住宅地図に住民の助け合いを載せる。これで地域が「見える化」

支え合いマップ
づくり入門
木原 孝久 著
住民流福祉総合研究所
三五〇-〇四五一 埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷一四七六の一
電話 〇四九-ニ九四-八二八四

⒈支え合いマップづくりとは？
住民のふれあいや助け合いの実態を、地元の人から聞き取り、住宅地図に記入してい
くことです。地域にどんな福祉課題があり、住民はどう対処しているか-その結果をも
とに、これからどんなことに、どんなふうに取り組んだらいいのかを考えるのです。

■「福祉マップ」と「支え合いマップ」の違いは?
「福祉マップ」は、要援護者を地図に乗せるだけ。
「支え合いマップ」は要援護者に周囲の誰がどのよ
うに関わっているかも調べます。住民の暮らしにくさの原因も、その問題に対し住民がどんな解決努力
をしているかも見えてきます。それを生かすことで効率的に福祉のまちを作ることができるのです。

■地図の人名と位置で思い出す

ん。住民が集まって、ＡさんはＢさん
が見守っている、Ｃさんの困り事には
Ｄさんが関わっていると情報を出し合
い、それを地図に集約することで見え
てきます。地図の人名と位置関係を見

①地域を漠然と眺めても、人
の関わり合いは見えない。
②地図上の人名と位置関係
で、それが見えてくる。
③関わり合いの線の少ない人
が「気になる人」
。

ると、
「そう言えばＡさんちでＢさんの
姿を見かけた」などと思い出すのです。

■目的は取り組み課題の抽出

⑸

⑸取り組み課題が
出てくるには？
①マップづくりをする人の一

「取り組み課題」とは、
「問題」と「解

番の悩みは「取り組み課題」

決策」を合わせたもの。課題が出てく

が出てこないこと。

るには住民が抱えている問題を打ち
明ける必要があります。それができる

②当事者の現状に満足しては
課題は出てこない。
③要援護者でも、もっと豊か

環境をどうつくるかが課題です。

に生きられるべきだと目標
を高くすれば出てくる。

取り組み

＝

問題

＋

⑷

解決策

課題
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福祉のまちづくりのために、住民の支え合いの実態を

下での営みなので、表面では見えませ

住宅地図に記入して取り組み課題を抽出すること。

住民のふれあいや助け合いは、水面

⑷なぜマップづくり
が必要なの？

⑴

⑵

⑶

■要介護でも豊かな生活ができるように
⑴福祉のまちづくり
とは？

①要援護者になっても、とは「要介護３や４になっても」
。
②できるかぎり施設でなく自宅で生きていけるようにする。

①要援護者になっても

③要介護でもふれあいや趣味が楽しめること。

②住み慣れた家や地域で

④そのためには、公的サービスと住民の助け合いが連携し、隙

③安全かつ心豊かに生きられ

間を作らぬようにする必要があります。

るよう
④住民と関係機関が協力する
こと。

■「まちづくり」より「ご近所づくり」を
人々は平均５０世帯でふれあい、助け合っています。ここを
「ご近所」と名付けました。支え合いマップはこのおよそ５０
世帯ごとにつくるのですが、そこで出てきた課題がそのまま「ご
近所福祉」をすすめるための取り組み課題になるのです。

⑵なぜ 支え合いを
調べるの？
①要援護者が地域で生きるた
めに、支え合いは不可欠。
②公的サービスの充実で支え
合いが低調になった。

■公的サービスが充実して助け合いが低調に
介護保険制度が始まってから、人々はこぞってサービスを利
用するようになりました。お隣さんに頼まなくなったのです。
頼まれる方も、
「サービスを利用したら？」と言います。こうや

③そこで支え合いを盛んにす

って住民の支え合いが段々行われなくなりました。要介護の人

ることが福祉のまちづくり

が地域で安全に、また生きがいをもって暮らすには、周りの人

の重要なテーマに。

が見守ったり、仲間入りさせてあげねばならないのです。

⑶どんなことを
調べるの？
①要援護者がどこに？
②どんな問題を抱えている？
③だれが関わっている？
④その他、福祉のまちづくり
の課題は？

■要援護者探しだけでなく誰が関わっているかも
要援護者がどこにいるかだけでなく、だれがその人を見守っ
たり、困り事を解決してあげているのかも、同時に調べます。
その地域（ご近所）が住みにくくなっている問題をつきとめる
とともに、住民がどのように解決努力をしているのかも調べま
す。当事者や住民の解決努力を生かして、彼らに納得できる解
決策、彼らにも取り組めそうな解決策を考え出すのです。
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⒉マップづくりで必ず守ること
マップづくりを実際にやってみると、うまくいかない場合があります。欲しい情報
や取り組み課題が出てこないのです。マップづくりのルールを守っていないと、こう
なります。マップづくりは手品ではありません。以下のことを必ず守ってください。

➊だれが参加するのか？
したがって、マップづくりに集まっていただく

◆マップは、
「ご近所」ごとにつくります。
「ご

のは５人程度になります。

近所」とはおよそ５０世帯（３０～８０世帯）
の圏域で、ここで人々はふれあって生活して

◆ご近所内のふれあい、助け合いの実態をよく知

います。数百世帯の自治会で一気につくって

っている方を選んで下さい。となると、やはり

しまおうとすると、必ず失敗します。３００

女性の方が断然有利になります。

世帯の自治会なら、６つぐらいに分けて、そ

◆集まっていただく５人は、当然、そのご近所内
に住んでいる方です。

れぞれの「ご近所」ごとにつくりましょう。
◆１０世帯程度の「小ご近所」から１人ずつ集

◆それに、オブザーバー役、または聴取する役と

まっていただくと、うまくいきます。人々の

して、自治会や民生委員、地区社協や市町村社

ふれあい状況について、１人の住民が知って

協、地域包括支援センターの方などが参加して

いるのは、１０世帯程度の範囲なのです。

もいいです。

➋だれが「聴取」するのか？
◆マップづくりの場では、聴取する人とそれに答える人という役割分担が生まれます。ではだれが
その役を担うのか。
◆まず基本となるのは、ご近所の住民が自分たちのご近所の福祉に取り組むために、お互いの情報
を出し合うということです。
◆といっても、マップづくりは一定の技術や知識を必要とするので、自治会や民生委員、あるいは
社会福祉協議会などの人が聴取役を引き受けることもありえます。それでも、ご近所の人たちに
よる主体的なマップ作りなのだという基本原則は忘れないようにしましょう。
◆聴取した結果をマップに記入する役も、聴取者が務める方がいいでしょう。
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➌用意する物は？

➍作業の時間と回数は？

◆まず住宅地図を模造紙大に拡大したものを用意

◆１回あたり１時間半が適当です。これより

します。どちらかと言えば高齢の人が集まるの

少ないと情報が出てこないし、多いと疲労

で、文字や地名がよく見えるようにする必要が

してしまいます。

あるのです。

◆それで終了ではなく、その後に「取り組み

◆太いマジックペンで書きます。色は自由です。
ボールペンで小さく書くのは禁物。

課題」を整理するために、同じぐらいの時
間をとりましょう。

◆付箋は使わず、直接書き込みましょう。

◆ただし、１回限りでは十分な情報は出てき

◆丸いシールを数色用意すると、要援護者の種類
毎に色分けして印をつけるのに便利です。

ません。別の機会に、他の問題（子どもな
ど）や、１回目にあまり情報が出なかった
所でやりましょう。

➎プライバシーの問題にどう対処したら？
◆マップづくりは基本的に、ご近所の人が集まって、ご近所内の福祉問題を出し合い、対策を考えるこ
とです。そのためには誰がどのように要援護になっていて、それに誰が関わっているのかなどを話し
合わねばなりません。
◆「自分のことは話題にしないで、放っておいて」と主張する人もいますが、それでもその人に何かあ
った時は結局は皆で助けなければならないわけでしょう。その人とよく話し合う必要があります。
◆といっても、話題に上るのは、ご近所の井戸端会議で出ている情報だけです。行政からの情報は要り
ません。民生委員や自治会長も、行政からもらった情報はマップづくりの場に持ち出さないことです。
これは調査ではありません。
◆一見「井戸端会議」ですが、実質は住民レベルのケア会議という生真面目な営みなのです。
◆出来上がったマップとその情報は、あくまでご近所で助け合いを進めるためのものです。従って、そ
れはご近所内に閉じ込めましょう。ご近所外には出さないということです。
◆本当に助け合いをするには、ご近所内のあらゆる福祉情報（要援護者等の）がオープンにならねばな
らないのです。
「プライバシー」や「個人情報保護」などと言っていては助け合いはできません。助
け合いをしたいのか、それともプライバシーを守りたいのか、二者択一になります。
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⒊どんなことを調べるの？
大きく分けると「気になる人」と「気になること」
。前者は要援護者で、住民が気
になっている人。後者は住民が住みづらさを感じている問題を取り上げます。
「気になる人」では、その要援護者にだれが関わっているのか、またその要援護者自身が自分の安
全確保や問題解決のためにどんな努力をしているか（自助努力）を調べます。

「気になる人」探し
自立努力を
４つの課題があります。①

しているか？

安全が守られているか。②困

仲間同士で
助け合って
いるか？

助けられ
上手か？

り事が解決されているか。③
必要な介護やケアがなされて
いるか。④要援護者でも豊か
な生活ができているか。

本人は自助努力を
しているか？

安全

介護

豊かに

４つのテーマで調べる

困り事

要援護者の問題

気になる人
左の４項目の
いずれかが不充足

だれが関わって
いるか？

■誰が関わっているか？
①ご近所の人、
②自治会や民生
委員、ボランティアなど、③関
係機関（介護事業所や行政）の
３者。③のサービスが入ると一
件落着と見てしまいますが、で

関係機関

きるだけ①のご近所で関わるよ
う仕向ける必要があります。
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自治会
民生委員
ボランティア

ご近所の人

「気になること」探し

■誰がどのように取り組んでいるか？

「気になる」理由は２つあります。１つ

おもしろいもので、地域で問題が生じると、

は、実際に住みづらい原因が存在する場

それを解決するための行動をだれかが取り始

合（買い物に不便など）
。もう１つは、ご

めます。新旧住民の交流が不足していると、

近所で住民は豊かに生きているかです。

両者が入り混じってのパーティやガレージセ
ールを開くとか。

「気になること」では、まずその問題に、
住民のだれがどのような解決努力をし

こうした、ご近所で実際に実践されている解

ているかを調べます。一方で関係機関は

決行動を上手に生かして本格的な企画を立て

どのように動いているかも調べます。

るようにすれば、うまくいくはずです。

ご近所は豊かに
生きられる場か？

関係機関の
対応は？

本来はご近所で豊かに生きていけるように努める

気になること
→住みづらさの原因
買い物に不便、
災害に弱いなど

２つの角度から調べる

住民一般の問題

べきです。今は何をするにもご近所を出て、他で用
を足しています。だから連帯が育たないのです。
なるべくご近所の中で充足しよう、ご近所の人に
助けてもらおうと考えるところから連帯が育ってい
くのです。
「ご近所で豊かさの実現を」と考えてみま
しょう。

住みづらさの
問題

だれがどのように
解決に取り組んで
いるか？

生活に不便なこと―と聞かれれば即座にいくつか
の問題が出されるはずなのに、そうはなりません。私
たちは不便なことに慣れれば、それを意識しなくなる
のです。
「あきらめ」の気持を捨てないと、
「問題」は
出てきません。
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⒋要援護者の見守り状況を調べる
一人暮らし高齢者等の見守り状況を聞くと、
「私が週一回訪問しているから大丈夫」と
言う人がいます。孤立死を防ぐには、もっと丁寧に見守り状況を調べる必要があります。

■本人と地域のあらゆる接点をマップで探る
下のマップを見てください。一人暮らしの人へのさまざまな見守り方を示しています。こう見ると、
見守っている人は意外にたくさんいるものです。これらを全部合わせると、ほぼ毎日誰かが見守ってい
ることになり、孤立死が防げる可能性が高まります。
隣の人が明りや車の出入りで
スーパー

見守る以外にも①本人の散
歩途中に見守る人はいないか、
②畑に出かけた時に隣り合っ

毎日スーパーに

た畑の人が見ていないか、③
グラウンドゴルフなどに参加
した時に見守られていないか
など、本人と地域の様々な接

娘
娘が毎日
携帯電話

グラウンド
ゴルフ場

部屋の明りで 毎日グラウンド
ゴルフ
一人暮らし
息子
２４時間見守り
息子が週に１回
通って来ている

散歩しているのを
見かける

一人暮らし

点を洗い出すのです。
一人暮
らし

車の出入りで
畑
畑で出会う

■見守りの線を引けば、
「気になる人」が浮かび上がる
下のマップは、ある地区での一人暮らし高齢者等への見守りの線を引いたものです。周りから５本も
線が入っている人がいますが、この人はと
りあえず安全。一方、線の少ない人や、全
くない人がいて、この人が「見守りが足り
ない人」ということになります。
ただ、この人についても、その人のごく
近くの人に改めて聴取すると、
「私が見守っ
ている」と言うかもしれません。見守り状
況は本人のごく近くの人しか見えないとい
うことです。
●…要援護者・気になる人 ★…世話焼きさん
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⒌要援護者の困り事を調べる
要援護者の安全確認だけでなく、その人がどんな困り事を抱えているのかも調べなけ
ればなりません。しかしマップ作りの場ではなかなか出てきません。工夫が必要です。

■一人暮らし高齢者は日々，五指に余る困り事を抱えている。
①

一人暮らしの高齢女性は、右に並べた

回覧板がよく読めない

ように、様々な困り事を抱えています。
②

それがマップ作りの場で全く出てこな

班（班長）の役割が負担

いのはなぜか。普段私たちは困り事は

③

表に出さないようにしているためです。

例えば一人
暮らし高齢者
の困り事

マップ作りの場に世話焼きさんがい
れば、自分が周囲の要援護者の困り事

犬の散歩が大変
④
草取りや庭木の剪定が大変
⑤

にどう対応しているか話してくれます。

ゴミ出しが大変

助けられ上手の要援護者がいれば、

⑥

周りの人に自分の困り事をどう解決し

具合が悪くなったとき心配

てくれているかを話してくれます。
バス停

他地区から庭の草取りに来てくれる

他地区から庭木の手入れに来てくれる

車に乗せてくれる

■助けられ上手さんの凄腕
左のマップでは、要介護の主婦が
自身で周りから助け手を上手に引

急な坂
雪かきしてくれる

Ａ子さん
バス停まで
乗せてくれる

き寄せています。マップを作るとこ
ういう助けられ上手さんが見つか
ります。これが本来のあり方なので

生協を一緒に購入
車に乗せてくれる

<世話焼きさんの困り事対応>
①物置の整理。重い物の持ち運び
②預金の払い戻し
③書類書き
④除雪
⑤病院等への送迎
⑥ゴミの処理

ゴミ出しをしてくれる

す。しかし現実には助けられ下手さ
んが多すぎます。

■世話焼きさんならこれぐらいのことをする
左に並べたのは、北海道で発見した男性の世話焼きさん
(80 歳)が足元の五人の一人暮らし高齢者(女性)にやってあげ
ている事柄です。
「カミさんが世話になったので、そのご恩返
し」と言っていましたが、それにしても、やれることはある
ものだと感心させられます。やってくれる人が足元にいれば、
これだけの困り事が出てくるものなのですね。

⑦電燈の修理

9

⒍要介護者は地域で豊かに暮らしているか
要介護者が施設に入所したり、ヘルパーを受け入れると、
「１件落着」とみなすようで
すが、福祉の目指すのは、要介護になっても地域で豊かに暮らせることなのです。

■こう考えたら課題は出てこない

⑤脳性マヒの娘
施設入所。これで安心

じつは要介護者本人は、地域で心豊か

②一人暮らし男性
引きこもり。どうしようもない。

に生きたいと願っているのです。本人の
そうした意向を無視して施設入所なりサ
ービス利用が行われないこと、入所して
も里帰りができたり、地域の趣味グルー
プやふれあいの輪に迎え入れてあげるこ

⑥要介護
施設入所して解決

とが大切です。このような、あるべき姿
をはっきりイメージしながら、聴取をす
①一人暮らし・要支援
子どもに引き取られて解決

すめる必要があります。
右のマップは、それぞれの要介護者に
ついて、こう考えたら、いずれも「問題
なし」となり、取り組み課題が出てこな
くなるということを示しています。

③要介護
嫁が介護
ヘルパーが入って
いるから大丈夫

④要支援
デイサービスを利用
しているから大丈夫

■障害児者の問題で聴取すること
１ 家族は障害をオープンにしているか。

障害者がいる家庭も、そのことを隠す傾向があります。

２ ご近所の人と交流できているか。

小さい頃から地域とは離れて別の学校や施設に通って来

３ 地域のグループに受け入れているか。

たため交流の機会が少ないのです。それでも地域のふれ

４ ご近所は家族を支援しているか。

あいやお楽しみ活動の輪に入っているか調べましょう。

■デイサービス利用者の問題で聴取すること
１ サロンや趣味等に加わっているか。

デイサービスを利用すると、ふれあいの輪からはずれ

２ 施設で自立を目指しているか。

ていく傾向があります。
「地域がつまらないから」とデ

３ 利用は本人の意向か家族の都合か。

イを選択する人もいますが、これでは本末転倒です。

■認知症の人の問題で聴取すること
１ 家族は認知症をオープンにしているか。

家族が認知症を隠す風潮がありますが、それでは支

2

住民は本人を地域の輪に加えているか。

援できません。徘徊ルート沿いに住む人がどれだけ見

3

地域ぐるみで見守りをしているか。

守っているかマップで確かめましょう。
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■要介護でも生きがいある生活を
家族・夫婦
⑤完全に充足
➍

本人の生活状況を点検するための「ダイヤグラ
ム」で本人の豊かさを考えてみましょう。
例えば、８４歳で認知症の一人暮らし女性につ

ふれあい
➎

いて住民に聞いてみました。
④家族はどうか？ 妹が近くに住んでいて、毎
日、通って来ている。娘も週に１回は来る。では
何か楽しみはないのか。はじめは「ない」と言い
ましたが、
「畑は持っていないのか？」と聞いたら、
自分の畑に毎日行っていることがわかりました。
これも立派な趣味です。

➏
社会活動

● ④かなり充足
●

➌

趣味・学習
●③どちらとも言えない
●
●
●
●
●
●
● ②あまり充足せず
●
●
● ①貧しい
●
●●
●
●
●
●
●
●
●
●
健康
➋
●
➊
収入・仕事

⑤ふれあいはどうか。畑友だちが３人いました。

■ダイヤグラムの測り方

⑥何か人の役に立っていることは？ 彼女はおし
んこ作りがうまいという。ならばそれを皆におす

人間が豊かに生きるのに不可欠なのがこの

そわけすればいい。①おしんこを売ったり、作り

六項目。項目ごとに五段階評価。
「完全に充足」

方を教えて、おこづかい程度の収入になればいい

が５。
「かなり充足」が４。趣味を社会に生か

―というように、今の本人の生活スタイルを生か

し、収入にもつながる。その過程で友達も増

して、より豊かに生きられる方法を考えていけば

やすというように、６つの充足度を効率よく

いいのです。

アップさせるコツがあります。

■要介護者の家族の問題で聴取すること
１ 在宅サービスを過剰に利用していないか。

要介護者に住民が関わる事例はなかなかありません。

２ 息子や、夫が介護するケースはあるか。

「おヨメさんが介護しているから大丈夫」と思うからで

３ 地域は介護者を支援しているか。

す。家族のストレス対策や、要介護者の豊かな生活支援

４ ご近所の介護者同士助け合っているか。

などやるべきこともあるのです。

■施設入所者の問題で聴取すること
１ 時々里帰りしているか。
２ 地域サロンや趣味活動に参加しているか。
３ 友達などが施設訪問しているか。
４ 実家に近いところに入所しているか。

最近は施設に入所しても、ときどき里帰りしたり、
昼間だけ地域のサロン等に入れてもらっている人も出
てきています。それを地域も、施設側も応援すべきで
す。
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⒎マップづくりはご近所福祉をめざす
マップづくりは約５０世帯の「ご近所」ごとに実施します。この範囲でないとお互い
が見えないのです。ところがこの「ご近所」は、マップづくりだけでなく、住民が助
け合うのにも最適の圏域だと分かってきました。

■自治区も広すぎて見えない
地域では、①市町村に、または②校区にも社会福
祉協議会が置かれています。熱心なところでは③自
治会ごとに福祉をすすめています。しかし住民は、
自治区圏域（数百世帯）でも助け合うには広すぎる
と言います。平均５０世帯のご近所ならお互いが見
えるし、助け合いも容易だと言うのです。

■マップでご近所福祉の取組み課題を抽出
「ご近所福祉」は主にご近所内の有志（世話焼き等）
ですすめればいいことで、自治会や地区社協など

この地区(数百世帯)を仕切っている女性がいまし

は、その後方支援役を引き受ければいいのです。だ

た。
しかし彼女が把握しているのは足元の５０世帯だ

からマップづくりとは住民主体で「ご近所福祉」を

けで、その他の地区はご近所ごとに世話焼きを見つけ

すすめるための「取り組み課題」を抽出することと

て、その人から情報をもらっていました。

なります。

■大中の世話焼きが仕切っていた
●
●

左のマップを丁寧に見ると、４つの小

●

ご近所に分かれており、それぞれに中型

●

世話焼きさん(5,6 人の面倒を見る)がい
ます。そしてご近所全体を仕切っている
のが左端のＡさん（大型世話焼きさん。
10 人程度の面倒を見る）です。Ａさんは

●

●
● ●
●
●
●
●
●

● ●

毎日、各小ご近所の中型世話焼きさんを

●
●
●

●

訪問して、近況を聞いていました。だか
ら、自治会や民生委員は、定期的にＡさ

●

んを訪問し、彼が困っている難問への取
り組みをサポートすればいいのです。
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大型世話焼き

■ご近所福祉活動のメリットは？

中型世話焼き

➊人々の困り事が見えやすいし、わずか５０世帯だ
小型世話焼き

から困り事の数も少ない。

➍

➋問題がまだ小さく、芽のうちに解決できる。
➌それだけ住民個々の負担が少ない。
➍世話焼きさんなら容易に解決できる。
➎足元に人材がいるから緊急事態にも即応できる。
ご近所

50 世帯

■ご近所福祉は住民流で
「ご近所」という小さな圏域で福祉をすすめる

世話焼きで推進

には、住民独特の助け合いのあり方に従う必要
➌

があります。
「住民流」というものがあるのです。
自治会

➊住民にとって「地域」とは「ご近所」のこと

（町内会）

である。

500 世帯

➋そこでは天性の資質を備えた世話焼きさんが

１自治会あたり 10 のご近所を支援

中心になって活動している。
「ご近所福祉」の
➋

人材は、
「教育」
「養成」をするだけでは機能
できない。

校区社協

➌ご近所では問題を抱える当事者が、助けてほ
3,000 世帯

しい相手を選ぶもの。勝手にボランティアを

１校区あたり６つの自治会を支援

派遣しない。
➍だれが関わってもいいというものではない。

➊

相性の合う者同士が関わり合うもの。
市町村社協

➎「ただ一方的に助けてもらうのは困る。私も
お返しがしたい」
。ご近所は双方向である。
30,000 世帯

➏意図的な「サービス」や「ボランティア活動」

１市町村あたり１０の校区を支援

はダメ。生活の中で、その接点でさりげなく
関わるもの。

<注>ご近所圏域でマップ作りをする際

➐活動者は要援護者を分類し、まとめて関わろ

に、➊➋➌のスタッフも参加し、出て

うとするが、地域では一対一の関係が大切。

きた取り組み課題の中の、各自自分た

大人数の会食会よりも、お茶飲みやおすそわ

ちの担うべき部分を引き取って帰る。

けの方が喜ばれる。
➑ただ安全を守ったり、困り事を解決してあげ
るだけでなく、
「豊かな生活がしたい」という
願いに応える必要がある。
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⒏問題の解決策を抽出するコツは？
マップ作りの最終目的はご近所の問題の解決策を考え出すことです。その際、問
題を抱えた当人や周りの人がどのように解決しようとし、また行動しているかを見
極め、それを手がかりに解決策を練ることが大切です。
地域の気になる人

➊生活状況・気になること

➋本人（家族）の対策行動
・畑を持っている。そのルートに坂

父親と息子の世帯。共 父親は車椅子生活。

があるので、綱を張って上ってい

に引きこもり。息子は 頑固で誰とも交流しようとしない。
パニック症候群。

息子はパニック症候群でコンビニ

る。

の職も失い、家に引きこもってい ・畑で隣り合わせたＡ子さんには話
る。

をする。おしんこを作ってプレゼ
ントしてくれる。

■引きこもり父子をどう開かせる?

Ｂ男さん
カラオケ会場

上の表の事例で、右が実際に作ったマップです。

たのですが、その後、意外な事実が見つかりまし
た。②が本人の行為、③が住民の関わり。これだ
けでは心もとないのですが、④にあるように接触
できる可能性が、意外なほどたくさんあることが
分かってきたのです。これらに一つ一つチャレン

Ｄ男さん
息子や父 と話す

無尽へ
誘ったら？

ゴミ
ステーション
車 イスで ゴ ミ 出し
時 々息子も

ジすれば、どれかが「当たり!」となるはずです。

カラオケへ誘ったら？

ません。初めは接触の手がかりが見つからなかっ

無尽の
メンバー

はパニック症候群なので、放置するわけにもいき

Ｃ男さん
(民生委員)

そう」(カラオケや収穫祭
カラオケや収穫祭へ
「車 で連 れ出 そう」
収穫祭 へ)

父子共に引きこもり。父は車いす生活で、息子

畑

父子世帯。
父は車イス生活。
息子はパニック症候
群。
共に引きこもり

畑で会話

Ａ子さん

地域の気になること

➊気になる内容

➋住民が取っている対策行動

旧住民と新住民の交 ・農家中心の地域に公営アパ ・個々レベルでは交流していることがわか
流がない。

ートができて、若い住民が

った。

住み着いたが、両者の交流 ・Ａさん（男性）は、アパートの３軒の人
がない。彼等は自治会にも

に畑を貸していた。

加入しないと自治会長が嘆 ・Ｂさん（一人暮らし女性）は、アパート
の３軒の人と犬の散歩友だちになった。

いている。
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[表の項目立ての解説]
ご近所の問題は２種類あります。上の表が「個人の問題」
、下が「地域の問題」です。それぞれについ
て解決策を編み出すための欄が設定してあります。上の場合、②は本人がどんな解決努力をしているの
か、③は周りの人たちがどんな支援をしているか、④はその人の問題解決には直接つながらないけど、
解決のヒントにはなりそうな人材や活動をご近所内から探し出すという意味です。下の表もほぼ同様で、
②は住民がどんな解決努力をしているか、③は解決のヒントになる人材や活動です。

➌住民の対策行動

➍解決のヒントになる人・行動

➎解決案

・息子がゴミステーションに来 ・以前はもっとオープンで、カ ・思い切って、カラオケや無尽
た時に、近くの D 男さんが声

ラオケにも行っていたし、地

をかけるようにしている。

区で開かれている「無尽」
（頼 ・畑へ行く途中の坂をバリアフ

・畑が隣り合わせのＡ子さんも
できるだけ話しかけるよう

母子講）にも参加していたと
いう。

リーにしてあげる。
・彼が作ったおしんこをごちそ

にしている。自分の死後、息 ・今もカラオケグループがある
子のことが心配だとＡ子さ

に引っ張り出そう。

うになる。

し、
「無尽」も行われている。 ・息子の仕事をみんなで探して

んに言った。

あげる。

■新旧住民の交流をどう実現する?

民生委員兼町内会長Ｔさん

こちらは下の表の解説。農家主体の地域に新住
民が移り住みましたが、両者が溶け合わず、町内
会長は対策に苦慮していました。マップを作って
みると、初めは交流の手がかりが見つからなかっ
Ａさん

たのですが、個人的には交流しているのではと質
Ｂさん
畑の貸し借り

犬の散歩
友達

問を変えたら、犬の散歩友達とか、畑の貸し借り
で交流が行われていたことがわかりました。会長
自身、彼らが子ども会には加入しているのを思い
出したのです。それらを生かして、本格的な交流
イベントをすれば、うまくいくはずです。

新住民

➌解決のヒントになる人・行動

➍解決案

・前記のように個人的なつながりをもっと探ってみ ・当面は①犬の散歩友だち、②畑の貸し
たら、参考になる事例が出てくるかもしれない。

借り、③自治会に子ども会の関係―こ

・
「交流がない」と嘆いていた自治会長も、
「考えて

れらのつながりを他の人についても調

みたら私は子ども会の役員をやっていて、子ども

べた上で、これらを生かした交流イベ

会には彼等も加入していることがわかった」

ントを企画したらどうか。
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⒐「聴取」はこのように
ご近所の住民にどのように聴取するのか。聴取の模様の一部をフローチャートで
簡単に紹介しましょう。ゴシックの部分が聴取者の発言です。
■こんな事例は?と先取り
下の聴取例を見るとわかるよ
信号機

うに、こちらが「こんな事例は
小学校へ

ないか?」と具体的な問題や解決

路上駐車

理髪店

壊れた側溝

信号機なし

策のヒントを提示しないと、な
かなか取り組み課題は出てきま
せん。事態を深く読み、ならば

一人暮らし・男性
弱視
引っ越してきたばかり

こんな活動があるはずと先回り
信号機

（勤務先）
整形外科

し、それを相手にぶつけること
でようやく反応が返って来るの
です。
この辺りで障害

この人は弱視。５０歳で独

どこで働い

ここの整

どうやって通

を抱えた人は？

居。最近引っ越してきた。

ているの？

形外科で。

っているの？

自宅から、この通

危ない所がある

ここに壊れた側溝がる。ここ

何とかしてあげよう

りを歩いている。

んじゃないの？

の路上駐車に衝突している。

よ。この広い通りは？

信号機がない

信号機つけら

すぐ近くに２か所、
付け

近くに小学校があるけど、皆さん、

ので危ない。

れないの？

てあるのでダメらしい。

パトロールなんかしていないかな？

している。２班に分かれ，１班は学校

２班が大通りに戻ってくる時間と、

我々の方が１５分

まで送り、２班は途中で戻ってくる。

彼がここに到着する時間の差は？

早く着く。

皆さんがここで１５分、待

まあ、できないことは

それと、こんな危ない道路では、そこにあ

ってあげられないかな。

ない。

る店の主人が気を付けているんだけど。

ここの理容店の主人が、仕事

彼がどの程度意識的に見ているか、調べてくれない? それに、職場の

中に窓から外を見ている。

同僚が、彼と合流できる可能性もある。これも調べてみるといいね。
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