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はじめに 

 

介護保険が行き詰まり、やむなく要支援や要介護１，２の生活支援の部分を住

民の助け合いに委ねることになった。そこで市町村域と校区圏域に生活支援コー

ディネーターが配置され、活動が始まった。 

 ところが現場では戸惑いの空気が広がっている。数千世帯の校区に一人配置さ

れて、どうやって動いたらいいのか、見当がつかないというのだ。そこで関係機

関は、とにかくサービスを作ることに専念しなさいと指導しているようだ。 

 厚労省の担当者や指導機関の説明を聞く機会があったが、そこで気づいたのは

彼等には「圏域」という概念がないらしいことだ。だから数千世帯の校区の中に

適当にサービス拠点を設けて待ち構えていれば、自ずとニーズは近づいてくるだ

ろうと考えているが、そう簡単にはいかないのである。 

 私どもは今の福祉の最大の欠陥は「担い手主導」にあるとみている。地域にど

んなニーズがあるかは担い手が考える。それにどう対処したらいいかも担い手が

考える。そうやって作り出したサービスが必要な人はこちらへ来て下さい、とい

うことだ。国や関連機関が作り出す地域福祉はいつまでたってもこの方式から一

歩も出ない。だから「生活支援」の事業も、ある程度の成果が上がった程度で、

いずれは店じまいになる可能性が高いのではないか。 

◇ 

 私どもでは新しい視点を提示することにした。当事者主導の生活支援である。

当事者は地域のどこにいるか、から始まる。その前に地域には圏域があること、

その中に「ご近所」という圏域があること、そこに当事者が住んでいて、しかも

ご近所から出られない。 

彼らはご近所で自立した生活ができるように、とりあえず「ご近所福祉」を充

実させてほしいと言っている。だからまずはご近所での生活支援体制を作ってい

くことになる。生活支援コーディネーターは、市町村域や校区もいいが、それ以

前にご近所圏域近くに配置されねばならない。それは、ご近所の世話焼きさんら
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が担うか、自治区圏域にいる民生委員などが担うか、そのいずれかになるだろう。

その人たちとうまくつながれば、校区や市町村域で活動する（制度上の）コーデ

ィネーターは助かるし、初めて期待された機能を果たせるのだ。 

◇ 

ご近所での生活支援のやり方は、関係機関のそれとは大きく異なっている。そ

れは本文を読んでいただきたい。こんなやり方で本当に要援護者の生活ニーズに

応えられるのか疑問に思うかもしれないが、住民流というのは、一見頼りなげで、

しかし意外に強力だという特徴がある。 

◇ 

本冊子が提起するご近所型生活支援では、支え合いマップづくりをすることを

求めている。住民の助け合いを生かそうというものだから、どうしてもご近所で

の要援護者とご近所さんの関わり合いを徹底的に調べる必要があるのだ。それは

支え合いマップでしかできない。ただなんとなくご近所を眺めても助け合いは見

えない。住民は見えないように行動しているからだ。 

◇ 

本書が提示した生活支援の手法は、いわば究極の地域福祉と言ってもいい。こ

れができれば、そのあとにはもうないのだ。だから自信を持って、じっくりと取

り組んでいただきたい。 
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⒈地域には４つ目の層があった 

⑴地域は圏域（層）でできている 

 

 

 

「要支援や要介護の人の生活支援は地域で」と国が方針を変更し、地域の第１層

と第２層に生活支援コーディネーターを配置した。この「層」が圏域である。国

の指導で、第１層から第３層まであることがわかった。第１層は市町村域、第２

層は校区。その次に自治区の第３層もある。その自治区の次に、もう一つの層が

あった。  

⑵第４層もあった 

右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」。すると彼女は「私

が見えるのは足元だけ」と

点線で囲った。５０世帯ぐ

らいだ。その他の地区は、

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。 

 

世
話
焼
き
さ
ん
 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

300～500世帯 ３万～５万世帯 
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⑶ここを「ご近所」と名づけよう 

全国で支え合いマップづくり（住民の助け合いを住宅地図に乗せる）をしてき

たが、住民は、およそ５０世帯で何となくまとまり、助け合っていることが判っ

た。これがいわゆる「顔が見える」範囲である。これ以上広いと駄目、という「助

け合いの限界圏域」。ここを第４層とし、「ご近所」と呼ぶことにした。 

⑷要援護者はご近所から出られない 

 

 

 

 

大事なことは、要援護者は自立生活をするためにご近所さんの助けを得ている

ということである。彼らはその心身の状況からご近所から出られない。 

下のご近所。ここから500メートルほど離れた所に公民館があるが、要援護者

は一人も行っていない。これでは要援護の人は趣味グループや講座に参加するこ

とができない。 
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透析 
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老 ・々夫動脈瘤 

夫心臓悪い 

夫耳遠い 

透析 

…病弱者 

公民館 

妻足悪い 
妻膠原病 

妻透析 

 

校区 市町村 ご近所 自治区 

要援護者 （数百世帯） （数千世帯） （数万世帯） 

● 
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⑸まずはご近所での生活支援を最優先に  

要援護者はここで自立した生活をしたいと言っている。それを支えるのが福祉

の第一の役割だとしたら、まずご近所福祉を充実させねばならないのだ。自立生

活に不可欠なのが、足元の人たちが日常的に見守ってくれたり、ちょっとした困

り事に応じてくれることだ。 

ところが生活支援コーディネーターは市町村域か校区に陣取って、そこでサー

ビスを作り、必要であればこちらへ来なさいと言っている。無茶な要求である。 

⑹既に住民は生活支援をしている 

 生活支援サービスはこれから作るものではない。住民はある程度の生活支援を

ご近所圏域でやっている。 
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前頁のマップ。例えばデイサービスから戻ってきて、娘や嫁が帰宅するまでの

一時間ほどが「淋しい」と言って、近くの世話焼きさん２人の家に押しかけてい

る女性がいるし、向こう三軒の人からおすそ分けや送迎をしてもらうと共に、自

らお返しをしている人たちもいる。それができる距離が、ご近所という所なのだ。 

それに一人暮らし同士が相互に見守りあったり、面倒を見守りあっている。こ

れができるのもみんな、ご近所同士だからである。 

⑺ご近所の助け合いは、外からは見えない 

 これらの「助け合い」は表面では見えない。第１層や第２層からは見えないの

は当たり前だが、自治区からも見えない。ご近所に住んでいても見えにくい。 

 なぜなのか。「助け合いは見えないようにやる」というルールがあるからだ。助

けてもらう側からすれば、それを見え見えでやられてはプライドがつぶれてしま

うから、できるだけ水面下で助けてほしいと願っているのだ。 

⑻支え合いマップを作ると見えてくる 

 ではどうしたら助け合いの実態が見えるのか。前掲のマップの事例でわかるよ

うに、支え合いマップを作ればこれが浮かび上がってくる。なぜなのか。 

 支え合いマップでは、ご近所内の主婦など数名に集まってもらって、要援護者

は誰か、その人に関わっているのは誰かを聴取し、その関わり合いの線を結んで

いく。するとご覧のとおりの結果になる。数名の情報を集約すると、なるほどＡ

さんはＢさんとＣさんとＤさんに関わっている、彼女は世話焼きさんだとわかっ

てくるのだ。 

⑼ニーズと資源をセットで見つけるのがマップ 

 支え合いマップで地域の要援護者を発掘することだと思っているだろうが、そ

うではない。要援護者は自分が抱えた問題を解決するために何らかの行動を起こ

しているはずである。だからマップづくりでは要援護者のニーズとそれに関わっ

ている福祉資源をセットで発掘するのが常道なのだ。だから、あとはそれをどう
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調整すればいいかを考えればいいのだ。 

次のマップは首都圏の団地。ここに食事ニーズを抱えている人が９人もいた。 

彼等はその問題をどのように解決しようとしているのか―外食やコンビニ弁当

頼りになっているのが一人暮らし男性。ボランティアが主催する会食会に参加し

ていない人もいる。ご近所から日常的におすそわけをもらっている人、井戸端会

議で「差し入れ」を食べている人、定期的に子どもの家に食べに行く人、デイサ

ービスに行く（食事が目的の１つ）人など様々だ。 

言い換えれば、当事者が頼っている相手が福祉資源ということになる。隣人に

「おすそわけ」をしている人、井戸端会議に「差し入れ」をしている人、「男性料

理の会」のメンバーもいる。料理好きもいる。会食会を開いている人もいる。そ

うした人材を数えてみたら１０名もいた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このように、テーマごとにご近所内の要援護者と担い手の結びつき方をマップ

であぶり出し、それらをうまく調整すれば、このご近所の食の問題に何とか対応

できるのではないか。 

コンビニ 
息子 

娘 

外食 

コンビニ 

男性料理の会 男性料理の会 

料理好き 

ベンチサロン 

外食 

ベンチサロンの 会食会 

おすそわけ 

差し入れ 

差し入れ 

おすそわけ 

デイ 

メンバー 

の会たまり場 
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⒉「生活支援」の対象とは？ 

⑴「生活支援」の「生活」とは何か？ 

「生活支援」の「生活」とは何か。何を支援するのか。図を見ていただきたい。

この中の「安全」（を守る）と「困り事」（を解決する）はわかる。次の「介護」

は主にプロの役割だが、サービスの枠外のニーズは住民が手を貸さねばならない。 

 

 

 

 

⑵「要介護でもその人らしく」 

では右端は何か。地域包括ケアシステムの目的で、国は言っている。「重い要介

護でも住み慣れた地域でその人らしく生きていけるように」と。だから、ここま

でを「生活」の範囲と見て、支援しなければならないのである。 

右のマップ。認知

症の女性（●）が周

囲のグループに「入

れて！」と出かけて

いる。同窓生は「来

ないで！」。趣味グル

ープも同様。ゲート

ボールは受け入れて

いる。井戸端会議も

お茶飲み会も受け入

れている。これらの

グループが全部受け入れれば、認知症でも豊かに生きられるのだ。 

介護 自分らしく 安全 困り事 
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⑶認知症の女性にボランティア活動の機会も 

 福岡県の福津市で支え合いマップを作ったら、認知症の女性が毎日「散歩」し

ていることが明らかになった。以前、生け花の先生をしていたからか、散歩しな

がら人の家の玄関に活けてある花などを手直

ししていた。ならば生け花教室を開いて、指

導してもらったらどうかと提案したら、地元

の福祉会が実行した。「その人らしく」とは、

何が充足されればいいのか。じつはその中に

「ボランティア」も含まれているのだ。 

⑷豊かさ度を測る物差し－ダイヤグラム 

 本人の自分らしさがどの程度充足されているのかを測る物差しとして、豊かさ

ダイヤグラムを開発した。項目は以下のように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・ボランティア。 

認知症の８０代の一人暮らしの女性。「趣味」は畑で野菜作り。収穫した野菜で

おしんこを作っている。畑で隣り合った仲間（３人）とおしゃべり（「友達」）。妹

家庭・夫婦 

趣味・学習 

健康 

お金・仕事 

友達 

社会活動 

①貧しい！ 

②あまり充足せず 

③どちらとも言えない 

④かなり充足 

⑤完全に充足 

＜解説＞認知症の女性 

黒い線だったのが、赤い

線に改善された。 

右端が生け花の指導をする認知症の女性 
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がすぐ近くに住んでいて毎日様子を見に来る。娘も時々やって来る。 

この女性の場合、収穫した野菜で仲間と料理作り。それなら火も使える。作っ

たおしんこを配れば「社会活動」。おしんこを市場で売ればお金にもなる。活動が

活発になれば「健康」も改善。「趣味」も充実というわけだ。 

⑸認知症の人も仲間に入れてあげられるか 

「その人らしく」の実現を支援するとなると、私たちは何をすればいいのか。例

えば、１０ページの認知症の女性の場合なら、要は彼女が「仲間に入れて！」と

言っているのだから入れてあげればいいのだ。しかしそれが今は実現していない。 

 介護保険制度が施行されて以来、住民は要援護の人を仲間から外すようになっ

た。趣味グループも、サロンも、老人クラブも。そのために介護保険があるのだ

ろうと言う。入れてもらいたければデイサービスへ行きなさい。「私たちは元気な

人の集まりなのだ」と。 

⑹４つのテーマは切り離せない 

国が提起した「生活支援」がどんなものであろうとも、住民にとってはこの４

つは切り離せないし、大抵の場合はこの４つはつながり合っている。国の事業は

いずれ変わっていくであろうし、後に残るのは、やはりこの４つのニーズなのだ。 

ご近所毎にマップづくりをして、要援護者の関心事はどれで、また彼らの活動

の主体が何なのかを見定めて、そこから支援していけばいいことである。あるご

近所にとっては「見守り」が中心になるかもしれないし、あるご近所では「介護」

が主テーマで動いているかもしれない。生活支援コーディネーターはそれに素直

に乗っていけばいいのだ。 

一方的に生活支援のテーマを限定し、そのサービスを作り、必要な人はこちら

へ来て下さい―といったやり方をとるだけでは従来のやり方と何も変わらない。

効果も限定されたものにならざるを得ない。 
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⒊住民流・生活支援の基本原則 
住民の意向に沿って、また住民が主体の生活支援をするとすれば、住民の流儀

に合せなければならない。 

⑴要援護者本人が資源発掘・活用の主役 

 マップを作るとわかるが、要援護者は大抵、自身の生活問題を解決するために

何らかの行動を起こしている。それをきちんとマップで突き止めた上で、その方

向に沿って支援をしていくことが大切だ。生活支援コーディネーターは、要援護

者のニーズを勝手に推測し、必要とされるであろうサービスを作り、提供する人

が多いが、これは間違いだ。 

下のマップ。老々で共に要介護という大変な家だが、奥さん（Ａ子）が「助け

られ上手さん」で、周りの人にあれこれお願いしていた。あなたはゴミ出しを、

あなたは庭木の剪定を、あなたはバス停まで私を送ってとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵引きこもりの人も支援者を見込んでいた 

引きこもりの人はどうなのか。次ページのマップは、死後２週間で発見された

一人暮らし女性。マップ作りの際、はじめは「誰も見守っていなかったから亡く

なった」と町内会役員は言っていたが、最終的には女性と関わりのあった人が２

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 
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人見つかった。

右側の人には

本人が「何か

あったら頼む

ね」と言って

いたそうだ。 

 彼女には、

他にも民生委

員や見守りボ

ランティアが

関わっていたが、いずれも拒否されていた。 

 ２人は、本人が見込んだ人をバックアップすればいいのだ。 

⑶プライベートな営み 

 一人暮らしの高齢女性を、隣家の男性が病院まで車で運んであげている。それ

を知った人が私にこう言ってきた。「こんなことをやっていて、もし事故が起きた

らどうするんでしょうね」。この質問を、移送している男性にぶつけたら、何と言

うか。「そんなうるさいことを言うなら、やめた」と、引いてしまうだろう。たし

かに事故が起きたらという疑問はあるが、実際は両者の共同責任と信頼関係で行

われている。 

 もしこれが自治会の福祉サービスの一環で行われたらどうなるか。まず事業の

趣意書をまとめる。主催者や担当部署、担い手と受け手の関係のあり方や、経費

負担、事故が起きた時の保証などを規約に盛り込むだろう。そして担い手の人選

ややり方などで当事者が自分の好みを主張することはできない。担当の民生委員

が訪れればドアを開けなければならない。 

 前者が「プライベート（私的）な営み」、後者が「公的（公共的）な営み」と考

えたらどうか。地域での福祉の営みの多くが公的な営みである。福祉推進員や見

守り隊、民生委員活動など。 

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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 少なくともご近所という圏域では、私的な営みと住民は考えているのは間違い

ない。住民とうまくやっていきたければ、可能な限り私的な営みの世界に同調す

る以外にない。 

⑷相性が合わないと駄目 

これ以降の指摘の多くが、前項の「私的な営み」の特質と関係している。ご近

所では、相性が絶対的に重要である。相性が合わない同士が日常的に助け合いを

するなんて、ありえないのだ。ところが公共的営みの中では、相性まで考慮され

ない。 

 例えば自分の苦手な相手が見守り隊の一人として毎日、家に来たらどうか。 

結局はうまくいかない。だから結局は相性の合う関係がいいとなるのだ。 

⑸１対１の関係 

私たちが福祉活動をする時は大抵、要援護者を１ヵ所に集めて、一律（十把ひ

とからげ）のサービスをする。こういうのが「公的な営み」であろう。私的な営

みだと、特定の相手（一人）と特定問題についての善意のやり取りをする。２人

にしか当てはまらないテーマであり、やり方である。 

要援護者からすれば、私の問題は私だけに特有の性格があり、それを他の要援

護者とひとくくりにしてもらいたくないと思うのではないか。だからこのやり方

には当事者を主役に置くか、担い手が主役であることを押し通すかという、基本

的な手法の違いと関わってくるのだ。 

⑹双方向のやりとり 

 ご近所では、いわゆる「サービス」という考え方はない。ここでは原則として

善意のやり取りは双方向でなければならない。７ページのマップを見直してみる

と、助け合いは文字通りに双方向になっている。一方が相手に「おすそ分け」を

すると、必ず「お返し」がある。食事のおすそ分けをすると、畑で獲れた野菜の

お返しがなされる。病院まで送迎をしてあげると、帰りにレストランに寄っての
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食事は、送迎してもらった方が払う、というように。 

⑺人材の登用は天性主義で 

地域福祉関係者は、ご近所にまで地域福祉推進体制の一環で養成、または委嘱

した福祉委員等を配置する。自治会は班長に小地域福祉を担ってもらおうとして

いる。 

 足元から福祉ニーズを掘り起こし、それに関わるのは非常に難しいし、それな

りの資質がなければつとまらない。だから住民はその点では妥協はしていない。 

ご近所には、人を助ける天性の資質を備えた世話焼きさんが複数いて、緩やか

に連携してご近所福祉を実践している。「困った人がいると、気になってご飯が喉

を通らない」と彼らは言う。「自分は喉を通るか？」と考えてみれば納得するので

はないか。 

 マップを作れば、要援護

者は皆、そういう人を見込

んでいる。その人を大事に

すればいいことである。 

右のマップでは、最下段

の２人（緑）が大型世話焼

き。一人当たり１０名の面

倒を見ている。中段の左右

の２人が中型。一人当たり

５名程度の面倒を見ている。

その他の人（■にはしてい

ないが１人～２人に関わっ

ている人）たちが小型だ。 
 中央部の黄色い印の人が民生委員で、足元の世話焼きたちでやってくれている

のをマップづくりで発見し、「私は４人の世話焼きさんと連絡していればいいの

だ」と喜んでいた。ご近所福祉推進体制はこの世話焼きたちで作ってくれればい

…民生委員 

…世話焼きさん …高齢者一人暮らし 

…高齢者世帯 
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い。 

⒋５つの「たがる」－担い手主導の欠陥 

⑴サービスを用意すれば相手は来るはず？ 

 本冊子の各所で触れていることだが、今の地域福祉の最大の欠陥は、担い手主

導ということである。担い手や推進者の都合で、ニーズを探し、サービスを作り、

要援護者に働きかけ、サービスを提供する。 

 だから、市町村のセンターでありうるニーズを推測し、それに対応したサービ

スを作り、人材を養成し、活動組織を作り、指導をする。そういうことが生活支

援だということになっている。サービスは地区の適当な場所にいくつか立ち上げ

れば要援護者はそこまでやって来るだろうと考えられている。または「来るべき

だ」とも。だが実際には、そう簡単にはいかないのである。 

⑵「本当に必要な人」が来ていない！ 

 最近は「子ども食堂」作りが盛んである。既に全国に３００カ所もできている

という。それを調べた新聞社がこれを一面トップで取り上げた。そこで見出しに

こうあった。「本当に必要な人はどこにいる？」つまり、この子ども食堂を本当に

必要としている人はまだ来ていない、ということである。そこに伺えるのは「こ

んないいサービスを立ち上げたのになぜ来ないのか？」という疑問である。 

 しかし全国に３００カ所と言っても、ニーズを抱えた人の足元にはほぼないと

言っていいだろう。しかも月に１回か２回程度である。それに「本当に必要とし

ている人」つまり困窮して日々の食事にも事欠いている家族が、そう簡単に「子

ども食堂」へ来るものなのか。彼等にもプライドというものがあることを考慮す

べきだ。こういう見通しの甘さに、担い手主導の欠陥が表れていると言えないか。 

⑶「たがる」＜その１＞まとめたがる 

 以下は、担い手主導だとどのような行動になりやすいのかを整理したものだ。
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そうでもしなければ私たちは、自分が知らず知らずのうちに担い手主導になって

いるのに気が付かない。 

 まず「まとめたがる」。ニーズは要援護者の数だけ異なっているのが当たり前だ。

しかし一人一人に合ったサービスなんて、とてもじゃないがやっていられない。

そこでおおよそこういうニーズではないかと、特定の人や種類のニーズに集約し

てしまう。当然サービスはそのニーズに対応するだけの単純なものになる。 

 だから要援護者は自分の特有のニーズに応えてくれなどと無理は言わず、こち

らの提供したサービスを受け入れてほしい、というわけだ。結局、十把ひとから

げのサービスになる。 

 当事者主導に切り替えるとしたら、一人一人のニーズに応えることになる。そ

んな面倒なことをどうやってやるのかと言うかもしれないが、ご近所ではそれぞ

れの個別ニーズに、それに対応するのが向いている個人が一対一で対応している。

それで何の問題もない。 

⑷「たがる」＜その２＞引き寄せたがる 

 要援護者のところまでサービスを持っていくのは大変だ。だから、こちらが用

意した場所まで来てほしいと言う。そこで関係者は、広大な地域の数ヵ所にサー

ビス拠点を設けて、そこまで要援護者が来ることを期待している。 

 だが、すでに述べたように要援護者はその心身の事情からご近所から出られな

いでいる。仕方なく彼らは足元の人たちに頼みごとをしている。その範囲は極め

て狭い。ということを考えたら、市のセンターまで来なさいということ自体、本

気でサービスを提供する気があるのか疑わしくなる。 

 生活支援関連のサービス提供を担うＮＰＯのリーダーたちとの懇談で、悩みは

何かと聞いたら「ニーズがやって来ない」と言う。あくまで自分たちの方へ相手

を引き寄せようとしている。 

 当事者主導なら当事者の所まで出掛けるのが原則だ。いや、何も出掛けること

はない。当事者の足元の人がその場で対応している。市町村域からわざわざ出か

けようとするから大変なことになるのだ。 
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⑸「たがる」＜その３＞集めたがる 

 居場所づくりと言い、会食会と言い、ふれあいサロンと言い、とにかくこちら

の指定した場所に相手を集めようとしてしまう。集まりがいいと喜び、少ないと

落胆する。もっと無理があるのは校区の圏域で集めようとすることだ。数千世帯

の圏域でその会食会にやって来るのは誰か。おそらく会場の近くに住んでいる人

だけだろう。自己満足と言われても仕方がない。もし要援護者にも来てほしいの

なら、当然ご近所毎に開くべきではないか。 

 その集まりを自分たちで主催しようとするから大変なことになる。それぞれの

ご近所でご近所の人たちで集まりをしている。そこにはみんな来ている。正しく

は「集める」ではなくて「集まる」だ。 

⑹「たがる」＜その４＞作りたがる 

 サービスというものは、自分たちで作り出すものだと考えている人が多い。作

り出せば「やった」という満足感が得られるというのだ。しかし住民主体で生活

支援をするとなると、これはその流れに反対のことをやっていることになる。 

 マップを作れば、住民は既にそれなりの活動をしている。あるいはサービスを

している。それを掘り起こし、邪魔をしない程度にバックアップすればいいのだ。 

 ふれあいサロンばやりだが、あるご近所で人々が寄り集まっている所を拾い出

してみたら、なんと９カ所も見つかった。大抵は４～５名程度の小規模の集まり

だ。そもそも何十人と集めること自体、相性を考えれば不自然ではないか。 

 ９ページの団地の例を見ても、何も新たに食事サービスを作り出す必要はない。

住民のそれぞれが、食事サービスらしきことをやっている。それをうまくつなぎ

合わせれば、この地区にしかない独特のサービスができてしまう。コーディネー

ターは「サービスを作る」ことをあまり考えない方がいい。 

⑹「たがる」＜その５＞指導したがる 

 関係者に共通の問題であるが、住民は指導・教育する対象だと考えている。だ
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から福祉講座を開き、グループを作らせ、やり方を教える。そうやって、また担

い手主導の住民が育っていく。その人たちが担い手主導の活動を始める。そうや

って、地域は担い手主導の活動ばかりになっていく。 

 そんなことをするよりも、彼らがご近所で自然に始めている活動をマップで掘

り起し、最低限の支援をすれば、その方がよほど住民の好みに合っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 このご近所で住人の自然発生のたまり場を探してみたら、９カ所も見つけた。

畑であったり、ゲートボール場であったり、デイサービスセンターであったりす

る。人々にとっては、溜まれる場はどこでもいいのだ。わざわざ居場所づくりを

するというのは、住民営みを無視したあり方と言わざるを得ない。 
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⒌ご近所型生活支援の有利点 

⑴最高の人材・世話焼きさんはご近所にいる 

 福祉の人材と言えば世話焼きさんが最高だ。困った人がいたら気になって食べ

物が喉を通らないというくらいに人助けに執心している。この人は意外なことだ

が、ご近所という圏域に集中している。それ以上に広い自治区や校区では、動き

ようがないらしい。言い換えればご近所には地域の最高の人材、しかも天然の人

材が集中している。その人材が動くのだから、有利である。 

１６ページのマップを見ていただきたい。このマップは民生委員が丁寧に足元

の関わり合いを調べた結果であるが、そうすると、要援護のすべての人に世話焼

きさんの手が入っていることがわかった。 

⑵大型世話焼きが一人いれば足りる 

 たまたまそのご近所に大型世話焼きさんがいると、どうなるか。次のマップは

横浜市のあるご近所でマップづくりした結果である。 

結論を言えば、一人の大型世話焼きさんがこのご近所のほとんどの福祉課題に

取りついていたのである。一人暮らし高齢者の見守りから始まって、その人たち

を会食会に招待、その送迎まで引き受ける。デイサービスを利用している人も、

希望があれば会食会に連れ出す。施設入所者の訪問もしているし、発達障害の女

性の面倒もみている。 

 これだけのことをしていて、「大変だ」などと泣き言は言っていない。この程度

ならどうと言うことはない、といった顔をしている。これが天性の資質というも

のである。 

 こういう人材から見たら、ご近所という世界は非常にやりやすいのではないか。

適当に小さいし、相手もよく見える。その人に関わるのはたいしたことはない。

そんな感じなのだ。 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶福祉ニーズが見えやすい 

 生活支援コーディネーターもそうだが、地域福祉関係者の最大の悩みは福祉ニ

ーズが見えないことである。ところが実際には、彼らはニーズが見えないことに

それほどこだわってはいない。ニーズはこちらで推測し、それに見合ったサービ

スを作ればいいからだ。そこへニーズを持った人が来ればいいことだと割り切っ

ている。そこでひたすらサービスを作ることにまい進している。こういうことを

続けていては、地域福祉は少しも前進しない。 

民生委員 

一人暮らし 
男性 

見守り 

デイサービス 
利用 

一人暮らし 
女性 

食事会 

デイ利用者も食事会に 
連れ出す 

入所者をときどき訪問 

（移送） 

（そのための移送も） 

施設入所 

食事会に 
連れ出す 

日常的に面倒をみる 

発達障害 
の女性 

バックアップ 
世話焼きさん 
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 ニーズ探しは元々、極めて難しいことなのだ。ただし、それは自治区や校区あ

たりから眺めていてニーズ探しをしようとするからである。そうではなくて、ご

近所域に居れば、ニーズは余程見えやすくなる。ここが重要なポイントである。 

 ただし、正確に言えばご近所にいただけではニーズは見えない。ニーズはその

人のごく近くに行かねば見えないし、要援護者がニーズを吐露する相手にならね

ば駄目である。ではどうしたらいいのか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このマップでは、世話焼きのＡさん（左下）が大型世話焼きで全体を仕切って

おり、さらに小ご近所毎に責任を持ってもらう中型世話焼きと連携している。 

 Ａさんは中型世話焼きさんたちの家を日常的に巡回して、何かあった？と（ニ

ーズを）聞いて回っている。 

 大型世話焼きの彼もニーズ探しはしているのだが、やはり自分の小ご近所のニ

ーズしか見えない。そこで他の小ご近所を巡回して、それぞれの小ご近所を仕切

る中型世話焼きさんにニーズを聞き回っていたのである。（＜注＞ただのニーズで

はなく、本人が見込んだ相手・福祉資源の情報も含む）。それはそれとして、少な
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くともご近所でこのように動けば福祉ニーズは見える。これはご近所の有利点と

言える。 

⑷要援護者が支援者を自分で発掘している 

 ご近所という小さな世界では、要援護者自ら助け手を探し出し、上手に活用し

ている。それができる範囲なのだ。これが自治区といった広い世界では、そもそ

もそこまで足を延ばすこともできない。 

１３ページのマップでは、共に要介護という家の奥さん（Ａ子）が「助けられ

上手さん」で、周りの人にあれこれお願いしていた。移送の場合は、ただではお

願いできないと、有料制にしていた。このように、ご近所ではなぜか要援護者が

かなり積極的に自助活動をする。自分の資源を発掘・活用するだけでなく、要援

護者に共通の資源を掘り起こして、自分たちの協働の資源として活用することま

でやっている。 

⑸要援護者同士がご近所で助け合い 

 ご近所で支え合いマップづくりをすると、よく見えてくることの一つが、要援

護者同士が助け合うという構図である。特に女性の一人暮らし高齢者が、向こう

三軒で固まっていると、ほとんど間違いなく助け合っている。ご近所という小さ

な世界は、このように要援護者同士が助け合って自分たちの福祉ニーズを自分た

ちで解決し合うということもできるのだ。これが自治区や校区といった広い世界

だと、要援護者は交流のしようがない。 

次のマップは、福井県のある古い県営住宅で、黒い印はすべて一人暮らしの家。

地元の機関は、多数の見守りボランティアを養成しなくてはと嘆いていたが、じ

つはそんな必要はなかった。 

住人を１０数名招いて聞き取りをしたら、ボランティアが必要ないほどに助け

合っていた。お向かい同士で「カーテンがあいていたら元気」「電気がついていた

ら元気」と確認し合うとか。互いの安否確認スポットはこんなにたくさんあった。

加えてリーダーたちが手分けして、自転車と電話で「訪問」していた。 
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⑹見守りやちょっとした支援は向う三軒で 

 ご近所の活動の有利点の一つに、見守りなどがある。見守りは向こう三軒の間

柄でしかできないし、ご近所はそれがまさにできる場なのだ。それも毎日、２４

時間体制で見守りができてしまう。それに、ちょっとした支援も向こう三軒の有

利点だ。「味噌や醤油が切れた」「うちにあるよ」といったことは、向こう三軒で

しかできない。 

一人の世話焼きさんがご近所でどのように行動しているのかを調べてみた。８

０歳近くで、体もだいぶ弱ってきた一人暮らしの女性（星印）。それでも周りの数

軒の人たちの面倒を見ていた。１番は最近越して来たという引きこもりの父子。

彼らをほぼ１日中見守っている。２番は要介護の夫を介護している女性。ご覧の

ようにいろいろ面倒を見ている。３番は一人暮らし男性で、最近異常を発見した

のですぐに町内会長に連絡した。この３番の人が最近、要介護になって、彼女は

おむつ替えに通っている。４，５，６番の人に対してもいろいろ面倒を見ている。 
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３３３３    

２２２２    
 夫が脳梗塞で認知症。 

妻が介護している。 

→買い物の手伝い、 

食事のおすそわけ、 

グチ聞きなど。 

１１１１    
４４４４    

５５５５    

６６６６    

町内会長 

③の異変を伝達 

 一人暮らし男性 

 引きこもりの父子家庭。 

車の出入りなどで 

見守りをしている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑺一人が一人に対応すれば… 

 私たちは、一つの事業で数名の人の問題を解決できる、といったあり方を求め

ている。そうするといかにも活動をしたという形ができる。しかし要は要援護者

一人一人が抱えている問題が解決すればいいことで、それが立派な活動であるか

どうかはあまり関係ない。 

 ご近所では大抵、一人一人のニーズに特定の一人がそれぞれ対応している。全

体としてそこに目立った活動はない。でもそれぞれの問題は間違いなく解決され

るのだからそれでいいではないか。 

 ７ページのマップで分かるように、ほとんどは一対一の関係で、食事や送迎の

問題などが解決されている。それを外から何気なく眺めたら、何も目立ったこと

は行われていないように見える。 
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⑻資源も少ないが、問題も少ない 

 ご近所には福祉資源は必ずしも多くはない。しかし福祉問題もまた多くはない。

少ない問題に少ない資源が対応すれば、間に合ってしまう。 

 例えば下のマップ。このご近所で車がなくて買い物に不便をしている人が十数

名いるが、たまたま足元にこの人たちのニーズに対応してくれる人が三人いた。

この男性たちが手分けして、車で送迎してくれていた。これで間に合っている。 

 この人たち以外に同じ困り事を持っている人が出てきても、この三人の誰かが

引き受けてくれるはずである。 

これが上層にいくと、ニーズも大量になるから、対応するサービスも大掛かり

でなければならない。サービスづくりはそれだけ大変になる。それでいてニーズ

はなかなか上層へは上がってこない。いいことはないのだ。 
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⒍ご近所の福祉力を強化する法 

⑴「機能している資源」の余力をいただく 

 ご近所には要援護者が発掘した資源が、ある程度は存在している。あとはその

資源にどれだけの余力があるかである。 

 下のマップは、ご近所内で一人暮らしなどで、しかも車がない女性は買い物な

どをどうしているかを調べたものである。驚くべきことに、一人ひとり何らかの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

買い物を 

してあげる 

買い物を 

してあげる 

買い物を 

してあげる 

いろんな人に頼む 

息子 

息子 息子 

息子 

息子・娘 

・・・交通（車）に不便をしている人 

移動販売を利用 

電車を利用 

商店 

注文すると 
取り寄せてくれる 

買い物協力者 
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方法で問題を解決していた。息子が来た時についでに買ってきてもらう。ご近所

の人に片っ端からお願いする。お願いする相手を一人確保している。唯一ある店

に、売っていないものを仕入れてもらう。生協の共同購入に参加するなど。 

 ご近所での助け合いというのは要は、余力を開放する（おすそわけする）こと

ではないのか。こういうことをすることで、ご近所の助け合いは段々と広がって

いくのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のマップ。企業を退職した男性（★印）が、生きがいにと庭木の剪定技術を

習得した。すると近くの高齢者が「うちの庭をお願い」と頼みに来た。それを知

った他の高齢者が「うちも…」と来て、とうとう１１軒の庭木の剪定を請け負う

ことになった。 

人によっては「余力」は相当あるのだ。しかもこの場合、その余力を要援護者

たちで掘り起こした。 

お礼はどうなのか。一定の料金設定はしていない。彼は価格を決める気はなく、

無償でも構わないと言っている。したがって依頼主の判断や両者の人間関係によ

って千差万別のお礼形態となった。余力の引き出しも案外、要援護者でやったほ

うがいいのかもしれない。 
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⑵個々のニーズと資源を組み合わせる 

９ページで紹介した団地。食事のニーズを抱えた人がかなりいた。一方で様々

な食事資源も見つかった。既にうまくつながっているペアもあるが、まだつなが

っていないのもある。これをうまく組み合わせればいい。 

例えば、どうせ会食会を開くのなら、このご近所内で開けばいいことではない

のか。すでに井戸端会議が数か所で開かれている。ならばその「会議」を事実上

の会食会にしてしまえばいい。すでに井戸端会議に「差し入れ」をしている人が

いるし、これに料理が得意な人、数名も加える。「男性料理の会」のメンバーは、

男の料理を楽しむ会を団地内で開いてもいい。 

ただし、すべてのニーズと資源を一つの事業に集約させようとしてはいけない。 

⑶ご近所内のプロの腕をいただく 

支え合いマップでよく見つけるのが、保健師や看護師のＯＢの活躍だ。足元に

診療所がない地区では、その人たちの家へ住民が健康や医療の相談に行っている。 

あるご近所では２人の看護師（一人はＯＢ）がいた。一人暮らしの母親を介護

している女性（嫁）が元看護師の所へ相談に行っていたが、一人だけの相談では

心もとないと、もう一人の看護師にも相談を持ちかけていた。「セカンドオピニオ

ンよ」と。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要介護で 

元看護師 

一人暮らしの女性 

服薬相談 

血圧測定 

看護師 
セカンドオピニオン 

嫁 

毎日、食事を届けながら介護 
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 次のマップでも、青印の人が元看護師で、周りの人が数名、相談に押しかけて

いた。それだけではない。家庭介護をしている人は５名いるが、周りの人がサポ

ートに入っている。それが赤印の人だが、この人たちはどういう人かと調べたら、

過去に家庭介護を実践していた人たちだった。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

左端の人には３人が、一番下の人にも３人が入っている。 

 各地でのマップ作りで、家庭介護経験者を探すと、一つのご近所に６，７名は

いることがわかった。そして元看護師も１人か２人はいる。だから工夫をすれば

ご近所で介護も担えるのだ。 

⑷活動家はご近所へ戻って助け合い 

次のマップは習志野市のある団地で調べたものである。この地区には有償サー

ビスグループがあるが、団地内にもメンバーがかなりいた。彼女らが日常的に助

け合っていたのだ。 

緑色がメンバー宅だが、例えば一人暮らしのＡさんを、同じ棟の２人が見守っ

たり面倒を見ている。Ｂ家は夫（グループのメンバー）が要介護の妻を介護して

いるが、それをこのあたりのメンバー全員で支援している。Ｃ家はメンバーでは

ないが、同じ棟のグループのメンバーが支えている。左上の棟のグループメンバ

…介護中の家庭(線は関わる人)。介護経験者●がサポートしている。 

 ●は元看護師。 
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ーは、同じ棟の３家族の面倒を見ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域のボランティアは、みんなご近所を出て、自治区や校区でグループを作っ

て活動している。これではご近所が育つはずがない。できればご近所でも、同じ

仲間同士で助け合うとか、その腕をご近所の福祉に生かしてもらったらどうか。 

⑸ご近所版の認知症サポーターを任命 

ご近所で支え合いマップづくりをすると、そこに認知症サポーターや食生活改

善推進員等が見つからない。ところが、認知症の人のいる周辺には、この人を日

常的に見守ったり、生活支援をしている人が見つかる。ならばこういう人に認知

症サポーターの研修を受けてもらって、今まで以上に本格的に活動してもらった

らどうか。肩書きが付くことで自信を持って活動できるメリットもあるのだ。 

その方式で、食生活改善推進員や健康づくり推進員等も委嘱したらどうか。福

祉資源として目覚めてもらうメリットはある。 
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⑹ご近所版の有償サービス 

 有償の生活支援サービスを有償で実施する場合、これをご近所圏域ごとに実施

するケースも出てきている。「ただでは頼みにくい」という要援護者家族の心情に

配慮したものだが、たしかにこれでニーズが顕在化してくる。 

 ただし、やり方を工夫しないと、却ってニーズが出てこない恐れもある。簡単

に言えば、杓子定規なやり方では絶対にうまくいかないということだ。 

 ご近所の世話焼きさんがたまたまこの有償制で、とりあえずはゴミ出しサービ

スを始めた所がある。世話焼きだからご近所の助け合いの流儀も承知している。 

いくつか気が付いた点を指摘してみると、まず①押しかけサービス。ただ黙っ

ていても簡単にはニーズは現れない。ゴミステーションで、ゴミ出しに苦労して

いる人を見かけては、「やってあげます」と。これが意外にうまくいっている。②

ゴミ出しに限らず、頼まれたことはやってしまう。これもいい。規定に縛られな

いやり方だ。③サービスに出かけると、「ほかに困ったことはありませんか？」。

これで新たなニーズが掘り起こせる。④料金を一回１００円に設定した。すると

「こんな低料金では申し訳ない」」と言って、例えばおすそ分けを手渡したりする。

これも有難くいただく。お返しをした満足感から、また新たなニーズを発信する、

という具合である。 

⑺ＮＰＯ等のサービスはご近所さんと連携を 

 自治区や校区圏域で組織されたサービスを実行に移す場合、できる限り対象者

のご近所さんと連携する必要がある。北九州のＮＰＯがパーソナルサービスを実

施していた。対象者は福島から避難してきた一人暮らしの男性。ところがサービ

スを始めて２年半が経過し、事態は沈静化したという理由で、サービスから撤退

することになった。これで本人は困ってしまった。 

 サービス開始当初からご近所さんと連絡を保ちながらやっていたら、「あとは私

たちが対応します」と言ってくれたかもしれない。 

 大事なことはご近所の助け合い意欲と助け合い力を強化することである。その
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ためには簡単に校区のサービスにつなげず、ギリギリまでご近所の助け合いで頑

張るか、またはご近所さと一緒にやっていくということが大事なのだ。 

⑻ご近所内外の事業所が助け合いの支援 

介護保険制度ができて以来、地域にはたくさんの福祉事業所や福祉施設ができ

た。一つのご近所圏域でマップを作ると、その内外に複数の施設などが見つかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上のマップを見ていただきたい。このご近所内には認知症対応のグループホー

ムがある。一方で、ご近所内には多数の認知症の人がいて、老々や一人暮らしの

人もいる。実情を調べると、かなり心配である。おかしな光景とは思われないか。

せめてこのご近所内の数名だけでも、たまに様子を見るとか、ご近所の人と情報

交換したり、一緒に関わることはできないのか。 

グループホームだけでなく、このご近所と関わっている機関・施設は、ご覧の

ようにデイサービス、ショートステイ、老人ホームなどがある。ただ対象者をご

近所から連れ出してサービスを提供するだけでなく、できればご近所内で自分ら

グラウンド 

エステ 

島唄 

（公民館） 

ゴルフ 

グループ 
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デイサービス 
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８０歳 

男 
８５歳 

男 

グループ 
ホーム 
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デイケア 

島唄 

島唄 

介護者の会 

娘が参加 

畑 
老人ホーム 

里帰り 

娘 

・・・認知症 

・・・一人暮らし 

・・・老  々



 35 

しく生きていけるように、連携して支援すべきではないか。 

⑼世話焼きさんたちでご近所福祉推進体制 

 ご近所福祉がなかなか強まらない最大の理由はおそらく、ご近所福祉を責任を

持って推進する体制ができていないことであろう。世話焼きさんたちがそれぞれ

自主的に要援護者の面倒を見ているが、それも遠慮がちに、である。やり過ぎる

と「でしゃばり」の声が飛ぶ。 

 民生委員もこの世話焼きさんたちを情報源として重宝しているが、「ご近所福祉

は皆さんでやってね」という言い方はしない。それは民生委員である私の領分だ

と考えてしまう。そろそろ民生委員は司令塔の位置に下がり、世話焼きさんたち

を前面に押し出すべきだ。 

 本冊子で紹介したマップの多くが、世話焼きさんが中心になって事実上、すで

にご近所福祉推進を実施している。これを関係機関が追認し、後押しするだけで

いい。これでご近所の福祉力は一気に強まるのではないか。 

⑽当事者たちの自助（助け合い）努力が基本 

 ご近所型生活支援の有利点で触れたが、住民は、まずは当事者が自助努力をす

ることという原則がある。したたかな人は、周囲の人たちを上手に使って生活の

不便事を解決してしまっている。それほど上手ではない人も、２～３名の頼める

相手を確保している。また向こう三軒の一人暮らし同士で助け合っている。 

 ご近所ではこれがやり易い。となると、このやり方も上手に生かせば、ご近所

の福祉力の強化に役立つはずだ。 
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⒎コーディネーターの層間連携 

⑴まず小ご近所に配置されるのが筋 

 国は当面、市町村域と校区に生活支援コーディネーターを配置することにして

いるが、数千世帯の校区に一人いて、何ができるというのか。 

 大事なのはご近所での住民による生活支援の体制をどのように強化していくか

ではないか。そうなるとまず生活支援コーディネーターが配置されるべきはご近

所圏域である。筋論はそうなのだ。 

 と言うのは、住民の関わり合いを生かすとしても、その関わり合いはどこにい

れば見えるのかが問題である。自治区に居ても見えない。極端に言えばご近所に

いるだけでも不十分だ。要援護者はご近所の中のさらに小さなコミュニティであ

る小ご近所の人たちに頼みごとをしている。またそこにいる人だからこそ対応し

やすい。 

 これを支え合いマップづくりで把握するか、または小型・中型世話焼きさんか

ら聞き出すかして、これをどうバックアップしたらいいかを考えるのが筋である。 

⑵ご近所毎にコーディネーターを配置が理想 

 しかしそれでは現実的でないので、一歩譲って、ご近所毎に生活支援コーディ

ネーターを配置するという案である。大型世話焼きさんがこの役を担う。じつは

これができれば最もいい。ご近所内の助け合いの実態はご近所内に住んでいなけ

れば見えにくいからだ。 

 かくして、生活支援コーディネーターは最低限ご近所圏域ごとに配置するべき

ということになる。 

⑶民生委員等が第３層のコーディネーターに 

 ただしこれも非現実的だとすれば、最低限配置すべきは自治区圏域と言うこと

になる。ここに民生委員がいて、実際にコーディネーターに近い活動をしている。 
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 この場合の欠点は、ご近所外にいるからご近所の実態が見えにくいということ

である。ただ、民生委員の中には日常的に参加のご近所を巡回していて、要援護

者の状況をよく把握している人もいる。３百数十世帯を担当している人は、その

点工夫をする必要がある。 

 この人が最下層での生活支援コーディネートを担うとしたら、最低限ご近所の

世話焼きたちによるご近所福祉推進体制を作らせ、これを支援するということは

しなくてはならない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷第３層コーディネーターを支える自治区 

 自治区では第３層のコーディネーターをハックアップする体制づくりをする必

要がある。自治会組織自体、福祉を主たる目的としていないので、福祉機能はあ

まり果たしていない。そこで自治会の中に福祉委員会を設けるケースが多い。福

祉に関わる人材や組織で構成する。 

しかしこれも現実には機能しにくい。機能する組織にするには、そのメンバー

が福祉を本気で担う気がなければならない。ではどうするか。 

 その委員会のメンバーに、世話焼きの資質のある人が混じっていて、個人的に

ご近所まで出かけて、世話焼きさんを支援したりしている。前線部隊と命名して、

組織の縛りを受けずに自由に行動してもらったらどうか。その中心人物が生活支

援コーディネーターと考えればいい。 

世話焼きチーム（できれば第４層のコーディネートも） 

第２層 

第２層のコーディネーター 

第１層 

第１層コーディネーター 

第３層 

自治会 

福祉委員会 

ご近所福祉サポーター（第３層のコーディネーター） 
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⑸第２層コーディネーターを支える校区 

 自治区からご近所までは容易に足を運べる。特に民生委員はこれをしている。

やはり福祉を中心的に担うには、「ご近所に足を運べる範囲」の人でないといけな

い。そこに要援護者がいるのだから。 

 そこで考えられるのが、自治区の前線部隊で校区の体制を固める方法だ。大抵

は民生委員だが、現に校区の推進体制の主流にいる。こうすることで、ご近所か

ら自治区、校区の全体を通して、末端の要援護者の声が聞き届けられる体制にな

るのだ。 
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⒏支え合いマップづくり  
ご近所での生活支援は、ご近所ごとに支え合いマップ作りをすることから始ま

る。マップを作らねばご近所の助け合いの実態は見えてこないのだ。それが見え

ねばご近所での生活支援の方策は出てこない。 

⑴支え合いマップづくりとは何か？ 

 ご近所ごとにご近所さんが集まって、模造紙大の住

宅地図の上で、住民の関わり合いを線で結んでいく。

これによって、要援護者やその人に関わっている人、

ご近所の課題などが浮き彫りになる。 

⑵マップづくりで見えてくるもの 

①推進する「ご近所」の範囲が特定できる。 

 地域福祉をご近所ごとに推進していく場合、「ご近所」の範囲はどこからどこま

でなのか、マップづくりをすると見えてくる。５０世帯にこだわるのでなく、場

合によっては３０世帯が妥当な地域かもしれない。 

 かなりの大型世話焼きさんが居て、相当数の人の面倒を見ている地域の場合、

８０世帯ぐらいでも助け合えるご近所かもしれない。逆に助け合いの機運がまだ

生まれておらず、隣近所の助け合いさえできない地区では、班単位で進めた方が

いい。 

②ご近所福祉推進体制が見えてくる。 

 マップを作れば、大中小の世話焼きさんが発見できる。その人たちの役割分担

もわかってくる。小ご近所ごとにどう役割分担しているかも見えてくる。これを

もとにご近所福祉推進体制が構想できる。 

③そのご近所の当面の取り組み課題が見えてくる。 

 取り組み課題とは、そのご近所が抱えている問題と解決策をプラスしたもの。

マップで両方がセットで見えてくる。各層での当面の取り組み課題も見えてくる
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のではないか。 

④生活支援のニーズとそれに対応した資源の双方が見える 

 要援護者がどのような生活のニーズを抱えているか、そしてそれに対して要援

護者はどのように解決しようとしているか、誰にどのように頼ろうとしているか、

また住民はその人にどのように関わろうとしているか、などが見えてくる。それ

らをヒントにして、生活問題の解決策を構想していく。それが取り組み課題とな

る。 

⑶マップづくりのすすめ方 

 マップ作りで成果を上げるには以下の点を厳守し、妥協はしないことが重要だ。 

①社会福祉協議会や民生委員が、対象ご近所を決定 

およそ５０世帯を厳守。 

②そのご近所に在住の数名（５名程度）に集まってもらう。 

１人２人ではマップは作れない。それぞれの人が自分の周囲、１０世帯程度の

ことしかわからないということを頭に入れておく。 

③模造紙大の住宅地図に太いマジックで記入していく。 

せめてＡゼロ大に。１時間半ほどかける。そのあと、取り組み課題をまとめる。 

④要援護者に誰が関わっているか、ご近所の福祉課題は何か等を探る。

要援護者の問題だけでなく、地域住民にとっての住みづらさもテーマにする。 

⑤当人はどうしたいのか、住民はどうしてあげたいのかを探る。 

こちらの問題解決のやり方は引っ込めて、あくまで住民の努力を尊重する。 

⑷プライバシー問題にどう対処するか 

 個人情報やプライバシーの問題を持ち出す人がいる。以下の点を心得ておく。 

 ➊マップづくりは、ご近所の人たちが域内の気になる人について、互いの情報

を持ち寄り、より良い関わり方を考える場―つまりご近所ケア会議だ。 

 ➋（自治会長や民生委員を通して）行政からの個人情報を持ち込む必要はない。

ご近所の人の情報で十分。 
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 ➌ご近所内では、助け合いをするために、情報を共有する必要がある。５０世

帯では広すぎて、自分の情報を開示する勇気が出ない場合は、班内だけでマップ

づくりをするという手もある。特に災害対応の場合はこれでいい。 

 ➍マップで得られた情報をご近所外に広げる必要はない。これは一種のケア会

議なのだから、マップづくりに集まった住民の中の精鋭だけが知っていればいい

ことだ。マップづくりに参加していただく住民は、初めからそういうご近所福祉

を担ってくれる人に絞るということも。 

 ➎助け合いをするためには「プライバシー尊重」などと言っていては始まらな

い。中には「自分のことを話題にすることも許さない」などと主張する人もいる

が、そのような人の主張を鵜呑みにすれば、何か起きた時にその人の命は救われ

ない。災害が起きた時も、真っ先に駆けつけられるのはご近所の人なのだ。何よ

りも命を守るのだという、毅然とした姿勢を保持する必要がある。 
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⒐取り組み課題の抽出 

⑴各圏域へ課題の「振り分け」 

 ニーズ対応と言えば、市町村域で関係者がアンケート調査などでニーズを掘り

起し、それに対応したサービスを作り、当事者から申請を受け付けて、そのサー

ビスを提供する―というのが最も一般的なやり方であろう。 

 だが、福祉問題はご近所で発生するのだ。関係機関は市町村域でニーズを推測

し、サービスを作るのではなく、まずはご近所へ足を運ぶべきである。 

問題はご近所で発生したのだから、まずご近所で対処するべきである。どの問

題も何らかの意味でご近所がらみである。だからご近所という場で、ご近所さん

の参加で、そこに関係者も加わり、解決努力をする。これが筋というものだ。 

 これから紹介するのは、ある地区のマップづくりで出てきた課題である。これ

らを、圏域別の役割分担表にまとめてみた。課題を圏域ごとに振り分けたもので

ある。 

❶ここは一人暮らし高齢者が多い。一人暮らし同士で助け合うことはできないか。 

ご近所全体が老人ホームのようでもある。まずは彼ら同士が助け合えるように

していかねばならない。中央部に集会所があり、サロンが開かれている。そこに

彼らのうちの３人が参加している。この３人から始めたらどうか。 

 

➋寿司職人を生かせないか？ 養護老人ホームが給食を地域に開放できないか。 

一人暮らし高齢者の中の、特に男性は食生活が貧しい。そこで食生活関連の資

源を探したら、ご近所内に寿司職人が住んでいる。その周辺に少なくとも二人の

一人暮らしの男性がいる。せめてこの二人だけでも、食事のおすそ分けをしても

らえないか。彼が主導してご近所に食事サービスのグループはできないものか。 

 近くに養護老人ホームがあって、かなり柔軟な処遇方針を取っているようでも

ある。ならばご近所の一人暮らしの人たちへの食事サービスもできないだろうか。 
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➌出店してきた店を、さらに拡大できないか。 

一人暮らしの多くは女性で、不便していることの一つは買い物だ。うまい具合

にご近所内に、他地区から出店して来ている。これをもっと広げたらどうか。品

数を増やしたり、注文販売もするとか。 

 

➍引きこもりの人に接触を。 

 周囲の人と交流したがらない男性が一人いた。なんとか接触するきっかけはな

いものかと知恵を絞っていったら、一つ見つかった。民生委員が敬老祝い金の支

給の件で訪問したら応答がなかったのだが、「敬老祝い金の件で至急、協議したく」

とメモしてドアの隙間に挟んでおいたら、後で電話がかかってきた。そのことな

ら話し合いに応じるという。突破口が見つかった。 

 

➎施設入所者が数名。里帰りはできないか。じつは里帰りをしている人がいた。 

 里帰りをしている人で、ただの里帰りだけでなく、趣味活動のグループに加入

したり、他の人の慰問までやっていた。何でこんなことができるのかと聞いてみ

たら、前述の養護老人ホームに入所していて、その施設がこういうことに理解を

示しているらしいと分かった。しかも施設はこのご近所からそんなに遠くない。

ならば他の入所者についても、本人の意思を確認しながら、好きなところへ自由

に里帰りできるようにしよう。ふれあいサロンや趣味グループなどへ。 

 

➏このご近所で「逆デイ」をしたら？ 

 せっかく理解のある施設なのだから、もっと本格的な地域貢献をやってもらお

う。ご近所の特徴は空き家が多いことであるが、空き家のうまい生かし方がなか

なか出てこない。そこでその一つとして、この一軒を整備して、逆デイができな

いものか。デイサービスと言えば各自、自宅からデイサービスセンターへ行き、

夕方には自宅へ戻る。その逆とは、老人ホームで生活をしながら、昼間は地域の

家で過ごし、夕方になるとまた施設へ戻るのだ。こうすれば入所者も昼間はご近

所で暮らすことができるようになる。 
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課題 向こう三軒 ご近所 自治区 校区・市町村 

一人暮らし① 

食事の問題 

おすそ分け 寿司職人の 

活用 

民生委員が 

コーディネート 

老人ホームの 

食事を開放 

一人暮らし② 

助け合い 

サロンへお誘い。向

う三軒で井戸端会議 

サロンが参加受け

入れ 

同上  

店が遠い 

 

みんなで購入 店に協力（商品開

発・提供。販路開拓） 

同上 商工課・商店会が本

店を後押し 

引きこもりの人 声かけ 声かけ 

サロンへ誘う 

民生委員が 

働きかけ 

福祉課が協力 

施設入所者 

里帰り 

里帰りを受け入れ 里帰りに協力。 

サロンも受け入れ 

老人ホームに働き

かけ 

老人ホームが支援

（移送等） 

空き家の主に働き

かけ 

 

⑵他地区でも使える課題を「一般化」 

生活支援コーディネーターがすべてのご近所でのマップづくりに参加しなければ

ならないかと言うと、そうでもない。と言うのは、あるご近所のマップづくりで出て

きた取り組み課題のかなり多くが他のご近所でも役に立つのだ。 

 だから、ご近所で出てきた課題の中のどれが他地区でも使えるのかを調べ、それら

をリストアップしておけば、他地区で取り組み課題を抽出する場合にそれらをプラス

すればいい。この作業を「一般化」と呼ぶことにした。 

 例えばここで紹介したマップづくりで一般化できそうなものを並べてみよう。 

➊ご近所の食事関連資源としてレストランや料理屋、寿司屋などを頭に入れておく。 

➋老人ホームが地元の食事資源として食堂や食事そのものを提供することも可能。 

➌ふれあいサロンが一人暮らし高齢者をメンバーに受け入れることで見守りも可能に。 

＜課題ごとの層（圏域）別の役割分担表＞ 
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➍向こう三軒の一人暮らし同士が効率的に見守り合うことかできる。 

➎店がなくなった地区ではかろうじて残った店に住民が様々な支援をすることで、お

互いが生き残ることかできる。買いたい商品を提案するとか。 

➏老人ホームが入所者の里帰りを支援。老人ホームが空き家を生かして逆デイを。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

商店 

老人ホーム 

寿司職人 

入所 

里帰り 

サロン 

一人暮らしの人が 

３人来ている 

出店 

…一人暮らし 

…空き家 
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