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はじめに 

 住民に対する助け合いの圧力が強まっています。介護保険が行き詰まり、要支援

１，２の生活支援は住民の手で、となりました。あとを追うように、要介護１，２

もついでにという案も出てきました。しかしその後、そこまで住民の手に委ねるの

は現実的に無理か、と国も思い直し、この案は沙汰止みとなりました。今まで関係

者は、住民は見守りだけをしてくれればいいといった姿勢でいたので、住民もその

気でいたはずなのです。 

◇ 

 それはそれとして、住民の助け合い力を強めることは、私たちの大きな課題の一

つでした。それがどんな事情であれ、助け合いをしましょうという環境が生まれた

のですから、絶好のチャンスと考えて、これに乗っていくのも、一つの考え方だと

思います。 

 こういう時代の到来を見越して、私たちは数十年前から「助け合い起こし」を提

案してきました。それも「住民流で」です。そしてこの冊子と同名の書籍も発行し

ました。その後、「助け合い起こし」もだいぶ進化し、新しい発想が次々と生まれて

いるので、それらを追加した全面改定版をまとめることにしました。 

◇ 

 私どもの主張の特徴は、ただ「ご近所での助け合い」を提唱するだけでなく、そ

こから発展して、地域福祉そのものを作っていく手法を提起していることです。こ

れは地域福祉論の一つなのです。 

◇ 

私どもがマップ作りを提唱してから２０年が過ぎました。一定の広がりは出てき

ていますが、まだまだです。住民の助け合いを重視するならば、彼等の活躍の舞台

である「ご近所」を無視するわけにはいかないし、彼等の営みを知るには支え合い

マップは欠かせないのです。本誌で住民の営みはほとんどマップで例示してあるこ

とからも、マップの意義や重要性が理解されるのではないでしょうか。 

 以上のような基本姿勢で本冊子がまとめられたことを念頭にお読みいただければ

と思います。 
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⒈今なぜ「助け合い」？ 

⑴災害は、忘れないうちに次の災害がやって来る 

 昔は「災害は忘れた頃にやって来る」といっていたが、今は全く変わってしまっ

た。忘れないうちに次の災害がやって来るのが現実だ。これに対処するには、レス

キュー隊を待っているだけでは駄目で、地区ごとに自衛策を講じる必要がある。 

 

⑵家の下敷きになった人を助けたのは、ご近所さん 

 災害が起きた時に被災者宅に駆けつけた

のはどういう人だったか。阪神淡路大震災

の時に、家の下敷きになった人を助けに駆

けつけた人を調べたら、８５％が、被災者

宅を日常的に訪れて親しく付き合っていた

ご近所さんだったことがわかった。 

 これを教訓に、自衛策の一つは、ご近所

での助け合いをしっかり実行しておくこと

だということになる。それも、向こう三軒

両隣かそれに近い範囲での身近な助け合い

だ。 

⑶介護保険が始まって、ご近所に頼まなくなった 

 今まさに助け合いが求められているというのに、現実は厳しい方向に向かってい 

る。要援護者はお隣に頼らなくなった。サービスに依存しがちになり、自助力が弱

まっている。 

 

 

 

レスキュー隊他

15%

近隣住民

85%

自助 共助 公助 
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一方、要援護者に頼られなくなった住民は、要援護者から手を引いてしまった。

次のマップは、■が要介護者だが、世話焼きさんたちの関わりの線が入らなくなっ

ている。関わりをやめた理由を聞いたら、「あの人たちにはサービスが入っている 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のでしょ」。ヘルパーが入ったから、すべての問題が解決したわけではない。そこに

こそ住民の出番があるのに、それに関わる気はない。これが共助の実態だ。 

 

⑷助け合いが弱ったところに、要支援の人が戻ってきた 

サービス依存が広がり、公助の負担は増すばかり。そこで要支援の人を地域に戻

すことにした。「助け合いで支えてあげてください」と。 

地域の助け合いが弱まったところに、要支援の人がドッと帰ってくる。加えて今

は超高齢社会。要援護者が地域に溢れる時代になった。 

 

⑸この際、助け合い力を強めなければ… 

 いずれにしても、住民の助け合いを強めていく以外に道はなくなった。いつかは、

やらなければならないことでもあった。今がチャンスと考えたらどうか。それも、

ただ見守っていればいいという話ではない。要支援者の生活支援も私たちで担わね

ばならないのだから。 
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⒉助け合いができない日本人 

⑴あなたの「おつき合い」の流儀は？ 

以下の中で「私もそう思う」に○、「そうは思わない」に×をつけてほしい。 

 

➊自分や自分の家族のことは隠しておきたい 

➋自分のことがご近所で噂されるのはイヤ 

 ➌人に助けを求めるのは苦手だ 

 ➍人に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない 

 ➎人のことはなるべく詮索しないようにしている 

 ➏誰かが認知症だと気づいても、誰にも言わないようにしている 

 ➐困っている人にはお節介と言われない程度に関わる 

 ➑引きこもるのにも事情があるから無理にこじあけるべきでない 

 ➒お互いのプライバシーは十分に尊重し合うべきだと思う 

 ➓隣人とはあまり深入りせずほどほどのおつき合いを心がけている 

  

⑵「私のことは放っておいて」ということ 

助けられる側は以下の４項目。○なら「私のことは放っておいて」ということだ。 

 

➊自分や自分の家族のことは隠しておきたい 

 →それでは困り事が周りに気づかれない。手の出しようがない。 

➋自分のことがご近所で噂されるのはイヤ 

 →それでは困り事の情報が伝わらない。徘徊したらどうなる？ 

➌人に助けを求めるのは苦手だ 

 →「頼まれたら助ける」のが日本人。これでは手が出せない。 

➍人に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない 

 →迷惑をかけたくないと思えば「助けて！」とは言えなくなる。 

せんさく 
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⑶「相手のことは放っておこう」ということ 

今度は「助ける側」から見てみよう。以下の４項目が○なら「放っておこう」。     

 

➎人のことはなるべく詮索しないようにしている 

 →詮索するほどの積極性がないと、人々の困り事は見えない。 

➏誰かが認知症と気付いても、だれにも言わないようにしている 

 →それでは困り事の情報が周りに伝わらない。 

➐困っている人には、お節介と言われない程度に関わる 

 →そんなに消極的な姿勢では、人は助けられない。 

➑引きこもるのにも事情があるから無理にこじあけるべきではない 

 →だから、孤立死が生まれるのだ。 

 

⑷プライバシー尊重は「人を助ける気がない」と同じ 

 最後は、私たちのご近所づき合いのあり方。「助け合いはしない」ということ。 

 

➒お互いのプライバシーは十分に尊重し合うべきだと思う 

 →「あなたのことは放っておきます（助けない）」ということ 

➓隣人とはあまり深入りせず、ほどほどのおつき合いを心がけている 

 →困り事は言い合わない。助け合いをしないご近所関係 

 

⑸「助け合いをしない」のが常識人だった！ 

各地の講演会で手を上げてもらうと、多くの人は１０個のうち７つから９つに○

が付く。それもそのはずで、これらは日本人のおつき合いの常識なのだから。○が

多い人は日本人としては常識人。 

ただし常識人（○印が多い人）は「助け合いはしたくない」と言っているのと同

じ。なぜそうなるのか。私たちのおつき合いは、双方に困り事が生じないという前

提で成り立っている。だから、ひとたび困り事が生じたらアウトだ。 
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⑹日本人の「おつき合いの常識」を引っ繰り返そう 

 というわけで、本当に助け合いをするなら、以下のように日本人のおつき合いの

常識をすべて裏返しにしてしまう覚悟が必要なのである。 

 現段階ではこれらの大部分が行われていない状態なのだから、助け合いができる

はずがない。詮索はいけない。お節介はいけない。こじあけなんてプライバシーの

侵害。困り事は隠す。助けを求めれば相手に迷惑がかかるからやめよう…。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺カギを握るのは「オープンにする」こと 

 これだけの課題がある中で、カギを握るのはどれだろうか。➊の「オープンにす

る」である。自分の困り事をオープンにするということは、➋の助けを求める気は 

あるということだ。すると、➎➐➑の必要がなく

なる。相手がオープンにし、ＳＯＳを発信したの

なら、詮索もお節介もこじあけも必要がなくなる。 

 安城市城南町内会副会長の北川さんは、母の徘

徊がひどくなったため、会長の藤野さんと話し合

い、協力を求めるチラシを配り歩いた。その結果、

「じつは、うちの者も認知症なのです」という家

が１０軒も出てきたという。誰かがオープンにす

れば、他の人もこれに倣うのだ。 

 

助
け
る
側
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詮
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す
る
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を
す
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け
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れ
る
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⒊「助けて！」から始めよう 

⑴思いやりの心があれば助け合いは始まるのか？ 

 助け合いを推進するために住民向けの福祉講座が開かれている。そこで関係者は

何をめざしているのか。やさしい思いやりの心を育てることだろう。 

 しかし、改めて考えてみると、果たして思いやりの心が育てば助け合いが始まる

のだろうか。そんなに簡単な構図になっているのか。 

 

⑵日本人は既に十分やさしかった！ 

「あなたは足元に困った人がいたらどうしますか？」という調査が行われた（長野

県須坂市）。選択肢は３つ。①頼まれなくても助ける。②頼まれたら助ける。③こと

わる。結果は以下の通り。 

「頼まれなくても助ける」と「頼まれたら助

ける」を合計すると、なんと９５％。大部分

の人が助けると言っているではないか。 

奇妙なのは、ほとんどの人が「困った人を

助ける」と言っているのに、なぜ助け合いが

始まらないのかということだ。 

 

 

⑶「助けて！」が言えない 

 もう一つの事実がある。講演に出向いた際、参加者にいつもある質問をして、挙

手で答えてもらっている。「あなたは困った時、周りの人に『助けて！』と言えます

か？」。 

もう長いこと続けているが、参加者の答えは、いつも御覧の通りである。 

７２％ 

頼まれたら助ける 

頼まれなくても助ける 断る 

２３％ ５％ 

足元で困った人がいたら？ 
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⑷７２％が動けない！ 

 大部分の人が、「助けて！」と言え

ないことがわかった。これでは、善

意の人の中の「頼まれたら助ける」

という７２％が動けない。 

助け合いが始まらない理由は、思

いやりの心がないことではなく、ほ

とんどの人が、困った時に助けを求

めることができないという点にあっ

たのだ。日本人の「助けられ下手」

が助け合いを阻んでいた！ 

 

⑸助けられ上手さんを表彰しているまち 

 長野県須坂市では、周りの人に上手に

「助けて！」と言っている人を福祉大会

で表彰している。受賞した人に表彰状を

見せてもらったら、（表彰の理由の箇所

に）「助け合い推進貢献賞」と。同市では

全国から助けられ体験の作文を募集し、

福祉大会で入賞者を表彰してもいる。 

 

⑹助け合いは「助け」と「助けられ」の協働作業 

私たちは、「助け」行為を福祉活動と認めている。では「助けられ」行為はどうか。 

民生委員が活動で困るのは、助けられ下手な人への対応だ。自分の命を守る努力

ができず、「私のことは放っておいて」と閉じこもる人も少なくない。逆に、助けら

れる側が上手に助けられてくれれば、助ける側はとても助かる。助け合いは「助け」

と「助けられ」双方の協働作業であり、「助けられ」も立派な福祉の営みなのだ。

言える （３～５％） 

言えない 

困ったとき「助けて！」と言えるか？ 
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⑺「助けて！」の練習をしよう 

 小学生等に福祉教育をするとすれば、大抵は老人ホーム等へ連れて行ってボラン

ティア活動をさせる。それもいいが、その前にすべきは、助けられの練習なのだ。

テレビで面白い光景を目にした。ある小学校のクラス。女の先生が突然「セーノ！」

と叫ぶと、子どもは一斉に叫んだ。「助けてー」。これを先生は毎日、言わせていた。

これこそが今もっとも求められる福祉教育と言える。 

 

⑻ボランティア講座よりも「助けられ上手講座」 

 私どもでは、「助けられ上手講座」

の開催を働きかけている。 

 講座では講義の後に、参加者各自

の助けられ体験を披露してもらった

り、なぜ助けられができないのかを

考え合ったりする。ボランティア講

座以上に熱心で、しかも突っ込んだ

意見が出される。 

 

⑼助け合いの主役は当事者だった 

 助けられる側も立派な福祉の

営みをしていると述べたが、住

民は既にその先を行っている。

次のマップでは、要介護の夫婦

が周りの人たちを上手に活用し

ながら自立生活をしている。あ

なたはゴミ出しをお願い、あな

たは庭木の剪定、あなたは送迎

をと。 

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

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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⑽自助とは「助けられ上手」のことだった 

 これを見ると、福祉や助け合いの主役は当事者の方なのだと納得できる。 

一人暮らしの女性は、特に９０歳を超えると、興味深い行動を始める人がいる。自

宅を完全に開けっ放しにして、周りの人を「お茶飲みに来ない？」と誘っているの

だ。こうやって身の安全を守ろうとしている。それも、今と言うよりは、いずれ病

弱になった時に支えてもらおうという考えである。 

 自助というのは、自分と家族で何とかするというだけではなくて、当事者が主導

して周りの人を上手に活用しながら身の安全を図ることだったのである。 

 

⑾助けられ上手は備え上手だった 

元滑川市社協会長の山下節子さんは仲間

とビーチボールの会を立ち上げ、終了後、

仲間を毎日自宅に招いてごちそうをしてい

た。「私が要介護になったら世話してね」の

メッセージだ。グループの中にはヘルパー

やケアマネ、民生委員なども加えてあった。 

 数年後、彼女の生活状況を尋ねたら、最

近はかなり弱ってきているという。その彼

女を毎日、数名の仲間が生活の支援に行っていた。「備え」はたしかに役に立った。 

一方、右の写真・左端の女性は、辰さん。

夫を自宅で看取ったが、こういうこともあろ

うかと予め２人の「支援者」を確保していた。 

１人は２０年前の大震災の時、避難所で一緒

になった人。もう１人は民生委員時代の仲間。 

 前者には夫の下の世話までしてもらった。 

「ご主人は嫌がらなかったのか？」と聞くと、

介護に備えて２人と夫を以前から親しい友人

にしておいたのだと。 
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 ⒋助け合いは「ご近所」で 

⑴「顔が見える範囲」とは５０世帯のことだった 

右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てみ

た。「こんなに広い地域で住民

の福祉問題がよく把握できま

すね」。彼女は「私が見えるの

は足元だけ」と自宅の周りを

点線で囲った。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。 

 

⑵第４層があった。ここが「ご近所」だ      

地域を圏域で分けると、まず市町村域の第１層、校区の第２層、自治区の第３層

に続いて、ご近所が第４層に相当する。 

 

 

 

 

 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第４層 

（ご近所） 

第３層 

（自治区） 

５０世帯 300～500世帯 ３万～５万世帯 3000～5000世帯 
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⑶助け合いは「ご近所」でやっていた 

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

うのに程よい範囲なのだろう。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。

これが自助努力だ。 
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⑷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。 

  

 

 

 

 

 

要援護者は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。彼等はその心身の状況から、ご近所外に出かけるのが難しい。 

１０ページのマップを改めて見ていただきたい。要介護の夫婦がご近所の人にい

ろいろ頼み事をしている。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。 

 

⑸だから「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。 

１３ページ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

人の家に押しかけている女性がいるし、大抵の人は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。 

 

 

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） 

● 
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⑹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

ご近所圏域に居る。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。ということは、

地域福祉の主な人材はな

んと、ご近所圏域にいる

ということなのだ。 

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（１人～２人に関わっている人）

たちが小型。民生委員■が自宅周辺の世話焼きさんの多さに仰天したほどである。 

 

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

ば、ご近所であれば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。 

 

…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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③深刻になる前に対処できる 

 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！」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。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
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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 

 すぐそば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、１３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。 

 

➆食事や移送などの生活支援も、ある程度はやっている 

 １３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

ば言えるのだ。 

 

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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⒌ご近所の福祉力を強めるには 

⑴世話焼きさんたちでご近所福祉推進体制 

 ご近所福祉がなかなか強まらない最大の理由は、ご近所福祉を、責任を持って推

進する体制ができていないことであろう。世話焼きさんたちがそれぞれ自主的に要

援護者の面倒を見ているが、それも遠慮がちにである。やり過ぎると「でしゃばり」

の声が飛ぶ。そろそろ世話焼きさんたちを前面に押し出すべきだ。 

 下のマップでは、大型世話焼きのＡさん（左下）が全体を仕切っており、さらに

小ご近所毎に責任を持ってもらう中型世話焼きさんたちと連携している。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａさんは世話焼きさんたちの家を日常的に巡回して、何かあった？と聞いて回っ

ている。こういう構図ができれば、ご近所福祉はかなり強化されるはずである。 
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このご近所には大型

の世話焼きさんが一人

いて、ご近所で求めら

れている活動のほとん

どを担っていた。 

気になる一人暮らし

高齢者を見守ったり、

食事会に参加させたり

(そのための移送も)、

施設に入所した人を

時々訪問したり、発達

障害の女性の面倒を見

たり。 

ご近所福祉の有利さ

は、一人の大型世話焼

きさんがいるだけでほ

とんど足りてしまうと

いう点にもある。 

 

 

⑵自治会や民生委員がご近所をバックアップ 

 ご近所の福祉問題にご近所さんだけで対処しようというのには無理がある。そこ

で４つの圏域の出番になる。まず第３層にいる自治会役員や民生委員等が、傘下の

各ご近所の活動をバックアップする必要がある。 

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、２層

や１層に上げていく。逆に言えば、自治区や校区、市町村のやるべき仕事は、この

ルートでご近所から上がってくるのだ。 

 

民生委員 

一人暮らし 
男性 

見守り 

デイサービス 
利用 

一人暮らし 
女性 

食事会 

デイ利用者も食事会に 
連れ出す 

入所者をときどき訪問 

（移送） 

（そのための移送も） 

施設入所 

食事会に 
連れ出す 

日常的に面倒をみる 

バックアップ 

世話焼きさん 発達障害 
の女性 
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⑶住民の流儀を大事に 

 住民が主体になってご近所福祉を進めるのだから、何よりもまず住民の取り組み

の流儀を尊重しなければならない。13ページのマップに、住民の流儀が表れている。 

➊天性の資質の持ち主が助け合いを仕切っている。 

➋要援護者への関わりは、親しい者同士、相性の合う者同士で行われる。 

➌しかも大抵は一対一のやり取りになっている。 

➍そして一方通行ではなく、ほとんどお返しがなされている。双方向なのだ。 

➎生活の中で、さりげなく行われている。意図的な活動ではない。 

➏当事者が自分で助け手を探し、活用している。 

➐当事者同士も助け合っている。 

 

⑷ご近所の福祉力を強める－その他の方法 

①当事者の「助けられ力」を強めさせる 

 ご近所は当事者主導の世界だと述べた。ご近所では、当事者が自分の助け手を発

掘し活用するのが原則であるらしい。むろんそういう人ばかりではないが、原則は

そういうことだ。ならば当事者に対し、主体者としての自覚を持って、自分に必要

な資源を発掘・活用するよう指導していく必要がある。 

 

②家族・親族の結束力を最大限に活用 

最近、近居が広がっている。子ども夫婦が「スープの冷めない距離」に住むとい

うあり方だ。 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

ご近所 

民生委員や自治会役員など 
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このマップを見ていただきたい。

三重県内のあるご近所でのマップ

づくりで見えてきたことだが、こ

んなにもたくさんの家族が、同じ

ご近所内で近居していた。 

これでご近所の福祉力は相当高

まったと言うべきだろう。これだ

けの数の子ども夫婦が同じご近所

に住み続けるわけだから、大変な

少子化対策ともいえる。 

 

③自治区の活動家はご近所へ戻って活動を 

 自治区で求められているのは、一つにはご近所の助け合い活動のバックアップで

あり、次いで難問については上層圏域の関係者に繋げること、そしてもう一つは自

治区で活動している人たちが、各自自分のご近所に戻って、ご近所活動に参加する

ことである。有力な人がご近所を出払って、自治区で活躍するから、ご近所力はそ

れだけ弱ってしまっている。 

 彼らは今、自治区で福祉活動をしているが、そこにはご近所の当事者は行きにく

い。老人クラブも自治区を中心に活動しているが、そこに要援護のメンバーは行け

ない。ならばご近所に戻って、そこで活動してもらった方が、要援護者は助かる。 

 

④ご近所に住む保健福祉のプロを生かせ 

ご近所にはいろいろな人が住んでいるが、その中に保健福祉の関係者もいる。過

疎地へ行くと、ご近所にかなり多くの保健福祉関係者がいることがわかる。その人

たちが、業務だけでなく、足元の福祉課題にも個人的に対応してくれれば、ものす

ごい資源になるはずだ。 

 次のマップでも、青印の人が元看護師で、周りの人が数名、相談に行っている。

それだけではない。今家庭介護をしている人は５名いるが、周りの人がサポートに

入っている。それが赤印の人だが、この人たちはどういう人かと調べたら、過去に

家庭介護を経験した人たちだった。左端の人には３人が、一番下の人にも３人が 

…親 

…子ども 
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入っている。 

 各地でのマップ作りで、家庭介護経験者を探すと、一つのご近所に６，７名はい

ることがわかった。そして元看護師が１人か２人はいる。だから工夫をすればご近

所で介護も担えるのだ。 

 

⑤当事者同士の助け合いを応援 

マップを作っていて、一人暮らしの高齢者が数軒かたまって生活しているのを発

見するが、その場合、特に女性なら、必ずと言っていいほど助け合っている。 

当事者グループは市町村単位に作られるのが通例だが、この圏域では助け合いは

やりにくい。ご近所単位のグループなら、普段の生活の中で愚痴を言い合ったりは

できるのだ。 

次のマップは、福井県のある古い県営住宅で、黒い印はすべて一人暮らしの家。

地元の機関は、多数の見守りボランティアを養成しなくてはと嘆いていたが、じつ

はそんな必要はなかった。 

住人を１０数名招いて聞き取りをしたら、ボランティアが必要ないほどに助け合

っていた。お向かい同士で「カーテンがあいていたら元気」「電気がついていたら元

気」と確認し合うとか。互いの安否確認スポット●はこんなにたくさんあった。加

えてリーダーたちが手分けして、自転車と電話で「訪問」していた。 

…介護中の家庭(線は関わる人)。介護経験者●がサポートしている。 

 ●は元看護師。 



23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥施設や事業所が連携してご近所を支援したら？ 

 介護保険制度ができて以来、地域にはたくさんの福祉事業所や福祉施設ができた。

一つのご近所圏域でマップを作ると、その内外に複数の施設などが見つかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グラウンド 

エステ 

島唄 

（公民館） 

ゴルフ 

グループ 

ショートステイ 

デイサービス 

男 

男 

男 
８０歳 

男 
８５歳 

男 

グループ 
ホーム 

畑 

息子 

デイケア 

島唄 

島唄 

介護者の会 

娘が参加 

畑 
老人ホーム 

里帰り 

娘 

・・・認知症 

・・・一人暮らし 

・・・老  々

美容院 
銭湯 

畑 

電気で元気確認 

カーテンで元気確認 

広場 

カーテンで元気

（下方の棟の人たちと） 

畑、美容院、銭湯など 

たまり場、ゴミステーション 

・・・・安否確認スポット 

・・・ 一人暮らし高齢者 
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 前頁のマップを見ていただきたい。このご近所内には認知症対応のグループホー

ムがある。一方で、ご近所内には多数の認知症の人がいて、老々や一人暮らしの人

もいる。実情を調べると、かなり心配である。おかしな光景とは思われないか。せ

めてこのご近所内の数名だけでも、たまに様子を見るとか、ご近所の人と情報交換

したり、一緒に関わることはできないのか。 
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⒍ご近所の助け合いから 
 

 

 １つの市町には何百という「ご近所」がある。その中のたった一つのご近所の福

祉に取り組んだからと言って地域福祉の何が変わるというのか。そう考えたら、ご

近所福祉に取り組むのは、取るに足らない活動のように見える。しかし、じつは一

つのご近所福祉に取り組めば、それが地域全体の福祉づくりにつながっていくのだ。 

⑴まず支え合いマップづくりから 

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」という暗黙のルールがあるからだ。

助けてもらう側からすれば、それを表立って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。これまでに紹介したように、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、住宅地図上で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ている。 

地域福祉づくりへ 
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 住民の助け合いの実態を知らずに、どうやって地域福祉を進めているのか。第１

層や第２層で、あり得るニーズを推測し、それに対応したサービスを組み立て、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。ご近所在住の数名が集まって、互いの情報を集約すると、よう

やく見えてくる。 

 

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。 
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➆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支え合いマップづくりから「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」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。 

＜（解決策を考えるための）聴取のポイント＞は、こちらがめざすような解決策

を導き出すためには、聴取の場でどのような工夫が必要かを指摘してある。 

 

 

［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。 

＜（解決策を考えるための）聴取のポイント＞ 

 このご近所の住民に、「隣人を送迎する」という慣行があるかどうかを聞き出すの

が重要ポイント。「ほかにもご近所で送迎ができる人がいるらしい」ということを

聞き出したから、送迎チームの可能性は強まるのだ。 
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［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。また田中さんは以前食堂を開いて

いたから、調理設備も場所もある。 

 ＜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。 

＜聴取のポイント＞ 

食事に関する住民の資源をまず探ること。その結果次第で、対策を考える。ここ

では、たまたま元食堂があり、当主に食事サービスの意欲があり、しかもおすそ

分けをしている人が３人見つかったので、食事会の開催という案が出てきた。 

 

［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＞ 

 マップづくりに参加した４人が鈴木さんの徘徊ルート沿いに住んでいて、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＞ 
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 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。 

＜聴取のポイント＞ 

 徘徊ルートでだれが見守っているかを探っていったら、マップづくりに参加した

人のうち４名が、接点で見守っていることがわかった。ならばこの４人を生かそ

うということになる。 

 

［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＞ 

 空き家を改修して、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。 

＜聴取のポイント＞ 

 認知症の人について、彼女の趣味活動まで聞こうとする人はあまりいない。しか

し福祉がめざすのは何も「安全」や「困り事の解決」だけではない。厚労省も言っ

ているように、「どんなに要介護でも、住み慣れた地域でその人らしく生きていける

ように」支援することも、福祉はめざしているのだ。 

 

［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。 
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＜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。 

＜聴取のポイント＞ 

 引きこもりの人も、丁寧に聞いていけば、一人か二人、この人ならと見込んだ人

が見つかるものである。本人が見込んだ相手の多くは、当人の趣味活動の仲間で

ある場合が多い。引きこもりの人は、何かにこだわりを持っているとみていい。

そのこだわりの対象が趣味なのである。 

 

［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、里帰りをし易い環境づくりを施設関係者と。 

＜聴取のポイント＞ 

 施設に入所すると「一件落着」と考えてしまうが、本人は家に帰りたがっている

はずである。福祉は当人の側から考えないと、本当の解決策は出てこない。家に

戻れないとしても、せめて里帰りぐらいは実現させてあげないと。 
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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。 

＜聴取のポイント＞ 

 ご近所福祉推進を担える人をどうやって探すか。意外に効果的なのが、マップづ

くりの場で、その人の資質を測ることである。だからマップ作りの参加者を決め

る時は、リーダーを探すぐらいの意気込みで、できるだけ世話焼きさんを選ぶよ

うにするとよいだろう。 

⑶「振り分け」と「一般化」でご近所を越える 

「一つのご近所でのマップづくりから地域福祉ができる」というのは、誇張ではな

い。一つのご近所でマップづくりをした結果、複数の取り組み課題が出てくる。そ

の課題の取り扱い方次第で、本当に地域福祉に繋がり得るのだ。キーワードは、「振

り分け」と「一般化」だ。 

 

①「一般化」－どのご近所でも使えるノウハウに加工 

１つのご近所から出てきた取り組み課題の多くは、じつは他のご近所にも適用で

きるのだ。つまりご近所で出てきた課題をどのご近所でも使えるようなノウハウに

して生かしていけばいいのである。これを「一般化」と言っている。 

１つのご近所で一般化できるテーマが７つ出てきたとすると、これから１０のご

近所でマップを作れば、合計７０個の事業企画が出てくる勘定になる。もうこれだ
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けで地域福祉の推進計画ができてしまうぐらいなのだ。 

 

②「振り分け」－取り組み課題を各層に分配 

 ご近所さんだけで地域福祉ができるはずはない。一つの企画を実行するには、各

層が応分の役割を果たす必要がある。マップづくりの場に、各層（第１層、第２層、

第３層）の関係者が揃っていれば、各自自分たちの担う部分を持ち帰ればいい。「振

り分け」と言っている。それぞれの層が担うべき基本的な役割を整理してみる。 

➊第４層（ご近所）が活動の主役。 

ご近所の担う部分は最も多く、活動のかなりの部分をここで担ってもらう。ただ

しご近所で担えるようなやり方にする。私どもは「住民流」と言っている。 

➋第３層（自治区）はご近所への強力な後押し役 

第３層の役割は、ご近所に次いで多く、実質的には最もハード。ご近所の人たち

は、ご近所福祉を自分たちで主体的に担うという考え方がまだわが国にはないので、

しぜん腰が引けている。そこで自治区の民生委員や自治会の福祉部あたりの人たち

が、強力に後押しする必要があるのだ。 

 今は自治会の福祉部などは、自治区としてサロンを開いたり、見守り活動をして

いるが、そのやり方を変えてもらう必要がある。それを自治区でやってしまうと、

ご近所さんが手を引いてしまうからだ。だから自治区はなるべくやらずに、その分

ご近所で取り組んでもらうようにする。と共に自治区で活躍している人たちも、自

分のご近所に戻り、そこで腕を振るっていただきたい。 

 

➌第２層（校区）は「マニュアル化」という頭脳労働 

第２層に推進組織を置いている地域とそうでない地域がある。そこでここでは第

１層（市町村）と一体として考えていく。この層の役割は、今まで考えられてきた

ものとは全く異なり、かなり頭脳労働の部分が増えてくる。 

この圏域でないと得られない資源が必ずあって、その場合にも出番はあるのだが、

それ以上に、「一般化」する場合に、どうしても活動・事業をマニュアル化しなけれ

ばならない。マニュアル化することで、特定のご近所で実施されている事業を他の

ご近所や他の自治区、他の校区にまで広げることができるのであり、それを担うの

もこの層になる。 


