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＜本書の目的＞ 

 

★要援護者と世話焼きさんの「掛け合い」がメインテーマ 

「限界集落」と言われていたのは、もう昔のような気がする。最近は高齢化率が４０数パーセント

と言われても驚かなくなった。私共はなぜかそうした土地でマップ作りを頼まれることが多い。「高

齢化進行地区」と言ってみよう。住民はそんな悪条件の中でも逞しく生きている。彼等はそのため

にどういう手立てを講じているのか。 

 

もちろん一人ひとりがそんなことを意識して日々を生きているわけではない。ただ、個々の意思

は意思として、地域全体で無意識の中に、生き延びる知恵を編み出し、実践しているのではないか。

それを支え合いマップ作りで視覚化してみようと試みた。 

 

「一極集中」好きの国民性はなかなか改まらない。いずれ日本は一握りの都市部と、その周縁の圧

倒的多数の限界集落的な部分の二極に分けられるのではないか。本書は、その圧倒的多数を占める

周縁部分（高齢化進行地区）の住民たちのサバイバル作戦を探ろうという試みである。 

 

 彼等のサバイバル作戦で私共が着目したのは、世話焼きさんと要援護者という二者の動きである。

状況がひっ迫してくると、まず要援護者が当事者として真剣に生き延びる手立てを考える。一方の

世話焼きさんたちも、都市部のようには遠慮せず、積極的に要援護者の支援に回る。 

 

世話焼きさんが多数の人の面倒をみているのは、たくさんの要援護者たちがその人に積極的に助

けを求めるからなのだ。だから、本書は一応、担い手の章と受け手の章に分けてあるが、大事なポ

イントは、両者が関わり合っているという点なのだ。その「掛け合い」がメインテーマである。 
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＜本書の要約＞ 
 

❶町内自体は数百世帯だが、実際に助け合いをしている範囲を区切ると５０世帯程

度の「ご近所」になるという地区が多い。要援護者が急増して助け合いを強化しな

ければと住民が本気で考えたら、やはり助け合いは「ご近所」ごとにしようと考え

るのか。 

 

❷超高齢社会を先取りした地域では、要援護者自身も、自分の命を守るため、助け

手を確保するために、様々な努力をしている。一人暮らしの要介護者が、周りの人

に、ゴミ出しや庭木の剪定などをお願いしている。 

 

❸ご近所の人たちが、要介護の姉妹の面倒を見ていた。その理由を聞いたら、隣町

に住む（姉妹の）姪が時々この集落にやって来て、一軒一軒回り、「叔母たちのこと

をお願いします」と頼んでいた。 

住民は、だれに頼まれれば動くのか。「推進者」ではなく、「当事者」（要援護者）

やその家族である。助け合いができるかは、要援護者の積極性にかかっているのだ。 

 

❹住民の助け合いは、大抵は１人対１人のペアの関係が基本になる。相性の合う者

同士が見守り合い、助け合うことが出発点になる。 

 

❺５０軒が「顔が見える」範囲だと住民は見ているが、お互いの安否を確認するの

なら、厳密に言えばお隣でなければ見えない。本当に効果のある見守り合いをする

には、お隣同士がベストとなる。 

 

❻「みんなで助け合い」とよく言われるが、細かく見ていくと、①まずペアの助け

合いがあちこちで行われ、②相性の合う数名単位での助け合いも行われている。こ

れが向こう三軒両隣。③その上で、全体のリーダー（世話焼きさん）が集落全体の
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安否確認などをしている、または要援護者全体で助け合っている。このように、助

け合いはいくつかの層になっている。 

 

❼助け合いをしている住民は、要援護者であっても、同時に世話焼きさんでもあり

得る。助け上手さんと助けられ上手さんが重なっている。要援護者ばかりの集落だ

と特に、担い手として動きやすい面がある。 

 

❽世話焼きさんは当然、助け上手だが、助けられ上手でもある。助けられ上手の人

は、実質的に世話焼きさんの資質を持っている。両者は同じ種類の人なのだ。その

人が、ある時は世話焼きとして、ある時は要援護者のリーダーとして行動する。 

 

❾世話焼きさんの行動をマップに乗せると、大抵は足元の人の面倒を見ている。世

話の対象はご近所全体に広がっているようでいて、そうではなかった。 

 

❿おすそ分けとそのお返しが常態化すると、どちらがどちらを助けているのかが分

からなくなる。そこにヘルプ活動が行われているという「形跡」がなくなる。 

 

⓫住民が他人の介護まで担えるには、いくつか条件があることが見えてきた。例え

ば一人暮らしの家になら入り易い。家族がいても、家族が外出している間に本人も

周りの人も動き出す。超高齢化地区の特徴の１つは一人暮らしが多いということだ

が、これは周りの人が関わるには、良い条件と言える。 

 

⓬大型世話焼きさんが施設入所したために、その地域の助け合いが崩れたというケ

ースが意外にある。だから、なんとしてもその人が地域で生きていけるようにする

必要がある。大事なのは、人を担い手と受け手に区分けしないこと。誰もが両役を

持っていて、その２つを両立できるようにマネジメントすることが望ましい。 

 

⓭元民生委員の女性が、認知症になっても要援護者の訪問活動を続けていた。この
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ように、認知症や要介護の人が担い手として振舞っているのを、温かく見守ってい

る地域―これこそが本人の誇りを守ってくれる。要援護者が非常に多い地域だから

こそ、当事者の願いが分かっているし、その願いを地域ぐるみで受け止めている。 

 

⓮ご近所ごとに「迷惑かけ屋さん」もいるが、長い人生を歩んできた人たちが多く

暮らす地域では、｢一癖も二癖もある｣人が地域ごとに少なからずいるのは仕方がな

い。彼等を温かく見守り、迷惑を甘受してくれる人がたくさんいるのも、福祉のま

ちづくりの大事な基盤と言える。 

 

⓯限界集落では、住民の大部分が要援護者で、集落自体が一つの老人ホームのよう

になっている所もある。そこで、やや若手の住民が、事実上のケアスタッフとして、

それぞれが足元の高齢者に関わっている。いわゆるユニットケアだ。「面倒を見ない

という選択肢はない」と若手の住民は言った。要援護者ばかりの集落だと、誰もが

否応なくボランティアになるのだ。一人暮らし高齢者ばかりが住むアパートの管理

人が入居者の世話を焼いているケースが多いのも、そういう事情かもしれない。 

 

⓰これからは、集落の大部分の人がいずれは要援護状態になるという前提で対策を

講じる必要がある。「特に気になる人」に限定せず、すべてのご近所さんを対象に、

本書で取り上げた２０種の助け合いのどれとどれが行われているかを探し出し、不

足しているところを埋めていかねばならないのだ。 

 

⓱総じて、高齢化進行地区での住民のサバイバル戦略が成功するかどうかは、要援

護者と世話焼きさんがどのように手を組むかにかかっている。主役は要援護者だ。 

 

⓲担い手が少ない集落では、担い手が効率的に活動できるような条件づくりを要援

護者がしてあげているケースもある。 
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＜序章＞  

本気で助け合いたいなら、 

５０世帯でまとまれ！ 

 

■効率的に「福祉サービス」をしたいのなら広大な圏域設定の方が有利 

今の福祉機関は、サービスを効率的に提供するために都合のよい圏域づくりをしている。広大な

地区から要援護者を抜き出し、障害の種類や要介護度で分けて、特定の施設に集める。またはサー

ビス拠点まで呼び寄せるか、移送する。このやり方だと、圏域はいくら広くても構わない。市町村

全域（数万世帯）、またはせいぜい各校区（数千世帯）を一つの圏域として、対象者へのサービスを

実施すればいいのだ。 

しかし助け合いをするとなると、状況は全く変わってくる。 

ちなみに地域は４つの圏域に分けられる。第１層が市町村、第２層が校区、第３層が自治区、そ

して第４層が「ご近所」と、私共は規定している。 

だが過疎地、超高齢地区の中には、こういう圏域設定とは異なる所がある。下の図を見ていただ

きたい。一般的な圏域設定（上の図）では、町内会が第３層だが、過疎地ではわずか５０世帯。こ

れは一般的なご近所（第４層）と同じ規模だ。しかも町村自体が数千世帯で、一般的な校区に相当

する。層が一段階ずれている。私たちが想像している以上にこういう圏域設定は多く存在している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第４層 

ご近所 

30～80世帯 

第３層 

町内会 

300～500世帯 

第２層 

校区 

3000～5000世帯 

第１層 

市町村 

数万世帯 

第３層 

町内会・ご近所 

第１・２層 

町村・校区 

1000～2000世帯 30～80世帯 
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■本気で助け合いをしたいと思ったら５０世帯に限定を 

 住民が本当に助け合いをしようと思えば、人口何千人の広大な校区圏域で助け合いをしようなど

とは言わないのではないか。関係者やボランティアのリーダーたちが、なんとなく「助け合いのま

ちを作ろう」という場合はそれでもいいが、本気で「助け合いたい」と思えば、助け合いの圏域を

ぐっと狭めるはずなのだ。 

本書で紹介したマップの少なからずが町内（自治区）自体は数百世帯なのだが、その中で実際に

助け合いをしている範囲を区切ってみると、やはり５０世帯程度の「ご近所」になる。要援護者が

溢れて、なんとしても助け合いを強化しなければならないと住民が本気で考えたら、助け合いはご

近所ごとにしようと考えるのだ。 

先ほどの図の下部、町内が５０世帯の地区は、助け合いがやり易いようだ。５０世帯の町内会と

いうのだから、まとまりやすいのである。 

 

■古代の国郡里制の「里」は５０戸だった 

古代日本の地方行政制度である国郡里制が定められたとき、その最小単位である「里」は、５０

戸だった。といっても当時の１戸は、主に血縁関係にある平均２０人の集団を指すものだったそう

だが。ウィキペディアには、「五十戸」（ごじっこ、さと）という項があった。それによると、五十

戸という単位がまずつくられ、その後それを里と呼ぶようになったらしい。 

制度として正式に定められた時期は議論が分かれるものの、「五十戸の始期は、資料で確認できる

上限としては６６３年頃の天智天皇の時代であり、学説としては孝徳天皇の時代 （６４６年から６

５４年）と推測されている」と述べられている。そしてその後、７１５年の郷里制により、５０戸

の「里」は「郷」と呼ばれるようになったということである。 

 現代人は、５０世帯でまとまって生活するといった考え方はまずないだろう。数百世帯の町内が

頭の中に完全に定着してしまった。だが、もし本気で助け合いをしたいのなら、昔の郷・里の圏域

づくりを再び導入していかねばならない。 
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＜第１章＞ 

助けられ上手な要援護者たち 
 

■足元の人たちにすすんでお願いごとをしている 

 このことは、おそらく支え合いマップ作りをした人にしかわからないかもしれない。いや、たと

えマップ作りをしても、このことに気が付かない人は少なくないはずだ。それは何かといえば、一

人暮らし高齢者などの要援護者（要介護者も含む）は、足元の人たちにすすんでお願いごとをして

いるということである。 

これから紹介するが、一人暮らしの要介護者が、周りの人に、ゴミ出しとか庭木の剪定などをお

願いしている。特にご近所と言われる小さな圏域では、この傾向が強い。日本人は引きこもり気味

で、ましてや人に助けを求めることなどまずできないと思っている人は戸惑うのではないか。 

 

■福祉の主体者は私だという思い 

 どうしてこういうことができるのか。本人は自覚していないだろうが、福祉の主体者は私だとい

う思いがあるようなのだ。それを強く意識しているわけではなくても、そういう人たちは、特別遠

慮するふうでもなく、「悪いけど○○をしてね」などと言っている。英語を使えば、もっと実感が得

られる。セルフケア・マネジメント。自分が抱える問題については、私がマネジメントする。私は

私の問題を考える主体者だということが、この言葉だとイメージできるのではないか。 

 超高齢社会を先取りしたような地域では、黙っていたら命の危険にさらされる要援護者は、必死

に助け手を確保しようとするのだ。だから、こういう、ある意味では高度な福祉意識と行動が、そ

ういう僻地で見られやすいのではないか。 

 

■人材は要援護者が育てる？ 

 この小見出しを読んで、半信半疑になる方も多いはずだ。要援護者が担い手を育てるなんて、単

なる理屈にすぎないと。しかし長い間マップ作りをしていて、少なくともこの表現にも真実がある
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と確信するに至った。 

 例えば本誌の〇○ページのマップを見ていただきたい。典型的な限界集落である。超高齢の一人

暮らし高齢者が集落のあちこちに散らばっている。だれが面倒をみているのか、住民に聞いてみる

と、｢それは私です｣。マップ作りに参加した若手（と言っても６０～７０代）が一斉に言った。そ

れに付け加え「私たちにはこれをやらないという選択肢はないんです」。いわば押し付けられた役割

を、そう不満気でもなく、日々こなしている。なるほど、彼らの置かれた環境が、担い手を育てる

のか。 

 こういう話もある。マップ作りの中で、要介護の姉妹が見つかった。ちょっと心配である。周り

はどうしているのかと聞いたら、皆で代わる代わる見守ったりしているのだと。 

じつはその集落は、概して要援護者への関心が薄く、助け合いをする意欲があるのか心もとなく

思っていたので、その姉妹を皆で面倒見ていると聞いて、意外に感じた。 

そこで聞いてみた。どうしてこの姉妹の面倒を見ているのですかと。理由が分かった。隣町に住

む娘が時々この集落にやって来て、一軒一軒回って、母たちのことをお願いしますと頼んでいたら

しいのだ。 

 そこで思い出した。長野県須坂市がこういう調査を行ったことがある。「あなたは足元に困ってい

る人がいたら、助けてあげますか？」。選択肢は３つ。①頼まれなくても助ける。②頼まれたら助け

る。③断る。結果はどうだったか。①が２３％。②が７２％。③が５％。①と②を併せると、なん

と９５％になる。日本人には、確かに善意はあるのだ。ただ、①は２３％にすぎず、多くは②だっ

た。「頼まれたら助ける」。なぜこういう数字になるのかは、日本人なら誰でもわかるだろう。①を

やると「お節介」と言われる。または「余計なお世話」。これを言われるのを日本人は特に嫌う。そ

れなら手を出さない方がいいと思ってしまうのだ。そこで、「頼まれればやるよ」という国民、つま

り要援護者が助けを求めれば助けてあげる、そういう国民性になった。 

 ただ「頼まれなくても助ける」が２３％もいるというのは驚きである。これが「世話焼きさん」

なのかもしれない。この人が人口の４分の１もいる。これも救いになる。 

 ただし、「頼まれれば」とは、誰から頼まれればやるということなのか。「推進者」ではなく「当

事者」（要援護者）なのだ。今の福祉機関は、推進者が活動を住民に提案するが、それがうまくいっ

ていない。筋が違っているのだ。要援護者自身に頼まれればやる。助け合いは要援護者の積極性に

かかっているのだ。 
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⒈要援護者同士が一対一のペアで助け合い 

■自助活動の入口はまず要援護者同士の助け合い 

先ほど、要援護者も遠慮せずに足元の人たちに助けを求めるとは言ったが、正直なところでは、

やはり人に助けてもらいたいとは思っていない。助けを求めれば当然、プライドの危機に見舞われ

るからだ。しかし同じ問題を抱えた相手と助け合うなら、その心配はない。だからまずは、当事者

同士の助け合いから始まる。 

 

■相性を考慮すれば、結局１対１のペアになる 

当事者同士の助け合いでも、まずは一対一のペアでの助け合いから始まる。福祉関係者はすぐ対

象者をまとめようとするが、当事者から見ればこれはおかしい。一人ひとりの考え方も気質も異な

るし、相手との相性の合う、合わないもある。だから住民のやり方は、大抵は１人対１人のペアの

関係になる。そこで助け合いも、相性の合う者同士が見守り合い、助け合うことが出発点になる。 

次のマップを見ていただきたい。一人暮らし高齢者を中心に、老々世帯も含めて、同じ境遇にあ

る彼等が、１人対１人でペアになって、見守り合い、助け合いをしている。１回のマップ作りで見

つけたペアだけでも、５０世帯のご近所に６つ。いずれも隣同士、または向かい同士である。向か

いと言っても、入り口（玄関）が背中合わせだと、見守りようがない。そういう場合には、斜向か

いの人と繋がるというケースも見受けられる。 

 

■「ちょっと離れたペア」が２人とも孤独死 

 そのペアの間の距離が離れていたケースで、孤独死が生まれた。むろんそれだけが原因だったと

は言えないが、両者の間に２軒の家があった。このペアの両者が共に孤独死してしまった。 

 周りの人に聞くと、カギの預け合いもしていたという。１人は、カーテンが開いていなかったこ

とから、息子さんに連絡して発見された。 

 

 ５０軒が「顔が見える」範囲だと住民は見ているが、お互いの安否を確認するのなら、厳密に言

えばお隣でなければ見えない。だから本当に効果のある見守りをするには、やはりお隣同士がベス

トということになる。 
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■数名で一組の助け合いも 

もう一つは、向こう三軒両隣の中での助け合いである。３～４名の、特に女性の一人暮らしの家

が向こう三軒で固まっている場合、まず間違いなく何らかの助け合いが行われている。大抵は、１

人のリーダーがいて、その人を中心とした助け合いになる。男性が混じっている場合、おしゃべり

の輪には入らないが、見守りなどは女性たちによってなされており、代わりに力仕事を頼まれたり

している。 

上のマップの地域では、ピンクの四角で囲んだ部分で、一人暮らしと老々世帯の５軒が一組にな

って助け合っている。 

 

⒉地域の一人暮らし全体で助け合い 

ご近所の全体が要援護者という場合もある。最近は一人暮らしの集落といった所があちこちにあ

る。そうなると、当事者の動きはかなり大がかりになる。 

下のマップは、築数十年という公営住宅。黒印は一人暮らし高齢者。白い部分の多くは空き部屋

だ。福祉関係者が嘆いていた。「よほどたくさんの担い手を養成しなくては、間に合わない」。そこ

…健康相談に応じている元看護師 

…生活支援をしている世話焼きさん 

…一人暮らし 

…老々世帯 

…ペアで助け合い 

…助け合いの向こう三軒両隣 
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で、ここの一人暮らし高齢者に、安全確保策を尋ねてみた。 

すると、「私は向いの○○さんと、夜、電気がついたら大丈夫としている」「私は向いの△△さん

と、朝カーテンが開いたら元気と…」。一人暮らしの人が集まる部屋も、棟ごとにあった。その他に

も彼等の安否確認（し合うための）スポットがあちこちに。一人暮らしのリーダーたちが自転車訪

問と電話訪問もしていた。完璧な（相互）見守り体制である。これらを聞かされて、前述の福祉関

係者は「これじゃ、我々のやることはないや！」 

ただし、これができるのは女性だけ。男性でこういうことをしている事例にはまずお目にかから

ない。 

こういった事例を一言で言えば「みんなで助け合い」だが、細かく見ていくと、 

①まずペアの助け合いがあちこちで行われている。向かい同士で安否の確認とか。 

②次いで、相性の合う数名単位での助け合いも行われている。仲間が集まる部屋とか、井戸端会議

場に集う人たちだ。 

③その上に、全体のリーダー（超大型世話焼きさん）がいて、部下と協力しながら、集落全体の安

否確認などをしている。こうして「完璧な見守り」体制が出来上がった。彼らは全員、要援護者た

ちであって、同時に世話焼き軍団なのだ。このようにして、この種の集落は助け上手さんと助けら

れ上手さんが重なっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

美容院 
銭湯 

畑 

電気で元気確認 

カーテンで元気確

広場 

カーテンで元気確

（下方の棟の人たち

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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⒊親族同士の助け合いにこだわる 

東日本大震災で何が変わったか、というアンケート調査をＮＨＫが行った。多かったのは「この

際、身内の絆を強めておこう」という声だった。支え合いマップをつくると、日本人が今も「身内

の助け合い」にこだわっていることがわかる。特に福祉資源が限られている地方の集落では、それ

でも親戚は周りにたくさんいるから、結局身内の助け合いが中心にならざるを得ない。 

 要援護者（青印）に向かっている（見守りやお世話する人の）線を見ると、黒い線はすべて身内

からの線である。スミの方から来ている線は、遠くから身内の世話に通って来ているということ。 

これにわずかに赤い線が食い込んでいるが、これが他人からの線で、ほとんどが世話焼きさんだ。

ある程度強引に入り込まないと身内の壁を崩すことはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…要援護者・気になる
…世話焼き 

黒い線が、身内の関わり 

赤い線が世話焼きの関わり 
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⒋子どもは同じご近所内に「近居」 

 最近マップをつくっていて気付くのは、「近居」が増えているという点だ。同居は気が進まなく

ても、近居ならしやすいという人が多い。下のマップを見ていただきたい。息子や娘が同じご近所

内の別の敷地に家を建てて、日常的に親元へ通って来ているケースが１８件も見つかった。 

ご近所にスペースがない場合は、隣接した空き地に、住居を求めている。親に何かあったら駆け

つける体制ができていた。 

資源の少ない地域で、住民が最後に頼るのはやはり家族になる。これまで紹介したマップの中に

も、親族かどうかの区分けをしたら、かなりこれに該当するケースがあるのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒌「時々通って来る子ども」が唯一の頼り 

 高齢になって一人暮らしになると、車がないので買い物などが不便になる。北陸地方のある集落。

買い物に不便をしている人（●印）がこんなにもいた。彼らの自己努力を調べると、息子や娘が来

た時についでに買ってきてもらうというのが多い。その他、特定の人に頼む、近くの人に片っ端か

…親 

…子ども 
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らお願いする、一つしかない店に、売っていないものも取り寄せてもらう、移動販売を使う等。 

 

■ご近所内でやり繰りすることで助け合いは強まる 

 これだけの解決策が出てきたのだから、これらをうまく生かせばいい。Ａさんの息子が今日は親

元に帰って来るという情報が入れば、ご近所で買い物が必要な人の分もついでに買ってきてもらう

ようにお願いするとか。 

そうやってご近所内でやり繰りすることで、助け合いは強まっていくのではないか。ＮＰＯなど

に頼んでしまうと、それだけお互いがご近所に頼らなくなり、助け合いは消えていくのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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⒍一人の要援護者が複数の人たちを活用 

次のマップの主人公は、共に要介護の高齢者夫婦。サービスは受けているが、まだ困り事が残っ

ている。ご近所で対応する必要があるが、その手配を要介護の妻・Ａ子さん自身がやっていた。 

「Ｂさんは雪かきをお願いします」「Ｃさんはゴミ出しを」「Ｄさんはバス停まで送ってください」

「Ｅさんは車で送迎を。但しこれは有償で」というふうに。彼らにとって自助とは、身の安全を図

るために周りの人を上手に活用することだったのだ。 

 

■時間を置いての助け合いも 

 この依頼にことごとくご近所が応じているというのも驚きだが、これには裏があった。Ａ子さん

は以前、お茶の先生をしていた。彼女を支援している人たちは当時のお弟子さんだった。売ってお

いた「恩」を返してもらった。助け合いは時間を置いて行われる場合も少なくない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ子さん 

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 

車に乗せてくれる 
ゴミ出しをしてくれる 

生協を一緒に購入 

雪かきしてくれる 

急な坂 

乗せてくれる 
バス停まで 

バス停 
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⒎一人暮らし女性が１人の助け手を共同活用 

企業を退職した男性が、生きがいにと庭木の剪定技術を習得した。このことを知った近所の一人

暮らしの女性が、「うちの庭をお願い」と頼みに来た。すると、それを知った他の高齢者も次々と「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。限られた資源を当事者た

ちは見逃さず、しっかり活用するのだ。 

お礼はどうするのか。一定の料金設定はしていなかった。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。それで不都合が生じないのが、いかにも住民らしい。当事者主導の価格設定である。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

⒏一人暮らし女性がご近所に「うちに来ない？」 

 次のマップ。右側の道路は「あいさつ通り」と呼ばれ、出会ったら挨拶することになっている。

ここで毎日、ラジオ体操が行われている。朝９時に世話焼きさんがラジオを持ち出すと、通りの住

民が自宅前に出て、一斉に体操を始める。通りには一人暮らし高齢者が数名住んでいるが、体操へ

の参加で全員の安否確認ができる。 

庭仕事を有償で請負う男性 
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■一人暮らし女性が９０歳を過ぎると始めること 

メンバーに９０歳の一人暮らしの女性がいる（７番の家）。この家にたくさんの線が入っている。

本人が「ウチに来ないかい」と誘っていた。ここで毎日のようにお茶会が開かれ、帰る時には彼女

の手作りのおかずを手渡される。招待された方は、さりげなく彼女の体調を観察し、困り事があれ

ば応じてもいる。彼女は、いずれ要介護になった時には、この人たちの手助けを得られればと考え

ている。こういう人を、私は備え上手さんと呼んでいる。 

一人暮らしの女性が９０歳を過ぎると、自宅に近所の人を呼び入れてお茶やお菓子をご馳走する

ようになる人がよくいる。やはり、ついでに見守りなどをお願いしたいという気持があるのだろう。 
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⒐孤独死した人も２人は見込んでいた 

死後１週間で発見された一人暮らしの女性Ａさん。民生委員や見守りボランティアが訪れても、

ドアを開けなかった。「どんなに引きこもりの人でも、２人か３人には門戸を開けるものだけど…」

と町内会役員に確かめたら、「そういえばＢ子さんとＣ子さんは受け入れていた」。 

では、なぜ孤独死してしまったのか。Ａさんの斜向かいに住み、Ａさんが特に信頼して「何かあ

ったらお願いね」とまで言っていたＢ子さんが最近、引っ越していたのだ。もし民生委員が、自分

はＡさんに見込まれていない（相性が合わない）ことを受け入れ、本人がだれを見込んでいるかを

探せば、Ｂ子さんに接触できていただろうし、Ｂ子さんが引っ越すときに状況を把握できたはずだ。 

引きこもりの人でも、その人なりに助け手を求めていることが、これでよくわかる。 

 

 

 

⒑担い手が関わりやすいように見守られ集団化 

■一人暮らし高齢者宅に地区内の一人暮らしが集まる 

  次のマップを見ていただきたい。最上部の人の家でサロンが開かれていて、そこに近隣の６軒

から毎日のように人が集まっている。これだけの事実からでは、このミニサロンの意義はわかりに

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）

Ｃ子さん 

Ｂ子さん 
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くい。しかし、それぞれの参加者の状況を調べると、その意味が分かってくる。集まる人の中の４

軒は一人暮らし。１軒は老々世帯。そして残る１軒は民生委員。しかも主催者も一人暮らしの高齢

者だ。 

 ということは、一人暮らしの人が一人暮らしの人の家に毎日のように集まる。そこに民生委員が

参加している、ということである。 

 

⑵民生委員にとっては、「見守りの効率がいい」！ 

 これを民生委員の立場から見るとどうなるか。とにかくこのサロンに参加すれば、一人暮らし（や

老々世帯）の人たちの安否がわかるし、福祉ニーズもわかる。こんなに都合の良いやり方はないで

はないか。こういう仕組みを意図的に考えたのかどうかはわからないが、結果として、要援護者が

溢れる地域で必要な見守りのあり方の一つになっている。つまり要援護者の側も、なるべく担い手

が活動し易い態勢をつくるということである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…サロン主催者 

…民生委員（夫婦で参加） 

…一人暮らしの参加者 

…老々世帯の参加者 
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■毎日サロンに来れば丸裸になったも同然 

 要援護者が自分の安全を守るためにできる一番大事なことは、自分の状態をできる限りオープン

にすることである。一人暮らしの人の中には、引きこもりの傾向があって、周りが関わろうとする

と「プライバシー」と言ってピシャリと戸を閉めてしまう人がいるが、これは全く理屈に合わない

行動だ。人間は、自身の安全を確保するためには、要援護になるほど自分の存在を周囲にさらす必

要がある。一人暮らしで要介護となれば、ある意味、自分を丸裸にするぐらいでなければ身を守る

ことはできない。 

 その点で、サロンに参加するということは、その方向に努力しているということでもある。毎日

のように参加して、仲間とおしゃべりをしている間に、結局は周りの人から見たら、丸裸になった

のも同然になるのだ。自分をさらすということには大抵の人は抵抗を感じるだろうが、この方法な

らやり易い。特にその中に世話焼きさんが混じっていれば、進んで悩み事も言えるはずである。 

 

■一人暮らしの人は揃って新聞を受け取りに来ていた 

 下のマップは近畿の山間部で作成した。じつはもっと左右に長くなっているのを、途中２カ所で

省略している。省略した部分だけでも１キロはある。しかも地域全体が山また山で、それぞれの山

を上り下りして交流している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

…新聞を取りに来る 

…空き家 

…区費半額支払い 

…別荘 

…民宿 
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マップ作りは夜というので、その日の午前中、右上の集落へ車で上がってみた。「頂上」に到達す

ると、３６０度見渡せる絶景である。人影はないように見えたが、よく目を凝らすと、ポツリポツ

リと畑の中に人がいる。そして夜、公会堂に行ってみると、２０人ほどの住民が歓談していた。皆

さん、元気で明るく、ここが限界集落とは全く思わせない。 

 

■不便な土地でありながら、それに負けずに盛んに交流 

驚いたことに、私たちが午前中、右上方向の山へ姿を現したことは、昼頃には集落全体に伝わっ

ていた。「どうして？」と尋ねると、「そんなことは当たり前」と言わんばかりで、声掛けや携帯電

話等で訳なく伝わるのだという。情報伝達力は見事なほどで、お互いが孤立しているという思いは、

さらさらないということなのだ。 

 それでも納得できない私は、例えば右下の一人暮らし男性をどうやって安否確認するのかと聞い

てみた。すると、右下部の家に配達される新聞を毎日取りに来るときに見守りがされていた。こん

な完璧な見守り法はないぐらいだ。こうして一人暮らしの人はみんな、どこかの家に毎朝、新聞を

受け取りに来ていた。つまり見守られに来ていたわけだ。 

 

■集落は去ったが区費半額を払い続ける 

 左下の集落へは釣り橋を渡っていかねばならない。軽自動車しか通れない。この一軒でカラオケ

パーティが開かれていて、そこに右端の家からもたくさん来ている(線は省略)。この集落は、極端

に不便な土地でありながら、それに負けずに盛んに交流していることが分かる。「不便」という言葉

は彼らの口からはほとんど出てこない。その不便さとの闘いの成果が、この地区のきずなの強さな

のだろう。見守りだけではなく、何か困り事があれば助け合う。実際に「困った」と声を上げるの

かと念を押してみたら、そうだと言う。 

 限界集落は住民が一人また一人と集落を去るから生まれる。空き家を調べたら、やはりかなりあ

る。では集落を去った人はどうしているのか。 

面白いのは、「完全に去った」のではないということだ。「区費半額」と記した家が７軒ある。ま

だ区費を払い続けていた。彼らは家の空気の入れ替え、庭の草むしり、墓の掃除、畑作りなどに通

ってきている。 
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「別荘」」と記した家が３軒あるが、文字通り別荘として使っている。ここは風光明媚で、清流はま

だ汚されていない。炭焼き、鮎釣り、カヌーなどが楽しめる。最高の別荘として使えるのだ。 

 

■まだ集落とつながっている「定時制住民」 

まだ集落とつながっているこのような人たちを、私は「定時制住民」と呼んでいる。全日制住民

と区別はするが、一応まだ住民の意識を持ち続けている。そういう捉え方をするならば、この集落

は広い意味でまだ限界集落には達していないとも考えられる。ここに新しい産業が起こされ、雇用

の需要が生まれれば、戻ってくる可能性はあるということである。 

 集落の中の４軒に「民宿」と記してある。この町は民家を開放して全国の中高生を２泊３日程度

の生活体験に受け入れている。受け入れ家庭が４軒あるということなのだ。ここの豊かな自然を生

かして、手作りの「生活」を体験させる。一応学校と町から補助があるというが、それもわずかで、

住民の善意に頼っている。 

 

■「不便はいいもんだ」 

 集落の人たちのきずなの強さを見るにつけ、これを消滅させるにはもったいないと痛感した。 

極寒の夜空を見上げながら、今回のマップ作りを担当した社会福祉協議会のＯさんが、感じ入るよ

うに言った。「不便って、いいですね」。不便だからこそ、それに逆らうように人間は、絆を強めよ

うとするのか。そこから意外な「元気」が生まれてくる。 

 もしかしたら時代の価値観が逆転して、こういう集落こそが本当に豊かな生活をしているのだと

なる可能性もある。 
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＜第２章＞ 

世話焼きさんは 
 

 

 

■「世話焼きさんなんか、本当にいるの？」 

 地域には世話焼きさんという、人助けの天性の資質の持ち主がいると、私は言うのだが、誰もが

半信半疑である。世話焼きという言葉は知っているし、足元にそれらしき人が１人２人いることは

知っているが、この人たちが地域の助け合いを仕切ると言えるほどにたくさんいるのかと言うと、

そこまでは信じられないというわけだ。しかし現実に世話焼きさんはたくさんいて、実際にその人

たちで助け合いは機能していると言えるほどなのである。 

 

■ご近所は世話焼きさんの「宝庫」 

 世話焼きさんを探すのは簡単だ。支え合いマップ作りをすると、その人から周りの要援護者へ向

けて、数本の線が引かれるからわかる。１０本程度出ているのが大型世話焼きさんで、５本程度が

中型、１～２本が小型の世話焼きさんということになる。マップ作りの場で、誰が誰の面倒を見て

いるかを複数の人に聞いて、その線を引いていくと、１０本ほどの線が出ている人が大型世話焼き

さんと分かるのだ。 

 この世話焼きさんが地域にどれぐらいいるのか。調べたことはないが、少なくともご近所には案

外いる。なぜかと言えば、世話焼きさんは自分の足元の人たちの面倒を見ている。数百世帯の町内

圏域だと、広すぎて相手が見えないが、５０世帯の中だと、誰がどういう人か大体わかる。つまり

関わりが必要な人が特定できるのだ。だからご近所には世話焼きがたくさんいる。人材の宝庫だ。 

 

■天性の腕で、養成に馴染まない 

 関係者は人材をどのように探しているのか。そういうことはしない。担い手を募集したり、研修

１１の顔を持っていた 
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会を開いて呼び集める。または進んで活動したいという人にまかせる。 

 しかし残念ながら、それでは本当に助け合えるご近所はできない。世話焼きさんとはどんな人か。

今までたくさんの世話焼きさんに出会ってきたが、共通する資質が多い。困っている人がいないか、

常に気にかけている。そのために、相手の事情を知ろうとする。「詮索の鬼」と私は言っている。だ

からニーズを掴まえられるのだ。それに、その人の問題が解決するまでは、ご飯が喉を通らないと

さえいう。困っている人を見つけたら、即刻関わるとも。そして人の好き嫌いをしない。つまり誰

でも助けてしまう。当然、相手から見込まれる。 

 福祉の研究者と世話焼きさんについて議論をすると、必ず彼らが言うことがある。世話焼きさん

の行動を分析して、ノウハウを抽出すればいいではないかと。しかし、「困っている人の問題が解決

するまではご飯が喉を通らない」というのは、ノウハウではない。生まれ持っての資質なのだ。超

高齢化していくこれからの社会では、世話焼きさんに大いに活躍してもらわねば、要援護者を支え

ていくことはとてもできない。 

 

■助けられ下手さんの周辺に分布 

 本当に福祉のまちを作っていくには、住民がただなんとなく助け合う―といったことではダメで、

そのためにいろいろな人材がうまく連携して機能する必要がある。各地区に、どの人材とどの人材

がいるかということが、その地区を福祉化するためのほとんど絶対的な条件になる、と言ってもい

いぐらいである。この人材を一言で言えば「世話焼きさん」だ。 

世話焼きさんの周囲には、よく「助けられ下手さん」が見つかる。助けられ下手さんの心を開く

には、特別な資質が必要なのだ。 

 

■１１種類の世話焼きさん 

 ちなみに一言で世話焼きさんと言っても、一人ひとり分析すると、微妙に行動パターンが異なっ

ている。むろんＡさんは△型、Ｂさんは○型と明確に分けられるのではなく、それぞれが複数の資

質を併せ持っていると言った方がいい。 

今まで見つけた様々なタイプの世話焼きさんを、その行動パターンで分けて紹介してみよう。 
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➊「見込まれ屋」と私が呼んでいる人がいる。住民の流儀では当事者が主役なので、当事者に見込

まれなければ、いくら「ボランティアをしたい」と言ってもダメなのだが、当事者に見込まれやす

い人がいる。その「見込まれ屋」にも、２つのタイプがあることがわかってきた。１つが「特定層

に見込まれた人」。男性たちが深刻な悩みを抱えて相談にやって来る。一家の主の悩みと言えば、会

社が倒産しそうだとか、借金苦で心中寸前といった、まさに「死活の問題」が少なくない。それに、

自分の本業そっちのけで対応している人がいる。 

 一方で「多様な層に見込まれた人」もいる。たとえばある夫婦の家には、下は高校生から上は超

高齢者まで、しかも男女を問わず、毎日やって来る。単なるふれあいを求めている人も、特定の悩

み事を抱えている人もいる。自分たちだけでは対応が難しい問題の場合は、対応できそうな人を地

域から探し出して、即座に電話で呼び出しをかけていた。 

➋住民の寄り集まる家が地域に散在している。これも人材の１つだ。誰でも自宅を開けるというわ

けではない。中には「セルフヘルプ型」もあって、例えば、高齢者が集まって互いの悩みを出し合

い、それを解決するといった、一種のセルフヘルプグループの集会みたいな機能を果たしている。 

助けられ下手さん 
見込まれ屋 

家を開き屋 

① 

② 

こじあけ屋 

⑥ 

連絡屋 

⑩ 

口利き屋 

⑧ 

代弁屋 

⑦ 

受け入れ屋 

⑪ 

お誘い屋 

⑨ 

協力者 

④ 

やらせ屋 

③ 

近隣資源 

サロン・ 
グループ 

関係機関 

（民生委員・福祉推進員等） 

つなげ屋 
⑤ 
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➌「やらせ屋」は、住民に指示を出して上手に動かすことができる人だ。「あなた、あの人を助けて

あげなさいよ」と促すと、相手も快く従う―そういう人物である。地域で助け合いがうまく進行す

るには、こういう存在も必要なのだ。 

➍「やらせ屋」だけでは大変な場合、脇から手助けをするのが「協力者」だ。「やらせ屋」の周囲に

は数名の「協力者」がいる。 

➎「つなげ屋」は「やらせ屋」を含めた地域の人材や活動の、総合プロデューサー的な役割を果た

している人だ。近隣助け合いの仕掛け人とでも言ったらいいだろうか。 

➏「こじあけ屋」は、閉じこもりの高齢者宅などを上手にこじあけて入ってしまう人である。普通

の人がこれをすると大変なことになったりするケースでも、この人ならそうはならないのがミソ。

かなりストレートに押しかける型の人と、やんわり、少しばかり時間をかけて、いつの間にか相手

の心を開かせてしまう人もいる。 

➐「代弁者」とは、当事者の代わりに周りに「助けて！」と声を上げるというユニークな人材だ。

当事者が声を上げても反応がない場合でも、この人物が同じことをするとちゃんと反応があるとい

うのだから不思議である。 

➑「口利き屋」は、当事者を関係者に紹介したり、連れて行ってあげる人。いわゆる口利きをする

人だ。 

➒「お誘い屋」は、サロンなどに人を誘い出す人。サロンの参加者に聞いていくと、多くが特定の

お誘い屋さんの働きかけで入会したことが判ることがある。 

➓「連絡屋」という人材もいる。刑事ドラマに出てくる情報屋のように、引きこもっている人の生

活状況をよく把握している隣人の中で、それを民生委員などに逐一知らせている―そんな人で、相

手のフトコロに踏み入るのが苦手な民生委員はとても助かるようだ。 

⓫最後に「受け入れ屋」。地域には、いわゆる「嫌われ者」と言われる人がいる。特異な性格や言動

で、周りの人に嫌われ、相手にされない人だが、この人だって、そうなるには理由があり、この人

もまた救われねば、本当の福祉のまちができたとは言えない。こういう特異な人でも受け入れて関

わってくれる人材が受け入れ屋さんである。 

 

■助け上手さんと助けられ上手さんは同類 

 世話焼きさんは当然、助け上手だが、助けられ上手でもある。だれかを助けていることを褒める
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と、いや、私も助けられているのですと反論する。謙遜で言っているのではなく、たしかにある面

ではちゃんと助けてもらっている。だから「助け合い」と言うのであろう。 

 同じようにして、助けられ上手の人は、実質的に世話焼きさんの資質を持っている。両者は同じ

種類の人なのだ。その人が、ある時は世話焼きとして、ある時は要援護者のリーダーとして行動す

る。 

 

⒈大型世話焼きさんが大黒柱 

 住民の助け合いの原点は、相性の合う人同士の一対一のペアの関係である。しかしそれだけでは

ご近所全体での助け合いに広がるのは難しい。どうしても、一定数の大中の世話焼きさんの存在が

欠かせない。９ページに紹介しているマップには、大型世話焼きさんが２人もいた。 

 

■元看護師が「ご近所診療所」 

 マップを作ると、大抵、ご近所内に１人か２人は元看護師の人がいて、ご近所の人たちの保健・

医療相談にのっている。積極的に相談にのっている人もいれば、来ればのってあげるという程度の

人もいる。 

このご近所の事例は、尋常ではない。私はよく、こういう人について「ご近所診療所」という言

い方をしているが、ここの元看護師の女性は文字通りの「ご近所診療所」の役割を果たしていた。 

 彼女から、「例えば」と言って聞き出した活動例だけでも、ご覧の通り６ケースに上る。ご近所

内のほぼ全員の相談に乗っていると言ってもいいようだ。 

➊Ａさん。頭痛、手足のしびれの相談。通院を勧める。➋Ｂさん。糖尿病。栄養のある食事を摂る

ようアドバイス。➌Ｃさん。糖尿病。通りがかりの際、適度な運動を行うように声掛け。➍Ｄさん。

自分本位で、人の悪口を言う。「みんな、人それぞれなんだからね」となだめている。➎Ｅさん。

解離性障害で一時危なかったが、現在は落ち着いた旨相談を受けた。➏Ｆさん。精神障害。「泥棒

が入った。台所を汚された」との被害妄想の電話があった。落ち着くまで話を聞いている。 

 

■「押しかけ便利屋」型の世話焼きさんも 

もう一人は男性だ。彼は、ご近所の生活支援をしてあげている。頼まれてやる場合と、気づいた
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らやってあげる場合があるが、彼は特別級で、しかも「押しかけ」型。気がついたら我が家の庭に

入ってきて、塀の修理をしている、といった感じなのだ。 

もちろんお金が欲しくてやっているわけではなく、本人は楽しんでやっている、と奥さん。便利

屋活動の前に、彼とご近所との関係の線を引いたら、たくさんの人と繋がっていることがわかった。 

 生活支援と言えば、今の住民にはそこまでは無理だと思われがちだが、彼の活動ぶりを見ると、

住民の可能性は無限大ではないかとさえ思ってしまう。 

彼のやっていることを一部例示すると… 

➊Ａさん。家の中の整理。布団干し。草刈り。➋Ｂさん。墓の掃除。簾の掃除。➌Ｃさん。簾の掃

除。➍Ｄさん。屋根の掃除。➎Ｅさん。草刈り。植木の手入れ。塀の掃除。 

 

■生活支援もやっぱり、天性の資質？ 

「福祉は関係者が担うもの」という考え方が、長い間に常識化してしまった。おかげで「住民は見

守り程度をやっていればいい」と、関係者は住民にほとんど期待をかけなくなった。 

 そんな中で突如として、生活支援を住民にも担ってもらおうということになった。しかし相変わ

らず「住民にはそんなことはできない」という思いがあって、結局は有志の住民、あるいはＮＰＯ

で組織活動として担うより仕方がないということになりつつある。 

 しかし、ご覧のように、支え合いマップづくりをして、実際に住民が担っている生活支援の部分

を抜き出してみると、とても軽視できないケースも出てくる。こんなことが生活支援かと疑問に思

う向きもあるだろうが、住民一人ひとりにとってはこれらがすべて「生活支援」の中に入るのだ。 

 もう１つ大事なことは、「生活支援」に関わるのも、誰でもできることではなく、やはり天性の資

質と言えるのではないかということだ。その資質がある人ならば、彼のような活動もできるのだ。  

なぜか福祉関係者は、どんな活動にしても、講座を開いて養成すれば誰でもできると思っている。

ところが、養成を受けに来る人がいない。または、講座を修了した人が、地域で機能しない。 

それよりは、ご近所でマップを作って、その資質のある人を掘り起こした方が、結局は効率的に、

そういう人材を確実に増やすことができるのだ。 

 

■保健センターや生活支援コーディネーターのご近所支援拠点に 

 前述の事例のように、世話焼きさんが活躍しているご近所でも、だから安心、ではなく、これを
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関係機関がバックアップする必要がある。保健センターや地域包括支援センターが、元看護師の女

性宅を訪れて必要なアドバイスをすればいいし、逆にそこからセンターの側が得られる情報やノウ

ハウもあるはずだ。  

 便利屋型の世話焼きさんについても、生活支援コーディネーターがバックアップしていい。コー

ディネーターも、足元で住民にどんな生活支援対応のニーズがあるのか教えてもらえるのだから、

助かるはずである。 

 関係機関の人たちは、今は市の中心部にいて、ニーズがやって来るのを待っている。しかしこれ

では、本当のニーズがどんなものなのかはわからない。それを把握するためには、ご近所まで来て、

そういうニーズに実際に対応している人と接触する以外にないのだ。 

 

■足元の相手に、隈なく関わるのが特徴 

 世話焼きさんは、ご近所でどのように行動しているのか。一般的な人は、どうせ活動をするのな

ら、市の中心部など、自宅から離れた地域でやりたいと考えるのではないか。助けてもらうのも、

近くの人は嫌。遠くの人に助けてもらいたいと言う。それが当たり前だと思われるかもしれないが、

世話焼きさんの行動をマップに乗せると、大抵は足元の人の面倒を見ている。この違いは大きい。 

東京都心部で超大型世話焼きさんを見つけた。彼女がお世話をしている相手に向かって線を引い

てもらったら、自宅周辺のほとんどの人に線が引かれていた。しかもその数、なんと５０本だった。 

世話焼きさんに聞くと、人の好き嫌いがないと自分を評価する。ということは、誰でも助けてし

まう。だからご近所に向かった線も、この人は嫌（助けたくない）という家がない。 

 

■要支援だけど、最低５軒程度の面倒は見る 

次のマップをご覧いただきたい。もう８０歳近くで、体もだいぶ弱ってきた（要支援）という一

人暮らしのこの女性（星印）。それでも自分の周り数軒の人たちの面倒を見ていた。１番は最近引っ

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、最近異変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。それ以外にも、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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３ 

２ 
 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。 

１ 
４ 

５ 

６ 

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。 

■本気で助けてくれる人なら頼る 

 これを助けてもらった側から見てみると、どういうことが分かるのか。世話焼きさんの働きかけ

に、ノー（私のことは放っておいて）と言う人がいないというのも不思議な感じである。 

 世話焼きさんに頼っている一人暮らし女性数名に聞いてみたことがあるが、要は、本気で助けて

くれる人なら、しかも困り事を見つけたら即刻動いてくれる人なら、だれでも頼るものなのだ。そ

れに限界集落的な土地では、世話焼きさんの数も限られているから、頼らないという選択肢は元々

ないのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒉一対一のペア型は水面下に潜る 

 福祉活動と言えば大抵は、特定のテーマで対象者を絞り、その人たちを一ヵ所に集めて、一斉に

サービスを提供するということになっている。しかし住民はそういうことはしない。一人ひとりの
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ニーズは異なるのだし、提供する側も得手不得手がある。それに相性というものもある。従って住

民のやり方だと自然に、１対１のペアの関係になっていく。 

 

■一方がおすそ分けをし、もう一方がお返しをする 

 下のマップも、善意のやり取りはほとんど１対１の関係になっていることが分かるだろう。しか

も双方向である。一方がおすそ分けをし、相手がお返しをする。文字通りの助け合いである。この

やり方で食事や移送もこなしている。この関係は一人暮らし高齢者同士の関係でも適用されている。

福祉はすべからく双方向でなければ、というのが住民の基本原則なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ヘルプ活動が行われているという「形跡」がなくなる 

 おすそ分けとそのお返しが常態化すると、どちらがどちらを助けているのかが分からなくなる。

当たり前のことだが、そうするとそこにヘルプ活動が行われているという「形跡」がなくなる。こ

のマップでは相当数のペアが双方向で助け合いをしているが、それが表面化しない。住民が望んで
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いるのはこういうことなのだ。つまり誰かが誰かを助けるといったことが形に表れないで、水面下

に沈んでいる。表面では何事も起きていないように見える。 

 このマップを作った時も、じつはこれだけ多彩な活動が行われていたということは、マップを作

った最後に分かってきたことなのだ。僻地と言われる地域を歩いていると、そこに人が住んでいる

ことさえよく分からない。ましてや、双方向の助け合いが活発に行われているとは全く分からない。 

 

⒊アパートの大家さんが「サ高住」の管理人？ 

 ある集落でマップ作った時、一人暮らし高齢者の所在を調べてみたら、アパート住まいの人が多

かった。彼等にだれが関わっているのかを探ってみると、大家さんが近くに住んでいて、一定の面

倒は見ていることがわかった。民生委員が大家さんというケースもある。 

 

■地域老人ホームのヴァリエーション 

 見方によれば、最近流行のサービス付き高齢者住宅と似ている。大家さんが離れて住んでいるが、

それぞれが２～３人の面倒を見ている。ならば本気でこういう構図にしてしまうのも、一つのあり

方かもしれない。つまり一人暮らし高齢者は、それぞれの極小アパートに住み、大家さんが最低限

の面倒を見る。 

 むろん大家さんも店子も、いずれも自分が実質的にサービス付き高齢者住宅に住んでいるとは思

ったことはないかもしれないが、地域で要援護者が安心して生きていく手立てを構想するならば、

同じような構図が描けるのかもしれない。 

その典型なのが、本書の末尾に出てくる地域老人ホームの発想である。地域全体を老人ホームと

見立てて、要援護者が安心して暮らせる「ホーム」を作るという視点で、人々がやっていることを

見直してみるのだ。このご近所はたまたま小規模アパートが多く、しかも大抵は一人暮らし高齢者

が住んでいる。ならば、これはサービス付き高齢者住宅と考えればいいのだと。 

 

■地元の問題対処のやり方をうまく生かした対策を 

ただ、大家さんが意識的に面倒を見ると言うほどではないので、マップ作りの場では、地元の関

係者で大家さんをバックアップする体制をつくったらどうかということになった。 
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 このように、それぞれの地元の問題対処のやり方をうまく生かした対策を立てるのが、無理がな

くていい。江戸時代の長屋の大家さんは「ボランティア」という位置づけがなされていた。これか

らもそういうあり方を取り入れるべきかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒋要介護者宅に入り込めるご近所 

■要介護者はヘルパーが担う、と決まったわけではない 

 超高齢化になり、要援護者が地域に溢れるようになれば、要介護者も相当な数になるはずである。

その中には認知症の人もいる。となれば、頼りはヘルパーで、介護保険ということになる。しかし

これからの大介護時代では、要介護になれば即ヘルパーなどとは言っていられない。住民が担わね

…独居高齢者 

…独居高齢者が複数入居する小さなアパート 

…大家 

大
家
が
入
居
者
の
面
倒
を
見
て
い
る
が
、
本
人
も
体
が
弱
い 

２階・急な階段 
→ゴミ投げる 

２階・外階段 

２階 
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ばならない部分はいくらでもある。 

 次のマップを見ていただきたい。高齢化がかなり進行した地方都市で作られたものだが、「要介護

者の家に入り込んで世話を焼いている人」がなんと７人もいた。その対象となっている人が５人。

都市部ではこんな家が一軒でもあればいい方ではないかと思うが、それがこんなにもいた。どうし

てこんなことができるのか。要介護者を支えるとなると、それがたとえ「二次介護」であろうとも、

その家に入り込まねばできない。 

ここでいう「二次介護」とは、直接体をふいてあげたり、おむつを交換してあげることでなく、 

例えば介護者ができない部分、買い物をしてあげたり、洗濯物を干してあげたりといった、特に介

護者の周辺的なお手伝い、あるいは要介護者のお楽しみ事に付き合ってあげるといったことも入る。 

 それにしても、要介護者の居る家に入り込めるというのは、よほど開かれた地域ではある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「住民介護」が可能な５つの条件 

 住民が他人の介護まで担えるにはいくつか条件があることが見えてきた。ここに５項目ならべて

…要介護者宅に入っている世話焼きさん 

…世話焼きさんを受け入れている要介護者 

（パソコン） 

（電気技術） 

（卓球） 

その両方の人 

 （カッコ内は特技。それを生かせないか？） 
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みよう。 

①一人暮らしなら入り易い。 

 マップを作っていて、他人が要介護者の家に入り込む場合、一人暮らし高齢者なら最も入り易い

ということがわかった。一人暮らしで要介護となれば、「放っておいて」というわけにはいかない。

健康な場合でも色々困り事があるのに、加えて要介護なのだから、助けの手を拒否する人はまずい

ない。マップに出ている５軒のうち、一軒は嫁と２人暮らしだから、なかなか周りの人が入りにく

い。認知症の姑は、嫁のいない時間帯に周りの人に助けてもらったり、交流をしている。 

②嫁や子供がいない家は入り易い。 

 その嫁が、周りの人の支援を積極的に求める場合は、もっと入り易くなる。 

 この地区の事例ではないが、他地域に住む娘が要介護の親を一人暮らしさせていた。むろん本人

の意思であるが、それにしても娘は気になるだろう。ところがその娘は、母親の住んでいる周辺の

人たちを時々巡回して、母親をよろしくとお願いしていた。しかも、驚くことに、介護保険サービ

スも、わざと入れないでいた。つまりご近所の人たちの善意に全面的にすがろうとしたのだ。こう

すると、ご近所さんの姿勢はかなり違ってくる。 

 そういう娘と一緒に、ご近所周りをしたことがある。一人暮らしをしている母親のまわりの５軒

を丁寧に訪問して歩く。するとお願いされたご近所さんがこう言っているのを聞いた。「娘さんのあ

なたがこうしてお願いに来るのだから、私たちもお母さんの家に上がれるんだよ」。母親のことはお

任せしますという風に受け取るのだ。 

③親戚関係が多いご近所だとお互いに入り易い。 

 これは当たり前のことだが、マップの地域も親戚関係が多く、互いに○○ちゃんで呼び合ってい

た。だから家にも入れるし、介護の手伝いまでできてしまう。「デイサービスはつまらないだろうか

ら、私たちが入る」と言って、かなり強引に入っているケースもある。 

④世話焼きさんなら、入れる。 

 上記のような条件が揃ったうえに、本人が世話焼きだと、ますます入り易い。マップの７人は、

「７人の侍」と関係者が呼んでいるほどの世話焼き軍団である。彼らが動けばできないことはない。 

⑤介護経験のある人なら、入れる。 

 この軍団の人たちは、今までに介護の経験を積んできた人たちだから、介護の手伝いと言っても

戸惑うことはない。この年齢の人たちは、介護保険以前に肉親の介護をやって来た人ばかりだから、
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介護と言っても特別な営みとは思っていない。 

 

⒌「おむつ替えの名人」がいた！ 

住民にも介護力があるということを知らない人がいるのではないか。介護保険が始まる以前にマ

ップを作った時に、以下のような事実が出てきた。 

マップの■印、Ｓ子さんがやっていることを並べてみよう。 

➊Ｈ家の夫は認知症で、妻はパーキンソン病。Ｉ家には脳梗塞の人がいる。Ｓ子さんは毎日、何度

も様子を見に行く。 

➋Ｍ家では一人住まいの女性がほぼ寝たきり。Ｓ子さんかが毎晩決まった時間にポータブルトイレ

で用を足させる。Ｓ子さんの娘が食事を届ける。 

➌Ｋ家にも寝たきりの高齢者がいて、大便をしても家族には触らせないのでＳ子さんを呼びにやる。 

➍Ａ家（Ｓ子さん宅の隣）には認知症の女性がいて、徘徊が始まると、Ｓ子さんが先頭に立って探

し回る。この人のおむつ交換もＳ子さんの役割だ。 

➎Ｔ家にもおむつ替えに行くが、時々Ｓ子さんの娘さんもおむつ洗いを手伝っている。 

➏その他、Ｓ家で一人住まいの青年には毎日、手作りの弁当を届けている。 

➐Ｊ家には精神障害の息子のことで相談を受けに行く。 

➑Ｏ家には認知症の男性とリューマチの妻がいる。そこへ彼女は散髪に通う。以前彼女は理髪店を

営んでいた。 

 

■「住民介護」という独自の世界と技術もある 

柏崎市の名人は、老人ホームを訪れると、寝たきりの高齢者たちが「〇○さん（名人の名前）に

おむつ替えをしてもらいたい」と駄々をこねるのだった。 

これらの女性たちは、自分が名人であることをちゃんと意識していた。私にもそのテクニックを

披露してくれたが、なるほど、おむつ替えはプロの方がうまいはずだというのは思い込みだったと

感じたものである。 

自分の排泄物を体中に塗った高齢者を見事にピカピカの体にしてあげた人もいたが、その手腕に、

これはもう芸術ではないかと感動した。「住民介護」という世界と技術というのもあるのだ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒍世話焼

 ご近所で世話焼きさんとして助け合いの指揮を執っていた人

ったら、どうなるか。じつはこういうケースがよくあるのだ。ケアマネジャーもこのことを頭に入

れておく必要がある。

 

■施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束を

約５０世帯を束ねていた世話焼きのＡさんが、娘さんの住む都会の施設に入所することになった。

Ａさんに束ねられていた小型

そこでＡさんは、娘さんと施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束をとりつけた。彼女が

世話焼きとしての役割を果たし続けられように、である。異例の、世話焼き活動のための里帰りだ。

 

■彼女にかかれば、どんなお宅でも玄関がひらく

Ａさんは天性の世話焼きさんで、ご近所を隈なく知り尽くしていて、認知症の高齢者や知的障害

 

世話焼き

ご近所で世話焼きさんとして助け合いの指揮を執っていた人
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そこでＡさんは、娘さんと施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束をとりつけた。彼女が

世話焼きとしての役割を果たし続けられように、である。異例の、世話焼き活動のための里帰りだ。
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Ａさんは天性の世話焼きさんで、ご近所を隈なく知り尽くしていて、認知症の高齢者や知的障害
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約５０世帯を束ねていた世話焼きのＡさんが、娘さんの住む都会の施設に入所することになった。

Ａさんに束ねられていた小型世話焼きさんや、高齢者は不安を抱き、ご近所福祉は大ピンチに

そこでＡさんは、娘さんと施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束をとりつけた。彼女が
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施設入所

ご近所で世話焼きさんとして助け合いの指揮を執っていた人

ったら、どうなるか。じつはこういうケースがよくあるのだ。ケアマネジャーもこのことを頭に入

■施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束を

約５０世帯を束ねていた世話焼きのＡさんが、娘さんの住む都会の施設に入所することになった。
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そこでＡさんは、娘さんと施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束をとりつけた。彼女が

世話焼きとしての役割を果たし続けられように、である。異例の、世話焼き活動のための里帰りだ。

■彼女にかかれば、どんなお宅でも玄関がひらく

Ａさんは天性の世話焼きさんで、ご近所を隈なく知り尽くしていて、認知症の高齢者や知的障害
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ご近所で世話焼きさんとして助け合いの指揮を執っていた人が、もし老人ホームに入所してしま

ったら、どうなるか。じつはこういうケースがよくあるのだ。ケアマネジャーもこのことを頭に入

■施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束を 
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そこでＡさんは、娘さんと施設と話し合い、盆と正月には里帰りする約束をとりつけた。彼女が

世話焼きとしての役割を果たし続けられように、である。異例の、世話焼き活動のための里帰りだ。

■彼女にかかれば、どんなお宅でも玄関がひらく 
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Ａさんは天性の世話焼きさんで、ご近所を隈なく知り尽くしていて、認知症の高齢者や知的障害
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を持つ人の家をこじ開け、お世話をしてきた人である。「彼女にかかれば、どんなお宅でも玄関がひ

らく」という。そんなＡさんの里帰りを、ご近所の小型世話焼きさんや助けられ上手さんは首を長

くして待っているのだそうだ。 

このご近所は、東日本震災によって津波に直撃された地区である。約半数の世帯で家が流失し、

今でも避難生活を余儀なくされている地区である。従来あった地域のご縁も津波とともに失いかけ

ている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■里帰りのたびに現役の世話焼きさんを指導 

Ａさん不在の間に束ね役に成長したＢさんは、涙ながらに語ってくれた。Ａさんが里帰りをして、

みんなが集まると、まるで震災前に戻ったように賑やかになるのだと。「みんな年をとったり家族を

失ったりで大変だけど、こうして馴染みの顔ぶれで世間話をするのがいちばん薬になるみたい」。 

Ａさんは里帰りの度に、ご近所の近況を聞き取りながら、誰には誰が関わるといいとか、あの人

はこれが得意だからそれでお返しさせてなどと、現役の世話焼きさんを指導している。Ａさんが世

話していた認知症の一人暮らし高齢者は、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

…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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持していた。 

また、津波により伴侶を失い漁師の仕事も失った男性Ｃさんは、ご近所とのつきあいを断ってい

たが、Ａさんだけは受け入れていた。ＣさんはＡさんに説得され、Ｂさんら現役の世話焼きさんを

受け入れるようになったようだ。 

 

■担い手と資源の両役を両立させるようマネジメント 

Ａさんは、後輩世話焼きさんを前に、「皆がいるなら私も帰ってこようかしら」と話しているとい

う。もしかすると実現してしまいそうだから、頼もしい。世話焼きさんは一生現役であるべき、と

福祉関係者は認識を改める必要がある。 

 こういう事例は、マップ作りをしているとよく出てくる。大型世話焼きさんだった人が施設に入

所したおかげで、そのご近所が壊れてしまったというケースである。だから、ケアマネジャーがケ

アプランを作る場合、その人が地域で果たしてきた役割をしっかり頭に入れて、それを生かしたプ

ランを立てる必要がある。 

こういう大型世話焼きさんの場合は、施設入所ではなく、なんとしても地域で生きていけるよう

にするのだ。そのためには、小型世話焼きさんなどをうまく生かしながら、彼女の介護資源も確保

しつつ、当人の資源としての役割も果たしてもらう。今の関係者に求められるのは、相手を担い手

か受け手かに区分けすることは絶対にしないということである。誰もが両役を持っていて、その２

つを両立させるようにマネジメントするのだ。 

 

⒎要援護者宅を訪問する認知症の元民生委員 

■対象者の中にも担い手の中にも入っている女性 

 それを現実に実践している事例を見つけた。３３ページのマップの「７人の侍」（世話焼き軍団）

の１人をよく見ると、この人は受け手である５人の中の１人にも入っている。つまり両方の役割を

果たしているのだ。 

 この人は元民生委員で、今は認知症になっている。嫁がいるときは大人しくしているが、嫁が外

出すると、地域を歩き回る。元民生委員だから、地区内の要援護者のことはよくわかっている。だ

から訪問活動をまだ続けている。 
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■認知症だからこそ人の役に立ちたい 

 なにも元民生委員だからというわけでもない。オーストラリアの首相・内閣省の官僚だったクリ

スティーン・ブライデンという女性が認知症になり、２冊の本をまとめたが、その中で言っていた。

私たちは日々、何かを失っていく。そのことが人間としての自信を失わせている。だから、私もま

だ人の役に立てるのだと思いたいのだと。人に尽くせるということが、私のプライドを修復させる

のだと。要介護の人ほど人に尽くしたがっているということは、よく知られた事実である。 

 

■民生委員のように振舞うのをみんなが受け入れる 

 誰かに助けてもらわざるを得ない人は、「お返し」としてできることを必死に探そうとする。そう

でないと「助け合い」の世界から外れてしまう。単なる「対象者」の位置に据えられてしまう。こ

れはつらい。 

 周りの人たちも本人の心理はよく分かっているので、本人が担い手であるかのように扱う。彼女

が以前の民生委員の時と同じように、地域内の家を訪問して歩いているのを、住民は黙って受け入

れている。そして、危ない所に差し掛かると、周りの人がじっと観察し、必要な時はさりげなく手

を出す。という意味では、彼女は「７人の侍」のメンバーのままなのだ。 

 要介護者たちがいかにも担い手であるかのように振舞っているのを、温かく見守っている地域―

これこそが本人の誇りを守ってくれるという意味では、極めて意義深い。要援護者が非常に多い地

域だからこそ、当事者の願いがよくわかっているし、その願いを地域ぐるみで受け止めているでは

ないか。 

 このご近所の他の要介護者についても、特技があることがわかったので、これらを生かせないも

のかとご近所さんたちは考えている。１人はパソコン、１人は電気技術、１人は卓球といった具合

である。 

 

⒏サロンで要援護者と「共に豊かに」 

■健常者と要援護者が棲み分ける地域－介護保険の副作用 

 介護保険が始まって以来、住民におかしな行動が出てきた。要援護者は介護保険のお世話になる
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のだから、我々は元気な者だけでお楽しみをすればいいと。だからサロンや老人クラブは要介護者

を受け入れなくなった。地域は要援護者と健常者が棲み分けるようになったのだ。 

 しかし要援護者が地域に溢れるようになれば、そんな棲み分けは現実的でなくなってしまう。い

ずれ地域の主流は要援護者で、その人たちが作るサロンに健常者も入れてもらうといった逆転の構

図になるかもしれない。 

 

■認知症も精神の人も、デイ利用者も受け入れ 

 次のマップを見ていただきたい。特に高齢化が進んだこの地区では、棲み分けは行われていない。

サロンの参加者が３７名と大所帯である。そこに、認知症やアルコール依存症の人、知的障害の人

などが加わっている。リーダーが「私たちは認知症の人も受け入れる」と宣言した。 

 また、デイサービスを利用している人たち１０名のうちの半数、５名も受け入れられている。必

要な人には移送サービスが行われている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…サロン参加者 

サロン会場 

…要援護者 

認知症 

認知症 知的障害 

アルコール依存症 

…デイ利用者 

要援護者でサロンに 

受け入れられている人 
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■「助け合いサロンにしたい」 

 リーダーはまた、「助け合いサロンにしたい」と言っているという。既に述べたように、サロンで

２時間も３時間も一緒におしゃべりすれば、それぞれが福祉ニーズを発信するし、それをサロンと

して受け止めれば、立派な助け合いの場になるのだ。 

 現実論で言えば、それが可能になるための条件は世話焼きさんがメンバーに入っていることで、

その数が多いほど助け合い活動が始まり易くなる。人々はこういうふれあいの場に参加した場合、

そこでニーズを発信してみて、それに反応してくれれば、このグループは頼もしいグループだと判

断する。その反対に、何の反応もなければ、いずれは退会しようとなる。 

 障害者や認知症の人も複数含まれているので、地域包括支援センターなどのプロが毎回参加し

て、出てきたニーズにメンバーと一緒に即反応すれば、効率的にニーズ発掘ができる。 

 

■一緒のお楽しみが活動そのもの。それにニーズが掴みやすい 

 今広がっている要援護者と健常者の棲み分けが行われている地域では、何よりも当事者のニーズ

が掌握しにくい。 

元気な人だけでいれば気楽だという気持ちはわからないではないが、誰だって、いつ要援護にな

るか分からないのである。自分が要援護になったとたん、そこから脱落してしまうよりも、いま所

属しているグループを、要援護者も受け入れるグループにしておく方がいいのではないか。 

しかも、お楽しみグループというのは、そこで一緒にお楽しみ活動をしている中で、要援護者が

いろいろ面倒をかけ、それに周囲が対応していれば、それだけで助け合いが始まる。つまり一緒に

お楽しみをすることが、即助け合いの活動になるのである。そして一緒にいれば、相手のニーズも

見えてくる。両者がサロン等で共に過ごすというのは、助け合いを進めるための好条件なのだ。 

 

⒐迷惑かけ屋さんを温かく受け入れるご近所 

■彼女が借金をしている相手、お花をちょっと拝借の相手 

 次のマップを見ていただきたい。１人の人から周囲へ７本の線が走っている。何の線かと言えば、

この女性が借金をしている相手ｃｖｘｃである。これだけの人にお金を借りようとして、それでよ

く相手も貸すものだと思うのだが、おそらくきちんと返しているのだろう。返せるのなら、何も借
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りる必要がないではないかとも思える。そこが不思議なのだ。 

 もう一つある。マップを見ると、彼女の周りにある特殊な印がしてある。彼女がこの辺りで花を

失敬しているらしい。ちょっと拝借したに過ぎない、と彼女は思っているのだろう。現に盗まれた

方もそれほど気にしていない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■一種の「ふれあい願望」なのか？ 

 これは一体どういうことなのか。彼女はこういうことをして何を得ようとしているのか。もしか

したら、これは一種の「ふれあい願望」なのかもしれない。ならば普通に、サロンにでも行けば済

むことなのだが、そこは地域の面白さというか、本人は借金をするという形でふれあい願望を満た

そうとしているのだ。たしかに彼女にお金を貸せば、返してくれるまで彼女への関心は継続する。

自分に対する関心が継続している間は心休まる、といったことなのか。 

 支え合いマップ作りをしていると、こうした変則的なふれあい願望の事例にぶつかる。ある地区

では、近隣の家々を訪れては、暴言を吐いている人がいた。言われた方は意味が分からず、キツネ

につままれた気分であろうが、一種のふれあい願望ではないかとみんなで話し合った。その地区に

は、やはり釜石と同じように、近隣の人にやたらと借金を繰り返している人もいた。ふれあいたい

…お金を貸している人 

…ご近所の人からお金を借りて 

✿ …近所の花を摘み取る 

✿ 

✿ 

✿ 

  いる人 
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という欲求を素直に表現できず、おそらく本人も無意識のまま行動しているのではないか。 

 

■迷惑を甘んじて受け入れる人たちがいるということ 

こうした人々の変則的な願望の対象にされた方の人は、たまったものではなかろう。しかし、こ

こがまた地域の面白いところなのだが、迷惑だと思いながらも、その迷惑を甘んじて受けている人

がいる。甘んじて受けている人に対して、彼女は迷惑をかけていると言ってもいいかもしれない。

迷惑を受け入れてくれる人というのが、一方ではいるのだ。 

 ある地区で、すごい「迷惑かけ屋さん」を見つけた。迷惑をかけている相手はといえば、なんと

その数、１２人。どういうふうに迷惑をかけているかと言えば、例えばこんなふうだ。早朝５時ご

ろに「ピンポーン」と来る。この時間帯のピンポーンなら緊急事態かと、あわてて玄関を開けると、

彼女が立っている。何事かと身構えると、彼女いわく「ヌカミソの漬け方を教えて！」。そんなこと

なら昼間来ればいいのにと言えば、「今教えて」。そんな無茶な要求は断ればいいのにと思うところ

だが、そうするといかにも悲しそうな顔をするので、それもできないという。応じてあげると、後

でおすそ分けを持ってくる。そういうところはちゃんとしている。だから余計に断れない。 

 もしかしたらふれあい願望というより、ただ、そういうことをしたいだけなのかもしれない。借

金をする。それを返して、また借りる。あちこちのお花をちょっと拝借する。それをすると心が落

ち着く。 

 それを心置きなくさせてあげている「迷惑受け入れ屋さん」が地域にはこんなにたくさんいるの

だ。それこそが驚きかもしれない。  

  

■認知症になってもしたいことをさせてもらえるまち 

 高齢者という、長い人生を歩んできた人たちが多く暮らす地域では、こういう｢一癖も二癖もある｣

人が地域ごとに少なからずいるのは仕方がない。それに認知症の広がりもある。彼等を温かく見守

り、迷惑を甘受してくれる人たちがたくさんいるというのは、これもまた一つの大資源と見ていい

のではないか。福祉のまちづくりの基盤は、こういう地域なのかもしれない。 

 最近は認知症を支えるまちづくりが広がっているが、そこで何よりも求められるのは、彼等が安

心して歩けること、そこでしたいことをさせてもらえること、常識的ではないことをしても許して

もらえることである。 
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⒑「集落老人ホーム」で「ユニットケア」 

 ある限界集落。高齢者ばかりの集落でどのように助け合って生きているのか。興味深い事実が浮

かび上がってきた。 

 

■ボランティアメンバーが各小集落内で要援護者に関与 

 活動の主体は「支え合いの会」というボランティアグループ。会のメンバーが中心になって集会
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所でふれあいサロンを開いている。そこに一人暮らし高齢者（▲）たちが集まってくる。 

 メンバーによる関わりはこれだけではなかった。一人暮らし高齢者は普段は集落の各所に散って

いる。そこにグループのスタッフ（■）も生活している。彼らがそれぞれの小集落内で関わり合っ

ているのだ。そしてサロンの時は関わりの相手を集会所まで連れてくる。 

 要するにこれは、施設がよくやっているユニットケアではないか。最近の老人ホームは、入所者

を一定数ごとにまとめて、少人数で共同生活するという方法を取っている。それと同じ方法を集落

という開放された場でやっていたのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

■９０代の人を６０～７０代が世話 

 こちらの限界集落は、世帯数がわずか１８。人口は３９。一人暮らしが多いが、その年齢が凄い。

９０代が多く、なぜか９９歳が集中している集落もある。若手と言えば、６０～７０歳代。高齢者

たちに囲まれたこれらの女性たちは、隣人として当たり前のようにお世話をしている。「面倒を見な

いという選択肢はない」と言っていた。 

 例えばＫ子さんは４名の面倒を見ている。いずれも９０歳代。その１人は、ここから何十キロも

離れた都市部に息子が住んでいる。息子として親を引き取りたいのはやまやまだが、この年になっ

て慣れない土地や家へ移るのは本人にとっても望ましいことではなく、「できれば一日でも長く自宅

独居老人宅（ホームの居室） 

ユニットケアの 

指導員（スタッフ） 

じつは支え合い 

の会の会員 

集落老人ホームの 
管理棟・娯楽室 

（支え合いの会の拠点） 

・・・ユニット 
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にいられるように」と、Ｋ子さんへの盆暮れの贈り物を欠かさない。それ以外にもＫ子さんは、親

が亡くなって１人で移り住んできた独身男性のことも気にかけている。 

 この集落全体が要援護者のいる所で、まるで老人ホームではないか。そこでＫ子さんやＳ子さん

がケアスタッフとして、それぞれ要援護者を受け持って活躍しているという感じがする。いわゆる

ユニットケアだ。もう一つのユニットには、他地区の病院で看護師をしていた人が、まもなく引退

して戻って来る可能性もあるという。ならばそのまま一つのユニットを担当してもらうと共に、こ

の「集落老人ホーム」の所長になってもらえるといい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■新しい施設補助制度を考えてみたら？ 

 このように、それぞれの集落を一つの老人ホームと見立てて、世話焼きさんと当事者の分布を見

ながら、ケア体制を作っていくという方法もあるのだ。ケアスタッフが不足していると見れば、他

集落から世話焼きさんなどに「出向」してもらうといったこともあり得る。 

 そうなると、「ケアスタッフ」の役割を果たしてくれる人たちへの手当も考えなければならない。

これからはそういう補助制度が生まれてきてもいい。本物の施設を一つ作れば何億というお金がか

Ｓ子さん 

看護師 

Ｋ子さん 

こちらもＫ子さんが担当 
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かる。しかしこのやり方なら、わずかな費用で済む。 

＜第３章＞ 

高齢化進行地区のサバイバル作戦を 

 
 

■担い手と受け手の関係に２０のヴァリエーション  

 ここまでは、高齢化進行地区で生き延びるために、住民はどんな手法を使っているのかを見てき

た。既に述べたように、これから訪れるさらに困難な状況に対処する手立ては、極めて単純な構図

になっている。 

 

 

 

 

 

 上の図を見ていただきたい。助け合いの舞台は５０世帯のご近所という小さな圏域である。この

中に要援護者と担い手が生活している。そして両者は様々な場面で複雑に関わり合っている。これ

までの説明で両者のダイナミックな関係が見えてきたはずである。 

 これを一般の助け合いのご近所づくりにどう生かしたらいいのか。たしかに超高齢化してしまっ

た地域とそうでない地域には、いろいろな面で違いがあり、前者に適用できる手法が後者にも使え

るとは単純には言えない。しかし、すでに述べたように、日本の多くの地域が、いわゆる周縁地域

になっていて、住民が抱えている事情は、ほんの一握りの都市部を除いてはそれほど違わなくなっ

ている。「要援護者と世話焼きの２０の関係」は他の地区でもかなりの面で応用可能と見るべきであ

る。 

担い手 要援護者 

ご近所（５０世帯） 

一般の地域づくりに生かすには？ 
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⑴超高齢化の地域の場合 

 本書で取り上げた地域の多くと同じように、超高齢化が進み、限界集落への道を進み始めている

ところでは、ここに挙げた２０の関係が特に該当するはずだから、ご近所ごとに、２０のどれがど

のように該当するかを調べるといいだろう。その上で、該当する項目を分析しながら、その地域の

特徴を割り出し、対策を考える。 

 

⑵その他の地域の場合 

①どれとどれが実際に使われているかを調べる 

まずはご近所ごとに、この中のどれとどれが実際に使われているかを調べてみる。そのためには

支え合いマップを使えばいい。特にどんなやり方がよく使われているかを明らかにし、ご近所ごと

の特徴を発見するのだ。そのご近所が置かれている環境が、そういう特性を生み出しているかもし

れない。それも頭に入れた上で、ならばこのご近所ではそのやり方をもっと広げていったらどうか、

などと考えていくのだ。 

 ただし、１回だけのマップ作りでこれらのすべてが見えてくるわけではない。例えば担い手と受

け手の一対一の関係は、参加者を変えながらマップ作りの回を重ねていくにつれて、新たなペアが

見つかる。そのたびに書き加えていく。 

 こういう作業を続けていくことで、この２０種とは異なる新しいヒントも見つかるに違いない。

そのたびにそのヒントも、自分のヒントのリストに加えていけばいい。まだ完全に限界集落化した

わけではないのだから、２０とは異なる「関係」が見つかる可能性は極めて高い。 

 

②通常の方法も並行して実施する 

 ２０のどれが使われているかを調べる一方で、通常の方法も実施していく。すなわち、気になる

人（要援護者、関わりの必要な人）を探し、その人に誰が関わっているかを調べていくのだ。 

 そして特定の気になる人について、そのような関係の線が見つからない場合は、①の事実と比べ

てみる。そうすると、例えば大型世話焼きさんがいたとすれば、その人の関わりの対象になってい

るのではないかと推測する、あるいは誰かとペアの関係になっているのではないかとも。そういう

作業を続けることで、つながりの線が見つかるかもしれない。 
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③全ての人が要援護になるという想定で対策を 

 しかし、実際に関係者が探したいのは特別な問題を抱えた「特に気になる人」だけだから、こん

な大掛かりな関係探しをする必要はない、という意見もある。それに該当する人は、一つのご近所

にわずかに数名で、しかもその人の存在は、こんな手のかかる作業をしなくても、すでに分かって

いると。 

 ただ、これから訪れるのはどんな時代であろうか。例えば２０２５年には団塊世代がすべて７５

歳になる。その頃には、当然要援護者は急増しているはずである。要介護者も認知症の人も、障害

を抱えた人も、ご近所に溢れる、とまではいかないとしても、私たちのこれまでの常識を超えた規

模で要援護者が生まれるのは間違いない。 

こうなると、大部分の人がいずれは要援護状態になるという前提で対策を講じる必要があるのだ。

だから、ご近所さん全員が要援護になると想定して、対策を立てていく。「特に気になる人」に限ら

ず、すべてのご近所さんを要援護者とみなして、２０種の助け合いのどれとどれが行われているか

を探し出し、不足しているところを２０のいずれか（または新しく見つかった手法）を使って埋め

ていかねばならないのだ。 

 

④関係の線がない「特に気になる人」の線も見つかるかもしれない 

「特に気になる人」の場合、おそらくそのようなつながりが欠けているか、存在しないから「特に

気になる」対象になったのだろうから、そのご近所の人々のつながりの実態を見ながら、もしかし

て〇○さんとは関係ができているのではないか、などと推測していけば、意外な線が見つかるかも

しれない。 

そして最終的には、そのご近所の福祉推進体制のあり方が見えてくるはずである。 

 

 

 

 

 

 



   

 

 53 

 

＜第４章＞ 

サバイバル作戦を 
 
 

 ここでは、超高齢集落か、あるいはその他の集落のいずれにしても、これらの２０のヴァリエー

ションをマップで探そうとする場合、どういう点に留意したらいいのかを個別に見ていこう。 

 

⒈要援護者側の自助努力 

⑴要援護者同士が一対一のペアで助け合い 

①両者は水面下で動いているので、ちょっと見ただけではわからない。 

②両者の近くにいる人でなければ見えない。 

③つまり両者の向こう三軒両隣の人に聞くことだ。 

④相性や、親戚関係や、世話焼きさんかどうかなどを勘案しながら見つけていく。 

⑤ペアではなく、３～４人でまとまっている場合もある。両関係が重複している場合も。 

 

⑵地域の一人暮らし全体で助け合い 

①そのご近所全体で一人暮らしが圧倒的に多いという特別な場合に、このケースがあり得る。 

②それと、大型世話焼きさんがその一人暮らしの中にいるかどうかも大切だ。 

③この場合も、ペアの関係、向こう三軒の関係、そしてご近所全体の関係が重複している。 

④時には世話焼き軍団で組織的な見守り等の活動が行われている場合もある。 

 

⑶親族同士の助け合いにこだわる 

支え合いマップで探し出すには？ 
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①一般的には地方へ行くほど、人間関係は親族どうしの関係が主体になる。 

②その親族の関係も、相性等が関わっていて、親族ならだれでも交流しているというわけではない。 

③誰と誰が親しいかは親族のメンバーならわかっている。一度その関係の線を引いておくことだ。 

④問題は、実際に困り事が生じた時にその関係が機能するかであるが、その辺りも一度は確認する

必要がある。 

 

⑷子どもは同じご近所内に「近居」 

①できれば同じご近所内に近居したいが、その土地がない場合は、隣接した地域にする場合もある。 

②子どもも働かねばならないから、ちょっと離れるが、仕事が得られる地域に近居する場合もある。 

③近居する場合、近隣の人たちが親に関わるのを嫌う傾向があるから、ここをどう乗り越えるか。 

④反対に近隣の人たちに親への関わりをお願いする子どももいるから、それを探す。 

 

⑸「時々通って来る子ども」が唯一の頼り 

①遠い所に住んでいて、時々親元に通って来る息子や娘が多い。 

②買い物などの不便を補っている。 

③問題は近隣の人たちに支援をお願いしないこと。民生委員が仲介して、近隣と子どもの交流を働

きかける事例が時々ある。いつも見守ってもらっているのだから、一言挨拶をしてもいい。その一

言が効果的なのだ。 

 

⑹一人の要援護者が複数の人たちを活用 

①こういうことをしている人が意外にいるので、初めから「いない」と思わずに、探してみよう。 

②こういう場合、両者の関係の過去を探ると、それが可能になった理由が見えてくる。以前にその

高齢者はご近所に貢献していたとか。 

③この人が発掘した人材を、他の要援護者にも「おすそ分け」することはできないか。 

④もしかして仲介者がいるかもしれない。その人を突き止める。 

 

⑺一人暮らし女性が一人の助け手を共同活用 

①その地域特有の事情が絡んでいる場合が多い。この事例の場合、一般的に広い土地を持っている
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人が多い地方で、家族がいる場合はいいが、一人暮らしになると広大な庭が重荷になる。草取りや

庭木の剪定に苦労するため、このような人材が特に必要とされていたのだ。 

②上記の事例を参考に、その土地に特有の事情と要援護者の困り事を考えてみれば、どのような事

例が足元のご近所で生まれているかを推測するヒントになる。 

③「お返し」については、当事者たちに任せればいい。 

④交通の便が極端に悪い地域では、誰もが送迎ボランティアになっていた。マップを作ったら、一

人ひとりの男性に、周りの高齢女性３～５人が送迎をお願いしていた。 

 

⑻超高齢の一人暮らし女性がご近所に「うちに来ない？」 

①人は高齢になるにしたがって、自分を開いていかねばならない。それだけ命の危険にさらされる

のだから、身を守るためにもそうする必要がある。それを自身で実践しているのがこういう人であ

る。 

②マップを作っていると、よく高齢の一人暮らし女性が自宅に周りの人を呼び寄せている。大抵は

９０を過ぎた人である。 

③マップを作っていて、９０歳以上の一人暮らし女性を見つけたら、確認してみるといい。 

 

⑼孤独死した人も２人は見込んでいた 

①これまでのマップ作りの経験で、引きこもりの人でも、だいたい２人は見込んでいることが分か

った。一見、誰とも交流せずに引きこもっているように見えるが、丁寧にご近所との関係を探って

いくと、２人は見込んでいる。 

②事例にあるマップでは、斜向かいの人に「何かあったらお願いね」とまで言っていたというのだ

から、「引きこもりで誰も受け入れない」という評判は当てにならないことが分かる。 

③ただやみくもに社会へ引き出そうとするのでなく、本人の興味の方向に接点を見つけていくのが

コツだ。事例の女性は油絵を描くのが趣味で、家じゅうに作品を飾っていたというから、「町内で作

品展を開きましょう」などとその趣味を題材に接触していけば、門戸を開いたかもしれない。 

 

⑽担い手が関わりやすいように見守られ集団化 

①一人暮らしの高齢者を効率的に見守りたいとすれば、どうすればいいだろうか。一人暮らしの当
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事者の側はどんな努力ができるのか。事例では、そのご近所内の一人暮らし高齢者が、１人の一人

暮らし高齢者宅に毎日のように集まってくる。そこに（見守りの主体である）民生委員も通って来

る。ここで見守る側と見守られる側が一緒に過ごしているのだ。 

②例えばグランドゴルフには、一人暮らしの男性がたくさん来ている。男性たち自身は意識してい

ないだろうが、ここに来るだけで見守りの難しい一人暮らし男性を「一網打尽」に見守ることがで

きるのだから、見守る側からすれば大変助かる。 

③意識的な活動かどうかは脇へ置いておいて、そうした事例を探してみると面白いのではないか。 

 

⑵担い手側の人材（またはその行動） 

⑴大型世話焼きさんが大黒柱 

①世話焼きさんを探すのは意外に難しいらしい。なぜか。世話焼きさんは、自分では「私は世話焼

き」とは言わない。周りの人が「あの人は…」と言ったり、マップ作りで関わりの線がたくさん出

ているから分かるだけなのだ。 

②また、マップ作りの場で、それぞれの要援護者の困り事を誰が解決してあげているのかと聞いて

いった時に、｢わたしが…｣と言う人がいれば、世話焼きさんだと分かる。具体的な行動を聞いてい

くのがコツである。 

③世話焼きさんは多彩な活動をしていることが多いので、マップ作りの場で見つけたら、具体的に

どんな活動をしているのか、じっくり語ってもらおう。そのご近所でその活動しているのはこの人

だけという活動も多いので、とにかく「洗いざらい」聞き出す必要がある。 

④一方で、こういう人は助けられ上手でもあるで、誰にどんなことを助けてもらっているのかも併

せて聞くといい。 

⑤世話焼きさんには「部下」のような人もいて、ゆるやかに連携している可能性もあるので、それ

も聞いてみよう。彼等（彼女等）がご近所福祉推進グループの柱になる可能性が高い。 

 

⑵１対１のペア型は水面下に潜る 

①地域で最も一般的なのが、担い手と受け手が一対一で関係を持っているケースである。一応担い

手と受け手に分かれるようでいて、お返しも行われているから、双方向になっている。だから、表
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向きは、単なるおつき合いのようにしか見えない。 

②単なるおつき合いのようにしか見えないが、助け合いであることには変わりがない。一種の生活

支援であるから、こういうケースをしっかり掘り起こす必要がある。 

③「おすそわけ」も大事な活動だ。それがなされているおかげで食事サービスの一部が必要とされ

なくなるとも言える。 

 

⑶アパートの大家さんは「サ高住」の管理人？ 

①一見ただのアパートのようにしか見えないが、じっくり聞いていくと、店子は一人暮らし高齢者

ばかりで、大家さんが彼等の世話を焼いているといった事実が出てくれば、これはもう「サ高住」

の一種と見ることもできる。 

②こういうことに気付くには、形でなく実質的な機能を見ていく必要がある。 

③サ高住と言うと限られてくるが、サービス付き高齢者住宅と考えれば、その他たくさんのヴァリ

エーションがあるかもしれないから、目を凝らして、住民のやっていることを福祉的に見ていく必

要がある。 

 

⑷要介護者宅に入り込めるご近所 

①こういう事例は少ないが、ある場合もあるから、丁寧に介護家庭を見ていく必要がある。 

②特に娘や息子が、離れたところに住む親の見守り等をご近所さんにお願いしている場合がある。 

③一人暮らしの場合、ご近所の関わりを拒む家族がいないため受け入れやすいので、ご近所の人が

家に入っている要介護者がいないか、一人ひとり確認していく。その手法が分かれば、それを他の

ケースにも生かせる。 

 

⑸おむつ替えの名人がいた！ 

①介護保険制度が始まってから、こういう事例は見なくなったが、もともとそういうことができる

資質の人がいることは間違いない。 

②まずは要介護者宅に入れている人を探すことだ。 

③それがどのようにして可能になったかを調べれば、これから求められる介護社会の参考になるは

ずだ。 
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⑹世話焼きが施設入所でご近所は「困った」 

①ケアマネジャーはただ相手の要介護度にしか関心がないので、そういう大物を知らずに施設に入

所させてしまうことがよくある。しかし地元は大被害である。助け合いが壊れてしまうのだから。

そういうケースを見つけたら、どのようにして現場復帰が可能になるかを考える必要がある。 

②施設と自宅がそんなに離れていなければ、施設と地元を行き来することで、世話焼きとしての活

動もできないことはない。 

③施設が彼女の後ろ盾になって、ご近所福祉の推進に力を貸すということだってできないことはな

い。 

 

⑺要援護者宅を訪問する認知症の元民生委員 

①これからはこういうケースも生まれてくる可能性もある。 

②ボランティアや福祉関係者だった人が認知症になった場合も、サポート付きで活動を続けさせて

いくことはできないか。要介護の人穂と背、人のために尽くすことが最高の治療になるというのだ

から。 

③おそらくこの事例に該当しそうな人が、地域にはたくさんいるのではないか。その中の誰かが゛

活動を継続している可能性はある。調べてみる価値はあるのだ。 

 

⑻サロンで要援護者と「共に豊かに」 

①今のところ、要介護者をサロンや老人クラブに加えることは、なかなか行われていない。一部の

リーダーが半ば強引に加えているというのが現状だ。 

②ただ、地域の中には、ある方法で、または何らかの特異な経緯で、要介護者を仲間に加えている

ケースがあるはずなので、探してみよう。 

③その事例があれば、その土地に合った仲間への受け入れ方が見つかるかもしれない。 

 

⑼迷惑かけ屋さんを温かく受け入れるご近所 

①表面的にはそういう事例はないように見えるが、たしかに「迷惑かけ屋」さんはいるのだから、

その人をまわりの人たちがどう受け入れているかを、よく観察すれば、同じケース、つまり温かく
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受け入れる事例に該当するかもしれない。 

②特にそういうケースが複数出てくると、地域の人たちも対応を考え始める。こういう人も受け入

れなければ仕方がないといった考えに変わるのだ。 

③認知症の人が毎日のようにご近所内を散歩している場合など、周りの対応が変わって来ることが

わかっている。 

 

⑽「集落老人ホーム」で「ユニットケア」 

①この手法は、ご近所を何となく見ていても発見できない。要援護者と、要援護者を見守ったりお

世話をしている人の関係や、配置を見ていて、「あれっ」と気付くものなのだ。 

②住民はこういうことを意識的にはやらない。しかし無意識の意識というのもある。お互いが言い

交わしたわけではないが、なんとなくユニットケアのつもりで動いているとか。 

③これからはご近所ごとに要介護者を皆で看ていかねばならない。そこで現在の要援護者の居住分

布と担い手の居住分布を重ねてみて、うまい具合にユニットケアができそうだということもあるの

ではないか。事例のように、元看護師などの世話焼きさんがいれば、それだけでもご近所老人ホー

ムは可能になってくる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


