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はじめに 
本冊子は、地域の要援護者のために日々、奮闘しておられる民生委員の方々に向

けて、その新しい活動のあり方を提示したものです。国をはじめとして行政機関は、

何かというと民生委員に頼るという傾向があって、そのために民生委員の担う仕事

が膨れる一方です。過重な負担を負わされた民生委員というお役目が敬遠されるよ

うになったのも、当然の流れでしょう。 

 ひるがえって、民生委員が活動している二百から三百世帯は、地域福祉を効果的

にすすめるために極めて都合のよい圏域なのです。福祉の営みが日々行われている

｢ご近所｣にも近く、難題を持ち込む校区や市町にも行ける、ちょうどよい位置です。

サッカーで言えばミッドフィルダー、ここでピッチ全体をながめて球を動かす司令

塔の役になります。ならば民生委員は、住民を上手に動かす司令塔の役にできる限

り移行したらどうなのか。地区内の要援護者一人ひとりを訪ねて回る「最前線」か

ら後退し、その役を住民に担ってもらうのです。これで民生委員の過重な負担が少

しは軽くなる、と同時に、さらに重要な役割を果たすことができるのです。そんな

思いを冊子にしてみました。 
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＜序章＞ 

ヘルパーと民生委員が入れば一件落着？ 

―民生委員を酷使する地域福祉 

 最近、民生委員のなり手が少なくなったといいます。欠員の出ている所もあって、

「なかなか埋まらない」と担当者が嘆いています。たしかに民生委員は酷使されて

いると言ってもいいでしょう。国の方が、なにか新しいサービスを立ち上げると、

その担当を民生委員にやってもらう―というのが慣例化しているため、民生委員は

常に新しいサービスについて学習しなければならず、まるで「研修漬け」です。 

 私共は住民の支え合いマップ作りをしています。住宅地図上で、要援護者やその

人にだれが関わっているかなどを調べ、その関係を線で結んでいくのです。そこで

要介護者が見つかると、たいていは介護保険サービス（例えばヘルパーなど）が入

っています。さらに聞いていくと、ほとんど民生委員も訪問していることがわかり

ます。こうして、プロや民生委員が関わっていることを知ると、住民は「ならば一

件落着」。もうその人に関わることはない、と手を引いてしまうのです。ご近所で

日常的に見守ったり、ちょっとした困り事には応じてあげてもいいのに、とにかく

プロと民生委員が入っているのだからと、手を出そうとはしません。 

 あるご近所で、関わりの必要な人のほとんどに民生委員が入っているのですが、

その民生委員に「民生委員をやめてもこの活動を続けていくのか？」と聞くと、「と

んでもない！」。もうこりごりだ、ということです。石川県のある地区で２人の民

生委員と一緒にマップづくりをした時も、同じようなことがありました。２人が分

担して、一人暮らし高齢者を日々、見回っているのです。「私はここから、この道

路をこう通って、ここまで」と、見回りのルートをマップに記入しています。もう

１人の民生委員も、同じように別の一帯を見回っていました。本来、それらは一人

暮らし高齢者のご近所の人たちが日常生活の中でちょっと気をつけて見守ればそ

れでいいはずなのです。「こんなことを民生委員をやめても続けていくのか？」と

同様の質問をぶつけたら、２人とも両手を上げてバンザイの格好をしました。まも

なく晴れてお役ご免だ、というわけです。 

 日本人は元々、ある行為をするのに公的機関が特定の肩書きの人を委嘱すると、
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他の人は手を引くのです。ある地区の福祉機関が、「見守り協力員」を住民何人か

に委嘱したところ、他の住民は全員、見守りから手を引いてしまったことが支え合

いマップ作りでわかりました。 

 そろそろ、民生委員１人に地域の福祉活動を押しつけるあり方を変えさせていく

べき時期ではないでしょうか。一体、民生委員とは何をするために選ばれたのか。

もう一度考え直す必要がありそうです。 

 

 

＜第１章＞ 

民生委員圏域は地域福祉の「かなめ」 
 そもそも民生委員が活躍する『圏域』はどんな特徴があるのか。地域福祉を考え

るとき、地域にはいくつかの圏域があるという事実を大事にします。 

 まず「ご近所」があります。平均５０世帯のここで、人々はふれあったり、助け

合ったりしています。この中から福祉問題が発生し、とりあえずご近所内の善意の

人や世話焼きさんが関わっています。その次に「町内」圏域があります。平均 300

～500 世帯程度です。ここに町内会が置かれているし、民生委員もこの圏域で活動

しています。その次は「地区」（小学校区、中学校区）で、ここに地区の社会福祉

協議会が置かれています。その次が「市町村」圏域です。 

 

 

 

 

 

 

 それぞれの圏域の平均的な世帯数を示してありますが、地域によってかなり異な

ります。重要なことは、この中の民生委員が活躍する「町内」圏域が、この圏域で

最も重要な位置になるということです。今、社会福祉協議会が全国の地域福祉を推

進するために拠点を置いているのが「地区」ですが、ここから（福祉問題が発生す

町内 ご近所 地区 市町 

（５０世帯） （３００～５００世帯） （２０００～５０００世帯） 
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る）「ご近所」へはあまりに遠く、そこで起きていることを把握するのは不可能で

す。したがって、いわゆる定番の事業をやるのみです。 

「ご近所が見えない」という点では「町内」も同様ですが、しかしここから「ご近

所」まではそれほど遠くはなく、実際にそこまで足を運んで、福祉問題に直接触れ

ることも可能です。とともに、「地区」圏域もそんなに遠いとは言えません。少な

くとも「ご近所」よりは近く、その気なら「地区」へも足を運ぶことができます。 

 このようにして、「ご近所」と「地区」という極めて離れた圏域どうしを、「町内」

圏域がつなげることが可能なのです。そして地域福祉をすすめるとき、その中心と

なるのは、じつは「ご近所」圏域です。ここに要援護者がいて、まずはこの圏域で

ニーズが発信されるし、そのニーズにまず足元の人が対応しているのです。したが

って、この「ご近所」にかなり近くて、しかも「地区」ともなんとかつながれる「町

内」は、やはり要（かなめ）にふさわしい位置にあると言えます。 

 

 

＜第２章＞ 

ご近所の問題はご近所の人たちで 

⑴250世帯担当の民生委員は５つのご近所を持っている 

現在のところ民生委員は、自分の圏域内に「ご近所」という圏域があることをほ

とんど意識していません。「私は250世帯を担当している」「私は300世帯を担当し

ている」と思っていて、その中にいくつかの「ご近所」という圏域が存在している

とは考えていません。 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員 

ご近所 

（町内圏域の一部） 
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 例えば 250 世帯を担当している民生委員は、じつは５つの「ご近所」を受け持っ

ているのです。またそれぞれのご近所でその圏域内の人たちが、そこそこ助け合い

をしていることも意識していないでしょう。とにかく250世帯全体が、自分が担当

する「要援護者」が分布しているフィールドだというイメージです。 

 しかし現実には、「ご近所」では私たちが考えている以上の（福祉的な）営みが

なされているのです。支え合いマップ作りをすると、そのことがはっきりします。 

 

⑵ご近所は世話焼きさんの活躍の舞台 

 私共では支え合いマップづくりをおすすめしています。そのご近所内の住民４～

５人に集まっていただき、要援護者を確認します。次いでその一人ひとりにだれが

（見守りなどで）関わっているのかを調べると、ほとんどの要援護者に住民のだれ

かが関わっていることが見えてきます（下のマップ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①大中小の世話焼きさんが役割分担 

 その「だれか」をていねいに見ていくと、世話焼きさんがいることに気付きます。

次のマップのように、だいたい１０名以上の住民の面倒を見ている人を大型世話焼

きさん、５～６名の面倒を見ている人を中型世話焼きさん、２～３名の面倒を見て

いる人を小型世話焼きさんと呼んでいます。 

 この世話焼きさんの存在は、マップを作ることではじめて浮かび上がってきます。

いつも水面下で、さりげなく行動しているので、ご近所の人たちの目にもとまらな

・・・要介護者 

・・・関わっている人・機関 



 7 

いぐらいです。 

 世話焼きさんは、困った人のニーズを探し出し、巧みにその問題を解決していく

能力を持っています。天性の資質なのです。地域ではこの天性の資質のある人が中

心になって行動しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

②住民流福祉では天性主義 

 都内で見つけた大型世話焼きさんは十数名の一人暮らし高齢者の見守り等をし

ていました。その人もかなりの高齢なので、「失礼ながら、あなたが亡くなったら、

だれがあなたの活動を受け継ぐのか？」と聞いたら、同じご近所の中で親から世話

焼きの資質を受け継いだ若者４人を発見したので、いま彼等に英才教育をしている、

と言うのです。 

 

③「困った人がいると、気になってご飯がのどを通らない」 

 世話焼きさんとはどういう人なのか？ 次のような共通点があるようです。 

・ 困った人がいると、気になってご飯がのどを通らない。 

・ 問題が見つかると、即刻、対応する。 

・ 人に見込まれる。「困り事を解決してくれる人」という噂がご近所に流れるので、

他の困った人も近づいて来る。 

・ 人間大好き。「嫌いな人はいない」と言います。 

 

④世話焼きさんをバックアップすればいい 

 民生委員だけが地元の要援護者に関わることができる―と思っている人が少な
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くないようですが、それでは長続きしないでしょう。それよりも直接関わる役はご

近所の世話焼きさんにまかせて、この人をバックアップする方がいいのではないか。 

 下のマップでも大型世話焼きさんががんばっていますが、しかしいくら大型世話

焼きといっても、どんな問題でも解決できるわけではありません。彼女はその解決

困難な問題にどう対処しているのかというと、何もしないで、そのまま胸の中にし

まっておく―という場合が多いようです。むろん民生委員の所にも持っていきませ

ん。 

 では、それらの問題はどうなっているのか。実は、すぐ近くに住んでいる民生委

員が、ほとんど毎日のようにこの世話焼きさんの家を訪れ、彼女の手に負えない問

題を引き取って解決していました。こういう関係が作れたら、とても効率的ではな

いでしょうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大型世話焼きさん 

民生委員 
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⑶ご近所は当事者主導の世界 

 ご近所では、住民の流儀で福祉をすすめていかないとうまくいきません。では住

民の流儀とは何か。前項の世話焼きさんに象徴されるように、天性の資質のある人

が中心になって行動するのも住民流です。彼等が水面下でさりげなく行動している

ことからもわかるように、住民は「生活の中で」隠し味のように福祉活動をしてい

るのです。 

 また、住民流ではあくまで福祉問題を抱えた当事者が主役になります。当事者主

体とは、具体的にはどうすることなのか。 

民生委員がよく対応に困っているのが、引きこもりさんです。いくら訪問しても

開けてくれない。民生委員によっては十年越しでドアを開けさせようと奮闘してい

るというケースもあります。 

 

①孤独死はこうしたら防げたかも… 

 そんな引きこもりの人でも、「この人ならドアを開ける」という相手が、マップづ

くりをすると２～３人は見つかります。 

 次頁のマップは孤独死した女性（一人暮らし）が生前、だれと交流していたかを

調べたものです。マップづくりを始めた段階では、この人はご近所のだれとも交流

していなかったと思われていました。民生委員も、民生委員を補佐する福祉協力員

も、また老人クラブ仲間の訪問も、一切受け入れなかったといいます。そこで三者

ともこの人には「サジを投げて」しまったのですが、さらにていねいに聞いていく

と、マップにあるように、２人には心を開いていたことがわかりました。１人は斜

向かいに住んでいる女性で、自分で「私に何かあったらお願いね」とまで言ってい

たそうです。もう１人は、以前に料理ボランティアをしていた時の仲間でした。 

 後者はともかく、前者がいたのになぜ孤独死してしまったのか。じつはこの斜向

かいの人が、引っ越していたのです。そこでアウト。もし民生委員等が、この「斜

向かいの人」を探し出して、「何かあれば私に連絡を」と頼んでおけば、「私、引っ

越すことになりましたので、あとはよろしく」と注意を促してくれたでしょう。も

う１人の人を通じて関わるという方法もあります。そうすれば、なんとか孤独死さ

せずに済んだかもしれません。 
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②相性が大切 

 民生委員が把握している一人暮らし高齢者をだれがどのように見守るべきか、支

え合いマップを作ってみたら、それぞれの一人暮らし高齢者が、「この人に見守ら

れたい」と２、３人をきちんと確保していたことがわかりました。 

 住民流だと、相性ということが大事になります。相性が合わない人でも、一定期

間ならがまんできますが、それが日常的に無期限に続くとなると、結局は相性がも

のを言うのです。「見守ってあげるのだから、相性だなどと贅沢を言わないで」と

言いたいところでしょうが、それは通用しません。 

 

③一方的なサービスでなく双方向でないと… 

 当事者としては、困ったとき助けてもらうのはありがたいことなのですが、しか

し人間にはプライドというものがあって、助けられる一方では、借金をした気分で

落ち着きません。自分も「お返し」ができれば、というのが正直なところです。 

  

次のマップを見てください。各所で「おすそわけ」とその「おかえし」が行われ

ています。一人暮らしの男性に、ほとんど毎日のように本格的な食事を届けている

ケースもありますが、男性の方からは畑でとれた野菜が「おかえし」されています。 

Ａさん（孤独死した女性）
（油絵の趣味あり）

Ｃさん（料理ボラ
ンティア仲間）

Ｂさん（Ａさんに見込まれ
た人・最近引越していた）

＜注＞ほかに保健福祉
補導員の経験もあり
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食事のおすそ分けだけでなく、通院や買い物の際に車に乗せてあげるというケー

スも２件ありますが、やはり「おかえし」が行われています。これが本当の助け合

いなのです。 

 

④私的な、一対一の関係に 

「おすそわけ」にしても通院サービスにしても、住民のやり方は私的な行為で、し

かも一対一の関係で行われています。これがＮＰＯだと数十名の高齢者を集めて食

事会を開いたり、移送サービスというシステムを作ってしまいますが、それだと十

把ひとからげのサービスになって、当事者には不満足な部分が残ります。だから、

要援護者の福祉ニーズに対応しようという時、サービスを「事業」や「システム」

にしようとするのでなく、あくまで住民の一対一の私的な活動のままにしておく方

が、住民には好まれるのです。 
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⑤ただの「安心安全」だけでなく、困り事の解決も 

 民生委員だけでなく、住民の福祉活動というと、当事者の安心安全を守ることだ

と考えがちです。マップづくりの中で一人暮らし高齢者を見つけたとします。「こ

の人はどうか？」と私が聞くと、参加者からは「この人は大丈夫」という答えが返

ってきます。そうなるとほとんどの高齢者が「大丈夫」となって、何もやることが

なくなってしまいます。 

「大丈夫」とは何か？ はっきり言ってしまえば、「まだ死にそうではない」という

ことでしょう。それはそうです。人間、そんなに簡単に死ぬものではありません。

生き死にを関わりの基準とするのなら、ほとんどの人が「大丈夫」となって、やる

ことはほとんどなくなります。 

 しかし、生きてはいるけど、日常生活でいろいろ困り事があるのではないか、と

いうことを基準にしたら、だれでも５つや６つの困り事があるはずなのです。それ

に対応している人が、地域住民でどれぐらいいるかとなると、だいぶ心もとなくな

ります。 

本人が困っていることを言ってくれれば一番わかりやすいのですが、現実にはな

かなか打ち明けようとはしません。ならばどうするのか。こちらが推測するより仕

方がないのです。 

 あるとき、私のカミさんが、「（近くに住む）Ｙさんちのガレージに車がないよ」

と言い出しました。老々家庭でご主人はもう８０歳。私はＹさん宅に車があったこ

とさえ特別に意識したことはなかったので、いつの間にかその車が消えていること

に全く気付きませんでした。それから数日して、またカミさんが「今、Ｙさんちに

行ってきたよ」。車がなくて困った時は自分が車を出すから声をかけてほしいと言

ってきたらしいのです。私は、人々の困り事とはこのように推測され得るのだと納

得しました。 

 まず①Ｙさん宅に車があるという事実を継続的に見ていなければならない。次い

で②その車がなくなっていることに気付かなければならない。相手の身に生じた

「異変」を察知するのです。③察知すると同時に、その「異変」によって相手にど

のような困り事が生じたのかを想像しなければならない。その上で、④ではそれに

対して私にできることはないかを考える―というふうにすすめられるのです。 
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 隣の一人暮らし高齢者が具合が悪くなったようだ。娘が来て病院に連れて行った。

しばらくは家を空けなければならないのだろう。ふと、その家の庭を見ると、草ぼ

うぼうだ。おそらく本人も娘さんもそこまで気が回らないのだろう。それならと、

同じ隣人仲間につき合ってもらい、草取りをすることにした―こんな話を、ある世

話焼きさんから聞きました。やはり観察力と推理力なのですね。これは誰にでも備

わっているとは限りません。これもまた天性の資質なのかもしれません。 

 では、ニーズ発掘の資質がなかったらどうするか。その資質のある人が、周囲に

必ず１人か２人はいます。その人が発掘した福祉ニーズを引き受ければいいのです。 

 

⑥「困ったことの解決」から「もっと豊かに」へ 

 当事者はただ単に「困り事」が解決されればいいと思っているのでしょうか。じ

つは、そうではありません。 

 次のマップを見てください。認知症の女性があちこち「散歩」しているというの

で、一体、どこへ行っているのか調べてみたら、このとおり。昔の同級生の家に遊

びに行くと「来ないで」と言われる。趣味グループが活動している家を訪れたら、

ここも「来てくれるな」。ゲートボールをやっている所に顔を出したら、こちらは

「入れてあげる」。ふれあいサロンも「入れてあげる」。井戸端会議も同様。 
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 このマップを見て、何を考えるでしょうか。人間はどんなに要介護になっても、

「人間らしく豊かに生きたい」と願っているということです。今日は趣味をやりた

い、今日はゲートボールを、今日はふれあいサロンに、と。 

 福祉の担い手の側は、そんなことはぜいたくだと思うかもしれませんが、当事者

は「豊かに生きたい」と願っていることを忘れてはなりません。それを実現させて

あげるのが、今の地域福祉のあるべき姿なのです。 

 当人の「豊かに生きたい」という願いを、どのようにしたら実現させてあげられ

るのか。もう一度、マップを見てください。ここにその答えが隠されています。要

するに、地域のグループが「入れてあげる」だけでいいのです。地域には、ふれあ

いやスポーツ、趣味など、人々が豊かに生きるための様々なグループが既にできて

います。私たちは各自の好みに合わせて、それらのいくつかに所属することで、人

生を豊かにしようとしています。だからそれらのグループが、要介護でも仲間に迎

え入れてあげる気があれば、要介護者の豊かな人生が実現するのです。 

 

 

＜第３章＞ 

フォワードからミッドフィルダーへ 

⑴前線部隊から司令塔へ「格上げ」すること 

 住民は住民なりのやり方で、ある程度ご近所で助け合いをしています。ただ、今

の福祉関係者はそれをまったく評価せず、ご近所はいろいろな要援護者が関係者に

よるサービスを受けている所だ、といった認識しかないのです。評価する以前に、

「ご近所」という圏域があることさえ、まだ意識していない―これが今の地域福祉

の実態といえます。 

 たしかにご近所での住民の福祉の営みは、まだまだ未熟なところがありますが、

だからこそこれを育てていかねばならないのです。いずれにしても、地域福祉の基

礎は住民の主体的な助け合いであるべきことには間違いないのですから。 

 サッカーで言えば、フォワードからミッドフィルダー（司令塔）へちょっと後退

するのです。この位置は、最前線から下がったからといって、役割として重要でな



 15 

くなるわけではありません。サッカーの世界でも言われているように、ここで「司

令塔」としてチーム全体を引っ張っていく選手もいます。この司令塔が選手一人ひ

とりの配置を読んで、どこへ球をまわせばゴールできるのかを考えるのです。 

 

⑵「活動」から「推進」へ転換 

 これまでは民生委員は、地元の要援護者に直接救いの手をさしのべるものだとさ

れていましたが、それだけでなく、住民の主体的な福祉活動を後方から支援する役

目、さらに住民と関係機関をつなぐという役目も加わることになります。むしろこ

ちらの方向へ役割の重点を移していくのです。単純な言い方をすれば、今までは「す

る」でしたが、これからは「させる」に変わるのです。福祉用語で言えば「活動」

から「推進」になるのです。 

「する」よりは「させる」方が楽だと思われますが、そうではありません。それぞ

れの役割に特有の難しさがあるものです。 

 

⑶すべての圏域の資源を活用へ 

 図をご覧下さい。「司令塔」としての民生委員は、左方に４～５つ程度のご近所

を持っていて、それぞれの住民の活動をバックアップすると同時に、自らがいる「町

内」の組織―町内会やその関連団体ともなっている老人会や子ども会などと連携を

保っていかねばなりません。さらに、大きな問題が出てくれば右方の「地区」組織

や「市町村」の機関ともつながっていかねばなりません。 

 むろん、民生委員協議会の各圏域組織とも、地域福祉の推進で協議していく必要

があります。ただケース検討会をする、あるいは連絡事項を発表し合うだけでなく、

自分の地域内の福祉推進についても協議していくことが望まれます。 
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⑷ご近所福祉推進の心構え 

 ご近所福祉を「推進」していくという役割を強化しようというとき、民生委員に

求められるのはどんなことか。 

 

①民生委員の方から積極的にご近所へ足を運ぶ 

「何かあったら私の所へ来てね」と住民に伝える民生委員が多いようですが、残念

ながら、その通りにはなりません。民生委員の所へ行きたくないというよりは、自

分たちの抱えている課題を民生委員に持ち込むのを気詰まりに思っているのです。

「この程度のことで手をわずらわすのは…」と。 

 孤独死のケースを調べてみると、ほんのちょっとした異変を見逃したということ

が多いようです。「いつも今頃に窓が開くのに、今日は開いていない」とか。ご近

所の人はその異変に気づいているのですが、「ほんのちょっとした」異変なので、

この程度ではわざわざ民生委員の耳に入れるまでもないと考えてしまうのです。 

 ではどうすればいいか。民生委員の方からそういう人たちの所へ足を運ぶより他

にありません。８ページのマップの民生委員は、ほとんど毎日のように世話焼きさ

ん宅を訪れていましたが、これなら大丈夫でしょう。 

 ある民生委員は、自分の家にまで住民がニーズを持って来ないので、地区内の井

戸端会議を開いている所―世話焼きさん宅やラーメン店、居酒屋などに顔を出して、

人々の会話に聞き耳を立てています。地区の住民が参加している趣味グループなど

にも加入して、そこでも聞き耳を立てていました。人々はどこで自分が抱えている

民生委員 

ご近所 

町内会 

子ども会 老人会 ボランティア 

地区 市町村 

地区民協 市民協 単位民協 
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問題を出し合っているのか―そこをつきとめて、日常的に顔を出しているのです。 

 とにかく、住民に「こっちへ来なさい」方式から、住民の方へ「お出かけ」方式

に転換しないといけないのです。 

 

②できる限りご近所の力にゆだねる 

 民生委員は行政から委託されたさまざまな「業務」を担っているために、一般の

福祉関係者以上に福祉のことを知っています。その目から見たら、住民のやってい

ることはどうしても心許なく思うものですが、「推進」する立場になったら、その

姿勢を変える必要があります。どんなに心許なくても、それをきちんと評価してあ

げて、必要な支援をするのです。 

「やっぱり住民のやっていることは心許ない」と、その活動をＮＰＯや事業所にゆ

だねるのでなく、それでも住民にやってもらおうと思うのです。 

 １１ページのマップを見てもわかるように、住民のやっていることをていねいに

見ていくと、食事の「おすそわけ」や「移送」サービスをはじめとして、日常の様々

な「サービス」を隣人同士でし合っています。それらは皆、一対一の私的な行為、

しかも日常生活の中でさりげなく行われるので、福祉活動をしているようには見え

ませんが、実質的にはちゃんと行われているのです。住民の流儀とはそういうもの

ですから、その住民の流儀に沿った見方に変えていく必要があるのです。 

 

③ご近所を仕切っている世話焼きさんを立てる 

 ご近所では、人のお世話をするのが好きな世話焼きさんが活躍しています。世話

焼きさんは支え合いマップをつくらないと浮かび上がってこないので、民生委員は

「そんな人はいない」とよく言います。 

 世話焼きさんは、困った人の問題を解決してあげたいのですが、そうすると「出

しゃばり！」と陰口を叩かれるので、いつも遠慮しながら行動しています。だから、

世話焼きさんのやっていることを褒め、高く評価してあげる存在が必要なのです。

民生委員がその役を担ってあげれば大いに喜ばれるはずです。 
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④自身が世話焼きであれば、ぜひその役目も 

 民生委員さん自身が世話焼きだというケースも、むろんたくさんあります。むし

ろ確率として民生委員が世話焼きである場合が多いはずです。となると、その民生

委員は「推進」役も果たすと同時に、世話焼きとして「前線」部隊の一人としても

ぜひ活躍していただきたいと思います。一人二役は大変ですが、世話焼きさんとい

うのはご近所福祉をすすめるために最も重要な人材と言えるのですから、一人も欠

かすことはできません。 

 世話焼きさんの中には、少数ながら、ご近所よりも広い地域で活躍できる超大型

世話焼きさんもいます。その人は民生委員と同じ圏域―町内圏域で数百人の住民を

相手にその腕を生かしています。 

 

⑤民生委員の「代役」がいれば、一緒に行動を 

 次頁のマップの主役は、超大型世話焼きさんで、自宅の周辺、数百世帯で活躍し

ています。これだけ広い範囲をよく把握できますねと感心したら、「とんでもない、

私が（福祉ニーズを）把握できる範囲は、私の（５０世帯の）ご近所内だけ」と言

うのです。では、その他のご近所で生じた福祉ニーズを、彼女はどうやって把握し

ているのか。それぞれのご近所内で、人々の困り事（福祉ニーズ）が見える人材を

発掘し、その人が足元のニーズを彼女のところまで持ってくるようになっているの

だと。ではこれだけの「連絡屋」さんから持ち込まれるニーズに、自分だけでは対

応できない時はどうするのかと聞いたら、それぞれのご近所内の世話焼きさんを数

名ずつ把握しているので、その人にやってもらうというのです。 

 ほとんど民生委員（にこれから期待されている「推進」）の役割を担ってくれて

います。もし自分の担当区域にこういう超大型世話焼きさんが存在していたら、大

事に活用すべきです。その人をバックアップすればいいのですから、民生委員の負

担はますます軽くなります。歓迎すべきことなのです。 

 ただこの大型世話焼きさんは、それぞれのご近所を、そのご近所内の住民で主体

的に担ってもらおう―というところまでは考えていません。それに難問が見つかっ

たとき、地区や市の圏域の関係者と連携して解決するところまでいっていません。

その部分を民生委員が担えばいいのです。 
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＜第４章＞ 

「ご近所福祉支援者」としての役割 
 正確に言うと、各ご近所の福祉推進はご近所内の世話焼きさんなどで担ってもら

い、それを民生委員が後方から支援するということになります。「ご近所福祉支援」

と言いましょう。具体的には、どんなことをすればいいのか。以下に整理してみま

した。 

 

⑴各ご近所での支え合いマップづくり 

⑵マップ作りで得た情報でご近所福祉推進体制づくり 

⑶マップで出てきた福祉課題への取り組みを応援 

⑷福祉ニーズの発掘は日常的に 

⑸ご近所内での助け合いを応援 

超大型世話焼きさん 
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⑹ご近所で解決できない難問への対処を応援 

⑺「ご近所起こし」の応援 

⑻ご近所の生活環境の整備も応援 

⑼隣接ご近所同士の助け合いや連携を後押し 

⑽要介護者の枠外ニーズへの対応策で公的機関と連携 

 

⑴各ご近所での支え合いマップづくり 

 すでに触れたように、ご近所福祉の推進も、（民生委員による）支援も、いずれ

も支え合いマップづくりから始まります。支え合いマップでご近所福祉の推進と支

援に必要な様々な情報を得ることができます。 

 自分の担当している複数のご近所のどこか１カ所でやればいいというものでは

ありません。ご近所福祉の推進方法は、それぞれのご近所の状況によってすべて変

わってくるのですから。 

 もう1つ民生委員に求められるのは、担当区域の全体を概観することです。それ

ぞれのご近所の人たちは、自分のご近所のことしか知らないし、それでもいいので

すが、民生委員は５つなら５つのご近所の全体について、いつも見ている必要があ

ります。あるご近所では見つからない大型の世話焼きさんが、隣のご近所で見つか

るかもしれません。その世話焼きさんに隣のご近所にも関わってもらおうと考える

ことができるのが民生委員の位置なのです。 

 

⑵マップ作りの情報でご近所福祉推進体制 

 ご近所内で見つかった世話焼きさんとそのスケール（大中小）と分布状況を見て、

だれに中核を担ってもらい、だれに協力者として活動してもらうか―ご近所の福祉

推進体制を大まかに作ります。 

 といっても、それは民生委員の頭の中で出来上がればいいことで、相手にそれを

伝え、正式な役割として依頼する必要はありません。あくまで「なんとなく」伝え

ればいいことです。大型世話焼きがいない地区では、隣接するご近所の大型世話焼

きさんの行動範囲を広げてもらう必要があります。 
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⑶マップで出てきた福祉課題への取り組みを応援 

 支え合いマップづくりで、そのご近所をより福祉の場にするために求められてい

ることがいくつか出てくるはずです。それにご

近所の人たちが取り組むのを応援することか

ら、民生委員の仕事は始まります。 

 ご近所福祉の推進体制がまだ十分に機能し

ない場合は、民生委員自ら、福祉課題に取り組

む必要があります。それを繰り返しながら、本

来やるべき人たち（世話焼きさん）に意識付け

し、自分たちで取り組むように仕向けていくのです。 

 

⑷福祉ニーズの発掘は日常的に 

 支え合いマップで出てきた課題だけでなく、ご近所からは日々、泉のごとく、福

祉ニーズが湧き起こっています。それを早く発掘して、取り組むよう働きかけてい

かねばなりません。 

 世話焼きさんは元々、福祉ニーズへの関心も強く、したがってニーズの発掘も得

意なのですが、彼らでも見逃すものがたくさんあります。そこでご近所内の井戸端

会議や世話焼きさん宅を訪れて、だれがニーズ発掘が得意なのかを探すといいでし

ょう。ニーズ発掘もやはり天性の資質なのです。「ニーズ発掘の名人」を見つけた

ら、その人のところを日常的に訪れればいいわけです。 

 

⑸ご近所内で助け合いを応援 

 ご近所福祉の推進といっても、いつも大中の世話焼きさんだけが活躍していれば

いいというものではありません。ご近所内の各所で小型世話焼きさんを中心に助け

合いが行われているはずですし、またやってもらわねばなりません。ご近所内を巡

回して、そうした「小さな助け合い」を後押しするということも、時々やってみた

らどうでしょう。 

 

 

マップ作りに取り組む北海道の民児協 
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⑹ご近所で解決できない難問の対処を応援 

 世話焼きさんといっても、その人のもとにやってきた難問をすべて解決できるわ

けではありません。では世話焼きさんはその難問にどう対処しているのでしょうか。

じつは、どこへも持っていかず、自分の胸の中におさめている場合が多いのです。 

 そこで民生委員は、ご近所福祉推進者である世話焼きさん宅を訪れて、その「難

問」を聞き出す必要があります。そして、民生委員の人脈を使って、解決に役立つ

資源を探し出すのです。その場合に、１つ上層の「地区」圏域にコーディネーター

が配置されていれば、その人に相談するのが手っ取り早い方法になります。 

 他の民生委員と協同でそれぞれの担当区域で生じた難問を解決していくという

手もあります。むろん市町村域に存在する公私の資源（役所も含めて）をすべて活

用するぐらいの意気込みでないといけません。 

 

⑺「ご近所起こし」の応援 

 ご近所福祉がうまく運ぶためには、ご近所の住民のふれあい、助け合いがより深

まっていく必要があります。ご近所の連帯を強めていくのです。今まではこういう

場合に「まち起こし」という言葉を使っていました。今必要なのは、各ご近所段階

 

左の小ご近所の大型世話焼きさんが、各小ご近所の世話焼きさん宅を定期訪問していた。 
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での「起こし」、すなわち「ご近所起こし」なのです。 

 

⑻ご近所の生活環境の整備も応援 

 都市化、核家族化、少子高齢化がどのご近所にも浸透していて、一人暮らし高齢

者をだれが見守るといった狭義の福祉に取り組む以前の問題が山積しています。ほ

とんど子どもがいないご近所もあるし、高齢者だけのご近所も少なくありません。

店も診療所もなくなって、生活そのものがおびやかされている状態です。こうなる

と、民生委員も、生活環境の整備に大きな力を入れなければならないのが現状と言

えましょう。 

 

⑼隣接ご近所同士の助け合いや連携を後押し 

 民生委員は、１人で複数のご近所を掌握しています。この利点を生かして、ご近

所間の助け合いや、共同活動を仕掛けることが可能です。あるご近所に欠けている

福祉資源を隣接ご近所から調達してあげたり、あるご近所で生じた難問を他のご近

所と一致団結して解決するよう後押しするとか。それを発展させたら、「ご近所起

こし」を拡大して、複数のご近所が一体となって「町内起こし」イベントを催すこ

ともできます。 

 また、あるご近所で始まった活動を他のご近所でも始めるよう働きかけたり、特

定のご近所で生じた福祉ニーズを他のご近所でも発掘して、連帯してそれに取り組

むように仕掛けることもできます。 

 

⑽要介護者の枠外ニーズの対応策で公的機関と連携 

 いくら世話焼きさんでも、足元の要介護者にはなかなか関与できていないのが実

情です。その理由の１つが、ケアマネジャー等が要介護者を囲い込んでしまい、彼

らの手で施設入所やデイサービス利用が決められてしまっていることです。そうし

た要介護者にも、公的サービスでは対応できない「枠外」のニーズがたくさんあり

ます。それらは、ご近所の住民が協力しないことには解決しません。ところがケア

マネジャーなどは個人情報保護を理由に、なかなか情報を開示しようとしません。 

 これではいつまでたっても、難問は解決しません。民生委員が仲介して、ご近所
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の人とケアマネジャーらの連携活動を働きかける必要があります。いくら守秘義務

があるといっても、百パーセント秘する必要はないのです。臨機応変に対応すれば、

難しいことはありません。 

 

 

＜第５章＞ 

複数の「圏域」をつなげる役割 
 民生委員がフォワードからミドルフィルダーに後退するとした時、そこで最も期

待されるのは司令塔―ご近所、町内、地区、市町村という４つの圏域を上手につな

いで、福祉ニーズを効果的に解決していく手腕です。 

 

⑴ある町内会長のネットワーク活動 

 ここで１人の「司令塔」を紹介しましょう。この人は民生委員ではなく、町内会

長です。しかし、彼の働き方はそのまま民生委員がやってもいいぐらいで、本誌で

述べている「推進者としての民生委員」にピッタリなのです。彼は町内会長ですが、

どちらかといえば組織というより、個人行動の身軽さをフルに生かしており、その

意味では民生委員の働き方に似ているのです。彼が４つの圏域をどのようにうまく

生かしているのか―そこに注目して読んでみてください。 

 愛知県安城市では、町内圏域ごとに町内福祉委員会がほとんどの町内に設けられ

ています。市の社会福祉協議会に支え合いマップ

作りを提示したとき、いち早く乗ってきたのが城

南町内会会長（町内福祉委員会の会長を兼務）の

藤野千秋さんでした。 

５００世帯のこの町内でマップ作りをするに

は、ご近所ごとに何回かに分けて実施しなければ

なりません。藤野さんは「それなら、そうしよう」と、町内の全ご近所で実施して

しまいました。すると、色々なことが見えてきました。 

 例えば一人暮らしの男性数名が「気になる人」として浮かび上がってきました。
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その中の１人、Ａさんの見守りについて、関係している人が集まって協議する必要

があると感じた藤野さんは、Ａさんや家族、民生委員と話し合い、地区社協のスタ

ッフを通して、彼の支援のためのサービス担当者会議をケアマネジャーに招集して

もらいました。そこで安否確認の方法、サービスの内容、地域での支援のあり方な

どを協議しました。 

 藤野さんは、必要な地域資源はきちんと活用しています。地区社協も公的機関も

民生委員もです。地区圏域と市の圏域、それぞれの関係者をしっかり活用している

ということです。 

 見守り活動が軌道に乗ると、藤野さん

はＡさんに「花見に行こうか」と声をか

けました。これには町内会の有志を動員。

次は本人宅の草取り。これは老人クラブ

にもお願いしました。次は七夕見学。そ

してまた花見にと、どこまでも支援は続

いていきます。 

また、マップ作りで、下校時に他人の家をのぞき見する不審な中学生の話が出て

きました。とんでもない子どもだと思われましたが、どうやら自閉症の子らしいと

わかり、地区社協のスタッフに相談。スタッフが市圏域の「自閉症児の親の会」に

相談し、城南町内会の主催で「自閉症児の理解を深めるための懇談会」を開催しま

した（上の写真）。この子の母親が、地元の人たちの質問に応じるという形で進行。

その後も藤野さんは、この子の支援要請のチラシを作って配布したりしているよう

です。 

 藤野さん自身がニーズを発見することもあります。敬老会のことで町内会館にや

ってきたＴ子さんの発言内容から、もしかしたら認知症ではと思いました。そこで

散歩中の彼女とときどき話してみると、やっぱり様子がおかしい。 

 そこでまた彼女のサポート会議を開催するよう民生委員に働きかけました。ご主

人もそれを望んでいるということなので、サポート会議は実現。普通この種の会議

は守秘義務の問題があるので、ケアマネジャーはそこに住民が加わるのを躊躇しま

すが、藤野さんや民生委員を通して家族も納得し、支援を求めるという環境を作っ
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ておけば、ケアマネジャーも会議を開きやすくなるのです。 

 ケア会議が開かれれば、普通なら、プロに渡したのだから、もう住民の出番はな

いと思うでしょうが、藤野さんの場合は、ここから始まるのです。 

 彼は家族に、まずご近所の人たちにこのことを明らかにすることを求めました。

そして自ら、Ｔ子さんのご近所の世話焼きさんと向こう三軒両隣の人たちを訪問し

て、認知症の事実を伝えたうえでサポートをお願いしたのです。 

というように、同じ町内圏域の資源（老人クラブなど）だけでなく、上層圏域の

地区や市域の資源を十分に活用するとともに、他方で下層圏域のご近所資源もフル

に活用しているのです。 

 

⑵地域福祉コーディネーターとしての民生委員 

 今、主に市町村圏域に地域福祉コーディネーターが配置されています。所によっ

ては地区圏域にこの肩書きを持つ専門職員がいます。 

 じつは、この「地域福祉コーディネーター」という人材は、市や地区に配置され

ていればいいというものではありません。⑴で紹介した藤野さんの活動ぶりを見て

もわかるように、町内圏域にも同様の人材が配置されるべきなのです。さらにご近

所圏域にだって必要です。つまり地域福祉コーディネーターが各圏域に配置され、

彼等がつながり合うことではじめて、地域福祉は充実していくのです。地域福祉が

うまくいくかどうかは、彼等の連携の仕方次第というわけです。 

 

 

 

 

 

 

 町内圏域の地域福祉コーディネーター役を民生委員が担わなければならないと

いう必然性はないのですが、すでに述べたように、この圏域を活動領域としている

民生委員がこの役を担うのにうってつけであることは確かです。でも⑴で示したよ

うに町内会長がやってもいいし、この圏域で活躍している超大型世話焼きさんがや

町内圏域の 
コーディネーター 

地区圏域の 
コーディネーター 

市町村圏域の 
コーディネーター 

ご近所圏域の 
コーディネーター 
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ってもいいのです。要はこの地域福祉コーディネーターという役を担うに最もふさ

わしい人物がやればいいことです。その場合にも、関係機関とのパイプを持ってお

り、地域の要援護者の情報を持っている民生委員は極めて重要な役割を果たすべき

であることに違いはないのです。 

 

⑶民協は地域福祉推進連絡会としても 

 これほど重要な役割を担う民生委員が、同じ町内圏域で、あるいは同じ地区内で

連携していくことも大変重要です。町内会の規模が大きい場合、１つの町内会に数

名の民生委員が活躍する場合もあります。その数名が常時連絡を保つだけでなく、

定期的に会合を開いて、○○町内地域福祉推進連絡会として、その役を果たしてい

くこともできます。 

 地区民協となると１０名以上の民生委員が集まるので、なかなか細かい（地域福

祉推進の）議論はできにくいという欠点があります。４～５人なら、細かい個別ケ

ースの取り扱い等についても親密な議論が日常的にできます。 

 いずれにしても、ただ勉強会や情報交換だけにとどまらず、地域福祉の推進とい

う観点からテーマを選んで議論していくような会合にすることが望まれます。 

 

⑷ネットワーク活動の留意点 

①「困り事があればぜったい解決してあげるぞ」という決意 

 住民の困り事が見つかったら、あるいはそれが民生委員のもとへ寄せられたら、

なんとしてもそれを解決してあげるという決意を示すことが大切です。住民は、他

の人の困り事にそれほど真剣に対応してあげなければならない義務はないと思っ

ています。だから困り事を抱えた人も、まわりの住民に頼らなくなっているという

のが実情です。 

 だから民生委員は、いったん困り事を発見した以上、絶対に解決してあげるぞと

いう決意を、周囲の人たちにも、当人にも示してあげることが必要なのです。完全

に解決できるかどうかは別として、その決意を見せられることで、問題を抱えた当

人も、「この人に頼ろう」と思うものです。地域に助け合いの気運を生み出すのも

この「決意」です。 
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②「この人なら受け止めてくれる」人を探せ 

 例えば市の福祉課に対応してもらわねばならないという時、その担当課に行けば

いいというのが一般的な方法でしょうが、持ち込んだ問題をきちんと受け止めても

らうには、もっとていねいな働きかけ方が欠かせません。民生委員から持ち込まれ

た課題に通り一遍の対応しかしないスタッフでなく、もっと真剣に受け止めてくれ

る人を探す必要があるのです。住民から持ち込まれた問題をなんとしても解決した

いと思う人は、そういうやり方をしています。特定の肩書きを与えられた人は皆、

その与えられた役割をきちんと果たしてくれると期待したいところですが、もしそ

うであったら、地域福祉はすでに理想形態に達しているはずなのです。 

 

③当事者ごとにベストの見守り人材を発掘 

 このことは、ご近所内での福祉推進の場合にも当てはまります。引きこもりの一

人暮らし高齢者がいたとして、その人に福祉機関から委嘱された見守り協力員がつ

いていれば、もうそれで安心というわけにはいかないのです。自分の足でそこまで

出向いて、当人の向う三軒の人たちの行動をよく探り、いちばん当人の日常を見守

っているのは誰か、当人の異変に気づいているのは誰かを特定する必要があるので

す。その上で、そのベストの見守り人のところに足を運んで、異変を探るのです。 

 別に関係機関から委嘱された見守り協力員との兼ね合いに悩む必要はありませ

ん。その人はその人で自分の役割を果たしてくれればいいのです。ただ、最終的に

孤独死を出さない役割を担った民生委員としては、そのベストの人材のルートを特

に大事にする必要があるのです。 

 

④地区や市の関係者もご近所へ連れ出す 

 町内圏域にいる民生委員は、その気があればご近所に出向くことが可能ですから、

福祉問題が発生するナマの現場に触れることができます。これはじつは大変有利な

ことなのです。地区圏域にばかりいると、その「福祉現場」に触れる機会がほとん

どないために、「福祉」問題に取り組もうという気持ちが萎えてくる恐れもあるの

です。福祉問題への感度が鈍くなるというのは、福祉関係者としては大変なハンデ
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ィです。 

 そうなると、民生委員がご近所で起きた問題への対応を迫って地区組織や市の組

織に持ち込んでも、なかなか対応してくれない―という事態が起きてくるのです。

だから、自身、ご近所に出向くだけでなく、地区や市圏域の関係者も極力ご近所に

出向いて、直に福祉問題に接触するようにさせることも、重要な仕事になるのです。 

 

⑤公助のすき間を埋めるための仲介も 

 介護保険制度が始まったおかげで、今は全国どこにいても、要介護になったらサ

ービスが受けられるようになったのはいいのですが、その人それぞれに残っている

「枠外のニーズ」にだれも対応していないという、奇妙な事態が生じています。プ

ロは「住民は要介護者にさわらないで」と言うし、住民は住民で「プロの手が入っ

たのだからもういいだろう」と手を引いているのです。 

 そこで民生委員が仲介して、プロと住民の協働によってこの枠外のニーズに対応

するよう働きかける必要があるのです。「守秘義務」にこだわるあまり、この「プ

ロと住民の協働」がまったくできずにいるのは困ったことです。 

 

⑥難問を放置せず専門機関を動かして解決へ 

 ①で「困り事があれば絶対に解決するぞ」という強気の姿勢が民生委員への信頼

を引き寄せると言いましたが、それでも地域にはたくさんの難問が残っています。

だいたいご近所ごとに２、３件はあるとみていいでしょう。「子どもが皆、なんら

かの障害を持っていて、加えて親も病気」とか、「ゴミ屋敷」などで地域住民に迷

惑をかけている人、誰からの接触も嫌って引きこもっている人など。住民も関係者

も「お手上げ」という感じで、そのまま放置されています。 

 たしかに難ケースですが、こういう問題がご近所に残っていることで「福祉はむ

ずかしい」という無力感がご近所に広がり、福祉活動に取り組もうという気持ちが

失せてくるのは、ゆゆしき問題です。 

 関係者を総動員して、何らかの解決の道筋をつけていく必要があります。民生委

員が音頭を取って関係機関を動かして、何らかの一手を打っていけば、民生委員へ

の信頼はさらに強まっていくはずです。 
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⑦「守秘義務」のカベはこう乗り越える 

 住民と一緒に歩んでいこうという時、必

ずこの「守秘義務」のカベに突き当たりま

す。このカベを乗り越えられない限り、住

民とのネットワークは不可能です。これは

民生委員だけでなく、関係機関全般に言え

ることです。 

「守秘義務」をどう克服したらいいのか。

大事なポイントを並べてみましょう。 

〈イ〉「言ってくれなければ助けることはできません」 

 まず福祉というのは、お互いがオープンになることによって成り立つという特殊

な営みです。何かに困った人が、自分の内情をしゃべらないとなると、まわりの人

は支援の手を出しようがないのです。埼玉県鶴ヶ島市の女性民生委員の望月峯さん

（写真左端）が言っていました。「私の担当の人で、自分のことをなかなか言わな

い人がいるんだけど、そういう人にはこう言ってあげるの。『あなたは私に５０パ

ーセントしか（自分の問題を）話していませんね。だから５０パーセントしか救え

ないけど、いいですね』と。そうすると、『残りも言います』と、すべて話してく

れますよ」。 

〈ロ〉まずは当人や家族の説得を 

 自分のことを言わないと、まわりが助けの手を差し伸べられません。そのために

命を落とすことにもなりかねません。孤独死する人の多くが、こういう人です。彼

等は、自分の命を自分で守ろうとすることができない状況にあります。こういう人

の言い分を尊重して（つまりプライバシーを尊重して）放置することは、こちらの

怠慢とも言えます。だから、積極的にこじあけていく必要があるのです。「訴える

ぞ！」と抵抗するかもしれませんが、それでも諦めてはいけません。 

 当人や家族がプライバシーを主張するために住民とプロのケア会議が開けない

となれば、私たちは何としても本人や家族を説得する必要があります。考えてみれ

ば、プライバシーとか守秘義務の問題が生じるのは、当人や家族が「閉じたがる」
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からでしょう。事実、まわりの人に助けてもらおうと必死になっている人は、プラ

イバシーにこだわりません。 

〈ハ〉助け合いの輪の中にいる者同士は情報を共有しよう 

 例えばご近所の人で、この頃、不審な行動をとる人がいたとします。その人のせ

いで迷惑をこうむっているとしたら、困ります。でも、じつはその人は最近認知症

になっていたという事実を知らされたら、「なんだ、そういうことだったのか」と

納得し、「これからはそのつもりでちょっと気をつけてあげよう」と思うでしょう。 

 お互いの行動が相互に影響し合う間柄―つまりご近所という狭い世界では、困っ

た時に助け合えるようになるためにも、お互いの内情はある程度知り合っておく必

要があるのです。つまり「ご近所」という世界では、プライバシーがないほど、互

いの安全につながるのです。だから、当事者のご近所の人とプロはその当事者のこ

とについて最低限の情報は共有し合っておかないとケア会議が成り立たないので

す。 

 

 

＜第６章＞ 

町内圏域の「前線部隊」の牽引役に 
 既に述べたように、町内圏域からご近所福祉をバックアップする司令塔の役を民

生委員だけに負わせるのは、たしかに不合理です。そこには町内会という住民福祉

を担う組織があるし、そこに福祉部門を設けている町内会もあります。町内会とは

独立して町内福祉委員会といった福祉専門の組織を設けている市町村もあります。

ならばそれらの組織に担ってもらったらいいではないか、ということになります。 

 ところが現実には、それら町内会や町内福祉委員会が期待された機能をきちんと

果たしているかとなると、どうもそうではないのです。一応組織はつくるし、そこ

で一定のふれあいイベントのようなものは実行されているのですが、肝心の福祉活

動が行われているかといえば、そうでもないのです。 

 民生委員のように普段から要援護者に接触して、その人たちの抱えている問題を

解決してあげた体験があまりないので、敬遠してしまうのです。やはり、福祉とい
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うのは困った人を助けてなんぼの世界ですから、それが行えないとなると、方法を

考えなければなりません。 

 そこで出てきた１つのアイデアが、町内会や町内福祉委員会組織に前線部隊を作

るということです。元々世話好きな素質を持った町内会や町内福祉委員会のメンバ

ーが独自に動いて、ご近所を巡回し、福祉ニーズを発掘し、自ら解決するなり、難

問は地区や市の圏域に持ち込む。場合によっては、町内会や町内福祉委員会という

後方部隊に協力を求めるのです。 

 その前線部隊のメンバーとして活躍しているのが、じつは民生委員なのです。こ

の部隊のメンバーはやる気十分ですから、民生委員が独自に発掘した福祉ニーズで

も、彼等の手でなら解決に導くことができるのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜第７章＞ 

前線部隊 ご近所福祉 
推進組織 

町内 ご近所 

後方部隊 
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支え合いマップづくり 

⑴すべては支え合いマップづくりから始まる 

 民生委員が行政等から依頼された特定の要

援護者に関わるだけなら、別に支え合いマップ

を作る必要はありません。しかし、その当事者

を見守ったり日常の困り事に対応してくれる

よう、周囲の人に働きかけたいとなると、マッ

プづくりの必要が生じてきます。 

 支え合いマップとは、住宅地図上で、要援護

者がどこにいるのか、その人に誰がどのように関わっているのかを、ご近所の人た

ちに聞いて、関係の線を結んでいくものです。このマップを民生委員一人で作って

も始まりません。ご近所の複数の目を合わせることで、その要援護者に誰と誰がど

のように関わっているのかが見えてくるのです。 

マップ抜きでは、そういう関係をきちんと探し出すことはできません。人間の頭

脳には、あらゆる人に関する膨大な情報が入っています。しかし例えば、Ａという

スーパーの近くに知り合いはいるかと問われると、なかなか思い出せない。そこで

住宅地図を取り出して、そこに書かれてある名前を見ると、「あっ、この人は私の

学校時代の友だちだ」「この人とは会えば話をする仲だ」などと思い出すのです。  

同じように「Ｂさんとつながっている人」を探す場合も、住宅地図で名前を見れ

ば「そういえばＢさんの家にこの人が来ていたことがある」などと思い出すことが

できます。この「思い出し」の作業をその地域

に住んでいる人たち複数にやってもらい、それ

を集約すると、地域の人間関係はかなり見えて

くるのです。 

こうして支え合いマップづくりで要援護者

とその人に関わっている住民が浮かび上がっ

てくれば、行政に関わりを依頼された人だけで

なく、地域内のすべての要援護者について、その人の状況とその人に関わっている

「前線部隊」は女性民生委員が多い 

巨大住宅地図に記入していく 
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人たちの情報が一挙に得られるのです。 

ですから、それぞれのご近所での福祉推進体制づくりや一人ひとりの要援護者に

関わっている人たちの活動推進は、支え合いマップづくりから始まると言っていい

でしょう。 

 

⑵支え合いマップづくりのイロハ 

 では支え合いマップづくりはどのように進めたらいいのか。以下に項目別に簡単

に紹介しておきましょう。 

 

①担当のご近所ごとに 

 民生委員にマップづくりを勧めると、自分の担当区域の２～３百世帯の地域で一

気にやってしまおうとしますが、これではうまくいきません。住民はだいたい５０

世帯の範囲のことしかわからないのです。だから全国どこへ行っても、人々は５０

世帯ぐらいで寄り添って生きているのです。だからマップは自分の担当地区内の一

ご近所ずつ作っていく必要があります。 

 

②そのご近所に在住の４～５人に集まってもらう 

 そして、そのご近所に住んでいる住民、４～５人に集まってもらいます。この場

合、どちらかというと女性（特に世話焼きさん）が適性のようです。自分の周囲の

人の動きや関わり合いについて強い関心を持っているのは女性だからです。この能

力での男女差はかなりのものなのです。男性というのは一般的に、ご近所の人たち

の動向などに関心を持つものではないと思っています。 

 

③関係機関のスタッフも参加を 

 マップづくりの場に、ご近所に関わる様々な関係機関のスタッフも参加してもら

うといいでしょう。町内会の関係者をはじめとして、事業所（ケアマネジャーなど）

や地域包括支援センターのスタッフ、行政関係者など。 

 支え合いマップづくりの場で、彼等が探している福祉ニーズが発掘されると、同

時にそれら福祉ニーズに関わる福祉資源も見つかります。地元の住民からは介護保
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険等の公的制度についての不満や問題点も披露されるという意味で、貴重な情報が

得られる場なのです。 

また、マップづくりで出てきた課題に取り組む場合も、協力して取り組むことが

できます。 

 

④拡大地図に関係の線を引いていく 

 住宅地図を用意しますが、マップづくりをするご近所の部分だけ思い切って拡大

したものがいいでしょう。そこに一人暮らし高齢者などの「気になる人」はどこに

いるか、その人にだれが関わっているかなどを調べ、その関係の線を引いていきま

す。すると人の動きがよく見えるようになります。 

 

⑤そのご近所の福祉問題と取り組み課題を抽出 

 そうやって要援護者と地域住民との関わり合いを調べていくうちに、そのご近所

が抱えている福祉問題と、それにどのように取り組んでいったらいいのか、そのヒ

ントも見えてきます。誰にも見守られていない要援護者や、まだ充足されていない

福祉ニーズだけでなく、例えば認知症の人に冷たい目を向けているとか、店や病院

がなくなったために、特に車を持っていない一人暮らし高齢者には極めて不便なご

近所になっている―といった住民の生活課題まで見えてくるのです。 

 デイサービスの利用者が地元のふれあいサロンに受け入れられていない、施設に

入所したら誰も訪問しない―というように、ていねいに見ていくと、様々な課題が

あることがわかります。またそれらをどのように解決していくかを考えていくと、

何らかのヒントも見つかります。そのヒントをもとに、解決方策を考えていきます。 

 支え合いマップをつくる中で、マップづくりそのものが目的になってしまう人も

見られますが、マップの目的はこのように、そのご近所をもっと福祉的なご近所に

するための取り組み課題を抽出することなのです。その取り組み課題をご近所の人

がやるべきこと、民生委員（司令塔としての）がやるべきこと、地区組織や市の組

織で取り組むべきことに振り分けるのです。 

 

⑥民生委員の情報を開示する必要はない 
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 マップづくりの中で、民生委員が行政から知らされた（守秘義務のある）情報を

開示する必要はありません。１人の住民として知っている情報で、開示すれば助け

合いに役立ちそうな情報であれば、状況に応じて住民に伝えてもいいでしょう。 

 マップづくりは、ご近所で助け合うために、ご近所の人たちが知っている情報を

出し合う場なので、それで十分なのです。そしてその情報は、ご近所の人の間では

井戸端会議などで日常的に開示されているものです。つまりマップづくりの場は、

「ご近所ケア会議」と考えればいいのです。 

 

➆マップはご近所内に閉じ込めること 

 つくったマップは、どのように開示し、また管理したらいいのか。大事なのはマ

ップづくりはご近所福祉を推進するためだということです。ご近所の人たちがより

よく助け合うためのものです。だからこの「マップ」はご近所内に閉じ込めるべき

で、ご近所外の人に見せる必要はないのです。守秘義務のある民生委員や社会福祉

協議会等のスタッフは、その限りではありません。 

 また、ご近所内に閉じ込めるといっても、ご近所の人全員に見せる必要もありま

せん。マップ作りで得られた情報は、ご近所福祉の推進に関わる人だけが知ってい

ればいいのです。 

 

⑧「マップ」も引き継ぎの対象に 

 ご近所内の住民のさまざまな福祉の営みや、要援護者個人に関した情報が満載さ

れているマップは、福祉関係者にはほとんど「宝」と言っていいでしょう。 

 このマップを民生委員が交代する時に引き継ぐようにすれば、新しく民生委員に

なった人がいかに助かることか！ 大抵の場合は自身で地域を歩き回って、自分の

足で情報を集めなければならないので大変ですが、マップを引き継げばそんな必要

はまったくないのです。 

 

 


