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はじめに 

 支え合いマップ作りの最大の目的は、地域の取り組み課題を抽出することである。そのご近所を

より良き福祉の地域にするには、どんなことに取り組んだらいいのかをまとめるのだ。 

ところが多くの人が、取り組み課題が出てこなくて難儀をしている。それ以前に、取り組み課題

を考えるための情報が得られないでいる。 

そこでここに、私自身が実際に住民の方と一緒にマップ作りをして、取り組み課題を抽出したケ

ースを、１５事例ほど並べ、実際にどんな取り組み課題を抽出したかを見ていただこうと思う。そ

れぞれ、どんな視点で、どんな狙いをもって作業をしたかも、簡単に述べてある。 

仲間と一緒に、事例一つ一つをじっくり読みながら、取り組み課題のコツを考え合う－自主学習

の材料として使っていただきたい。１５例の中に、マップ作りでよく出てくるテーマを盛り込んで

ある。 

 

＜目次＞ 

＜事例ごとの「取り組み課題」抽出の特徴と狙い＞＜３＞ 

＜１＞「引きこもり」にお手上げ？＜６＞ 

＜２＞「見守られ上手さん」がいた！＜１０＞ 

＜３＞老々世帯の本当の問題は？＜１４＞ 

＜４＞病弱者がこんなに… さて課題は？＜１６＞ 

＜５＞介護家庭をどう支える？＜１９＞ 

＜６＞施設入所者を里帰りさせられないか？＜２２＞ 

＜７＞デイを利用するご近所、しないご近所＜２５＞ 

＜８＞「ご近所密着ヘルパー」？ 面白いねぇ！＜２７＞ 

＜９＞「徘徊」をどう見守る？＜２９＞ 

＜10＞めざすはご近所密着型食事サービス＜３１＞ 

＜11＞「たまり場がない」。本当か？＜３４＞ 

＜12＞「自治会加入率が低い」－どうしたら？＜３７＞ 

＜13＞「ラジオ体操」でご近所を元気に＜４０＞ 

＜14＞「空き家」に隠された本当の地域課題＜４３＞ 

＜15＞マップ作りは災害対策から＜４６＞ 
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事例ごとの取り組み課題抽出の特徴と狙い 
 ６ページ以降のそれぞれの事例について、取り組み課題抽出のやり方にどんな特徴があるのか、

狙いはどこにあるのかを簡単にまとめてみた。 

 

■第１例■引きこもりにお手上げ？－本人の「お楽しみ」に乗ってみたら？ 

 引きこもりの人でも真剣に探せば接触の手がかりは得られる。手がかりはあっても駄目な場合に

使える手は、その人の「お楽しみに乗る」である。引きこもりの人にも、何かこだわっているもの

がある。この事例でもカラオケや漬物作りに凝っていた。そこから入れば門戸を開けるものなのだ。

そこで、取り組み課題の柱は「お楽しみに乗る」方法ということになる。 

 

■第２例■見守られ上手さんがいた－当事者の意外な行為を膨らませる 

 住民はどんな見守り方をしているのかを丁寧にマップで探っていったら、意外な事実が見つかっ

た。当事者が意図的かどうかはわからないが、見守られ努力をしていたのだ。そこでそのやり方を

生かした見守り策が取り組み課題になる。 

 

■第３例■老々世帯の本当の問題は？－こんな問題があるはずと先読み 

 老々の問題となると、まだ二人とも元気だから問題はないと決め込んでしまう。しかしその後に

夫が妻を介護することになると、妻を囲い込んで外部からの関わりを拒否してしまったりする。だ

から二人が元気なうちに地域デビューをしておかねばならない。老々問題が出てきたら、この話を

持ち出してみよう。 

 

■第４例■病弱者がこんなに…課題は？－このご近所の本質的な問題は何か？ 

 マップでは、まず一人暮らし高齢者、次は老々問題と順番を決めておくが、この地区の本質的な

問題は何かを読み、そこから入ることも大切だ。紹介したご近所では、病弱な人が１１人もいた。

目立ちにくい支援対象である。それに自治会脱退など別の問題と複雑に交差している。 

 

■第５例■介護家庭をどう支える？－この問題にはこんな取り組み課題と… 

 福祉問題はそんなにたくさんあるものではない。介護家庭もその一つ。要はその家庭を周りでど

うサポートするかで、取り組み課題はこうだと、初めから頭の「引き出し」に入れておけば、大体

それで間に合う。あとは地域が受け止められるかである。やりやすいものから取り掛かればいい。 
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■第６例■入所者を里帰りさせられないか－特定ケースに皆で取りついてみる 

 地域には要介護でも頑張っている人がいる。しかしそれも限界と、施設入所や子供に引き取られ

ている－こういうケースを一つ、ご近所で支えてみるのだ。うまくいくか分からないが、地域の重

篤な問題を抱えた人を皆で支えようとしているのを見て、必ずご近所が変わってくる。 

 

■第７例■デイを利用するご近所、しないご近所－サービスや活動を疑ってみる 

 福祉サービスや活動はいつも正しいとは限らない。マップを作ると、それがはっきりと見えてく

る場合がある。この例では、隣り合ったご近所の一方がデイ利用者ばかり、もう一方がサロンばか

り。この「妙な事実」をどう解き明かすか。そこにご近所の取り組み課題が隠れているのだ。 

 

■第８例■「ご近所密着ヘルパー」面白いねぇ－面白い活動を膨らませてみる 

 マップを作っていて、えっと驚くような面白い活動に出くわすことがある。その場合、他の問題

は脇へ置いて、触発されたその発想を思い切って膨らませてみるといい。それはおそらく、あなた

の福祉観を根本から変えていくだけでなく、新しい福祉を構築するヒントにもなる。 

 

■第９例■徘徊をどう見守る？－マップで徘徊ルートと住民の接点を洗う 

 徘徊する人のいのちを守るには、大雑把なやり方では駄目だ。空白域を作らないために、マップ

で徘徊の全ルートについて、どこで誰が見守っているか、誰と接触しているかを調べる必要がある。 

その「自然な接点」を繋げれば、無理なく見守りネットを構築することができる。 

 

■第10例■めざすはご近所密着型給食－食の問題もご近所の助け合いで 

 食事や移送、家事支援などの問題が出ると、ＮＰＯ等によるサービスを考えるが、それではご近

所の助け合いが育たない。なんとかご近所で賄えないかと考え、マップで徹底的に資源を探すのが

本当のあり方だ。やってみたら、有力な資源が複数見つかった。あとはそれらの生かし方だ。 

 

■第11例■「たまり場がない」本当か？－井戸端会議場なら各所で見つかる 

 マップ作りで「たまり場がない」のを問題視する人が少なくない。住民は、それが必要と思えば

必ず作っている。井戸端会議場という名のたまり場があちこちにあった。しかもその一つは認知症

の一人暮らしの女性宅だった。なかなか味なたまり場ではないか。それを生かせばいい。 

 

■第12例■自治会加入率が低い。どうしたら？－住民の側から見るセンス 

 自治会への加入率が低いとわかると、それはよくないこと、加入促進を図らねばと考える人が多

い。推進者側の目線でこの問題を見ているからだ。住民感覚なら、入る魅力がないから入らないだ
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けである。それでも加入させたいのなら、魅力ある自治会作りのアイデアを競うべきだろう。 

 

■13例■ラジオ体操でご近所を元気に－飛び切り「元気な活動」に乗ってみる 

 マップを作っていて、そのご近所の様々な活動の中で飛び抜けて元気な活動が見つかる場合があ

る。やり手のリーダーがいて、たくさんの仲間を呼び集め、多彩な活動を展開していて、対象者も

満足している。これを徹底的に後押しして、ついでにご近所福祉を一挙に進めてしまうのだ。 

 

■第14例■空き家に隠された本当の地域課題－福祉の次元を超える地域課題も 

 マップで空き家が見つかっても「多いな」で終わってしまう。しかし空き家には地域の問題がた

くさん隠れている。子どもは都会へ働きに出、親は老人ホームに。一人暮らしの人は息子に引き取

られる。挙句は集落消滅の危機だ。もはや福祉問題を超えている。そんな広角の視点が求められる。 

 

■第15例■マップ作りは防災から－このご近所で真っ先に考えるべきことは？ 

今や日本は災害列島。まずは災害のことを頭に入れて、「この地区は安全か？」からマップづく

りに取り掛からねばならない。１５メートル級の津波が押し寄せるとなれば、高台はどこか、みな

し仮設はどこに建てるかを真剣に考える。災害に限らず、今この地区で真っ先に考えなければなら

ないことは何か、と思いを巡らす必要がある。マップ作りの聴取の順序が、これで変わってくる。 
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⒈ 「引きこもり」にお手上げ？ 
どのご近所も「引きこもり」の人が１人か２人はいる。マップを作っても、大抵は接触の手がか

りが見つからないで、お手上げになってしまう。しかしこれであきらめてはいけない。真剣に周囲

との接点を探そうとすれば、見つかるものなのだ。 

 

●父子共に引きこもり、という難題 

次に紹介するのは、わずか２７世帯という小さな集落。その中に気になる家が一軒見つかった。

父子家庭で、父は車椅子生活者、息子（４０代）はパニック症候群で、１つの職場に落ち着かず、

今はフリーターをしている。住民によれば２人とも難しい相手で、特に父親は気位が高く、しかも

家の中は「ゴミ屋敷」に近く、足の踏み場もないという。住民は極力触らないようにしていた。「こ

の２人をなんとかしてあげられませんかね」と私が言ったら、一同「冗談じゃない！」 

 

●意外にたくさんの「接触の手がかり」が見つかった 

 近寄り難い人だなと暗い気持ちになったが、住民からは２人の別の側面の話も出始めた。父は車

椅子生活だが 700 メートルほど先の畑へ毎日出かけて耕作をしている。途中に坂があるが、縄を

張り渡してつかまりながら上がっているという。 

Ａ子さんの畑と隣り合っているので、畑でなら、あいさつ程度だが会話が成り立つらしい。彼は

収穫した野菜を使って漬物作りをするのが得意のようで、Ａ子さんもいただいたことがある。 

息子も気難しく、引きこもりがちで、犬の散歩をしていても、ご近所の人と接近しそうになると

脇道に逸れる。ところがＤ男さんは父親と同級生だった縁で、彼とならおしゃべりをするらしい。 

民生委員のＣ男さんも同じ程度の会話ができるし、家へも入れる。④昔は常会へも顔を出していた。

引きこもるようになったのは、車椅子生活になってからだ。 

＜取り組み課題＞ 

①マップ作りの中で住民に提案した「取り組み課題」 

 ここまで接点が見つかったところで、私がいくつかの提案をしていった。 

➊彼を一度「常会」へ誘い出してみたらどうか。車で突然押しかけて、有無を言わさず乗せてしま

うといった荒療治も、場合によっては効果があるかもしれない。 

➋「常会が無理なら、収穫祭ならどうかしら」とＡ子さんが言い出した。「車で押しかける」役は、

土木会社に勤務しているＣ男さんが引き受けると明言した。 

➌男性たちで無尽を開いている。そこに誘い出したらどうか。彼も以前参加していたらしい。 

➍車椅子の彼はじつはカラオケ好きだという話も突然出てきた。じつはＢ男さん宅に男性たちが押 
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しかけてやっているという。ならばそこにも誘い出したらどうかとなった。 

➎畑でＡ子さんが出会っているなら、そこに皆が押しかけて井戸端会議を開いたら逃げられまい。 

➏そこで漬物の話が出るから、「オレたちにもくれないか？」と頼む。漬物自慢の彼を持ち上げる。 

➐彼の家に押しかけて漬け物講座を開いてもらったらどうか。そのとき皆でゴミを片づけてしまう。 

➑「井戸端会議」が成り立てば、そこで彼の困り事が出てくるだろう。それを解決してあげるのだ。

彼の悩みは、「自分が死んだら、息子はどうなる？」ということではないかと私が言ったら、Ａ子

さんが「確かに一度、そんな悩みをポロっと私に打ち明けたこともある」と言った。 

Ａ子さん 

父子世帯 

父は車イス生活 

息子はパニック症候群 

畑 

畑で会話 

ゴミステーション 

車イスでゴミ出し。

時々息子も 

Ｄ男さん 
息子や父と話す 

無
尽
の
メ
ン
バ
ー
 

無尽へ誘ったら？ 

Ｃ男さん 

(民生委員) 

「
車
で
連
れ
出
そ
う
」
(カ

ラ
オ
ケ
や
収
穫
祭
へ
) 

Ｂ男さん 

（カラオケ会場） 

カ
ラ
オ
ケ
へ
誘
っ
た
ら
？
 

★ 
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➒息子は以前、コンビニで働いていたが、客に無愛想だというのでクビにされたらしい。Ｃ男さん

が「一番まずい使い方をしたな」とあきれていた。この息子に「客相手」の仕事をさせるのは最悪

と。もっと彼の性格を読んで、一番向いている職場につけてあげないと、と彼はいいことを言う。

そこまで言うのなら、この息子の面倒をみんなで見ることはできまいか、と私が提案してみた。 

 

②めざすは２人に「その人らしい」生活を実現させること 

 いろいろ提案をしてきたが、最終的には二人に「その人らしい」生活を実現させることである。

それが福祉の目指すところだからだ。国は言っている。「福祉とは、どんなに要介護になっても、

住み慣れた家や地域で、安全かつその人らしく生きて行けるように応援すること」と。 

その具体的な目標が個々に示した、豊かさのダイヤグラムである。人間はこの６つが充足された

ら、豊かになったと言える。それが「その人らしい」生活でもある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの要素ごとに５段階で評価し、該当する場所に点をつけ、それを結ぶと出来上がり。ど

こが不足していて、どこが充実しているかが明らかになる。 

 今の段階では（黒色の線）、「友達」をはじめとして、不足している項目ばかりである。こういう

場合、私たちはとにかく「友達」の問題を解決しようと、これに力を入れようとする。しかし２人

はここだけは頑強に扉を閉じている。元々無理なことをしているのだ。 

 出てきた事実をこのダイヤグラムに反映させると（赤色の線）、彼は「趣味」が豊かだとわかる。

畑仕事、漬物作り、カラオケ等。ならばそこから入ったらどうか。ただここを充足させるだけでな

く、例えば漬物をいただいたり、漬物講座を即席で開いてもらえば、彼は「社会活動」をしたこと

になる。それがそのまま「友達」（ふれあい）につながる。上手な歌をみんなに聞かせても同じ。

その漬物を皆が有料で購入したら、「収入」も得られる。 

 

収入・仕事 

健康 

家族・夫婦 

友達 

社会活動 

趣味 

① 

② 

③ 
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＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①しつこく粘れば、これだけの事実が引き出せる 

 最初は、とても接触できる相手ではないという感じだったが、結局はこれだけの接触の糸口が見

つかった。これが本当に引きこもりの父子なのかと信じられなくなるが、これだけ引き出すのに正

味一時間はかかった。 

 

②事実が多ければ多いほど、取り組み課題もたくさん出てくる 

 引き出した事実（接触の手がかり）が多ければ、それだけ取り組み課題のアイデアが出しやすい

し、その案は実行可能性が強くなる。だから、聴取の際にどれだの事実が引き出せるかが勝負なの

だ。相手が（接触のチャンスは）「ない」と言っても、簡単に引きさがってはならない。 

 

③住民との懇談の中で取り組み課題を次々と提案してみる 

 ここでは住民に直接提案したものを、そのまま取り組み課題として提示してあるが、これが一番

いい。実際にこれが実行できるか、その感触を調べてもいるのだから。 

 

④「気になる人」のすべてについて、一度はダイヤグラムに乗せてみる 

豊かさのダイヤグラムは、引きこもりの人にだけ適用できるというものではない。すべての要援

護者が、このダイヤグラムを満開にすることを願っているはずなのだ。だから、マップで出てきた

気になる人のすべてについて、一度はダイヤグラムに乗せてみることが必要なのだ。 

 そしてダイヤグラムの効果的な活用法に習熟する必要がある。この事例で見ると、ただ趣味を豊

かにするだけでなく、それを人のために生かすことで「社会活動」が充足され、さらに「友達」や

「収入」の充足に波及していく。要援護者の問題解決のためには、このルートを頭に入れておくと

便利である。 

 

⑤取り組み課題を提案しながら、情熱を持って訴える 

 いろいろな案を出したが、いずれもそう簡単ではない。２人がそんなにたやすく住民の働きかけ

に反応するとは思われない。そこで求められるのは、住民のやる気と情熱だ。 

 当初は「なぜこんな人に我々が関わらねばならないのか？」と冷たい反応が返ってきた。しかし

話が進んでいる中で、「そうか、やらなくっちゃだめか…」と前向きな雰囲気が広がってきた。そ

うさせるには、こちらが情熱を持って住民に訴えなければならない。 
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⒉ 「見守られ上手さん」がいた！ 
●住民はそこそこ自助努力をしているはず、とみて… 

私たちは一人暮らしの高齢者が見つかると、この人をだれがどのように見守るのかということし

か考えていない。その一人暮らし高齢者自身はどのように見守られる努力をしているのか、どのよ

うに身の安全をはかろうとしているのかという点にも目を向けなければならない。 

 一人暮らしの高齢者のかなりが、見守られ努力をしていることがわかってきた。これを生かそう。 

➊Ｃさん。隣家に鍵を預けているし、カーテンが開いていなかったら注意してねと言ってある。だ

からＣさんの異変に気がつくと、隣家からメールで「どうしたの？」と来るらしい。しかも、万歩

計付きの携帯電話を持っていて、その情報が逐一、娘のところへ届くようになっている。ちょっと

ウォーキングをさぼると、「今日は歩いていないけど、どうしたの？」と言ってくる。 

➋Ｂさんは、隣に娘を近居させている。娘は看護師だ。ゲートボールにも参加しており、事実上、

一人暮らし同士で相互に安否の確認をしている。近所のスーパーにもしょっちゅう出かけている。

一人暮らしでスーパー利用者はだいぶいるようで、ここが相互安否確認の場になっている。 

➌Ｇさんは男性で、人との接触の機会はあまりないが、一日のほとんどを庭いじりに精を出してい

て、いつも誰かと立ち話をしている。無意識に見守られ努力をしているとみていいかもしれない。 

➍Ａさんのパターンも、よくある。異性の友達が毎日のように遊びに来る。これで毎日安否の確認

ができる。反対に、Ｊさんは男性で、女性の飲み友達がいた。 

➎興味深いのは、ＧさんとＨさん、Ｉさんの３人のケース。３人とも助けられ上手とは言えないが、

たまたま世話焼きさんの近くに住んでいるために、安全が図られている。要介護のＨさんの場合は、

世話焼き①が美容院の予約を取ってくれるなど、日常のこまごまとしたことの世話も焼いてもらっ

ていた。世話焼きさんの近くに住むというのも、見守られ上手の一つになるということだ。 

➏Ｉさんは高名な大学教授だが、「世話焼き②がいるから安心。いろいろ面倒見てくれる」と言っ

ていた。Ｋさんはだれが来ても戸を開けないが、世話焼き②だけは、受け入れていた。 

＜取り組み課題＞ 

①「結果としての見守られ上手さん」も探せ 

 意図的に見守られ努力をしている人はそんなにいない。大抵はほとんど無意識に、と言った方が

いい。娘を隣家に住まわせているのもたまたまかもしれないし、その娘が看護師であることも偶然

と見た方が正しい。そうと意図せずして、結果として見守られ上手になってしまったというわけだ。

ならば、こういう見方で事例を探してみることで、見守りの可能性が広がっていくかもしれない。 
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②「見守られ上手」のやり方を他の一人暮らし高齢者にも 

 今までの事例から「結果としての見守られ上手」の事例を集め、そのあり方を広げていけばどう

か。こうした知恵を一人暮らしの人たちに伝えていくのだ。 

Ａ 

スーパー 

Ｂ 

Ｃ 

Ｄ 

Ｈ 

Ｅ 

Ｆ 

Ｇ 
Ｉ 

Ｊ 
Ｋ 

Ａ Ｋ ～ …一人暮らし高齢者 

シルバーカー 

男友達が毎日来る 

看護師の娘 

ゲートボール 

娘 

万歩計付きの携帯 

→娘の所へ届く(毎日) 

「今日は歩かないの？」 

カーテンが開いてなけ

ればメール来る。隣家に

鍵預け 

パークゴルフ 男性 
男性 

男性 

寺 

男性 

毎日庭いじり 

(隣人と立ち話) 

御詠歌 

世話焼き① 
世話焼き② 

要介護 

「安全地帯」 

男性(５０代) 
デイサービス 

友だち 

(女性の飲み友達) 

娘 

人との接触嫌うが、 

世話焼き②は受け入れる 
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 ➊隣家に鍵を預ける。 

 ➋娘と毎日携帯でやりとり。 

 ➌娘を近居させる。娘を看護師にする。 

 ➍毎日スーパーに行く。そこで同じ一人暮らしと安否の確認し合い。 

 ➎一日中庭仕事。周りの人に自分を印象付ける。 

 ➏異性の友達を毎日受け入れ。 

 ➐世話焼きさんの近くに住む。 

 ➑毎日、ゲートボールやパークゴルフに出かける。 

 

③世話焼きさんで「安全地帯」づくり 

ここまでは見守られ努力という視点から見てきたが、本人の努力だけでなく、周囲の人たちの見

守る努力と相俟って、結果としての助けられ上手・見守られ上手になるのだということではないか。 

これらの事例を踏まえて、この地区にふさわしい見守りのあり方を考えていく。まずは世話焼き

さんの役割が極めて大きいことがわかった。 

➊世話焼きさんを残らず掘り起こして、それぞれがだれとだれの面倒を見ているかを調べる。 

 ➋それぞれの世話焼きさんが影響力を行使している範囲を円で描く。「安全地帯」と命名する。 

 ➌「安全地帯」に住んでいる一人暮らしで、まだ世話焼きさんが関わっていない人を調べ出す。 

 ➍世話焼きさんがいない地区がないか。そこに本当に世話焼きさんがいないのか、改めて調べる。

大型世話焼きさんは１０名程度の面倒を見ている。中型は５，６名程度、小型世話焼きは２，３ 

名程度の面倒を見ている。大型は少ないが、中小の世話焼きさんなら、かなりいる。 

 

④一人暮らし高齢者が集まる場を特定し活用する 

 ここで言えばスーパーやパークゴルフだ。特に一人暮らしの人が集まりやすいイベントや場があ

るから、もっと探し出して、まとめて見守るようにすればいい。と言っても、誰が見守るかだ。ス

ーパーが社会貢献として、毎日やって来る一人暮らしの人たちの見守り策を考えることもできる。 

 

⑤一人で出来る努力、している努力を取りまとめて仲間に配布。 

 そのために一人暮らしの人が寄り集まって、見守られ努力の情報を出し合うとどうか。 

 ①隣人に鍵を預ける、②カーテンが開いていたら気を付けてね、などと隣家にお願いする。③自

分が外から見える機会をできるだけ多くつくる。④娘に毎日携帯等で安否確認させる。⑤友達を家

に引き入れる。 
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＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①さまざまな見守り方を頭に入れておくこと 

 見守りには様々な方法があることが分かったと思う。ただ隣家が窓の明かりや車の出入りで見て

いるだけではないのだ。できる限りたくさんの見守り方の事例を頭に入れておけば、そのご近所で

はどんな見守り方が多いのかが分かる。それを参考に、そのご近所に合った見守り方を採用すれば

いい。 

 

②「これが見守られ努力？」－変幻自在の住民の努力を見破れるか 

 取り組み課題というものは、聴取者の頭から勝手に紡ぎ出されるものではない。最も大事な部分

は、そのご近所の住民がどのような行動をとっているかを調べ、そのやり方をうまく生かすことで

ある。だから、住民がどのような解決策を講じているかが分からなければ、それだけ取り組み課題

も出にくくなる。 

 例えば一人暮らしの男性が一日中庭いじりをしている、というのをどう解釈するかである。これ

も一つの見守られ努力だと見破れるか、そのセンスが求められている。住民のやり方はこういう意

味では、変幻自在であって、「えっ、これが見守られ努力なの？」と言いたいものも少なくない。 

その「見破る目」があれば、いくらでも面白い取り組み課題が出てくるのだ。 

 

③「見守り隊」を作ればいいというものではない 

 一人暮らし高齢者がいたら「見守り隊」づくりを考えるというのは、担い手主導で福祉を考えた

場合のやり方だ。住民主導、当事者主導になれば、まずはご近所の当事者や住民がどのような見守

り努力、見守られ努力をしているかを調べ、それを生かした見守り方を考えるようになるはずなの

だ。 

 

④多くが一般化できる。一人暮らし高齢者の見守られ知恵集を作れる。 

 住民の個々の問題解決努力の事例はそのほとんどが一般化できる。どのご近所でも適用できると

いうことである。そこで出てきた取り組み事例は、そのまま事例集ないしはマニュアル集として、

全域に配布することができる。 

だから、ご近所で収集した住民の営みは、これは一般化できるかどうかと問うてみるのである。

できると思えば、それを自治区や校区、あるいは市町村域に持っていって、すべてのご近所で活用

するように計らえば、効果は大きい。 
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⒊ 「老々世帯」の本当の問題は？ 
このご近所は一人暮らし世帯と老々世帯がほぼ同数いる。大抵はどちらかに偏るのだが、ここは

その段階を越えて、地域全体が高齢化しているのだ。 

 

●「老老介護になった時に起きる悲劇」を防がねば… 

老々世帯は何が問題なのか。現在は深刻な状況はないが、どちらかが要介護になると大変だ。特

に要介護の妻を夫が介護する段になると、妻を囲い込んで閉じこもってしまったり、挙句は介護殺

人になることも。これを未然に防止するために、夫を今のうちから地域デビューさせておかねばな

らない。 

 

 

 

 

 

 

 

＜取り組み課題＞ 

①夫の地域デビューの状況を個別に調査 

まずは、老々世帯の夫がそれぞれ今の段階でどのように地域デビューをしているのかを、個別に

調査する。地域のさまざまなグループに参加し、またボランティア活動もしている男性がいる。こ

の人を中心に、いくつかのグループができている。それらに誰と誰が参加しているかを調べる。 

 

②地域グループへの参加を推進。消滅したグループは再開を 

 上記のグループのそれぞれに男性の参加を推進する。以前にはあった男性サロンに再度チャレン

ジしてはどうか。その他、カラオケやグランドゴルフなど、複数のグループができている（または

…一人暮らし高齢者 

…高齢者のみの世帯 
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以前はあった）。それらの一つ一つを活性化していく。夫婦での参加も併せて普及させていく。 

 

③料理教室の開催も 

 妻を介護することになると、炊事洗濯のすべてを担わねばならなくなる。それに耐えられるか。 

そこで自立を目指す各種の講座も、今のうちに開いておく。前述の男性のように既に自立している

男性もいるので、彼を見本にして他の男性も追随するようになればいい。夫婦で一緒に料理を作っ

てパーティを開いたりしながら、自然に自立教育が行われるようなやり方でもいい。 

 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①老々世帯の問題が出てきたら「地域デビュー」を持ち出せばいい 

 夫婦のどちらかが要介護だったりしたら話は別だが、そうでなかったら、誰もがパスしてしまう

テーマだ。しかし今は何の問題もないとしても、将来は大いに心配。そこでマップ作りで、老々世

帯が多いと分かったら、このテーマを持ち出せばいい。対策もここで紹介したものでほぼ間に合う。 

 

②地域デビューの「先達」が居れば、その人を徹底利用せよ 

老々世帯の中の一組が、夫婦ともに世話焼きさんで、２人が面倒見ている相手を調べたら８軒あ

った。相手は必ずしも老々世帯ではないが、この資質を老々世帯の地域デビューに生かすことはで

きる。 

こういう場合に、私たちはすぐに自治区圏域、あるいはもっと広い校区圏域で資源や人材を探そ

うとするが、最終目的はどんな問題でも可能な限りご近所内で助け合えるようにすることではない

か。だからこういう場合も、まずはご近所内に資源がないか探す必要がある。 

 

③個々のデビュー状況を調べれば、必ずヒントはある。それを生かせ 

 このご近所でもそうだが、男性の地域デビューについてのヒントを探すと、一定数の事例が出て

くるもので、後はそれをうまく活性化したりしていけばいいのだ。 
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⒋ 病弱者がこんなに… さて課題は？ 
●３７世帯のご近所に１１人。その中に一人暮らしも自治会脱会者も 

このご近所特有の気になる人が見つかった。病弱者だ。３７世帯のご近所に１１人もいる。透析

３人、動脈瘤、膠原病、心臓が悪い、難聴、足が不自由な人。 

災害時に彼らをどう避難支援したらいいのか。人材はいるのか。ご近所にもう一つ、気になるこ

とが見つかった。自治会を脱会した人が、少なくとも８人はいた。加えて両者の関係がよくない。

何かを一緒にやることはないらしい。そこで心配になるのが、脱会した病弱者。３人いた。災害時

にこの人も避難支援してもらえるのか。一人暮らしの高齢者は４人いるが、２人は脱会組。一人は、

６０代後半の女性で、周囲と交流したがらないし、不在がち。孤立死の心配がある。 

＜取り組み課題＞ 

①災害時の避難のあり方を今から考えておく 

災害時、彼らの誰と誰をどのように避難支援すべきか。個々の症状を聞き出し、避難支援のとき

何に留意すべきか、話し合うことだ。動脈瘤の人や人工透析、膠原病など、素人にはわかりにくい。 

 

②自衛隊ＯＢと看護師などが連携して対応 

 避難支援に役立ちそうな人材を探したら、自衛隊ＯＢが６人いた。近くに自衛隊基地がある。「そ

の時はわしらが救出に駆けつける」と言っていた。彼らを中心に避難支援体制づくりだ。 

 病弱者には日常的な見守りや介助その他の支援が必要なはず。これに対応できる人材を探したら、

看護師とヘルパー、介護福祉士が各一人、見つかった。家庭介護経験のある主婦も数名はいるはず。

彼等で役割分担したらどうか。 

 

③自治会脱会組にも差別なく関わるよう話し合いの場を 

 自治会を脱会した８人の中に、病弱者が３人いた。災害時にこの人も避難支援してもらえるのか。 

一人暮らしの高齢者は４人いるが、２人は脱会組。両者の中がよくないと言うが、見守りの方は

きちんとやってもらえるのか。 

 

④世話焼きをキーマンに、会員と脱会者の交流の仲介を 

 気になる一人暮らし高齢者の２人目は、９０歳代の女性で要介護。しかも自治会脱会組。ところ

が彼女の隣に大型世話焼きさんが住んでいて、日常的に見守り、面倒を見ていた。本人も出かける

時は彼女に鍵を預けていくという。この世話焼きさんは五人の面倒を見ていた。そのうち４人が、

要介護か病弱者。この世話焼きと自衛隊ＯＢが、自治会員と脱会者の仲直りの仲介をするといい。 
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⑤不在がちの一人暮らし女性。「不在の際は隣家に知らせる」取り決めを 

一人は、６０代後半の女性で、周囲と交流したがらないし、不在がち。孤立死の心配がある。不

在の時ご近所に知らせるという取り決めを、強引にでも結ぶ必要がある。 

 

⑥病弱者のために、ご近所に集会所を作ろう 

 住民がふれ合ったり、趣味を楽しむための公民館が、このご近所内にはないことに気が付いた。

公民館はかなり離れており、利用している人に線を引いたら、やっぱり元気な人だけだった。これ

はおかしい。今の福祉は、ただ安全を守ればいいのではなく、要介護になっても「その人らしい」

生活が送れるようにと、国も言っている。どんな方法でもいいから、このご近所内に公民館か、そ

れと同じ機能を持つ場を作るべきだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①そのご近所の「問題の本質」は何なのか？ 

 このご近所の問題の本質は、自治会の集団離脱が他の問題も生み出している点にある。脱会者に

要介護や病弱者、一人暮らしもいる。災害時避難や見守り・生活支援を難しくしているのだ。 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 7 

8 

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 

６７歳・一人暮らし 
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 

…町内会をやめた人 

…病弱（要介護） 

…自衛隊員ＯＢ 

…公民館利用者 

…世話焼き 

…人材 

…一人暮らし 

公民館 

 (実際はもっと 

離れている) 

女性。ふれあい嫌い・ 

いないことが多い・ 

娘の所へ 
妻足悪い 

妻膠原病 

妻透析 
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②解決のヒントもマップの中で（ご近所の中で）探し出す 

 出てきた問題の解決のヒント探しまでマップでやる。住民はどんな解決努力をしているか。する

と、病弱者には自衛隊ＯＢや世話焼きさん、介護や看護のプロが在住し、一部は既に機能していた。 

 

③「公民館が遠い」のがなぜ問題なのか？ 

 公民館がご近所からかなり離れている。このご近所は病弱者が多い。彼等は公民館には行ってい

なかった。病弱になれば公民館利用はあきらめろと言うのでは福祉の理想に反する。では住民はど

うしているか。世話焼き宅がそういう場になっているらしい。そんな場をもっと探すのだ。 

 

④「取り組み課題」を各圏域（自治区・校区）に振り分ける 

＜自治会の役割＞ 

 大事なことは、本来ご近所の人たちで取り組むべきことを自治会がやってしまわないこと。そう

しないとご近所がやる気を失ってしまう。 

➊自治会員と非会員の仲が悪い例が他のご近所でもないか調べて、交流の仲立ちをする。要援護者

や引きこもりの人にこの問題が影響していないかも調べる。 

➋集会所が要援護者にも使えそうか、立地場所も含めて、ご近所ごとに調べ、対策を講じる。 

➌不在がちの一人暮らしの人をご近所ごとに調べ、隣人が所在を確認できる仕組み作り。 

➍避難支援の際、持病がある人の病状や支援の留意点をまとめ、各ご近所に配布する。 

➎各ご近所に在住の看護師、ヘルパー等を把握し、足元の要援護者に協力して関わるよう指導する。 

 

＜校区の役割＞ 

 校区の役割は、自治区の役割よりもさらに「後方」に下がることになる。ご近所の問題を分析・

研究・調査して、どのご近所でも使えるようなノウハウ、マニュアル、行動指針としてまとめるこ

とが多い。そこからさらに発展して、ご近所を福祉の地区とするための基本的なあり方－人材の発

掘・活用とかご近所福祉推進体制づくりなどを、マップ作りから抽出し、分析・整理して、各自治

区やご近所に提示する。 

➊会員と非会員の関係の調整策等を調査・研究の上、自治会に提示。 

➋要援護者も参加できるよう集会場やグループのご近所内配置を指導。 

➌不在がちの引きこもり高齢者の安全確保策を研究し各自治会に提示。 

➍持病がある人それぞれの避難支援策や留意点をまとめ、自治会に提示。 

➎ご近所特有の人材を地区で集約。その活用を自治会に働きかける。 

➏世話焼きさんの手でご近所福祉を推進するよう自治会を指導。 
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⒌ 介護家庭をどう支える？ 
このご近所は介護者を隣人達が支えている、珍しい地区である。隣人が、買い物を手伝ってあげ

たり、庭の草取りをしてあげたりなど、介護者の周辺的なしごとを代わりにやってあげたりしてい

る。介護者がそれを受け入れているということだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 では、介護家庭にどんな人が関わっているのか。上のマップで分かるように、介護経験者である

ことがわかった。これは生かせる。 

 もう一つ。下のマップを見ていただきたい。このご近所に元看護師が住んでいて、娘も息子もこ

の関係の職に就いている。この家に周りの人が介護の悩みなどを持ち込んでいないかと調べてみた

ら、大当たりだった。介護経験者が彼女の所に相談に行っていた。このあり方も生かせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…元看護師 …相談に乗ってもらっている人 

…介護体験者(現役とＯＢ) 

…介護家庭(線はその家に関わる人) …介護経験者(現役・ＯＢ) 
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＜取り組み課題＞ 

①家庭介護経験者で介護サポート・チームづくり 

 この際、もう一歩踏み出して、介護者を様々な面から支えられる体制を作ったらどうか。家庭介

護を経験した人は誰かと聞いたら、かなりの数になった。隣接したご近所についても調べてみたら、

同じ。既に彼女らの親の時代から家庭介護が行われている。今後は猛スピードで要介護者が増えて

いくので、早急に組織化することが必要だ。 

 

②家庭介護経験者にヘルパー研修 

 彼女らは介護経験があるのだが、「自己流だから」と、今一つ自信がない。そこでヘルパー研修

の中の実習の部分（３０時間程度）に限定して改めて研修を受けたらどうか。その技術を習得した

ら「ヘルパー特級」といった資格を民間で設けるのだ。 

 

③事実上のご近所福祉推進体制も担う 

 この人たちに介護のサポートを担ってもらうのだが、事実上、ご近所福祉を推進する役割もつい

でに担ってもらったらどうか。このご近所の問題は既に要介護への対応が中心になっているが、そ

の他にも以下に掲げるような様々な取り組み課題があるのだから、それらにも併せて対応してもら

う。 

 

④難しいケースごとにケア会議を開催 

 要介護者のいる中で、特に濃密なサポートが必要なケースについては、チームでケア会議を開催

する。そこにそのケースを担当しているケアマネやヘルパーなども参加してもらったらいい。それ

には家族の同意が必要になるが、ここまでお互いが開き合っているこのご近所なら、それも可能に

なるのではないか。 

 

⑤元看護師宅を関係機関の「ご近所支援拠点」に 

 元看護師が健康から介護までの相談に応じている。事実上の「ご近所診療所」に近い役割を果た

している。しかも家族にも看護師やリハビリ関係者がいる。この家族が介護サポート活動の相談役

的な役割を果たすことができる。これから求められる様々な医療や保健のニーズに応えられるよう、

この家を関係機関の「ご近所支援拠点」にすることもできそうだ。地域包括支援センターもこの家

を拠点に、ご近所の介護や保健のニーズにも対応していくことができる。元看護師では対応できな

いニーズについては、関係機関がサポートすればいい。 
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＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①地域の問題はいくつかに絞られる 

 マップ作りによって、予想していなかった事実が浮かび出てくることもあるが、その逆に、大

体予想されたような事実が出てくることも少なくない。地域には無限に問題があるものではなく、

大抵はいくつかの問題に絞られるものなのだ。その解決策も同様だ。 

 

②「ここは、こういうパターンの地域だな」 

 だから、あらかじめどういう問題が地域にはあるはずということを知っておけば、そしてそれ

ぞれに対する解決策をいくつか用意しておけば、それに当てはめていけばいい、という場合もある

のだ。この事例は、そういう手法を採用したケースである。 

 

③助け合いも深化したご近所。それなら高レベルの取り組み課題を提示 

 このご近所は高齢化も深化し、当然要介護者も多くなっている。という意味では大変な地区だ

が、長い間要介護者も助け合いの輪に加えている。今の日本では、助け合いをしていると言っても、

要介護者のいる家庭にまで踏み込んでいる地区は少ない。しかしこのご近所は違う。だから、他の

地区では適用できないような高レベルの取り組み課題も提示してもいいのではないか、という前提

でまとめた。 

 

④すべてのテストに合格、の優れたご近所 

そのために、マップ作りの場で、いくつかの質問をしてみた。➊介護家庭を隣人が支援している

か、➋介護経験者が一定数いるか、➌彼らが今介護中の人に関わっているか、➍ご近所内に介護や

看護のプロはいるか、➎その人に周りの介護者などが相談に行っているか、➎それをプロはきちん

と受け止めているか。驚くべし、この全部が合格だった。こういうご近所なら提示してもいいと思

われるのが、ここに並べた取り組み課題なのだ。 

 

⑤一人ぐらいは「やっている」。そこに取りつけ！ 

➊ほとんどのご近所ではこうはいかないだろう。しかし、この中の全部が不合格なわけでもない。

➋介護経験者はどのご近所にも必ずいる。➍介護のプロもいるのは間違いない。ただそれらの資源

がご近所でどれだけ機能しているかが心許ないのだ。しかし、➋の中の一人ぐらいは何らかの動き

をしているし、➍も同様。つまり「やっていない」人に目を向けるのでなく、「やっている」一人

を探し出し、どうしてその人ができたのか、そこから他の人もできる方法を見つけ出すのだ。 
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⒍ 施設入所者を里帰りさせられないか？ 
●ご近所の連帯を強めるための「一石を投じる」作戦 

ご近所の助け合いの真価が問われるのが、要介護者の隣人をどこまで支えられるか、だ。今のご

近所にそんな力はないが、簡単に諦めるわけにはいかない。どうやってこの難題をクリアするか。 

次のマップのＡＢＣＤＥＦＧが一人暮らしの高齢者である。いずれも、かなり心配な人たちだ。

注目すべきは、施設入所したり、デイサービスを利用したり、子供に引き取られて行った人たち。 

 

●地域の支えがないために施設入所へ 

Ａさんは、６０代の男性で車いす生活。排尿の世話が必要だ。姉が引き取っていたが、もう限界

と施設に入所させた。本人は「たまにでもいいから戻りたい」と言っている。姉の家はバリアフリ

ーだという。何とかならないのか。Ｃさんは娘に引き取られたが、これで一件落着とはいかないの

は、ちょっと彼女の状況を想像してみればすぐわかることだ。Ｄさんはデイサービスから施設入所

へ。症状が重くなって、もう在宅は限界と考えたのか。まだ何とか生きていける人も、地域の支え

が得られないとわかると、早めに入所を決断してしまう。Ｅさんは入所したが、定期的に里帰りを

果たしている。Ｇ家は夫が入所、いずれ妻も入所をと考えている。 

この全体を見渡して気が付くのは、地域の支えがないことが施設志向にさせている事実だ。ある

程度地域が支えてくれれば、もう少し在宅で頑張ろうかと考えている、ということではないか。 

 

●特定の１ケースにみんなで取りついてみる 

 と言って、急づくりに彼らを支えられる地域にするのは難しい。そこで、特定の１ケースにみん

なで取りついてみるという方策である。例えば、Ａさんは、はっきりと自宅へ戻りたいと言ってい

る。ならば地域で彼の願いを叶えてみるのである。どこまで支えられるかは、やってみないとわか

らないが、とにかくギリギリまで頑張ってみるのだ。 

姉の家はバリアフリーだという。まずは里帰りだ。Ｅさんは里帰りを実行しているというから、

どうやって実現したのかを聞いてみる。もしかしたら、Ｅさんに関わっている人たちを、Ａさん向

けにも振り向けられないか。里帰りができただけでも、希望が湧いてくる。 

最大の効果は、このケースにみんなで関わることで、自分たちもある程度はできるのだという希

望が生まれることだ。このご近所内の要介護者たちも、もしかしたら私も助けてもらえるかもしれ

ないと思う。この一件への関わりで助け合いの機運が盛り上がってくる可能性があるのだ。 
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＜取り組み課題＞ 

①Ａさんを里帰りさせてみる作戦 

 一石を投じる対象を、Ａさんに定めたとしたら、既に紹介したような作戦になる。とりあえずは

Ａ 

６０代男性。車イス。「帰りたい(た

まにでいいから)」。ここは姉の家

（バリアフリー） 

施設入所 

Ｂ 

８０代男性。妻に亡くなられたばか

り。看病中は近隣の支援を受け入れ

ていた 

ご近所で見守り 

Ｃ 

カラオケへ誘っている 

娘に引き取られた 

Ｄ 

Ｈ 

デイサービス→施設入所 

Ｅ 

施設入所。月一回里帰り 

Ｆ 

Ｇ 

デイサービスセンター 

夫が入所。妻が毎日面会。 

妻も申込み中 

入所 

脳溢血 
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里帰りを実現させてみるのだ。姉は「こんな手のかかる弟をたとえ一日でも戻すのは無理」と言っ

ている。しかし、家をバリアフリーにしているぐらいだから、弟の願いを叶えてあげたいという気

持はあるのだろう。しかし彼女一人では難しい。ならばご近所の人たちで、その一日だけでも世話

をすることはできないのか。ヒントになるのは、やはりＥさんだ。 

 

②Ｅさんの里帰りを応援する作戦 

Ｅさんは知的障害があり、施設に入所させられた。ただ、月に一回は里帰りしている。障害の中

身を聞くと、精神的にも落ち着いていなくて暴れることもあると言うが、それでも里帰りした時に

ご近所で支援するぐらいならできないこともない。 

 

③施設からの里帰りを応援する運動を施設と連携して 

施設入所しても里帰りができるのだとなれば、入所にも希望が出てくるではないか。それには施

設側も協力しなければ駄目である。 

 

④投じた一石に一定の効果が出たら、次の「一石」へ移る 

Ｂさんが妻の看護をしていた時ご近所の支援を素直に受け入れていた。妻亡き後もご近所の人た

ちが見守っている。この人が施設に入所しなくて済むように支え続けるのも、次の一手になる。 

Ｇさんの場合は、夫が施設入所し、妻が毎日のように面会に行っている。その妻も入所申し込み

をしているという。もし夫が家にいることができれば、妻は毎日面会に行く必要はない。本人も入

所申し込みをする必要もない。これも「次の一手」になりうる。Ｄさんも里帰りの対象になりうる。 

 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①たった一つの活動でもその影響力は大きい 

 ご近所という小さな圏域で福祉を進める利点は、テーマがそうたくさんはないことと、その中の

一つでもいいから取り組めば、その影響力が大きいことである。取り組みを始めると、ご近所の人

たちが見ている。人はやっぱり助け合わなくてはいけないとわかる。いずれ自分もと…。 

 

②どのテーマに狙いを定めるか？  

①ある程度難しいテーマ。②取り組めば影響力は大きい。③難しいけれど希望はある。④当事者

も善意を受け入れる気がある。⑤関係機関も支援する意欲がある。この五つの要件のすべてが充足

されることが望まれる。 
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⒎デイを利用するご近所、しないご近所 
●福祉サービスや活動の「病理」に気づく目を 

 マップ作りではただ無批判にマップ作りで出てきた事実を受け入れるだけでは駄目だ。マップ

を作っていて、「これ、ちょっとおかしくない？」と疑問を感じる事実が浮かび上がってくること

もある。福祉サービスや住民活動のあり方などでだ。 

マップは要援護者とその問題解決のヒントを探すだけではない。住民の活動や福祉サービスの実

態も調べるとともに、その問題点も探り出す。それが取り組み課題の抽出につながっていく。 

 

●１丁目はデイサービス利用者ばかり、２丁目はサロン参加ばかり 

このご近所は真ん中（の点線）から左が１丁目で右が２丁目だが、両者の大きな違いが浮かび上

がった。デイサービスを利用しているのはほぼ全員が１丁目の人。では２丁目の要援護者（要支援

者）はデイに行かずにどうしているのか。２丁目で目立つのはふれあいサロンがあちこちで開かれ

ている点だ。全部で５ヶ所。右端のサロンへは７人が集まっている。 

 

●サロンが盛んだとデイ利用の必要がないということ？ 

サロンが盛んだとデイへ行く必要はない、ということか？ または、１丁目ではみんなデイへ行

っているためにサロンが立ち上がらなかったのか。あるいは１丁目の方はデイへの「引力」が強す

ぎるのかもしれない。ケアマネ等がそのように誘導したということも考えられる。 

しかも１丁目の有志は老人ホームへボランティアに、２丁目の有志はサロンを開催。これもきれ

いに分かれている。さて、あなたはこの実態をどう読み解くか？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…デイサービス利用者 

…サロン・井戸端会議場 
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＜取り組み課題＞ 

①まず実態調査からはじめる。 

 どうしてこういう現象が生まれてしまったのか。その理由を調べる必要がある。 

 要介護（要支援）は１丁目と２丁目でどのように分布しているのか。２丁目は該当する要介護者

はいないということなのか。いてもデイを利用していないということなのか。１丁目はサロンが本

当にないのか。サロンがないからデイへ行ったのか、デイへ行ったからサロンが必要でなくなった

のか。１丁目でサロンが生まれたら、デイからこちらへ切り替える気はあるのか。 

 

②今の段階での提案をしてみると… 

➊１丁目でもサロンを開催してみる 

 人材の候補としては、老人ホームにボランティアに行っている人が地元でサロンを開く気はない

か。２丁目のサロンが１丁目のデイ利用者を受け入れる気はあるか。１丁目の人の中からサロン候

補を探す。井戸端会議は本当に１件もないか。デイから戻って自宅で井戸端会議をしている人は？ 

➋デイサービスセンターが１丁目でのサロン立ち上げを支援 

 デイ利用者が１丁目へ戻ってふれあうのもいい。それをデイが支援すべきではないか。または１

丁目でサテライトデイ（デイの出前）もいい。２丁目でも開いて、サロン参加者にも参加させる。 

➌老人ホームボランティアが在宅支援型へ活動転換を 

 今は在宅志向の時代。デイ利用者を自宅周辺でのサロンに参加させたり、老人ホームの入所者を

里帰りさせたり、地元のサロンに参加させたりするのが、これからのボランティアの大きな役割だ。 

➍１丁目のデイ利用者と２丁目のサロン参加者の交流会を開いたら？ 

 お互いに知らない仲でもないはず。両者が一堂に会して交流してみたらどうか。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①「福祉サービスはいいものだ」という前提を取り払う 

「サービス」を無条件で受け入れる傾向がある。するとマップで出てきた奇妙な事実にも気づかな

くなる。サービスが人を自立させることもあれば、その逆もあることを心得ていないといけない。 

 

②「奇妙な事実」に気づくかどうか 

 ①をクリアしたうえで、ではこのマップに現れた「奇妙な事実」に気づいたかどうか。それ以前

に「奇妙な事実」を聴取で浮かび上がらせることができねばならない。町内の各所で井戸端会議的

なサロンが開かれていることに気づいた。それを具体的に追っていくと、それは二丁目しかない。

一方でデイサービスの利用者に印をつけていくと、一丁目の人だけだ。「なんだ、これは！」 
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⒏ 「ご近所密着ヘルパー」？ 面白い！ 
●今までにない新発想が見つかった。これを膨らませてみよう！ 

 マップ作りで、聴取をしていて、「これは面白い」という住民や関係者の活動を見つけることが

ある。新発想に基づいたさまざまな取り組み課題が生まれてくれば、それもいい。 

 

●世話焼きさんがそのままヘルパーになった。なるほど！ 

この地区に在住の現役ヘルパー（Ｓ子さん）が、興味深い行動をとっていた。まず①Ａさん（８

５歳の一人暮らしの女性）に関わりながら、ご近所の人にも見守りやゴミ出しなどを手伝ってもら

っていた。②Ｂさん（９４歳の一人暮らしの女性）からは、頼みごとの電話がかかってくる。 

③Ｃさん父子（９０歳の父親が５５歳の重度障害の娘を介護中）。父親は「娘の介護は私がする」

と、周囲の支援の手を一切拒否しているが、Ｓ子さんはＣさん宅に入り込める唯一の人材。④Ｓ子

さんは、Ｄさん（８５歳の一人暮らし女性）が開いている井戸端会議にも加わっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取り組み課題＞ 

「ご近所密着ヘルパー」には様々な可能性が潜んでいる。これを思い切って発想を膨らませてみよ

う。このケースでの取り組み課題はちょっと脇へ置いて、この発想を広げることを優先してみた。 

 

①世話焼きさんをヘルパーに抜擢 

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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世話焼きのヘルパーだったら、業務外の対象者でも関わってしまう。業務の接点で、自分の住む

ご近所でも。ならば、ご近所の世話焼きさんで、介護力のある人をヘルパーに推挙しよう。 

 

②ご近所内のヘルパーをご近所内の対象者に振り向ける 

要介護の要援護者がいたとき、そのご近所でヘルパーをしている人を探し出す。そして、世話焼

きの資質や、本人との相性などを勘案しながら、その要介護者を担当してもらったらどうか。 

 

③ヘルパー派遣をご近所で協議し、推挙も 

ご近所内の要介護者にヘルパーを派遣する場合、そのご近所の世話焼きさんや民生委員などが協

議して、ご近所内のヘルパーから選び、推薦したらどうか。 

 

④枠外ニーズへの対応者をヘルパーとご近所関係者で発掘・活用 

ご近所内の要援護者にご近所内のヘルパーが関わる場合、枠外のニーズをヘルパー当人とご近所

内の世話焼きさんなどと協議して、対応策を考えることもできる。 

 

⑤「ご近所ヘルパー」はいかが？ 

各ご近所には、家庭介護の経験のある人が、最低６，７人はいる。この人たちが、ご近所ヘルパ

ーの候補になりうる。この方たちにヘルパー研修の中の実習の部分だけでも履修してもらい、「ご

近所ヘルパー」としてご近所内で活躍してもらったらどうか。 

 

⑥一つのご近所内で活躍するヘルパーたちの協議会は？ 

 ご近所の要介護者に関わっているヘルパーは１人だけではない。そこでご近所内で活躍するヘル

パーの協議会を開いて、情報を交換し合ったり、ご近所の要介護者たちへの関わりでご近所の人た

ちとヘルパーが知恵を出し合うこともできる。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

 こういう場合の一般的な取り組み課題の抽出の段取りを整理しておこう。 

①ご近所ヘルパーの行動内容を詳しく把握する 

②ご近所ヘルパーならこんなことをやるはず、と予測し、それをぶつけてみる 

③「ご近所密着ヘルパー」の実際の行動を元にアイデアを膨らませる 

④その先に目指すものをイメージする必要が 

⑤ヘルパーのあり方だけでなく、ご近所福祉の仕組みも変えるぐらいに 
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⒐ 「徘徊」をどう見守る？ 
 最近、認知症の人の「徘徊」をどう見守り、支えていくかに関心が集中している。地域を走り回

っているタクシーなどの業者にも加わってもらって、できるかぎり網の目を小さくしようという。 

これを支え合いマップづくりでやってみる。 

 

●一人の認知症の人の徘徊ルートをすべて洗ってみる 

 この地区を１人の女性（８０代・認知症）が約２キロの道のりを、日に２回「散歩」しているこ

とが、住民の話題になっていた。最近はやや疲労気味のようでもあるが、１日２回、しかもこの行

程のどこも省略することなく歩き続けている。 

目的地はお地蔵様へのお参りだ。おあげする物を見ていたら「たわし」だったりと、認知症であ

ることは明らかだ。その途中、ダンプが猛スピードで走っている大通りを横断しなければならない。

信号は無視というから、よく事故が起きないものだと、周りの者はヒヤヒヤしている。もう一つ、

側溝がある所も危険箇所だという。 

 担当の民生委員（★印）は、さすがに気になるらしく、自分の近くに来たときは気をつけている。

２軒は、「今、うちの近くを通ったよ」と電話をしてくるという。（マップ上に記載） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜取り組み課題＞ 

➊徘徊ルートで、Ａ子さんに気付いている人、様子を見ている人、気づいてはいないが一応接点に

Ａ子さんの「散歩」ルート（１日２回、約２㎞） 

（本人と嫁） 

◎ 
デイの準備手伝い 

食事届け 

自宅 地蔵様 

連絡者

民生委員宅 

目的地 

第２危険箇所 第１危険箇所 

往
路

 
帰

路
 

（側溝） 

（Ａ子） 

往
路

 

帰
路
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は居る－例えば、この道をウォーキングしている人、毎日車を走らせる業者、通学の生徒、道端で

畑仕事の人、道端にある店主、窓から外を見ている人等に該当する人を探し出す。 

➋手分けをして、Ａ子さんの散歩ルートをすべてチェックする。これでまずどれだけの人がＡ子さ

んのことに気付いて様子を見ているか、または接点にあるかを、マップに乗せていく。 

➌自治会、老人会、警察等が、Ａ子さんに何らかの関わりをしているかを確認。 

➍それらの情報をもとに、彼女の歩行ルートのどこが見守られていて、どこに空白があるかを特定。 

➎特に危険箇所については、念入りに接点にある人を探し出す。 

➏Ａ子さんの見守りに（日々の生活や業務の中で）参加する人たちで見守り連絡会を開き、心得る

べきことを確認する。症状の進み具合も知らせる。異変を察知したらだれに連絡すべきかも。 

➐この人たちが実質上の認知症サポーターだから、連絡会のついでに認知症について知ってもらう。 

➑Ａ子さんのことを地元の人たちみんなで見守り、支えていこうという気運をつくる。そのために

はお嫁さんの協力も欠かせない。 

➒これらの行動を推進していくグループをつくる。大学のゼミが「ぐるみ」で動いてくれると助か

る。学生のフィールドワークのテーマにするなど。それが無理なら関連組織が連帯してすすめるし

かない。自治会、老人会、警察（交通安全指導員）などで連絡会作り。 

➓支援活動が一段落したら、認知症対応、特に徘徊対応について蓄積してきたノウハウをマニュア

ルにまとめる。他の認知症の人が出てきた時に応用できる。 

⓫Ａ子さんの徘徊対応を通して、要援護者に対する住民の姿勢がどう変わったか、助け合わねばと

いう気運が生まれてきているか、また認知症を隠さない地区になりつつあるか―なども評価してみ

る。その上で、次に取り組むべきテーマを探っていく。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

 認知症の問題については、マップ作りをしても、取り組み課題に使えそうな具体的な活動例がほ

とんど出てこない。だから、取り組み課題は理詰めで組み立てた案を提示する以外にない。 

 

①徘徊の全ルートで、見守りが可能な人を洗い出す 

 ここで提示するのは、マップを使って、認知症の人の徘徊ルートを完全に把握し、そのルートで

だれが見守りができるのかを探ることである。ルートのすべてのスポットで、その時間帯に誰が歩

いているか、または居るか、を徹底的に調べる。 

 

②このやり方でやってみて、その後に修正 

とにかくこのやり方に取り組んでみて、そこからどういう成果が出たか、どういう問題点が見つ

かったかで、やり方を修正していくのだ。 
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⒑ めざすはご近所密着型食事サービス 
●食事の問題なら「配食サービス」に繋げればいいのか？ 

マップを作っていて、食事の問題が出てきたら、すぐに配食サービスや会食会を考える―これで

は何のためにマップを作るのかわからなくなる。その食事の問題に、そのご近所では住民はどんな

努力をしているのか、食事関連の資源はいないのか、などを調べた上で、それらを最大限に生かし

ながら、そのご近所らしい食事問題の解決策を見出さねばならない。 

 

●コンビニ弁当頼りの男性を含めて９人もいた！ 

ここで紹介するのは首都圏のある団地。その中の１棟４０世帯について支え合いマップを作って

みた。そこで浮かび上がってきたのは、コンビニ弁当頼りの一人暮らし男性である。あるいは外食。

こうした食生活の問題を抱えている男性が５人いた。加えて会食会に参加したり、周囲からおすそ

分けをしてもらっている女性も加えると実質的に「食事ニーズ」を抱えている人が、４０世帯のこ

の棟に９人もいた。 

 

●食事関連の資源（人材や活動）がこんなにあった 

一方で、「食事」関連に絞っても様々な資源が存在していることが分かる。隣人に「おすそわけ」

をしている人、井戸端会議に「差し入れ」をしている人、「男性料理の会」のメンバーもいる。こ

の団地外で会食会を開いている人もいる。同様にミニデイを開いている人も。 

＜取り組み課題＞ 

①会食会をご近所内で 

 どうせ会食会を開くのなら、このご近所内で開けばいいことではないか。このご近所内の４人の

利用者と２人（そのうち一人はリーダー）のボランティアが、わざわざ団地外へ出かけて会食会を

開く。おかしなことである。ボランティア活動は足元でやるものではないと思っているのだろう。 

 まずは４人と２人で始めて、いずれ増えてくればそれもいい。他の実質上の会食会と合流しても

いいが、ご近所ではそれぞれがバラバラにというのが流儀なので、無理かもしれない。 

 

②井戸端会議を夫々の会食会と… 

すでに井戸端会議が数か所で開かれている。ならばその「会議」を事実上の会食会にしてしまえ

ばいいのではないか。人材もわざわざ「ボランティア」を集めるまでもなく、それらの井戸端会議

に「差し入れ」をする人がいる。料理が得意な人も数名いる。「男性料理の会」のメンバーもいる。 
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それらの人材をうまく生かせばいい。 

 

③団地内に多彩な食文化を 

 会食会もいいが、月に一度か二度程度だろう。食事は毎日三度しなければならない。そこで、会

食もあり、差し入れもあり、おすそ分けもあり、たまにはコンビニ弁当もあり、外食もありという

ように、多彩な食文化がこの団地に花咲けばいいのではないか。団地内の夫々の食事の実態を踏ま

えて、それぞれの食生活が豊かになるように、塩梅していくのだ。 

 

④おかずの販売という新しい選択肢も 

前項の趣旨を踏まえて、食文化をさらに彩のあるものにするために、例えばおかずの販売という

のを団地内で考えてもいい。サービスではなく、販売である。これだけの人材がそろっているのだ

から、彼らでおかずを定期的に作って、一品百円で販売する。ご飯は自分の炊飯器で炊き、おかず

を同じ団地で提供されるものを三品買う。このやり方が意外にうまくいっている。 

 

⑤個人レストランも開業 

 料理好きもいるし、おすそ分けをしている人もいる。差し入れをしている人もいる。ならば、彼

階
段

階
段

階
段

101 10８10７10６10５10４10３10２
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女らが個々に「個人レストラン」を自宅開放でやったらどうか。そこに同じ団地の人が招かれる。

むろん有償であるが、こうすることで、食を通してふれあいが豊かになっていく。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①できる限りご近所内で頼り合うように仕向ける 

私たちは、ご近所の福祉ニーズに対応する時、対象者を意図的に抽出し、ご近所外へ集めて、そ

こで提供しようとする。「ボランティア」もご近所から出て他の場所で「男性料理の会」などと集

まって活動している。 

これも「ボランティア」であり、「サービス」に違いないが、もっと「ご近所」内に限定してそ

の中の人材がその中の対象者に、しかも意図的にではなくすでに行われているふれあいなどを生か

しながら、結果として「食事」ニーズに対応したことにすれば、なによりもご近所の連帯がその分

育まれるはずである。 

食事への対応を通して連帯が育まれれば、それが他の問題での助け合いにも波及するに違いない。 

 

②出でよ、ご近所限定のボランティアグループ 

そろそろ住民の「ボランティア」活動もご近所内で行われるようにしたらどうか。ミニデイも会

食会もご近所内でご近所内の対象者にご近所内の人材が関わるという方式に切り替える。「男性料

理の会」も町内で集まるのでなく、ご近所内の男性で進める。 

 

③ご近所流ボランティアのあり方に慣れる必要が 

むろん町内圏域の「料理の会」があってもいいが、むしろご近所内での「料理の会」活動をバッ

クアップする役割に徹するのだ。担い手はどうしても担い手の都合や満足を得るために行動するか

ら、一定の数が集まる町内圏域や校区圏域で活動を組み立てようとする。 

しかもご近所圏域でやるほど「サービスをした」という形にならないように配慮をしなければな

らないから、それだけ満足感は得られにくくなる。対象者の側からすれば、「ご近所」圏域でご近

所の人に「サービスを受けた」という構図に自分を置きたくないのが人情というものである。 

 

④「まとめない」、「集めない」が鉄則 

住民は相手をまとめることを好まない。食事のニーズを持った人を公民館などへ集めて、一斉に

食事を提供するというのは、サービスを提供される人にとっては好ましくない。それぞれが相性の

合う数人と、細々と会食を楽しむ。それに誰かがさりげなく差し入れをする。そういう形を住民は

絶対に崩さない。ご近所は、特にこうした住民の流儀が厳密に守られるべき所なのだ。 
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⒒ 「たまり場がない」。本当か？ 
●200軒の自治区の左端にサロン会場。これでは… 

２００世帯の某自治区。自治会主導でふれあいサロンが開かれており、２５名ほどが参加してい

る。自治会長は「少ない」と嘆く。気になるのは、サロン会場の公民館が自治区の左端にある点だ。

住民はご近所単位にふれ合っている。２００世帯は広すぎる。右側の人は、行けないことはないが、

だんだん足が遠のいていく。ちなみに２５人は、各班の班長が動員されていた。 

 

●戸外に 11人が溜まっていた。その後に２軒で二次会 

会場から遠い右側の人がどこかでたまっていないかと聞いたら、丸いロータリーの辺りで１１名

ほどがおしゃべりをしていた。その後、近くの二軒で二次会を開いていた。これが住民流のたまり

場で、探せばあるのだ。しかも１軒は一人暮らしの認知症の女性宅だった（６人が参加）。本人が

おしゃべり好きなようだ。要援護の人の家に集まる人の動機を聞いたら「まあ、見守りがてら…」。 

 

●その内１軒は一人暮らしの認知症の女性宅 

彼女が以前はグランドゴルフにも参加していた事実が出てきた。認知症をこれ以上進行させない

ためにも、また参加させようという声がマップ作りの参加者から出てきた。 

彼女は助けられ上手のようで、歩いて２０分ぐらいかかるスーパーに買い物に行くが、帰りは近

くの知り合いを見つけて車に乗せてもらう。誰もつかまらない時はタクシーを利用することも分か

った。自治区内で相乗りさせてくれる人はいないか聞いたら、何人かいるらしいことも分かった。 

＜取り組み課題＞ 

①住民の自然発生のたまり場を探せ！ 

 寄り集まる場がないとわかると、すぐたまり場作りを考える。住民は小ご近所ごとに数か所、自

然発生的なたまり場を作り出している。マップでも右側で２か所見つけた。左半分にもあるはずだ。 

 

②たまり場でどんな悩みが出されているか。それへの対応策も考える 

 たまり場では、さりげなく各自の悩み事が出されている。それをだれが聞き届け、関係機関など

に伝えるルートができているかを探る。世話焼きさんや民生委員などが顔を出していないか。 

 

③認知症宅のミニサロンをケア会議に。不足している部分の支援を本格化 

 認知症の人の家に集まる人たちは、彼女を支援しようという人たちのようだ。このサロンを事実

上のケア会議とし、彼女のニーズで欠けているものにどう対応するかを話し合う。 
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④認知症の女性対応をきっかけに、移送サービスの体制づくり 

 この女性にとって今欠けているのは、買い物帰りの移送だ。ご近所で運んでくれそうな人が見つ

かったので、きちんと対応できるよう、ローテーションづくりなどを話し合ってもらう。彼女に限

らず、ご近所内で移送のニーズが出てきた場合にどう対応するかも話し合う。 

 

⑤グランドゴルフを要援護者も参加できる体制に 

 彼女をグランドゴルフに受け入れるには、介助などの受け入れ態勢を作らねばならない。認知症

でもできるようなグランドゴルフを皆で考案し、誰かがサポートにつくなど。 

 

⑥この際、認知症サポーター講座を開こう 

彼女と接触する人たちを対象に、認知症サポーター講座を開いたらどうか。彼女の家に集まる人、

グランドゴルフのメンバー、本サロンのメンバー、移送を引き受けてくれる男性たちなど。 

 

⑦認知症の彼女を手本に、認知症を隠さない地区に 

 彼女が助けられ上手なのを生かして、認知症を隠さない地区づくり。彼女の体験談を聞く会、チ

ラシ作り。認知症の人を掘り起し、家族に開かせ、地域と一緒に関わっていくよう促す運動など。 

 

⑧本サロンは「ご近所福祉推進会議」に 

 自治会長が招集している公民館のサロンは、事実上の班長会議のようになっているので、この際、

認知症の一人暮らし

女性宅（６名参加） 

自治会主催のサロン 

（２５名・班長主体） 
井戸端会議場（11名参加） 
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ご近所福祉推進会議と位置づけ、ご近所内の問題とその対応について、各班長が発表し、対策を協

議する場にしたらどうか。当然右側の２ヵ所のたまり場で出された福祉問題も協議の対象にする。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①まずは住民独特の行動パターンを掴む 

 何か問題がみつかったら、すぐに関係者の作ったシステムに引き寄せるのでなく、住民はそれに

どう対応しようとしているのかに目を向けて、それを丁寧に探っていくことが肝要だ。彼らのやり

方は、いかにもそれらしくなく、というから、一見そうは見えないけれど、実質的にはサロンなの

だ、といったケースが多い。形ではなく、機能・はたらきで見ていかねばならないのだ。 

 

②住民の活動に積極的に乗る 

 ただ住民のやり方が分かったというだけではもったいない。これを最大限に生かさねばならない。

井戸端会議を開いていることが分かったら、それを利用する。 

 

③住民の営みに「福祉」の「ふりかけ」をパラパラと 

 ただ乗っただけでは駄目。それを福祉のために利用する必要がある。たまり場を作っていたのな

ら、そこで悩み事が出されているに違いない。メンバーの中に世話焼きさんがいれば、それに対応

した行動を取るように方向付けをする。 

 

④どのご近所でも使える取り組みに「一般化」 

 住民の面白い活動がみつかったら、それを他のどのご近所でも使えるような取り組み課題に仕上

げることも大切だ。 

 

⑤住民の発想を思い切って膨らませてみる 

 出てきた住民の行動、その発想を思い切って膨らませる。サロンが事実上の班長会議だとすれば、

ご近所福祉推進会議にしてしまうとか、認知症を隠さない町づくりにまで発展させたらどうかとか。 

 

⑥「要支援」対策もご近所ごとの個別対応方式で 

「要支援」対策と言えば、市町村で組織された家事援助や移送、食事サービス等を市町村内全体に

行きわたらせたいのだろうが、そう簡単ではない。市の中心部から「要支援」の人が住む「ご近所」

まではかなり遠い。当事者の住むご近所で個々のニーズに柔軟に対応していくのが適している。 
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⒓ 「自治会加入率が低い」－どうしたら？ 
 マップ作りの中で、必ずと言っていいほど出てくる話題がこれである。自治会の加入率が低いの

は、自治会だけでなく、地区全体として恥ずかしい、といった意識も働いている。 

 

●「加入したくない」という住民の意思を認めることから 

 ここの自治会加入率が２割台と、危機的な状況だ。加入しない理由ははっきりしている。「メリ

ットがない」「集金をやらせられるのがいや」「組長が回ってきたときにやめる」。だから年度替わ

りにごっそりとやめていく。こういう場合、加入しない方が悪いという考え方になっているのが問

題だ。その前提を取り払い、加入したくないという住民の意思を認めることから始める必要がある。 

 

●加入したらこんなメリットがあるという理由を複数生み出す 

「メリットがない」というのは、もっともな理由であって、マップ参加者も「メリットは皆無」と

言っている。加入したらこんなメリットがあるという証拠を示す必要がある。 

＜取り組み課題＞ 

①ほとんど加入していない地区で「お誘い名人」を発掘 

 マップで加入者に印をつけていくと、加入者がたくさんいる地区とほとんどいない地区に分かれ

ることが分かった。お誘い屋さんがいて、次々と仲間を誘っているという場合が意外に多い。ほと

んど加入していない地区について、お誘い屋さんを掘り起こし、お誘い作戦をとってみたらどうか。 

 

②防犯パトロールを面白イベント化して安心な町内づくり 

 お誘い屋の発掘もいいが、対策の柱になるべきは、住民が自治会活動に信頼を寄せるようになる

ための活動だ。一つは防犯。ここでは防犯パトロールが行われている。これに何かを貼り付けられ

ないか。パトロールが終わった後、ご苦労さん会を開く。他の企画群と結び付ける。パトロールす

る人材を曜日ごとに変えるのもいい。何曜日は若者だけで、何曜日は男女で婚活型パトロール、何

曜日は何組かのファミリーでとか。 

 

③夜も明るくて楽しい「○○地区」「△△通り」づくり 

 中央部分の通りが夜、暗いという話が出た。ここを明るい雰囲気にするために、特定の場所で毎

晩、明るい灯をともして、おしゃべりをする。防犯パトロールが終わった後で、しばらくはこの場

所でくつろいだり、おしゃべりをするとか。 

 遊歩道の「△△通り」が昼間も暗いという話も出た。樹木がこんもり茂っている。ここを明るく
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する。その上で「ふれあい通り」として、いろいろなふれあいを仕掛ける。この通りを掃除してい

る女性がいる。彼女に便乗して、みんなで決まった日に掃除をするのもいい。 

 

④○○さんを中心に「ご近所ぶらぶらパトロール隊」 

○○さんがご近所パトロールをしている。気になる家を見守っている。彼に賛同する人で定期的

にご近所パトロールをする。見守りをしながら、町の福祉を議論していく。「歩く住民福祉懇談会」。 

 

⑤皆が集い、楽しめる「場」の確保 

 みんなが集まってイベントをしたり、話し合う場所が欲しい、となった。いくつかの候補が出て

きたので、一つひとつ当たっていく。目的ごとに場所を変えてもいい。 

 そこでサロンを開く。家庭菜園の収穫物で料理したもので楽しむ、防犯パトロールのメンバーが

昼間集まって懇談する、絵手紙を書いている人がいるから、そうした作品を展示するのでもいい。 

 

⑥「あなたの家は大丈夫？」－この土地の歴史を辿る集会 

 この地区は災害が起きた時が心配。炭鉱跡が各所にあるし、以前は水田だったから液状化の危険

もある。住民にとっても他人ごとではないから、土地の歴史を辿る集会を開く。住民有志で調査委

員会を設置し、できる限りの調査をし、結果をもとに説明会を開く。 

 

⑦班ごとに避難計画と避難訓練。これで連帯を醸成へ 

 災害が頻発している。避難支援計画を練るにあたって、班ごとの避難を実施する。各組で避難支

援の候補者を選定し、担当の支援者も決める。災害が起きたときは自主避難場所を決めたうえで、

要援護者と避難支援者がペアで自主避難場所まで行く。要援護者はどういうハンディキャップがあ

って、だからどのようなことに配慮して避難誘導したらいいのかなどを、普段から話し合っておく。 

こういう作業をすることで組内の連帯が育っていく。それが自治会加入につながる可能性もある。 

 

⑧「住民の苦情にすぐに応える」チームの編成 

 住民の苦情を受けるシステムはあるようだが、このシステムを積極的に活用していく。住民の苦

情を受け止めやすいシステムを開発し、苦情に即刻に対応する。そのためのチームを編成する。メ

ンバーは、しぶしぶやるような人でなく、本気で取り組む人に厳選する。 

 

⑨輪番制の組長制から手挙げ方式へ転換 

 自治会を脱会する理由の一つが、「組長になりたくない」であった。ならばこの組長を輪番制で

はなく、手挙げ方式に変えられないか。いずれ町内の福祉推進体制を作らねばならないのだから、
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その際は有志組長によって推進体制をつくる。やる気のある人だから任期はない。 

 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①マップ作り参加者が問題解決意欲を持った時、ベストの環境が 

 これらの案は、マップ作りの話し合いの中で出てきた。自治会加入率が２割に落ち込んでいるの

で、自治会長も真剣だ。このようにマップ作りに参加した人が、その地区の懸案を解決したいとい

う強い意欲があると、マップ作りは極めてスムーズに運ぶ。こちらが出した案も素直に受け止める

から、提案し甲斐がある。最高にうまくいく環境条件である。 

 

②取り組み課題もたくさん出てくる。 

 取り組み課題がたくさん出てきたが、これらの大部分がマップ作りに参加した人が出したもので

ある。目的がはっきりしているし、その目的にみんなが集中しているから、ますますいいアイデア

が出る。 

こうなると、こちら側が苦労してアイデアを絞り出す必要もない。 

 加えて、出てきた案を実施した場合のことも考えている。実行可能な案が多いということだ。 

 

③実行へのヒントになる活動事例がたくさん出てきた 

 実行可能な案になっているのは、それぞれの案について、そのきっかけや、ヒントになりそうな

住民の活動が出されたからだ。➊ここでは防犯パトロールが行われている。➋「○○通り」を掃除

している女性がいる。➌○○さんがご近所パトロールをしている。➍絵手紙を書いている人がいる。

➎みんなが集まってイベントをする場所の候補がいくつかある。 

 こういう事例が次々と出てくること自体、参加者が本気なって課題の解決をしたいと思っている

からだ。事例が出てくるほど、取り組み課題の実現可能性が高まっていく。 

 

④困った時に頼りになる自治会であるか 

 自治会の活性化策を考えるとなると、どうしても「楽しい自治会」を目指す案に集中しがちであ

る。住民が組織に所属するかどうかは、自分が困った時、この組織は助けてくれるかどうかで決ま

るのだ。いくら楽しくても、頼りにならないのでは仕方がない。だから取り組み課題を出す場合、

何はともあれ住民が困った時、これだけのことをしますよというものを提示しなければならない。 

 ここに並べたものの中にも「楽しい」を売りにしたものも交じっているが、それも楽しい中にき

ちんと困り事対応の部分が盛り込まれてある。 

 



40 

 

⒔ 「ラジオ体操」でご近所を元気に 
●ご近所を元気にする活動に乗れ 

 それぞれのご近所ごとに、住民を元気にする活動（事業）があれば、それを中心にして、効率的

に「福祉のご近所」を作ってくことができる。ご近所はわずか 50世帯の小さな圏域だから、そう

いう「華のある」活動が一つあるだけで、元気になっていくし、福祉も効率よく進んでいくのだ。 

 

●除雪ができなくて集落を去った人が 10数軒も 

 この集落は雪国である。冬になると、道路も屋根も、雪で埋め尽くされる。道路の雪はなんとか

隣人も手伝ってくれるが、屋根の方は身内でやらねば仕方がない。その身内が居なくなると、また

は冬期間に来てもらえなければ、この集落を去ることになる。これだけの集落で、明らかに「雪が

理由で集落を去った」家を探したら、15軒ぐらいあった。雪で滅びる集落になりつつある。 

そんな集落だから、出てくるのは暗い話ばかりだが、皆を元気づけてくれる事例が見つかった。 

 

●ラジオ体操を中心に回っているご近所 

子どもの頃は学校や夏休みなどにラジオ体操をやらされたものだが、大人になってからはその機

会がなくなった。ところが、これが社会のここかしこで生きていることがマップ作りで見えてくる。 

 ある集落でマップづくりをしたら、ラジオ体操が住民の健康や介護予防だけでなく、見守りやふ

れあいのツールとして活用されていたことがわかった。 

 

●一人暮しと老々世帯のかなりが参加していた 

マップを見ていただきたい。６６世帯の集落にある神社でほぼ毎日、老人クラブの主催でラジオ

体操が行われている。参加者に印をつけていったら、この集落の一人暮らし高齢者や高齢者のみの

世帯のかなりの割合が参加していた。 

つまり、ラジオ体操で集落内の少なからずの「気になる人」の見守りが、それも毎日、できてし

まうということだ。参加しない人にはリーダーが一声かける。それ以前に、それぞれが近くの人に

一声かけながら会場へ行く。夏休みの早朝にラジオ体操に行って、参加票にハンコを押してもらう

のが楽しみだった。それをここでもやっていた。 

 

●終わったら、帰り道で「歩くケア会議」。 

ラジオ体操が終わるとそのまま解散、ではなくて、今度はウォーキングが始まる。そこでお互い

の近況を報告し合ったり、誰々さんはこの頃具合が悪そうといった、住民の生活や健康状況などの

情報も出し合う。「歩くケア会議」である。 
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＜取り組み課題＞ 

①参加していない人へのお誘い 

 一人暮らしや老々世帯のかなり多くが参加しているが、まだの人がいる。一応、誘ってみたらど

うか。これに参加することで、毎日見守りがしてもらえるし、悩み事なども聞いてくれる。これは

福祉ネットワークなのだ。個々に、誰が誘ったらいいか、人間関係を読みながら考えていく。 

 

②参加者を小地区ごとにグループ化 

ラジオ体操だけでなく、普段の見守りや生活支援のた

めに、参加者を小地区ごとにグループ化し、助け合いの

組織にしていく。人工的に作るのでなく、普段誰と誰が

行き来しているか、助け合っているか、その時のキーマ

ンは誰かを、マップによって線を引いていくのだ。 

 

③助け合いの輪の中に不参加者も加える 

そうやってできた助け合いの輪に、ラジオ体操に参加

していない人も加える。それぞれについて、誰が見守っ

たり関わるかを実態を調べた上で考えていく。 

 

④除雪の助け合いのネットワークにも 

 この小地区ごとの助け合いのネットワークを、除雪の

助け合いにも生かしていく。と言っても、高齢者だけで

は無理なので、この小地区ごとのネットワークが、周り

の人材を発掘し、活用していく。これからも「除雪で地

区を去る」のは、このメンバーなのだから。 

 

⑤ラジオ体操をご近所福祉組織として補強 

 このご近所の福祉を事実上推進しているのは、今でも

この活動なのだから、もっと本格的にご近所福祉を進め

て行けるように、補強態勢を整える。民生委員や自治会、

社会福祉協議会、地域包括支援センターなどが手を携えて、彼らをバックアップする。ラジオ体操

に参加しながら、その情報ネットから出てきた要援護者の情報、福祉ニーズの情報などを直接受け

止めるとか。ラジオ体操の主催者は老人クラブなので、これを若い世代も支えていく。ここから出

・・・一人暮らし 

・・・老々世帯 

・・・ラジオ体操 

  参加者 
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てきた除雪のニーズをこの世代が受け止めていくなど。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①「元気な活動」を探し出す 

 マップ作りの中で、ご近所内のいろいろなグループ、組織の活動が出てくる。その中で特に元気

な活動に目をつける。ただ元気なだけでは駄目で、それに住民の多くが参加している、活動自体面

白い、福祉的な働きもある、その活動の中で福祉以外にもいろいろな機能を果たしている（多角的

な活動）、魅力のあるリーダーやスタッフがいる。ご近所内の主だった人材がこれに参加している

等の要件を具備したものがいい。 

 

②その活動でご近所の懸案も解決できないか 

 せっかく魅力ある活動ができ、それに多くの住民が参加しているのだから、この活動を生かして、

そのご近所が抱えている懸案も合わせて解決できないかを考える。ここで言えば除雪の問題だ。 

 

③その活動でご近所福祉推進体制ができないか 

 ここでのテーマは福祉である。活動は福祉が目的ではないかもしれないが、最終的にはご近所の

人たちの福祉につながらないと意味は薄くなる。どういう面から福祉に生かせるかを考える。 

 

④参加していない人も仲間に受け入れる方法を 

 いくら元気な活動でも、ご近所の全員が参加しているわけではない。どうしたら他の人たちもこ

の仲間に迎え入れることができるのかも考える。 

 

⑤活動から波及できそうな活動は？ 

 魅力のある活動は必ず、他の色々な別の活動を生み出す力がある。そういう芽が出ていないかを

探り、それを一つ一つ膨らませていく。 
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⒕ 「空き家」に隠された本当の地域課題 
 マップを作っていると、都市部は別として、どこでも空き家の問題が出てくる。だからと言って、

どうしようもない。ただ「空き家が多いな」でおしまいだ。空き家が多い地区にぶつかった時、ど

のように対処したらいいのか。 

 

●親を老人ホームに入れて、金沢市に移り住む 

マップは、石川県の輪島市で作ったものである（詳細は変えてある）。これでなにが分かるのか。

わずか数十軒の集落に空き家が６軒ある。その中の５軒が、親が老人ホームに入所している。一方

で、空き家になっている家の多くが、当主は金沢市に移り住んでいた。つまり親を施設に入所させ

て、息子は金沢市に移り住んだという基本構図だ。金沢市に行かねば働き口がないから、自然にこ

ういうことになる。大都市が周辺市町村を壊していた。 

 

●親を里帰りさせていた。本人もたまに空き家に戻っていた 

施設に入所させた親を訪問したり、里帰りをさせてはいないのかと聞いたら、２人がそれをして

いた。親を入所させた者だけでなく、家を捨てて金沢市に引っ越した人たちのほとんどが「たまに」

空き家に帰っていた。家の様子を見る、屋内の空気の入れ替え、畑の耕作、墓参り、庭の草刈り、

除雪など別荘代わりに使っている人もいる。町内会費を払っている人も。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人ホーム 

金沢へ 

親を金沢の老人ホームに入れた。 

通っている。 

「家へ帰りたい」→外だけ見て戻った。 

月に２回里帰り 

（息子が金沢から） 

Ａさん 

家の空気の入れ替え 

掃除・除雪 

たまに 

帰る 

たまに 

帰る 

たまに 

帰る 

たまに 

帰る 

…空き家 
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＜取り組み課題＞ 

①地元の人たちで「里帰り応援隊」をつくれ！ 

右端のケースでは、なるべく頻繁に親を訪問できるように、金沢市内の老人ホームに入所させた。

それでも親は「元の家に帰りたい」と泣くのだと。そこで息子は、そこまで車で連れて行ったが、

家の中までは入れない（バリアフリーになっていない）。家を外から見ただけで帰るのだというか

ら、「（近隣の人たちが）抱いてでも家の中に入れてあげればいいではないか」と私は言った。 

もう１人は、月に２回、里帰りをさせていた。 

それならば、ご近所の人たちで入所者を里帰りさせる応援をしたらどうか。この地区から入所し

ている人たちをまとめて里帰りをさせるのを住民が主導して実行したらどうか。 

 

②「逆デイ」という発想も 

昼間は故郷のこの土地で地元の人たちと一緒に生活し、夜は施設へ帰る。それを施設と住民が支

援する。近くにある老人ホームに入所した人なら不可能ではない。 

 

③全日制住民が定時制住民の空き家の空気の入れ替えなどを 

 時々故郷に帰っている人を「定時制住民」と称したらどうか。定住している人が「全日制住民」。

定時制住民、つまりまだ「住民」の一人だと彼らを認知すれば、そしてそういう扱いをすれば、限

界集落になったと嘆くこともない。 

 仕事のために金沢市に去った人たちも、例えば家の空気の入れ替えぐらいならば、隣人でやって

あげられる。それをしている人が見つかった。Ａさんが、隣の空き家の空気の入れ替えや掃除、除

雪などをしてあげていた。その代り、家を地元の人たちが利用してもいいようにする。 

 

④輪島出身者たちが故郷で起業をできないか 

 定時制住民も連帯したらどうか。輪島市から金沢市に働くために移り住んだ者たちの集まりだ。 

皆で知恵を集めれば、何かアイデアが出てくるのではないか。例えば、お互いの勤務先の状況、そ

の仕事の中味を比較し合って、何か起業できないか。それを故郷の輪島市に住んだままでできない

か。金沢市の企業から仕事を受注するのもいい。そうやって、再び故郷に戻れるのなら、こんなに

いいことはない。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①福祉を超えた広い視野で地域を眺める 

 私たちは福祉の営みを仕事として実行している。だからマップを作っても、一人暮らし高齢者や
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要介護者に目が向くのは仕方がない。しかし福祉の問題と社会全体の問題とは切っても切れない関

係がある。その地域の抱えた問題がストレートに福祉に影響してくる場合もあるのだ。そうした目

で地域を見ていくことが、特に必要な場合がある。 

例えば限界集落でマップを作る場合、高齢者一人ひとりの問題よりも、その地域が消滅してしま

うという本質的な問題と絡めて考えていかないといけないのだ。 

  

②「人を救う」前に「集落を救う」方策を 

 ここの事例では、仕事を求めて若者がみんな金沢に行ってしまった。そして親は老人ホームであ

る。人を救う前に、地域そのものが破壊されてしまっている。これを何とかしなければならない。 

 金沢まで行かなくてすむ方法はないものか、金沢から戻る方策はないものか。そうはいっても福

祉関係者にできることは知れている。それでも何とか頭を使って打開策を考えなければならない。

場合によっては政治の問題とも絡んでくる。「それでは福祉から離れすぎだ」と言われるかもしれ

ないが、そんなことを気にする必要はない。 

 

③住民のかすかな努力を拾い集めて生かす 

 そこで大事なことは、それでも住民が実践している対策行動を探り出すことである。住民だって、

何もしていないわけではない。そのかすかな努力を探り出し、それを生かせばどういうことができ

るのかを考えるのだ。 

 金沢に行ったが、時々戻ってきている。入所させた親を里帰りさせている。まだ区費を払い続け

ている人もいる。地元の人が空き家の空気の入れ替えなどをしてあげている例も。これらの実践を

生かすることで、限界集落なりの生き延び策が出てくる。 
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⒖ マップ作りは災害対策から 
●今の時代、ご近所でまず考えるべきことは？ 

 マップづくりでは大抵の場合、まず要援護者のことを聞いていく。初めに一人暮らしの人、次い

で老々世帯という風に。しかしご近所の状況によっては、そのようなことは脇へ置いて、真っ先に

このことを考えなければならない、というテーマもある。初めから、こちらで聴取の手順を勝手に

決めてはならない。そして当然、取り組み課題もその喫緊の話題に集中させるのだ。 

 

●南海トラフが直接襲う集落。避難先の確保が先決だ 

マップは紀伊半島の南端の海辺のまちである。「南海トラフ」が直接襲ってくる場所だ。ここで

は１５分から３０分の間に１５メートル級の津波が襲来するという計算になっているらしい。避難

所は左下の小学校だが、まず一階は浸水してしまうから、ここの２階で生活することになる。 

 しかしこういう避難生活を、日本人はいつまで容認するつもりなのか。東日本震災の時に新しく

生まれてきた発想が「みなし仮設」。空き家などの一軒家にそのまま住まわしてもらうというもの

で、これならプライバシーが侵害される心配もない。 

  

●高台に別荘が数十軒もあった！ 

 さて、このマップ上で、被災時には小学校での避難生活が第一段階として、これに我慢ができな

くなったらどうするかという話になった。この地区で津波が呑み込んでしまう１５メートルよりも

高い地区を調べてみたら、下の、点線で括った部分であることが分かった。 

 うまい具合に、ここは新しい地区で、しかも別荘がたくさんある。●印をしたのが別荘で、今の

ところ所有者は時々やって来る程度で、普段は事実上、空き家になっている。ここに住まわせても

らったらどうかという話になった。むろん所有者がそう簡単には首を縦には振らないだろうが、「み

なし仮設」の候補地として交渉の余地はある。 

 というわけで、一人暮らし等の要援護者対策はさておいて、まずはみなし仮設の確保策からはい

ることにした。 

＜取り組み課題＞ 

①高台の主と個別交渉 

高台ではどれぐらい受け入れられるか。「別荘」またはそれに準じた（実質上の）空き家は２０

軒。企業の保養所があって、ここに２０世帯は生活できるということもわかった。大まかな作戦と

しては、１つはこれらの空き家の持ち主と個別に接触しながら、みなし仮設に使えるかどうかの交

渉をしていくこと。 
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②民生委員が交渉役？ 自身「数家族は受け入れられる」と 

この高台の家の中に民生委員が住んでいた。彼女にその交渉役を担ってもらうより仕方がない

（本人はその気でいるようだ）。マップ作りの場で、この高台に社会福祉協議会の元役員も住んで

いることが分かって、職員がこの話をしたら、協力するということであった。ちなみに民生委員宅

も数家族は受け入れられるという。 

 

③空き地に収納庫。共同の物置場に 

マップの右端に 600～800 坪の空き地があって、ここに収納庫を並べて、大事な物や、「みなし

小学校 

企業の保養所 

親子 

親子 

…別荘・空き家 

…民生委員 

…元社協役員 

海海海海    

保育園・幼稚園 
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仮設」には入らない大きな家具等を入れればいいという案も出た。 

 

④海辺の旧住民と高台の新住民の交流を 

 もう１つやるべきことは、海辺の旧住民と高台の新住民との間に、何らかのつながりのあるケー

スはないかを探し出すことだ。その作業をマップ作りの場でしてみたら、いくつかの線が引けるこ

とが分かった。多くは親子関係で、子どもが実家を離れて高台に住み着いたケースだ。これらの場

合は、親が子の家に移り住めばいい。 

 

⑤積極的に「新しい線」を開拓していく必要も 

 ただ「引ける線」を探すだけでなく、積極的に「新しい線」を開拓していく必要もある。海辺の

集落と高台の集落の人たちの交流を積極的に進めていくのだ。特に海辺の集落の人たちは、いざと

いう時には高台の人たちのお世話にならざるを得ないのだから、そのつもりで高台の人たちと接点

を持ち、交流を仕掛けていく必要がある。 

＜取り組み課題抽出のポイント＞ 

①やるべきこと、できることを「網羅する」気で聴取 

 みなし仮設を設けるとなると、真剣にそれができる方法を考えなければならない。自分たちがこ 

れから「みなし仮設」を作るのだといった気で考え、聴取していくのだ。むろんそれでも机上の空 

論になるかもしれないが、少なくともそういう姿勢でマップ作りに臨まなければならない。 

 

②そこから「福祉のご近所」づくりへつなげる 

 ただ「みなし仮設」づくりに終わるのでなく、これを契機に福祉のご近所、助け合いのご近所づ

くりができないかと考える。その点で、「海辺の旧住民と高台の新住民の交流」が最も現実的なテ

ーマになりそうだ。いざというときに助けてもらうことも頭に入れて、日常的な交流をしていく。

一般的には、こういうたぐいの交流は、形だけのものになりやすい。しかしここでは状況が違う。

いつ来るかわからない津波に備えて、何とか新住民と接点を持ち、信頼できる関係を作っておかね

ばならないという強い動機もある。いざというとき助けてもらうという「魂胆」があるからこそ、

交流も真剣になるのではないか。 

 

③助け合いのご近所づくりには、特定の一つのテーマがあればいい 

 助け合いのご近所づくりのためには、複数のテーマは必要としない。１つのテーマがあって、そ 

れがご近所を連帯させる力があるとわかれば、それ１つで事足りる。とにかくみなし仮設へ向けて 

交流や協議を続けていく中で、最終の目的は達せられるのだ。 


