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本書が生まれた経緯 

最近、ある福祉団体から講演の依頼が来ましたが、その依頼の仕方がちょっと変

わっていました。「テーマは『助け合い』ですが、正直なところ、いわゆる助け合

いの話はもう、住民の方々も聞き飽きているんですよ。もっと新しい角度から助け

合いの話をしていただきたいのです」。 

 助け合いの話をしてほしいけど、これまで通りの「思いやりの心」みたいな話は

やめてくれ。もっと新しい角度から助け合いの話をできないかというわけです。 

◇ 

 そこで私がお話しした内容が、本書で紹介したものです。講演が終わると、主催

者からの「謝辞」が述べられたのですが、かいつまんで言えばこういうことでした。

今までずっと助け合いの運動を続けてきたが、近頃、行き詰ってしまった。助け合

いの次は何をしたらいいのかが分からなくて困っていた。しかし今日の話を聞いて、

「これだ！」と思った。これからは「助けられ上手」に取り組めばいいと分かった、

というのです。 

◇ 

今までやってきた助け合いの運動とは、やさしさとか思いやりの心を育み、担い

手を育てようといったものでしょう。全国のほとんどの市町村で行われていること

です。しかし、そればかりをこれだけ長い間やっていれば、行き詰まるのも無理は

ありません。そこにきて、私たちが福祉問題を抱えたときに「助けられ上手」にな

ろうという、これまでとはまったく逆の視点の発想が提示されたわけですから、か

なり衝撃的だったのではないかと思います。 

◇ 

そこで、同じように全国で助け合い運動を展開してきた方々の願いに沿えるよう、

「思いやり」から｢助けられ上手｣への転換のすすめとして、本書をまとめました。

これからの福祉は、担い手と受け手が協働することで発展していくのです。 
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要約 

⑴頼めば助けてくれる。ならば「助けられ上手」になろう 

①これまで助け合い運動のスローガンは「やさしい、思いやりの心を」

だった。みんながやさしくなれば助け合いが広がるはずだと。 

 

②「困っている人がいたら、どうするか？」という調査に、９５％が「助

ける」と答えた。日本人は既に十分やさしかった！ 

 

③なのに、なぜ助け合いが広がったように見えないのか？ その調査で

「助ける」と答えた中の７２％は「頼まれたら助ける」だった。 

日本人のやさしさは「受け身のやさしさ」だった。 

 

④ではどうすればいのか。困っている人が助けを求めれば、圧倒的多数

が助けてくれるのだから、私たち一人ひとりが「助けられ上手」になれ

ばいいのだ。 

 

⑵助け合いは担い手と受け手の共同作業 

①ところが日本人は、なぜか「助けられ下手｣だ。困った時「助けて！｣

と言えるのは、ごくわずか。 

 

②要援護者が困り事を発信しないと、誰に何をどうしてあげたらいいの

かわからない。福祉活動はそのため極めて難しい営みになっている。 

 

③では要援護者が積極的に助けを求められるようにするには、どうした

らいいのだろう。 
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④ある機関が助けられ上手さんを表彰していた。理由は「助け合い推進

貢献賞」。担い手も同じ理由。つまり、助け合いは担い手と受け手の共

同作業という解釈。福祉には「助け」と「助けられ」の２つの活動があ

った。 

 

⑤上手に助けるのが福祉活動なら、上手に助けられるのも立派な福祉活

動なのだから、堂々と助けてもらえばいい。それだけでなく、共同作業

の一方の主役として、やるべきことはたくさんあるのだ。 

 

⑶受け手のやるべきこと。たとえば… 

①助け手をまわりから探して、上手に活用する。このように支援してほ

しいと提案したり、当事者同士で助け合いも。 

 

②共同作業なのだから、自分のための福祉活動に自分も参加するという

こと。会議にも出席し、受け手の立場から発言する。 

 

③活動グループのメンバーになる。というより、これからは福祉活動グ

ループは両者で構成する。 

 

④要援護者にとっては、重荷が増える感じがするが、自分の望む福祉を

担い手と一緒につくっていくことができるし、「がんばる」あなたへの

共感者が、支援者となって返ってくるはずだ。 
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第１章 「思いやりの心」から､ 

「助けられ上手」へ 
 

⑴助け合い推進運動のテーマは｢思いやりの心を！｣だった 

 全国、どこの福祉センターに行っても、そこに掲示されている言葉は「やさしさ」

「思いやりの心」「愛」「ボランティア」…。つまり、福祉のまちづくりのための最

大の課題は、思いやりのある人を育てることだと考えられてきたわけです。 

 

⑵９５％の人が「困っている人を助ける」と言っている 

 ところが、こんな調査結果があります。「困っている人がいたら、どうしますか？」

（長野県須坂市が実施）という質問で、結果は①「頼まれなくても助ける」が２３％、

②「頼まれたら助ける」が７２％、③「断る」が５％。 

 ①と②を合計すると９５％。驚くべし、９５％の人が「困っている人を助ける」

と言っているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
７２％ 

頼まれたら助ける 

頼まれなくても助ける 断る 

２３％ ５％ 

困っている人がいたら？ 
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⑶日本人は、もう既にやさしかった 

「思いやりの心を持ちましょう」と啓発キャンペーンを展開するまでもなく、今の

日本人はもう既に、十分やさしかったのです。これまでの国民ぐるみの啓発運動が

成功したということかもしれません。 

なのに、「助け合いのまちができた」という実感は得られないままです。一体こ

れは、どういうことなのか。 

 

⑷ただし７２％は、「頼まれたら助ける」 

 もう一度グラフを見てください。たしかに「助ける」という人は９５％ですが、

その中の７２％は「頼まれたら助ける」と言っているのです。つまり日本人のやさ

しさは、「受け身型の善意」なのです。 

また、「頼まれなくても助ける」という人が２３％いますが、この人が積極的に

困っている人を助けようとすると、「お節介」という陰口が聞こえてきます。だか

ら実際には行動を起こしにくいのです。 

 

⑸「助けて！」と言える人はわずかに３～５％ 

 では逆に、自分が困った時にだれかに「助けて！｣と頼める人は、どれぐらいい

るのか。正式の調査結果ではありませんが、私は長年、講演で参加者に必ずこの質

問をして、手を挙げてもらっています。その結果は大体いつも同じで、「助けてと

言える」という人は、全体のわずか３～５％程度。２０人から３０人に１人しかい

ない、という計算になります。 

 これでは、前述の「頼まれたら助ける」という７２％の人は動けません。助け合

いが始まらない原因は、ここにあったのです。 
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⑹ならば、私たちが助けられ上手になればいい 

 では、どうすればいいのか。私たちが「助けられ上手」になればいいのです。 

テレビでこんな場面を目にしました。ある小学校の教室。担任の先生が「せ～の！」

と掛け声をかけると、生徒たちがいっせいに「助けて！」と叫びました。このよう

に、助けが必要な立場になった時に、みんなが自然に助けを求められるようになれ

ばいいのです。 

 

⑺意外や、誰かに助けられたとき、自分のやさしさが目覚める 

私は全国で「助けられ上手」講座を開いていますが、参加者に「だれかに助けて

もらった体験」を語ってもらうと、みんな同じようなことを言うことに気がつきま

した。 

 次の２つの体験話を読んでみてください。 

 

助けられ体験談＜その①＞ 

１１年前に股関節の手術を受けました。その時、ボランティアを休むので皆に話

をし、休みました。３ヶ月して戻りましたが、バザーなどで重い物を持てないでい

ると、皆が助けてくれました。  

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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元気そうな体であっても、その人その人にとっては痛い所があるので、その時助

けられたことにすごく感謝しています。 なので、どこか痛そうにしている人には

声をかけるようにしています。  

 

助けられ体験談＜その②＞ 

小学生の時、増水した川に流され、地区内の人に助けられました。５０年以上経

過した現在でも、命の恩人と思い親戚同様におつき合いしています。  

ウォーキング中、様子のおかしい人を見かけたら、「どうしました?」「大丈夫で

すか？」などと声をかけるようにしています。 

 

 つまり、誰かに助けられる体験をすることで、自分の中に眠っていた思いやりの

心が目覚めるらしいのです。 

 

⑻「助けられ上手」が増えれば「思いやりの心」も広がる 

ということは、これからの福祉の啓発活動のテーマを「助けられ上手」にするこ

とで、「思いやりの心」が忘れられてしまうということはなく、むしろ助けられ上

手さんが増えていけば、思いやりの心もまた、自然に広がっていくはずなのです。 
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第２章 福祉とは、担い手と受け

手の共同作業だった 
 

⑴助けられ上手さんを表彰するまち。なぜ？ 

長野県須坂市社会福祉協議会では、周り

の人に上手に「助けて！」と言っている人

を、「助け合い推進貢献者」として福祉大会

で表彰していました（写真）。同社協では、

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する活動もしていま

した。 

 

⑵「助けられ」も立派な福祉活動だった 

私たちは、「助ける」行為が福祉活動だと思っています。では「助けられる」行

為は福祉活動ではないのか。 

民生委員などが活動で特に困っているのは、助けられ下手な人への対応です。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

ありません。 

一方で、助けられる側の人もまた、自分の福祉に当事者として参加し、どのよう

な支援が必要かを担い手に伝えたりすれば、助け合いはとても簡単に進み、良い福

祉活動が生まれます。つまり、助け合いは「助け」と「助けられ」双方の共同作業

であり、「助けられ」も立派な福祉の営みなのです。 

 

 

 

 

 

共同作業 
担い手の活動 受け手の活動 

担い手 受け手 

協働作業 

➍当事者が福祉に参加していない 

「福祉は担い手が考えるもの」として福

祉がつくられてきた結果、当事者が福祉

に参加しておらず、本来、当事者が担う

べき役割が果たされていない。それが福

祉活動を難しくしている。 
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⑶福祉という営みのもう一方の支え手 

 そうなると、「助けられ上手」の意味も、少し変わってきます。ただ上手に助けら

れるというだけでは物足りません。もっと発展して、担い手と協力して福祉をつく

ること、と考えたらどうか。福祉活動の単なる対象・客体ではなく、福祉という営

みのもう一方の支え手だという考え方です。 

 

⑷受け手が助け合いのリード役になることも 

担い手と受け手が協力して作る福祉―もっと考えを進めれば、その「共同」の主

役は、受け手の方かもしれません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のマップでは、車椅子の夫を介護中の主婦が、ご近所さんにいろいろお願いし

ています。「夫を病院に運んで」「私をあなたのグループに入れて」「うちにお茶飲

みに来て」「夫の車いすを押して」。 

 彼女に頼まれた５人に感想を聞いたら、異口同音に「やりやすい！」と言ってい

ました。何かしてあげたい気持ちはあっても、頼まれなければ動きにくいし、何を

してあげたらいいのかも分からない。しかし当事者の側から、一人ひとりに合った

活動を提案してくれるのですから、こんなにやりやすい方法はない、というわけで

す。 

 

 

助けられ上手さん助けられ上手さん

車イスを
押して！

家に来てね

グループに
入れて！

車で運んで！
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⑸もし当事者が沈黙していたらどうなるか？ 

 では、もしこの女性が何も言わず、周りの５人に困り事を発信することもなかっ

たら、どうなっていたでしょうか。夫婦がどんな問題を抱えているのか誰にも分ら

ず、５人が動くことも、ご近所で助け合いが始まることもなく、夫婦の困り事は解

決されないままだったでしょう。福祉の難しさは、こういう点にあるのです。 

 この事例は一見すると、担い手の５人が活動をしたという構図ですが、よく見れ

ば、受け手である女性が果たしている役割がいかに大きいかが分かります。 

福祉は担い手と受け手の共同作業だという意味が、よく理解できる事例です。自

分の困り事を発信することの素晴らしさ―まさに「活動」に値するのです。 

 

⑹見守られる側ができることを整理してみたら… 

最近は見守り活動が盛んですが、それでも孤独死はなくなりません。そこで、見

守られる側からの「知恵」を集約してみました。以下は、高知県中央西福祉保健所

が孤独死の事例と孤独死を未然に防げた事例を基にまとめたものと、愛知県安城市

城南町内会で一人暮らし高齢者に集まっていただき、見守られ上手の知恵を出し合

った成果をもとに、本研究所でまとめたものです。まずはこれを読んでみてくださ

い。 

 

 

見守られ上手への７つの知恵 

 

⑴毎日外に出て、人と出会う機会をたくさん作ろう。 

①家に閉じこもらずに外へ出かけよう。 

②人がたくさん集まる場所に行こう（グラウンドゴルフ、パチンコ、スーパー）。 

③サロンや役所等あちこちに顔を出して自分をアピールしよう。 

④出会った人に、こちらから積極的に声をかけよう。 

⑤向こう三軒やご近所内で声をかけ合おう。 
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⑵決まった場所へ行こう。 

①決まった場所で買い物をしよう。 

②同じ道を歩いて異変が分かりやすいようにしよう。 

③毎日決まった人と声をかけ合おう。 

 

⑶人を家に招こう。 

①わが家に入る機会のある人をたくさんつくろう。 

②自宅で井戸端会議を開こう。 

③子どもや友人に定期的に来てもらおう。 

④家の中や庭からでも、歌や声で、存在をアピールしよう。 

 

 ⑷自分の生活・行動を知ってもらおう。 

①普段と違う行動をとる時は周囲の人に伝えておこう。 

②泊りがけで家を留守にするときは、周囲の人に伝えておこう。 

③日頃の生活リズムを知ってもらおう（通院の日、夜は何時に寝るかなど）。 

④外出してもカギがかかっていない秘密の場所を隣人に教えておこう。 

 

⑸病気や体調の変化も周りの人に伝えよう。 

①体調の悪い時は早めに受診し、ご近所にも伝えよう。 

②自分の持病は周りの人に伝えておこう。 

 

⑹常に倒れた時のことを意識して行動しよう。 

①緊急時の連絡先は、人に分かるようにしておこう。 

②住所、電話番号、連絡先等のメモを持ち歩こう。 

③就寝時には電話を枕元に置こう。 

④保険証をわかるように置いておこう。 

⑤信頼のおける人に鍵の場所を知らせておこう。 

⑥チェーンロックはかけない方向で検討しよう。 
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⑺見守ってくれる人との関係を大事にしよう。 

①元気なときから隣家とのつきあいを大事にしよう。 

②ちょっとおかしいと思ったら、遠慮なく連絡しよう。 

③見守ってくれる人への連絡を決めた通りにしよう。 

   

  

読者の皆さんは、これを読んで何を感じたでしょうか。「これでは、孤独死はな

くならないはずだ」。これが私の感想です。本当に孤独死を防ぐためには、周りの

人たちが見守る努力をするだけでは駄目で、まずこれだけの努力を本人が実践する

必要があり、その空白から孤独死が生まれると見ていいのです。 

 

 

 

 

 

 

⑺見守り活動で重要なのは、ほとんどが受け手の役割だった！ 

 上の図を見てください。つまり極論を言えば、上の図のように、見守り活動とい

う営みの大部分は、見守られる側の役割だと考えたほうがいいのではないか。とこ

ろが、現状はどうか。孤独死防止の議論と言えば、見守る側の役割の重要性ばかり

が強調されて、本来、主役であるはずの当事者が不在になっています。 

 

⑻見守られる側に実践を促すのが担い手の仕事 

 つまり担い手がまずやるべきことは、見守られる側の人が自分の身の安全を守る

ためにできる数十項目の実践を促すことということになります。それぞれの人が、

どの項目をどのように既に実践しているのか、そして実践していない項目について

は、その人のやり易い方法でどのように実践できるか、などを本人と一緒に考える

のです。 

見守られる側の役割 

見守る側の役割 
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第３章 受け手が担うべき役割 
 ここでは、受け手側（助けられる側）がどういう役割を果たしたらいいのかを、

まとめてみましょう。 

 

⒈助けられる側の標準的な活動メニュー 
福祉の受け手がすべきことがあるのか？ 

じつは私たちが考えている以上にあるのです。ここに２つの段階に分けて並べてみ

ましょう。 

 

 

 

 

 

第１段階は、最も基礎的な活動です。 

部分的に実践している人はいますが、まだ少数です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２段階は、やや応用編的な活動です。 

一部の勇気ある人たちは、すでに実践しています。 

 

担い手 受け手 

協働作業 

➍当事者が福祉に参加していない 

「福祉は担い手が考えるもの」として福

祉がつくられてきた結果、当事者が福祉

に参加しておらず、本来、当事者が担う

べき役割が果たされていない。それが福

祉活動を難しくしている。 

①自分の問題をオープンに 

②助け手を確保する 

③助けを求める 

④支援のお礼をする 

⑤支援のお返しをする 

⑥当事者同士で助け合う。 

 

 

 

⑴第１段階 

担い手 受け手 

①担い手が活動し易いように工夫する 

②担い手に支援の仕方を教える 

③担い手の支援活動に自分も参加する 

④自分の支援用の会議を開く 

⑤自分の支援ネットをつくる 

⑥担い手と一緒に学習する 

 

⑵第２段階 

担い手 受け手 
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＜事例＞ 

⑴－④支援のお礼をする（支援のお願いを兼ねて） 

 支え合いマップを作っていると、一人暮らし高齢者がご近所の人に見守られてい

る事例がよく見つかります。その人の息子や娘が時々来ていないかと聞くと、大抵

は「いる」という答えが返ってきます。しかし、その息子や娘は、親元を訪ねた時

に、ご近所の人たちにお礼の挨拶をしているかと

聞くと、ほとんどの場合、「していない」。 

本人の家族から「いつもありがとうございます。

これからもよろしくお願いします」と言われれば、

ご近所の人も関わりやすくなります。ある民生委

員は、一人暮らし高齢者の息子や娘に付き添い、

ご近所への挨拶廻りをしていました。 

  

 

⑴－⑥当事者同士で助け合う 

高齢化や過疎化が進行すると、ご近所全体で一人暮らしが急激に増えます。そう

なると、一人暮らしの人たちが組織的に助け合うようになります。ご近所の問題は

自分たちで仕切るということになるのです。 

 次頁のマップは、北陸地方のある町。県営住宅のかなりの家が一人暮らしになり

ました。そうなった時、住民はどのように行動するのか。一人暮らし同士で徹底的

に安否確認をしていました。 

 お向かい同士で「カーテンが開いたら元気」「夜に電気がついたら元気」。一人暮

らしの人が集まるたまり場になっている部屋も、各棟にある。それに一人暮らし同

士で安否を確認し合う場所（ゴミステーションなど）があちこちに。それだけでは

ありません。一人暮らしの人たちでグループを作り、気になる仲間に対して電話訪

問や自転車訪問をしていました。 

 

 

 

一人暮らしの親を訪ねたついでにご近所廻りをする女性（右側） 
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⑵－①担い手が活動し易いように工夫する 

高知市内のある通りは、一人暮らしの人がたくさん住んでいます。彼らが、見守

る人の便宜を図るために、あることを考えました。それぞれが、元気な時は戸を少

し開けておくとか、ハンカチを窓に吊るしておく、といった工夫をしたのです。だ

から見守る人は、その通りを歩きながら、戸の開き具合とか、ハンカチのあるなし

で相手の情況を把握できるのです。 

また、ある地区でのマップ作りで、「災害時に助けてもらい易くする工夫」とし

て、以下のような事例が出てきました。 

・寝ている場所や非常時の出入り口を、事前にご近所に知らせておく。 

・要介護の夫を、何かあった時にすぐに運び出してもらえるよう、１階の出入り口

に近いところに寝かせている。 

・昼間独居の世帯から、「災害が起きた時は裏口から入ってもらえば、すぐ寝室が

あるから、そこから助け出してほしい」と申し出があった。 

 

  

美容院 
銭湯 

畑 

電気で元気確認 

カーテンで元気確認 

広場 

カーテンで元気確認 
（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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⑵－②担い手に支援の仕方を教える。「このように支援してほし

い」 

英国で総合診療医をしていたジェニファー・ビュートさん（67歳）は、認知症と

診断された後、これから自分をどのように支援してほしいのかを具体的にまとめた

「認知症である私について」というパンフレットを作り、家族や友人に配ったとい

うことです。 

 

⑵－⑥活動のあり方を担い手と一緒に学習する 

 見守りセミナーにボランティアと一緒に

参加して、見守られる側からのアイデアや

要望を出すなど。左の写真では、愛知県安

城市の城南町内会で、一人暮らし高齢者と

関係者が一堂に会して、見守りのあり方と

見守られのあり方を一体的に議論しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 20 

⒉助け手をどう確保するか？ 
 上手に助け手を確保する方法をまとめました。サロンや井戸端会議に参加するの

も、活動グループに参加するのも、自宅に人を招き寄せるのも、全て助け手の確保

策につながるのです。 

 

①世話焼きさんを探す。 

②サロンで助け合える相手を探す。 

③助け合えるグループに加入する。 

④所属するグループの中で助け合いをする。 

⑤福祉活動に参加する。 

⑥自宅に人を招き、助け手を確保。 

➆民生委員等との繋がりを大事に。 

⑧親族と助け合える関係にしておく。 

⑨元気なうちに地域に貢献しておく。 

 

＜事例＞ 

⑥自宅に人を招き、助け手を確保 

 なぜか一人暮らしの女性が９０歳を超えると、よく自宅に人を招くようになりま

す。無意識に、助け手を貯蓄しておこうという意図もあるのかもしれません。 

 興味深いのは、このケース。認知症の一人暮らしの女性が、自宅に周りの人を招

き寄せていました。サロン

を開催しているのですが、

参加者の１人に参加の理

由を聞いたら、「見守りが

てら｣だと。そういう人が

集まってきているのです。 

 

 

認知症で一人暮らし 

 

サロン 

の女性(要支援1) 
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⑧親族と助け合える関係にしておく 

 ある小集落で、子どもが近居している事例を集めたら、こうなりました。なんと

１８軒の「子ども」が同じ集落内に近居していたのです。 

いずれ要介護になった時のために、子どもとこういう距離にいる人がかなりいま

す。最近は早めに近居をして、子どもの子育てを親が手伝うところから助け合いを

始める親子も増えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…親 

…子ども 
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⒊家庭介護者ができること 
要介護の身内がいる場合、どうしても身内だけで対処してしまおうとしまいがち

ですが、それでは大きな負担がかかるし、充足できない部分は諦めざるを得ません。

地域に上手に「助けてもらう」のも大事なことです。 

 

①介護を手伝ってくれる人を探す。 

②要介護者本人の友達を招いてサロン。 

③介護グループに参加して人材を確保。 

④介護者の会とつながり、支援を求める。 

⑤要介護者の趣味の支援者を探す。 

⑥入所した親の里帰りの支援者探し。 

➆デイサービスのない日の受け皿探し。 

⑧わが家のためのケア会議を主宰する。 

⑨わが家の介護を助けるネットを作る。 

 

＜事例＞ 

①介護を手伝ってくれる人を探す 

 元民生委員の辰和子さん（写真・左端）は、末期癌の夫を自宅で看取るため、ご

近所の友だち２人（写真・中央と右端）に助けを求めました。普通はご近所の人に

は我が家の問題を知られたくないと思いがちですが、近いからこそ夜中の緊急事態

にも駆けつけてもらえたし、元々「夫婦で友だちづきあい」を心掛けてきたので、

２人と夫も気心が知れており、オムツ替えまで手伝ってくれたということです。 

 

③介護グループに参加し、人材を確保 

 次のマップは、千葉県のある団地の一角。調べてみたら、そこに有償サービスグ

ループのメンバーが多数住んでいました。そして仲間同士で助け合っていたのです。 

 この中のＢ家は、夫がこのグループで活動していて、その代わりというわけでは

ありませんが、彼が介護している妻の面倒を仲間が見てくれています。 
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➆デイサービスのない日の受け皿探し 
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 このマップの地域では、デイサービスを利用している７人のうちの５人が、デイ

サービスのない日に畑をしていました。その中の２人は夫婦一緒に取り組んでいて、

もう２人は近隣の人が手伝っていました。 

 

⑧わが家のためのケア会議を主宰する 

認知症の家族を介護する主婦が、ご近所のケアマネジャーの働きかけで、自分た

ちのためのケア会議を開いていました。参加するメンバーは、その主婦自身が選ん

だ人たちです。下のマップの「ご近所ケア会議」が当事者宅で、その隣がケアマネ

宅です。 

 

⑨わが家の介護を助けるネットをつくる 

家族が支援者を確保して、ネットワークをつくっている事例もあります。夫が要

介護なので力仕事が大変。そこで近隣から力仕事を手伝ってくれる男性を４名確保

し、ネットを組んで活動してもらっているということです。（下のマップの右上部） 

 

 

 

 

 

 

 

デイサービス利用の７人中６人はサロンにも参加 

ご近所ケア会議 

ケアマネ宅 

男性の介護支援ネット 

時々子どもが来ている 
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⒋福祉サービスの共同事業者として 
 ここまで、福祉は担い手と受け手の共同作業だと述べてきました。とすれば、例

えばデイサービス事業を利用している人たちは、デイサービスの事業者やスタッフ

「と一緒に」事業を行っているとも解釈できるのです。利用者がデイサービス事業

で共同事業者として何ができるのか、いろいろあるでしょう。ここではデイサービ

スと入所施設を例にとってみましょう。 

 

⑴デイサービス利用者が担うべきこと 

 

①利用者同士で助け合い。 

②スタッフの仕事を代行する。 

③サービスを利用者の自主活動へ移行。 

④利用しない日の過ごし方で利用者同士が協力。 

⑤サロンや趣味活動に皆で参加する。 

⑥デイのあり方を利用者が提案。 

⑦デイを利用せず、自主的なデイを目指す。 

 

＜事例＞ 

①利用者同士で助け合い 

利用者のＡさんは認知症で、以前は美容師でした。そこでデイサービスを利用し

ている時は、入浴後の利用者仲間にドライヤーをかけてあげています。彼女は以前、

生け花の講師もしていました。そこで地元の福祉組織が企画して、彼女を講師とし

た生け花講座を開催しました。 

 

②スタッフの仕事を代行する 

あるデイサービスセンターを利用している認知症の男性は、大変な世話焼きで、

利用者仲間の世話を焼いています。それを見た所長は、彼をスタッフと同じ待遇に
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しました。利用者の気持ちがわかるスタッフとして活躍し、症状が進んだら、再度

利用者に戻ってもらうのですが、今度は職員の気持ちがわかる利用者として活躍し

てもらおうというわけです。 

 

⑤サロンや趣味活動に皆で参加する 

 あるサロンは、毎週２回開かれています

が、始まるのは必ず午後２時半と決まって

います。何故かと聞いたら、地域のデイサ

ービスが終わる時間なのだそうです。 

一般的に、デイサービスを利用している

人はサロンに参加しにくいのが実情ですが、

ここでは歓迎されています。 

 

⑦自主的なデイを目指す  

実質的にこのあり方を選択している人が、じつは多いのではないでしょうか。デ

イサービス利用を進められても断り、畑仕事をしているという人がよくいます。 

一人暮らしのある女性は、自分で介護予防をするために、毎日､①階段を後ろ向

きに上がる、②庭を百回まわる、③折り鶴を何羽折る、④新聞を読み、わからない

文字は辞典で調べるなどをしていました。 

 こんな話もあります。私の知人の女性が銭湯に行きました。湯船に浸かっていて、

ふと脱衣場を見ると、なんと見知らぬ高齢女性が自分の服を畳んでいる。慌てて脱

衣場に戻り、注意しようとしたら、番台のおばさんが声をかけてきました。 

「その人は認知症でね、毎日ここへ来て、みんなの服を畳んでいるんだよ。それを

すると、気が休まるらしいんだ。だから、みんな畳ませてあげているの。あんたも

そうしなさいよ」。もしかしたら、この銭湯が、この認知症の女性にとってのデイ

サービスセンターなのかもしれません。番台のおばさんがセンター長です。 

 

 

デイ利用者を待つサロンメンバー 



 27 

⑵施設入所者が担うべきこと 

 

①入所者同士で助け合い。 

②スタッフの仕事を代行する。 

③サービスを入所者の助け合い活動に。 

④入所者として地域に貢献する。 

⑤地域のサロンや趣味活動に参加する。 

⑥施設のあり方を関係機関に提案。 

⑦自宅復帰の可能性を探る。 

⑧里帰りグループを作り、助け合い。 

 

 

＜事例＞ 

④入所者として地域に貢献する 

ある老人ホームでは、認知症の入所者が、在宅の認知症高齢者の訪問活動をして

いました。同じ認知症の人同士なので、お互いの気持が分かり、話が弾みます。ま

た、普段はいろいろなことの認識が難しい入所者の人が、在宅の人を親身に慰める

うち、いつの間にか元気な頃の状態に戻っていたなど、訪問した側の人にも良い効

果があったということです。 

施設に入所した人が、地域で活動するために、定期的に里帰りしているという事

例もあります。次のマップでは、ご近所の助け合いの中心になっていた世話焼きの

Ａさん（★）が、娘が暮らす都会の施設に入所してしまい、残されたご近所の人た

ちは困ってしまいました。そこでＡさんは、盆と正月には里帰りをして、ご近所の

近況を聞きながら現役の世話焼きさんたちを指導するようになりました。「世話焼

き活動のための里帰り」です。Ａさんが世話していた認知症の一人暮らし高齢者も、

現役の世話焼きさんが見事にフォローして在宅生活を維持しているということで

す。 
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⑤地域のサロンや趣味活動に参加する 

 老人ホームの入所者（認知症の人）が、週２回地域で開かれるふれあいサロンに

自力で通っていました。地域のグループに参加する入所者を老人ホームが送迎して

あげている例もあります。 

 これからの超高齢社会では、要援護になっても地域活動に参加できるようにして

いく必要があります。その先陣を切って、積極的に地域のサロンや趣味活動に参加

していくことも当事者の大事な役割になります。 

 

 

 

 

 

…東京へ引っ越した世話焼きさん 

…小型世話焼きさん 

…一人暮らし 

…老々世帯 

…閉じこもり独居高齢者 

…世話焼きさんの関わり 

…小型世話焼きさんの関わり 

…世話焼きさんが引っ越した後の関わり 

…一人暮らしで認知症 

…世話焼きさんのサポート 
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第４章 受け手の活動を普及さ

せるために 
 

助けられることも立派な福祉活動であり、福祉は担い手と受け手の共同作業だと

いう発想を、社会にどのように広げていったらいいのか。まず基本的なあり方を並

べてみましょう。 

 

①助けられることも立派な活動だと社会に浸透させる。 

②当事者がその自覚を持つように啓発する。 

③担い手の側に、助けられることも活動だという認識を広げる。 

⑤市民活動センターでも「助けられ」を活動と位置づける。 

⑥どの機関も助けと助けられを一体と考え、一体的に取り扱う。 

⑨他の受け手にも指導できる人材（受け手の指導者）を発掘。 

⑩担い手主導の社会を変えていく力のある当事者を育てる。 

 

 

まず言えることは、本書で提起していることは、今までの福祉関係者はまったく

考えていなかったことでしょうし、むろん一般住民も、当事者自身も、また担い手

自身も、ほとんど考えたことがないはずですから、今述べたあらゆる人たちに対し、

この発想を徹底して広げていく必要があります。 

 

 

 

担い手 受け手 

協働作業 

➍当事者が福祉に参加していない 

「福祉は担い手が考えるもの」として福

祉がつくられてきた結果、当事者が福祉

に参加しておらず、本来、当事者が担う

べき役割が果たされていない。それが福

祉活動を難しくしている。 
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第５章 「上手な受け手」の育成

事業のメニュー 
  

担い手主導の福祉を変えていける力を持った受け手をどのように育成し、活躍さ

せたらいいのか。そのためのシステムや組織作りはどうしたらいいのか。 

 

⑴人材配置 

 

①当事者に関わっている人たちを「助けられ支援員」に。 

②活動グループに助けられ上手支援担当者を配置。 

 

⑵センター設置 

 

①当事者の役割遂行を推進するセンターを市町村ごとに設置。 

②セルフヘルプ支援センターを地域ごとに設置。 

③ボランティアセンターは担い手と受け手の両者に関与する窓口を設置。 

 

⑶表彰と研修 

 

①助けられ上手活動を表彰等で評価する。 

②受け手を対象とした本格的な研修を。 

 

⑷システムに参加  （「当事者代表」として） 

 

①当事者をケア会議、事業企画推進会議等に参加させる。 

②担い手と協同する立場として、「受け手」を福祉システムに組み込む。 

担い手 受け手 

協働作業 

➍当事者が福祉に参加していない 

「福祉は担い手が考えるもの」として福

祉がつくられてきた結果、当事者が福祉

に参加しておらず、本来、当事者が担う

べき役割が果たされていない。それが福

祉活動を難しくしている。 
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＜解説＞ 

⑴－①当事者に関わっている人たちを「助けられ支援員」に 

当事者と接点にいる人がそれぞれ、担当する相手に上手な助けられ方を指導して

いきます。自分が抱えているニーズを正しく自覚し、それを発信できるようにする

など、当事者としての役割を果たせるよう支援するのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②活動グループに助けられ上手支援担当者を配置 

 活動グループは、担い手だけでグループを構成するのでなく、その対象となる人

たちも一緒にメンバーに加えます。とともに、両者が活動でうまく協力し合えるよ

うな人材を配置します。 

 

③受け手一人ひとりに、専属サポーターをつける 

 本人がいちばん信頼する人を、その人の専属サポーターにします。本人に活動者

受け手としての役割遂行を促進 
（接点で関与） 

ボランティア 

民生委員 

近隣住民 

ヘルパー 

ケアマネジャー 

施設職員 

町内会 

包括センター 
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としての自覚を持たせ、担い手に積極的に関わり方を提示していけるような当事者

に育てていくのがサポーターの役割になります。 

 

④当事者が担い手に声を発する機会を設ける 

 例えばヘルパーやケアマネジャー、福祉施設等で、利用者が意見を言う機会を設

けます。その場では堂々と意見が言えるような環境を整える必要があります。 

 

➄当事者の役割遂行を推進し、支援するセンターを市町村ごとに 

 こういう場合は、ボランティアセンターで、担い手と受け手を対面させて、より

よき活動へ導いていくのが本筋です。しかしそれ以前にまず、「助けられ」という

活動が極めて意義ある営みであるという発想を社会に広げていくためには、あるい

は当事者にそのような自覚を育んでいくためには、そのための専門的な推進センタ

ーが必要かもしれません。 

 

⑥市民活動センターは担い手と受け手の両者に一体的に関与 

既に述べたように、ボランティアセンターでは、ただ担い手だけを相手にするの

でなく、担い手と当事者の両者を対面させて、正しい関わり合いが行われるように

指導していく必要があります。ボランティアに向き合うだけでなく、同じぐらい、

当事者にも向き合って、

両者がそれぞれの役割

を正しく実行すること

ができるよう支援をす

るという、新しいセンタ

ー像を作り上げていき

ます。これからは「活動」

は担い手と受け手が一

体で実行するという考

え方を両者に徹底して

いくのです。 

～内ボラセン 

 

社内 
ボラセン 

公民館内 
ボラセン 

病院内 
ボラセン 

婦人会内 
ボラセン 庁内 

ボラセン 

当事者宅 
ボラセン 

校内 
ボラセン 

施設内 
ボラセン 

企業 

受け皿(施設等) 

学校 

当事者団体 
官庁 

婦人会 

公民館 

病院 
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またこれを市町村に１カ所つくるというのでなく、地域のあらゆる場所に、同じ

機能を果たす支所を設けていく。学校や公民館、役場、趣味グループ、店舗や職場、

老人クラブやＪＡなど。それぞれに「内センター」を設置するということです。 

 

➆助けられ上手活動を表彰等で評価する 

 今までは活動を評価したり、表彰したりする場合、対象は担い手と決まっていま

したが、これからは受け手も平等に評価し、表彰します。サービスの受け手として

優れた活動をした場合も表彰の対象にしていきます。 

 

⑧受け手を対象とした本格的な研修を 

福祉の研修も同様に、これからは担い手だけでなく、サービスの受け手に対して

も、もう一方の福祉の担い手として主体的に考え、行動できるよう、本格的な研修

を実施していきます。困った時は支援を求めるというだけでなく、担い手はどうあ

るべきか、受け手はどうか、活動自体のあり方まで、自分なりの考え方を持てるよ

うな力を育成していきます。 

 

⑨当事者をケア会議、事業企画推進会議等に参加させる 

 今までは単なる事業の客体でしたが、担い手と同等の立場で、ケア会議や推進会

議に参加して、受け手の立場から意見を言うことができるようにします。 

 

⑩担い手と協同する立場として、「受け手」を福祉システムに組

み込む  

当事者には、サービスの「受け手」（助けられ行為）として、担い手と協同して

福祉活動を実践する役割があることを、福祉システムの中に組み込んでいきます。 

現在、地域包括ケアシステムの中で要援護者はどういう位置に置かれているかと

言えば、例えば老人クラブにしても、「高齢者にも担い手として活躍してもらう」

という発想はありますが、要援護者の代表として、受け手の立場から、意見を述べ

たり、ニーズを発信してもらうという発想はありません。 
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第６章 助けられてみなければ、

助けられる人の気持はわからない。 
 

⑴私も言われてみたら「カチンときた」 

 有償の福祉サービスグループのリーダー・Ｓさんからこんな話を聞いたことがあ

ります。ある時、自分も助けられる体験をしてみようと、仲間のＴさんにサービス

の依頼をしました。部屋の掃除と母の世話を頼んだのですが、家の中に入ったＴさ

んは開口一番、「Ｓさんちって、散らかってるのね。私がきれいにしてあげるから

ね」と言ったのです。 

 Ｔさんは悪気で言ったわけではありませんが、Ｓさんは「カチンときた」そうで

す。部屋が散らかっているから来てもらったのだから、わざわざそれを言うことは

ないだろうと。 

 しかしその後Ｓさんは、自分も同じことを対象者に言っていたことを思い出しま

した。「おばあちゃんち、散らかってるのね」。気軽な気持ちで洩らした一言でした

が、同じ言葉を自分も言われてみたら、「カチンときた」。だから、これからは言わ

ないように気を付けようと思った、ということです。 

 

⑵助けられて不愉快な思いをするほど学習できる 

 つまり私たちが福祉活動をする上で努力すべきは、助け活動を積み重ねることよ

りも、助けられる体験を積み重ねることだということです。助けられて不愉快な思

いをした分、自分が担い手の立場になった時、学習の成果が出てくるのではないか。 

「私は専ら担い手の立場なのだ」とがんばるよりも、助ける側になったり、助けら

れる側になったりを繰り返す方が、助け上手にも助けられ上手にもなれるのです。 

 

⑶助けられ上手を実践する機会は、いつ訪れるのか 

 私たちが助けられ上手を、直接間接に実践（または実践の指導を）する機会は、

どこから訪れるのか。自分が助けられ上手を実践するか、相手にそれを実践させる

担い手 受け手 

協働作業 

➍当事者が福祉に参加していない 

「福祉は担い手が考えるもの」として福

祉がつくられてきた結果、当事者が福祉

に参加しておらず、本来、当事者が担う

べき役割が果たされていない。それが福

祉活動を難しくしている。 
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かの二通りがあります。 

 

 ①自身が問題を抱えた時 

 ②年をとって、助けてもらう機会が来る（今から準備を） 

 ③身内が問題を抱えた時、一緒に助けられ上手を実践 

 ④自分の活動の相手に関わる時、助けられ上手の実践指導をする 

 ⑤身近な人や仲間が問題を抱えた時、助けられ上手の実践指導をする 

 

 この中でやはり難しいのは、自分の活動相手や、仲間が助けられ実践をする時に、

どんなアドバイスをしたらいいのかということでしょう。この部分は今の福祉では

未知の領域ですから、これから各自で体験を積み重ねていくより仕方がありません。 

 

⑷私たちはいろいろな人に助けてもらっている 

 助けられ上手講座で、私が講義をした後、参加者に「助けられ体験」を書いても

らうのですが、その中に、自分の母親のことを書いてきた女性がいました。 

「振り返ってみたら、自分がいろんな人に助けてもらっていたのだと分かった。特

に母に助けてもらったことがたくさんあることに気付いた」ということで、母親に

助けてもらった経験をいくつも書いてくれました。この女性のように、私たちはい

ろんな人に助けてもらっているのに、それを忘れてしまっているのではないか。 

  

⑸困り事が生じた時が人間関係を深めるチャンス 

助けてもらうということは、多かれ少なかれ、自分の人生に相手を関わらせてい

くことです。だから自分の弱さも、そのままさらけ出さねばなりません。相手と喜

怒哀楽を共有する中から共感が生まれ、助け合いが動き出すのです。だから助けて

もらおうとする時、面倒な人間関係を避けて、自分の内面や生活をできる限り相手

に見せないようにしようなどと考えるべきではありません。多くの人の「助けられ

体験」に共通しているのは、困り事が生じた時が人間関係を深めるチャンスだとい

うことです。困り事を言い合わない関係は気楽ですが、相手と深い人間関係を築い

ていくには、助け合いが不可欠とさえ言えるのです。 
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第７章「助けられ上手」推進運動

－どこから始める？ 
 

⑴助けられ上手セミナーを開催 

 助けられ上手セミナーというと、｢私はまだ関係ない｣と言う人もいるので、ボラ

ンティアセミナーや福祉セミナーの中で、さりげなくこのテーマを盛り込むのがコ

ツです。セミナーのプログラムとして提案している企画をいくつか挙げてみましょ

う。 

①助けられ上手さんの体験談 

 普段から、地域で上手に助けられる活動をしている人の情報を収集しておく。３

人ほど見つかれば、シンポジウムも可能。 

②「助けられ上手活動手帖」（本研究所発行）を持ち寄って、記入した内容を発表

し合う。 

 グループ討議の中で活動を発表し合いながら、助けられ上手活動のあり方を議論

する。協議した結果を集約して、お互いの共通な取り組み課題を抽出する。 

「活動宣言」を採択してもいい。これからこういうことに絞って取り組んでいこう、

といったこと。 

③あらかじめ地区内の助けられ上手さんを取材しておき、それをまとめて発表する。 

 様々な種類の助けられ上手さんがいるので、いろいろなタイプの人に来てもらう。 

 

 

⑵「助けられ上手」研究集会の開催 

 各分野の福祉関係者が集まって、「助けられ上手」の意味や意義、分野ごとの取

り組み課題などを、グループ討議で話し合います。 

①実践例が見つからなければ、｢私の機関にとって助けられ上手とは｣といった、緩

やかなテーマで発表してもらう。 

②「助けられ下手さん」の実例を取り上げて、対策を考え合うという方法も。 
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③助けられ上手さんに来てもらって体験を発表してもらい、それを基に質疑。 

「助けられ上手」というイメージがなかなか湧かない場合は、実例に接するのが一

番わかりやすい。 

 

⑶町内会の恒例イベント等の中で「三者歓談」 

 住民の多くが集まるイベントには、一人暮らし高齢者も多く集まるはずなので、

その際に三者歓談をするのはいかがか。三者とは①一人暮らし高齢者本人、②その

息子か娘（孫も参加していい）、③一人暮らし高齢者を日々見守っている隣人。 

今は、一人暮らしの親元に時々通って来る子どもが、親を日々見守ってくれてい

る隣人にお礼の挨拶をしに行くことはまずないし、そうする機会も、なかなか見つ

かりません。そこで町内会がその機会を作ってあげるといいのではないか。 

 

⑷「見守られ上手への７つの知恵」で各自、自己チェック 

 町内会のイベントなど、一人暮らしの人もたくさん集まる場で、本書１２ページ

に掲載している「見守られ上手への７つの知恵」を自己チェックしてもらいます。 

例えばグループになって、コーディネーターが司会をしながら、チェックポイン

トの１つ１つを自己評価してみる。１人でやるより、グループでやる方が、互いに

ヒントを与え合うこともできます。 

 最近は地域グループのいずれも高齢化しているので、老人クラブや婦人会、ふれ

あいサロンでも、この作業ができます。今は一人暮らしでない人も、先のことを考

え、今から備えるのも大切なことです。 

 

⑸「助けられ上手さん」探し隊が実例集づくり 

 地区内の有志で助けられ上手さんを探すグループをつくり、地区内の実例を求め

て歩き回り、その結果を実例集にまとめて、セミナー等で生かしてもらいます。 

①助けられ上手にもいろいろなバリエーションがあるので、時々勉強会を開いて、

学習し合う。 

②メンバーは、地区内のこの関連のセミナー等に出席して、学習した結果や、集め

た事例について発表する役割を負う。 



 38 

③その地区のこのテーマのエキスパートとして、セミナー等で講演することも。 

④その地区の助けられ上手の傾向や問題、良い面を拾い出し、地区住民に公表する。 

➄ただ助けられ上手さんだけを探すのでなく、同時にその助けられ活動を支援して

いる人も特定する。 

 

⑹「助けられ大賞」の選定 

①地区内の住民から、助けられ上手の体験作文を募集。優秀作品を福祉大会などで

表彰。選考委員会を設ける。 

②主催団体が独自の情報網を作り、そこで見つかった人を訪問・取材し、優秀な活

動を表彰する。ここでも、助けられ上手さん本人だけでなく、その助けられ活動を

支援した人も表彰の対象にする。 

③上記の①②とも、活動集をまとめて、発行。毎年、実施する。 

④活動発表や表彰の時に、パワーポイントなどで映像も同時に発表できるといい。 

 

⑺助けられ上手をテーマにした寸劇を上演 

①実際の事例などを基に、寸劇シナリオを作り、福祉大会や、助けられ上手セミナ

ーなどで上演する。この中にも、助けられの支援者の活動も加える。 

②特定の団体で作った寸劇を、他の団体にも貸出するという具合にして、お互いに

融通し合えばいい。 

 

⑻地元紙に助けられ関連の欄を設けてもらい、情報提供 

①地元紙は掲載してもらいやすく、こういう面白いテーマなら応じてもらえるはず。 

 

⑼ボランティアや福祉サービスグループに、助けられ支援員を

配置する 

①対象者が助けられ上手になれるように、個別に支援していく担当者を決めたらど

うか。 

②担当者の勉強会を設け、そこで体験を発表し合う。 

 



 39 

⑽当事者が、「受け手」の立場で、各種委員会等に参加する 

①例えば地域包括ケアシステムの中で、助けられる側の立場の人がどれぐらい加わ

っているか。老人クラブなどは、「年を取ってもまだ元気に福祉活動できる」とい

う担い手の立場で参加しているが、本来は助けられの立場からも発言する役割があ

る。 

②今は担い手ばかりが参加しているが、本来は、受け手の立場から参加する人が過

半数を占めるのが正しい。この立場の人をできる限り多く参加させるのも、活動目

標の１つになる。 

 

⑾市町村や社会福祉協議会は、助けられ上手の発想を理論化し

たり、実践目標を立てるなどする研究チームを編成し、活動を

継続していく 

①研究の成果を基に、福祉の基本的な部分をどのように改革していけばいいのか等

をまとめ、その結果、改革すべき制度やシステムがあれば、その実現に動く。又は

当該組織やシステムの運用者に改革方策を提案する。 
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