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はじめに 

■「ご近所」（およそ５０世帯）が存在していた！ 

本書は福祉関係者に馴染みの薄い「ご近所」での福祉を取り上げたものである。

ご近所福祉を基点にどのように地域福祉を構築していくのか。 

地域は４つの層からできている。市町村、校区、自治区、そして「ご近所」。お

よそ５０世帯の「ご近所」が存在することを、支え合いマップづくりで発見した。 

現在の地域福祉では、関係者の大部分は市町村域に居て、推進体制を作り、福祉

ニーズを推測し、サービスを作り、担い手を育て、組織化し、上がってくる（はず

の）申請に応えようとしている。一定のニーズは上がってくるだろうが、実はそれ

は地域に潜在しているはずの膨大なニーズのほんの一部に過ぎない。大雑把な福祉

と言わざるを得まい。 

■問題にはご近所を主体に関係機関の力を結集 

肝心の要援護者は、市町村域から最も遠いご近所圏域にいる。その心身の状態故

にご近所から出られない。彼らが自立生活を送るために頼りにしているのが、じつ

はご近所の支えなのだ。としたら、まずはご近所の福祉力を強化すべきではないか。 

福祉ニーズはご近所から生まれる。それを各圏域の関係者の力を結集して、でき

るかぎりご近所で、ご近所さんを主役にして解決していく。問題は多かれ少なかれ

「ご近所がらみ」なのだから。今は誰もご近所の福祉力に期待していないが、マッ

プづくりをすれば潜在力が見えてくるはずだ。 

■ご近所福祉には金がかからない、という利点 

民間の地域福祉機関は行政の補助に頼らざるを得ない。その補助対象にご近所福

祉が選ばれることはまずない。だがさいわい、ご近所福祉には手間はかかるが金は

かからない。ご近所さんが主体的に取り組むのを応援するのだから、その気になれ

ば、いつでも取りかかれる。 

ご近所福祉なんか誰もやっていない、と言うかもしれないが、支え合いマップづ

くりをして、出てきた課題に取り組めばそれがご近所福祉だ。今全国各地でマップ

づくりに取り組んでいるから、そこでご近所福祉が行われているのだ。 
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⒈地域には４つ目の層があった 
 

①第１層と第２層に生活支援コーディネーター？ 

 介護保険が行き詰まり、「要支援や要介護の人たちの生活支援は地域で」と国が

方針を変更した。そして地域の中の第１層と第２層に生活支援コーディネーターを

配置した。地域はこれに自治区を加えて、３つの層でできているというわけだ。 

②５０世帯程度の「ご近所」が第４層だった 

実際には４つ目の層があった。自治区（町内）は最も親しみの持てる圏域である

が、ここで助け合いをしようと思うだろうか。助け合いができる範囲はもっと狭い。

支え合いマップづくりで、それが５０世帯程度であることが判った。３０～８０世

帯ぐらいの幅がある。ここを「ご近所」と呼ぶことにした。 

③共助は「福祉（サービス）活動」、ご近所での互助は「助け合い」 

 夫々の層の福祉を誰が担うのか。公助は行政や専門機関のサービス。第１層と第

２層を受け持っている。共助は住民による福祉活動。主に第２層と第３層を受け持

つ。ご近所は互助。これが助け合い。助け合いはご近所でのみ行われている。 

関係者は民間の生活支援サービスも「助け合い」と言っているが、正確には「福

祉（サービス）活動」。最後の自助は当事者の営み。 

 

 

 

 

 

 

 

④支え合いマップで浮かび上がる、ご近所での助け合い 

支え合いマップを作ると、ご近所で既に助け合いが実践されていることがわかる。 

 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第４層 

（ご近所） 

第３層 

（自治区） 

公助 共助 互助 自助 
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上のマップを見ると、２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。助け合いはおすそ分けとお返しの繰り返し（双方向の矢印のある個

所）で、食事や送迎サービスまで行われている。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。 

⑤ご近所は上層圏域からは見えない 

ところがご近所という圏域は、上層圏域からは見えにくい。隣接した圏域である

自治区の活動者の悩みは「ニーズが見えない」である。ニーズを把握するには「ご

近所」まで足を運ばねばならないのだ。 

もともとご近所の助け合いの営みは見えにくくなっている。住民の流儀の一つに

「ミエミエで人助けをするな」がある。福祉は要援護者の側から見るという基本ル

ールに則ったものだ。要援護者はミエミエで助けられることを好まない。だから水
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面下で動く。見えないはずである。 

最近、校区単位で推進組織を設け、そこで地区の活動計画を立てているが、中身

を見ると、地域の福祉の実態が見えていないことが歴然とする。計画に出てくる事

業といえば、ふれあいイベントや挨拶運動、緑豊かなまちづくりといったもので、

いわゆる福祉とはあまり関係がない。福祉の匂いのしない福祉計画になってしまう

のは、仕方がないのだ。 

 多くの関係者はまだご近所に関心を持っていないし、ご近所まで出かけて行くこ

とはしない。だから「ご近所が見えない」という状況にある。一方の要援護者は、

市町村域まで出かけていくのは難しい。できれば足元の知人友人に頼みたいと思っ

ている。だから両者はまだ、地域で出会っていないのだ。つまり互いに相手が見え

ないまま、手探りで地域福祉をやっていることになる。 

 

 

 

 

 

 

⑥隣接の層同士、実感している以上に離れている 

 地域に４つの層があるということを、もっと重要視すべきである。４つの層をた

だ並べると、隣接した層に簡単に繋がるようにも見えるが、そううまくはいかない。

実際に相手の圏域へ足を運び、そこの人と出会わなければ、つながったとは言えな

いのだ。地域へ出ることを「アウトリーチ」という言い方をするが、ご近所まで足

を運ばないことには、本当のアウトリーチとは言えないのではないか。 

 

 

 

 

市町村 

ご近所 

上層へは行かない 

下層へは行かない 

要援護者 
関係者 
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⒉要援護者はご近所に居る 
  

４層を考える時最も重要なことは、要援護者はご近所に居るということである。 

 

 

 

 

 

 

①要援護者はご近所で生活し、ここから出られない 

第４層のご近所が、福祉の営みをする上で極めて重要なのは、ここに要援護者が

生活していて、ここから出られない、つまりご近所が否応なく彼らの生活圏になっ

ているということなのである。心身の状況からご近所外に出かけるのが辛いのだ。 

次のマップを見ていただきたい。地区には要介護者だけでなく、病弱者もいる。

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わかっ

た。要援護状態だから、行こうにも行けないのだ。ご近所の人たちはこのことを承

知していた。承知した上で、その公民館でサロンや趣味活動などをしていた。 
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要援護者 （数百世帯） （数千世帯） （数万世帯） 

● 
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②だから「ご近所福祉」の充実を最優先に  

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。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。 

③めざすは「要介護になっても住み慣れたご近所でその人らしく」 

国の構想は「どんなに要介護になっても住み慣れた地域でその人らしく生きてい

けるように」である。ならばご近所内に公民館（らしきもの）をつくるのが筋だ。

せめて趣味グループが活動し、要援護者も迎え入れるぐらいはしなければならない。 

超高齢社会に備えるには、ご近所ごとに、要援護でも心豊かに生きられる環境を

整備すること。要介護でも趣味や

スポーツを楽しめるご近所だ。 

右のマップ。認知症の女性（●）

が周囲のグループに「入れて！」

と出かけている。同窓生は「来な

いで！」。趣味グループも同様。ゲ

ートボールは受け入れ。井戸端会

議もお茶飲み会も受け入れ。グル

ープが全部受け入れれば、認知症

でも豊かに生きられるのだ。 

立派な公民館をご近所ごとにつくる必要はない。ご近所の規模にふさわしい「公

民館的なはたらき」を持った場（自宅開放の趣味活動など）を用意すればいい。 

④「ご近所で頼り合う」ことでご近所力が育つ 

 今は何か困ったことがあっても、ご近所の人に頼ることはまずしない。その関係

の機関に持っていく。これではご近所の助け合い力は育ちようがない。何かあれば

ご近所さんに頼るということを心掛けなければならないのだ。 

次のマップ。北陸地方の過疎地で、車がないと買い物も行けない。一人暮らしの

高齢者は夫々どんな解決努力をしているのかを調べたら、こんな結果が出た。 

● 
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 息子が来た時についでに買ってきてもらう、隣の人にお願いする、周りの人に片

っ端からお願いする。一軒だけある店に、買いたいものを取り寄せてもらう、生協

の移動販売を利用する等。

これら個々の努力を生か

して、例えばＡさんの息子

が来た時ついでに買って

きてもらう等の工夫をす

れば、解決できるのではな

いか。ご近所内の問題を解

決するためにご近所内の

資源をやりくりすること

で、ご近所の助け合いが強

まっていく。これを「助け

合い」というのだ。 

 関係者がまず心得るべ

きは、ご近所で発生した問

題を、簡単に上層へ持ち出

さないことだ。 

 住民の解決努力を無視

して、上層の移送サービス

や買い物支援サービスに

つなげてしまったら、住民は助け合いをやめてしまう。 

 

 

 

 

 

買い物を 

してあげる 

買い物を 

してあげる 

買い物を 

してあげる 

いろんな人に頼む 

息子 

息子 息子 

息子 

息子・娘 

・・・交通（車）に不便をしている人 

移動販売を利用 

電車を利用 

商店 

注文すると 

取り寄せてくれる 

買い物協力者 
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⒊ご近所はこんな世界 
  

ご近所という所は、単に４つの層の１つに過ぎないのではない。ご近所には独特

の住民の流儀が働いている。これを知らないでは、住民とうまくやっていけない。 

⑴当事者が主役 

①支援者を自分で探して活用している 

 当事者主役は、地域全域で貫かれている原則だが、ご近所では特にこの原則が厳

しく適用されている。４ページのマップを見ても、当事者が自分の支援者を選択し、

活用している。一人暮らしの人も自らの安全を保持するための努力をしている。 

下のマップ。老々で共に要介護という大変な家だが、奥さん（Ａ子）が「助けら

れ上手さん」で、周りの人にあれこれお願いしていた。あなたはゴミ出しを、あな

たは庭木の剪定を、あなたはバス停まで私を送ってとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②引きこもりの人も支援者を発掘・活用していた 

引きこもりの人はどうなのか。次ページのマップは、死後２週間で発見された一

人暮らし女性。マップ作りの際、はじめは「誰も見守っていなかったから亡くなっ

た」と町内会役員は言っていたが、最終的には女性と関わりのあった人が２人見つ

かった。右側の人には本人が「何かあったら頼むね」と言っていたそうだ。 

Ａ子さん 

移送 

ゴミ出し 

生協を一緒 

雪かき 

移送 

庭木の手入れ 

移送 
に購入 

庭の草取り 
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③自助力とは「助けられ上手」のことだった 

 当事者が主役だということは、当事者に主導権があると共に、主体者としてふさ

わしい行動を取らねばならないということでもある。「ふさわしい行動」とは以下

の通り。だから、福祉は当事者が自らの安全を守るためにどういう行動を取るかが、

最も重要なことで、それを周囲がどのように後押しするかが、次なる課題になるの

だ。以下の中で重要なのが④である。これができる人を「助けられ上手さん」と言

っている。この５つの努力をすることを自助努力と言う。今の福祉は当事者主体の

理解が進んでいないために、本人の自助努力を促すことにあまり熱心ではない。 

①自分の運命の主人公は私である。 

 ②私の抱えた問題の解決策は私が考える。 

 ③解決するための自己努力を欠かさない。 

 ④必要な資源は私が発掘し、活用する。 

 ⑤同じ問題を抱えた者同士、助け合う。 

⑵めざすは当事者の自己実現 

①引きこもりの彼女は油絵に夢中になっていた 

 上のマップを再度見ていただきたい。死後２週間で見つかった女性だが、もう一

つ接触の機会があったことがわかった。死後、女性の家の中に入った人がこう言っ

ていた。「壁という壁に油絵が飾ってあった」と。 

Ａさん（孤独死した女性）

（油絵の趣味あり）

料理ボランティア
仲間

Ａさんに見込まれた人

（最近引越していた）
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 もしこの角度から接触すれば、もっと容易に関係ができたのではないか。「これ

だけ描いたのなら、個展を開きましょうよ。値札も付けましょう」と。ところが私

たちは当人の「福祉課題」にばかり目が向きがちだ。「引きこもりを何とか解決し

なくては」と。しかし彼女は油絵を描きたかった。 

 厚労省は地域福祉の理念で、「どんなに要援護状態になろうとも、住み慣れた家や

地域で安全かつその人らしく生きていけるように応援しよう」と言っている。油絵

はまさに「その人らしく」に該当する部分だ。これを「自己実現」と称する。当事

者主体の福祉に従うのなら、本人の第一番目の欲求である「自己実現」を真っ先に

応援すべきなのだ。実際に本人はそのように行動している。 

②「その人らしく」をめざす方法の基本構図 

ここに「その人らしく」を主目標にした問題解決法の基本図を示してみよう。今

まではＢを解決するのが福祉だと考えてきた。本解決法は、取り組み(支援)の主た

る対象をＢからＡに移すということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずＡ。当事者本人がめざしている「自分らしい生活」の実現という目標。次い

でＢ。その目的を果たすための「不利な条件」。福祉関係者が主に関心を持ち、取

り付いている対象で、要介護、障害がある、生活が困難といったこと。最後にＣは、

目的実現のための本人の有利な条件。「ストレングス」と呼ばれる部分だ。特技が

ある、こだわっているものがある等。大事なのは本人は明らかにＡを第一義に置い

生きる目標 

不利な条件 

障害がある。要介護。

生活困難。ひきこもり 

有利な条件 

特技がある。○にこだわ

っている。人間大好き 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

ライフスタイルを全うし

たい。天命を実行したい。

やりたいことをしたい。 
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ているということだ。ならば、こちらの方の後押しに切り替えればいいのだ。Ａを

めざす本人の願いに即して、Ｃを生かしながらＡの実現を後押しする。 

⑶担い手と受け手の区別がない！ 

 福祉とは担い手が受け手にサービスをすることだという常識は、ご近所では通用

しない。ここでは受け手が容易に担い手になったり、担い手同士が関わり合ったり

する。 

①誰が担い手でだれが受け手か？ 

 支え合いマップを作ると、興味深い事実を発見する。下の写真は輪島市で見つけ

た事例で、ベッド生活の一人暮らし女性Ｃさん（右端）宅で開かれているサロンで

ある。そこに周囲の高齢者たちがおしゃべりにやってくる。その中に認知症の女性

もいる。Ｃさんがデイサービスから戻ったのを

見計らって寄り集まって来るらしい。ここで言

えることは、 

 ➊誰が福祉の担い手で誰が受け手なのか。お

互いが受け手であり担い手でもある。 

➋おしゃべりの中で問題が解決されている。誰が誰にサービスしたか分からない。 

➌それ以前にこの営みの主催者は誰かもはっきりしない。 

②最重度者がなんと助け合いのキーマン 

 北海道のある地区（５０世帯ほど）では、要援護者たちが助け合っていた。主役

は一人暮らしのＡさん。半身マヒの車いす生活だが、その家へ、市外から転入して

きて寂しがっている女性がたまに泊りに来る。昼間一人暮らしで認知症の出てきた

女性も招かれている。担当の民生委員が施設に入所しているＢさんを見舞いに行っ

たら、「里帰りしたい」と言う。しかしＢさんの家は既に空き家。ならばと、Ａさ

んが自宅に受け入れてくれた。 

③要援護者（受け手）こそ担い手になりたがっている 

川崎市の介護ボランティアグループ「すずの会」に、ケアマネから老々世帯のケ

ースが持ち込まれた。夫に癌が見つかった。妻（Ｋ子さん）は要介護３で障害もあ
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る。「どちらかが施設に入らないと共倒れになる」とケアマネが説得したが、２人

は「自宅で頑張る」の一点張り。 

すずの会はどうしたかというと、なんとＫ子さんの家でサロンを開いてもらった。

そこに近隣の人が来て、ふれあいが実現。趣味活動もできる。夫との生活も継続で

きる。斜向かいに８０歳でうつ状態の一人暮らし女性（Ｔ子さん）がいる。グルー

プは彼女に「Ｋ子さんのサロンを手伝ってね」とお願いした。一方のＫ子さんには

「Ｔ子さんの面倒を見てね」。両者が「私もボランティアだ」と張り切った。その

後Ｋ子を診察した担当医が、「要介護度が下がっている」とビックリ。 

⑷プライベートな世界 

①向こう三軒で移送サービス。事故が起きたらどうするか 

 一人暮らしの高齢女性を、隣家の男性が病院まで車で運んであげている。それを

知った人が私にこう言ってきた。「こんなことをやっていて、もし事故が起きたら

どうするんでしょうね」。この質問を、移送している男性にぶつけたら、何と言う

か。「そんなうるさいことを言うなら、やめた」と、引いてしまうだろう。たしか

に事故が起きたらという疑問はあるが、実際は両者の信頼関係で行われている。 

 もしこれが自治会の福祉サービスの一環で行われたらどうなるか。まず事業の趣

意書をまとめる。主催者や担当部署、担い手と受け手の関係のあり方や、経費負担、

事故が起きた時の保証などを規約に盛り込むだろう。同じ地域で行われる移送にこ

れだけの違いがある。 

②ご近所は私的な営み。自治区は公共的営み 

 前者は「私的な営み」と考えたらどうか。双方の自由意思と信頼関係、そして責

任において、実践されている。だから規約云々は関係ない。「もし事故が起きたら」

と言い出す人は「公的な営み」という別の論理を持ち出したことになる。 

 個人の意思を超えて、住民全体が共同意思で、組織的に福祉の営みを実施する。

そこに個人的な事情は差し挟まず、ありうる事態をすべて規約として設定し、全員

がそれに従う。 

 同じ論理で、町内会長が、公的営みたるサロンに参加しないとはけしからんと憤
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慨するし、民生委員が、担当の相手が私の訪問を嫌うとはけしからんと思うわけだ。 

地域、特にご近所で「私と公の衝突」が起きている。事実上、私的な営みが支配

しているご近所に、公的な営みが踏み入って公然と実践されている場合、常に「私

と公の衝突」が起きているのだ。 

③ご近所に踏み入れば、私的な営みのルールに従おう 

 この図を見ていただきたい。地域での住民に

よる福祉の営みの多くが公的な営みである。そ

の一部がご近所にまで踏み入っている。福祉推

進員と呼ばれる人がそうだし、見守り隊などの

ボランティアも同様。要援護者の自宅に入り込

む人材を、当人が私的な営みと見るか、公的な

営みと見るかで対応が異なってくるわけだ。 

 公的な営みのつもりでご近所に踏み入る人

材が、可能な限り私的な営みの世界に同調しよ

うとすれば、丸く収まる、ということは言える。

ご近所では、相性が絶対的に重要である。相性

が合わない同士が助け合いをするなんて、あり

えないのだ。ところが公共的営みの中では、相

性など考慮されない。ではどうするか？ 

⑸実力主義 

地域福祉関係者は、ご近所にまで地域福祉推進体制の一環で養成、または委嘱し

た福祉委員等を配置する。自治会は班長に小地域福祉を担ってもらおうとしている。 

①世話焼きがご近所福祉を仕切っていた 

 ご近所には大中小の世話焼きさんがいて、緩やかに連携してご近所福祉を実践し

ている。「困った人がいると、気になってご飯が喉を通らない」人たちだ。今のご

近所は、福祉機関が配置した福祉委員や民生委員、見守りボランティアが活躍する

一方で、世話焼きさんが、阿吽の呼吸で連携しながら、要援護者の面倒を見ている。 

ご近所 市町村 自治区 校区 

互助 共助 公助 

班 自治会 行政 

社協 地区社協 

福祉課 民生委員 福祉委員 

包括 
支援センター 

ボランティア 
グループ 

ボランティア 
グループ 

ボランティア 
グループ 

老人 
クラブ 

単位 
クラブ 

（生協） 

私 公 
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⒋ご近所福祉活動の利点 
 

 ご近所ごとに福祉を進めれば、いろいろメリットがあることが分かる。 

①世話焼きさんが活躍 

世話焼きさんはご近所で活躍している。下のマップでは、最下段の２人（緑）が

大型世話焼き。中段の左右の２人が中型。その他の人（■にはしていないが１人～

２人に関わっている人）たちが小型。 

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。その相手の状況

ならわかるのだ。虐待なども見

える。だからご近所に虐待など

の探知拠点を設ければいい。 

③深刻になる前に対処 

 インターネットにこんな話

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、その隣家から

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！犯罪者になっても許してくれ」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。 

…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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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。下のマップ。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

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 

 隣人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、向う三軒両隣の数名のみだ。 

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、９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やり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。 

 

 

 

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 
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⒌ご近所発のニーズ発掘と伝達 
  

地域福祉はニーズの発掘から始まる。前述のように要援護者はご近所にいる。つ

まり福祉ニーズはご近所から発生するのだ。当然このご近所に緻密なニーズキャッ

チの「網を張る」必要がある。だが、大事なのは、ニーズキャッチだけでない。ニ

ーズは当事者の足元の人しか把握できない。それを、その情報を必要としている人

の所まで伝達しなければならないのだ。 

⑴ニーズ把握と伝達で心得るべきこと 

①ご近所内はさらに３層になっている。 

 ご近所は３つの層になっている。一つは「ご近所」で３０～８０世帯と幅がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 その次が小ご近所で、１０数世帯。班と重なる。向こう三軒両隣では、世話焼き

さんがいる、助けられ上手さんがいるといった条件が揃えば、介護や看取りまでで

きてしまう。濃密な助け合いはこの層でなら可能だ。 

②お互いに狭い範囲しか見えない。 

世話焼きさんはご近所でどのように行動しているのか。八十近くで、体もだいぶ 

弱ってきた一人暮らしの女性（星印）。それでも周り数軒の人たちの面倒を見てい

た。１番は最近越して来たという引きこもりの父子。彼らをほぼ１日中見守ってい

る。２番は要介護の夫を介護している女性。ご覧のようにいろいろ面倒を見ている。

３番は一人暮らし男性で、最近異常を発見したのですぐに町内会長に連絡した。こ

● 

要援護者 

「向こう三軒両隣」（５世帯程度） 

「小ご近所・班」 

（１０数世帯） 
「ご近所」 

（３０～８０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。 

の３番の人が最近、要介護になって、彼女はおむつ替えに通っている。４，５，６

番の人に対してもいろいろ面倒を見ている。御覧の通り、世話焼きさんでも、周囲

の数軒しか把握できないし、関わることはできないことがわかるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③大中小の世話焼きさんがこまめに連携すること。 

右のマップを見てい

ただきたい。このご近

所は、４つの「小ご近

所」からできている。

大型世話焼きのＡさん

は、毎日、それぞれの

「小ご近所」の中型世

話焼きさん（Ｂ、Ｃ、

Ｄ、Ｅさん）宅を巡回

して「なにか問題はあ

りますか？」と尋ねて

いた。ニーズを拾いに
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小ご近所まで出かけていた。こういうことをしないと、世話焼きさんでもニーズ把

握はむずかしいのだ。 

④上層の人が下層へ情報をもらいに行く。 

 基本的に下層から上層へ上がっていくのは、意外なほど抵抗があるようだ。住民

が民生委員の元へ行くだろうか。よほど信頼された民生委員でないと無理なようだ。 

結局、上のマップのように、上層の人が下層へ情報をもらいに行くより仕方がない。 

⑤両者に信頼関係があれば伝達はうまくいく。 

マップの中で、世話焼きさんが訪問して情報を出してもらえるということは、両

者に信頼関係があるからに違いない。双方の相性が合えばもっといい。人間は機械

でないのだから、民生委員が来たら情報は出すべきだと要求しても無理なのだ。 

⑥このルートを飛ばしても駄目。 

大型世話焼きさんが自治会長になると、自治区全域を自分の活動範囲として、そ

の圏域を歩き回ってニーズ把握に努める。自治区内のニーズは自分には大体わかっ

ていると、自分では思っているのだ。確かに「かなり」はわかっているかもしれな

いが、やはり抜ける部分がある。洩れのないニーズ把握ネットを張るには、どうし

ても、当事者の向こう三軒とその上の小ご近所、その上の「ご近所」という三層の

伝達ルートを構築しなければならない。それを飛ばしてニーズが洩れなくとらえら

れるのなら苦労はないが、そうはいかないのである。 

➆伝達ルートを担えるのは世話焼きさん。 

ニーズの把握や、それへの関わりができるのは天性の資質のある人に限られる。 

ただ班長が担えばいいなどといったやり方を導入したら、このシステム全体が壊れ

てしまう。誰がニーズを掘り起しているかは、よく調べれば特定できるはずだ。そ

の人が誰だか分かったら、その人が提示したニーズにしっかり対応することに力を

投入すべきである。 

⑧世話焼きネットのどれかが機能しないとパイプは詰まる。 

世話焼きさんでない人がこのルートのどこかを占めると、これで伝達のパイプは 

詰まってしまう。それほどに微妙なシステムなのだ。 
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⑨要援護者がニーズ発信してもご近所止まり。 

たまたま助けられ上手の当事者がいる。自分でニーズを担い手に持っていく。

しかしそれもせいぜいご近所の世話焼きさん程度で、それ以上の層にまで持って

行く人はあまりいない。当事者の行動半径は、ニーズ発信の面でも同じように小

さいということである。 

⑩発信者から遠くなるほど感度は下がる。 

市町村域や校区の関係者がご近所まで足を運んでニーズを把握するということ

が行われていないのは、どうしても上層へ行くほど、つまり当事者から離れれば

離れほど、福祉ニーズへの感度（関心度）が下がってしまうからではないか。だ

からこそ上層の人ほど、面倒でも下層へ足を運ぶ必要があるのだ。一度ご近所ま

で足を運び、住民と一緒に支え合いマップを作れば、福祉ニーズに取り組もうと

いう意欲が強まるはずだ。 

⑪民生委員次第でパイプは通じ易くなる。 

民生委員のように、ニーズ発信の当人に接触できる距離にあるというのは有利

な条件である。と同時に民生委員は上層のどこかにも行ける距離にある。そこで

現実策として、この人が、下層からもらったニーズ情報を各層に振り分け、該当

する層の関係者に伝達する、というあり方も考えられるのだ。 

⑵ニーズ把握と伝達のルート 

 以上のことを頭に入れておいて、ニーズ伝達の一般的な方法を述べていく。とに

かくニーズ把握とその伝達には緻密な方法が必要だ。その理由の一つは、前項で述

べたように、ニーズ発信者のすぐ近くにいないとニーズは把握できない、というこ

とである。地域に出ることをよく「アウトリーチ」と言ったりするが、広い地域を

あてどなく歩きまわっても、そう簡単にはニーズに辿り着けない。ニーズの発信者

から、ちょうど火事の時に水桶を手渡しで繋げていくように、上層へ伝えていかね

ばならない。ニーズ発掘と伝達を洩れなく行うためには、以下の順序が重要だ。   

まず要援護者からニーズが発生したら、 

❶向こう三軒両隣の人①が見つける。そのセンスのある人でないと務まらない。当
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事者からこの人に向けて発信される場合もある。 

➋①の人が把握したニーズは、小ご近所の世話焼きさん②が、もらいに行く。発見

者が小ご近所の世話焼きさんへ伝えればいいが、それは現実的ではない。 

 

 

 

 

 

 

②が日常的に①を訪問している間に、その中でさりげなく情報が開示される。それ

に②の人が気づけばいい。 

➌次いで、小ご近所の世話焼きさん②の所へご近所の世話焼きさん③がもらいに行

く。前述のマップではこのパターンで、ご近所内の大型世話焼きさんが毎日のよう

に訪れて、「何かありましたか？」と聞くことで、初めて伝えてもらえる。 

➍自治区のご近所福祉サポーター④が③の所へもらいに行く。 

➎④の所へ⑤がもらいに行く。といっても⑤はなかなか来ないだろうから、④が必

要な時に⑤へ伝えるということもある。 

➏④や⑤が⑥まで伝えに行くこともある。 

⑶地域問題という、もう一つのニーズ 

 次頁の図を見ていただきたい。地域を構成する諸要素にはこのようにさまざまな

ものがある。その最も大きなものは、「人間が幸せに生きるために作り出したもの」

（文化）である。宗教や交通、文化・芸術、集落づくり・ふれあい、地域グループ、

自治、商工業、教育、保健・福祉、防災、家族、ライフスタイル。それに風土も。   

支え合いマップづくりで住宅地図を広げると、これらのいくつかが(それらが絡ま

り合って)人間のよりよい生活を妨げている（または支えている）ことが分かってく

る。それが要援護者には増幅されて迫って来る場合も少なくない。店や医療機関が

ないと、一般住民も不便だが、一人暮らしの高齢者や要介護者になると、その不便

● 

要援護者 

● 

① 

● 

② 

● 

③ 

● 

④ 

● 

⑤ 

● 

⑥ 

自治区 校区 市町村 ご近所 
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さはもっと深刻だ。マップを作っての地域福祉では、人だけの問題というのはむし

ろ少なくて、大抵はこれらの文化的諸要素と複雑に絡まり合っているとみていい。 

マップづくりのために住宅地図を広げると、ごく自然にこれらの文化的諸要素の

課題が浮かび上がってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

要援護者 

住民 

①家族 

②集落作り 

③グループ 

④ふれあい 

⑤自治 

⑥交通 

➆商工業 

⑧教育 

⑨文化芸術 

⑩防災 

⑪宗教 

⑫ライフスタイル 

⑬保健福祉 

⑭公共機関 

⑮風土 

老親と独身息子の世帯が多く、将来介護の心配が 

子供がほとんどいなくて、集落自体消滅の危機 

地域グループが要援護者を排除している 

個々のふれあいはあるが集落としての連帯が希薄 

自治会の脱退者が多く、両者が反目している 

歩道がない箇所で交通事故が頻発 

シャッター通りが増える一方。買い物に不便 

集落に小学校がなく、遠くまでバスで通学 

公民館が集落外にあり、要援護者は通えない 

土地が低く、津波が来たら逃げられない 

特定宗教の信者と住民とが溶け合わない 

親戚関係の絆や縛りが強すぎる 

医療機関が遠くて、みんなタクシーで通っている 

役所が近くになく、住民は不便に思っている 

坂が多くて、高齢者は公会堂にも行きづらい 



 23 

６頁のマップでこんなことがわかってきた。ここでは自治会の集団脱会があり、

両者が反目していた（上記⑤の問題）。運悪く、脱会者に孤立者や９０代の一人暮

らしの要介護者が混じっている。さらにこの集落には要介護者よりも病弱者がたく

さんいて、災害時にどうやって避難支援したらいいのか（⑩）。おまけに公民館が

集落からかなり離れた所にあり、病弱者は一人も行っていなかった（⑨）。 

こういう場合も、マップづくりの中で、解決のヒントを探す。例えば脱会者で要

支援の人を、一人の世話焼きさんがまとめて面倒見ていた。この人をキーマンにし

て、支援の輪を広げていけばいい。病弱者の避難支援についてはこの地区にたくさ

んいる元自衛隊や元看護師などの力を得ればいい。 
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⒍ご近所先行のニーズ対応 
ニーズに誰がどう対応すべきか。ニーズはご近所から発生する。ご近所に居れば

よく見える。ニーズ対応もご近所優先だ。 

⑴各層がご近所に結集して役割分担 

 ニーズ対応と言えば、市町村域で関係者がアンケート調査などでニーズを掘り起

し、それに対応したサービスを作り、当事者から申請を受け付けて、そのサービス

を提供する―というのが最も一般的なやり方であろう。 

 ところが、福祉問題はご近所で発生する。なのに関係機関が各自、それをご近所

から持ち出してしまう。 

①ご近所で発生したのだから、ご近所で対処 

本来はご近所で発生したのだから、まずご近所で対処するものではないか。どの

問題も何らかの意味でご近所がらみであることは容易に想像できる。だからご近所

という場で、ご近所さんの参加で、そこに関係者も馳せ参じて、解決努力をする。

これが筋論というものなのだ。 

図を描いてみよう。あるケースに当てはめてみるが、とりあえず基本構図を説明

しておこう（２５頁）。●が当事者。一つ目の円が向こう三軒。次がご近所（５０

世帯）。次が自治区。その外が校区や市町村域。それに、この地区の課題（あとで

紹介）に関与すべき人材・組織を載せてみた。彼等があくまでご近所を拠点に、ご

近所さんと連携しながら、課題に取り組むのだ。 

 私共はボトムアップの発想を提示してきた。課題にはまずご近所が関わるが、難

題は上層へ上げる。ところが上層はそれをご近所から「持ち去って」しまう。しか

し今述べたように、課題はご近所から発生したのだし、ご近所絡みには違いない。

だからご近所から切り離しては駄目なのだ。ボトムアップの意図が取り違えられて

ご近所からの切り離しにつながるのなら、この発想は使えなくなってしまう。 
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課題 向こう三軒 ご近所 自治区 校区・市町村 

一人暮らし① 

食事の問題 

おすそ分け 寿司職人の 

活用 

民生委員が 

コーディネート 

老人ホームの 

食事を開放 

一人暮らし② 

助け合い 

サロンへお誘い。

向う三軒で井戸端

会議 

サロンが参加受け

入れ 

同上  

店が遠い 

 

みんなで購入 店に協力（商品開

発・提供。販路開

拓） 

同上 商工課・商店会が

本店を後押し 

引きこもりの人 声かけ 声かけ 

サロンへ誘う 

民生委員が 

働きかけ 

福祉課が協力 

施設入所者 

里帰り 

里帰りを受け入れ 里帰りに協力。 

サロンも受け入れ 

老人ホームに働き

かけ 

老人ホームが支援

（移送等） 

空き家の主に働き

かけ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員 

向こう三軒 

ご近所 
自治区 

隣人 

隣人 

サロン 

支店 

（出店） 

本店 

寿司職人 空き家の 
持ち主 

ご近所 
さん 

老人ホーム 

＜課題ごとの層別役割分担表＞ 

＜層別の福祉資源一覧＞ 
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 ここで実例を示そう。マップを見ながらお読みいただきたい。 

❶ここは一人暮らし高齢者が多い。一人暮らし同士で助け合うことはできないか。 

ご近所全体が老人ホームのようでもある。まずは彼ら同士が助け合えるようにし

ていかねばならない。中央部に集会所があり、サロンが開かれている。そこに彼ら

のうちの３人が参加している。この３人から始めたらどうか。 

➋寿司職人を生かせないか？ 養護老人ホームが給食を地域に開放できないか。 

一人暮らし高齢者の中の、特に男性は食生活が貧しい。そこで食生活関連の資源

を探したら、ご近所内に寿司職人が住んでいる。その周辺に少なくとも二人の一人

暮らしの男性がいる。せめてこの二人だけでも、食事のおすそ分けをしてもらえな

いか。彼が主導してご近所に食事サービスのグループはできないものか。 

 近くに養護老人ホームがあって、かなり柔軟な処遇方針を取っているようでもあ

る。ならばご近所の一人暮らしの人たちへの食事サービスもできないだろうか。 

➌出店してきた店を、さらに拡大できないか。 

一人暮らしの多くは女性で、不便していることの一つは買い物だ。うまい具合に

ご近所内に、他地区から出店して来ている。これをもっと広げたらどうか。品数を

増やしたり、注文販売もするとか。 

➍引きこもりの人に接触を。 

 周囲の人と交流したがらない男性が一人いた。なんとか接触するきっかけはない

ものかと知恵を絞っていったら、一つ見つかった。民生委員が敬老祝い金の支給の

件で訪問したら応答がなかったのだが、「敬老祝い金の件で至急、協議したく」と

メモしてドアの隙間に挟んでおいたら、後で電話がかかってきた。そのことなら話

し合いに応じるという。突破口が見つかった。 

➎施設入所者が数名。里帰りはできないか。じつは里帰りをしている人がいた。 

 里帰りをしている人で、ただの里帰りだけでなく、趣味活動のグループに加入し

たり、他の人の慰問までやっていた。何でこんなことができるのかと聞いてみたら、 

前述の養護老人ホームに入所していて、その施設がこういうことに理解を示してい

るらしいと分かった。 
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しかも施設はこのご近所からそんなに遠くない。ならば他の入所者についても、

本人の意思を確認しながら、好きなところへ自由に里帰りできるようにしよう。ふ

れあいサロンや趣味グループなどへ。 

➏このご近所で「逆デイ」をしたら？ 

 せっかく理解のある施設なのだから、もっと本格的な地域貢献をやってもらおう。

ご近所の特徴は空き家が多いことであるが、空き家のうまい生かし方がなかなか出

てこない。そこでその一つとして、この一軒を整備して、逆デイができないものか。

デイサービスと言えば各自、自宅からデイサービスセンターへ行き、夕方には自宅

へ戻る。その逆とは、老人ホームで生活をしながら、昼間は地域の家で過ごし、夕

方になるとまた施設へ戻るのだ。こうすれば入所者も昼間はご近所で暮らすことが

できるようになる。この施設から入所した人だけでなく、他の地区から入所した人

にとっても、第二の故郷になるのではないか。 

 

②ご近所さんの参加が不可欠 

例えば一人暮らし高齢者をサロンにという企画は、サロン関係者だけが取り組め

ばいいわけではない。その人と親しい隣人やご近所の世話焼きさんたちが声をかけ

ることで実現するかもしれない。サロンから戻って、向こう三軒で二次会をするか

もしれない。むしろこの方が大事なのだ。また、一人暮らし高齢者同士が誘い合う

ということもありうる。 

 寿司職人にしても、ご近所の親しい人や、自治会の役員が説得役として適任だと

いう場合もある。おすそ分けの事例を見つけ出すのはご近所さんの情報だ。 

出店した商店を充実させるには、ご近所の人たちが協力しなければならない。一

方で本店への働きかけは、自治区の役員や地区社会福祉協議会の声掛けが効くかも

しれない。商店会の協力が効くかもしれない。 

 老人ホームの協力を得るには、民生委員や地区社会福祉協議会の働きかけが必要

かもしれないし、入所者の里帰りや逆デイを実現させるにはご近所さんや隣人の協

力が欠かせない。空き家を使うとなれば、持ち主の協力が必要だ。 
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商店 

老人ホーム 

寿司職人 

入所 

里帰り 

サロン 

一人暮らしの人が 

３人来ている 

出店 

…一人暮らし 

…空き家 
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 というように、関係機関の役割だけでなく、向こう三軒やご近所の人たちが果た

すべき役割というものが必ずある。今まではその役割を担ってもらう努力をしてい

なかった。 

③上層の方が資源力は良質だという錯覚 

 ボトムアップの発想では、まずご近所が関わり、難題は上へ上げていくという順

序を大事にしていた。この順序は良いのだが、そこである誤解が生じていた。上層

へ行くほど、問題解決力が強い、上級の資源だという誤解である。しかし実際は、

資源の質と種類が異なっているに過ぎないのだ。 

 上層には医療関係者がいる。保健関係者もいる。しかし医者だから問題解決力が

強いということではなく、医療の問題に限っては強いという特異な資源なのであり、

住民にもまた、住民にしかできないことがあるのだ。 

④むしろ自治区の世話焼きが最良の資源 

 改めて純粋に問題解決力のある人は、どの層に居るだろうかと考えてみたら、意

外なことに、ご近所から自治区あたりに集中していることに気づく。その層の誰も

が問題解決力があるということではなく、その中の世話焼きさんと呼ばれる人たち

に限られる。 

特に自治区で活躍している民生委員や福祉推進員と呼ばれる人たちの中に、天性

の問題解決力のある人が混じっている。だからこの層の、この人たちがキーマンに

なれば最高の状態になる。それより上層の中にはそういう人材はあまりいない。い

るとすれば、この天性の資質の人たちがたまたま上層で活躍しているに過ぎない。 

⑤課題ごとの層別役割分担表（２５頁の上の図） 

 というわけで、層の違いは資源力の段階ではなくて、資源力の種類の違いなので

あった。そこで先程の図の上に、表を作ってみた。課題ごとに誰が関与したらいい

かを、層別に示してある。この層を左から上へ上がっていくのではなく、課題に対

してそれらが平等な立場で役割分担するということである。 

 御覧のように、課題のすべてに向こう三軒とご近所は関わることになっている。

そして一部、それよりも上層の人たちが関わることになるのだ。 
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⑥住民をその気にさせる利点 

 この表に違和感を持つ関係者がいるとすれば、それは向こう三軒やご近所さんに

そんなに役割があるのかという点ではないか。だがそういう考え方が出ること自体、

今までの地域福祉のあり方が、ご近所の人たちが自らの役割を担うことを阻んでき

たことの表れなのだ。 

これまではご近所さんの出番はなかったが、これからは役割を作っていくのだ。

ご近所さんに手伝ってもらうことで、新たなメリットも生まれてくる。ご近所さん

たちは、自分たちのご近所を理想の場にしようと意図的に動くことはない。誰から

もそう促されていないからだ。 

 ところがここで六つの活動が始まり、自分たちにも手伝ってほしいという声がか

かってくると、なるほどこれらの課題はこのご近所をよりよくするためのものかと

気づかされる。そしてそれに参加しているうちに、ますますその気になってくる。

住民教育として、こんなにいい方法はないのだ。 

➆ケア会議もご近所主導で 

 住民と関係機関の協働も、土俵はご近所であるべきだ。ご近所主導の協働はどの

ようにして行われるのか。 

 奈良県田原本町主催の地域支援員養成を受講した辻川勝代さんと蒲俊子さんが、

ご近所ケア会議を開いていた。ご近所の人たちが集い、日ごろの活動を報告し合う。

彼らの手に負えないケースを関係機関の協力を得て関わっていくというやり方だ。 

辻川さんたちの役割はご近所福祉サポーターである。 

関係機関を活用したケースは以下のとおり。毎月一回、老人会の幹部、民生委員、

協力者（８人）で会合を持ち、各自の活動の報告や、要支援者の情報を出し合う。 

協力者の一人が関わっていた対象が深刻な状態になった。夫９６歳、妻９３歳、

息子６０代の３人の世帯。最近、妻が入院。息子は働いていて、昼間は 96 歳の父

一人。そこで家族と民生委員、ケアマネジャーで話し合い。以後、ケアマネがケア

プランを立て、それと息子の１週間の予定表を基に、辻川さんが別添のようなロー

テーション表を作成。これにはヘルパーが入る日、デイサービスの日、住民が入る

日が記載されている。住民が担うのは、給食の受け取りと配膳、飲み薬のチェック、 
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デイサービスの見送りと出迎え、エアコンの調整。 

 関係機関と地域住民の協働がどのようにしたら可能になるのか。関係機関の方か

ら住民に働きかけるのは、極めて難しい。辻川さんのような立場の住民有志が、自

治会や民生委員と連携しながら、当事者にまず関わり、家族にも地域に支援を求め

るよう説得したうえで、ケアマネジャーがこれに関わってくるのなら可能なのだ。 

 

月 火 水 木 金 土 

   １ ２ ３ 

    
昼 ヘルパー 

夕 支援 

 

夕 ヘルパー 

５ ６ ７ ８ ９ １０ 

昼 支援 

夕 ヘルパー 

昼・夕 

ヘルパー 

デイサービス 

夕 ヘルパー 

昼 支援 

夕 ヘルパー 

昼 ヘルパー 

夕 支援 

 

夕 ヘルパー 

 

⑵住民資源発掘の留意点 

 ご近所がらみのニーズ対応となれば、資源発掘の柱は住民資源の発掘ということ

になる。住民資源の開発といえば、校区や自治区の各圏域で、人材募集や公募、そ

の後に研修、そして委嘱、または組織化という段取りで進めていたが、よりご近所

に近い圏域では、これまでとは違った手法で進めなければならない。 

老人会 
日常活動者 

 

サポーター 

向う三軒圏域 

ご近所圏域 

（５０世帯） 町内圏域 

（130世帯） 

長寿介護課 

介護事業所 

ケア会議 

民生委員 

（ケアマネ・ヘルパー） 

ご近所福祉 
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①当事者主導の原則 

当事者は自分で助け手を選びたがっている。特にご近所という圏域では、それが

基本原則になっている。「助け手は私が見込む」と。支え合いマップづくりをする

と、そのように実践している当事者が浮かび上がってくる。 

 住民資源の発掘に際しては、まず当事者は誰に何をしてもらいたいのかを最優先

で調べるのだ。また、当事者が資源開発の主体というのなら、本人にその資質を身

に着けてもらう必要がある。これもまた自助能力の一つなのだ。自身の問題を自覚

し、誰にどのように助けてもらったらいいのかを、主体的に考え、そのように行動

できるような教育である。 

②セルフヘルプ（当事者同士が資源になり合い） 

当事者としてはなるべく、人に助けてもらいたくない。それでも助けてもらわざ

るを得ないのなら、同じ問題を抱えた人ならいい、となる。これも「相互資源」だ。

自分も「お返し」をする機会が訪れるはずだからだ。というわけで、今、当事者グ

ループ（セルフヘルプ・グループ）が無数にできている。 

③「その人らしく」（ニーズのレベルアップ） 

担い手は担い手の側から対象者のニーズのレベルを規定してしまいがちだ。「安

全を守ってあげればいい」と考え、見守り活動程度で終わってしまう。しかし本人

は、「自分らしく生きたい」（私のライフスタイルを全うしたい）と願っている。だ

から福祉の指標を思い切ってレベルアップする必要がある。 

こうなるとやるべきことが、がらりと変わってくる。要介護だけど旅行に行きた

い、趣味活動をしたいという要望を受け止めなければならない。開発すべき資源も

変わってくる。当事者主体の原則が働いているご近所では、この関連の資源開発が

不可欠のものになる。 

④資源とニーズが両性具備 

住民の世界では、各自がニーズと資源の双方を持っていて、互いに資源ともニー

ズともなり合う、という考え方に基づいている。相手を要援護者、あるいは資源で

ある一方だと考えてはならない。特に当事者は、自分も助け手になりたいと強く願

っているのだ。 
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⑤ニーズと資源をセットで発掘 

一般に関係者がニーズと資源を結ぼうとする場合、まずニーズを拾い出し、他方

で資源を地域から洗い出して、改めて両者を結び付けようとする。しかしこれでは、

ミスマッチが起こりやすい。 

支え合いマップづくりでこの作業をすれば、もっと効率的なやり方になる。支え

合いマップを広げて、ニーズが見つかったとする。その場で、❶当事者はどんな解

決の仕方を望んでいるのか、➋そのために周囲の誰に解決を期待しているか、➌周

りの人はどのようにそれを解決してあげたいと思っているか、➍実際に誰が行動を

始めているか、その他、➎その問題の解決につながりそうな資源（人や組織、活動）

がないか、の５つを、並行して探っていくのである。そこから、本人も、周りの人

も、最適と考える解決策を見出すのだ。その作業の中で、こちらが勝手に、都合の

よい資源を投入しようとしてはならない。 

⑥資源の機能性を重視（その資源は機能しているか？） 

資源というものはそもそも、機能しなければ仕方がない。例えば地域にふれあい

サロンが開かれているとか、老人クラブがある、ボランティアグループがある、有

償サービスグループもある、とわかったとしても、それらが本当に機能しているの

か、実際のニーズに役立っているのかを確かめなければならない。老人クラブはあ

っても、ただのお楽しみグループで、要介護者を仲間に入れず、友愛訪問活動さえ

やっていないとなれば、資源力はゼロに近くなる。 

 支え合いマップづくりの現場では、このように資源の機能性、実効性を確認しな

がら資源発掘を進めていく。 
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⒎推進体制づくりもご近所から 
  

それぞれの圏域に与えられた役割を果たすには、しっかりした推進体制を作って

いかねばならない。その場合に留意すべきことは？ 

⑴地域福祉推進体制づくりの留意点 

①下層から上層へ順を追って体制づくり 

 今の地域福祉では、ほとんど第１層の体制づくりから始める。地域の福祉・保健

関連機関や地域住民の各層からの代表者で協議会等を作るが、これがどれほど機能

しているか。ご近所からどんな問題が上がってくるのかを考えず、参加者（組織）

の資源力としての評価をせず、はじめに体制づくりありきで進めてしまっているた

め、機能する場合がむしろ少なくなっている。 

 福祉問題はご近所から発生する。それに対してまずご近所でそれらに対応するた

めの体制を作るのが先決であって、上層の体制づくりはその後の問題なのだ。 

②天性の資質のある世話焼きさんを主体に編成 

 通常は公的機関や住民組織が委嘱したり、養成したり、あるいは順送りで選出さ

れた人たち（自治会長とか班長、福祉委員）などで体制を作るが、福祉はこれで対

処できるほど甘いものではない。福祉問題を解決させるのが至上命令なのだから、

その資質のある人で編成しなければならない。 

③支え合いマップづくりで人材発掘 

 本当に今、機能している人材を探し出すには、支え合いマップづくりをする以外

にない。ご近所ごとに誰が誰を支援しているかを調べる中で、大中小の世話焼きさ

んがきれいに浮かび上がってくる。本冊子に紹介したマップのほとんどで、世話焼

きさんが存在することが分かるだろう。 

④資源として機能している人材・組織に絞る 

支え合いマップで点検していくと、住民組織や関係機関のスタッフの中でも、そ

の資質のある人かどうかもわかってくる。組織にしても、機能している組織とそう
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でない組織の区分けもできる。そこから使える人材、使える組織を選べばいい。 

⑤人数を揃えるよりも、有力人材による少数精鋭で 

 体制を作るために、その資質は無視して、地域内の主だった組織から派遣しても

らったりするが、それで機能しなければ仕方がない。それよりも、人数は少なくと

も、世話焼きの資質のある人が少数で進め方がうまくいく。ご近所程度の規模なら、

大型世話焼きさんが一人いれば足りてしまうということもある。 

 かつて某県の福祉機関の依頼で、その県内で特別に優秀な活動グループを５０ほ

ど抜き出して、リーダーたちに取材したことがある。その時分かったのは、優秀な

グループは大抵、５～７名程度の精鋭ですべてをやってしまっていた。「体制づく

り」というのは、機能的な活動をしていくのには障害になる場合が多い。 

⑥下層の人材たちで上層を担うという手も 

 地域福祉を効果的に進めるために必要とする人材は、意外に少ないというのが現

状だ。ご近所の規模なら数名の世話焼きさんがいることは間違いないが、それ以上

の層の人材を発掘するのが極めて難しい。数百世帯を視野に収められる超大型世話

焼きさんは、ごくごく少ない。それ以上の校区あたりの業務を担える人材は、ほと

んどゼロに等しい。ならばどうするかと言えば、下層の人たちで上層の推進体制を

作るという苦肉の策である。各ご近所の世話焼きさんで自治区圏域のご近所支援体

制を作る。自治区の大型世話焼きさんたちで校区の推進体制を作る、というように。 

⑵各層の推進体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

世話焼きチーム 

第２層 

校区の推進体制 

第１層 

（市町村） 

第３層 

自治会 

福祉委員会 

ご近所福祉サポーター 
（福祉委員会の中の前線部隊） 
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①大中小の世話焼き軍団で「ご近所福祉推進チーム」 

 支え合いマップづくりをすれば、大中小世話焼きさんが数名発見できるから、こ

の人たちでチームを作ってもらえばいい。 

②ご近所福祉サポーターが「ご近所チーム」をサポート 

 ご近所福祉推進チームは、まだ自覚的に活動する心の準備ができていない。世話

焼きだから、周りの人の世話を焼いているが、自分がそんな出しゃばったことをし

ていいのかと思っている。そこでチームを後ろからバックアップして、「あなたた

ちでやっていいのですよ」と励ましてあげる人材が欠かせない。それがご近所福祉

サポーターである。民生委員がちょうどピッタリの位置にいるが、これにも向き不

向きがある。サポーターが日常的にご近所を巡回して世話焼きの活動を支援する。 

③「サポーター」を支える自治区の支援体制づくり 

 自治区の推進体制とは、実質はご近所へのサポート体制である。自治会組織自体、

福祉を主たる目的としていないので、福祉機能はあまり果たしていない。そこで自

治会の中に福祉委員会を設けるケースが多い。福祉に関わる人材や組織で構成する。 

しかしこれも現実には機能しにくい。機能する組織にするには、そのメンバーが

福祉を本気で担う気がなければならない。ではどうするか。 

 その委員会のメンバーに、世話焼きさんの資質のある人が混じっていて、個人的

にご近所まで出かけて、要援護者の面倒を見たりしている。前線部隊と命名して、

組織の縛りを受けずに自由に行動してもらったらどうか。その中心人物がご近所福

祉サポーターと考えればいい。 

④自治区には活動・人材をご近所に戻す機能も 

 ご近所でできないものを自治区に上げるのもいいが、なるべく自治区でやらない

ということも大切だ。活動をご近所へ下ろすのである。 

 自治会長は、特に熱心な人ほど、自治区の圏域でやってしまおうとする。ふれあ

いサロンや会食会、移送サービス、世代交流、敬老会など。しかしこの中にはご近

所に下ろした方がいいものもある。自治区で実施すれば、ご近所にいる要援護者が

参加できない。だからご近所でやれるようにバックアップする方がいい。 

 自治区圏域で活躍している人に、自分のご近所圏域で活動してもらうことも大切
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だ。それでご近所福祉が充実してくる。認知症サポーターや食生活改善推進員、保

健推進員等も、ご近所でその資質のある人を選出した方がいい。 

⑤校区の体制は自治区の人材で固めるという法も 

 自治区からご近所までは容易に足を運べる。やはり福祉を中心的に担うには、「ご

近所に足を運べる範囲」の人でないといけない。そこに要援護者がいるのだから。 

 そこで考えられるのが、自治区の前線部隊、特にご近所福祉サポーターたちで校

区の体制を固める方法だ。大抵は民生委員だが、現に校区の推進体制の主流に居る。 

 ご近所サポーターとして担えない部分を校区の推進人材として担っていく。こう

することで、ご近所から自治区、校区の全体を通して、末端の要援護者の声が聞き

届けられる体制になるのだ。 

⑥校区からご近所お出かけ。「モデルご近所」を指定したら？  

 問題は、民生委員が校区のキーマンとして活動を始めるとご近所への関心が薄れ

てしまうことだ。必要なのは、ご近所からずっと離れた所で議論をするのではなく、

校区からご近所まで出かけて、そこで校区の役割を考えることである。 

手っ取り早く言えば、ご近所に行って、ご近所さんと一緒にマップづくりをすれ

ばいい。そこから校区の役割も出てくるから、それを持ち帰ればよい。そういう作

業を日常的にできるようにするために「モデルご近所」を指定したらどうか。 

➆市町村域の体制は個別対応の中から自然に生まれる 

 推進体制を作る際に、前線（精鋭）部隊を作ることを提案してきた。これを校区

や市町村圏域でも作ればいい。何十もの出身母体から集まった集団では機能しない。

その一部有志が独断で進めることで、効率よく事業が行われているのは間違いない

のだ。 

それにご近所まで出かけて、ご近所さんと一緒にマップを作る中で、市町村の役

割が出てくるし、それに対応する中で、その地域らしい推進体制や組織が生まれて

くる。とにかく「初めに体制づくりありき」では、その体制が効果的な事業推進を

阻むことになるかもしれないのである。 
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⒏支え合いマップから出発 
  

ご近所発の地域福祉は、ご近所ごとに支え合いマップ作りをすることから始まる。 

⑴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

地図の上で、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

の課題などが浮き彫りになる。 

⑵マップなしでは地域福祉は進められない 

①住民の営みが判らなければ、住民主体の福祉推進はできない 

 本研究所が勧める地域福祉のやり方は、ご近所福祉を進めることから始める。住

民主体で推進するのだから、まずご近所の住民のふれあいや助け合いの実態が分か

らないといけない。その結果をもとに、これをどう支援するかが見えてくるからだ。 

ところが、住民は水面下で行動しており、福祉という営みは隠し味としてやるも

のというルールがあるので、外からは見えにくい。そこでマップ作りの必要性が出

て来るのだ。ご近所在住の数名が集まって、互いの情報を集約すると見えてくる。 

②マップづくりをする必要性を感じない理由とは？ 

地域福祉を推進するのにマップを作る必要性を感じないとすれば、それはこれま

で、事務所で福祉計画を立案して推進協議会を設置したり、アンケート調査でニー

ズを推測してサービスを組み立てたりすればよいと考えられてきたからだろう。 

⑶マップづくりで見えてくるもの 

①推進する「ご近所」の範囲が特定できる。 

 地域福祉をご近所ごとに推進していく場合、「ご近所」の範囲はどこからどこま

でなのか、マップづくりをすると見えてくる。５０世帯にこだわるのでなく、場合
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によっては３０世帯が妥当な地域かもしれない。 

 かなりの大型世話焼きが居て、相当数の人の面倒を見ている地域の場合、８０世

帯ぐらいでも助け合えるご近所かもしれない。逆に助け合いの機運がまだ生まれて

おらず、隣近所の助け合いさえできない地区では、班単位で進めた方がいい。 

②ご近所福祉推進体制が見えてくる。 

 マップを作れば、大中小の世話焼きさんが発見できる。その人たちの役割分担も

わかってくる。小ご近所ごとにどう役割分担しているかも見えてくる。これをもと

にご近所福祉推進体制が構想できる。 

 このご近所をサポートするご近所福祉サポーターがだれなのかも見えてくれば

なおいい。実質的にその役をすでに果たしている人を探す。大型世話焼きさんが、

隣接のご近所も含めてサポーターの役割も果たしているかもしれない。 

③そのご近所の当面の取り組み課題が見えてくる。 

 取り組み課題とは、そのご近所が抱えている問題と解決策をプラスしたもの。マ

ップで両方が見えてくる。各層での当面の取り組み課題も見えてくるのではないか。 

⑶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、妥協をしないことが重要

だ。 

①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）。 

②そのご近所に在住の数名（５名程度）に集まってもらう。 

１人２人ではマップは作れない。それぞれの人が自分の周囲、１０世帯程度のこ

としかわからないということを頭に入れておく。 

③模造紙大の住宅地図に太いマジックで記入していく。 

せめてＡゼロ大に。１時間半ほどかける。そのあと、取り組み課題をまとめる。 

④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。

要援護者の問題だけでなく、地域住民にとっての住みづらさもテーマにする。 
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⑤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。 

こちらの問題解決のやり方は引っ込めて、あくまで住民の努力を尊重する。 

⑷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の問題を持ち出す人が出てくる。以下の点を心得ておく。 

 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

持ち寄り、より良い関わり方を考える場―つまりご近所ケア会議だ。 

 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。

ご近所の人の情報で十分。 

 ➌ご近所内では、助け合いをするために、情報を共有する必要がある。５０世帯

では広すぎて、自分の情報を開示する勇気が出ない場合は、班内だけでマップづく

りをするという手もある。特に災害対応の場合はこれでいい。 

 ➍マップで得られた情報をご近所外に広げる必要はない。これは一種のケア会議

なのだから、マップづくりに集まった住民の中の精鋭だけが知っていればいいこと

だ。マップづくりに参加していただく住民は、初めからそういうご近所福祉を担っ

てくれる人に絞るということも。 

 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。

中には「自分のことを話題にすることも許さない」などと主張する人もいるが、そ

のような人の主張を鵜呑みにすれば、何か起きた時にその人の命は救われない。災

害が起きた時も、真っ先に駆けつけられるのはご近所の人なのだ。何よりも命を守

るのだという、毅然とした姿勢を保持する必要がある。 

 

 

 


