
1 

 

 

 

住住民民流流福福祉祉  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民流福祉総合研究所＜木原孝久＞ 

〒350-0451 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷1476-1 

Eメール・kiharas@msh.biglobe.ne.jp 

http://juminryu.web.fc2.com/ 

とは何か？ 



2 

 

はじめに 

  

最近、ある重要なことに気付きました。迂闊なことですが、６０種類にも及ぶ住民

流関連の小冊子をホームページ上で公開し、自由にダウンロードできるようにしてあ

りながら、肝心の「住民流福祉とは何か」をストレートに扱った冊子をまだ発行して

いなかったのです。 

◇ 

なぜそうなってしまったのか。住民流をある程度簡潔に説明することは、できない

ことはないのですが、そうすると簡潔すぎて、結局わかるようでいてわからないとい

う奇妙な結果になってしまうのです。 

例えば、住民流とは当事者主体のことである。これで住民流のかなりの部分をカバ

ーすることができるのですが、しかし読者からすれば、「これでは何のことかわからな

い」と言われるはずです。小枝や葉を全部切り落とし、幹だけを見せられても、どん

な木なのかイメージが湧かないのと同じです。 

◇ 

そこで、入門編として本書を読んでいただいた上で、あとはご自身の興味に応じて、

できる限りたくさんの各論（小枝）を読んでいただくことで、住民流の本体にそれだ

け近づくことができるはずです。 

◇ 

例えば「シニア男性の地域デビュー」という冊子をホームページからダウンロード

していただくと、このテーマに関する住民流の考え方や事例を詳しく知ることができ

ます。同じようにして、他の冊子を読むたびに、そのテーマに沿って、住民流を理解

していただくことができるというわけです。 

◇ 

 本書をもとにして、皆様の間で、本物の住民流のありかたについて議論を深めてい

ただければ幸いです。 
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＜第１編＞ 

「住民流」を見つけた！ 
■「ご近所」で「マップ作り」をしていて 

住民には、住民のやり方（流儀）がある―。 

長い間地域の住民の活動のあり方を見ていて、そう感じた。これが確信に変わった

のが、支え合いマップを作り始めてからである。支え合いマップとは、地域の住民の

支え合い、ふれあいの姿を、関係の線で結んでいくという作業である。この作業を２

０年ほど続けてきて、住民流が「見える化」したのだ。 

 ここに１つのマップをご紹介しよう。そこに住民流がどのように現れているか、探

してみよう。 

 

➊福祉サービスは１対１の関係の中で行われている。 

福祉の世界で一般的に行われている「対象者を何人かまとめてサービスを提供する」というやり方

は、相手を十把一からげに扱うことだ。一人ひとりの願いや好み、ニーズの中身の違いは脇へ置いて、

最大公約数的な部分を拾い出してサービスを作る。だが住民は、１対１でやり取りしている。マップ

を見ると、そのやり方で食事サービス（おすそわけ）や送迎サービスも実行している。数名が「おす

そ分け」を、２人が移送サービスをしていることがわかる。 

 

➋一方的なサービスではなく双方向。大抵はお返しがなされている。 

私たちは福祉といえば一方的なサービスを想定するが、住民は違う。これらの生活支援には「お返

し」が行われている。食事のおすそ分けをしてもらったら、畑でとれた野菜でお返しをする。車で病

院へ連れていってもらったら、帰りに一緒にレストランで食事をし、その食事代をもつ。双方向だか

らこそ、次もお願いできるのだろう。 

 

➌一対一の関係は「相性の合う者同士」という条件もある。 

１対１の関係は、すべて相性の合う者同士で成り立っているようだ。随分古臭いことを言うなと思

われるだろうが、ご近所で継続的な関係を続けるには、相性が合わねば駄目なのだ。見守りをするた

めに「見守り隊」を作るケースが多いが、それは担い手が一方的に見守る人と当事者を結び付けるこ

とだ。もし、自分の苦手な人が毎日見守りに来たらどうか。 
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➍頼りにする相手は自分で見込む。 

住民のやり方は基本的に、当事者主導が原則である。マップ上部の９０歳の女性は、デイサービス

から帰宅した後、娘が帰ってくるまでの間、「さみしい」とご近所の数名の家に出かけている。当事者

が、「この人とこの人がいい」と選択しているのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、マップをよく見ると、一人暮らしの人たちは、「いつも戸を開けている」「外へ向かって声を

掛ける」など、自ら見守られ努力もしていることがわかる。 

 

➎当事者同士の助け合いも頻繁に行われている。 

一人暮らし高齢者（■）同士が、見守り合っていることもわかる。このご近所に限らず、数名の一

人暮らしの人が隣り合って生活していると、ほとんどの場合、助け合いが行われている。 

 

➏助け合いはご近所の中の更に小さな圏域で行われる。 

彼らの助け合いは、このご近所の中で完結している。大型世話焼きさん（緑色）２人も、このご近

所内で行動している。大型世話焼きさんの役割は、曖昧である。むろんそれぞれが足元の人の面倒を

見ている。その線が何本か引けているのがわかる。それだけではない。このマップで出てきた様々な

事実は、この２人の世話焼きさんから聞き出したものである。これだけのことを把握しているのだ。 
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＜第２編＞住民流とは何か？ 

 

 

⒈福祉は「助けて！」から始まる 
■住民流を一言で言えば「当事者発」 

支え合いマップ作りをしていて、一番驚くのは、当事者が自分の問題解決のために

まわりの人を上手に「活用」していることである。ここでは福祉の主役は担い手では

なく当事者（要援護者）であることがわかる。これが住民の流儀の最も基本的なもの

なのだ。 

 

⑴周りの人を上手に活用している要介護夫婦 

 有償サービスと言えば、コーディネーターが

いて、協力会員と受給会員がいると考えるが、

住民のやり方は違っている。老々世帯で夫婦と

も要介護のＡ子さんは、日常の不便事をご近所

の人たちに上手にお願いして対応してもらって

いる。誰に何を依頼するかも自分で決めるし、

移送については礼金を払うというように、無償

と有償の使い分けまで本人が決めていた。 

 一人暮らし女性の不便事の一つに庭木の剪定

があるが、ある地区では、ご近所の１１名の人が、同じ１人の男性にお願いしていた。お礼はどうし

ているのかと尋ねたら、１１人がそれぞれ異なっていた。本人と男性の関係や経済状態などを考慮し、

すべて依頼した本人が個々に決めているのだ。 

 

⑵引きこもりの人だって「私を見守る人は私が指名する」 

 では、いわゆる「引きこもり」の人はどうなのか。民生委員などが訪問してもドアを開けない引き

こもりの人が、それでも助けを求めているのか？ じつは、その通りだった。 

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 

●福祉の主役は誰だ？ 
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これは、ある孤独死した女性についてのマップである。民生委員と見守りボランティアが訪問して

いたが、受け入れを拒否していた。だがご近所の人に聞くと、この女性も２人は見込んでいた。特に

斜向かいに住む人には「何かあっ

たらお願いね」と言っていたとい

う。それでなぜ孤独死になってし

まったのか。斜向かいの人がその

後引っ越していたからだ。民生委

員は、自分が当人に見込まれない

ことを嘆くのではなく、当人が見

込んでいる人を探して、その人と

繋がっていればよかったのだ。 

 

⑶助け合いが始まらないのは「助けて」と言う人がいないから 

福祉は「助けて！」から始まるというのは、次の数字からも分かる。 

行政がアンケート調査をした。「足元に困った人がいたらどうしますか？」。①「頼まれなくても関

わる」人が２３％、②「頼まれたら関わる」人が７２％、③「断る」人が５％。９５％の人が「困っ

た人がいたら助ける」と答えている。なのに、なぜ助け合いが始まらないのか？  

私は講演の際、いつも参加者に聞いている。「あなたは困った時に、まわりの人に助けを求めること

ができますか？」と。たとえば「すみませんが夫を病院まで乗せてくれませんか？」というふうに。 

この質問に、「できる」と答えるのは、いつも僅か３～５％である。大部分の人は、「助けて！」が

言えなかった。となると、「頼まれたら助ける」という７２％の人は動けない。頼む人がいないのだか

ら。助け合いが始まらないのは、「助けて！」と言える人がいないからだった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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）

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？ 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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⑷住民流の理解度は「当事者発」かどうかでわかる 

 住民流の理解度を簡単に測るとしたら、その基準は、「『当事者発』が体得できているか」という一

点に絞られる。当事者の側から見ているかどうか、だ。 

本書で紹介した住民流の構成要件のいずれも、「当事者発」から来ている。当事者発が分かる人なら、

これらのことを大方納得できるはずなのだ。 

 しかし、率直に言ってしまうと、その基準を本当にクリアできる人は、住民の中の活動家にも、福

祉関係者にも見当たらない。これはどうしてなのか。 

 

⑸自分が当事者になることはなるべく考えたくない 

 私は「助けられ上手講座」の開催を呼び掛けている。講座の中で参加者にアンケート用紙を配布し、

記入してもらった内容を基に議論をするところが面白いのだが、そのアンケートの中の「これからど

んな助けられ努力ができそうか？」という質問に対し、ある意外な回答が一定パーセント混じってい

ることに気付いた。どんな「助けられ」行為ができそうかと聞いているのに、「これからもボランティ

ア活動を続けていきたい」というのである。 

たしかに講演の中で、人のために尽くしておくことも準備の一つになるという話はしているのだが、

それにしても、これからできそうな「助けられ努力」として考え付くのが、担い手側として活動し続

けることだというのは、どういうことなのか。最近はこう理解することにしている。助けられ上手講

座は、まさに「わたし発」を学ぶ場なのだが、やはり人間、自分が助けられる側になることはなるべ

く考えたくないのである。 

 

⑹実際に当事者になって初めて分かること 

 ある有償の家事援助グループのリーダーＡさんに会った時、グループ名に「助け合い」という言葉

が入っているが、ではあなたは仲間に助けてもらったことがあるのかと聞いてみたら、「ある」と言う。

メンバーのＢさんに、母の世話と部屋の掃除を頼んだのだが、Ｂさんは我が家に入るや、「あら、Ａさ

んの家って結構ちらかってるのね」と言った。確かにちらかっているが、だから掃除を依頼したので

あり、何もあけすけにそれを言うことはあるまいと、カチンときた。 

 リーダーがその後、私に言ったことが面白かった。じつは自分も高齢者宅に出向いた時に、それを

言った覚えがあった。「おばあちゃんちって、結構ちらかってるのね」。悪気はないのだから、許され

るだろうと軽く考えていたが、自分が言われてみたら傷ついた。これからは私も言うまいと反省した
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という。 

 自分が言われて屈辱を感じて初めて、言われる側の気持を思い知った。他人の立場になるのは、極

めて難しいということだ。 

 

⑺当事者の立場から物事を考える癖をつけておく 

 そうなると私たちは、相手に不快な思いをさせないために（良き福祉活動をするために）、常にさ

れる側（当事者の側）に身を置いて、そこから物事を考えなければならない。担い手と受け手の双方

をしょっちゅう、日常的に体験していないと、本当にやさしい人にはなり得ないのだ。そう考えると、

世話焼きさんのやさしさは、自身が「両刀遣い」であることからきているのではないかと思える。一

方的にしてあげる側にいるのではなく、頼み上手でもある人が多い。 

自分を常に当事者の立場に身を置いて、そこから物事を考える癖をつけておけば、様々な当事者の

気持ちや願いが、よくわかるのではないか。当事者目線と言ってもいい。 

 

⑻自分から逃げる人は当事者の本当の願いがわからない 

 しかし今は、「自分は当事者ではない」という顔をしている人ばかりで、そういう人ほど「愛」と

か「やさしさ」「思いやり」といった言葉を使いたがるように見える。他人の問題に関わるのはいいけ

ど、自分の問題からはできれば目を背けたい、自分の問題は知られたくない―そういう人は、当事者

が本当に願っていることに目を向けない。当事者の気持ちになったことがなければ、当事者の願いが

わかるはずがないのだ。 

 

⑼では（「当事者発」の反対の）「担い手発」とは？ 

 あらゆる福祉の営みにおいて、担い手の都合で考え、行動することである。どんなサービスをした

らいいのかは、当事者に聞けばいいことなのに、担い手の方で考えてしまう。だから自分でできる範

囲でサービスをすることになる。誰にサービスを提供するか、また対象の基準なども、担い手の方で

考える。対象者を問題の種類ごとに分類し、指定した場所に集めようとする。 

 こういうやり方を取れば、どういう結果を招くだろうか。要援護者はそれに従う人ばかりではない

から、相手がなかなかやって来ない。すると、せっかくサービスをしようというのに来ないとはどう

いうわけかと悩む。これが今の福祉の実態である。 
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⒉「ご近所」は実在していた 
■ここに「当事者」も「世話焼きさん」もいる 

私たちは、「ご近所で助け合いを」などと言う時、「ご近所」という言葉を極めて曖

昧に使っている。だが長年マップ作りをする中で、「ご近所」という圏域が実在するこ

とが明らかになった。助け合いの最適圏域としての「ご近所」は確かにあったのだ。

３０～８０世帯。平均５０世帯である。 

 

⑴第４層「ご近所」があった 

地域は市町村ごとに分けられている。さらに校区ごとに分けられ、その中に自治区がある。関係者

は、圏域はこれだけだと思っているが、じつはその自治区はたくさんの「ご近所」でできていた。 

 

 

 

次のマップは長野県内の数百世帯の自治区。ここで活躍中の世話焼きさんに聞いてみた。「こんなに

広い地域の福祉問題がよくわかりますね」。彼女は「とんでもない。私が見えるのは足元だけ」と自宅

周辺を点線で囲った。これが「ご近所」で、彼

女はそれを意識していた。その他の「ご近所」

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いう。 

 

⑵「ご近所」はどういう所？ 

 ご近所は福祉的な意味でどういう所で、その

存在にどういう意味があるのか。 

➊当事者は、ここから出られない 

身心の事情により、ここから外へ出かけるこ

とは大変だ。ご近所の助けを得ながら、ここで

第４層 

ご近所 

第３層 

自治区 

第２層 

校区・地区 

第１層 

市町村 

超大型世話焼きさん 

●福祉の現場はどこだ？ 
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自立生活をしている。だからご近所福祉を真っ先に充実してほしいと願っている。 

 今は、住民の福祉活動はほとんど第二層か第三層で展開されている。第二層はともかく、第三層で

やるのならそれで十分だと思われるだろうが、そこで行われているサロンや食事会、老人クラブ活動、

趣味活動などには、第四層にいる当事者は多くが参加できていない。だから今の福祉活動や文化活動

の多くは当事者抜きで行われているのだ。 

➋ご近所では世話焼きさんが活躍している。 

ご近所の利点もある。天性の福祉活動のセンスを持っている世話焼きさんがたくさんいるからだ。

世話焼きさんは、基本的に他の層では広すぎて活動しにくい。ご近所なら動きやすいことを知ってい

て、自分の足元で日々、気になる人に関わっている。だからご近所は人材の宝庫と言える。 

➌ご近所が唯一の「顔が見える」圏域。 

関係者はよく「顔が見える」範囲・圏域という言い方をする。その場合、校区や自治区辺りを指し

ているのだが、残念ながらそんなに広くてはお互いの顔は見えない。顔が見えるのは唯一、ご近所だ

けなのだ。だから助け合いにも最適の圏域である。四つの層で唯一、ご近所だけが助け合いができる

圏域と言える。 

➍ここで「住民流」が発揮されている。 

 冒頭で触れたように、私が住民流を発見したのはご近所である。住民流の福祉が最も純粋に行われ

ているのが、ご近所なのだ。 

 

⑶ご近所に「極小コミュニティ」を作ろう 

 右のマップでは、認知症の女性が毎日、足元のいろいろな所を訪れて「私も入れて」と言っていた。

足元にあるからこそ、行くこと

ができる。こういう活動がご近

所毎に行われていれば、当事者

にとって理想のご近所になる。 

 この際、ご近所をそういう圏

域にしたらどうか。人々が人間

らしく豊かな生活ができる最小

圏域、まさに極小コミュニティ

である。ご近所毎に正式な公民

館をつくる必要はない。住民の

自宅で趣味活動が行われて、そ
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こに要援護者も受け入れられれば、それでいい。 

 私たちにとって、コミュニティの最小単位はせいぜい自治区だろう。しかし、だれもここで助け合

おうとは考えていない。ならばご近所を、人々が豊かな生活を享受し、ふれあいも助け合いもできる

コミュニティにしていくということを新たな目標にしたらどうか。 

 

⑵民生委員は「ミッドフィルダー」役 

 ご近所を理想郷にするには、ご近所の人たちだけでは無理だ。ご近所さんたちでできる限り助け合

いを進める一方で、他の圏域の支援が欠かせない。まずは第三層にいる民生委員の役割が大きくなる。

民生委員は、１人で複数のご近所を担当しながら、サッカーで言えば「フォワード」として、その中

の要援護者一人ひとりに直接関わっているが、その荷は重すぎて、なり手不足という問題を招いてい

るし、ご近所さんは足元の要援護者に手を出しかねている。これからは、要援護者に関わる役をご近

所さんに手渡し、民生委員は一歩後ろへ下がって、複数のご近所の司令塔として活躍してもらえばい

い。 

 

 

 

 

 

 

 

司令塔、つまり「ミッドフィルダー」には、ご近所さんの活動支援だけでなく、マップ作りで出た

課題のうち、住民の手に負えない部分を、ふさわしい圏域に振り分けていく役割もある。 

 

⑶第３、第２、第１層も加わって地域ぐるみの福祉へ 

 ご近所で出てきた取り組み課題を、どの層にどのように振り分けるのか。例えば以前に食堂を営ん

でいた元店舗で住民が食事会を開こうという場合、設備の補修や、人材の確保、食品衛生法など法的

な面での対応などを、ご近所以外の層で分担してもらわねばならない。それを司令塔だけでするか、

ご近所でのマップづくりに各層から参加して各自の担う分を持ち帰るか、二つの方法がある。 

 例えば認知症の人が描き貯めた油絵の常設展示場を作ろうという場合、美術関係者や建築関係者な

ど専門家の出番となる。そういう人材を擁しているのは、あるいは調達できるのは何番目の層か。い

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

ご近所 

ご近所支援役（ミッドフィルダー） 

世話焼きさん 
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ずれにしても、上の層になるほど高度な資源を確保する力量がなければなれない。ふれあい祭りのイ

ベントなど、ご近所に近いところで実施すべきものは下の層に手渡し、上層だからできる役割を担っ

ていく必要がある。 

「一般化」の作業もその一つだ。一つのご近所から出てきた取り組み課題の多くは、他のご近所にも

適用できるはずである。そこで、ご近所で出てきた取り組み課題をどのご近所でも取り組めるように

マニュアル化する作業が必要になるが、これもまた高度な資質が必要になる。これを行うことで、一

つのご近所でのマップ作りから出てきた課題のほとんどを一般化して、他のご近所に適用すれば、こ

んなに効率的な方法はない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第１層 

第２層 

第３層 

第４層 

マップ作り 

各層へ振分け 

一般化 
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⒊「世話焼きさん」に任せよう 
■福祉の資質は天性のもの 

 福祉の担い手と言えば一般的に、特定の資格を有する人や、関係機関が教育した人、

自治会長などが推薦・委嘱した人たちだ。それで必ずしもうまくいっていないという

のは、なぜなのか。福祉とは人を助ける営みであり、独特の資質が求められるため、

「養成」には馴染まないのである。だからご近所での自然発生的な助け合いでは、天

性の資質のある人―世話焼きさんが活躍している。 

 

⑴世話焼きさんとはどういう人か？ 

 これまでたくさんの世話焼きさんに出会ってきたが、共通する資質を挙げてみると、 

 ①自分の周りに困っている人がいないか、いつも探している。 

 ②困っている人を見つけると、気になって「ご飯が喉を通らない」。 

 ③即座に行動に移す。だから相手に見込まれる。 

 ④人間大好き。というよりは、好き嫌いで相手を選ばない。だから誰でも関わってしまう。 

 こういう資質は、教えられて習得できるものとは違う。関係者は「世話焼き養成講座」を開こうと

考えるが、根本的に無理がある。 

 都内で見つけた、ある高齢の大型世話焼きさん。周りの１５名ほどの要援護者に関わっているが、

「失礼ながら、あなたが亡くなった後はどうなるのか？」と聞いてみたら、「親から世話焼きの資質を

受け継いだ子が４人いるので、いま英才教育をしている」と答えた。 

 

⑵マップで世話焼きさんが「見える化」 

 次のマップ。周囲の人に向かって関わりの線が１０本ぐらい引ける人（下段に２人）が大型の世話

焼きさんで、５，６本引ける人（中段の両脇）が中型、それ以外が小型の世話焼きさんとわかる。真

ん中の黄色が民生委員。「この（大型と中型の）４人がこの地区を仕切ってくれているので、私は連絡

役をやればいいんですよね」と言っていた。まさに司令塔役である。 

 

●福祉の担い手はだれだ？ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶ご近所

世話焼きさんはご近所

ここは住民流が純粋に生

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

近所は世話焼

世話焼きさんはご近所

ここは住民流が純粋に生

世話焼きさんに

世話焼きさんはご近所で活躍している

ここは住民流が純粋に生きている圏域である。その象徴である世話焼きさんが力を発揮できる

きさんに

で活躍している。マップで掘り起こし、ご近所福祉を進めてもらえばいい。

きている圏域である。その象徴である世話焼きさんが力を発揮できる
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…世話焼きさん
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に、後方の圏域の人たちが強力にバックアップしていく。 

上のマップのご近所は、いくつかの小ご近所からできていて（点線で囲ってある）、それぞれを中型

の世話焼きさんが仕切っている。そしてご近所全体を左下の小ご近所にいる大型世話焼きさん（Ａさ

ん）が仕切っている。彼は日々、中型世話焼きさんたちを訪問して「何かあったかい？」と聞いてい

た。いずれも肩書は関係のない人ばかりだ。世話焼きさん数名で、小さなご近所の福祉は割合たやす

く担えるものなのだ。 

 ところが多くの福祉関係者は、ご近所に入ったのはいいが、そこで見つけた課題をご近所さんと一

緒に取り組もうとせずに、自分の圏域に持ち帰ってしまい、そこで「専門家」たちで解決しようとす

る。ご近所は「自立した独立国」というにはまだほど遠いが、そういう方向にご近所を遇するべきで

ある。まず世話焼きさんを「認知」することだ。 

 

⑷福祉は女性を前面に押し出そう 

ご近所で実質的に福祉活動を担っているのは、主に女性だ。福祉とは、困った人を助けてなんぼの

世界。他の分野ではともかく、福祉はそういう資質のある人でないと務まらない。女性の世界なのだ。 

地域活動のリーダーシップをとっているのは男性である。町内会長の多くは男性で、地域の様々な

活動のリーダーもほとんど男性である。ただ福祉は、ちょっと事情が違う。福祉とは、困っている人

がいたら、即刻助けるということである。それができるか。 
 実は今の時点で、すでに女性主導のまちづくりにはなっている。形だけ見ると、住民福祉協議会の

ような組織や自治区の福祉委員会などのリーダー格は男性で占められている所が多いが、実質的に活

動を進めているのは女性である。その人たちを前面に押し出せば、もっと活躍してくれるはずだ。 

 

⑸男性は後方支援役を 

そもそも、何十年と地域を離れて企業の中で働いてきた、定年退職して間もない男性が、地域福祉

活動のリーダーシップをとるのは無理がある。地域で暮らし、活動してきた女性たちには、何十年も

かけて試行錯誤しながら積み上げてきた経験があり、人に関わる能力（コミュニケーション力）も高

い。福祉ニーズの発掘の仕方、活動の仕方、ネットワークの作り方などのいずれの面でも、男性が主

導権を握るのはまだ心もとない。 

 その男性たちに求められている役割の一つが、後方支援だ。女性主体のグループに参加し、不足し

ている部分を、会議運営や資料作成、ＩＴ技術、設備の管理や補修といった企業時代の経験を生かし

ながら、てきぱきと上手に支援している男性たちがいて、それを楽しんでいる姿が印象的だった。 
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⒋要援護だからこそ担い手になりたい 
■担い手と受け手の区分けを限りなく曖昧に 

 住民にとって福祉とは、あくまで「助け合い」である。つまり、助けと助けられが

双方向になることを望んでいる。私たちは「サービス」という言葉を気軽に使うが、

住民はそれに違和感を持っている。 

 

⑴たとえサービスでもお返しができないと心苦しい 

 新聞にこんな投書があった。デイサービスセンターに勤めている女性だが、ある時８９歳の女性の

愚痴が聞こえてしまった。「毎日、『すまんな、すまんな』と言うのにくたびれた」と。これはいけな

いと、女性は翌日、自分の赤ちゃんを連れて出勤し、その人に赤ちゃんの世話をお願いしたところ、

大変喜ばれたので、女性はその後も上司の許可を得て、赤ちゃん連れで出勤しているという。 

「サービスなのだから、堂々と受ければいいではないか」と言われそうだが、そうは割り切れない。

ここに住民の本質が見えているではないか。 

 

⑵だから「サービス」に見せない工夫も 

東京のある若年性認知症の人向けのデイサービスセンターが、利用者のこんな願いに応える策を打

ち出したと聞いた。看板には「工務店」とあり、利用者は「出勤」をして、そこでガチャンとタイム

カードを押す。作業服らしい服装に着替え、名刺ももらって、「○○さん、今日は保育園へ××の修

理に行って下さい」「あいよ、引き受けた」となる。 

最近話題の「面白いデイ」。大抵はサービスの仕方が面白いというものだ。元キャバレーでデイとか、

カジノ風のデイとか。それらはいずれも、これまでのサービスのあり方と基本的には変わらない。 

しかしデイを工務店にするというのは、根本のところからの発想転換が行われている。自分はサー

ビスの受け手なのだと本人に思わせない工夫。むしろ自分は担い手になっているのだとさえ思わせる。

それ以上に、そこでは福祉が行われていることさえも消し去っている。これが住民流福祉のめざす最

終目標なのではないか。 

 

●担い手と受け手の関係は？ 
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⑶「サービス」と「助け合い」は対極にある 

「サービス」という言葉とその概念は、担い手と受け手を峻別することが基本にある。ここから今の

福祉の問題が生まれた。サービスをすれば相手は喜ぶはずだという単純な考えが広がり、だから要援

護者を何らかのサービスに当てはめれば、これで一件落着と考えてしまう。「毎日『すまんなすまんな』

というのにくたびれた」というデイ利用者の嘆きの言葉を重く受け止めなければならない。住民の世

界では、一方的な善意のやり取り、「サービス」は認めない。あくまでも「助け合い」だ。 

 当事者からしたら、ただ一方的に善意を受け取るのは、誇りを潰される危険なあり方だ。そこで当

事者としての主導権を確保しながら、場合によっては、適切なお返しをしたり、その他あの手この手

で、誇りを潰さない手立てを考える。ご近所ではそうした助け合いが日々展開されている。 

 

⑷認知症の入所者が在宅の認知症の人を訪問 

 もっと発展させると、むしろ受け手を担い手に引っ繰り返すという方法が考えられている。不思議

なことに、これをすると、その受け手に「治療」効果が表れる。これを欧米では「ヘルパーセラピー」

といっている。 

大分県にある老人ホームが、施設スタッフによる在宅高齢者の訪問活動を行っていたことがある。

対象は認知症の人で、せっかくなので施設に入所している認知症の人も連れて行こうと考えた。そう

して選ばれたのが、施設でも最重度の人だった。その女性は、自分が施設にいることもわからなくな

っていて、息子が来ても「この人はだれ？」と言うのである。 

いざ訪問してみると、在宅の認知症の人が同じ話を繰り返しても、訪問した認知症の女性は何度で

も熱心に聞いてくれるので、会話はスムーズに続く。また、「いつも押し入れに入れられているけど、

今日はあんたが来るから出してくれた」と在宅の人が打ち明ければ、「だけど、あんたはまだいい方だ

よ。私なんか施設に入れられちゃった」と施設の女性。これには職員がびっくり。普通に戻っている

じゃないか！ 慰められた方は、「今日は気分がいい。また来ておくれよ」。 

 本人にこれほど劇的な治療効果があるのだから、これからも認知症の人を連れて行こうということ

になった。しかもその日、特に症状の重い人を選りすぐって、である。入所者への治療効果を狙うな

ら、本人を担い手の側に据えることが最善なのだ。 
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リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

いレベル」だったらどうか。
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最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテ

●福祉

モビリティ・コンクエスト社

「並み
これなら

「デイサービスの送迎車を

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

いレベル」だったらどうか。

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

ＢＭＷエンジン

ートバイ。障害者用だからと甘く見たら大間違い。

96.6キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、

オートバイが霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。

反対住民を

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテ

福祉サービスの

モビリティ・コンクエスト社 

み」より
これなら弱者

「デイサービスの送迎車を家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

いレベル」だったらどうか。

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

エンジン付

ートバイ。障害者用だからと甘く見たら大間違い。

キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。

を沈黙させた

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテ

サービスの望ましいレベルとは

より遥
弱者が強者

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ
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事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

付き車椅子用三輪車

欧米

り回している障害者がいる。

特注の戦車型車椅子を

的に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした

害者をイメージしてほしい。

モビリティ・コンクエスト社が発売した

三輪車」（

ートバイ。障害者用だからと甘く見たら大間違い。

キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。

させた超高級

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテ

ましいレベルとは
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遥かに
強者を見返

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

車椅子用三輪車

欧米では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

り回している障害者がいる。

特注の戦車型車椅子を

に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした

害者をイメージしてほしい。

モビリティ・コンクエスト社が発売した

三輪車」（左の写真

ートバイ。障害者用だからと甘く見たら大間違い。ＢＭＷのエンジンを備え、最高時速は

キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。

超高級「

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテ

ましいレベルとは？

かに高
見返せる

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

車椅子用三輪車！

では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

り回している障害者がいる。

特注の戦車型車椅子を車両登録

に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした

害者をイメージしてほしい。

モビリティ・コンクエスト社が発売した

左の写真）は、車椅子のまま

ＢＭＷのエンジンを備え、最高時速は

キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。

「福祉の

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根

？ 

高い水準
せる 

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。

！ 

では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

り回している障害者がいる。また、ある

車両登録しようとし

に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした

害者をイメージしてほしい。 

モビリティ・コンクエスト社が発売した

）は、車椅子のまま

ＢＭＷのエンジンを備え、最高時速は

キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、バイク好きの記者が

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者

の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。 

の店」

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

ルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根

水準

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

事者（弱者）の立場では、この水準しか心休まるレベルはないのだ。 

では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

あるイギリス人

ようとしたら、「これは法

に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした

モビリティ・コンクエスト社が発売した「車椅子用自動

）は、車椅子のまま乗り込める大型のオ

ＢＭＷのエンジンを備え、最高時速は170

バイク好きの記者が

霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者の家族だ

」 

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」は

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

ルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根

水準を 

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

れている。そのため福祉には暗いイメージが付きまとう。では「普通よりも遥かに高

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

イギリス人男性が

、「これは法

に戦車です」と断られた。これに乗って得意然とした障

「車椅子用自動

乗り込める大型のオ

170㎞、7.6

バイク好きの記者が「普通の

の家族だ。「息

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」はどうか。 

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

ルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根

 

家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思わ

高

関係者からすれば、ナンセンスと言いたいだろうが、当

7.6

「普通の

。「息

 

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

ルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根
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底から覆す発展を遂げた。建設前は地元住民の反発が強かったが、いざ完成した店で住民をもてなし

たところ、一番反対していた男性が言ったそうだ。「こんなええもんができるんやったら、わし、反対

せんかったのに！」（「ノーマネット」公開の西澤心さん（同店支配人）の講演録）。 

西澤さんは、舞鶴湾を一望できる一等地に２億５千万円の建物を建て、グルメファンに名を知られ

た超一流のシェフを連れてきた。従業員を指導したのはホテルの接客インストラクター。投入した人

材も「超高級レベル」だった。こんな店で働く障害者を見て、客は障害への見方を変えるはずだ。 

 

⑶ハンディのある人には、ハンディをつける 

 欧米にはフェアネスという発想がある。ハンディを抱えた人に提供すべきは、一般より低い水準の

サービスではない。同じレベルも駄目。元々ハンディがあるのだから、一般より高い水準のサービス

を提供されなければならない。これで両者は同じスタートラインに並べる。 

 障害者の作業所で作っている菓子類を見て、一流ホテルのシェフのＡさんは、その出来に驚いた。

それが不当に安い値段で販売されている。彼は作業所の菓子コンクールを主催し、優勝した作品をホ

テル推奨品にして、ホテルでも販売してあげた。しかも優秀な一人をホテルで雇用した。Ａさんは本

業の腕を使って「フェアネス」を実現させた。 

 上の例の場合、障害者は初めからハンディを負わされている。作ったものは、格安でしか売れない。

そこで障害者の側に、「下駄を履かせる」。①一流ホテルのシェフが支援。②優秀な作品を一流ホテル

の推奨品に。③しかもホテルで売ってあげる。④優秀な障害者はホテルで雇用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも、一般人から見て羨ましいほどの資源投入だ。これだけの「下駄をはかせる」ことで、両

者はようやく「肩を並べられる」関係になった。 

健常者 

障害者 

健常者 障害者 

①シェフが支援 

②ホテル推奨 

③ホテルで販売 

④ホテルで雇用 

マーク 

高級 
資源 

ゲタを履く前 ゲタを履いた後 



 

 

⒍要介護
■安全保持

死後２週間で発見された女性

あった。彼女は油絵に夢中

福祉といえば安否の確認が思い浮かぶが、

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。

 

⑴認知症

 支え合いマップづくりをしていたら、認知症

の女性が徘徊

何かしているかと聞くと、玄関などに

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

け花の先生をしてい

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

たら、それが実現した

 

⑵その

 福祉関係者は

う。あなたは何か困ったことはありませんか

く、何かにこだわって

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

 この場合、基本に返って、本人が関心を集中させている

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

 

 

●要援護者

要介護
安全保持

死後２週間で発見された女性

あった。彼女は油絵に夢中

福祉といえば安否の確認が思い浮かぶが、

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。

認知症の女性

支え合いマップづくりをしていたら、認知症

の女性が徘徊しているとわかった。歩きながら

何かしているかと聞くと、玄関などに

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

け花の先生をしていた。ならば、また生け花教

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

たら、それが実現した

その人の問題解決

福祉関係者は、要援護者に相対すると、どうしても

。あなたは何か困ったことはありませんか

く、何かにこだわって

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

場合、基本に返って、本人が関心を集中させている

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

要援護者にどんな

要介護
安全保持より

死後２週間で発見された女性

あった。彼女は油絵に夢中だった。ここ

福祉といえば安否の確認が思い浮かぶが、

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。

女性が生

支え合いマップづくりをしていたら、認知症

しているとわかった。歩きながら

何かしているかと聞くと、玄関などに

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

た。ならば、また生け花教

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

たら、それが実現した（写真・右

問題解決

要援護者に相対すると、どうしても

。あなたは何か困ったことはありませんか

く、何かにこだわっている。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

場合、基本に返って、本人が関心を集中させている

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

にどんな生活

要介護でも
より「自分

死後２週間で発見された女性。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

だった。ここ

福祉といえば安否の確認が思い浮かぶが、

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。

生け花教室

支え合いマップづくりをしていたら、認知症

しているとわかった。歩きながら

何かしているかと聞くと、玄関などに生けてあ

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

た。ならば、また生け花教

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

右端）。 

問題解決よりも

要援護者に相対すると、どうしても

。あなたは何か困ったことはありませんか

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

場合、基本に返って、本人が関心を集中させている

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

生活を保障
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でも「その
自分らしい

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

だった。ここから接触すれば、心を開いた

福祉といえば安否の確認が思い浮かぶが、本人は

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。

花教室の先生

支え合いマップづくりをしていたら、認知症

しているとわかった。歩きながら

生けてあ

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

た。ならば、また生け花教

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

よりも、自己実現

要援護者に相対すると、どうしてもその人が抱えている「問題」に目が

。あなたは何か困ったことはありませんかと。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

場合、基本に返って、本人が関心を集中させている

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

保障したいのか

その
らしい生活

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

から接触すれば、心を開いた

本人は何かにこだわっている

とは、自分らしい生き方への執心と言っていい。 

先生に 

自己実現の

その人が抱えている「問題」に目が

と。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

場合、基本に返って、本人が関心を集中させている（こだわっている）

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。

したいのか？ 

その人
生活がしたい

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

から接触すれば、心を開いた

何かにこだわっている

 

の応援

その人が抱えている「問題」に目が

と。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

（こだわっている）

らどうなのか。これがまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。 

人らしく
がしたい

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

から接触すれば、心を開いたかもしれない

何かにこだわっている。「こだわり」

応援を 

その人が抱えている「問題」に目が

と。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。

（こだわっている）ことに「乗って」

らしく」 
がしたい」 

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

かもしれない。

。「こだわり」

その人が抱えている「問題」に目がいってしま

と。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。 

ことに「乗って」みた

 

。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

。

。「こだわり」

しま

と。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

いる。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

みた
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⑶「その人らしい生活」の充足度を測るダイヤグラム 

「自分らしい生活」がどの程度できているかを測る物差しはないか。または「自分らしい生活」の目

標設定に役立つような目安。そこで「豊かさダイヤグラム」を開発した。 

項目は６つ。①仕事・収入、②健康、③趣味・学習、④家族・夫婦、⑤友達・ふれあい、⑥社会活

動（人に尽くす）。これで充足度が満開なら「自分らしく」生きたことになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

これを生かして「その人らしい生活」支援のための豊かさ満開作戦を考えてみよう。 

前頁の、孤独死した引きこもりの女性が、じつは油絵に夢中になっていたという事例。その人の家

または空き家等で常設展を開き、場合によっては販売する。その中で支援者や友達ができ、収入も得

られる、といったこともあり得たのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

① 

② 

常設展を開催 

支援者が増える 油絵に夢中 
家庭・夫婦 

趣味・学習 

健康

お金・仕事 

友達 

社会活動 
③絵が売れる 
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⒎「障害」は「才能」だった 
■障害特性を生かせば「能力」になる 

障害を抱えているというのは、本人にとって「問題」ではあるが、最近は新しい発

想が生まれた。その障害特性を生かせば、立派に「才能」になるというのだ。壁のシ

ミが気になるのは障害だろうが、その人が印刷所で働いている。印刷ミスを瞬時に見

分けるという、普通の人は持っていない能力として生かされた。 

 

⑴企業で広がる「障害者を戦力化せよ」 

「何もできない人」という偏見を超えた後に待ち構えている課題は、それでもその人なりの能力を持

っているという見方ができるかである。そういう人たちから新しい取り組みが始まっている。それが

「障害特性を生かす」という発想だ。 

天井の細かいシミなどが気になるのは、自閉症の特性であるが、そのことを逆利用して、「ちょっと

した印刷ミスに瞬時に気づく」という能力として活かしているといった具合である。生かせる対象が

見つかれば、障害はそのまま能力に変質するのだ。 

こだわりの強い自閉症の人が、豆腐の薄切りの技術で名人と言われている。細部への関心や同じこ

とを繰り返しても集中力が途切れないという特性を生かして、有能なソフトウェアのテスターとして

活躍する自閉症の人たちがいる。当事者の親が会社を立ち上げ、世界的な大企業の信頼を得て、複数

の国に広がっている。 

 今、企業の世界では、障害者をただ雇用するだけでなく、彼らを戦力化しようという動きが広がっ

ている。どうせ雇用するのなら、きちんと戦力になってもらおうというのだ。そこで企業が目をつけ

たのが障害特性を生かすということだった。 

 

⑵社会が障害者の行動に価値を見出せるか？ 

企業の社会貢献セミナーで、事例発表者として招待された某企業の知的障害者向け授産施設の長が、

余談として「面白い知的障害の青年がいる」と言い出した。その青年の挨拶の仕方に物凄い魅力があ

って、施設を訪れた客は、その挨拶に出会うと、メロメロになってしまうほどだという。 

●問題対処のあり方は？＜その①＞ 
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たまたまそのセミナーの席に都内の百貨店の社会貢献担当職員が数名いたので、私は尋ねてみた。

「この知的障害の青年を、挨拶という仕事だけで雇用する気があるか？」と。すると彼らはヒソヒソ

話し合い、結果を1人が発表した。「雇います」と。 

 その人が障害者になるか、才人になるかは、社会の関わり方次第になる。大部分の人が「障害者」

と見られているのは、社会が彼らの能力を開発、活用できていないということに他ならない。 

 

⑶「不登校は『問題』ではない」と不登校児は主張 

今の福祉は担い手の側から、対象者の問題を探し出し、それに対して救済措置を講じることになっ

ている。しかし当事者の側からすれば、それを自分の「問題」だとは捉えていないということが少な

くない。それは問題ではない、いや、むしろ私の強みなのだ、と考えたい。そういうポジティブな発

想を取り入れることで、最終的には当事者にとっての本当の救いになっていくのだ。 

不登校生といえば、以前は「問題児」と言われていた。ところが当人たちが「僕らは問題児ではな

い」と発言し始めた。不登校は健全な行為なのだ―いじめがある学校、自分に合わない学校に無理し

て通うことの方が不健全なのだと。 

 

⑷「ポジティブ診断」で才能が開花 

障害は個性だと受け入れたり、障害を逆に活かせないかと考えたり、障害というのは能力ではない

かと考える。すべては障害に対するポジティブな見方によるものだ。 

 障害の診断にあたる医師などが、対象者の障害や病気の面だけに関心を集中させ、ただ投薬やリハ

ビリ等の処方をするのを見ていると、まるでその人の悪い面ばかりをことさら探し出して矯正してい

るようで、これでは本当の救いにはならない。 

どうせ診断をするのなら、もう一つの面、すなわちその人の持っている潜在能力についても同様の

診断と処方をすべきではないか。こちらが今述べたポジティブな視点なのだ。そう考えると、今の福

祉・医療の世界は、ネガティブな発想でこり固まっているような気がする。 

 

⑸障害者の能力開発センターをつくる 

文科省は、芸術大学の学生を作業所等に派遣して、才能のある障害児を掘り起し、美術館のスタッ

フや芸術家等で構成されるチームで、その能力に磨きをかける試みを始めた。この際、地域の障害者

一人ひとりの潜在能力を専門に開発するチームを作るのはどうか。 
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⒏当事者同士で助け合い 
■自助（セルフヘルプ）グループが爆発 

おそらく読者の少なからずが気づいていないかもしれないが、わが国で今、自助（セ

ルフヘルプ）が爆発的に広がっている。人々は他人の困り事よりも、まず自身が抱え

ている問題に取りつき、同じ問題で悩む仲間と連帯して一緒に問題解決に当たり、そ

の成果を他の仲間におすそ分けしている。 

 

⑴若者たちは自分の問題から入る 

 大学で学生たちに「ボランティア」の話を持ち出したら、学生の間からブーイングが起きた。「ボ

ランティアなんて、嘘くさい」「欺瞞だ」などと。 

 その剣幕に驚くとともに、「ボランティアが嫌ならば、君たちは何をするんだ？」と返してみた。彼

らの言い分はこうだ。俺たちは、自分が抱えている問題から入る。同じ悩みを持つ同士が助け合う。

その輪を広げていくのが自分等のやり方だと。 

それなら君たちの悩みを出してごらんと呼びかけたら、なんと百いくつもの「問題」が出てきた。

たまに学校に出て行ったら休講だった。３千円もする高価な教科書を売りつける教授。家から仕送り

をしてくれなくなった。英語の単位が取れそうにない、など。 

 これらの問題をどうやって解決するのかとたたみかけたら、例えば休講の問題なら「僕が一番に学

校に行って休講を調べて、掲示板で教えてあげる」。３千円の教科書はどうするか。４年生から引き取

って、大学祭で売ったという。英語の問題は、英語に強い奴に教えてもらう、などと。 

 これまでの世代は他人（の問題への関わり）から入るが、今の若者は自分自身が抱えている問題か

ら入って、それを共同で解決しながら助け合いの輪を広げていく。まるで正反対なのだ。 

 

⑵子連れママたちの見事な助け合いを見よ！ 

自分の問題から入ると言えば、いかにもエゴイスティックに見えるが、じつはそうでもない。最近

マンションなどに子連れママの会ができている。彼女らはグループを作って何をしているのか。子ど

もの預け合いをする。１０人のメンバーなら、１０日に１回子どもたちを預かれば、９日間は預かっ

●問題対処のあり方は？＜その②＞ 



26 

 

てもらえる。次いで子連れ外出情報誌を発行する。子連れで行ける所はどこかなど、子連れママが助

かる情報が満載してある。それを自分たちが交代で編集者になって作っている。子連れコンサートを

開催したグループもある。赤ちゃんが泣いても迷惑にならないコンサートは何かと考えたら、なんと

ロックコンサートだった。そして、子育ての問題について、社会への問題提起もする。自分の問題か

ら入る活動は、かくのごとく豊かで、広がりが出ている。まさに「助け合いの輪を広げる」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶セルフヘルプグループが一つの「文化」に 

自分の問題から社会へ、という流れが今、爆発的に広がっている。ネットを利用したグループを調

べていったら、それこそ問題の数だけグループができていると言っても間違いではない。「引きこもり

の大学生の会」「片づけられない女性の会」「アルコール依存の妻を持つ夫の会」「子どもが苦手な教師

の会」「夫在宅ストレス症候群の妻の会」「精神障害がありながらカウンセラーになりたい人の会」「生

きづらさを抱えた女性の会」など。 

自分の悩み事、それも他人には絶対に打ち明けたくない問題を抱えている人たちが、同じ問題で悩

む同士だからこそ、その問題を堂々とオープンにして、一緒に解決策を話し合っている！ 今までの日

本人には考えられなかったことである。 

 ここに新しい福祉文化が生まれていると言ってもいいのではないか。「わたし発」の福祉（自分自

身の問題から福祉に関わっていく）。今までのように、自分のことは差し置いて、専ら他者の問題に関

わるというあり方から、同じ問題を抱えた者同士が連帯して共同で解決策を模索する。その先には社

会変革までを視野に置いている。 

 

 

 

子連れママの会 
外出情報を 

教え合い 

メンバーで 

子の預け合い 

子連れコンサ 

ートをやろう 

外出情報誌 

を作ろう 

社会に 

問題提起 



 

 

⒐未来
■難問

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

人を探すのは大変なので

 

⑴友達

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

ん（右から

だが、元気

てしっかり準備をしていた

立ち上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

ごちそうする

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

 それから１０数年後、山下さん

常的に通って来ている。その光景が

しをしているのです」と言っていた。

 

 

 

 

 

 

 

 

●問題対処

富山テレビ 

未来
難問も問題

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

人を探すのは大変なので

友達を自宅

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

ん（右から３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

だが、元気なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

てしっかり準備をしていた

上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

ごちそうする。「私が要介護になったらお願いね」とい

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

１０数年後、山下さん

通って来ている。その光景が

しをしているのです」と言っていた。

 

問題対処のあり

未来の
問題の

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

人を探すのは大変なので、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

自宅に招待

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

てしっかり準備をしていた。ビーチボールのグループを

上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

「私が要介護になったらお願いね」とい

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

１０数年後、山下さんが要介護になったとき

通って来ている。その光景が富山

しをしているのです」と言っていた。

 

のあり方は？＜

の問題
の発生以前

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

招待。「要介護

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

。ビーチボールのグループを

上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

「私が要介護になったらお願いね」とい

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

が要介護になったとき

富山テレビで紹介された。その一人が「

しをしているのです」と言っていた。 

 

？＜その
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問題
発生以前に

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

要介護になったらお

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

。ビーチボールのグループを

上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

「私が要介護になったらお願いね」とい

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

が要介護になったとき、彼女の期待通り、複数の人が彼女の支援をするため、

テレビで紹介された。その一人が「

  

その③＞ 

問題に備
に遡れば

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

になったらお

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

。ビーチボールのグループを

上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

「私が要介護になったらお願いね」とい

うメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委員等、

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

、彼女の期待通り、複数の人が彼女の支援をするため、

テレビで紹介された。その一人が「

備える
れば… 

難しいケースにどうやって対処したらいいのか、関係者は悩んでいる

いことに気が付いた。それが発生する前に遡って、問題が生まれないように、あるい

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

になったらお願

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

、彼女の期待通り、複数の人が彼女の支援をするため、

テレビで紹介された。その一人が「これまでお世話になったので、今お返

える

悩んでいる。住民は面白

ないように、あるい

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

願い」 

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。

、彼女の期待通り、複数の人が彼女の支援をするため、

お世話になったので、今お返

える 

。住民は面白

ないように、あるい

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。

 

福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバーも。 

、彼女の期待通り、複数の人が彼女の支援をするため、日

お世話になったので、今お返

。住民は面白

ないように、あるい

は問題が小さいうちに対処してしまうのだ。自分が要介護になってから助けてくれる

、元気なうちから自分のための担い手を育てている人がいる。 

 

日

お世話になったので、今お返
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⑵自分流・介護予防を大事に 

「介護予防」という発想が生まれて、きちんと制度化したのは良かったが、制度化されたとたんに硬

直した制度になってしまった。介護予防というのは、本来はそれぞれの生活の中で本人が編み出すも

ので、他人が指示するものではないのだ。ある一人暮らしの女性に、介護予防として何かやっている

かと聞いたら、毎日階段を後ろ向きに上る、庭の周りを百回まわる、折り鶴を〇羽折ると答えた。だ

から介護予防を担当する人は、決まったやり方を一律に指示するのではなく、対象者の生活全般を見

て、その中のどれが介護予防行為と言えるか、どの行為をどう工夫すれば介護予防になるか、また本

人の努力をどう生かせるか、どうすればもっと効果的か―をアドバイスするべきではないか。 

 

⑶社会システムに「備え」をインプットすれば… 

「備え上手さん」は誰もがなれるというものではないが、代わりに、個々人が特別「準備」をしなく

ても、社会システムや制度の中に「準備」がインプットされていればいい。社会問題の少なからずが

男性に関わっている。未婚の男性、引きこもり、介護離職、孤独死、虐待、介護殺人など。 

 そうならないためには、早くから準備することが重要で、例えば企業で忙しく働いている間も、町

内会活動などにも関わっておくことが必要だ。そうすればその後に親を介護する時に支援してもらえ

る。介護離職のことも頭に入れながら働いていく必要がある。いつでもフリーで働ける技術を身に着

けておくとか。 
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⒑予兆を捉える 
■難問も問題が芽のうちに対処すれば… 

問題が起きる以前に備えるのもいいが、もう一つ大事なのは予兆を捉えることだ。起

きてしまってからでは難問になってしまう。接点にいる人が、問題が芽のうちに関わる

ことが大事だ。 

 

⑴時間を遡る２つの手法 

 この手法は、時間を遡るということである。問題が深刻化してから対処するのでは遅すぎる場合が

少なくないが、起きる前から対策を講じておけば、何らかの手は考えられる。それには２つあって、

１つは予兆を掴むこと。問題が起きそうな気配を感じた時に、その段階でできることをする。もう１

つは、問題が起きるずっと以前から、いずれ起きることを想定して、準備をしておくというものだ。 

 

 

⑵これだけの予兆があったのに…                                                        

 長崎県佐世保市で起きた高１女子生徒による殺人事件では、「惨劇の芽を摘む機会は３度あった」

と産経新聞が報じていた。 ①給食への異物混入、②父親への暴力、③精神科医の通報。③の精神科医

は、小動物を殺害して解剖していること等を知り、この子は殺人を犯すかもしれないと児相に通報し

ていた。その中の一人でも動けば事態は変わっていたかもしれないのだ。 

 

⑶「民間委託」という奥の手があった！ 

 福岡市は、児童虐待の通報が生かされていない問題を、ＮＰＯを活用することで解決しようと考え

た（ＮＨＫ）。児相から委託を受けたＮＰＯ「ワーカーズコープ福岡」が、該当する家を２人１組にな

って訪問する。「お困りのお子さんがいらっしゃるのでは？」などと子育て相談の方から入っていく。

ＮＰＯと連携することで、２４時間３６５日、泣き声情報に対応できるようになったという。 

●問題対処のあり方は？＜その④＞ 

事後対応 予兆を掴む 備える 
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⑷警察も民事介入を始めた 

 社会的な事件の少なからずが警察の関与すべきものだが、そこで「民事不介入」の壁が立ちはだか

っている。個人間のトラブルは、犯罪になるまでは手を付けない。その結果、取り返しのつかない悲

劇になってしまう。このケースがあまりに多いので、さすがの警察も動き出した。キーワードは２つ。

１つは早期介入、もう１つは強制介入である。 

 

⑸地域に「目の細かい網」を投げかければ… 

 自宅を開放して「小さな児童館」を運営していた菊池栄子さん。彼女の特技は影絵。毎日のように

近所の子が集まってきて、影絵作りに興じる。その中に、粗暴なところがあるなど「ちょっと問題の

ある子」がいた。菊池さんの所へ来るようになって改善されたかと聞くと、それほど大きな効果は出

ていないという。 

「でもね」と菊池さんは言った。「私の家に来ている間は、これ以上は悪くならない」。言われてみれ

ば、そういう理解もできる。「つまりね、私が目の細かい網を地域に投げかけたようなものよ。目の細

かい網だから、問題が小さなうちに引っかかってきた。もし私がこれをしなかったら、彼女の問題は

いくらでも膨れ上がって、警察という大きな目にようやく引っかかってくる。その時はもう修復不可

能になっているのでは？」 

 その網は、しかも「ご近所」という小さなコミュニティで投げかけられた。ご近所のたくさんの目

があれば、問題は一定以上は大きくなりえないようになっているのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

⒒福祉を生活の中に消し去る 
■「福祉」は生のままでは「臭いもの」 

 住民流の活動のあり方を分析していくと、彼らの福祉に対する違和感というものを

感じる。福祉という営みは、人々の困りごとに取り付いて、その問題を解決してあげ

ることだから、いいことであるに決まっているのだが、その解決の仕方に抵抗がある

と住民は感じている。問題解決自体はいいとして、そのために相手を丸裸にして、皆

でミエミエで関わる。当事者にとっては我慢がならないことである。だから自分の問

題を隠したり、サービスを拒否したりするわけだ。ならばどうしたらいいのか。そん

な「臭い」ものならば、社会の表面から消し去ってしまえばいい。 

 

⑴福祉を隠し味にする様々な手立て 

 関わる側としても、当事者のそういう気持ちが伝わるから、もう少しお手柔らかなやり方はないも

のかと考える。それが住民流の活動のあり方に反映されることになる。 

 福祉という営みは、それ自体は極めて「臭い」ものだという理解があるから、活動はできる限り「臭

くなく」することを求めている。どうすればいいのか。要するに福祉を生（なま）のままでは表面に

出さないということだろう。普段の生活やおつき合いの中に隠してしまう。隠し味にするのだ。表面

ではそれが見えないが、なんとなく味がいい。その味が福祉なのだ。 

 

⑵サービスもまた隠し味に 

 住民の活動だけではない。関係機関による福祉サービスもまた「隠し味」にすることを住民は求め

ている。 

新聞に「利用したいデイサービス」が取り上げられていた。簡単に言えば、そこで好きなお楽しみ

を選べるということだった。今日は陶芸をしたい、今日は踊りをしたいと。なるほどそんなデイなら

行ってみたいとは思う。「まるでカルチャーセンター」と記者はまとめていた。 

しかし、それならなにもデイサービスセンターに行くまでもなく、地域には立派なカルチャーセン

ターがあるではないか。私ならそっちへ行きたいと思う。あとは要援護者のための移送サービスや介

●活動のあり方は？＜その①＞ 
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助人の付き添いなどをつけてくれればいい。調べてみれば分かることだが、実際に要支援程度で、デ

イサービスは利用せずに、カルチャーセンターに通っている人が必ずいるはずである。 

 これは正確には、サービスを隠し味にしたというよりは、サービスを住民の普段の営みに解消させ

たということだ。カルチャーセンターが要介護の客も受け入れれば、実質的にデイサービスになると

いうわけである。 

次のマップを見ていただきたい。道路を隔てて、左が１丁目、右が２丁目。小さな地区だから、２

つの地区に特別な違いがあるわけではない。ところが、デイサービスを利用する人に印をつけてみた

ら、ほぼ全員が１丁目に住んでいた。「ボランティア」も１丁目だけ。近くの老人ホームに行っている。 

では２丁目の人はなぜデイサービスを利用しないのか。ここは沖縄県である。同県では、町のあち

こちで「ゆんたく」（小さなサロン）が開かれている。この地域でも、２丁目では何カ所か「ゆんたく」

が開かれていた。マップの右端のラーメン屋の「ゆんたく」に集まっている人だけでもこれだけいる。 

要するに、２丁目では「ゆんたく」の場がデイサービスセンターの役割を果たしていると考えれば

いいのだ。やっている住民はそのことを自覚していない。１丁目では「ボランティア」をしているよ

うな人が、２丁目では案外「ゆんたく」のホスト役になっているかもしれない。 
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⒓各組織の接点で活動のチャンスが 
■通常活動に「福祉」をふりかければいい 

地域では毎日どこかで福祉問題が発生している。それらは必ず、私たちが所属して

いるいずれかの組織に近づいてくる。あるいはそこで発生する。ならば、その組織に

所属している人が、そこで活動しながら関わればいいのではないか、というのが住民

流の考え方である。 
 

⑴組織ごとに多様な活動の機会が 

次の図の小さい円が、私たちが地域で所属している組織の数々。その一部が大きな円に重なってい

るが、この大きな円が地域社会。つまり、重なっている部分で地域社会との接点ができる。そこに地

域のニーズが近づいてきているし、資源も近づいている。これをどう利用するか。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●活動のあり方は？＜その②＞ 

家庭 ご近所 

町内会 

老人クラブ 
婦人会 

趣味 
グループ 

学校 職場 
（企業・公務員） 

ＪＡ 
生協 

子ども会 

・庭を花いっぱいに 

（オープンガーデン） 

ボランティア 

グループ 

・ご近所に戻り助け合い 

・遅れた人の指導 

・認知症の人も仲間に 

・虐待家庭訪問 

 

・親の介護を社会化 

・夫の地域デビュー 

・ついでに独居高齢者

宅の草むしり 

・粋な計らい 

 

（児童生徒） 

・障害児も仲間に 

・高齢者宅でお茶飲み 

・ご近所の犬の散歩 

地域社会 
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 では、この接点での活動とは、具体的にはどんなことができるのか。実例を示してみよう。 

 

➊小学生が、登校途中に一人暮らし高齢者宅のゴミ出し手伝い。 

 小学５年生のＵ君は、登校班の人数が揃うまでの間、ご近所の一人暮らし高齢者に「ゴミ出しあり

ませんか」と声をかけている。学校帰りも、一人暮らし高齢者宅に寄ってお茶を飲んでから家に帰る。 

 

❷駅前店が「両替ＯＫ」のサービス 

 京都・東寺駅前にあるケーキ屋で、会計の際に小銭がなく、１万円札を出した。おつりを待ってい

る間、なんとなくウインドウの上を見たら、なにやら立札がしてある。「お買いにならなくてもご遠慮

なく両替をお申し付けください」。駅前店には、買わないけど両替をしてほしいという人がよく来る。

普通ならそこで「お買いにならない方はご遠慮を」というところだが、この店長は逆に反応した。 

 ふと壁を見たら、「荷物を預かってあげます」とある。またその隣に「傘を貸してあげます」とも。

「招かれざる客」の面倒な要求をすべて叶えてあげていた。 

 

❸公務員の「粋な計らい」 

 病院勤務のＳ子さん。あるとき中年の主婦が診察に来て、末期のガンとわかった。最期を自宅で過

ごすことにしたが、そのためには電動ベッドや車いす、入浴サービスなどが必要だ。ところが彼女は

障害者手帳を持っていないのでサービスの対象に該当せず、今から申請しても間に合わない。 

何とかならないかとＳ子さんは、患者の地元の福祉課に電話をしてみたら、「全部ＯＫ」の返事。規

定に該当しなくても、条文の末尾に「その他、市長が特に認めたもの」とあり、この条項を利用するのだと。

こういう「粋な計らい」は、公務員の「本業ボランティア」と考えていいのではないか。 

 

⑵自組織の中に、もう一つの活動テーマ 

 もう１つは、大きな円に引っかかっていない部分。これが自分の所属組織内にあるはずの福祉ニー

ズである。それに関われば、これまた福祉活動と言うことができる。 

 

➊主婦が夫の地域デビューの手伝い 

 Ｋ子さんは、夫よりも年上なので、私が先に亡くなった後、遺された夫が自立して生きていけるの

か心配になった。そこでご近所の世話焼きさんと組んで、夫の地域デビュー支援を始めた。まずは自

治会役員に立候補すること。次いでゴスペルのクラブ、そして家庭菜園と、次々と新しいデビューの

テーマを提供し続けた。 
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➋ボランティアグループがご近所に戻って助け合い 

 有償サービスグループは市単位で活動しているが、Ｂ子さんが所属する家事援助サービスグループ

は、家に帰っても仲間同士で助け合っている。団地の１つの棟に１０名ほどの仲間がいるが、要介護

の妻を介護している男性メンバーを、棟内の全員が支援している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➌町内会が会員のゴミ屋敷の清掃に協力 

 町内会が年間行事として草むしりや側溝の清掃などをしているが、時間があれば、高齢で一人暮ら

しの会員の草むしりをしてあげれば、立派な活動になる。また、リサイクルの時に一人暮らし高齢者

のゴミ出しやゴミ屋敷の清掃を引き受けてあげることもできる。 
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⒔入れてあげる・切らない 
■地域の各組織が門戸をひらけば… 

要援護の人も受け入れる。仲間が要援護になっても関係を切らない。かつて仲間だ

った人の相談にも乗る。もっと発展して、担い手と受け手の双方を組織に取り込むと

いう「ひらかれた組織」という新発想。これでたくさんの人が救われる。 

 

⑴組織の最大の課題は「ひらく」  

組織の社会活動のチャンスを考える上で、大事なポイントがある。「どんな人も（あまり歓迎したく

ない人も）入れてあげる」、「退会者を切り捨てない」、この２つである。 

 趣味グループなら、要介護になったメンバーが辞めても、訪問するなどして趣味活動を支援し続け

ることができるか。学校なら、中退した生徒や卒業した生徒にも必要な支援をしてあげられるか。企

業なら、退職した人にも関わりを続ける気があるか。 

 秋葉原で殺傷事件を起こした若者には、卒業した学校の教師や職場の上司などいくつかの接点はあ

ったものの、結局、親身に彼の悩みに耳を傾けてくれる人はいなかったようだ。そういう場合の学校

側の決まり文句がある。「あの子はもうわが校の生徒ではありませんから」。 

 介護保険が始まってから組織は要援護者を受け入れなくなった。要援護者は福祉サービスに囲い込

まれ、元気な人だけで組織をつくるという、「棲み分け」ができてしまった。 

 

⑵組織に担い手と受け手の双方を取り込む 

 どうせ受け入れるなら、担い手と受け手を一緒に組織内に取り込めばいい、という考え方もある。

複合型の組織だ。老人クラブのような、主に要援護者で構成されるグループの場合、複合型への転換

は不可欠だ。まず、病弱者や要介護者などを仲間に受け入れる。メンバーがそうなることもあるし、

そういう人を新たに仲間入りさせる場合もある。一方で、仲間入りした要援護者を支える資源も仲間

に組み込む。介護経験者や介護のプロ。よく調べてみれば、一定数が既にメンバーになっているはず

だ。両者をうまく結びつけるコーディネーターも必要だ。地域内の組織のそれぞれが身内内で助け合

いをすることで、福祉ニーズに対応できることになる。 

●活動のあり方は？＜その③＞ 



37 

 

 

⒕本業をひらく 
■「モチはもち屋」の腕が生きる 

例えばアメリカ人は、職場を引けて、家に戻ってから「ボランティア」を始める。

しかし日本人はそれはしない。ボランティア精神がないのではなく、じつは職場で働

いている間にボランティアらしきことをやっているのだ。顧客サービスは日本人の得

意とする所だが、その中に「ボランティア」が入っていると見たらどうか。 

 

⑴企業の社会貢献の分野はこれだけある 

まず企業が本業の中で、または本業の腕を生かしてできることを並べてみよう。社会貢献をするた

めに、わざわざ仕事を中断する必要はない。仕事の中に活動を「ふりかける」だけでいい。 

 

①企業の営み自体、活動の一つだ（人々が必要とするサービスを作り提供する）。 

 ➊新しいニーズを先取りして商品化。（ゲームソフト会社が「思いやりを育てるゲーム」の開発） 

 ➋サービスを市民に得られ易くする。（商店街が定期的に特養などで「出前商店街」） 

 ➌サービスを得にくい人たちに便宜を図る。（映画館が自閉症の子供向けに「刺激の少ない上映会」） 

 ➍商品に付随したサービス。（化粧品会社が美容と健康のライフデザインセミナー） 

 ➎周辺的なサービス（喫茶店が店内でふれあいイベントの開催） 

 ➏ついでのサービス（訪問販売のついでに一人暮らし高齢者の見守り、買い物） 

 

②企業活動のついでにできることを 

➊企業広報（自社広報にＮＰＯの広報を相乗りさせる） 

➋福利厚生（公民館の出前講座を企業として受け入れ。一般公開） 

➌退職者福祉（会社内に元社員が利用できるサロン） 

➍社員教育（研修センターを生涯学習センターとして開放） 

➎雇用（障害者と共同の子会社づくり。ホームレスの人や犯罪少年を試験採用） 

➏生産（高齢者の力を生かせるラインを開発） 

➐営業活動（訪問販売・宅配を生かして、福祉サービス情報の提供） 

●活動のあり方は？＜その④＞ 
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➑顧客管理（会員向けボランティア講座。これを一般公開） 

➒苦情処理（「苦情は宝」と積極的に対応） 

➓特注対応（靴屋が障害や病気で左右の足の大きさが異なる人に「左右バラバラでも売ります」） 

⓫研究開発（化粧品会社が、やけどやあざで悩む人のためのメイク法を開発・指導） 

 

③その業種らしい活動（業種ごとの「モチはモチ屋」の腕を開放）。 

例えば「小売店」の場合－ 

●コンビニがご用聞きをし、ついでに高齢者の茶飲み相手や電球の交換も。 

●高齢者などの作品を展示即売。 

●ショッピング・モールに、保護猫・保護犬の里親探しを行う常設スペースを設ける。 

●買い物難民を支援するためコンビニ大手が人口減地区に出店費用を抑えた小型店を。 

●電気店が「電池１個から配達します」。犬の散歩や庭木の剪定等にも無料で対応。 

 

④「まっとうな企業」でいい 

 欧米の場合、社会貢献という概念はかなり広い意味に使われていて、➊消費者に喜ばれる商品作り

をすることから始まって、➋企業としての最低限の行動基準の遵守（コンプライアンスと言う。経営

陣の暴走の防止、不正行為の防止、従業員の健康と安全の確保など企業が社内外に対して最低限負う

義務）、➌企業活動から生じるマイナス要因の軽減（事故を起こさないとか、起こした事故の事後処理、

再発防止、省エネ、品質向上等）までを包含している。 

 

⑵フェアネスを実現させるのはモチ屋の腕 

 企業が本業で発揮している腕が、福祉で特に求められるのは、いわゆる「フェアネス」を実現しよ

うという時だ。障害者が「福祉の店」などで誇りを持って働けるには、尋常なレベルでなく、例えば

高級料理店のシェフなどが腕を振るってもらえるような環境が作られねばならない。そうすれば、や

って来る客が、障害者に向ける目も変わってくるはずなのだ。 

 そのことを本書では「フェアネス」という言葉で表現した。これを成り立たせるのは専ら、企業や

そこで働く社員の中でも、飛び切りレベルの高い腕を持った人の協力である。 

 

⑶社員と会社の「相乗り」活動と考える 

実際に社会貢献が行われている企業の実態をよく調べると、そこにボランティア精神を持った社員
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がいたからこそできたというケースが多い。富士ゼロックスが、カラー複写機を拡大写本ボランティ

アに無償で開放しているが、そのきっかけとなったのは一社員であった。妻がたまたま拡大写本ボラ

ンティアをしていて、写真や図の写本に苦労していると知り、メンバーに自社のカラー複写機を使わ

せてあげるようになったのがきっかけとなり、会社としての社会貢献活動が誕生した。 

会社の社会貢献と社員のボランティア活動が｢相乗り｣したと考えればいい。企業の社会貢献と社員

のボランティア活動を分けなければならない理由はないのだ。 
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⒖脱「ボランティア」 
■「ソーシャル」で一億総参加へ 

本物の福祉を実現するには、一部の「ボランティア」だけでなく、国民総参加が必要。

それは、社会的な色を帯びたあらゆる行為を「社会活動」と積極的に評価することで実

現する。助けを求めるのも、謝るのも、抗議するのも「活動」だ。「ソーシャル」と名づ

けた。欧米人に比べて、いわゆるボランティア活動の苦手な日本人に活動を促すには、

こういうやり方がいいのではないか。 

 

⑴「親の介護でボランティアできない」？ 

 ボランティア講座で、受講者からこんな話を聞いた。今までボランティアをしたいと思っていたが、

寝たきりの両親の介護で叶わなかった。活動できない自分を日々責めていた。最近２人とも亡くなっ

たので、ようやく講座に参加できたと。 

私はこう答えた。「あなたはこんな講座に出てくる必要はなかった。この２０年間、活動をしていた

のですよ」と。彼女は、涙を浮かべて「その一言で私の２０年間が救われました」と言った。ボラン

ティアの概念が非常に狭いことで、こんな誤解をしている人が少なくない。 

 

⑵訴訟の先頭に立つシニア男性 

 東日本大震災で大川小学校の生徒が７０数名も犠牲になった。原因を究明し、同じ悲劇を二度と起

こさないために、学校と行政の責任を問う訴訟が親たちで起こされたという新聞記事を読んで、気が

付いた。このような社会への問題提起や抗議、訴訟の場で、先頭に立っているのは、多くがシニア男

性たちである。これもまた重要な社会活動ではないか。 

 

⑶「ソーシャル」の機会はこんなに 

日常生活で「ソーシャル」を実行すべきチャンスは誰にでも訪れる。それを各自、実行することで

社会は健全に保たれる。別表を見ながら、読んでいただきたい。 

●活動のあり方は？＜その⑤＞ 



 

➊ペットを売らないペットショップ

最近は日本でも動物福祉の意識が芽生え

というファッションブランドや「動物実験はしません」という化粧品会社が目を引くようになってき

たが、ペット業界では、殺処分される犬猫の問題に真正面から向き合い、なんと「ペットを売らない

ペットショップ」になった店がある。

グッズを販売している。

 

➋不祥事を絶対に繰り返さない

不祥事を起こしてしまった場合でも、社会に与えるマイナスの影響を減らすべく積極的に行動すれ

ば、これも「負のソーシャル」と言えるし、結果として社会にプラスの影響を与えることさえできる。

近年、食品への異物混入がたびたびニュースになったが、事後対応の不誠実さで非難を呼んだ企業

がある一方で、廃棄したはずの冷凍カツが横流しされていた「

安全を最優先し、社をあげて素早く徹底した対応を行い、商品回収に動いた。

「それを絶対に繰り返さない」と本気で決意し、

る」など、

 

➌オレオレ詐欺に参加しない、参加させない

今、若者がオレオレ詐欺のグループ

金」に出かける。今ほど悪行への抑制が自他で働かない時代はない。「悪いことをしない」という行為

の価値をもっと高める必要がある。いじめをしない、ハッキングはしない、危険ドラッグは吸わない

ということで、社会はどれだけ助かることか。

 

➍助けを求めるのも「ソーシャル」

 例えば孤立死して周りの人に迷惑をかけないように、

人たちと交流したり、見守りをしてくれる人をきちんと確保

することが求められている

 多治見市の
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たが、ペット業界では、殺処分される犬猫の問題に真正面から向き合い、なんと「ペットを売らない

譲渡し、フードなどの

不祥事を起こしてしまった場合でも、社会に与えるマイナスの影響を減らすべく積極的に行動すれ
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あえて自社が起こした不祥事の話をす

にいとも気軽に加わっている。バイト感覚で、高齢者宅に「集
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壱番屋」は、とにかく消費者の

同じ不祥事でも、

あえて自社が起こした不祥事の話をす
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は、そんな状態にもかかわらずご近所の人たちに伝えることにした。そうすることでご近所さんは、

母と出会うと「大丈夫ですか？」と声をかけ、危険がないかそっと見守ることもできる。問題をオー

プンにすることがいかに大事なことかわかる。 

 

➎衣服たたませてあげボランティア 

 知人の女性が銭湯で湯船に浸かっていて、ふと脱衣場を見ると、なんと自分の服を勝手にたたんで

いる女性がいる。慌てて脱衣場に戻ろうとすると、番台のおばさんが「たたませてあげなさいよ。認

知症で、たたむと落ち着くらしいのよ。皆、たたませてあげているよ」。そこで、彼女もその慣習に従

うことにした。番台のおばさんも、たたませてあげている客たちも「ソーシャル」をしたことになる。 

 

➏子供を殺されても「赦します」 

アメリカの銃乱射事件で、アーミッシュの子ども数名が犠牲になり、犯人も自殺した。その時、村

人たちが犯人の両親を訪ねて「赦します」と呼びかけた。犠牲になった子どもの葬儀にも招き、犯人

の葬儀には遺族を含めた村人たちが参列した。その後犯人の母親が、重傷を負った子の介護に通い続

けている。その子がつらくて泣くたびに、犯人の母親はいたたまれない気持ちになり、逃げだしたく

なる。それでもやめなかった。子どもの親も、彼女の訪問を受け入れ続けた。 

これは、憎しみの連鎖から村を守る闘いなのだ。「ソーシャル」には豊かな可能性があることがわか

る。 

また同じアメリカで、息子を殺した青年と（服役後に）隣人になり、親子のような付き合いをしな

がら、青年が再び道を踏み外さないよう見守っている女性が話題になった。青年の罪を「許す」こと

とは別に、彼をまっとうな人間として育て、更生させる役割を自ら引き受けたのだ 
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 負の「ソーシャル」 

⑤悪いことをしない 
④社会に迷惑をかけな

い 
③公衆道徳 

 

犯罪につながるようなこ

とはしない。 

事実上、犯罪になる行

為はしない。 

 

社会が迷惑することは

しない。 

犯罪ではないが、人を

貶めることはしない。 

市民として守るべきこと 

やってはなら

ない 
やるべきこと 

市

民

一

般 

■万引きはしない。 

■誘われてもオレオレ

詐欺に加担しない。 

■危険ドラッグは吸わ

ない。 

■ハッキングはしない。 

■セクハラ・パワハラ・

いじめはしない。 

■企業の社会的責任

（公害を排出しない。有

害商品の販売を自粛）。 

■騒音を出さない。 

■入山登録はきちんと

する。 

■タバコのポ

イ捨てはしな

い。 

■交通違反

を犯さない。 

■ゴミ出しの

ル ー ル は 守

る。 

■車内で高齢

者 に 席 を 譲

る。 

要

援

護

者 

 ■障害や要介護(認知

症)を隠さず、地域にオ

ープンにする(援助の手

を差し伸べやすいよう

に)。 

■引きこもらずに隣人と

交流する(孤立死して周

りに迷惑をかけない) 。 

 

■障害があっても要介護でも

可能な限り自立努力をする。 

■介護予防に努める。 
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正の「ソーシャル」 

②社会の良識 ①社会に貢献 

 

やるべきことをする。 

義務ではないが、実行するの

が好ましい。 

 

社会のために進んで良いこと

をする。 

 

■顧客サービス。 

■生活の接点で要援護者の

支援・見守り。 

■グループ内で助け合い。 

■ご近所で助け合い。 

 

■企業の社会貢献活動。 

■各種ボランティア活動。 

■チャリティ。寄付。 

 

■周りに積極的に助けを求め

る。 

■助け手を掘り起こして活用

する。 

■必要なサービスを行政等に

提案する。 

■同じ障害・要介護の仲間と

助け合う。 

■広く地域の要援護者で連帯

する。 

 

■障害があっても要介護でも

社会のためにできることはす

る。 

■同じ障害者や要介護の人の

ためにできることはする。 
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＜第３編＞ 

「住民流」理解のために 
住民流を理解するために心得ておくべきことがある。一つは、福祉力の発揮の仕方

が、関係者とは違うということ。もう一つは統合的な視点を持つ必要があること。 

⑴「ソフトパワー」がわかるか？ 

 住民流の福祉力の発揮（ソフトパワー）に疑問を抱く人もいる。せいぜい隣人の見守りぐらいでは

ないかと。一方ハードパワーは、老人ホームに入所させたり、デイサービスを利用させたりと、ダイ

ナミックに見える。 

①施設入所がいいのか、グループに入れてもらうのがいいのか 

 １０ページのマップ。認知症の女性が趣味活動やゲートボールの場に行って「入れて」と言ってい

る。ところが担当のケアマネジャーは、「あちこち歩くと危ないから施設に入りましょう」と説得して

いた。ソフトパワーは、ただ既存の住民グループが彼女を仲間に入れてくれればいいだけだが、自立

と介護予防効果、そして本人の満足度は大きい。 

②当人が最適の資源をさがして活用している－最高の福祉だ！ 

 住民のソフトパワーは虚弱なようだが、その福祉効果は軽視できない。５ページのマップでは、要

介護者が、自分の問題解決に最適の人を自分で探し出して活用している。考えてみれば最高に効率的

と言える。 

③施設の認知症の人が在宅の認知症の人を訪問。これで双方に福祉効果が！ 

 １７ページで紹介したのは、老人ホームの認知症の人が在宅の認知症の人の訪問活動をするという

話だが、その場では、訪問した側の人の症状が消えてしまい、職員を驚かせた。むろん在宅の人にも

福祉効果が出たはずだ。こういうあり方は、ハードパワーでは思いもつかないことだ。 

自分が要介護になることを見越して、予め自分の介護者を「育成」している人がいる。未来の自分

のケアマネージメントをやっていることになり、これもハードパワーの発想にはない。 

④ご近所では日常的に食事サービスや送迎サービスが実践されている！ 

 ご近所では、一見何もしていないようでいて、日々隣人を見守ったり、毎日のようにおすそ分けを

したり、送迎をしている。何気なくやっているので、そうと意識しないが、すごい活動ではないか。 

ソフトパワーの特徴は多種多様な小パワーの集積である点だ。ハードパワーのように単純ではない。 
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⑵「統合的な視点」を持てるか？ 

今は文明化の流れに乗って、誰もが分別的な発想しかできなくなっているが、住民の基本発想にあ

る統合的な視点を理解できなければ、住民流を理解することはできない。例えば以下のように。 

①担い手と受け手を区分けしたとたんに、住民流が見えなくなる 

関係者は対象を分別することから始める。担い手と受け手を峻別し、自分は担い手の側、相手は受

け手と位置付けてから、次の作業に取り掛かる。これで住民流の営みの多くが理解できなくなる。 

本書の発想に「備える」がある。時間軸を動かすということで、難しいケースも、時間を遡って、

問題が生じる前に対策を講じておけばいい。事後と事前対応を統合的に見られるかが問われている。 

対象者の困り事に対応するだけでなく、自己実現まで応援するという発想も、対象者のニーズを統

合的に見ることができるかが問われているのだ。 

「ソーシャル」という社会参加のあり方も、要は人間のありとあらゆる「参加」形態を統合的に見ら

れるかということだ。 

 

 

 

②当事者のいるご近所に行かないで、どうやってニーズを掴むのか 

私共は「ご近所」という圏域を重要視しているが、別にご近所だけが大事だと主張しているわけで

はなく、４つの圏域を統合的に見ることを主張しているに過ぎないのだ。関係者は、この中の市町村

圏域にいて、そこで福祉の大部分をやってしまっている。しかし当事者はそこから一番遠い「ご近所」

にいる。ご近所を知らないということは、当事者の状況がわからないということだ。それでどうやっ

て地域福祉をしようというのか。公的機関は専ら介護保険サービスの実施にまい進していて、自助や

共助とどう連携したらいいのかはほとんど考えない。共助の本体はご近所なのである。共助の実態を

知らずに、住民に助け合いを説くのではおかしい。公助と共助と自助の三者を一体的に見ることが求

められている。サービスを担当する人は、自助や共助をどう生かすかを考えなければならない。 

 

 

 

このように本書の発想の多くは統合的センスの成果である。住民流の底にそういう発想が潜んでい

る。物事を常に分別的にでなく、統合的に見ることができるか。 

社会貢献 社会の良識 公衆道徳 助けを求める 

自助 共助 公助 
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＜第４編＞ 

職種別・活動種類別の 

 
 住民流福祉とはどういうものか、その概略はわかったとして、では具体的に自分

の職場でこれをどう実践したらいいのかがわからないという人が多いはずだ。そこ

でここでは、住民流福祉の具体的な取り組み方の事例を、事業や活動別に紹介して

いこう。と言っても本書は住民流福祉の概略を理解していただくためのものだから、

系統的な説明ではなく、あくまで例示をする程度にとどめることにする。読者の方

それぞれが、これまでの住民流福祉への理解を基に、自分の持ち場ではどんなこと

ができるか仲間と話し合われるのもよいのではないか。 

 

⑴老人ホーム 

①待機者への支援。 

地域の介護支援体制づくりの後押し。支援者たちへの介護実習。緊急時の受け入れ。 

②入所者の里帰り支援。 

 里帰りの恒常化。家族の受け入れを働きかけ。ご近所での受け皿づくり（里帰りの際に家族と一

緒に受け入れ）。家族以外の里帰りの対象さがし（友人宅。サロン等） 

③入所者の地域参加への支援。 

 地域のサロンや趣味グループ、老人クラブへの加入と活動参加を支援（移送や介助者の派遣） 

④入所者の自己実現、ライフデザインとその実現への支援。 

 豊かさダイヤグラムの作成を本人と一緒に。その満開策をまとめ、実現の後押し。 

⑤施設内外での入所者のボランティア活動の推進。 

 ただサービスを受けるだけでなく、人の役に立てる対象を探し、その活動を支援。 

 施設内の営みから入所者のボランティア・チャンスを探す。 

 施設内での入所者の助け合いを推進。互いに役に立てる機会をつくる。 

⑥自宅復帰へ向けて。 

 そのための自立訓練、家族教育、自宅をバリアフリーになど。 

 里帰りの長期化実験。家族と施設が（１ヵ月）交代で受け入れる方式など。 

「住民流」取り組みアイデア集 
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 ご近所ごとの介護体制づくり（元看護師・ヘルパー・家族介護経験者等による）への支援。 

⑦施設が所在するご近所への支援。 

 ご近所の介護体制作り支援。緊急時の後方施設。個々の要介護者への支援。ご近所への介護実習。 

⑧逆デイ。 

「昼間は地域で生活」方式。それには「地域密着」よりさらに小さい圏域「ご近所密着」をめざす。 

➈入所者のセルフヘルプグループ作りの支援。 

 

⑵デイサービス 

①利用者の地域グループへの参加を後押し（老人クラブ・趣味・サロン等）。 

 加入の働きかけから移送・介助の支援。デイとグループ活動の日程調整。 

②利用しない日の地域生活づくりの後押し。 

 豊かな生活づくりへのアドバイスやライフデザインの支援。同じ地区から来ている人の輪づくり。 

③利用者のボランティア・チャンスの開発。 

 ただサービスを提供するだけでなく、人の役に立てる機会を作る。 

 そのために利用者同士の助け合いを仕掛ける。施設生活を利用者主体で。 

④利用の「卒業」支援 

 スムーズな地域生活への計画づくり。地域の支援確保策も。 

⑤要介護者を受け入れる地域に。 

 老人クラブやサロンに要介護者の受け入れを働きかけ。介助・送迎への協力。介護実習。 

➅利用者のセルフヘルプグループ作りの支援。 

 

⑶ケアマネジャー 

①当事者周辺のマップ作り（隣人と一緒に。住民の支援状況、提供したサービスの有効性の検証）。 

②当事者の自立へ向けたご近所さんたちによる支援体制作り。 

③当事者のライフプラン作り（ダイヤグラムで豊かさ満開計画―ケアプランとつなげる）。 

④当事者の自助力強化支援―オープンにする（プライバシー放棄）ことも。 

➄当事者の会づくりの支援。 

 

⑷ヘルパー 

①対象者の自立生活のためにご近所さんによる支援体制づくり。 

②上記のためにご近所で支え合いマップ作り。 
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③ご近所にオープンにするよう当事者家庭を説得・指導。 

④当事者が在住するご近所による介護体制づくりを働きかけ。元看護師や介護経験者を結集。 

⑤ご近所密着ヘルパー。自分が在住するご近所で、住民による家庭介護支援を指揮。 

 

⑸生活支援コーディネーター 

①ご近所でマップづくりに参加。 

②出てきた課題を各層へ「振り分け」。 

③「一般化」→地域の共通課題・活動となりうるものを抽出、マニュアル化し、地区全域に配分。 

④②と③の作業の過程で、第１層・第２層・第３層の生活支援対応の体制づくり。 

⑤民生委員と接触して課題を確認。必要に応じてご近所で世話焼きさんと接触。 

⑥世話焼きさん宅をご近所の生活支援活動の推進拠点にして、ご近所らしい生活支援を工夫。 

 

⑹保健センター 

①各ご近所に（看護に関する）ご近所支援の拠点づくり。 

 ご近所さんの健康相談に応じている元看護師など（ご近所ナース）を発掘。その家を拠点に。 

元看護師をバックアップしつつ、ご近所内の健康問題に関わっていく。 

ご近所ナースをバックアップする第３層ナースの発掘。 

②豊かさダイヤグラムを生かした新しい健康概念を開発。 

保健師等に活用を提示。 

 

⑺地域包括支援センター 

①ご近所毎に介護の実践者を掘り起こし、そこを包括のご近所支援拠点とする。 

 元看護師宅、現役の介護者宅、民生委員宅、福祉推進員宅、ご近所に所在する福祉施設等。 

②ご近所毎のマップづくりに参加し、課題を抽出、各層へ振分けし、一般化も。 

③地域の各種住民グループに要介護者の受け入れを働きかけ（介護予防の一環）。 

④入所者やデイサービス利用者も同様。施設と連携して移送・介助体制を整える。 

⑤入所者の里帰り（または地域参加）、デイサービス利用者を住民のミニデイへ－の環境づくり。 

⑥住民の介護力増強作戦。ご近所毎に元看護師と家庭介護経験者による介護チームづくりと教育。  

 

⑻市町村社会福祉協議会 

①第４層（ご近所）の認知。 
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 ご近所の世話焼きさんたちでご近所福祉を主導してもらう。 

 そのために「ご近所」の存在を地域や社会全体に周知。 

 ご近所福祉推進担当を配置。 

 行政による区画とは別に福祉関連の区画を設ける。各「ご近所」に名前を。 

②ご近所ごとにマップづくり。マップ作りの専門員を配置。 

民生委員と協力。生活支援コーディネーターも参加。 

③第２層・第３層の役割と推進体制づくり。 

「振り分け」（第２～第４層がやるべきことを抽出）。 

「一般化」（どこの地域でも生かせる活動）－その過程で第二層の組織体制や事業を抽出。 

④ご近所と第二層をつなぐミッドフィルダーの育成。 

 

⑼ボランティアセンター 

①地域の各組織内にブランチを設置。 

企業内ボランティアセンター・学校内ボランティアセンター・老人クラブ内・公民館等。 

例えば学校なら、児童生徒がコーディネーター。学校内外のニーズに対応。 

ボラセンと内ボラセンが連携。 

②「ボランティア」の発想を変える（「ボランティア」から「ソーシャル」へ） 

 あらゆる人間の社会的な行為を包含。助けられ上手も、問題をオープンにするのも「活動」 

③住民の活動の広がりに対応してコーナーを新設。 

セルフヘルプのコーナー 

ビジネス（社会的起業）支援 

家をひらく―自宅開放、家族内の助け合い（地域デビュー） 

ご近所活動（ご近所内の助け合いを推進） 

ヘルパーセラピー（要援護者によるボランティア） 

助けられ上手さんを育てるコーナー 

助け合いの環境づくり（おつき合い革命の普及） 

 

⑽作業所・授産施設 

①障害特性を生かした仕事の開発。 

②超高級資源の発掘・活用。 

③一人ひとりの能力開発―地域ごとに能力開発ネットワーク（一般児童にも適用）。 
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⑾公民館 

①自助関連講座の開発（助けられ上手講座・老後に備える講座・男性の地域デビュー講座）。 

②豊かさダイヤグラムを生かした「豊かさ満開への学習計画作り」の開発。 

③各生涯学習グループによる地域貢献（ボランティア）を推進―館内にボランティアコーナー 

④生涯学習グループも「要援護者を仲間に」 

⑤超高齢社会における生涯学習グループの新しいあり方を追求 

⑥要介護者向けのライフデザイン講座 

 

⑿学校 

①生徒のご近所別に地域活動組織。ご近所生徒会。 

②助けられ上手教育 

③自立教育 

④子ども町内会で独自活動―または町内会の一翼を担う。（子どもや高齢者の問題に取り組む）。 

➄学校内ボランティアセンターの設置。学校内外のニーズに生徒で対応するよう仕掛け。 

 

⒀民生委員 

①ご近所さんと支え合いマップ作り 

ご近所毎に作成。ケアマネや包括センターも誘う。 

②フォワードからミッドフィルダーへ 

ご近所の要援護者に直接関わる役割はご近所の世話焼きさんたちに任せて、支援役に回る。 

③マップで発掘した世話焼きさんたちによるご近所福祉推進体制づくりの支援。 

④難題をご近所さんと一緒に 

 できる限りご近所さんの手で解決を 

⑤生活支援コーディネーターとご近所の結び役 

 マップで出てきた課題を、各層へ振り分け、一般化をコーディネーターと一緒に。 

⑥安否確認から「その人らしく」へ 

 要援護者の対応に豊かさダイヤグラムを活用 

 

⒁老人クラブ 

①要介護の人もメンバーに受け入れ。 
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デイサービス利用者、施設入所者も行事に参加できるようにする。 

②そのための移送や介助の体制づくり。介護経験ある仲間や元看護師のメンバーを活用。 

③ご近所ごとに二次会的クラブ。 

 高齢になるほど遠くの行事には参加できない。 

 そこでご近所毎に二次会的なクラブを作る。それなら要介護者も参加できる。 

④要介護でもできるお楽しみの工夫を。 

 お楽しみごとに要介護でもできる方法を考える。 

⑤助け合えるクラブに。 

 要介護のメンバーや介護中の仲間を支援。介護経験者を活用。 

 ご近所毎、または単位クラブごとに助け合いを。 

⑥クラブに夫婦で参加する。 

 夫の地域デビューのつもりで。どちらかが要介護になった時、仲間に支援してもらえるように。 

 

⒂企業 

①部署ごとにできる活動（営業・顧客サービス・社員福利・研修・研究・企業広報等） 

②本業の腕を生かした活動。 

③「ソーシャル」部門を設置（「ボランティア」より広く解釈） 

④社員の助け合いを推進（家庭内・部署内） 

⑤社員のセルフヘルプグループ作りを支援 

⑥ＯＢ福祉を現役社員の手で。 

⑦社員が手に技術を持って退職。退職後フリーで活躍できるように。 

 

⒃サロン 

①夫婦で参加を。 

 特に老々家庭。どちらかが要介護になった時に支援してもらえるように人間関係を作っておく。 

②要介護者宅へ押しかけサロン 

 引きこもりの人にも効果あり。 

病弱の一人暮らし高齢者などのために、数名で訪問。対象者宅でサロン。 

③要介護者も仲間に。 

 デイサービス利用者も。施設入所者の里帰りの場にも。 

④元看護師や家庭介護経験者で介助チーム作り。 
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 移送サービスもメンバーの有志で。 

⑤ご近所ごとにサロン。 

町内単位では要介護者は参加不可能。 

同じご近所のメンバーで二次会。そこに要介護者が参加。 

⑥メンバーの困り事にも対応 

対応の体制作り。世話焼きの相談員を配置。悩み事相談コーナー。 

⑦各自の豊かさダイヤグラムを作成し、豊かさ支援作戦。 

 共通課題をサロンのメニューに。 

⑧マップで見つけた自然発生型のサロンを応援。 

 既にご近所毎にミニサロンが開かれている。それを発掘して応援。 

 

⒄有償サービス（介護・家事援助） 

①依頼者の周辺マップ作り。 

 資源候補を発掘し、依頼者の希望する人材を特定。 

②ご近所毎にサービスグループ作り。 

 ご近所内のニーズに対応。 

 資源が見つからない場合、町内（資源調達）会議で諮る。 

③いずれは無償に返す。 

 サービスから助け合いへ。依頼者と協力会員が双方向の関係に発展－を期待。 

④依頼者の自立支援。 

 いずれはサービスを不要に。 

 

⒅セルフヘルプ（当事者）・グループ 

①同じご近所でもグループ作り。 

 同じご近所同士なら助け合える。 

②異種のグループ同士のネットワークも。 

 障害、病気等で大きく括れる場合など 

③仲間への本格的な救済活動へ。 

 有償・またはビジネスとして 

④社会へ問題提起。 

 社会を根本から変える提案やアピールも（殺人事件の時効廃止。被害者遺族の裁判陳述） 
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⑤ヘルパーセラピー。 

 問題を抱えた人にこそ仲間を支援するチャンスを。 

 

⒆食事サービス 

①マップで食事関連ニーズと人材を探し、ご近所ごとに食の福祉体制づくり。 

 おすそ分けをしている人、栄養士・調理師のボランティア的な活動、食事会を開いている人。 

②ご近所毎に食のニーズの種類と食の資源を照らし合わせ、そのご近所らしい食事福祉の仕組みを。 

 

⒇移送サービス 

①ご近所ごとに、移送のニーズを持った要援護者を特定。 

一人ひとりの問題解決努力を調べ、それを生かした対策を考える。 

②移送関連のサービスをしている人を発掘。 

一人ひとりについて余力を調査し、できる範囲で他の人にも対応してもらう。 

③ご近所内の移送資源を調査。 

 福祉施設、公的機関、学校などが車を所有していないか。 

 

(21)男性の地域デビュー 

①最も基本的な地域デビュー 

サロンや老人クラブ、趣味活動に夫婦で参加 

②妻が仕掛ける（長期間かけて・夫の社会への窓口は妻。） 

③地域ぐるみで、ご近所の主婦たちが連携して夫たちの地域デビューを仕掛ける。 

④当事者から出発する法も。 

 自身に降りかかった問題を解決するためにグループ活動。 

⑤元企業人の腕を活用する法も。 

 女性主体の地域グループでそれが生きる。（企画力・ＩＴ技術や設備関連・会議運営。） 

 

(22)子ども食堂 

①マップで事実上の「食堂」を探す。 

おやつ作り児童館など。それを支援、拡大。 

②ご近所毎にマップで要援護児童の行動を分析。事実上の「食堂」らしきものを探す。それを発展。 

③食堂ではないが、食べ物も提供している児童向けの居場所も探す。 


