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おつき合い革命 

驚くべきことに、日本人のおつき合いは 

地域の崩壊で「助け合い嫌い」は増す一方。 

「助け合いはしない」を前提としていた。 

おつき合いの流儀を変えるより仕方がない。 

日本を変えよう・シリーズ－迫り来る超高齢社会に備えるために 
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⒈あなたの「おつき合い」の流儀は？ 
まず自分のおつき合いの流儀を確認するテストをやってみてほしい。以下の項目で

「私もそう思う」というものに○印を、「そうは思わない」に×印をつける。○か×か

のどちらかに決めていただきたい。さて、あなたは○がいくつ、つくか。 

 

 ➊自分や自分の家族のことは隠しておきたい 

 ➋自分のことがご近所で噂されるのはイヤ 

 ➌人に助けを求めるのは苦手だ 

 ➍人に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない 

 ➎人のことはなるべく詮索しないようにしている 

 ➏誰かが認知症だと気づいても、誰にも言わないようにしている 

 ➐困っている人にはお節介と言われない程度に関わる 

 ➑引きこもるのにも事情があるから、無理にこじあけるべきでない 

 ➒お互いのプライバシーは十分に尊重し合うべきだと思う 

 ➓隣人とはあまり深入りせず、ほどほどのおつき合いを心がけている 

  

 

⑴これらは日本人のおつき合いの「常識」 

上記のテスト。各地の講演会で手を上げてもらうと、多くの人は１０個のうち７つ

から９つほどに○が付く。それもそのはず、これらは日本人のおつき合いの常識なの

だから。○が多い人は、日本人としては常識人と言える。○が少ない人は非常識な人

ということになる。 

 

⑵「双方に困り事が生じない」前提のおつき合いだった 

ただし、常識人、つまり○印が多い人は、「助け合いはしたくない」と言っているの

と同じなのだ。なぜそうなるのかを、これから解説していこう。 

そんなおつき合いをなぜ日本人は習慣として守ってきたのか。私たちのおつき合い

は、双方に困り事が生じないという前提で成り立っている。おつき合いはおつき合い、

助け合いはまた別の場でと。たしかに何事も起こらなければ、それで問題はない。 

しかし、ひとたび困り事が生じたらアウトだ。私たちが守ってきたおつき合いが、

助け合いに無力であるどころか、助け合いを阻む障害物になってしまうのである。 

 

せんさく 
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⒉あなたが助けられる立場の場合 

⑴「私のことは放っておいて」ということ 

 まず「助けられる側」から見ると、以下の４項目が該当する。これに○がつけば、

どういうことになるのか、→印で示してある。要するに「私のことは放っておいて」

と言っているのだ。これでは周りも、助けの手を出せない。 

 

➊自分や自分の家族のことは隠しておきたい 

 →それでは困り事が周りに気づかれない。 

➋自分のことがご近所で噂されるのはイヤ 

 →それでは困り事の情報が周りに伝わらない。 

➌人に助けを求めるのは苦手だ 

 →「頼まれたら助ける」のが日本人。これでは手が出せない。 

➍人に迷惑をかけることだけは絶対にしたくない 

 →迷惑をかけたくないと思えば「助けて！」とは言えなくなる。 

 

⑵「夫は認知症」と言えないと、周りは手を出せない 

夫が認知症になってもご近所には隠し通すのが日本人だろう。しかし、知らなけれ

ば助けようがない。➊に○がつけば、この一点で、もはや助け合いのまちはつくれな

いことになるのだ。「いや、家族は隠しても、周りの者は薄々知っているよ」と言う人

もいる。しかし、「知っていること」に何の意味があるのか。知っているからと言って、

手は出せない。 

若い主婦からこんな話を打ち明けられた。「舅が認知症になって、毎日、バケツを頭

にかぶり、子供用の自転車に跨がって近隣を歩き回っています。遠くまで行ってしま

うこともあるので、夫に言いました。『ご町内の人に打ち明けましょうよ』と。夫も、

隠すのももう限界と分かり、班長会議で打ち明けることにしました」。 

その班長会議で「じつはうちの父親が…」と言い出したら、「知ってるよ！」 そこ

で「よろしくお願いします」と頭を下げたら、「○○辺りを歩いていたので、連れ戻し

たよ」などと行動を起こしてくれるようになったそうだ。 

 

⑶親が徘徊を始めたら、噂の種にしてもらわねば… 

 ➋わが家のことがご近所の噂に上るのも嫌う。それでは情報が周りに広がらない。
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認知症で徘徊を始めたら、たくさんの人に知ってもらわねばならないのに、それが阻

まれるのだ。家族を救いたければ、むしろわが家のことを井戸端会議で話題にしても

らうぐらいでないと駄目なのだ。 

 

⑷「困った人は助ける」。しかし「助けて」とは言えない 

 ➌日本人は「助けて！」が言えない人種のようだ。講演会場で「困った時に『助け

て！』と言える人は？」と聞くと、「言える」と答えるのは、３％から５％。ほとんど

の人が言えない。では日本人の善意はどの程度なのか。長野県須坂市が、住民に「あ

なたは足元に困った人がいたらどうしますか？」と聞いてみた。①「頼まれなくても

助ける」が２３％。②「頼まれたら助ける」が７２％。「断る」が５％。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 カギは「頼まれたら助ける」の７２％にある。日本人の善意は受け身型なのだ。と

ころが、困った時に「助けて！」と言える人が３～５％では、「頼まれたら助ける」の

７２％は手の出しようがない。日本人が助け合いができない最大の原因は、やさしさ

の欠如ではなく、多くの人が助けを求めることができない点にあったのだ。 

 

⑸助けを求めれば、迷惑をかけることになる 

そして➍、助けを求めるとなると、相手にああしてこうしてと頼むのだから、迷惑

をかけることになる。それは仕方のないことなのだ。ところが日本人はこれができな

い。読者の皆様もおそらく、「何をしてもいいけれど、人様に迷惑をかけることだけは

しないで」と母親にくどくどと諭されたはずだ。この伝統を打ち破らない限り、助け

合いは始まらない。 

「助け合い」と言うよりは「迷惑かけ合い」と言った方が、実体に近いのではないか。 

                                           

 

                                           

７２％ 

頼まれたら助ける 

頼まれなくても助ける 断る 

２３％ ５％ 

言える （３～５％） 

言えない 

足元で困った人がいたら？ 

困ったとき「助けて！」と言えるか？ 
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⑶あなたが助ける立場の場合 

今度は「助ける側」から見てみよう。関連しているのは、以下の４項目。     

 

➎人のことはなるべく詮索しないようにしている 

 →詮索するほどの積極性がないと、人々の困り事は見えない。 

➏誰かが認知症と気付いても、だれにも言わないようにしている 

 →それでは困り事の情報が周りに伝わらない。 

➐困っている人には、お節介と言われない程度に関わる 

 →そんなに消極的な姿勢では、人は助けられない。 

➑引きこもるのにも事情があるから無理にこじあけるべきではない 

 →だから、孤立死が生まれるのだ。 

 

⑴詮索しなければ相手の困り事は見えない 

➎「人のことは詮索しない」は、一見、良いことのように見える。そもそも「詮索」

するという言葉自体が「よくない行為」と見られている。 

しかし「詮索しない」を助け合いの観点から見たら、「困った人がどこにいるか知ろ

うとしない」ことと同じなのだ。相手は、自分のことを知られたくない、だから隠そ

う隠そうとしているのだから、対抗上、こちらが積極的に詮索しようとしなければ、

相手の困り事に気づきようがないのだ。 

 一人暮らし高齢者等への見守り活動が盛んだが、厳密に言えば、ただ「見ている」

に過ぎない場合が多い。詮索ネットワークこそ、本当に人を助けたい人のつくる輪だ。 

こうなると女性の詮索好きは、助け合いを広げるためには貴重な資質で、むしろ「人

のことを詮索するな」と奥さんを叱るご主人こそ、助け合いに不向きなのだ。 

 

⑵「私は口が堅い」は好ましくない？ 

➏「誰かが認知症と気づいても、だれにも言わない」のは、いかにも紳士的に見え

るが、これでは困った人の情報が広まらない。徘徊する認知症の人を地域で見つけ出

すには、この情報をみんなで共有しなければだめなのだから。「私は口が堅い」と自慢

するのは、助け合いの観点からは、好ましいとは言えないのだ。むしろ適度に「口が

軽い」人が好まれる、ということになる。「誰かが認知症だと気付いたら、みんなに言

いふらしましょう」ぐらいでいいのだ。 
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⑶「どんなに嫌われてもお節介する」が正しい 

 ➐元々日本人は助けを求めることができないのだから、「お節介」と言われようが強

引に関わらないとどうしようもない。先ほどの調査で「頼まれなくても関わる」と答

えた人が２３％いた。この人こそが助け合いには貴重な存在なのだ。 

「お節介と言われない程度に関わる」と言えば聞こえはいいが、「本気で人を助けたい

とは思わない」と告白したようなものだ。今求められているのは、どんなに嫌われよ

うが、困った人がいたら果敢に助けの手を差し伸べる、その強引さなのである。 

 

⑷こじあけなければ孤立死する 

➑引きこもりの人がいても、その人なりの事情があるのだから無理にこじあけるな、

といえば、「それはそうだ」と納得しそうだが、これもまた、本気でその人を助けたい

とは思っていないということである。だから孤立死が生まれる。 

アパートに住む若夫婦。隣室から子供の泣き声が聞こえる。暴力を受けてうめき声

を出しているといった感じ。そのあと、何やらゴロゴロという音がして、子供のくぐ

もった声がその中から。電気洗濯機に入れられていた! 

 意を決して、夫は妻に言った。「これから隣りに突入するから、警察沙汰になったら

ごめんね」。こうやって宣言通り突入して、無事子供を洗濯機から救い出した。 

子供を救出しようという時にも、わざわざ妻に「書き置き」ならぬ「言い置き」をし

ていかねばならない日本という国は、一体どうなっているのか… 

 

⑸災害が起きれば「こじあけ」ねばならぬ 

 今は、毎日のように「災害」が起きている。雨が降れば洪水、雪が降れば大雪で鉄

道や道路は寸断され、孤立集落ができる。風が吹けば暴風といった状態だ。「平穏無事」

な日が１年でどのくらいあるだろうかと、つい指折り数えてみたくなる。 

 これまでの「おつき合い」は、その平穏無事な日々を想定したものだった。しかし

現実は日々が異常な状態になっている。そういう時代に対応するためには、「もし災害

が起きたら」ということではなく、「日々災害」を頭に入れた、「日々防災」の体制を

つくっていかねばならない。今述べてきた、息が詰まるような「ずぶずぶ関係」を向

こう三軒につくることが、その「日々防災」の最も具体的な実践なのだ。 

 地震が起きた時どの家が壊れるか、だれが被災するか分からない。その時やるべき

ことは、そういう家に押しかけて強引に助け出すことだろう。 

本当に役立つ「防災訓練」をしたければ、隣人が予告なしに要援護者の家へ踏み込

むぐらいのことをメニューに組み込むべきである。 
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⒋あなたのご近所づき合いは？ 
 最後は、私たちのご近所づき合いのあり方。 

 

➒お互いのプライバシーは十分に尊重し合うべきだと思う 

 →つまり「あなたのことは放っておきます（助けない）」ということ 

➓隣人とはあまり深入りせず、ほどほどのおつき合いを心がけている 

 →困り事は言い合わない、つまり助け合いをしないご近所関係 

 

⑴プライバシー尊重は「人を助ける気がない」と同じ 

➒「私はプライバシーを尊重する主義だ」と言えば、良識人に聞こえる。しかしこれ

は、相手のことをなるべく知らないようにしてあげる、そして他の人にも知られない

ようにしてあげる配慮だろう。そう配慮すれば、その人が困っても、だれもそのこと

を知らないのだから、結果としては助けないのと同じことになる。 

「俺はプライバシーは尊重する主義なんだよ」と男性が胸を張って言うが、言い換え

れば「俺は人を助ける気はないんだよ」と言っているのと同じなのだ。 

 

⑵「ずぶずぶ関係」は、助け合いが始まる絶好の条件 

 ➓都会の主婦が言う「ヌカミソの中まで見せ合う関係はイヤ。お互いのプライバシ

ーまで踏み込まない、スマートなおつきあいを」。実質は困り事は打ち明けない関係だ。 

 日本人は我が家の問題を必死に隠したがる。それでも困り事を見つけるには、相手

の家に入り込むよりほかにない。しかも、それを見た以上、放置できず「私がやった

げる」と言って強引に関わってしまう。そういうことが可能になるのだ。 

 

⑶助け合いはきれいごとではない、ということ 

私たちは助け合いをスマートにやりたいと思っている。しかしそれはないものねだ

りである。助け合いは元 「々スマート」から最もかけ離れた、ドロドロの営みなのだ。 

人のことを詮索し、困った人が見つかればお節介を焼く、相手が引きこもるとなれ

ば、押しかけてドアをこじあける。一方で身内に困り事が起きれば、恥も外聞もなく

「助けてー!」と叫び、周りの人のお世話になる。そういう世界なのだ。 
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⒌これでは社会問題は解決しない 

⑴最近の社会問題と「おつき合い」の関係は？ 

最近話題に上っている福祉問題と私共が今問題にしている５項目を結んでみた。社

会問題の解決を阻んでいるのが、これらの課題だということがわかる。 

 

⑵「認知症らしい人」に声をかけられるか？ 

徘徊死の問題にしても、道すがらそれらしい人物を見つけたとして、その人に気軽

に声をかけられるか、または本人の意思に反して警察なり役所に連れて行けるか。そ

れができる環境ができていないと、とてもその勇気は出ない。 

 

⑶孤立死の心配のある家に踏み込めるか？ 

孤立死の危険があるかどうかは、隣人は何となく察知している。ただ、本人の意思

に反して強引にドアを開けて踏み込む勇気がないだけのことである。 

児童虐待についても、隣人はその家庭内の状況は大体わかっている。社会に「それ

でも踏み込んで構わない」という暗黙の了解ができていれば、事態は変わってくる。 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷介護に行き詰ったら地域に助けを求められるか？ 

介護殺人は男性介護者に多い事件である。この人がオープンにしたがらないし、他

人が入ってくるのを拒む。求められているのは、周囲に助けを求める勇気だ。 

徘徊死 
 

孤立死 

介護殺人 

虐待 

詮索しよう 

お節介 

しよう 

こじあけよう 

隠さない 

「助けて！」 

と言おう 

家族 

家族 

本人 

介護者 

親 

接点の人・通行人 

隣人 

隣人 

隣人知人 

隣人知人 

隣人 

隣人知人 

隣人知人 
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⒍それでも助け合いを起こすには 
 わが国の助け合いはしたくない風土を乗り越えて、助け合いの気風を作り出すには、

どんなことに努力したらいいのか。  
 

⒈すべては「助けて！」から始まる                                                                                                              

⑴カギを握るのは「オープンにする」だった 

以下に、１０個の課題のうち、６つに絞って、これらを引っ繰り返してみた。 

講演の中で、この図のどれがカギを握っているかと聴衆に聞くと、皆さんが指すの

は➊だった。抱えた問題をオープンにすれば、容易に助け合いに発展できる、という。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵助ける側の３つの行為が必要でなくなる 

たしかに、オープンにすれば、それはとりもなおさず SOS を発信することになる。

すると、「助ける側」の３つの行為が事実上、必要でなくなる。 

この３つが必要になるのは、問題を抱えた人がそれを隠すからだろう。オープンに

されれば、詮索もお節介もこじあけも不要になるのだ。 

 

⑶「助けられ上手さん」がいた！ 

 地域には「助けられ上手さん」と称すべき人物が存在していることがわかってきた。 

 ある高齢者夫婦。車椅子生活の夫を妻が介護していた。その妻が見事な「助けられ

上手」ぶりを発揮していたのだ。夫を病院に連れていく時は、町内会長さんに車で運

んでもらう。自分は介護のために外へ出られないのでと、何人かのご近所さんに「家

に遊びに来てね」。車椅子を押すのに苦労する時は、あなたとあなた、車いすを押して

助
け
る
側
 

❺
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る
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ねとお願いする。介護生活でストレスがたまると、趣味グループに「私も入れてね」。

こうやって、自分の困り事をすべて、ご近所の人の手で解決してもらっていた。 

 

助けられ上手さん助けられ上手さん助けられ上手さん助けられ上手さん助けられ上手さん助けられ上手さん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！

  

⑷福祉の営みは、助けられる側がリードしていくもの 

福祉の営みは助けられる側がリードしていくものなのだ。自分の問題の解決策を考

え、どのように解決したらいいかを考え、担い手を掘り起し、活用していく。 

 

⑸困った時、助け手を上手に活用するのが「自助」 

自助とは何か。自分に何か福祉問題が生じたときに、自力解決の努力をする一方で、

それが叶わない場合、周りの人たちに助けを求める。助けられ上手というのは、まさ

に自助努力の一環だった。同じ問題を抱えた人と解決努力をするのも自助。 

 

⑹子どもの頃から「助けて！」の練習を繰り返す 

 助け合いが始まるための近道は、だれもが気軽に「助けて！」と言えるようになる

こと。「助けて！」という練習をすればいいのだ。助けてもらうことに慣れること。 

ＮＨＫテレビを見ていたら、ある小学校のクラスが出てきた。女の先生が「セーノ！」

と言うと、児童全員が一斉に「助けて－」と叫んだのだ。同じくこんな映像も出てき

た。ＮＰＯが小学生を集めて、一人ひとりに「助けて！」と叫ばせ、「ハイ、君は７５

点」「君は９０点」と点数が書かれた札を掲げていた。 

横浜市の町内会の役員会でおつき合いのやり方を変えようと訴えた。講演後会長が、

「試しに『助けて！』と叫んでみよう」と提案。私が音頭を取ってのシュプレヒコー

ルとなったが、一人の参加者が「私、一度これを叫んでみたかった」と目を輝かして

いた。会長も「これから役員会の最後にこれを叫ぼう」。 

●印が助けられ上手さん（★印）が支援を求めている相手 
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⑺「ボランティア講座」よりも「助けられ上手講座」を 

今まで福祉機関が開いていたのは「ボランティア講座」だった。人々に思いやりの

心を培おうというのだが、しかし先の調査結果にもある通り、日本人の９５％が「困

った人がいたら助ける」と言っている。 

それに代わって開くべきは「助けられ上手講座」である。私どもは町内ごとに「助

けられ上手講座」を開くよう提案している。介護中の主婦や一人暮らし高齢者、障害

者等の助けられ上手さんに登場してもらい、体験を発表してもらうのだ。 

 

⑻助けられ下手さんも誰かを見込んでいる 

誰彼かまわずに助けを求めるのはたしかにむずかしいだろうが、「あの人にだけは言

える」という一人をつくっておけばいい。長い人生でそういう人を１人や２人、確保

するのはそんなに難しいことではないはずだ。   

マップづくりの中で孤独死のケースを見つけた（次のマップのＡさん。ピンク色）。

一人暮らしの女性で、死後一週間で見つかった。人との交流を拒んで家に引きこもっ

ていた。ご近所の人に聞くと、彼女と接点のある人は皆無だと言う。民生委員が訪れ

ても、ドアを開けなかったそうである。それでも誰か（交流のあった人が）居るので

はと食い下がったら、斜向いの人（青色・右側）には心を許していたと。 

では、なぜ孤独死してしまったのか。じつは、この人は少し前に-引越していた。そ

の他に親しい人はいなかったかとさらに聞いていくと、同じご近所内に住む女性（青

色で左端）が、彼女と料理ボランティアの仲間だったという。 

引きこもりと言われる人も、

１人か２人の「助けてと言える

相手」を持っていることがマッ

プ作りで分かって来る。その人

が自身の役割を自覚すれば孤

立死を防ぐこともできる。 

そこでご近所ごとに支え合

いマップ作りをして、要援護者

を含めた住民が、困った時に誰

を頼りにしているかを探し出

し、➊頼られた人にそのことを

自覚してもらい、その人なりに対応してもらう、➋頼られた人が活動しやすいよう側

面・後方支援する、➌この側面・後方支援をご近所ごとに組織的に進めていくのだ。 

 

Ａさん（孤独死した女性）

（油絵の趣味あり）

料理ボランティア
仲間

Ａさんに見込まれた人

（最近引越していた）
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⒉オープンな社会づくり 

⑴助けてもらうには自分をさらけ出さねばならない 

 助けられ上手講座で「助けを求める」ことの大事さを悟ったという人が、感想文に

書いていた。「私が今まで助けを求めることができなかった理由が、今日はじめてわか

った。助けを求めるには、自分の弱みをさらけ出さねばならないからだったのです」。 

 ところが、助けられ上手さんは、別の言い方をする。「私の弱みを知っていただく」。

私はこういう問題を抱えている、と言うことは、自分の弱みを露わにすることである。 

 

⑵一人がオープンにすると周りの人もこれにならう 

地域には生まれもって「ひらいた人」がいる。身内が認知症になったことを、まわ

りに言ってしまう。この人を生かせば、助け合いへの最大のハードルをクリアできる

かもしれない。一人がオープンにすると周りの人もこれにならう、という傾向がある。

ご近所に一人こういう人がいれば、域内に広がるのはそうむずかしくない。 

町内会長・Ｆさんから、こんな話を聞いた。副会長のＫさんのお母さんの徘徊が激

しくなってきたので、彼女の写真入りのチラシを作って２人で配り歩いたら、なんと

１０軒もの人が「じつはウチにも認知症の家族が…」と言い出したのだ。 

 

⑶当事者グループはひらいた人の集まり 

同じ問題を抱えた人たちの助け合いのグループ・当事者グループの中に「ひらいた

人」が必ずいる。というより、ひらいた人たちでグループを作っていると言ってもい

い。私は認知症です、私は統合失調症です、私は癌患者です。初めは隠したがる人も、

グループに入ることで「ひらいた人」の影響で自身もひらき始める。 

 

⑷要援護者ほど「情報防衛」をするな 

 足元のご近所には内緒にしておきたいと考える。俺のことは周囲にだけは知られた

くないと。しかし要援護状態になれば、いのちの危機にストレートにつながる。 

一人暮らしになったり要介護になったりと、自身が要援護に近づけば近づくほど、

個人情報は守ろうとしてはならないのだ。孤立死というのは、そうした本人の間違っ

た自衛意識から生じている。本当に自分のいのちを守りたければ、積極的に自分の情

報をまわりにオープンにしていかねばならないのだ。 

 さすがに９０歳を超えた一人暮らしの女性は、意図的に自分の身を周りの人に晒そ
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うとしている。家を終日開け放して誰でも立ち寄れるようにしたり、サロンなどを主

催したりと。個人情報をむしろ放棄しようとしている（下のマップ）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸「自分のいのちも周りに預ける」気持ちで 

 まだ元気なうちはいいとして、高齢になったり、要介護になったり、一人暮らしに

なったりと、人の助けが必要な状態になると、むしろ自分の個人情報は自分だけのも

のでなく、ご近所の共有財産にしてもらわねばならないのだ。「情報」というよりもも

っと広く、本人のいのちそのものをご近所に差し出すのである。 

 

⑹「ご近所内のプライバシー」という発想 

「ここだけの話ですが」という言葉がある。その話の場にいる人たちだけに適用され

るプライバシーと考えたらどうか。 

プライバシーというのは、大抵は個人に適用されるものだろう。その人や家族にし

か明かせない内緒の話。「ここだけの話」というのは、このプライバシーという概念を、

家族以外にも広げようということではないか。その場に居た者だけには明かせるが、

その他の人たちには隠しておきたいこと。 

「俺のことは知られたくない」「ご近所で噂話にされるのもイヤ」という人がいるが、

現実はどうか。「話題にされたくない」と本人は主張しても、ご近所内の井戸端会議で

は当然、話題にされているだろう。本人は自分のことは周りには知られていないと思

っていても、ほとんど知られている。 

ご近所に事実上プライバシーは存在していない。そのことを認めてしまったらどう

か。ただし、「ご近所内でのプライバシー」は保護されている。 

 個人のプライバシーはなくなったに等しいという事実は、福祉をするには好都合だ。

人が助け合うにはお互いの何もかもが筒抜けにならなければならないからだ。 

● 
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⒊迷惑かけ合い社会 

⑴親から「人に迷惑かけるな」と叩き込まれる 

私たちが親から叩き込まれるのは「人に迷惑をかけるな」である。そのために、だ

れもが神経質なほど人に迷惑をかけないよう心掛けている。しかし人に助けてもらう

には迷惑をかけざるを得ない。その矛盾を解決できないままになっている。 

 

⑵迷惑をかけることにも、かけられることにも寛容な欧米 

ところが欧米やアジアの社会では、人々は迷惑をかけることにあまり神経を使って

いないことに気づく。だから、自身が人に迷惑をかけられても気にしない。「お互い様」

と思うからだ。 

日本企業の元イタリア駐在員がブログでこう書いている。「日本人には『他人に迷惑

をかけること』は 『ものすごく悪いこと』という意識があるが、ここではそれほど悪

者扱いされてないようだ。自分が生きるためには周りに迷惑をかけることは仕方なく、

また、時には迷惑をかけられることもあるから、『まあ、迷惑かけるけどいいじゃん』

といった感じではないか」（『イタリア駐在員は見た！イタリアってこんなとこ？』）。 

ボストン在住の日本人は、「アメリカに暮らしていて、『人さまに迷惑をかけるんじゃ

ありません』といった意味のフレーズは聞いたことがない」（茂木賛さん『夜間飛行』）。 

 

⑶「迷惑のかけ合い」をやってみたら？ 

インド在住の aikoさんのブログ「心のヨガでシンプルに暮らそう～アドヴェイタ ヴェーダーンタ」

には、こうある。 

「インドの人たちは、『あなたは人に迷惑をかけて生きていかなければならないのだか

ら、人のことも受け入れてあげなさい』と教えられ育っているようなのだ。混乱して

夜中に電話をかけてきたり、留守の間に勝手に部屋に入って必要な物を借りて行った

りと、『日本人なら家族にも遠慮して出来ないようなこと』を、彼らは他人にも平気で

できる。『そんなことはとても我慢できない』と思いそうだが、迷惑のかけ合いをやっ

てみると意外に心地よいことに気付くらしい。 

彼等のように『人は迷惑をかけなければ生きていけない存在である』ことを認めて、

『自分が迷惑をかけないこと』よりも『相手を迷惑だと思わないで受け入れる』努力

をする方が、みんな幸せになれるのではないか、と提案する人もいる。迷惑をかけな

い文化から敢えて迷惑をかけ合う文化に転換していかなければ、助け合いが始まりよ

うがないのだ」。 
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⒋ご近所でズブズブ関係づくり 

⑴「ズブズブの関係」こそ助け合いのベストの環境 

 前述のように、必要とあらば夜中でも電話をしてきたり勝手にものを借りて行った

りするインドの知人たちとのつき合いについて、aiko さんはこう述べている。 

「実際(そういう迷惑なことを)されてみると、大して迷惑なことでもない。自分のプ

ライバシーへのこだわりを少し減らせばいいだけのこと。そして相手を受け入れる気

さえあれば、相手もいつでも受け入れてくれる。相手がズカズカと踏み込んでくると

いうのは、逆に言うと、相手にもズカズカ入っていける。つまり相談しやすい雰囲気

でもあります。もっと私の時間を使ってもいいよ。もっと私のこと使ってもいい」。 

 戦前にはあったらしい「ズブズブのご近所関係」。aiko さんがインドで体験した迷

惑かけ合い社会は、このズブズブ関係でもあった。隣人同士が異常接近し、家と家の

境をなくし、場合によっては疑似家族のような関係になっていく。そこではプライバ

シーはゼロに近く、迷惑かけ合いそのものの関係だ。 

 考えただけで、ぞっとする人も多いだろう。しかし助け合いを本気でやりたいなら

ば、こんなに好都合な環境はないのだ。 

 江戸学者といわれる田中優子さんが、子供の頃の体験を雑誌で書いていた。彼女は

江戸時代の一般的な住宅であった長屋に住んでいた。数軒が同じ屋根を共有していた。

しかも隣とは襖１つで区切られていただけ。隣の声はすべて筒抜け。襖を全部取れば、

それこそ○メートル競走ができたと冗談に言っていた。 

そんな息苦しい生活によく耐えられましたね、という質問に彼女はこう答えた。「息

苦しいとは思いませんでした。むしろお互いに委ね合っている、といった感覚です」。 

 

⑵「ご近所づき合い」を見直す 

 住民が助け合いをしている場によく出会うのは「ご近所」である。住民はおよそ５

０世帯の小さな圏域でふれ合い、助け合っている。それ以上大きな圏域では、助け合

うどころか、お互いのことを知ることさえ難しくなる。 

私たちが困ったとき本当に助け合えるのは、わずか数名の仲間とだけなのだ。向こ

う三軒両隣の人たちである。それより広い圏域では、「助け合い」と言うよりは「助け

活動」になってしまう。だから五十世帯のご近所は助け合いの限界圏域と言った方が

いい。「地域で助け合い」という場合、その「地域」とは自治区か校区だろう。こんな

広い圏域では、助け合うどころではなく、お互いを知り合うのさえ難しい。これから

はご近所という小さな圏域での助け合いを推進していく必要がある。 
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⒌助け合いは天性主義で 

⑴お節介が得意な人と苦手な人が 

 助け合いを広げていくにはお節介を敢えてするぐらいでないといけない、とは言う

が、引っ込み思案の人には無理である。一方で、天性の世話焼きさんは、「でしゃばり！」

と陰口を叩かれても関わってしまう。こういうことは、やはり生まれ持っての資質な

のだ。助け合いに天性主義という発想を取り入れる必要がある。 

 

⑵２３％のお節介さんが活躍すれば十分 

 現に一つのご近所に、数名の世話焼きさんが存在しており、彼らが連携すれば、ご

近所内の助け合いはそれで足りるはずだ。既に紹介したように、長野県須坂市の調査

で、「あなたは足元に困った人がいたらどうしますか？」の質問に、「頼まれなくても

関わる（つまりお節介さん）」が２３％もいた。住民の４分の１である。世話焼きさん

の一部は引きこもりの人もこじあけてしまう。 

 

⑶世話焼きさんに「お墨付き」を 

 問題はこの世話焼きさんが動き出すと「お節介」とか「でしゃばり」などと陰口を

言われることだ。そこで彼女らが動きやすい環境を作ってあげる必要がある。その一

つが「お墨付きを与える」ことだ。自治会長になれば堂々と世話を焼ける。福祉推進

員とか見守り協力員など。 

逆にそういう役に世話焼きさんが就任していないために、活動がうまくいかないケ

ースが多い。だから世話焼きさんを探し出して、そういう役についてもらうことで、

助け合いのご近所になっていくはずだ。 

 

⑷世話焼きさんを支え合いマップで探し出せ 

 助け合いを起こすための必須の人材－世話焼きさんは、どうやって見つけるのか。

ただ何となく地域を眺めてもわからない。世話焼きさんはなるべく目立たないように

人のお世話をしているからだが、支え合いマップ作りをすれば、ちゃんと見えてくる。 

支え合いマップは、住宅地図上の人々の関係を線で結んでいく。特定の一人から何

本もの線が周辺（の要援護者）に向かって走っている。十本ぐらい出ている人が大型

世話焼きさんで、５～６本が中型世話焼きさん、２～３本が小型世話焼きさんとみて

いい。 


