より福祉
．．

的に 

 どの町内会でも、いわゆる｢福祉事業｣をある程度はしている。見守り活動や食事

サービス、ふれあいサロンなど。それらはたしかに立派な福祉活動なのだが、これ

をより福祉的に改善することも、課題の一つになる。というのは、同じ福祉活動で

も、例えば対象者にとって、より望ましいあり方というのがあって、それはいずれ

の活動についても同じことが言える、という場合があるのだ。 

例えば、ただ一方的にサービスを受けるのは、だれでも嫌である。人間にはプラ

イドというものがあるのだから。とすれば、いかにしてサービスの対象者が｢お返し｣

活動ができるように仕組むかというのが、より福祉的な事業の課題の一つになる。

ここに５つほど例を並べておいた。他にももっとあるはずだ。 

 

 

 イベントといえば大抵は、何十人もの人を一ヶ所に集めて、十把ひとからげに処

遇するというやり方をしているが、対象者は本当は、もっと個人的で、ペアの人間

関係を求めている。それも１年に１回といった「たなばたふれあい」よりも、日常

的な交流を。したがってこれが、ふれあい系統のイベントに求められている｢より福

祉的な｣事業の課題となる。 

 

 

ただ敬老の日に招待され、紅白の餅をもらって帰るだけでは物足りない。できれ

ば自分たちの方が招待する側になりたいものだと考えているかもしれない。そうい

う逆の構図も考えてみたらどうか。 

 

①集団的ふれあいから個人的（ペアの）ふれあいへ 

②「招待」から「逆招待」へ 
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 いっそのこと、どちらがどちらにサービスをしているのかわからないぐらいの相

互的な関係をつくれれば理想的だ。そうすることで初めて、対象者は誇りを守れる。

明らかに担い手と対象者が区分けされているという事業は、あまりいい事業とは言

えない。 

 

 

 福祉といえば｢困った人を助ける｣と思っている人が多いが、じつは福祉はもうレ

ベルアップして、むしろ「もっと豊かに｣を実現させることだと言ってもいい。 

寝たきりの高齢者にただおむつをしてあげればいいというのではなく、その人だ

って老人会活動に参加させてあげるべきだし、外国旅行も実現させてあげるべきな

のだ。またその人を介護している家族だって、たまには旅行に行きたい。趣味活動

にも参加したい。それを実現させるのが、今の福祉なのだ。 

 

 

 町民はそこで生活をしている。そこに｢福祉｣というものをナマで取り込むのは、

あまり感心しない。むしろ生活の中に紛れ込んでしまっている福祉こそが、町内会

の中での福祉活動の大切な要件なのだ。 

さりげない福祉活動という言い方がある。いかにも見守りをしているといった感

じの見守り、いかにもサービスをしているといった感じのふれあいサロン、いかに

も福祉の広報誌といった感じの広報誌、これらはみんな住民にから見れば｢臭い福

祉｣だ。 

 

⑥福祉の主役は当事者、であること 

 私たちは自分たちで勝手に福祉活動の計画を作ってしまうが、じつはそれをする

べきなのは当事者の方なのだ。当事者が自分の問題をどう解決するか考え、自分の

見込んだ人に助けを求める－これが常道。 

だから見守りのネットをつくる場合も、まず当事者がだれを見込んでいるのかを

きちんと把握し、その人にお願いして後方支援をするのが正しいあり方である。 

 

③「サービス」から「相互サービス」へ 

④「困った人を助ける」から「もっと豊かに｣の実現へ 

⑤福祉臭い活動から、福祉の匂いのしない活動へ 
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⑦当事者同士が助け合い－これが最良の方法 

 当事者が同じ問題を抱えた当事者と連帯し、協力して自分たちの問題を解決して

いく－それが当事者にとってはより望ましいあり方だ。だから、なんでもサービス

をすればいいというのでなく、できるかぎり当事者同士の助け合いに返していくの

が正しい福祉のあり方なのである。 

 

⑧専門福祉サービスから助け合いの輪へ 

 私たちはともすると、当事者を専門機関に手渡していけばそれで役目が終わりだ

と考えがちだが、じつは本当はむしろ専門サービスの手から、住民の支え合いの輪

の中へできる限り当事者を戻していくことが、正しいあり方なのだ。 

 

⑨資格のある人から天性の資質の持ち主へ 

 福祉活動をするのは、その意欲のある人がいいのだと、よく言われるが、住民の

センスはちょっと違う。地域では資格を持った人や、その役を担った人よりも、生

まれもってその資質を備えた人の方が当事者に見込まれやすいということが言える。

そういう世話焼きさんを見つけて、その人の活動を側面支援する方が、よほど住民

のセンスに合っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


