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本書の読み方 

①「支え合いマップづくり」のための「引き出し」集 

本冊子は当初は、支え合いマップをつくる際の参考資料として企画したものである。マップづく

りの目的は取り組み課題（問題と解決策）を抽出することだ。この地区にはどんな問題があって、

それを解決するためにこういう活動・事業をしたらどうかという案を抽出することである。 

ところが、これがなかなか出てこなくて困っている方が多い。マップで一人暮らし高齢者がいた

時、こういうことが問題として出てくるはずだ、それに対してこういう対策活動がありうると頭に

入っていれば、割合簡単に取り組み課題が出てくる。どれだけ多くの「引き出し」を持っているか

が勝負になる。本書はその「引き出し集」なのだ。 

②「福祉のまちづくり」の取り組み課題集でもある 

これらの「引き出し」はそのまま、福祉のまちづくりの取り組み課題でもある。だから、マップ

を作らない人も、福祉のまちづくりを推進している人なら、そのテーマ集として使っていただける。 

本冊子で私が提示したたくさんの取り組み事業案は、当然のことだが、必要だから提示したもの

で、これはやってもやらなくてもいいというものはほとんどない。福祉のまちをつくるには、こん

なに多様な事業に総合的に取り組まねばならないのだ。 

③考え方と具体的な活動・事業案の両面から提示 

 本書の「取り組み課題」は２種類からできている。一つはその活動・事業の考え方、もう一つは

具体的な活動・事業案。ケースによって、考え方だけを示したものと、具体的な活動や事業案も示

したものがある。「考え方」を示したのは、活動を示すこともさることながら、そういう活動・事

業をすることの意義をしっかり理解していただきたいという場合である。 

④毎年更新の予定 

 じつは本冊子の元々の分量は、かなり多かった。しかも毎月のように新しい情報・ノウハウを追

加して提供してきた。その結果、大変な量になってしまった。そこでこの際、特に重要な情報・ノ

ウハウに絞ってまとめ、一冊の冊子として提供することにした。といっても、今後も重要な情報・

ノウハウは出てくるので、それを加えた更新版を毎年作成し、公開する予定だ。 

⑤テーマ別の参考資料も用意 

 本書はテーマ別に取り組みのあり方や簡単な取り組み法を示しただけなので、実際の場面ではど

う実践したらいいのかわからないということが多いはずである。ここにテーマ別に本研究所が作成

した小冊子をご紹介しているので、ご希望の方は本研究所へお問い合わせいただきたい。 
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テーマ別の参考資料 
以下に、テーマ別に参考資料を並べてある。この中には出版社で発行しているもの（本研究所で

取り扱い）と本研究所が発行したもの（印刷も本研究所）があり、有料のものについては本研究所

ホームページの著作集コーナーに詳細が掲載されている。一部、無料でデータ配布しているものも

あり、それについてはホームページからダウンロードが可能だ。 

 

⑴見守り 

■「孤独死も防げる－住民流・見守り術」 

■「１人も見逃さないまちにするために－災害に強いまちづくり」 

⑵困り事への対応 

■「豊かさ満開への近道－例えば定年退職者の場合」 

⑶要介護者を地域で支える 

■「認知症の人と共に生きるまちとは？－認知症サポーター十の役割」 

⑷障害者を地域で支える 

■能力開発型障害者福祉のすすめ－障害は才能だった」 

⑸子どもにやさしいまちづくり 

■「住民流福祉教育入門」 

⑹自助力の強化 

■「当事者発の福祉」－当事者による当事者のための福祉 

■「助けられ上手になるための十か条」 

■「当事者こそ担い手になりたい－ボランティアセラピー」 

⑺協働（圏域ごとの役割） 

■「住民とプロの協働のあり方を考える－地域と協働していくために」 

■「住民流・民生委員活動の手引き」 

■「ご近所福祉サポーター・活動指南書」 

■「町内会福祉活動マニュアル」 

■「ご近所福祉活動手帖・サポート手帖」 
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⑻住みよいまちづくり 

■「住民流健康づくりの秘訣」 

⑼ふれあい助け合いの地域づくり 

■「ご近所パワーで助け合い起こし」 

■「ふれあいサロンで地域福祉ができる」 

■「おつき合い革命」 

⑽福祉資源の開発 

■「ボランティア仕掛人ハンドブック」 

■「粋な計らい－公務員の本業ボランティア」 

■「貢献から共生へ－企業と地域の新しい関係づくり」 

■「銭形平次はボランティアだった」－住民流ボランティア入門 

■「わが社にピッタリの活動さがし」 

⑾支え合いマップ関連資料 

■「支え合いマップ早わかり」 

■「支え合いマップづくり入門」 

■「支え合いマップ・インストラクター用マニュアル－取り組み課題の見つけ方」 

■「支え合いマップ聴取項目集」 

■「支え合いマップづくりによる取り組み課題抽出の実際」 

■「支え合いマップづくり聴取問答集」 

■「民生委員のための支え合いマップ入門」 

⑿（地域）福祉関連資料 

■「ご近所発の地域福祉」 

■「スローで考えよう」＜福祉以前に、ものの考え方にまで遡ろう＞ 

■「福祉の人間学入門」 

⒀その他の資料 

■「人を寄付好きにする法－住民流募金術」 

■「忙しい福祉関係者のための－読ませる広報紙づくり」 
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第１章 

見守り 

 
 

 

＜序＞見守りの留意点 <6> 

⒈見守り体制を作っても孤立死はなくならない…―支え合いマップを作ってみませんか？<7> 

⒉マップ作りは自治会等の抵抗が強くてできない…―「班ごとマップ」ならどうか？<9> 

⒊だれとだれを見守ればいいのか。その範囲は？―見守りの必要な人とは？<14> 

⒋一人ひとりどんなことをチェックしたらいいのか－見守りで調べる事柄は？<15> 

⒌何人かまとめて見守られれば都合がいい―効率的な見守り方はないか？<17> 

⒍孤立死を防ぐにはどうしたらいいのか―空白を１日も作らない法は？<18> 

⒎「異変に気づく方法」はあるのか？―異変のサインはどうやって察知する？<19> 

⒏本人もすべきことがあるのでは？―当事者の「見守られ努力」を促すには？<20> 

⒐一人暮らし同士が助け合えばいいことでは？―当事者の見守り合いを支援するには？<22> 

⒑家族もご近所に協力を求めるべきだ―家族とどう連絡を取ったらいいか？<23> 

⒒門戸を閉ざした人には手の出しようがない―引きこもりの人とどう接触する？<24> 

⒓「長屋」らしいやり方があるのでは？―集合住宅での効率的な安否確認法<26> 

⒔今自治体で流行。だが協力事業者を並べただけでは…―見守りネット構築１３の心得<29> 
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＜序＞「見守り」の留意点 
 

⑴「アバウトな福祉」からの脱却 

 見守りが必要な対象を探すために支え合いマップづくりを提案すると、「私のところは大体大丈

夫」という反論が返ってくる。「大体大丈夫」とは、一人や二人、孤立死が出ても仕方がない、と

いうことだ。 

 

⑵「一日も洩れない」完璧な見守り体制 

孤立死を防ぐには、当人と接点のある人を見つけ出し、その人たちがしっかり役目を果たすこと

で、ほぼ毎日誰かが見守っているという状態を作らねばならない。 

 

⑶相手の変化や異常を察知できる「天性の人材」を発掘 

 無意識な見守りから意識的な見守りへの転換ができているか。それに、相手の変化や異常を察知

するには、天性の資質の人が関わっているかが問われている。 

 

⑷「本人を主体者に」据えた見守り体制 

 誰が見守ってもいいといった安易な姿勢で「見守り隊」を編成するのでは、見守られる側は迷惑

だ。誰だって見守ってくれる人は自分で選びたい、相性の合う相手がいいと思うものだ。 

 

⑸見守りと「困り事の対応」はひとつながり 

 見守るだけでなく、相手の困りごとにも応じる必要がある。見守りと困り事の解決は、ひとつな

がりのものである。見守りの必要な人と言えば、必ず困り事の一つや二つは抱えているはずである。 

 

⑹当人の「見守られ努力」も要求 

 当事者も見守られ努力をしなければならない。自分から進んで見守ってくれる人を掘り起こし、

その人たちに上手に見守られるよう努める。同じ一人暮らしの者同士で見守り合いをしてもいい。 

 

⑺究極は「ふれあい、助け合いのまちづくり」 

 ふれあいのある、そしてみんなが助け合うまちを作れば、自然に見守りがなされるし、見守られ

る側も積極的に見守られ努力をする。 
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■見守り体制を作っても孤立死はなくならない… 

⒈支え合いマップを作ってみませんか？ 

⑴支え合いマップづくりとは何か？ 

 人々はおよそ５０世帯の範囲でふれ合ったり、

助け合っている。そのご近所ごとに、数名の住民が集ま

って、模造紙大の住宅地図に、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、ご近所の福祉課題などが浮き彫りになる。手始めに

やるのが、要援護者への見守りの状況である。 

 ご近所では住民は水面下で行動しているから、外からは

見えにくい。ご近所在住の数名が集まって、互いの情報を集約すると、ようやく見えてくる。 

⑵支え合いマップで「気になる人」が浮かび上がる 

 下のマップは一人暮らし高齢者を含めた要援護者に対して、近隣の誰が見守ったり関わったりし

ているかを調べたものだが、この地区では身内（親戚）の絆が強く、関係の線はほとんど親戚つな

がりである。それ以外では、この地区の世話焼きさんがかろうじて入り込んでいる。線が全く入っ

ていない人が１人、わずか１本という人が１人いる。この２人が「気になる人」（注意の必要な人）

ということになる。 

 

 

 

 

 

 

 …要援護者・気になる人 

…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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⑶マップづくりのすすめ方 

 詳しくは、本研究所が様々なマニュアルを作成しているので、そちらを見ていた

だきたい。とりあえず言えることは、マップづくりで成果を上げるためには、以下の点を厳

守する必要があるということ。 

 

➊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）。 

➋そのご近所に在住の住民（５名程度）に集まってもらう。１人や２人ではできない。 

➌模造紙大の住宅地図に太いマジックで記入していく。１時間半ほどかける。 

➍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などを探る。 

➎課題解決には、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。 

 

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問題を持ち出す人が出てくる。そこで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って、 

より良い関わり方を考える。一種のケア会議であること。 

 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。 

 ➌ご近所内では、助け合いをするために、この情報を共有する必要がある。 

 ➍ただし、この情報をご近所外に広げる必要はない。ご近所内に閉じ込める。 

 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。 

  相手のことを知らなければ、助けようがない。 
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■支え合いマップづくりは自治会等の抵抗が強くてできない… 

⒉「班ごとマップ」ならどうか？ 

⑴防災（避難支援用）マップも作れないのが現状。なぜか？ 

 支え合いマップづくりに抵抗があるのなら、防災マップではどうかと提案している。気になる人

をマップで割り出し、その人に誰が関わっているかを探し、その人を避難支援者に指名する。 

たったこれだけのことさえ、まだできていない。 

「できない」と言っているうちに災害はやって来る。今すぐにも「これならできる」方法を考えな

ければならない。そこで… 

⑵班ごとの防災（避難支援用）マップならどうか。 

班では、お互いに顔見知りで、誰が誰と交流しているかが分かっている。支援者はすぐに見つか

る。自治会全体となると、自分のことは話したくないとなるが、班内だけのマップづくりなら、今

更隠しようがない。それに災害が起きたら、この人たちに助けてもらわねばならないのだから。要

するに災害が起きると、否応なく班は運命共同体なのだ。 

「私のことは放っておいて」と言われても、だからと放置するわけにはいかない。マップを開けば、

そういう人だって、本人が見込んでいる相手はわかるので、いざというときは、その人に関わって

くれるようお願いしておけばいい。とりあえず班として避難する場所を決めることも大切。最終避

難所へは、班全員の安全が確認されてから、ゆっくり行けばいい。 

⑶「班ごと（避難支援用）マップ」のつくり方 

 班ごとに支え合いマップを作る場合、標準的な方法を以下に並べてみよう。 

❶自治会の主催でマップづくり集会を開く。 

 一枚のマップに自治会員が寄り集まるのではなく、趣旨説明が終われば、すぐに班ごとに別れる

ことになる。自治会がこの種の集会を開く気がない場合、班として独自に、自主的にマップづくり。 

➋班ごとに別れて、マップを広げる。 

 班のメンバーが一人や二人では駄目で、一定人数が揃わないとできない。誰と誰が関わり合って

いるというのは、足元の人しか見えない。マップは模造紙大に。わずか十数世帯なので、手作りで

もできる。それに太いマジック（数色）を用意。班が入り混じっている地区では、隣接した班と合

同でマップづくりをしてもいい。 

➌気になる人の「気になる」状況を出し合う。「その他の気になること」も 

 お互いに知っているのだから、隠し事なしに出し合う。福祉的な関わりが必要な人もある。そう

いう情報も出し合って、後述する２番目の表に書き加える。 
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➍気になる人に普段誰が関わっているかも調べ、避難支援者を決める。 

 本人は誰を見込んでいるかが大切。距離の問題も頭に入れる。隣の班の人の方が、当人に近い場

合もある。福祉的な問題に誰がどう関わっているかも、わかったら２番目の表に記入しておく。 

➎一人で助け出すのが難しい人は、誰と誰で運び出すかも考える。 

 寝たきりとか重度障害の人の場合、車いすやリヤカーなどの機材が必要。しかも班内の人だけで

は足りないという場合もある。看護師など保健医療の関係者の手が必要な場合もある。そういう人

材が近くにいないかも探す。そして、班単独では避難支援が難しい人については、あとで自治会で

集約して、あらかじめ対策を考えておく。 

➏最悪の場合は、誰かれ構わず助け出すことにする。 

 災害が起きた時に、班の中の誰が現場に居るかわからない。昼間に起きたら、働き手はほとんど

居ないことも考えられる。また、わざわざ避難支援をしなくても、自主避難所にまでは自力で来ら

れる人が多いはず。各自自主避難所まで行き、来なかった人を迎えに行けばいいという考えも。 

➐班内外の身近な場所を自主避難所にする。 

 マップづくりの中で、自主避難所も決める。班のメンバーが一つの避難所に集まるのは距離的に

無理があるとすれば、何グループかに分かれて、違う場所に避難することもあり得る。大事なこと

は、班メンバーが「すぐに行ける」場所であること。緊急事態だから、他人の庭でも構わない。 

例示した班のマップ 

徘徊ルート 
（見つけた人が避難支援） 

Ｂさん夫婦 

（妻要介護・囲い込み） 

班長 
（サロン仲間） 

Ｅさん Ｃさん （高齢の母と障害児） 

最終避難所までの移動方法は 

自治会で協議 

私たちの班と他の班の 

境界線 Ｄさん 

Ａさん （認知症・一人暮らし） 

徘徊 

ときどき 

訪問 

夫が妻を連れ出し 

自主避難所 
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➑普段から班内のふれあいや助け合いを盛んにし、絆を強めておく。 

 これで一応、気になる人それぞれの避難支援者が決まるが、それだけでは、いざというときに本

当に動けるのか？ そこで普段からやっておくべきことは、まず避難支援者と対象者が普段から日

常的に交流しておくこと、次いで班として、ふれあいイベントをするなどして、絆を強めておく。 

➒避難支援・誘導などで気になることも話し合う 

 班として避難支援・誘導をする際の問題点、留意点、自治会と話し合うべきことなどを、書き留

めておく。あとの全体集会で役に立てる。 

⑷「班ごと（避難支援用）マップづくり」の記入表 

班ごとマップづくりの結果を記入する表を紹介しよう。気になる人一人ひとりについて、❶「災

害時の支援が必要な状況」、次いで➋「その他の気になる状況」。これは、次の福祉課題の抽出の時

に役立てるための情報です。➌気になる人と「交流のある人」、➍最終的な「災害時支援者」の４

項目を記入していく。 

＜班ごとマップ記入表①災害版＞ 

気になる人 災害時の支援が

必要な状況 

その他の気にな

る状況 

交流のある人 災害時支援者 

Ａさん 一人ぐらしで認

知症・徘徊あり 

食生活の問題あ

り。火の始末も心

配 

Ｄさんが時々訪

問 

Ｄさん。徘徊 

時に見かけた人

も 

Ｂさん夫婦 老々世帯で妻が

要介護 

夫が単独で介護。

人を家に入れな

い 

近くにいない 夫が連れ出し。隣

家の班長も当面

支援者に 

Ｃさん母子 

 

老母と重度の障

害児。作業所に通

う。 

子供の将来 Ｅさんがサロン

友達 

Ｅさん。障害児の

搬送は自治会と

協議 

 

上記とは別に、避難支援マップを作って気がついたこと、避難支援の課題が出てきたら、下のよう

な欄を設けて記入し、自治会での全体集会で発表する。 

＜避難支援の課題・記入表＞ 

課題 その内容 考えられる対策案 

認知症の人の徘徊ルー

トが班外に出た時 

たまたま「その時」班外を歩い

ていた時どうするか 

徘徊ルートにある隣接班に協力を求

める 

障害児の最終避難所へ

の搬送法は？ 

自主避難所までは何とかなる

が、最終避難所へは？ 

車両を使った連絡・避難支援法を考

える（自治会全体で協議） 



 

 ⑸「災害マップ」の中で福祉課題も探る 

災害（避難支援）用マップを作ったら、ついでに福祉課題も考えたらどうか。これが支え合いマ

ップづくりになる。「気になる人」の福祉課題も出してしまい、とりあえず班としてできることを

検討するのだ。 

①福祉的な関わりの必要な人や、住民の住みづらさの問題も 

 災害マップと何が違うのか。こちらは福祉問題一般を扱う。住民の誰が気になるのか、その人

にどういう福祉課題があるのか、それにどう関わったらいいのか、また地域問題もある。住民にと

っての住みづらさの問題など。 

②その問題の解決策も一緒に 

その問題をどうやって解決したらいいのかを、支え合いマップづくりを通して考えるのだ。解決

策のヒントはマップの中に隠れているかもしれない。 

③とりあえず班としてできることを考える 

 問題の解決には、自治区や市町村域の関係者にも関わってもらう必要があるが、とりあえず班

でできること、考えられることを中心に考える。 

⑹福祉課題と対応の記入表 

 福祉課題のテーマと取り組み方を記入する表を紹介しよう。「気になる人」とは、先ほどの災害

時の対応表と同じ。災害時に避難支援しなければならない人であると共に、福祉課題を抱えている

人でもあるのだから。その一人一人について、❶「対応すべき課題」、➋「班内で対応すべきこと」、

➌「自治区で対応すべきこと」、➍「市全域で対応すべきこと」の４つの項目が並んでいる。 

 この中の❶「対応すべき課題」は、前の表の「災害時の支援が必要な状況」と「その他の気にな

る状況」を併せて、改めて福祉的な意味合いからの気になる状況と対策を羅列していく。 

その上でその課題に誰がどう対応すべきなのかを考えて、その人・組織の所属圏域の欄に記入し

ていく。➋は、どちらかと言えば班内で対処すべき事柄。➌は自治区で対処した方がいいもの。自

治会や民生委員、あるいは自治区で活躍している各種ボランティア、福祉推進員等のいずれかが該

当する。➍は「市全域で対応すべきもの」。市当局や社会福祉協議会、校区も含める。地域包括支

援センターやケアマネジャー、事業所、企業など幅広い資源が関係してくる。 

ただ、班内だけでは、そこまでは記入できないだろうから、とりあえずは班内でできること・考

えられることに限定して記入していけばいい。そして、その後に自治会全体としての検討の場で、

自治区や市町村域でできそうなことも、みんなで考えてもらうのだ。 
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＜班ごとマップ記入表②福祉版＞ 

気になる人 対応すべき課題 班内で対応すべ

きこと 

自治区で対応す

べきこと 

市の全域で対応

すべきこと 

○○○さん 食生活。火の始

末。徘徊と普段の

見守り。 

班で協力して火

の始末と見守り。 

町内の有志で配

食サービス。 

班巡回型・認知症

サポーター研修 

△△△さん 夫のストレス対

策。妻の生きがい

対策 

民生委員、ヘルパ

ー等とケア会議 

要介護者もサロ

ンの仲間に 

夫の地域デビュ

ー講座の開催 

□□□さん 

 

障害児の能力開

発と日常生活で

の介助 

介助含め支援課

題を母と協議 

子ども会への参

加を母と協議 

作業所と協議。能

力開発の可能性

を探る 

 

＜事例の解説＞ 

❶認知症の一人暮らし女性の場合 

○○○さんは、一人暮らしの認知症の女性だが、班でできることは、手分けして火の始末を確認

したり、安否の確認をすること。自治区では、食生活の問題に対処するため、この際食事サービス

を検討したらどうか。市全域の課題としては、認知症の人が増えているのだから、認知症サポータ

ー研修を、班ごとに実施していくことも考えるべきだ。 

 

➋妻を介護中の老々世帯の場合 

△△家は老々世帯。要介護の妻を囲い込んでいる。民生委員らと班内でケア会議を開いたらどう

か。ケアマネやヘルパーも加える。自治区では、妻の生きがいや夫のストレス解消に、サロンに奥

さんを誘い出す。要介護者を受け入れるサロンかどうか。要介護の妻を囲い込む夫の問題は市の共

通課題なので、夫婦が元気な間に夫を地域デビューさせる事業を実施したらどうか。 

 

➌障害児と老親の場合 

 高齢の母親にどの程度、子の介助の負担がかかっているのかを調べて、支援策を考える。自治会

は子ども会に障害児を受け入れられないかを検討。市域は、子供が通っている作業所と協議して、

この子の能力開発の可能性を探る。 
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■だれとだれを見守ればいいのか。その範囲は？ 

⒊「見守りの必要な人」とは？ 
 支え合いマップで気になる人を全て拾い出す。該当するものに○印をつける。 

＜例＞田中さんの場合 

 ⑴気になる対象 
該当 

○印 
 ⑵気になる状態 

該当 

○印 

参考 

特に気にすべき状態 

① 男性  ５０代から心配 

② 超高齢 ○ ８０代後半から 

③ 病弱・要介護・障害 ○ 特に認知症の場合 

④ 身の回りのことができない △ 「食事を作らない」も 

⑤ 見守る人がいない（少ない）  引きこもり。周囲と衝突 

① 一人暮らしの高齢者 
○ 

⑥ 家族があまり来ない △  

① 超高齢   

② 病弱・要介護・障害  特に認知症の場合 

③ 身の回りのことができない   

④ 見守りや世話する人がいない   

②  昼間一人暮らしの 

高齢者 

 

⑤ 同居する家族が息子だけ  きちんと見ているか 

① どちらかが病弱・要介護・障

害 

 「共に」ならもっと心配 

② どちらかが超高齢  「共に」ならもっと心配 

③ 身の回りのことができない   

④ 家族があまり来ない   

③ 高齢者夫婦  

⑤ 見守る人がいない（少ない）   

① 家族で孤立   

② 要介護・障害   

④ その他の高齢者  

③ 周囲と交流なし  引きこもり 

① 家族が世話していない   

② 生活困難  仕事がない 

⑤ その他の要介護 

・障害者 

 

③ 周囲から孤立  引きこもり 

 

 

 総合評価 見守りだけでなく、ある程度のお世話も必要 
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■一人ひとりどんなことをチェックしたらいいのか 

⒋「見守り」で調べる事柄は？ 
以下、チェック項目を並べてみた。記入例を紹介しよう。 

 チェック項目 総評と対策 当面の取り組み課題 

１ 一日も見逃さない見守り

になっているか？ 

まだ空白の日がある。そこをどうや

って埋めるか 

 

２ 各自、しっかり安否確認が

できているか？ 

業者への意識付けを本格的に。 

（コンビニ、スーパー、新聞販売店、

ヤクルト等） 

 

３ 見守りのキーマンはいる

か？ 

おすそわけを持参する隣人をキー

マンに 

おすそわけの隣人にキー

マンであることを自覚し

てもらおう 

４ 見守る人同士の連帯はで

きているか？ 

まだそこまでいっていない  

５ 家族と隣人の情報交換

は？ 

息子に働きかける必要がある まず息子と隣人の情報交

換ができないか。民生委員

が仲介役を 

６ 当事者同士、見守り合って

いるか？ 

グラウンドゴルフや趣味グループ

で事実上、実行している 

 

７ 異変の伝達ルートはでき

ているか？ 

これからの課題 キーマンから民生委員へ

情報が伝わるよう話し合

いを 

８ 本人は見守られ努力をし

ているか？ 

その意識がまだ欠けている  

９ 本人の困り事にも対応し

ているか？ 

そこまでやる人がいない  
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■個別の点検ノート■＜記入様式と、記入例＞ 

  
該当する人物 

・場所 
頻度 活動内容 

見守り活

動の評価 
個別の対策 

○○さん ほぼ毎日 おすそわけも持参 ○ 見守りのキーマ

ンを依頼 

ヤクルトレディ ○日おき ヤクルト配達 △ ヤクルト販売店

に協力依頼 

新聞販売店 毎日 新聞配達 × 新聞販売店に協

力依頼 

１ 本人を訪問する人 

（隣人・友人・業者） 

 

 

 

 

民生委員 

 

週に１度 安否確認 ◎  

○○さん（隣人） ときどき おしゃべり ○  ２ 本人が訪問する 

相手 

○○さん ときどき 趣味を一緒に △ 趣味グループで

見守るよう要請 

息子 週に１回 様子を見に来る ◎ 隣人にも挨拶を

するようにする 

３ 家族との行き来 

・連絡 

娘 毎日 携帯でやり取り ◎  

○○さん 毎日 車の出入りで見守り ○  

○○さん 毎日 部屋の明かりで見守

り 

○  

○○さん ほぼ毎日 本人が散歩中に出会

う 

△  

４ その他の見守り 

（日常の行動を観

察し、接点で安否確

認など） 

○○さん ときどき スーパーでよく出会

う 

△ スーパーの店員

にも協力依頼 
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■何人かまとめて見守られれば都合がいい 

⒌効率的な見守り方はないか？ 
 見守りのあり方で効率のいい方法というのがないものか。 

 

⑴見守りの必要な人がまとまって集まる場をさがす 

グラウンドゴルフをやっている人は、男性が多く、また毎日のように出かけている。見守りが難

しい男性をひとまとめで見守ることができる。しかも相互で見守っている。そうした場を探し出し、

見守りの必要な人で、誰と誰が来ているかを調べるのだ。 

発掘した「たまり場」に以下のような働きがあるかを確認し、それを生かすようにする。 

 たまり場の働きさがし 留意点 

１ そこに見守りの必要な人がいる

か、何人いるか 

仲間のだれかがさりげなく見守っているかどうか 

２ 悩み事が出せる場か それを解決する場にする 

３ 他に見守りの必要な人を受け入れ

る余地があるか 

受け入れを働きかける 

４ 要援護者が加わっているか。その

人を支えようとしているか 

そのための支援も 

５ 世話焼きさんがいるか メンバーの困り事を解決する 

６ メンバーに何か異変が生じたら、

関係機関に連絡しているか 

連絡するルートはできているか、連絡する役の人がいる

か 

⑵要援護者を複数人見守っている世話焼きさんをさがす 

 世話焼きさんは大抵、周りの複数の人を見守ったり、面倒を見ている。大型世話焼きさんは１０

人以上の面倒を見ている。中型世話焼きさんは５名程度、小型の世話焼きさんは２，３人程度。こ

の人たちを掘り起こし、夫々が誰と誰の見守りをしているのかを聞き出し、状況を聞き出す。 

⑶一人暮らし高齢者同士が見守り合っている。それを調べる 

 隣人同士が一人暮らし高齢者（但し女性）の場合は、間違いなく見守り合っている。だいたい４，

５人で助け合っている。その中にリーダーが一人いる。その人にキーマンになってもらう。 
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■孤立死を防ぐための実戦的な方法は？ 

⒍空白を１日も作らない方法は？ 
 一見、不可能に見えるが、要は対象者ごとに、少しでも見守っている人や接点にある人を徹底的

に探し出し、効率よくローテーションを組めばなんとか可能になる。 

 

１ 見守る人全員に「一日も空白をつくらない」気概を持ってもらう 

特にキーマンになる人や家族は気を抜かない 

２ 見守る人材と接点の人材を週の中にまんべんなく埋められるように按配する 

それぞれの見守り活動を全部出し合い、調整する必要がある 

３ 当然、身内にもその態勢になってもらう 

空白は自分たちで埋めるのだという姿勢に 

４ ちょっとした異変も見逃さず、必ず連絡することも確認 

「まあ、大丈夫だろう」と考えるより、悪い方に考えること 

５ できる限り本人と面接し、声をかけるようにする 

ちょっとした体調の変化も見逃さないためには重要 

６ 本人にもそのつもりでいてもらう 

これが一番大切だ。ちょっとした体調の変化も周りの人に言うこと 

７ 本人が迷惑そうな態度でも構わず続ける 

とにかくいのちを守るためだからと 

８ 「プライバシー尊重」などに縛られず、思い切って踏み込む 

間違ったら「ごめんなさい」でいい 

９ ちょっとした異変にも、システム全体が作動するという実績を早くつくる 

危機への対応の訓練と思えばいい 

１０ 見守りのキーマンや、キーマンの連絡対象になる人材が積極的に動く 

当面どういうことに気を配ったらいいのかを、見守る人たちに伝える 
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■「異変に気づく方法」はあるのか？ 

⒎異変のサインはどうやって察知する？ 
⑴異変察知の一般的な方法 

一般的に以下のような方法がある。それぞれの対象者に対してどれが適用できるか。 

 異変のサイン 該当しそうなものに○印 

１ 夜遅くまで部屋の電気がついている  

２ トイレの電気がついたまま  

３ 異臭がする  

４ カーテンが閉まったまま  

５ 台所の電気が一日中つかない  

６ いつもは朝でかけるはずなのに車がある  

７ 夜、どの部屋も電気が消えている  

８ 電話には出たが、応答の仕方がおかしい  

 

⑵異変の察知に適した人材 

 誰でも異変を察知できるわけではない。それに適した人がいる。その人はだれかを突き止めよう。 

以下の要件が複数当てはまる人と考えたらいい。 

 異変の察知に適した人物 該当する人 

１ 相手を直接観察している人  

２ 毎日、継続的に観察している人。２４時間「観察」している人がいる  

３ 詮索好きな人。相手の不審な状態に敏感な人でもある  

４ 世話焼きさんで、困った人を放っておけないという人  

５ 相手から、悩みごとなどをよく打ち明けられる人  

６ 相手の家の中に入れる人。家に入れればそれだけ異変は分かりやすい  

７ 異変を察知した時それをだれかに伝える人。  

８ ご近所の情報がよく集まってくる人  
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■本人もすべきことがあるのでは？ 

⒏当事者に「見守られ努力」を促すには？ 
 本人も、自分の安全を守る努力や見守られ努力をする必要がある。これも効率的な見守り方だ。 

 

⑴まず本人の「見守られ努力」の具体例の収集 

 当人はどんな見守られ努力をしているか―まず支え合いマップづくりで事例を収集。それをどの

ように地域全体で活用するかを考える。 

 見守られ努力の事例 

１ 一日中、玄関の戸を開けておく 

２ まわりの人を自宅に招き入れる 

３ 「夜○時以降に電気がついていたら、気をつけてね」とお願いする 

４ ご近所の特定の人にカギを預ける 

５ 一人暮らし同士で「朝カーテンが開いていたら元気」と 

６ 娘と携帯電話でやりとり。異変があればすぐ駆けつけるように 

７ 毎日、同じコースを散歩する。コースを変える時は、その旨、まわりの人に伝える 

８ なるべく家の外に出て（庭仕事など）、出会う人に挨拶をする（すすんで声をかける） 

 

⑵一人暮らし高齢者を集めて「見守られ方」を考えてもらう 

愛知県安城市の城南町内会では、町内の１人暮らし高齢者に集まっていただいて、本人はどんな

努力をしたらいいのかを、継続的に話し合ってもらった。その中で別添のようなものが出来上がっ

た。自分の安全を守るために、普段どんな努力をしたらいいかを自分たちで考え合うこと自体に意

義がある。 
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★安全なひとり暮らしのための５つの知恵（工夫） 

 

１．毎日外に出て、人と出会う機会をたくさん作りましょう 

 ①人がたくさん集まる場所（グランドゴルフ、パチンコ、スーパー、飲み屋）に行きましょう。 

 ②出会った人にこちらから積極的に声をかけましょう。 

 ③自分の存在をアピールしましょう。 

 ④庭木の手入れ、花の水をやりましょう。 

 

２．人を家に招きましょう 

 ①井戸端会議を開きましょう（自宅で）。 

 ②子供や友人に定期的に来させましょう。 

※来ないときは電話をしましょう。 

 ③家の中からでも、歌や声で存在をアピールしましょう。 

 

３．決まった人と声を掛け合うなど、出会いの仕方に工夫をしましょう 

 ①一人暮らし同士の出会いを大事にしましょう。 

 ②毎日、決まった人と声を掛け合いましょう。 

 ③同じ向こう三軒両隣やご近所内で声を掛け合いましょう。 

 ④相性の合う人同士で交流しましょう。 

 ⑤こちらから積極的に声掛けをしましょう。 

 ⑥出会った人に日ごろの自分の行動を知ってもらいましょう。 

 

４．助け合いができるご近所づくりに努めましょう 

 ①ご近所のふれあいを助け合いに発展させましょう。 

 ②近くの一人暮らし同士で助け合いましょう。 

 ③福祉活動に積極的に参加して助け合いの仲間を増やしましょう。 

 ④趣味グル―プなどに参加して、助け合いの仲間づくりをしましょう。 

 

５．常に倒れた時のことも意識して行動しましょう 

 ①緊急時の連絡先は人に分かるようにしておきましょう。（救急医療情報キットの活用） 

 ②あらかじめ、近所の人に緊急時の連絡先を教えておきましょう。 

 ③鍵は信頼のおける人に分かるようにしておきましょう。 

 ④チェーンロックはかけない方向で検討しましょう。 

 ⑤泊りがけの際は、周囲の人に連絡しておきましょう。 

 ⑥体調の悪い時は早めに受診し、ご近所にも伝えましょう。 

 ⑦自分の持病を周りの人に伝えておきましょう。
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■一人暮らし同士が助け合えばいいことでは？ 

⒐当事者同士の見守り合いを支援するには？ 
一人暮らしの人同士で見守り合っている場合がよくある。これが本来のあり方だ。カギを預け合

ったり、買い物を一緒にしたりと、助け合いにまで発展させているケースもある。これも効率的な

見守り方になる。 

 

⑴一人暮らし同士の見守り合いを支援する方策 

 一人暮らし同士の見守り合いを、まわりからどのように応援したらいいのか。見守り合いから助

け合いへ、そしてその輪を広げるのを支援することがその柱になる。 

 支援策 留意点 

１ 見守り合いの輪を広げるよう応援 「この人も仲間に入れて！」と 

２ 見守り合いから助け合いにまで発展する

よう応援 

メンバーの困り事で、仲間では対応できないもの

を引き取る 

３ 男性を見守りの輪に加えるよう働きかけ

る 

その代わり、男性の力も上手に活用することも教

える 

４ 一人暮らしの困り事を解決する手伝い または、困り事を関係機関に伝達する手伝い 

５ 「一人暮らしの会」づくりの手伝い グループにするか、やわらかな集まりにするか 

６ 支援グループづくりを応援する 「一人暮らしの人を支える会」。今現在彼らを見

守ったり、世話をしている人たちで構成 
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■家族もご近所に協力を求めるべきだ 

⒑家族とどう連絡を取ったらいいか？ 
 一人暮らし高齢者は、家族が通って来ているケースが少なくない。毎日のように食事作りなどで

通って来る場合から、週に１回程度、様子を見に来る場合もある。携帯電話でやり取りしている家

族もいる。問題なのは、家族とご近所との連絡ができていないことだ。 

 家族との連絡の可能性 留意点 

１ 家族が来た時、班長なり民生委員が仲

介してご近所回りをしてもらう 

その際、班長または民生委員は、今後の見守りのあ

り方、役割分担のあり方、連絡の取り方等を、家族

と詰める必要がある 

２ ご近所と家族の話し合いを持つ。民生

委員や自治会長等が仲介 

このやり方だと、落ち着いて話し合いができる 

３ 家族が自主的にご近所に挨拶に行く 家族にもともとその気があった場合、自治会長や民

生委員が仲介 

４ 本人が家族に話して、一緒にご近所回

りをする 

これが本来の理想的なあり方  

５ 本人が主導して、家族とご近所が懇談

会。今後、どのように連携していくか

を話し合う 

できれば、年に何回か、これを開けるといい 

６ 自治会が主催して、当事者とその家族

を集めての（全体）懇談会を開く 

全体集会の後、それぞれのご近所の人と協議をする 

７ ご近所ごとにまとめて懇談会 ご近所の人たちと班長、民生委員、本人と家族が一

堂に会する 

８ 「家族会」づくりを応援する 家族がご近所に対してできることも協議するとい

い 

９ ご近所と家族で、本人がいずれ要介護

になった時の対応も協議 

本人が要介護になった時、家族とご近所でどう連携

していくかを考えておく 

１０ 本人は今は一人暮らしではないが、い

ずれそうなった時のため、家族とご近

所の話し合いに加わっておくことも 

「いずれ親がお世話になります」と家族があらかじ

めお願いしておく 
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■門戸を閉ざした人には手の出しようがない 

⒒「引きこもりの人」とどう接触する？ 
こういう人に対しては、考えられるあらゆる手を使ってでも接触していかねばならない。まずは

接触のチャンスを徹底的に掘り起こすこと。 

 

⑴「引きこもりの人」に接触するチャンスさがし 

 どんな引きこもりの人だって、地域の誰かとは接点があるはずだ。引きこもりの人と接点が持て

る機会にはどんなものがあるか、調べてみよう。 

 接触のチャンス 留意点 

１ そういう人も、見込んだ相手が１人か２人

はいるはず。その人をマップで探し出す 

本人のごく近い隣人に聞くと分かるかもしれ

ない 

２ 以前は趣味やスポーツグループ、サロン等

に所属していた可能性も。過去まで遡る 

昔の仲間と、かすかなつながりがあるかもしれ

ないから、そこを辿っていく 

３ 男性の場合、異性の友達が通って来ている

可能性もある 

今はいなくても、以前はいたかもしれない 

４ 何か頼み事をしたら、意外に受けてくれる

かもしれない 

特に、本人の得意な技術を生かせる場合。プラ

イドが高い人は、頼まれれば受け止める。 

５ 困り事を解決してくれる人には頼ることも

ある。その人を通して接触 

特に緊急の場合。災害の直後などに「大丈夫で

すか？」と訪問してみる 

６ 本人が見込んでいるわけではないが、たま

たま接点にある人を探す 

コンビニ（毎日弁当を会に行く）やスーパー（お

かずを買いに行く） 

７ 身内で入り込める人がいるなら、その人を

通す 

近くの親せきが出入りしているらしいとわか

れば、その人と一緒に 

８ 本人が出かけた先で接触する 畑や散歩、コンビニなどで、おしゃべり相手に

なっている人と一緒に 
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⑵「こじあけ」の口実を持った人を活用 

 引きこもりの人の生命を守るためには、場合によってはこじあける必要がある。といっても、誰

でもできるものではない。こじあけることが容認される口実を持った人が相当数いるはずだ。 

 京都市内のある学区の見守り推進組織は、一人暮らし高齢者宅に、毎日のように様々な関係機関

が出入りするようにしている。警察官は防犯のため、消防署は防火対策、保健所は健康状態を見る

ために、というように。じつはこれらの人たちは全部、「見守り」という共通の目的で訪れていた。 

「口実のある人」を徹底的に利用した見守り方法である。 

 口実を持った人 口実 

１ 町内会長 届け物、お知らせなど 

２ 回覧板を届ける人 手渡しで説明 

３ 災害救助隊 災害に備える 

４ 消防署 防火の呼びかけ 

５ 警察 防犯、交通安全の呼びかけ 

６ ケアマネジャー 申請手続きや制度改正等 

７ 保健師 健康問題で 

８ 民生委員 お祝いの品物の届け、各種手当の支給など 

９ 宅配業者 荷物の配達 

１０ 保健所 介護予防、食生活関連、熱中症予防などの呼びかけ 

 

⑶天性の「こじあけ屋さん」を発掘 

 世話焼きさんの中に、閉じこもりの家にも強引に入り込んでしまうような人がいる。いかにも難

しそうだが、本人に聞くと、そんなに難しくはないと言う。むろん天性の資質だが、コツもあるの

だろう。そういう人を掘り起こせば、うまくいくはずである。 
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■「長屋」らしいやり方があるのでは？ 

⒓集合住宅での効率的な安否確認法 
団地は人々が１つの棟に密集しており、廊下でつながっているために、やりようによっては安否

確認しやすい。その利点を生かしたやり方はないものか。 

 

⑴団地、アパート、マンションでの「安否確認」の一般的な方法 

 団地、アパートで支え合いマップづくりをしていると、住民はそれぞれの方法で安否確認をして

いる。それを集めて安否確認のアイデア集としてまとめ、配布したらどうか。また、この中に集合

住宅での安否確認のヒントが詰まっている。 

 団地での安否確認事例 

１ 向い合った同士で、電気の点灯、カーテンなどで安否確認 

やり方によっては、一度に複数人の安否を確認することができる。もっといいのは、お互い

が「安全」のサインを知らせ合うことだ。「私がカーテンを開けている時は大丈夫というこ

とだからね」とか 

２ エレベーターで安否確認 

特に毎日同じ時間にエレベーターに乗り、あいさつを交わす者同士。エレベーター近くに住

む人で、よく気の付く人は、乗降する人の安否確認をしている 

 

３ 管理人が人の出入りで 

たまたま世話焼きさんが管理人であったとき、この人で一挙に棟内の人たちの安否確認がで

きてしまう。気になる人をマークしておいて、その人の出入りも全て確認していた 

 

４ 管理人が各階のポストを見回り 

実際にこれをしている管理人がいた。毎日、二回、全階の気になる人を見回っていた。管理

人に限らず、棟ごとに大型世話焼きさんがいて、その人が棟内のほとんどの人の状況を知り、

安否確認をしている。相手もその人を頼っている 

５ 同じ階の者どうしで声をかけ合い 

同じ階での相互の安否確認が最適。特に部屋も近い、仲の良い者同士が、日常的におしゃべ

りがてら安否確認をしている、やはり世話焼きさんが１人いれば、その人を中心に行われる 
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６ 隣室の音（水道、トイレ、風呂、足音）や明りで確認 

隣の音などに敏感な人が実際に、これをしている。その集合住宅の建物の性格で、隣接した

部屋の音がよく聞こえる場合と、上下の部屋の音がよく聞こえる場合がある 

７ 自室への通りがかりに明りなどで確認 

エレベーターの行き帰りで、通りがかりの部屋の状況を常に観察している人もいる 

８ 当事者が一日中、ドアを開けっ放しにしている 

超高齢で一人暮らしの女性が、自分の安全を守るためにこれをしている。これだと容易に安

否確認ができると隣人は喜んでいる 

９ おすそわけを日常的にしながら 

これは仲の良い者同士がやっていること。世話焼きさんの中には、親しくはないが気になる

という人におすそわけを届けがてら安否確認をしている人もいる 

１０ 階ごとに、井戸端会議を開きながら、安否情報を交換 

世話焼きさんが居ると、同じ階のその周りの部屋の人たちと日常的に井戸端会議を開いて、

相互に安否を確認する一方で、仲間でない人の安否情報も交換している 

１１ 階段委員が定期的に各室を訪問 

使命感の強い人はこれをしている。訪問する理由があるので、一応ドアは開けてもらえるの

で都合がいい 

１２ 要援護者を階段委員にする 

こちらが見回りに行かなくても、当人が各部屋を回って「安否を確認してもらう」のだから

好都合だ。意外にこのやり方は使われているようだ 
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⑵ 「私は大丈夫」のサインを親しい人へ 

 いちいち口頭で「私は今日は大丈夫」などと言うのも面倒。そこで、向かい同士で「朝、カーテ

ンが開いていたら元気」「夜、電気がついていたら元気」といったサインを出し合うようにしたら

どうか。それも、特定の親しい人同士でやればいい。 

   

１ 「大丈夫」のサインのアイデア集

を配布 

自治会やご近所福祉推進チームが担当 

２ 「こういう時は大丈夫じゃない」

という、逆のサインもよし 

「ＳＯＳ」のサインをどう効果的に発信するか？ 

３ ペアを決める 「あなたとだけ、サインのやり取りをしましょうね」 

４ 何か異変を感じたら、必ず、決め

られた相手に連絡する 

ほんのちょっとした異変でも、躊躇しないことが大事 

５ その棟の福祉推進チーム等に、ペ

アの相手とサインの方法を登録し

てもらう 

「登録」の担当者を決め、住民に周知しておく。異変の

伝達も同じ人に 

６ ペアを組む相手が見つからない人

には、探してあげる 

信頼し合える関係でないとだめ 

７ 「ほぼ毎日」サインを出し合うこ

と 

週に１回では、孤立防止につながらない 

８ カギを預け合う関係にしてもいい 信頼し合える同士でやること 

９ 不特定多数へ向けたサインは好ま

しくない 

プライバシーの問題 

 

 

 

 

 

「サイン」の使い方 留意点 
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■今自治体で流行。しかし協力事業者を並べただけでは… 

⒔「見守りネット」構築－１３の心得 
 

■協力業者を並べるのもいいが 

各種の業者や福祉関連の団体が連携しての見守りネットワークづくりが急激に広がっている。 

 よくある「見守りネットワーク」の図は次のようなものである。真ん中に見守りの対象がいて、

周囲には、見守りに参加してもらうべき人や機関が並んでいる。２種類あって、一つが老人クラブ

やシルバー人材センター、ケアマネジャー、認知症サポーターといった、福祉関連の資源。もう一

つがコンビニや飲料店、新聞販売店などの業者。そして「あなたの身のまわりの要援護の方に、ち

ょっと気がかりなことがあったら、役場にご連絡ください。必要なサービスや支援につなげます」

というふうに書かれている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ネットワークが具備すべき12の要件 

「見守り」の「ネット」を構築するとは、どういうことに留意しなければならないのかを、改めて

考えてみた。ただ関係者を羅列して輪にすればいいのではなく、孤立死や虐待を防げるような仕組

みでないと、作った意味がないのだ。 

 

当事者 

民生委員 

認知症 

サポーター 

ケアマネジャー 

老人クラブ 

近隣住民 

ガス 

事業者 水道 

事業 

電気 

事業者 

宅配 

業者 

配食 

事業者 

郵便 

事業者 
乳飲料 

販売店 

生協 

金融 

機関 

介護 

事業者 

スーパー 

コンビニ 
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 ①ネットのキーマンは本来当人であること。本人を中心としたネットにすること。 

 ②対象者一人ひとりの個別のネットを作ること。 

 ③対象者一人ひとりのご近所さんのネットを主体にすること。 

 ④対象者との接点のある人を大事にすること。 

 ⑤見守る人材や異変伝達ルートの人材は、天性の資質を大事にすること。 

 ⑥対象者と相性の合う人を大事にすること。 

 ⑦対象者の家の中に入れる人を大事にすること。 

 ⑧対象者ごとのネット参加者が情報交換や役割分担を話し合える場を設ける。 

 ⑨異変を察知した時、それぞれ誰に連絡すべきかを決めておくこと。 

 ⑩孤立死を防げる見守りにするために見守りのあり方を定期的に点検すること。 

 ⑪見守られる本人や家族の意識を高める努力を促すこと。 

 ⑫同じご近所で見守られる当事者たちの見守り合いの努力も促すこと。 

 ⑬実質的な見守り協力者を探すためにも、支え合いマップ作りが欠かせない。 
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第２章 

困り事への対応 
  

 

 

 

   

＜目次＞ 

＜序＞「困り事対応」の留意点<32> 

⒈「困り事」発見のコツがあるのかも…―困り事をどうやって見つけるか？<33> 

⒉当事者本人は何を求めているのか？…―「その人らしく」をどう支援するか？<38> 

⒊困り事は見つかっても対応の仕方が分からない…―困り事にどう対応したらいい？<42> 

⒋「タダではお願いできない」という声にどう対処？―有償サービスをどう立ち上げる？<48> 

⒌ご近所ごとに数件、対応が難しいケースがある―「難ケース」にどう対処したらいい？<51> 

⒍要援護者が多く住むアパートが…―要援護者ばかりの集合住宅にどう関わる？<52> 

⒎「ゴミ屋敷」「ネコ屋敷」で困っている－「迷惑住民」にどう対処したらいいか？<55> 
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＜序＞「困り事対応」の留意点 

 支え合いマップづくりをしていて気になるのは、「この地区でどんな困り事がありますか？」と

聞いても、特別にないという答えが返ってくることである。どの住民にも困り事の一つや二つはあ

るはずだ。困り事を発見し、それに対応するには、それなりの姿勢が必要なのだ。 

 

⑴「福祉は困った人を助けてなんぼだ」ということ 

 困り事が出てこない背景に、本気で周りから困り事を探そうとしているか、という点が挙げられ

る。地域には世話焼きさんがいて、常にまわりに困った人がいないかを気にしていて、困った人を

見つけると、即座に解決に動き出す。そのくらいの姿勢がなければ、人の困り事は見えない。 

 

⑵困り事の発見と対応は天性の資質 

 困り事は発見しづらいし、それへの対応も難しいというのに、一方で世話焼きさんはいともたや

すくそのハードルを克服している。これは何を示唆しているだろうか。 

 

⑶ニーズ対応の主導権は当事者が握っている 

「当事者主体」がしっかり頭にあれば、「問題を抱えたあなたが主役なのだから、ちゃんとニーズ

を発信して下さいね」と促すはずなのだ。今の福祉のあり方を全面的に当事者主体型に切り替える

必要がある。 

 

⑷困り事は「ご近所」で発信されている 

 困り事が発信されているのは、主にご近所圏域である。ところが今の福祉関係者は「ご近所」と

いう圏域の存在すら意識していない。ニーズは自分のいる福祉センターに持ってくるべきだと考え

ている。福祉対応の場を市の中心部からご近所へ移す必要がある。 

 

⑸ニーズと資源の関わり合いの真実を解明 

 ニーズが発信され、それを受け止め、解決に導くという一連の営みには、当事者と担い手の絶妙

な関係が関わっている。当事者は相手を選ぶし、担い手にはそれなりの資質と当事者との日常の関

係が不可欠だ。 

 

 

 

 

■「困り事」発見のコツがあるのかも… 
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⒈困り事をどうやって見つけるか？ 
 人々は夫々困り事を持っているが、なかなか口には出さない。しかし、それに対応してあげると、

次の困り事を口にする。引きこもりの人も、困り事を解決してあげると、その人には心を開く。 

⑴困り事の見つけ方 

 では、困り事はどうやって見つけたらいいのか。困り事を把握するには、当事者により近い位置

にいなければ駄目である。と言うことは基本的には当事者の住むご近所にいないといけない。それ

が前提になって、それに以下のような条件が付くことになる。 

 

 困り事の見つけ方 留意点 

１ 助けられ上手さん（困り事をしっ

かり言える人）からいろいろ聞き

出す 

その人から、困り事をまとめて聞き出す。ついでに、ど

のように対応したらいいのかも 

 

２ 本人がグチを言う相手をつきとめ

て、その人から聞き出す 

どんなグチが出てくるのかを聞き出す。「あなたはそれ

をどう解決してあげているのか」も 

３ 井戸端会議やサロンに顔を出して

聞き出す 

そこでさりげなくグチが出されているので、聞き逃さな

い。それに誰が応えているかも見届ける 

４ 同じ悩みを抱えた人のグループや

サロンでまとめて聞き出す 

こういう人たちは、しっかりと要望事項を言ってくれ

る。特に悩み事を進んで出す人がいるから、その人をマ

ークする 

５ 豊かさのダイヤグラムをつくり、

欠けている部分を見つける 

豊かさが欠けているのも、福祉問題だ。六つの項目のど

れが充足されていないか、それをどのように解決したら

いいかも併せて考える 

６ 「困り事が見える人」がいる。そ

の人をつきとめる 

「困り事が見える人」は活動家でもごく少数。グループ

の会合で「人のニーズ」を報告する人に注目するといい 

７ 既にご近所の困り事に応じている

世話焼きさんに、どんな困り事に

応じているかを聞き出す 

世話焼きさんは、まわりの人の困り事を察知する名人な

ので、困り事と、それへの対応の仕方もついでに聞き出

す 

 

 

⑵ニーズ発掘のために知っておくべき８つの「真実」 
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 生活支援（有償または無償）サービスを実施しているグループの最大の悩みは、ニーズが上がっ

てこないということである。その際、依頼が来るのをただ待つだけでなく、積極的にニーズ発掘に

努めるのも、制度運用者の役割になる。では、ニーズ発掘のコツとはどんなものなのか。 

①発信するニーズと受信するニーズが食い違っていないか？ 

 民生委員は福祉問題に関わるのだから、当然、相手のＡＤＬが気になるし、だからヘルパーを付

けなくちゃと考える。しかし本人は、それには関心がない。趣味活動をしやすいような支援（移送

など）をしてくれと言っているとみられる。しかし、これには関係者は関心がない。 

②ニーズは「特定の誰か」へ向けて発信されている 

 ニーズは、「誰でもいいから解決してくれ」というよりは、「私が見込んだ○○さんに解決してほ

しい」と言っている場合が少なくない。だからその見込まれた人が取り組めばいい。 

③ニーズが見える人と見えない人がいる 

 ニーズは誰にでも見えるというものではない。発信されるニーズは、いわば極超短波で、普通の

人には見えない。経験的に言えば、ニーズが見える人は関係者の中でも数十名に一人ぐらいだ。 

④本気でニーズを掘り起こしたいと思っているか 

「ニーズが見える人」は、世話焼きさんに多い。困った人のことをいつも真剣に探しているし、見

つけたら即刻解決してあげようという気があるから、ニーズが見え易くなるのは当然だ。 

⑤ニーズは行動で示唆している。それが読めるか？ 

 マップ作りで未婚の男性が１０名以上もいることが分かった。その多くが集落内のスナックに頻

繁に通っている。なんとママのファンクラブがつくられていた。そこで、異性が（結婚にこだわら

ず）自由に交流（交際）できる場、スナックのような場を用意したらどうかという案が出てきた。 

⑥ご近所ならニーズは見える 

 ニーズというものは、もともと微弱電波なのだが、加えて発信の範囲が狭い。校区や市町村圏域

まで到達するかと言えば、むずかしい。大抵はご近所圏内でしか受信できない。虐待などは向こう

三軒ならわかる。それを把握するにはそこまで行かねばならない。 

⑦ニーズは先取りするもの。 

 ニーズ発掘が難しいと言うけれど、どういう人にどういうニーズがあるのかは、活動経験のある

人なら、すでに頭に入っている。あとは、その中のどれが現実のニーズとなっているかを現場で確

かめればいいだけのことなのだ。 

⑧ニーズは相手に気づかせるもの 

 当事者がいつも自分のニーズを自覚しているとは限らない。目の前で見せられたりしたときには

じめて、自分もそのニーズを持っていることを意識することもあるのだ。だから、相手にどんなニ

ーズがあるのかを神経質に推測するよりも、おそらくこういうニーズがあるだろうと判断されれば、

その解決策を提示してもいい。 

⑶ご近所内のニーズキャッチ・システム 
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 福祉ニーズが把握できないのは、ニーズが発生するご近所圏域で、どのようにそれをキャッチし

たらいいのか、そのシステムづくりができていないからである。そのシステムを解説してみよう。 

ご近所は問題が発生する場だが、問題を素早く発見できる場でもある。解決しやすい場でもある。 

 下の図が福祉問題を効率的にキャッチするシステムである。まず 

まず要援護者からニーズが発生したら、 

❶向こう三軒両隣の人①が見つける。そのセンスのある人でないと務まらない。当事者からこの人

に向けて発信される場合もある。 

➋①の人が把握したニーズは、小ご近所の世話焼きさん②が、もらいに行く。発見者が小ご近所の

世話焼きさんへ伝えればいいが、それは現実的ではない。 

 

 

 

 

 

 

 

②が日常的に①を訪問している間に、その中でさりげなく情報が開示される。それに②の人が気づ

けばいい。 

➌次いで、小ご近所の世話焼きさん②の所へご近所の世話焼きさん③がもらいに行く。前述のマッ

プではこのパターンで、ご近所内の大型世話焼きさんが毎日のように訪れて、「何かありました

か？」と聞くことで、初めて伝えてもらえる。 

➍自治区のご近所福祉サポーター④が③の所へもらいに行く。 

➎④の所へ⑤がもらいに行く。といっても⑤はなかなか来ないだろうから、④が必要な時に⑤へ伝

えるということもある。 

➏④や⑤が⑥まで伝えに行くこともある。 

 

＜ニーズキャッチ成功の重要ポイント＞ 

最も大事なのは３点。①上層の人は下層に頻繁に訪れて情報をもらいに行くこと。②ニーズ情報

を見分けるセンスのある人。③もらった情報にはすぐに反応すること。即反応しないと、情報をく

れなくなる。 

 

■当事者の接点にある人の重要な役割 

①は異変を察知できる人－詮索好き。当事者に見込まれた人。「あの人、ちょっとおかしい」と

異変を察知できる人は、私たちが考えているほどにはいない。誰もがその能力を身に着けるよりも、

● 

要援護者 

● 

① 

● 

② 

● 

③ 

● 

④ 

● 

⑤ 

● 

⑥ 

自治区 校区 市町村 ご近所 
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元々そのセンスのある人を探し出して、その人が見つけた異変をきちんと解決することだ。グルー

プの中に一人か二人はいるから、その人が誰かを突き止める。 

 その人が、②に連絡することはあまりない。よほど②の人が①の人に信頼されないと駄目である。

①の人が③や④までやって来るのは、あまり期待しない方がいい。①から見たら、あまりに敷居が

高いのだ。だからご近所内の世話焼きがこの人と接近するのが大事なのだ。 

情報は一気に上層まで上がる性格のものではないのだ。順を追って伝わっていくのが通常のあり

方なのである。③はご近所内の大型世話焼き。②の人を日常的に訪れることで情報を発見できる。 

 

■大中小世話焼きがこまめに連携する 

 カギを握るのは大中小世話焼きの連携だ。接点にある小世話焼きがニーズを把握する。それを中

型世話焼き化もらいに行く、それを第世話焼きがもらいに行く。面倒だから大世話焼きが直接中世

話焼きか小世話焼きにもらいに行けばいいと思うが、そううまくはいかな。こまめに連携するより

仕方がないのだ。 

 

■お互いの信頼関係がないとつながらない 

 これらの連携は、相互に信頼関係ができていることが前提になる。ニーズを把握した時、それを

相手に伝えようとするには、相手が信頼に値する人物だと見込んでいるからなのだ。 

 

■このルートのどれかが機能しないだけで、パイプは詰まる 

 ニーズの伝達ルートづくりで厳しいのは、この中のどれかが機能しないと、もうそこでパイプは

詰まってしまうということである。機能しないとは、相手からのニーズの情報をキャッチするセン

スがないとか、相互に信頼関係が欠けている場合である。 

 

■④は下にも上にも出かけること 

④は複数のご近所を掌握している民生委員等。各ご近所の③を日常的に訪れることで、情報をも

らえる。④は、もらった情報を⑤に連絡する。私どもはこの圏域の人材を重要視している。この人

が地域全体のちょうど中核にいる。ご近所にも顔を出しやすいし、右の校区や市町村域の関係者に

も接触できる距離にある。 

この人の役目は大事である。まず傘下のご近所を頻繁に出かけて、世話焼きさんと接触する。「何

かあったら、持ってきてね」という言い方をする民生委員が多いが、ご近所の世話焼きは上層まで

は上がってこない。こちらから出かけなければならない。しかも、上層の校区や市町村域の関係者

が、ニーズ情報を探しに下層へ降りてくることもないから、自ら上層へ情報を届けなければならな

い。忙しい立場である。 
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■上層ほどニーズへの関心が薄れる 

 ④が忙しく歩き回ることが大切な理由は、この人はご近所に出かけて、ニーズそのものに接触で

きる立場にある。しかしこれより上層の人は、現場から遠いし、ニーズそのものにも接触する機会

がないから、ニーズそのものに対する関心が薄くなりがちだ。だから、下層へ降りていこうという

意欲も薄い。④の人が足しげく上層へ通って、刺激を与えなければならないのだ。 

⑤は④を頻繁に訪れて情報を入手する。できれば③をも訪問して、直接情報を入手することも。

と共に、入手した情報を、問題解決に責任のある機関に素早く連絡する。 

 

■ご近所支援拠点づくりを 

それでも、都合がつく限り下層へニーズに接触するために出かけることは絶対に必要である。ニ

ーズはご近所で発生する。その現場に行かなくて済ませるわけにはいかないのだ。そこでご近所に

彼らの拠点を作るという手もある。下のマップでは、元看護師がご近所の健康相談に応じていた。

この家をご近所支援拠点にすれば、巧まずしてニーズ情報がキャッチできる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…元看護師 

…相談に乗ってもらっている人 

…介護体験者(現役とＯＢ) 
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■当事者本人は何を求めているのか？ 

⒉「その人らしく」をどう支援するか？ 
 奇妙なことだが、私たちは福祉ニーズという場合、当事者本人は何を求めているのかと言うこと

をあまり考えない。それは助ける側が考えてあげることだと思っている。おかしなことである。 

 死後２週間で見つかった引きこもりの女性。死後、女性の家の中に入ったら、壁という壁に油絵

が飾ってあった。引きこもりと言うと私たちはすぐに安否の確認を真っ先に考えるが、本人はとに

かく油絵を描きたかったのだ。 

 この角度から接触すれば、もっと容易に関係ができたのではないか。「個展を開きましょう。値

札も付けましょ」と。関係者（推進者）と本人の思いがずれていた。 

⑴自己実現こそが当事者側からの「福祉ニーズ」だった 

 厚労省は地域福祉の理念で、「どんなに要援護状態になろうとも、住み慣れた家や地域で安全か

つその人らしく生きていけるように応援しよう」と言っている。油絵はまさに「その人らしく」に

該当する部分だ。これを「自己実現」と称する人もいる。当事者主体の福祉に従うのなら、本人の

第一番目の欲求である「自己実現」を真っ先に応援すべきなのだ。 

⑵「その人らしく」をめざす方法の基本図 

ここに「その人らしく」を主目標にした問題解決法の基本図を示してみよう。今まではＢを解決

するのが福祉だと考えてきた。ここで提起する解決法は、取り組み(支援)の主たる対象をＢから

Ａに移すということだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きる目標 

不利な条件 

障害がある。要介護。

生活困難。ひきこもり 

有利な条件 

特技がある。○にこだわ

っている。人間大好き 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

ライフスタイルを全うし

たい。天命を実行したい。

やりたいことをしたい。 
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まずＡ。当事者本人がめざしている「自分らしい生活」の実現という目標。次いでＢ。その目

的を果たすための「不利な条件」。福祉関係者が主に関心を持ち、取り付いている対象で、要介護、

障害がある、生活が困難といったこと。最後にＣは、目的実現のための本人の有利な条件。関係者

が「ストレングス」と称している部分だ。特技がある、こだわっているものがある等。大事なこと

は、本人は明らかにＡを第一義に置いているということである。 

⑶これで福祉の取り組み方はどう変わる？ 

福祉が自己実現の支援だとしたら、今までとどこがどう変わってくるのか。次頁に並べた中で解

説が必要なのは、➏と➐。 

➏「その人らしくの実現」と福祉の対象がレベルアップしたことで、その実現に必要な資源の探

し方が違ってくる。福祉機関の役割は少なく、地域資源の出番が多くなる。 

 前掲の油絵の場合も、個展を開くとなると、必要なのは絵画関係者の協力だ。ただ絵が好きだと

いうだけでは困る。個展を開くための人脈を持っている人、絵の出来具合を評価できる眼力の持ち

主でなければならない。場合によっては彼女の絵を販売してくれなければ困る。購入してくれる顧

客を確保できる人でも。 

 

➊「その人らしい生活」の実現度は、後述する「豊かさダイヤグラム」で測定すると便利。 

➋Ｂ障害・要介護者へのサービスは、「目的」から、「その人らしく」実現の「手段」に移行。 

➌Ａの充足にライフプランを作成。それを阻むＢに対処するためにケアプランを作成する。 

➍現在はＢの解決の資源を探しているが、Ａを後押しする資源の発掘に力点を移すべきである。 

➎Ｃを生かしてＡを充足させる努力の過程で、Ｂの問題が緩和されることも。 

➏Ｃを生かしてＡを生かすには相当良質の人材の確保が求められる。 

➐守秘義務の障害も消えていく。 

 

 ➐Ａのライフプランと、Ｂのケアプランを一体として作成するとなると、障害になるのが守秘

義務だ。住民にプラン作りに参加してもらわねばならないのだから。人はプライバシーの尊重を強

く主張する。しかし「その人らしく」と指標を高めれば、それを隠す必要はなくなる。隠したいと

いう気持ちも薄れてくるのではないか。 
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⑷「その人らしく」の課題解決の実際 

<事例1>一人暮らしの高齢男性。様々なハンディを抱えている。この場合のポイントは、ハンディ

Ｂに替わるたくさんの能力Ｃを持っていること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

生きる目標 

不利な条件 

脳梗塞で片麻痺。言語障

害。尿漏れ。部屋乱雑。

無収入。補装具拒否。サ

ービス拒否。 

有利な条件 

部品取り寄せパソコン作

る。ビデオで町内イベント

を撮影し配布。 

Ａ 

Ｂ Ｃ 

補装具拒否は本人曰く「使い勝手が悪いから」。サービス拒否は「自立意欲を失うのがこ

わいから」。自立志向の表れで、むしろ「有利な条件」だった。それにパソコンを組み立

てる技術があるし、創意工夫が得意。ボランティア精神もある。これらを生かせないか。 

①パソコン組み立て講座を支援。自宅開催で「部屋はきれいにしよう」。 

②ビデオ講座も開ける。両講座で収入も。 

③創意工夫の腕を生かし、片麻痺でも着脱できる補装具を開発。生活の不便も解消。 

④町内会がビデオ作製を有償で依頼。パソコンの修理も含めて事業に。 

自立した生活がしたい。創意

工夫するのが楽しみ。人のた

めにも。 
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⑸豊かさダイヤグラムで「その人らしさ」を測定 

「その人らしい生活」がどの程度できているかを測る物差しとして、本研究所では「豊かさダイヤ

グラム」を開発した。 

 

＜豊かさダイヤグラムの測り方＞ 

➊自分らしくの充足度を測る「豊かさダイヤグラム」とは？ 

項目はここにあるように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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➋項目別に充足度を５段階で評価し、６つの点を結べば豊かさ満開度 

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。その畑で隣り合った仲間（３人）とおしゃべり（「友達」）。家族では、妹がすぐ近くに住

んでいて毎日様子を見に来る。火は使わせない。娘が時々やって来る。 

 

＜ダイヤグラムで豊かさ満開にする法＞ 

➊どうすれば充足度がアップするか。作戦を考える。 

彼女の場合、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収入にも。活動が活発になれば「健康」も改善。「趣味」も充実。 

➋効率的な豊かさ満開策を考える。 

６つを個別に追究しても、「あぶはち取らず」になってしまう。それよりも、基点になるものが

あって、それを基に、ついでに他の項目も充足させてしまう方がいい。一石六鳥作戦だ。 

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。 
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■困り事は見つかっても対応の仕方が分からない… 

⒊困り事にどう対応したらいいのか？ 
 人々の困り事（ニーズ）が見つかったとして、ではこれにどう対応したらいいのか。すでに述べ

た「ニーズ・キャッチ・システム」の中で、そのニーズにどう対応するかも、一部取り上げてある。

ニーズキャッチと対応は、一体になっているのだ。 

⑴ご近所先行のニーズ対応 

ニーズに誰がどう対応すべきか。ニーズはご近所から発生する。ご近所に居ればよく見える。ニ

ーズ対応もご近所優先だ。 

 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。ところが、福祉問題はご近所で発生する。なのに関係機関が各自、それ

をご近所から持ち出してしまう。 

 

①ご近所で発生したのだから、まずご近所で「対処」するのが原則 

本来はご近所で発生したのだから、まずご近所で対処するものではないか。どの問題も何らかの

意味でご近所がらみであることは容易に想像できる。だからご近所という場で、ご近所さんの参加

で、そこに関係者も馳せ参じて、解決努力をする。これが筋論というものなのだ。 

図を描いてみよう。とりあえず基本構図（次頁）。●が当事者。一つ目の円が向こう三軒。次が

ご近所（５０世帯）。次が自治区。その外が校区や市町村域。それに、この地区の課題（あとで紹

介）に関与すべき人材・組織を載せてみた。彼等があくまでご近所を拠点に、ご近所さんと連携し

ながら、課題に取り組むのだ。 

 私共はボトムアップの発想を提示してきた。課題にはまずご近所が関わるが、難題は上層へ上げ

る。ところが上層はそれをご近所から「持ち去って」しまう。しかし課題はご近所から発生したの

だし、ご近所絡みには違いない。だからご近所から切り離しては駄目なのだ。ボトムアップの意図

が取り違えられて、これがご近所からの切り離しにつながるのなら、この発想は使えない。 

  



 43 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生委員 

向こう三軒 

ご近所 
自治区 

隣人 

隣人 

サロン 

支店 

（出店） 

本店 

寿司職人 空き家の 
持ち主 

ご近所 
さん 

老人ホーム 

＜課題ごとの層別役割分担表＞ 

＜層別の福祉資源一覧＞ 
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 ここで実例を示そう。マップを見ながらお読みいただきたい。 

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。 

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。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。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、応答はなかったが、「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、あとで電話がかか

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

ろへ自由に里帰りをさせよう。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。 

生かし方の一つとして、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

活をするが、昼間は地域の家で過ごし、夕方になるとまた施設へ戻る。こうな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。このご近所から入所した人だけでなく、他の地区から入

所した人にも、第二の故郷になるのではないか。 
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②ご近所さんの参加が不可欠 

例えば「一人暮らし高齢者をサロンに」という企画は、サロン関係者だけが取り組めばいいわけ

ではない。その人と親しい隣人やご近所の世話焼きさんたちが声をかけることで実現するかもしれ

ない。サロンから戻って、向こう三軒で二次会をするかもしれない。むしろこの方が大事なのだ。

また、一人暮らし高齢者同士が誘い合うということもありうる。 

 「寿司職人」にしても、ご近所の親しい人や、自治会の役員が説得役として適任だという場合も

ある。おすそ分けの事例を見つけ出すのはご近所さんの情報だ。 

「出店した商店」を充実させるには、ご近所の人たちが協力しなければならない。一方で本店へ

の働きかけは、自治区の役員や地区社会福祉協議会の声掛けが効くかもしれないし、商店会の協力

が効くかもしれない。 

 「老人ホーム」の協力を得るには、民生委員や地区社会福祉協議会の働きかけが必要かもしれな

いし、入所者の里帰りや逆デイを実現させるにはご近所さんや隣人の協力が欠かせない。空き家を

使うとなれば、持ち主の協力が必要だ。 

というように、関係機関だけでなく、向こう三軒やご近所の人たちの役割が絶対にある。今まで

はその役割を担ってもらうことをしていなかった。 

 

③上層の方が資源力は良質だという錯覚 

 ボトムアップの発想では、まずご近所が関わり、難題は上へ上げていくという順序を大事にして

いた。この順序が問題だ。これは上層へ行くほど、問題解決力が強いということを前提としている。

私たちは上層へ行くほど上級の資源だという誤解をしていたのではないか。しかし実際はそうでは

なく、資源の質と種類が異なっているに過ぎないのだ。 

 上層には医療関係者がいる。保健関係者もいる。いかにも上級の資源のように見えるが、そうい

う特異な資源であるというに過ぎない。医者だから問題解決力が強いというのではなく、医療の問

題に限っては強いということである。 

 

④むしろ自治区あたりの世話焼きが最良の資源 

 改めて純粋に問題解決力のある人は、どの層に居るだろうかと考えてみたら、意外なことに、ご

近所から自治区あたりに集中していることに気づく。その層の誰もが問題解決力があるということ

ではなく、その中の世話焼きさんと呼ばれる人たちに限られる。 

特に自治区で活躍している民生委員や福祉推進員と呼ばれる人たちの中に、天性の問題解決力の

ある人が混じっている。だからこの層の、この人たちがキーマンになれば最高の状態になる。それ

より上層の中にはそういう人材はあまりいない。いるとすれば、この天性の資質の人たちがたまた

ま上層で活躍しているに過ぎない。 
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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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⑵困り事への対応の選択肢 
 困り事が分かった時、その人に誰が関わるべきなのか。関係者は、勝手に自分たちで担い手を公

募したり、委嘱したり、組織を作ったりするが、その前に、ニーズに対応するには、一般的に言っ

てどういう選択肢があるのかを頭に入れておく必要がある。その選択肢が以下の通りなのだ。 

 

１ 本人に見込まれた人が受け、それをまわりで支援する 

ただ、見込まれた人が対応しきれないで困った場合は、他の人に回す 

２ 

 

困り事を抱えた人とたまたま接点のある人が対応する 

餓死事件の場合、大抵は数名の人が、その人の危機的な状況を察知していた 

３ 同じ困り事を抱えた人たちが共同で「人材」を確保する 

まず誰かが人材を発掘したら、その情報を仲間にも知らせる 

４ その困り事を解決する力を持った人材をご近所内で発掘 

食事の問題なら、コック、シェフ、料理自慢、栄養士、食生活改善推進員、料理店など 

５ 困り事に対応するグループ（有償サービスを含めて）をつくる 

無償か有償か、グループにするか事業体にするか、相性の合う者同士の個別対応にするか 

６ 足元の世話焼きさんが対応する 

小さな困り事の場合、その人が周りの人を活用できるか 

７ サービスを利用する 

簡単にこの方法を取ると、サービス依存になる。できる限り住民で対応を 

８ 困り事を抱えた本人がそれぞれ担い手を確保する 

自分が頼みやすい人を探すのがベスト。それをコーディネートしてあげる 

９ ご近所福祉の推進組織があれば、そこで対応 

組織として対応するのでなく、ベストのペアを見つけたり、グループを作ること 

10 町内会の活動の一環として対応する 

町内会に未加入でも対応すること。町内会の日常活動でできることを 

11 企業が顧客サービスの一環として対応する 

どの業種が対応するのがふさわしいか、そういうサービスをしている企業か 
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■「タダではお願いできない」という声にどう対処する？ 

⒋有償サービスをどう立ち上げるか？ 
 困り事の中には、「そういうことはタダではお願いできない」というものもある。そのために有

償サービスが普及している。これを自分の地区にどのように導入するか。 

 

⑴助け合い支援型有償サービス 
公的サービスの枠外部分を補充する「サービス提供型」の他に、住民の助け合いを育成していく

という目的を持った有償サービスもある。もともと地域の助け合いの輪から外れた人が、そういう

制度に頼って来るのだから、その人を元の助け合いの輪に戻してあげればいいのだ。 

  従来の有償サービスとの違い 

① 主催者は？ 

 

どちらでもいい 

② 有償オンリーか、

無償か？ 

 

まずは有償から入る。その後両者の関係が「一方方向」から「双方向」

（受給者からも「お返し」があったりして）になっていくにつれて無

償になっていく。その決定は事務局でなく当事者同士の話し合いで 

③ 担い手と受け手を

区分けするか？ 

はじめは区分けしたところから入り、その後に双方向の関係になって

両者の区分けはなくなる 

④ 圏域を限定？ できれば小地域に限定する（町内かご近所か） 

⑤ １時間いくらにす

るか？ 

一定の基準額は示すが、あくまで当事者（担い手と受け手）の協議で

決めてもらう 

⑥ サービス内容を限

定するか？ 

それも当事者の協議で決めてもらう 

⑦ 事務局をどこに？ どこに置いてもいい 

⑧ 経費の調達 この方式だと、事務局が「天引き」することができなくなる。当事者

同士で額を決めるし、いずれ無償になっていくのだから 

⑨ 誰を派遣するか？ 当事者とじっくり話し合って、本人がこの人と見込んだ人を探し出す。

そのために支え合いマップをつくることも 

⑩ 事務局の機能は？ ①いったん決めたペアの関係がうまくいっているか常時観察し、うま

くいっていないようなら、改めて新しい人材を組み合わせる 

②また、特定の一人の人材だけでは対応できない場合（徘徊する認知

症の人など）、そのご近所全体に協力を依頼し、もっと発展してご近所

福祉づくりにまで関与することになる。ここでは有償は消えていく 
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⑵ご近所圏域での有償サービスの方法 
 住民には一方的なサービスのやりとりには違和感がある（特にご近所圏）。そこで有償サービス

をご近所圏でのサービスのやり取りにすることで、有償から無償への流れを加速させる法もある。 

 具体的には、どういうやり方なのか。 

 

① 依頼があると、当事者と同じご近所の人を派遣する 

初めは「近い人」を敬遠するが、いずれ変わってくる。「やっぱり近い人がいいね」と 

② 担当する人がいない時、新たに人材を同じご近所圏から発掘する 

できるかぎりご近所内の人を選ぶ。こうすることで自然に助け合いが広がり、深まっていく。 

③ ご近所圏で支え合いマップをつくり、人材を発掘しておく 

ついでに要援護者も。最適はマップ作りで要援護者とその人に関わっている人をしっかり把握

しておけば、いざというときこの情報が使える 

④ 依頼があった時、当事者のご近所でマップをつくり周辺人材を発掘 

できれば本人と親しい人、本人が見込んだ人物を丁寧に掘り起こす。ご近所にいない時、他の

ご近所に話を持っていく。町内圏域に有償サービスの推進（調整）組織を作っておくといい 

⑤ どんな人にも派遣できる大型世話焼きを確保しておく 

（ご近所ごとに必ずそういう人物がいる）。もう一つ、特殊な技術を必要とする場合があるの

で、そのための人材リストを作っておく（大工、パソコン、料理、園芸など） 

⑥ 同じご近所内の受給会員と協力会員の交流を図る 

いずれ有償の必要がなくなる場合も。もともとは交流のある者同士を結び付けるのだが、有償

活動を通して知り合いになった場合もあるので、そのときは交流の仕掛けも生きてくる 

⑦ ご近所内の協力会員でチームづくり 

依頼があれば当事者の属するご近所のリーダーを派遣。こういう活動に向いた人がいるので

（世話焼きさんなど）、そういう人たちでチームを作っておけば、住民も安心する 

⑧ 

 

ご近所でのやり取りだから、本人同士の意思を大事にして、無償か有償かも二人で協議する 

ご近所では「有償」といっても、柔軟に対応しないと住民がついてこれない。現実的には無償

の活動が中心になる。それで、これは大変な仕事だという場合に有償が適用できるようなご近

所にしていく必要がある 

⑨ 

 

２人だけの関係では行き詰った時は、調整役が乗り出す 

協力者は無償でやりたいが、協力者はお金を払いたいという時などに、誰かが調整する 

⑩ 

 

依頼が来るのを待つのでなく、普段からご近所を回って困り事を抱えている人を掘り起こす 

積極的にサービスを受けるよう説得することも大切 

⑪ 

 

会員と会員外の区別をことさらしない 

ご近所の人全員が事実上会員なのだという意識が育つように導いていく 
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■ご近所圏での有償の生かし方の特徴 

❶一つのニーズが出てきたら、他にも同じニーズがあるとみて、即応体制を作る。 

 →移送のニーズが出たら、移送の人材を発掘し、大量移送のニーズに備える。 

❷(前掲の場合)同じニーズを持った人を探し出し、売り込みをかける。 

 →押しかけ型ニーズ発掘への転換。 

❸民生委員や自治会役員、有償サービスのスタッフが個人的に受けたものも、制度で対応したもの

とみなす。 

❹担当者等が足元のニーズを見つけたら、それを制度の一環として実行する。 

 →今後は制度として依頼するよう相手を説得する。 

❺「登録した人にサービス提供」をもっと柔軟に対処する。 

 →ニーズに対応した後に登録とか。いずれ登録制度は、やめることも。 

❻有償、無償も、杓子定規にせず、基本は無償で、本人が無償では受けられないとしたときにのみ

有償にする。 

❼有償の額も、受給会員と協力会員の協議で決める。 

 →どちらかといえば受給会員の意向を尊重する。 

❽サービスのやり取りを広報紙でご近所中に知らしめる。 

 →個人的なやり取りも同様に広報する。 

❾有償制度にこだわらず、地域の問題を有志で解決していく。 

 →これが有償制度利用への誘導策となる。 

❿コーディネーターが、受給会員と協力会員を丁寧に調整する。 

 →受給会員の要望を聞き、依頼したい人も選択させる。 

⓫大変な仕事も必ず引き受ける、という前例を作る。 

 →よほどのことでもない限り断らない。それが制度への信用を醸成する。 

⓬世話焼きの資質の人を掘り起し、大事なところで活躍してもらう。 

 →コーディネーター、ニーズの押しかけ屋に最適。 

⓭推進メンバーが率先してサービスを利用する。 

 →「それなら私も利用してみよう」と思わせる。 
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■ご近所ごとに数件、対応が難しいケースがある 

⒌「難ケース」にどう対処したらいいか？ 
 支え合いマップをつくると、ご近所ごとに必ずと言っていいほど「難ケース」を発見する。深刻

な福祉、医療問題を抱えているのに、それが解決されていない。プロも関わっているようだけど、

今は放置状態。住民の方も手が出せない。しかし気になる―というケースである。 

 

⑴難ケースへの一般的な対処法 
 ここでは、箇条書きに並べてみよう。大事なポイントは、住民も関係機関もそれぞれが「本腰で」

取り組もうという気持ちがあるということ。それぐらいの気構えがないと解決できない。 

① 住民の手だけでも、関係機関だけでも解決不

可能。両者が緊密に協力し合う必要 

特に関係機関の側が、住民に協力を求めること

が大事 

② 関係機関は「守秘義務」の壁をこえて、ケー

スの情報開示を 

「守秘義務」を大事にしては住民との協議はで

きない。家族を説得すること。 

④ 住民がこれまで以上に意欲的に関与する必要

がある。消極的な姿勢では務まらない 

「なぜそこまで我々がやらねばならないの？」

に応える 

⑤ 強引にこじ開けることも。プライバシーを尊

重するか、命を大事にするか 

その人を何とか助けようという熱意が必要 

⑦ 関係機関も、タテ割りの壁を越えて異なる部

署が協力し合う必要がある 

複数の問題を抱えているので、必ず「タテ割り」

の克服が必要になる 

⑧ 当事者の「住み慣れた自宅で生き続けたい」

という思いを、ぎりぎりまで尊重すること 

「サービス」や「施設入所」を強要しない 

⑨ 「在宅生活」が「綱渡り」であることも承知

した上で関与を。それには勇気が必要 

「施設へ入所すれば安心」でも、本人の意向が

「在宅」なら多少の危険は承知の上で支える 

⑪ 関係機関と住民が一緒にケース周辺のマップ

づくり。関わりの手立てや人材を探し出す 

当事者本人や家族がこの作業に入れればベス

ト。手立てはたくさん見つける。 

⑬ 特に当事者家族が「門戸を開く」相手を探し

出す。この人なら家に入ってもいいという人 

当事者に見込まれた人、当事者が言うことを聞

く相手、すでに接触している人など 

⑮ 関係機関も頻繁にご近所を訪問し、住民を後

押しする。これが住民には大きな力になる 

ご近所に「支援拠点」を設けるぐらいの気持ち

で 

⑰ 難ケースだから、スッキリ解決とはいかない

が、解決へ一定の目途をつけることは大事。 

ここまで頑張ったのだから、そろそろ施設入り

も仕方がない、とか 
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■要援護者が多く住むアパートが… 

⒍要援護者ばかりの集合住宅にどう関わる？ 
 

「外部からのサービス」から「内部での助け合い」へ 
 東京新宿区のアパートで出火、多くの住人が死亡した。住人の多くが生活保護受給の一人暮らし

男性だった。心身に問題を抱えた人ばかりの集合住宅にどう対処したらいいのか。その時、ある新

聞は社説でこう提案した。NPOが生活保護受給者ばかりを集めた集合住宅をつくり、彼等に必要な

サービスをつなげる。生活のニーズはボランティアを活用して対処。費用は生活保護費から徴収。 

「一人暮らし男性」たちは助け合いもしていないのか。こういう集合住宅では、そうでない住宅街

よりもよほど濃密な助け合いをしているのが一般的だ。そうした住民の助け合いのあり方をこの住

宅から探し出し、それらを上手に生かせば、十把ひとからげのサービスをもらうまでもないのだ。 

 

⑴マップで集合住宅内での助け合い行動を残らず発掘 
 外部からサービスを投入するのでなく、集合住宅内での助け合いを残らず拾い出し、上手に組み

合わせ、内部で対処できないか組み立て直すのだ。どんなことを調べるのか。 

 

① 個々人同士でどのようにふれあい、助け合っ

ているか。最低限、見守りの状況は把握 

どちらがどちらの面倒を見ているのか。それと

も双方向なのか。「見守り」以上の場合、どん

な面倒を見ているか 

② 世話好きがいるか、誰と誰の面倒を見ている

か。どんな努力をしているか 

大中小取り交ぜて世話好きがいるから、それぞ

れが大なのか小なのか見極める 

③ 要援護者は各自、自分の安全を守るためにど

んな努力をしているか 

見守ってくれる人を探したり、カギを預かって

もらったり、出かける時はひと声かけるなりし

ているか 

④ 周りの人を自分の部屋に呼び込んで、おしゃ

べりや会合、飲み会をしていないか。それは

どういう人か（一人暮らしか） 

それぞれの「ひらいた家」に誰と誰が来ている

か、そこでどんな福祉機能を果たしているか―

見守り、困り事の相談など 

⑤ それぞれ親族とどのようにつながっている

か。だれかが様子を見に来ているか。または

こちらから出かけているか。親族はどの程度

の面倒を見ているか 

親族が他の住人の面倒も見ているというケー

スはないか。住宅内の助け合い支援に参加する

気はないか 

⑥ 見守りが不足している人は誰と誰か。それぞ

れ現在どの程度の見守りがなされているか 

不足分を補充するためにどうしたらいいか 
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⑦ 生活の心配のある人は誰と誰か―食事や買

い物、通院、ゴミ出しなど。集合住宅内でそ

の件でどのような助け合いをしているか 

一緒に食事づくりをしたり、おすそわけをした

り、弁当を買ってきてあげたり、住人の福祉資

源を発掘する。それをもっと広げられないか。 

⑧ 同じ問題を抱えた同士が助け合っていない

か 

ただの見守り合いから、困り事の解決まで。グ

ループができていないか 

⑨ 住人がこの集合住宅外の誰と交流している

か。その中に役立つ人（ボランティア等）は

いないか 

それぞれ線を引く。その中に人材はいないか 

⑩ 集合住宅外のサロン（井戸端会議）に出掛け

ている人は誰と誰か。そこでどのような福祉

機能が果たされているか。 

そのサロンは、住宅内福祉に関わる気はない

か。他の住民も仲間に入れる気はないか 

⑪ 住人が生活の必要を充たすために、それぞれ

集合住宅外のどことどこへ行っているか 

コンビニ弁当を買う、福祉センターに入浴に行

くなど。もっと進んだ関わりをする気はないか 

⑫ 集合住宅外から、ここの住人にどんな支援の

手が入っているか 

 

個人的にでも社会的にでもいい。それらが連帯

することで、どの程度のサービス力になるか見

積もる 

⑬ 集合住宅で主体的に助け合いをするとした

ら、キーマンとそのスタッフは誰か。助け合

いの推進拠点は集合住宅内か 

複数のキーマンが、ネットワークする気があり

そうか、民生委員はこれに関与できそうか 

⑭ 関係機関は住宅内の誰にどのような関わり

をするために入っているか 

「入る」のはヘルパーやケアマネージャー、「引

き寄せ」はデイサービスやその他の利用施設 

⑮ それら関係機関と住人との協力し合いが行

われているか 

民生委員はどうか、町内会はどうか。住宅内の

要援護者に関わっているケアマネジャーはど

うか 

⑯ 住人の中に福祉（介護）力を持った人材はい

ないか（ヘルパーなど）。これまで肉親の介

護を経験した人はいないか 

元大工、調理師などでもいい 
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⑵「集合住宅内での助け合い」の実態把握を踏まえた住民主導の対応 

①要援護者一人ひとりへの見守り人を探す 

この人は線が一本も引けないという場合、その人の周りに住んでいる何人かと一緒に改めて関係

の線を引いてみる。 

②当人と地域の「接点」を探せ 

 当人の周りにその人とつながっている人がどうしても見つからないという時は、その地域で当人

と接点のある人をリストアップしてみる。 

③住宅内の世話焼きネットを探し出せ  

 ある公営住宅で助け合いの実例を探したら、１０軒で一つのシマができていて、それぞれに中型

の世話焼きさんが分布していた。彼らを取りまとめている大型の世話焼きさんもいた。 

④同種の当事者同士で助け合い 

一人暮らしの女性が３，４軒つながっている場合、大抵は助け合っている。その中にボスが一人

いて、その人を中心にまとまっている。カギを預け合ったり、一緒に買い物に行ったりしている。 

⑤介護経験者でチームづくり 

 世話焼きさんのネットワークは、棟内の重度の要介護者のケアまでやってのけている。マップ作

りで、夫や姑を介護した経験のある人を探すと、５０～１００世帯に十名程度が見つかる。 

⑥空き部屋に福祉人材を住まわせる 

 介護資源を掘り起こすのが難しい場合、外部から投入する。まずはその棟の空き部屋に福祉人材

を住人として住まわせるのだ。世話焼きさんを発掘して、何年契約で「出向」してもらう考え方も。 

⑦アパート内に関係機関の推進拠点 

アパート内に外部の関係者が常駐できる拠点を確保する。ここに地域包括支援センターやヘルパ

ー、事業所のスタッフが出入りできるようにする。 

⑧サービスは住宅内で 

 ある市では、市内の集合住宅内で出前の「ふれあいデイ」を開いている。該当する高齢者は自分

の部屋から、同じ住宅内の別の部屋へ移動するだけでいい。当然、参加率は高くなる。 

⑨実質は総合福祉施設とみなす 

 同じ発想で、何らかの施設へ連れて行きたいと思ったら、それを住宅内に作るという風に考える。

ある集合住宅では、世話焼きさんが同じ棟内の知的障害者等を招いて、内職の世話をしていた。彼

女の部屋が事実上の授産施設と考えればいい。 
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■「ゴミ屋敷」「ネコ屋敷」で困っている 

⒎「迷惑住民」にどう対処したらいいか？ 
 

 認知症の人が日常的に徘徊しているだけで、「施設へ入れてしまえ！」という声が出てくる。ま

してやゴミ屋敷やネコ屋敷といった、いわゆる「迷惑住民」とされる要介護者だと、その声はもっ

と高くなる。彼等をどうやって救い出すことができるか？ 

 

⑴マップ作りを生かした「ゴミ屋敷」対策・例 

 沖縄県那覇市では支え合いマップ作りを生かした地域福祉を推進しているが、「ゴミ屋敷」にも

このマップ作りを生かしたら大成功、という事例が出てきた。 

 市内の一人暮らしの男性の家がゴミ屋敷だと聞いて、それなら大学生の訪問活動で何とかならな

いかと社会福祉協議会は考えた。ところが学生が訪問しても「放っておいて」とドアを開けてくれ

ない。そこで、支え合いマップの常道で、こういう引きこもりの人だって、その人なら受け入れる

という人物がいるかもしれない、と考え直してみた。そこでみんなで住宅地図を広げて、そういう

人物を探したら、いた！ 「この人の言うことは聞く」という男性が本当にいたのだ。 

 そこでみんなでその男性を訪問して、協力を求めた。思った通り、この人と一緒に再訪問したら 

快く受け入れてくれて、ようやく活動が始まった。本人と一緒に、ゴミの一つひとつを要る物と要

らない物に分けて、まとまったらゴミステーションに出すという具合に。 

 その後も学生たちは、この男性の家を彼らのたまり場として利用するまでになったという。それ

を容認する人になったのだ。社会福祉協議会の担当職員に一枚の写真を見せられた。ゴミ屋敷の当

人と、本人が「この人ならいい」と認めた男性、それに学生たちが、全員でＶサインをしている。

こんなにも変わりうるものかと、感心させられたものだ。 

 

⑵「迷惑」をポジティブに受け止める法 

①福祉ニーズは、「迷惑な人」だった 

福祉ニーズが見つかりにくい理由の１つに、問題を抱えた人が担い手にとっては「迷惑な人」と

見えてしまうということがある。困った人は我々の前に「迷惑な存在」として現れる場合が意外に

多いということなのだ。 

 ある町内会長から悩みを打ち明けられた。「町内で外国人ばかりが住んでいる団地があってね、

その一帯がちょっと危ない。どういう対策を講じたらいいかね」。 

 外国人＝危険人物というイメージがあって、彼等が生活している一帯は町民にはアブナイ場所だ

と彼は思っているのだ。私は言った。「そうじゃなくて、本当は彼等の困った問題をどう掘り起こ

し、解決してあげたらいいかと考えるべきなんだけどね」。 
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②関心があるのは要援護者でなく迷惑な人 

 支え合いマップづくりをしていると、住民はその地区の要援護者のことについてはあまり関心を

持っていないし、せいぜい安全に生きているかどうか―だから、「問題」のある人はまずいない。

住民が強い関心を持っているのは、「迷惑な存在」である。「この地区で気になる人は？」と私が聞

くと、「この人！」と住民が指すのは、「ゴミ屋敷」だったり、盆栽を往来まで張り出して並べてい

る人、ラジオを大音量で聞いている人、つまり「迷惑な人」である。その中に障害者も認知症の人

も加えられている。それは「迷惑」ということではなく、むしろ皆で見守ってあげるべき対象だと

言うべきではないか。 

 

③「その人は私たちに活動を促している」 

 しかし、「福祉」というのは、そういう存在に対しても「ワル」という見方はしない。福祉とは

だれもが人間らしく生きていけることをめざして、それが阻まれた人を救済する営みだと言ってい

い。「ワル」に対しても、「人間らしく生きることを阻まれている人」という見方をする。 

 

④迷惑な人を自然に受け入れる人たち 

 ある集落に「迷惑かけ屋」さんがいる。誰にどん

な迷惑をかけているのか。図の星印の人が当人。彼

女が迷惑をかけている人に線を引いてみた。  

 まだ夜が明けきっていない時間帯に、ピンポーン

と来る。寝間着のままで玄関に行くと、「漬物の付

け方を教えて」。そんなことなら、昼間に来ればい

いのにと思うのだが、どうしても気になったのでと。 

 ならば断わればいいじゃないかと思うのだが、そ

うするといかにも悲しそうな顔をするので、やっぱ

りできない。それに必ず後で「おすそ分け」を持っ

てくる。 

 こういうことがもう何年も続いている。みんな、

迷惑をかけられることに慣れてしまった。というよ

りは、集落全体でその迷惑を甘んじて受けようとい

う姿勢になってしまっ。 

 この地区では何人かの認知症の人がいて、在宅で頑張っている。徘徊もしているようだが、住民

はこれもまた自然に受け止めている。あの「迷惑かけ屋」さんに比べれば、こちらはまだ迷惑とい

うほどではない、というわけなのか。 
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第３章 

要介護者を 
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＜序＞「要介護者を地域で支える」の留意点 
⑴介護だって住民が担える部分がある 

 介護といえばプロの領域で、住民の出番はないと思いがちだが、そうではない。家族が介護して

いればそれでいいと思うのでなく、その周辺部分で住民がサポートしていい分野が控えているのだ。 

 

⑵家族が積極的に協力を求めること 

 住民が介護家庭のサポートをするのを阻んでいるのが家族である。介護の営みを身内の秘め事と

して考えるのでなく、思い切って地域に開いていく。認知症のこともオープンにする。周囲もまた、

自分たち他人も関わっていいのだと考え方も変えていく必要がある。 

 

⑶要介護者を簡単に施設入所させない 

 要介護者を地域で支えるためには、関係者や民生委員などが、要介護者を簡単に施設へ入所させ

ずに、いくら大変でも住民のふれあいの輪の中に入れていく必要があるのだと、むしろ住民に説く

ぐらいでなければならない。 

 

⑷里帰りや地域参加を後押しするセンスも 

 一人では無理だと息子に引き取られていった老親を、「よかったじゃない？」と言う人もいる。

本人の立場から考えれば、今までのところに住み続けたいはずである。また施設に入所しても、時々

は里帰りをしたいし、地域のグループに参加したいと思うはずである。 

 

⑸地域全体を一つの「老人ホーム」と 

 里帰りや地域参加の話が出るのは、私たちが施設と地域を対立的にとらえるからであろう。考え

ようによっては、地域全体を一つの老人ホームと見ることもできる。各家が、施設で言えば居室で、

道路が廊下だと考えればいい。地域に在住している介護のプロを施設職員とみなすのだ。 

 

⑹要介護でも「その人らしく」生きていけるように 

どんなに要介護になっても、住み慣れた家や地域で安全だけでなく、「その人らしく」生きてい

けるようにすること、という本来の福祉の理念が置き去りにされている。認知症になっても地域の

趣味グループやふれあいサロンに入れてもらえる地域を用意することが、本当の福祉なのだ。 

 

⑺関係者がご近所まで出かけて協働するか 

 介護の問題をクリアするには関係者が住民と協働しようという気にならねば駄目である。現在の

ところ彼らは住民と一緒に福祉を担おうという気がほとんどない。一方の住民は「プロを差し置い

て出しゃばるわけにはいかない」と引いている。これでは介護を地域で受け止めることはできない。 
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■大介護の時代をどうやって乗り越えたらいいの？ 

⒈国民総ぐるみの「介護シフト」 
大介護の時代と言われる昨今、地域には要介護者やその予備軍がひしめいている。関係機関だけが

頑張ればいいという時代ではなくなった。国民それぞれができることで貢献していかねばならなく

なっている。国民の持てる力のすべてを投入して大介護時代を乗り切っていかねばならない。 

⑴国民総ぐるみの介護シフトへの基本的要件 

①「当事者目線」に立ってご近所に理想の福祉を 

 今の福祉は「担い手目線」で、推進する側に都合のよいようにつくられている。「当事者目線」

に立つとしたら、どうなるか。 

彼等はその身体的条件から行動半径は極めて限られる。そこで彼等の日常生活圏である「ご近所」

（およそ５０世帯）を、要介護でも人間らしく豊かに生きられる場にしなければならない。 

 

②日本人の生活スタイルを変える 

 ２つ目の柱は、日本の生活スタイルを変えること。難題であるが、今の状態では日本人が助け合

いをするのも難しいし、介護を担うことも不可能だ。 

◆アメニティ文明に対抗して重荷を引き受ける文化を 

  文明は心地よさ、効率のよさを求める人間の欲求を実現していくのだが、面倒なものは社会か

ら分離しようと、要介護者は一カ所に集めて「サービス」を提供する。そのような対象にヘルパ

ーなどの専門家にゆだねる。これでは国民総ぐるみの「介護シフト」などおぼつかない。 

◆おつき合い革命―濃密な人間関係に順応する 

  人とのふれあい自体も面倒がるようになった。要介護者を本当に支えるためにも、ご近所での

濃密な助け合いは不可欠なのだ。日本人のおつき合いの習慣を根本的に改めていかねばならない。 

◆組織をひらく―「よそ者」も受け入れる 

 日本の組織は身内文化でできている。「よそ者」には冷たい。しかし、大介護時代に立ち向か

うには、すべての日本人が自分の持ち場で、地域（ご近所）のために貢献していかねばならない。 

 

③問題解決の視野を広げる 

 ３つ目は、私たちの社会問題解決のための視野を広くすること。まず時間軸を広げる。今の段階

で問題に対処しようとしても無理だが、問題が起きる前まで遡ってあらかじめ備えるならできる。 

 次いで場所。地域はいくつかの圏域に分かれていて、当事者の立場からは、「ご近所」という場

を充実させることで難題も解決することが見えてきた。また福祉は本来、問題を抱えた当事者がそ

れをどのように解決しようかと行動する―それが原点だったのだ。 
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家庭 
ご近所 

（向う三軒） 

介護シフト 

地域組織 企業・学校等 民間福祉団体 福祉関係機関 

ご近所シフト 

①安心して生きられるご近所 

②便利な生活ができるご近所 

③要介護でも豊かに生きられるご近所 

ご近所の助け合い力を極大に 

ご近所で自立 

当事者 
目線 

日本人の生活スタイルを変える 

おつき合い 

革命 

組織を開く 

（外部の問題 

にも関与） 

脱アメニティ 

問題解決の視野を拡大 

 

（主体） 

担い手から 

当事者へ 

（場所） 

地域全体から 

ご近所へ 

（時間） 

対処から 

備えるへ 



 61 

⑵住民それぞれの「介護シフト」 

以下、住民はそれぞれの所属組織でどのように「介護」に関わったらいいのかを紹介していこう。 

①企業(職場)の介護シフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業は従業員に対して何をすべきなのか。 

❶まず新入社員にライフデザイン教育。退職よりさらに先、本人が要介護になるところまでをテ

ーマに入れる。現役中に親を介護する可能性もあるのだから、その準備と、介護知識と技術も入れ

る。介護教育では、介護を支援してもらう努力も含む。 

 ❷妻や親を介護することになれば家事一切を担わなければならない。料理や家庭管理、子育てな

どの教育も必要になる。 

 ❸介護の支援を地域から得るには、若い時代から地域活動に参加しておかねばならない。自治会

活動ではいくつかの役員を経験しておけば、知り合いができ、介護を手伝ってくれる人ができる。 

 ❹自らヘルパー資格を得ておけば、技術の習得だけでなく、介護技術を持った友人を確保できる。 

 ❺社員同士の助け合いを会社が支援。同じ地域同士を結びつける。小さな助け合いから始める。 

 ❻介護中の同僚がいたら支援する。 

❼同じ問題を抱えた社員のセルフヘルプ・グループ作りを会社が支援できないか。「親を介護中

の社員の会」「いずれ親を介護しなければならない一人っ子の会」など共通項なら、いろいろある。 

❽要介護になったり、配偶者の介護の真っ最中のＯＢを、同地域の現役社員が支援できないか。

❾ＯＢ同士でそんな助け合いができないものか。ＯＢを支援する介護サポートグループをＯＢで。 

❿親を介護する社員をフリー契約するとか、在宅勤務できるようにするという方法もある。いず

れ親を介護せざるを得ない社員は、以前から「フリー」になる心積もりをしておく。 

企業（職場） 
の介護シフト 

❶新入社員からライフデザイン教育 

 （介護準備、要介護準備） 

❷自立訓練（料理講座） 

❸地域参加の促進（参加休暇、早退） 

❹ヘルパー講座 

❺社員同士の助け合い 

❻介護中の同僚の応援 

❼セルフヘルプ・グループづくり（支援） 

 （「介護中の社員の会」「介護が近づいている社員の会」） 

❽要介護ＯＢへの支援 

❾ＯＢによる地区別介護（サポート）グループづくり 

❿介護中の社員を在宅勤務、フリー契約に 



 62 

②学校の介護シフト 

❶「地域生徒会」があるが、「ご近所生徒会」もあっていい。同じご近所の中の中高生で構成。

❷彼らで日常的に助け合う。親が祖父母の介護に忙殺されているときに子どもとしては何ができ

るか。その仲間を生徒会として何ができるか考える。 

 ❸高校卒業までにヘルパー資格を取得。高卒ですぐに姑の介護が巡ってきたらどうするのか。「家

庭科」で老人ホーム等での介護体験を必修にする。 

❹ご近所生徒会として仲間の親や祖父母の介護をサポートすることもできないことはない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ❺アメリカではあらゆる種類の自立教育が行われている。死の教育、哀しみの教育（グリーフワ

ーク）、結婚教育、人間関係教育など。 

 ❻特に必要なのが、いじめられたり、暴力を受けたときにまわりに助けを求める教育。 

 

③生協・ＪＡ・ＰＴＡの介護シフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ❶ご近所内の仲間によるグループづくり。日常圏で作れば「ウチの親をちょっと看て」と頼める。 

❷同じ境遇のグループづくり。遠距離介護中の会とか。あと数年で姑の介護が回ってくる会とか。 

学校 

の介護シフト 

❶「ご近所生徒会」づくり 

❷「ご近所生徒会」仲間で助け合い 

❸介護研修（高卒までにヘルパー資格取得） 

❹「ご近所生徒会」として足元で介護実践 

❺自立教育 

❻「助けられ上手」訓練 

－親や祖父母を対象（他人の祖父母も） 

生協・ＪＡ 
❶ご近所内グループの立ち上げ 

❷セルフヘルプ・グループづくり 

❸ご近所の仲間で介護し合い 

❹「介護友だち」づくりの応援（ペアで） 

❺活動卒業後もグループ活動を継続。介護支援へ 

❻メンバーの家庭介護をサポート 

（介護サポートグループづくり） 

PTA 

の介護シフト 

❼介護研修（ヘルパー資格取得へ） 
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 ❸姑等を介護している者同士の会ができれば、介護を手伝い合うこともできる。 

 ❹この時期に、いざという時介護の手伝いまでしてくれる親友を作っておくといい。 

 ❺ＰＴＡなど子どもが卒業した後も、親を介護する年まで続ける。介護友だちはこうしてできる。 

❻現役またはＯＢ（卒業後）の会で（特に介護経験者で）介護サポートの会ができるといい。 

 ❼この組織に参加している間に、ヘルパー研修を開催してくれるといい。 

 

④老人クラブの介護シフト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

老人クラブは、誰もが要介護に近づいていることを認めたがらないようだ。要介護の仲間がクラ

ブに残ることを快く思っていない。要介護者が新たにクラブに加入することにも否定的である。こ

ういう人を仲間に入れてみんなで支えるようにならねばならない。 

 ❶老人クラブのご近所版をつくる。単位老人クラブも１つのご近所におさまらない場合が多い。 

❷同じご近所内のクラブ仲間と助け合う。 

❸クラブメンバーにとどまらず、ご近所内の住民の助け合いをリードしていく。 

 ❹要介護や要支援のメンバーが少なくないのだから、一定の介護研修も受ける。 

❺介護経験もある女性たちで介護グループをつくり、要介護の仲間を支える。 

❻活動の中で「介護友だち」をつくる。 

❼老人クラブには積極的に要介護者を仲間入りさせる。 

❽地域の介護サポートグループと提携し、派遣を依頼。 

❾夫が妻を介護する場合、妻を囲い込んでしまう。夫の地域デビューの一環でクラブに迎え入れる。 

 

 

 

 

老人クラブ 

の介護シフト 

❶「ご近所グループ」づくり 

❷ご近所内の仲間と助け合い 

❸ご近所内の助け合いをリード 

❹介護研修（ヘルパー教育） 

❺介護経験者で介護グループ 

❻各自ペアで介護友だちづくり 

❼要介護者を仲間に 

❽要介護の仲間のため―介護グループと提携 

❾男性の地域デビュー応援 
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⑤地域グループの介護シフト 

 ❶要介護者や介護者は、自宅のそばでないと参加できない。ご近所圏域でグループを立ち上げる。 

 ❷要介護者宅へ趣味活動の出前をしてあげれば助かる。 

❸介護者の都合のよい時間帯に趣味活動の開催を合わせる。 

❹趣味活動にリハビリ目的で入る人もいる。自グループにどんなリハビリ効果があるか調べる。 

❺要介護者も仲間に加える。そのために介助者などを配置する。 

❻男性を地域デビューさせることも、福祉に大いに貢献する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥向こう三軒の介護シフト 

ここでは向う三軒両隣の介護シフトについて述べる。 

❶向う三軒で困ったときの助け合いもできるようにする。 

❷介護のサポートまでできる向う三軒になればいい。 

❸向う三軒にたまたま大型世話焼きさんや介護のプロが住んでいる場合、看取りまでできる。 

❹助けられ上手さんがいる場合で、向う三軒の人を上手に活用してしまう。 

 こういう「重い」助け合いほど、小さなコミュニティの方が実現しやすいのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご近所 

（向う三軒） 
の介護シフト 

➊ただのおつき合いでなく、困ったとき 

 助け合うような向う三軒に 

➋できれば介護サポートまで担える向う三軒に 

➌世話焼きさんや介護のプロを中心に 

 介護（看取りまで）の実践を 

➍できれば一人の要介護者をみんなで支える活動を 

地域 

の介護シフト 

❶ご近所ごとに活動を立ち上げ 

❷要介護者宅へ趣味活動の「出前」 

❸介護家族を仲間入りさせてストレス解消の手伝い 

 （そのための訪問活動） 

❹リハビリ目的も受け入れ 

❺要介護者も仲間に迎え入れ 

❻男性の地域デビューに 

グループ 

趣味グループ 

生涯学習グループ 

スポーツグループ 
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⑦家庭の介護シフト 

➊家族のメンバーは介護実践を積んでおく。一人か二人はヘルパー資格を取得するといい。 

➋家族で介護が必要な人が出てきたら、これをチャンスに子どもや孫も介護に参加する。 

➌「介護シフト」という観点からすれば、子どもは多い方がいい。 

➍嫁を選ぶとき、看護師の資格を持った人をと、考えている人に何人か出会った。 

➎同居や近居をする事例が増えている。大家族制をめざしている家庭も増えている。 

➏家もバリアフリーや、介護仕様にしておく（改築の機会があったとき）。 

➐かかりつけ医を確保しておくのも大事だ。 

➑自宅で介護する意義を家族全体で確認しておく。本人も自宅で生き続けたい旨を家族に伝える。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭 

の介護シフト 

➊家族のメンバー各自が介護実践できれば 

 ヘルパー資格も 

➋家族の介護に子どもも孫も参加 

➌大家族制をめざす。子どもは多いほどいい。 

 資格のある人を 

➎子どもは家族と同居または近居 

➍配偶者にはできればヘルパーなり看護師 

 （遠距離介護にならぬよう） 

➏家屋はよい時期に介護仕様にする 

➐かかりつけ医を確保する 

 （訪問診療や看取りまで協力してくれる） 

➑要介護でも在宅で生活する意義を家族で 

 確認しておく 
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■まだ身内で助け合っているだけでは？ 

⒉「身内の壁」をどう乗り越えるか？ 
要介護者への関わりは身内と決まっているような今の日本。ちょっとした困り事ならご近所の人

に頼むこともできるだろうが、要介護となると、その事実さえオープンにしないこともある。 

⑴「身内の壁」を乗り越えられるヒント 

①特定の隣人と特別な助け合い関係を築く 

 結局、濃密な助け合い関係は、だれとでも作り上げられるものではない。特定の隣人とだけでも

いいから、要介護になっても助け合いができるといい。 

②向こう三軒で濃密な助け合い関係を構築していく 

 真に濃密な助け合いが行われているのは大抵、向こう三軒両隣の範囲である。それも、キーマン

の世話焼きがいて初めて成り立つ。 

③たまたま大型世話焼きさんが存在しているご近所 

 たまたまそこに特別な世話焼きさんがいた場合。その人は、ご近所の寝たきり高齢者のいる家に

出向いて、おむつ替えもしてしまう。 

④逆に助けられ上手さんがいるご近所 

 要介護の夫がいる主婦で、遠慮なく周囲の人に助けを求めることができる人物が一人いると、そ

の人をきっかけに要介護を含めた助け合いが始まる。 

⑤一人暮らしになると、要介護でも助けてもらう気になる 

 家族がいる場合はなかなかオープンになれないが、一人暮らしになると、もうそんな遠慮はして

いられなくなる。だから要介護を含めた助け合いは大抵は、一人暮らしの高齢者を中心に行われる。 

⑥あらかじめ「介護友だち」を作っておいた人 

 介護ボランティアのグループに所属していて、活動の中でお互いにどちらかが要介護になったら

助けるようと約束し合うペアがいる。 

⑦まずは人を家に受け入れられるようになること 

 要介護でも周囲の助けを求められるには、自宅に人を入れられるようになること。介護を手伝っ

てもらうとすれば、当然人を家に入れることになるからだ。家を開き合うような運動をしたらいい。 

⑧家族の会などの当事者グループでまず助け合う 

 介護者の会や一人暮らし高齢者の会など、当事者グループに入ると、既にオープンになった人だ

から、助け合いも比較的容易にできる。 

⑨介護の周辺部分のサポートから始める 

 介護者が買い物に出かけている間、介護者の会に参加している間だけ要介護者を看ててもらうぐ

らいならできないことはない。 
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■隣人たちがバラバラに関わっていて効率が悪い 

⒊「ご近所ケア会議」はどうやって開く？ 
 

 最近支え合いマップ作りをしていて感じるのは、「気になる要介護者」が増えていることだ。 

彼らにある程度は、住民が既に支えていた。ただ「それぞれがバラバラで見ている。互いに連絡

し合っているわけではない」と、民生委員が言い出した。 

住民力を結集するには「関わっている人たちで、個別にケア会議を開いたら？」という声が自然

に出てきた。今関わっている隣人と家族にヘルパー、ケアマネを加え、定期的に行えばどうかと。 

加えて、ご近所内には介護力を持った人がいる。このご近所でも介護経験者やプロのヘルパーや

看護師、保健師、介護福祉士、食生活改善推進員、調理師など。 

 

⑴「ご近所ケア会議」開催の意義 

 ご近所ケア会議が開かれるようになると、たくさんの副産物が得られる。 

①本格的福祉活動へ誘導される 

 「会議」を開くことで隣人たちは、ただ見守りをしていればいいという考え方を変えるようにな

る。要介護者にも何らかの関わりを住民はしなければならないという自覚が生まれる。 

②住民主導の意識も芽生える 

 要介護者といえばプロが関わるものと考えてきたが、隣人として足元の要介護者には自分たちが

率先して関わらねばならないという意識も出てくる。 

③福祉活動の主舞台がご近所だという自覚も 

 福祉活動と言えば、どこか遠い所、例えば保健福祉センターや事業所でやるものと思っていたが、

本来は足元の隣人がまず関わることから福祉は始まるのだ、と考え直すようになる。 

④町内や地区圏域は後方支援だと見えてくる 

町内会や民生委員は、自分たちはご近所の後方支援をすればいいのだと思うようになる。 

⑤プロも「住民との協働」の実態がわかる 

 プロも、ご近所に出向き、隣人たちとケアを考える中で、これが本物の協働だとわかってくる。 

⑥ご近所福祉推進組織が始動 

 これができるようになったということは、ご近所福祉推進の体制が整ったわけで、それがケア会

議を通して、いよいよ始動したとみるべきだ。
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⑵関係者の「ケア会議」とはここが違う 

①ケア会議の主役は隣人であること 

「地域ケア会議」では「多職種協働による個別ケースの支援内容の検討」となっている。関係者

による会議のことで、住民ではかろうじて「民生委員等」も参加できるようになっている。そし

て「インフォーマルサービス」も組み込むのだという。 

一方のご近所ケア会議では、主役はご近所の世話焼きさんや、対象者に実際に関わっている隣

人たちであって、それに、介護支援専門員やヘルパー(対象者に関わる人)などを「組み込む」。 

②ケア会議の現場は向こう三軒両隣 

会議の現場は、国の方針だと日常生活圏としているが、正確には「三十分の範囲」としている。

住民のケア会議では、向こう三軒両隣で開き、関係者にはここまで足を運んでもらう。 

③会議の開き方は柔軟に 

会議といっても、いわゆる「会議」というより、コーディネーター役が、個別に調整するとい

う場合もありうる。緩やかな「会議」になるかもしれない。 

④世話焼きさんがコーディネーター役 

上記のコーディネーター役もご近所の世話焼きさんが担うことになって、国の「会議」とは異な

る。 

 

⑶住民主導でケア会議が開かれるための条件整備 

１ 家族や友人がオープンになること 

２ 地域包括支援センターなどのプロが守秘義務にこだわらない 

３ 「ケア会議を住民主導で」と発想転換 

４ プロが家族を説得 

５ 町内福祉委員会が、要介護者にも関わる意欲を持つ 

６ 町内の介護経験者も「ケア」に参加する意欲を持つ 

７ ご近所の世話焼き達が、介護にも関わる意欲を持つ 

８ 要介護者に関わっている隣人たちが、もう一歩介護に踏み出す気になる 
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⑷住民主導のご近所ケア会議－実践事例 

❶町内の有志二人が、自治会と民生委員に働きかけて、ご近所ケア会議を開始。 

毎月一回、老人会の幹部、民生委員、ご近所さん（当初は５人、その後８人）を加えて会合を持

ち、各自の支援活動の報告や、要支援者の情報を出し合う。 

❷ご近所さんの一人が関わっていた対象が深刻な状態に（Ｋさんケース）。夫９６歳、妻９３歳、

息子６０代の３人の世帯。最近、妻が入院。息子は働いていて、昼間は96歳の父一人。 

❸知り合いのケアマネジャーを通して、町内の事業所のケアマネの一人を紹介してもらう。そこ

で家族と民生委員、ケアマネジャーで話し合い。 

❹以後、ケアマネがケアプランを立て、それと息子の１週間の予定表を基に、有志二人が別添の

ようなローテーション表を作成。これにはヘルパーが入る日や時間、デイサービスの日、住民が

入る日や時間が記載されている。 

❺住民が担うのは、給食の受け取りと配膳、飲み薬のチェック、デイサービスの見送りと出迎え、

クーラーの調整。（ヘルパーが担当すると効率が悪い。わずかな時間のために出向かねばならな

い）。 

➑Ｋさんが、あまりたくさんの人が来ると混乱するということがわかり、その後は向こう三軒の

３人が主として担当し、あとはサポートに回ることにした。 

➒ローテーション表とは別に、近隣の協力者やそうでない人も含めて、各自自発的にこの家庭を

訪問。その結果を当事者宅に置いてある「連絡ノート」に記入する。 

➓ローテーション通りに行かなくなった場合は、サポーターが代行。 

★＝Ｋさん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自治会副会長 

（窓口役） 
辻川さん 

「婦人部で見てね」 

神保 

山川 

佐川 

新島 

斉藤 

川崎 

蒲 

山本 

吉住 
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＜有志二人が毎月作っているローテーション表＞ 

 ケアマネジャーのケアプランと、Ｋさんの息子さんの予定表をもらい、次のようなローテーシ

ョン表を毎月作成する。 

➊「支援」が住民の担当部分。 

➋息子さんが家に居る日（この表だと火曜日と土曜日）は「支援」は入らない。 

➌水曜日はデイサービスに行くからこれも「支援」は不要。と言っても、デイへの送り迎えがあ

るので、向こう三軒の協力者が自発的に関わっている。 

 

 

     

 

                                

 月 火 水 木 金 土 

    １ ２ ３ 

     

昼 ヘルパー 

夕 支援 

 

夕 ヘルパー 

担当者     神保  

 ５ ６ ７ ８ ９ １０ 

 

昼 支援 

夕 ヘルパー 

昼・夕 

ヘルパー 

デイサービス 

夕 ヘルパー 

昼 支援 

夕 ヘルパー 

昼 ヘルパー 

夕 支援 

 

夕 ヘルパー 

担当者 山川   新島 神保  

※名前は仮名 

 

 

 

 

 

●ヘルパーの時間＜昼 12:15～  夕 16:45～(45分間)＞ 

●デイサービス ＜水曜、日曜日  9:30～4:30＞ 

●「支援」が、住民が入る部分（クーラー調整・服薬・デイ送り迎え・配膳等） 

 なお住民は、この予定表にこだわらず、常時自主的にＫさん宅に入っている。 
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■地域に介護の人材はいないのか？ 

⒋家庭介護の経験者を生かせないか？ 
要介護者でも住民の手で支えるべき部分がある。ご近所の元看護師や保健師、身内を介護した

経験のある主婦などを再研修した上で、要介護者や介護者をサポートするチームを作ったらどう

か。 

 支え合いマップづくりの場で、（元）看護師やヘルパー、身内を介護した経験のある主婦をさ

がすと、５０世帯のご近所内で１０名前後は見つかる。 

⑴メンバー向けに「ヘルパー特級」研修 

 介護経験はあっても、「自己流だから…」と活動するのをためらう人も少なくない。そこでヘ

ルパー２級研修の中で、特に現場で役立つと思われる部分に限定して、研修する。修了者には「ヘ

ルパー特級」などと、住民サイドから独自に資格をつくればいい。この研修では単に「ヘルパー

技術」を学ぶだけでなく、広く住民主体の地域福祉づくりから公私の協働など、今の関係者が学

習する対象となっていない項目も含むことになるので、一応すべての人が学習する必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）マップは事実とは変えてあります 

家庭介護家庭介護家庭介護家庭介護

経験者経験者経験者経験者    

看護師看護師看護師看護師    
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⑵チームに求められる活動 

１ 支え合いマップをご近所ごとに作成 

域内の要介護者とその介護者の生活実態とニーズについて個別に把握。 

２ 対象者別に実態調査 

要介護者の生活状況、介護者の状況、求められるサポートなどを戸別訪問で調査 

３ 対象者ごとの支援プランを作成 

上記の調査を踏まえて、対象者ごとに支援プランを立てる 

４ 対象者ごとに豊かさダイヤグラムを測定 

困り事だけでなく、要介護でも豊かに生きたいという願いを実現することが福祉の目標。 

５ 共通テーマの抽出 

対象者に共通した課題が見つかったら、それを活動、事業として本格的に取り組む 

６ サロンや趣味グループが要介護者を受け入れるよう働きかけ 

「そのかわり、介助人を派遣しますから」 

７ 要介護者が趣味活動などで出かける時に介助人として寄り添い 

「趣味を楽しみたい」という欲求が出るように誘導する必要が 

８ 介護者の会の時、要介護者の見守り代行 

介護者が介護者の会に出席する時、要介護者を見守る。 

９ ケアマネジャーのケアプラン作成に協力 

住民側から、要介護者を地域でどこまで支えられるかを調べ、ケアマネに情報提供 

１０ 引きこもりの要介護者宅へ「こじあけ」等 

サポートの手を拒否して引きこもる要介護者宅を、場合によってはこじあける 

１１ 認知症を隠さない運動 

認知症サポーターなどと協力して、病気、障害をオープンにできる地域づくり 

１２ 助けられ上手教室の開催 

助けられ上手さんの体験発表などを中心に助けられ上手教室を開催 

１３ 介護者の会、要介護者本人の会づくりを支援 

 同じ町内、ご近所の介護者が集まってグチを出し合う介護者の会づくりを支援する。 

１４ 「在宅でがんばろう」―啓発運動 

サービス頼りになったり、施設へ入所してしまう。「自宅でがんばろう」の啓発運動 
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■家族が介護を一身に背負い、孤立無援 

⒌介護家族を地域でどう支えるか？ 
 介護保険サービスはあっても、親が自宅で生き続けたいとなれば、家族にも一定の負担は続く。

これを地域でどう支えるか。今は家族が地域に支援を求めることも、地域が介護家族に積極的に

関わることもほとんど行われていない。突破口をどこに見出せばいいか。 

⑴ご近所内で「家族の会」づくりをしたら？ 

 家族の会は市内にはできているだろうが、月に 1回出会うだけで、実際に日常的に助け合える

には同じご近所内で「会」作りをする以外にない。別に正式な「会」をつくる必要もないが、家

族同士が出会ってグチを言い合えるような環境を整備してあげる必要がある。 

⑵介護家族のストレス対策 

 介護している家族は強いストレスに悩まされている。これをどのように解決していくか。 

⑶家族宅での訪問型趣味の会づくり 

 介護家族はストレス対策といっても、枕元から離れるわけにはいかない。そこで枕元へメンバ

ーが訪問しての趣味の会が広がっている。これを後押しすればいい。 

⑷介護者と要介護者のペアで「ミニデイ」へ 

 家族と本人をペアでミニデイへ誘い出す方法もある。いつも密室で日常的に対峙しているため

に、ストレスも生じやすいが、２人が一緒に地域で関われるミニデイに参加することで、其々が

他の家族と同じ悩みを共有し合うことができるし、２人の関係も修復される。 

⑸介護者による情報発信を支援 

 介護者が地域の支援を求めて新聞を発行しているケースがあった。「介護で忙しくて子どもを

遊園地に連れて行けない」と書くと、「それなら私が連れて行ってあげる」と読者（友人）の中

から声が上がる。ニーズ発信のための情報誌である。これをまわりが応援すればいい。「新聞」

発行にはいろいろなあり方がある。 

⑹男性介護者への支援 

 介護者の中でも男性介護者は特に密に支援しなければならない。自立していない人が介護を担

うこと自体大変だが、加えて失業という問題が生じる。そこで虐待の危険も増える。 
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①男性介護者への支援のメニュー 

１ 生活支援―家事サービスから始める 

２ 介護の手伝い－本人の介護力の強化も 

３ 公的サービス利用の仲介―申請から業者の紹介まで 

４ 住民の有償サービスやボランティアの利用の手伝い－受給会員の手続きも 

５ 親族の支援を働きかける―「この人を孤立させるな」 

６ 趣味活動を継続させる―介護の代行サービスも紹介 

７ 男性介護者の会の立ち上げや運営の支援－本人の資質を見て、リーダー格か否か 

８ 本人と介護者のペアでのミニデイ参加支援。ミニデイ主催－まず本人からでもいい 

９ 仕事の継続支援または新開拓を手伝う―介護しながら収入が得られる道を模索 

１０ ご近所による日常生活への支援体制づくりの応援－協力を受け入れるよう説得 

１１ 介護者に「休息」を―要介護者の一日預かりサービス 

 

②夫の手から妻を救い出す法 

①妻の元気な時から（妻の）友人を家に引き入れる。人が家来ることへの抵抗感をなくしておく。 

②親しい人と家族ぐるみのおつき合いをしておく。 

③妻の元気な時に、夫も同じグループに参加しておく。夫婦共に親しい仲間を作っておく。 

④妻が要介護になる前から、困った時に駆けつけてくれる友達をつくっておく。他人が助けてく

れることに夫の抵抗感をなくしておく。 

⑤要介護の妻を外へ連れ出し、関わる。妻がそのために元気になったら、夫の対応も変わってく

る。 

⑥夫のいない間に密かに家に入り込んで関わってしまう。意外にこういうケースが多い。 

⑦家に入っても夫が容認する人をさがす。親戚の中の誰かかもしれないし、隣人かもしれない。 

⑧ケアマネやヘルパーを通し、一緒に入り込むプロの一言なら受け入れる人も少なくない。 

⑨妻の友達が大挙して押しかけサロンを開いてしまう。押しかけられると抵抗できない。 

⑩ミニデイ等を立ち上げて、定期的に参加させてしまう。介護が楽になると知れば、態度も変わ

る。 

⑪介護している夫同士が出会える機会を作ってあげる。ミニデイでも可能。仲間と愚痴を言い合

えれば、変わってくる。 
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■介護者が地域に支援を求めてこない 

⒍介護者に期待すべき役割は？ 
 住民が介護にまで踏み込まないのは、介護者自身がそれを求める姿勢を見せないからである。

それでいて、孤立感に苛まれ、心中事件を起こしたりしてしまう。 

⑴「介護の社会化」とは何だったか？ 

 「介護の社会化」というのは、家庭内の介護を「外注」しましょうということであった。しか

し、これは、「家庭」の介護（一般的には福祉）機能を軽視する風潮を生んでしまった。家は私

的な営みで、それに社会的機能を負わせるのはおかしい、というわけだ。 

しかし現実には、今でも要援護者を支えているのが家族であることは全く変わっていない。た

だこれは家族内の私的な営みだとしている。介護保険制度もそういう発想で「家」を見ているか

ら、実質的にヨメたちが介護機能を担っていても、それを「介護の仕事」をしているとは認めな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵正しくは「家庭の社会化」 

本来私たちがめざすべきは「家庭の福祉の営みの社会化」ではなかったか。家庭内の営みも、

社会的行為のいっかんである、と。ヨメが姑を介護するのも、社会活動への参加なのだ。 

図を見ていただきたい。「家庭の社会化」行為の中味を分解してみた。まず、❶自分（たち）

のやっていることも社会活動への参加の一環だ自覚が生まれる。そうなると❷自分のやっている

行為の技術を練磨しなければならない。「ヘルパー２級の資格を取得しよう」ともなる。しかし

それが過重な負担になるとすれば、❸社会サービスを上手に活用しなければならない。❹ご近所

を含めた地域の人たちの支援も受け入れる。❺一方、その家庭という資源を地域社会に生かす義

家庭 

他の家庭（人） 
への支援も 

⑤ 

サービス 
の活用 

③ 

福祉技術の 
習熟 

② 

地域の手助け 
を求める 

④ 

「家庭の社会化」行為 

〔介護の社会化〕 〔地域で支える〕 

その営みも 

社会活動 

① 
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務もある。同じ介護で苦しんでいる家庭にアドバイスするとか。 

虐待家庭や閉じこもりの家に「プライバシーの壁」があって入れないという悩みを関係者がもら

すが、これは家というものが私的な営みの場だということを過度に意識している結果ではないの

か。家もまた社会的存在だとしたら、もっと強引に入り込んでいいはずである。 

⑶家も一つの社会福祉施設 

 改めて家を社会福祉施設と認知したとき、たとえば要介護者を老人ホームに引き取る―という

行為も変えていかねばならない。老人ホームは家庭老人ホームに対する後方施設と位置付けるべ

きで、したがって簡単に引き取って家庭老人ホームの役割を崩壊させるのでなく、１ヶ月おきに

家とホームが交代でケアするといったあり方にすべきである。または家庭老人ホームの機能の不

足を補うためのサービスを提供するとか。 

 家庭は「老人」ホームだけではなく、「障害者」施設でも「児童施設」でもある。したがって、

それぞれの業種の専門施設が老人ホームと同様の支援方策に切り替えるのだ。授産施設を「卒業」

したらそのまま放置するのでなく、継続的に支援を続ける。今までは通所だったが、今度は自宅

授産施設へ戻ったとみなして、自宅を拠点とした授産項目の発掘に手を貸すべきである。 

 家庭を福祉施設として認知するとは、次のような扱いをするということである。 

❶家庭が資源として成り立つよう、親族の力を結集するよう力を貸す。 

❷技術研修も行う。 

❸施設としてバリアフリーにしたり、オープンスペース（地域住民が入れるスペース）を設け

るなどのための施設整備費の補助もする。 

❹先程述べたように既存の施設が、家庭施設の重すぎる負担を引き受けてあげることも必要だ。

❺施設管理、運営のスーパーバイズやボランティアの派遣等の支援もしなければならない。 

❻運営費の補助をしてもいい。 

 特に大切なのが、家庭施設の負担を簡単に引き取ってしまってはいけないということだ。障害

児を「施設」に引き取ってしまうために、施設「卒業後」はみじめな生活になってしまう。あく

まで家庭を施設として機能させ、それを強化するための手伝いをこそ優先すべきである。デイサ

ービスセンターが安易に引き寄せるのでなく、特定の家庭施設をデイサービスセンターと認知し、

あるいはサテライトデイの場所として、他の要援護者も引き取り、デイサービスの機能が果たせ

るよう支援すべきなのだ。そのとき家庭施設は、家族のためだけの施設ではなく、文字通りの「社

会」福祉施設になっていくのだ。 
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［事例］異性の友だち宅へ「押しかけ介護」 

「親しい友を看取るのは変ですか？」朝日新聞の「声」の欄で、こんな問いかけをした人がいた。

投書の主は、千葉県に住む伊賀三江さん（７９歳）。２０年来文通してきた同窓生（男性）がい

た。一人暮らしの彼は、末期の肺癌と診断されたが、療養できる施設がなく、子どもも海外など

にいるため、一人自宅で闘病するしかなかった。 

それを知って彼の家に駆けつけた伊賀さんは、「私は時間だけはたっぷりある」と、その場で

「押しかけ介護」を申し出たが、あっさり断られた。しかし自宅へ戻ってからも平常心でいられ

ず、その１週間後、意を決して寝袋を抱えて彼の家へ行き、「今日から押しかけ介護をやります」

と宣言したのである。「その夜から彼のそばで眠り、食事を作り、足をさすり、下のお世話をし、

できる限りの介護をした。友は１カ月後に亡くなった。最期は彼が願った通り自宅での静かな眠

りだった」。 

 だが友人からは「たとえ親しくても、そのような行為には違和感がある」と非難された。後日、

「声」欄に、彼女の行為を称えるメッセージが２通掲載された。７９歳の男性は、「プライバシ

ーの尊重を隠れみのに、目の前で困っている人すら見ないふりをする人も多い」と指摘した上で、

「これからは高齢者同士が男女を問わず助け合わなければならない時代を生きるのだ」と書いて

いる。 

  

［事例］「私はおむつ替えの名人なのよ」 

 介護保険制度が始まる前にはこんな人が各地にいた。北海道釧路市の S子さんは、近隣の要援

護者１０名以上のお世話をしているが、その中にはおむつ替えや夜間のトイレ介助まで含まれて

いる。 

ほぼ寝たきりの一人暮らしの女性もいるが、家族が同居しているケースもある。家族がいなが

ら、なぜアカの他人がおむつ替えをしているのか。彼女がおむつ交換の名人だからだ。 

ある寝たきりの高齢者は、おむつが汚れても家族に触らせない。そこでS子さんの出番となる。

「私って、だましの名人なのよ。『ハイ、後ろを向いてね！』なんて言って、本人が気づかない

うちに、サッサッとお尻を拭いておむつをしちゃう」。介護とは、相手のプライドをつぶさない

でサービスする技術なのだと、S子さんは考えている。 
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⑷介護家族に求められていること 

 要介護者の介護は、介護保険制度下でも、もっぱら家族にゆだねられているが、「地域福祉の

キーマン」として家族に期待されていることはたくさんある。 

 介護家族に求められること 留意点 

１ 家族、親族の介護力を強化 

 

要介護者がまだ元気な時から準備 

２ 地域に上手に支援を求める 

 

地域に介護支援のネットワークづくりを主導的に 

３ 障害や認知症等をオープンに 

 

「隠さない」運動を主導する 

４ 家族の自立努力を 

 

家族ぐるみで介護予防。安易にサービスにゆだねない。

（入所、デイ）。サービスを利用しても自立努力を 

５ 当事者本人の意向を尊重するよ

うに 

デイサービス利用、施設入所、地域グループ参加、子ど

もが引きとるか否かで本人の意思を大事に 

６ 当事者本人の豊かな生活を支援

するように 

ただ「安全」を求めるだけでは、本人は満足しない 

７ 介護者のストレス対策を 

 

本人は自分のストレスに気付かないから、まわりからス

トレス対策を働きかける 

８ 介護者もまた豊かな介護生活を

めざそう 

「介護中は自分の人生をあきらめる」のでは、福祉とは

言えない 

９ 介護者のネットワークづくりを 

 

同じ介護者でグループづくりやネットワークづくりを 

10 要介護者のネットワークづくり

の支援も 

要介護者も他の仲間と交流したり、活動することができ

るように応援 

11 介護者が求める活動やサービス

を育成も 

自分が欲しいと思うサービスを自ら働きかけて実現さ

せる 
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⑸家族、親族の介護力を強化する法 

 現在でも介護の主力が親族である点に変わりはない。とすれば、親族の介護力を強化すること

が、当面の現実的な目標になる。今まで以上にこれを意識的に、また計画的に実行することが大

事だ。 

１ 子どもの誰かが同居または近居 

近居の実例を示し、ご近所中に広げていく支援 

２ 大家族制へ。家も大家族型へ 

 

３ 子どもの時から、祖父母の介護を手伝わせる 

 

４ 中高校生の時にヘルパー資格を取得 

ヘルパー三級でなく二級を高校卒業までに取得 

５ 家族のだれかが看護師資格を。看護師のヨメも 

ヘルパー資格でもいい 

６ 介護グループに入って、介護体験を積む 

親を介護するようになる前から 

７ ご近所内の親族同士の助け合いの実績を積んでおく 

親族の介護を引き受ける事例は多い 

８ 親族の中の個々の介護力を評価しておく 

親族全体の介護力を見積もり、親族で共同でヘルパー資格取得を 

９ 親族の中の介護人材（世話焼きの資質のある人）にヘルパー研修 

天性の資質のある者はだれとだれか 

10 親族内で介護チーム作り。介護サポートのネットワークも 

これができれば素晴らしい。ただし強制的にならぬよう 

11 夫婦で一緒に介護講座に参加 

どの世代からでもいい。老老世帯になったら待ったなし 
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⑹家族が地域の協力を求める方法 

 介護家族が地域社会の協力を求めることはまだほとんど行われていない。 

１ 介護体験者や元ヘルパー等で「介護サポートチーム」づくり 

自分もまたそのチームに加わって、他の介護者のサポートもするという条件で 

２ 現役またはＯＢの介護経験者で、世話焼きさんを見つける 

この人なら協力してくれるはず。そういう人は自身介護中も人の世話をしている 

３ あらかじめ「介護友だち」をつくっておく 

介護講座などで相手を探す 

４ 有償サービスグループに所属しておく 

なるべく早めに入っておけば、それだけ手伝ってくれる人も増える 

５ 介護情報誌を発行―ニーズを発信へ 

自分の介護をオープンにしながら、手薄な部分を手伝ってもらう 

６ 地元（ご近所）で介護者の会づくり。互いに協力し合う 

誰がリーダーシップを取るか、互いの資質を見定める 

７ ＰＴＡ友達との付き合いを介護時代まで続けていき、介護で助け合う 

介護力のありそうな友人を探す。すでに介護している人を手伝うなど 

８ 向う三軒や小ご近所を介護し合える関係へ深める 

その家と濃密な関係を作っておく（家に入れる関係作り） 

９ 所属している趣味・スポーツグループを、介護も助け合える関係に育てておく 

その中で世話焼きや介護経験者を探す 

 

［事例］「私は認知症の母の介護で、このように地域の協力を得た」 

高畑冨美子さんは認知症の実母を引き取ったものの、「その日から、私の就寝はずっと１２時

過ぎ」。デイサービスのない日は「密着介護」で、気の休まる時がない。 

「家庭介護は１人ではできない」―徹底的に人の協力を求めるようになった。経済問題で行き詰

った時も、姉妹に率直に理解を求める手紙を書いた。家族の手伝いがどうしても欲しいと感じた

時も、夫や息子にストレートに訴えた。 

 母は高校受験の息子をつかまえては花札をやり出した。「これだ！」と早速友人に協力を依頼

し、毎日曜日「花札ボランティア」に通ってくれた。今度は雑巾縫いを始める。そこで近所から

古布を寄贈してもらい、母にあてがった。 

馴染みのクリーニング店に「ボランティア募集」のチラシを貼らせてもらった。「おばあちゃ

んの相手。一緒に花札。大正琴を聴いてほめる。雑巾を縫う相手。話し相手。一緒にお茶を飲む」。

７０代の人が応募してきたので、母の相手を１年近くしてもらった。 
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［事例］夫の下の世話まで手伝ってくれる「介護友達」を３人確保 

 神戸市東灘区の辰和子さん（８１才）は、昨年の１月から９月まで、末期がんの夫を自宅で看

病してきた。最後の日々だから、さまざまな症状が出る。これに妻が一人で立ち向かうのは不可

能。そこで近くの仲良しの２人にＳＯＳを発信した。 

 １人は阿部紀子（のりこ）さん。民生委員同士で意気投合。神戸の大震災後は、高齢者の給食

会再開の準備等で走り回った。もう１人は札場（ふだば）紀久子さん。震災の時避難所で寝起き

を共にした。夫を自宅に引き取ってどうしようというとき駆けつけたのがこの２人だった。「夫

のオチンチンまで見せちゃったのよ」と辰さんは笑う。 

「それにしても、ご主人がよく承知しましたね」と彼の心情を推し量って辰さんに聞いてみた。

辰さんはそういうことが起きるのをあらかじめ予期して、夫と札場さんたちとの関係づくりの手

助けをしていた。夫婦で食事に行くとき、札場さんも誘っていく。旅行も３人でよく行った。 

  

［事例］（認知症の母の介護で）ご近所に助けを求めた男性がいた！ 
 岐阜県多治見市の春田剛さん（７６才）である。母がアルツハイマーと診断されたとき、その

足でご近所や知り合いに助けを求めて回ったという。「いずれいろいろお世話になることになり

ますが、今から心づもりをしておいてください」と。 

そのときの心境を尋ねたら、「これは大変なことになった。彼女を自分一人では守りきれない

のではないか。周りの人にすがるしかない」と思ったという。その後、ご近所から朝晩「お母さ

ん、どう？」と声をかけられるようになった。まだ具体的に困り事が出てきたわけでもなく、特

別な支援をしてもらってはいないが、近所の人も見守ってくれると知ったことで、楽になったと

いう。「私が彼女を背負いきれなくて放り出したらどうなるかと考えたら恐ろしくなった」とも。 

 たしかにご近所は、今は声かけをしてくれる程度だが、普段、畑でできたものをおすそわけし

てくれたりする。「頼っていい相手」だと確信できた。 
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⑺「遠くの親」の介護をどうするか？ 

遠距離介護はだれにも起こり得る。この過酷な試練をどう乗り越えたらいいのか。 

１ 実家の親を訪問するたびに、向う三軒にあいさつ 

とにかく「お願いします」と。頼めばやってくれる 

２ 担当の町内会長、班長、民生委員に協力を依頼 

その中の世話焼きの資質のある人をピックアップ 

３ 当人に助けられ上手教育 

親にも「周りの人に助けてもらうのよ」と諭す 

４ 地元の有償の介護サービスグループに依頼（自分もメンバーに） 

自分もできることをする。離れていてもできることで 

５ 地元の地域グループに参加。協力してくれる「友人」づくり 

同窓会もいいし、趣味の会も。親が属していたグループに協力を求めることも 

６ 親の住むご近所でマップ作り。親の人間関係や世話焼き等の資源を発掘、活用 

ご近所の人もマップ作りに参加してもらう（親と親しい人） 

７ 一定期間、親元に移り住むことも検討。そこで資源を発掘 

しばらくの間、里帰りして、集中的に関係作り 

８ 親元の近くに移り住む（近居）ことも考える 

そこに一定期間だけ、または一定期間ごとに 

 

［事例］「私は母の介護で故郷の協力を得た」 

東京都東村山市のＳ子さん（５１）は長野県塩尻市の父が倒れた時、２人の姉弟とローテーシ

ョンを組んで介護に通っていた。父に寄り添う母も高齢であるし、母自身、心臓の持病もある。

母だけにゆだねるわけにはいかない、と子どもたちで担うことにした。 

当初は１人２ヶ月に１回程度で済んでいたが、それが１ヶ月に１回、２週間に１回となって、

こちらにも限界が見えてきた。そこで彼女は、現地で確保できる福祉資源はないものかと市役所

などをまわり、ようやく家事援助グループを見つけ、お願いすることにした。むろんヘルパー派

遣もだ。 

 今はこの程度で済むが、やがてはもっと本格的な介護資源が必要になると見込んで、今から「資

源を育てて」おこうと考えた。 

 まず、高校時代のクラス会に意識的に参加するようになり、幹事役も引き受けることにした。

再び親しくなったところで、家庭の実情を話すと、子育ても終わって時間に余裕のある数名の友

達が、「たまにお宅に顔を出してもいい」と言ってくれた。彼女たちはやがて、父のトイレ介助

までやってくれるようになった。母が骨折した時は、昔の級友の１人が病院を経営しており、個

人ルートで入院させてくれた。 
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■デイサービス利用者が多いのが気になる 

⒎軽度者を地域で支えるには？ 

⑴「地域がつまらないからデイへ」でいいのか？ 

ここに紹介されたマップは、西日本のあるご近所で作ったものだ。まず人々はどのようにふれ

あっているかを調べてみた。大雑把に言えば右半分が旧住民、左半分がやや新住民。 

彼らのお楽しみの柱はグラウンドゴルフだが、点線を引いた人は、ある事情でグラウンドゴル

フに参加できなくなった人だ。その一人は、「孫のお守のため」、もう一人は「デイサービスの日

と重なってしまうから」だと。住民（家族）はこういう場合、まデイサービスの方を優先する。

しかし本人の側から見れば、少し調整してあげればいいことではないか。 

デイサービス

グラウンド
ゴルフ

グラウンドゴルフ
(土)

(土日祝)

デイサービスデイサービス

グラウンド
ゴルフ

グラウンドゴルフ
(土)

(土日祝)

入所

夫 妻(要介護)
娘が介護

夫 妻(要介護)
娘が介護

要介護。(娘は仕事)
　　　　　毎日デイ

お楽しみ

お楽しみ要介護。(娘は仕事)
　　　　　毎日デイ

お楽しみ

お楽しみ

年１回対抗戦年１回対抗戦

孫のお守で退会

デイで日程

合わず退会

孫のお守で退会孫のお守で退会

デイで日程

合わず退会

 

 旧住民でデイサービスを利用しているのは４人。利用する理由を聞いたら、２人が「家に居て

もすることがない」－地域はつまらない、デイに行けばいろいろお楽しみがあるから、だという。 

しかし「家に居てもやることがない」からデイを利用するのが福祉なのか。「なぜそんなに親

をデイに行かせるのか？」と嫁に聞くと、「たった千円で、安いもんじゃない」。しかしこれは本

人負担だけで、そこに９千円がプラスされる。随分と高くつく「お楽しみ」ではないか。 

「福祉」の筋から言えば、「家に居てもすることがない」を解決させるのは本人も含めた地域住

民の役目ではないか。お楽しみ事がなければ皆で作ればいい。 
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⑵地域の機関・企業がデイを分担する法 

 何が何でもデイサービスセンターへ引き込むというあり方を変えていく必要がある。地域の企

業や公共機関が実質的なデイを担っていけばいいのだ。 

２０１０年 1月 15日付けの朝日新聞『生活』面に『通いたくなるデイサービス』という見出し

の記事が出ていた。なぜ通いたくなるのかと読み進んでいくと、要するに「レクリェーションの

時間」がメニュー制になっていて、その中から自分がしたいものを選択できるということであっ

た。 

 しかし、それなら本物のカルチャーセンターが、要支援程度の人なら一般の人と一緒に受け入

れ、介助人を張り付けるなり、他の参加者が介助を引き受けるよう指導するのでいいではないか。

公民館だって同じ受け入れができるはず。 

 これを図にしてみると、当事者は、今は左側の「サービス」に囲い込まれる。本当は企業で働

きたい、カルチャーセンターで趣味を楽しみたい、地域のサロンに入れてもらいたい。その受け

入れの条件作りなどを、デイサービスセンターが支援するという構図だ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑶デイサービスセンターを豊かな生活支援センターに 

 高齢者がデイサービスセンターを利用しているのは、週に１日か２日。あとは自宅で生活して

いる。ところが地域の人は、「あの人はもうデイサービスを利用している」と思って、サロンな

どから排除している。あるいは自然に縁が切れていく。そのために、「利用しない日」がますま

す中途半端な生き方になってしまう。利用者の１人は、家にいるときは「食っちゃ寝、食っちゃ

寝」の生活だという。デイサービスセンターで、「手取り足取り」何でもしてくれる生活が根付

いてしまうと、家にいるときに、１日の生活を自分で作ろうという気力がなくなる。 

 逆転させたらどうか。家にいる５～６日は「待機」ではなく、生活の本命にする。そしてデイ

利用の日は、本命の日をいかに充実して過ごしたらいいのか、自分で自分の生活をつくっていく

方法を教わる日なのだと。デイサービスの業務は要介護者の豊かな生活づくり支援センターだ。 

 

要援護者 デイサービス 

企業 

カルチャーセンター 

地域グループ 

囲い込み 

受け入れ 

受け入れ支援 
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⑷住民型の介護予防を応援 

 リハビリや介護予防と言えば専門家が担うものだとされているが、住民は住民なりに、リハビ

リや介護予防を実践している。それを追認し、応援していけば効果的だ。個々にも住民の出番が

ある。 

 

①地域を歩いて住民流介護予防探し 

 保健センターを出て、地域を歩いて、住民が実行していることで介護予防とみなせるものを探

し出し、どうすればさらに介護予防の効果が上がるのかをアドバイスするのも、プロの役割にな

る。 

 住民の介護予防らしき行為 こうすればさらに効果的 

１ 散歩  

２ 畑仕事  

 

②住民個々の介護予防活動を応援 

 住民は複数の介護予防的な行為をしている。それを総合的に評価し、アドバイスする。 

  介護予防努力 総合評価とアドバイス 

１ ○○さん 

 

  

 

③お楽しみリハビリ教室 

 リハビリ教室と言えば、「アエイオウ」を百回とか、腕の上げ下ろしを百回というように、お

もしろくないことばかり。それではリハビリの効果も上がらない。それよりも様々なお楽しみを

リハビリとして講座に組み入れたららどうか。実際に以下のようなメニューを実践している教室

がある。すべて公民館の趣味グループの協力を得ている。 

 メニュー やり方 

１ ちぎり絵 色紙は濡らせばすぐに破れる。台紙に始めからノリをつ

けておけばいい 

２ 折り紙 「片手で折れるおひな様」づくり 

 

３ 踊り 車イスで踊れる盆踊り 
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■できれば自宅へ戻りたい。せめて里帰りを… 

⒏入所者の地域復帰を支援するには？ 
 どんなに要介護になっても、住み慣れた自宅や地域で安心かつ人間らしく生きていけるように

するのが本来の地域福祉ならば、たとえ施設に入所しても、それでも地域と関わり続けられるよ

うに応援する方法を考えねばならない。 

⑴入所者の「地域復帰」支援の方法 

入所者が自宅や地域に戻れる方法には、どんなものがあり得るか。 

 地域復帰支援の手立て 具体的方法 

１ 逆デイをする デイサービスは、朝、デイサービスセンターへ行き、

夕方自宅に戻る。逆デイは、普段は老人ホームに住んで

いて、朝、地域に出向いて住民とふれあい、夕方ホーム

へ戻る。大事なのは本人が住んでいた地元へ戻ること。

自宅に近い老人ホームに入所することが条件になる。 

２ ご近所密着型老人ホーム（地域密

着は市町村から入所。ご近所密着

はもっと小さい圏域から入所） 

自宅から近い老人ホームに入所すれば、里帰りも容易

だし、友人、知人も遊びに来る、家族も日常的に訪れる。

自宅の離れに住んでいるのと変わりがなくなる。 

３ 里帰りを応援  最近、老人ホームからときどき里帰りするというやり

方が普及し始めた。実家がある間はこれが可能だが、実

家がなくなると、友人宅やサロンなどへの里帰りとな

る。 

４ 老人ホームと自宅を交代で  例えば１ヶ月交代で老人ホームと自宅が引き受ける

という方法も広がり始めた。自宅もまた「老人ホーム」

の１つなのだという発想である。 

５ 「地域老人ホーム」を住民の手で  老人ホームに入所するまでもなく、自宅が居室、地域

全体が１つの老人ホームという考え方もある。住民とプ

ロが提携して介護職員の代わりを務める。 

 

６ 地域のグループへの参加支援 

 

時々地域のサロンや趣味グループなどに参加できるよ

うにする。 

７ ずばり自宅復帰を支援 

 

家族がこれを受け入れるか。地域がどこまで支えられる

かが問題。 
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⑵老人ホームボランティアのやるべきこと 

 施設ボランティアと言えば、おむつたたみ、芸能の披露、喫茶コーナーの開設などが定番とな

っているが、もっと他にもやるべきことがあるのではないか。 

 

１ 入所者の声を施設側に伝達 

２ 施設処遇の問題を施設側に指摘 

３ 施設運営委員会に参加 

４ 入所者の里帰りや自宅復帰の手伝い―本人の意思確認、家族の説得、地域の受入れ体制作り 

５ 入所者の豊かな生活支援―豊かさダイヤグラムで豊かさへの個々の取り組み課題を抽出 

６ 入所者の地域グループへの参加を後押し―施設とグループの双方を説得 

７ 施設の「逆デイ」を支援 

８ 待機者への支援 

９ 家族と本人の交流の仲介 

10 施設と地元住民の交流の仲介 

11 施設の地元への貢献を支援 

12 施設へのボランティア活動のコーディネート 

13 施設の「進化」への誘導―地域分散型、小規模化、逆デイ、家族介護との交代制など 

14 施設職員や入所者の紹介（施設側へ） 

15 職員の入所者への虐待を監視 

16 入所者同士の交流を支援 
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■本人は満足しているだろうか？ 

⒐「子どもに引き取られた親」をどう支援する？ 
 マップをつくっていると、１つのご近所に２～３名は、一人暮らしで要介護になり、子どもに

引き取られていった老親が登場する。ご近所の人は「よかったね」と喜んであげているようだが、

本人はその反対である場合が少なくない。この老親をどう支援するか。 

 

 親の支援策 具体策 

１ 里帰りの応援 一人暮らしで認知症になり、息子に引き取られていった

女性が「帰りたい、帰りたい」と泣くので、息子は２週

に１度、母を里帰りさせていた。といっても、息子も一

日中、母の相手をしているわけにいかない。そこで近隣

の人たちが彼女の家でサロンを開いて、おつき合いしよ

うということになった 

２ 老人クラブの協力で新しいクラブ

へ仲間入り 

老人クラブは、メンバーが引っ越していく時、新しい土

地のクラブに「そちらのクラブに仲間入りさせて下さ

い」とお願いする活動を全国展開している。おかげで、

引っ越してすぐに地元のクラブからお誘いがかかり、

「本当に助かった」と喜んでいる 

３ 「引っ越さなくて大丈夫」と支え

続ける 

本人と息子（娘）を説得して、地元で生き続けられるよ

う支援方策を考える。ケアマネジャーも参加して、必要

なサービスも 

４ サロンや趣味グループが里帰りの

手伝い 

老人ホームの入所者を、サロンが開かれる日だけ受け入

れる―という方法もある。これを子どもに引き取られた

人にも適用することができるのでは？ 

５ 息子宅を訪問 遠くなければ、引き取られた先を隣人仲間が訪問すると

いう方法もある。 

６ 息子が老親宅に同居、または近居

のすすめ 

息子が引き取るのでなく、息子が一人暮らしの親に同居

または近居する方法。双方が近ければ、息子が通ったり、

親が通ったりもできる 
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■ご近所は要介護者ばかり。一体どうしたら？ 

⒑ご近所自体を老人ホームにしたら？ 
 地域福祉の最終目標は、施設と地域が一体となることだ。地域全体を老人ホームと考えるのだ。

当事者は自宅で生活し続けると共に、そこが「老人ホーム」の居室と考える。そのために住民資

源を総動員する必要がある。「地域老人ホーム」の発想がありうるのだ。 

⑴「地域老人ホーム」とは何か？ 

 地域老人ホームの役割 

１ 「ご近所」を１つの「老人ホーム」と見なす。 

要介護者は自宅を「居室」と見なす 

２ およそ１０世帯ごとに分け、各小ご近所で要介護者を支えるのをユニットケアと見なす 

大中世話焼きさんが介護職員またはユニットケアのリーダーとなる。 

３ このご近所を仕切っている大型世話焼きさんを「施設長」と見なす 

場合によっては手当を支給することも。 

４ ご近所内の元ヘルパー、元看護師や身内介護の経験者でチームを編成 

介護職員とみなす。彼等に介護研修を実施して、ホームの要介護者に集中的に関わる。 

５ 小ご近所内の住民、要介護者の隣人なども、介護職員の気持で見守りや困り事に対応する 

それらすべてを「ホーム」の活動と考えればいい 

６ 介護保険サービスも必要に応じて活用するが、できる限り住民の手で担うようにする 

介護保険サービスと有償サービスとボランティアを使い分ける 

７ 一部、有償制も取り入れる 

要介護者の希望に応じて、サービスを提案。ご近所内に有償サービスグループも。 

８ ご近所内でミニデイを実施 

これが施設でいえば「お楽しみの時間」 

９ 「小規模多機能ホーム」のやり方を導入 

ご近所福祉推進拠点をご近所内に設けて（ここが本部）、夜が心配な一人暮らしの認知症

の人等がお泊りができるようにする。介護保険サービスや有償サービスを駆使する 

１０ 本物の老人ホームやデイサービスセンター、地域包括支援センターなどがバックアップ 

全ての施設がいわゆる「後方施設」と機能するように 
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⑵「地域老人ホーム」の基本的な考え方 

「地域老人ホーム」を実現しようとするのは、どのような考えに基づいたものなのか。その考え

に基づいて住民、プロ、それぞれの「ホーム」に関わる基本的な姿勢は何か―を整理してみる。 

１ できる限り住民の手で要介護者を支える。助

け合い力をフルに活かした地域づくり 

要介護者が人間らしく生きられる場はやは

り自宅であり、地域である。 

２ 住民総がかりでこれを実現させる。それぞれ

の持ち味を生かして 

一部の有志がやればいいというのでなく 

３ 要介護で、ぎりぎりまで「地域老人ホーム」

でがんばれるようにする 

重度化してもここにいられるかがカギ 

４ 「ご近所」という小さい区域でこれを実施す

ることで住民の連帯を強める。強まるほど、

ホームの機能は強化される 

負担が重くなるほど、これを克服することで

連帯感が育つ。自信もできる 

５ 自分もいずれ「ご近所老人ホーム」に世話に

なるのだ（つまり、本物のホームには入所し

ない）という思いを強く持つ。持つほどホー

ム活動に協力しようと思うはずだ 

「世のため人のため」という動機では弱い。

「自分もいずれお世話になる」という動機付

けの方がいい 

６ 重度の人はご近所内にたくさんはいない（２

～３名程度）。介護経験者中心に力を結集すれ

ばなんとかなる 

実質的には、それほど大変な活動ではない―

ということ 

７ 要介護者が「皆さんにゆだねよう」という気

持にならねばだめであり、そういう気持にな

れるよう、皆で支えることが大切 

要介護者もただの「入居者」でなく、担い手

の１人だという自覚が必要 

８ 家族も、住民の気持を受け入れて、簡単に親

をサービスにゆだねないようにする。自分も

「ご近所ホーム」の一員という自覚で 

家族も、親と一緒に「地域老人ホーム」づく

りに参加するのだという意欲が必要 

９ プロも簡単にサービスをつけない。ギリギリ

まで住民の手にゆだねるという意識で 

 

プロはむしろ、後方へ引いていく。住民を思

い切り前面に押し出す 

10 老人ホーム、デイサービスセンターも「ご近

所老人ホーム」を積極的に支援する。簡単に

引き取らぬようにする 

「住民主体の地域福祉」という発想で、でき

る限り、後方へ下がる 
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■住民の介護の現場に関係者が姿を見せない 

⒒住民とプロは介護でどう協働を？ 
 住民が介護にまでかかわるには、住民とプロの協働が重要なのに、なかなか実現していない。 

⑴住民と関係機関の「協働」のあり方 

 協働のあり方 具体的方法 

１ 両者で支え合いマップづくり 要援護者について、どこまで地域で支えられるかを見極

めた上で、公的サービスの導入を考える 

２ まず住民主導で当事者のライフプ

ラン 

当事者の関心事は豊かに生きたいということ。そこで住

民主体で当事者のライフプラン（本人と一緒に）を作る。 

３ プロ主導でケアプラン ２の実現のために、特に住民の支えられない部分につい

て、ケアマネジャーが主導でケアプランを作成する 

４ 本人と住民でマイケアプランづく

りも 

本来ケアプランは本人が中心となって作るもの。これに

住民が協力するという道もある 

５ 関係機関と住民でケア会議を開催 当事者の在住するご近所の人たちや町内会関係者、民生

委員等を含めて、この圏域でケア会議を開く 

６ 住民と関係者で協力して家族をひ

らかせる 

プロもただ守秘義務を主張するのでなく、逆に本人や家

族をひらかせる方に力を入れるべきだ。 

７ プロが関わっているケースで、必

要に応じて住民の協力を求める 

プロが「枠外のニーズ」について、住民の協力を求める

ようにする。 

８ プロは、ご近所ごとに住民支援拠

点を設ける 

住民をセンターまで引き寄せるのでなく、自身、ご近所

まで赴く。ご近所ごとに住民活動支援拠点を設ける。 

９ プロは住民活動に積極的に参加、

協力する 

要介護者を住民にゆだねる場合、または住民のサロン等

に参加させる場合、プロも一緒に参加していくこと 

１０ ご近所で把握された問題は安易に

引き取らない 

住民でどこまで支えられるかをギリギリまで応援する。

関わりはあくまで当事者の住む「ご近所」で 

１１ プロの流儀を住民に押しつけな

い。むしろ住民流に馴染むこと 

プロ流と住民流はいろいろな面で異なる。住民流でない

と住民は担えないことを頭に入れておく。 

１２ プロのサービスも、なるべく住民

に返していく 

一旦、公的サービスが引き取ったものも、できる限り住

民に担ってもらうようにする 
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［事例］ケアマネジャーが支え合いマップを作ってみたら 
 あるセミナーで、ケアマネジャーなどに支え合いマップづくりをしてもらった。すると一人の

ケアマネジャーが、授業とは別枠で、マップを作ってきた。 

 一人の気になる認知症の男性がいた。一人暮らしの男性で、近くに家族が住んでいるものの、

不安である。といって、どういうサービスを入れるべきなのか、分からない。すぐさま老人ホー

ムやグループホームというわけにはいかない。本人も望んでいない。デイサービスだって、利用

したところで、生活の不安は解消されない。彼は毎日、徘徊を繰り返しているから、危なくて仕

方がない。 

 それでこの男性の行動をマップにのせてみようと考えたのだ。 

 彼の徘徊ルートを洗ってみると、まず一つのルートが、家の東側で友人とのグランドゴルフを

楽しむこと。もう一つのルートが、自宅の周辺。ここで彼の姿が見えなくなると、八百屋や薬局

から家族に連絡が入るようになっている。 

もう一つは、自宅からやや離れた方へ歩いていくが、その入り口にある中華料理店で食事をす

る。食事の後、西の方へずっと歩いていって、最後にパチンコ店にたどり着く。ここが最後の落

ち着き先で、気が済んだら家へ帰ってくる。ここに来なかったらパチンコ店から家族へ連絡が来

るようになっている。また、彼の徘徊ルートにあるケアプラザのスタッフも、時々彼の自宅に立

ち寄り、様子を見ていることも分かった。近くに住む自治会長も、彼の様子を見守っていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ご覧の通り、「完璧な見守り」とまではいかないが、ある程度、彼が安心して徘徊してもいい

環境が、善意の住民の連携で出来上がっているではないか！ これなら、今すぐ何らかのサービ

スを入れる必要はない。 

 

 

 

 

パチンコ店 

ケアプラザ 

Ｓさんが通うパチンコ店 

Ｓさん宅にときどき立ち寄り訪問 
Ｓさんが立ち寄る店。 

姿が見えなくなると 

家族に連絡が入る 

薬局 

Ｓさん家族 

Ｓ さ ん

自治会長宅 

広場 

Ｓさんが友人と 

グランドゴルフを楽しむ 

中華料理店 

八百屋 

・・・認知症のＳさん宅 

・・・Ｓさんの家族宅 
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⑵「当事者をサービスの手からご近所へ返す」自立支援作戦 

 福祉サービスが充実するほど、要援護者はご近所の外に連れ出されてしまう。要援護者がサー

ビスの手に渡るほど、住民の出番はなくなり、助け合いの意欲は失われていく。当事者も「住み

慣れた自宅や地域で生きたい」欲求の実現を阻まれている。再び彼等を地域へ返していかねばな

らない。 

１ デイサービス利用者をご近

所に返す 

①ご近所にミニデイを起こさせ、利用者をそちらに返す 

②地域のグラウンドゴルフやサロン等へ返す 

③利用者の地元で「サービス」を組み立てる 

２ 老人ホーム入所者をご近所

や自宅へ返す 

①里帰りさせる 

②ご近所密着―入所者を地元の施設へ移す 

③逆デイ―入所者の地元で昼間を過ごさせる 

④家族と交代で引き取り 

⑤住民のサロン等に参加させる 

⑥老人ホーム自体を分散配置 

⑦自宅復帰させる―住民の支えにゆだねる 

⑧小規模多機能ホームと連携 

３ 障害者施設の入所者をご近

所へ返す 

①ご近所の近くのグループホームへ 

②入所からデイサービスへ切り替え 

４ 授産施設、作業所の利用者を

ご近所に返す                                              

①ご近所の人たちで仕事を世話してもらう 

②ご近所ごとに拠点を設けて「ご近所授産」を働きかける 

③障害者の個々の能力を開発 

５ 児童館の子どもをご近所に

返す 

市に数ヶ所の児童館に子どもを引き寄せるのでなく、ご近所

や町内ごとに住民の手で健全育成が行われるよう働きかけ 

①各ご近所、町内で子どもの健全育成に携わる住民を支援 

②自宅開放で「小さな児童館」を実践している家を支援 

③ご近所、町内ごとの健全育成の課題を住民に提示 

④そのための「ご近所拠点」を設ける（自宅開放の家など） 

６ 老人福祉センターの利用者

をご近所へ返す 

①ご近所、町内ごとに高齢者の居場所、生きがいの場を支え

合いマップづくりで探し出す 

②高齢者の足元の居場所、生きがいの対象を充実させる 

③高齢者の相談活動をご近所、町内で実践している人を発掘

し、その活動を支援 
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■認知症の人が地域を歩き回っている 

⒓「徘徊」にどう対応するか？ 
「認知症の人が徘徊して家族や地域住民が対応に困っている」という話がよく出る。地域で生き

ていきたいという当事者の意思を尊重しなければならない。しかし危険もある。 

⑴「徘徊マップ」をつくってみたら… 

 群馬県のある町。商店街を毎日、一人の女性が歩いている。支え合いマップを作ったら以下の

事実が浮かび上がってきた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この女性は毎日、地図の下から上へ上がっていき、一番上の部分で、左に曲がって、その道を

ずっと進んでいく。同じルートを辿っている。と共に、ほぼ同じ店に入っていく。 

 まずは百貨店。店内をぐるぐる回って、たまには買い物もする。次いでパチンコ店、洋服店、

そば屋、食堂、ここでたまに昼食をとる。そして履物店に入っていく。ここが彼女のお目当ての

場所。   

店内の奥でサロンが開かれている。認知症の女性も仲間に入れてもらっているという。 

 店主の女性は彼女に毎日、弁当を作ってあげている。それだけではない。認知症の彼女が毎日

のように「お金がなくなった」と言ってくるので、探してあげる。彼女はこの店に１回２時間程

度いる上に、毎日６回も立ち寄るという。 

 ここを出た後は、写真店や荒物店、八百屋さん等に入った後、次の立ち寄り場へと去っていく。 

これらの店を一通り訪れてみたが、いずれも親切な店員で、彼女はそういう店ばかりを選んでい
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た。 

⑵一人の認知症の人に地域ぐるみで関わってみる 

 マップをご覧いただきたい。この地区を１人の女性（８０代・認知症）が約２キロの道のりを、

日に２回散歩している。最近はやや疲労気味のようでもある。目的地はお地蔵様で、そこにお参

りをする。お上げする物を誰かが見ていたら「たわし」だったりして、認知症であることは明ら

か。 

その途中、ダンプが猛スピードで走っている大通りを横断しなければならない。今はもう信号

無視というから、よく事故が起きないものだと、まわりの者はヒヤヒヤしているらしい。もう一

つ、側溝がある所も危険箇所だという。この話を持ち出したのは、担当の民生委員（★印）で、

さすがに気になるので、自宅の近くに来たときは気をつけている。２軒は、「今、うちの近くを

通ったよ」と電話をしてくるという。（マップ上に記載） 

 今までは大丈夫としても、これからも大丈夫とは言えない。ならば、この人に取り付くことを

「助け合いのご近所」づくりのきっかけにしたらどうか、ということになった。作戦はいくつか

ある。 

 

❶徘徊のルートで、①Ａ子さんに気付いている人、②様子を見ている人、③気づいてはいないが、

一応接点にはいる－例えば、この道をウォーキングしている人、毎日車を走らせている業者、通

学している生徒、道端で畑仕事をしている人、道端にある店の主、窓からよく外を見ている人な

どに該当する人を徹底的に探し出す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❷手分けをして、Ａ子さんの散歩ルートをすべてチェックする。どれだけの人がＡ子さんのこと

に気付いて様子を見ているか、または接点にあるかを、マップにのせていく。 

Ａ子さんの「散歩」ルート（１日２回、約２㎞） 

（本人と嫁） 

◎ 
デイの準備手伝い 

食事届け 

自宅 地蔵様 

連絡者

民生委員宅 

目的地 

第２危険箇所 第１危険箇所 

往
路

 
帰

路
 

（側溝） 

（Ａ子） 

往
路

 

帰
路
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❸家族、自治会、老人会、警察などと接触して、それぞれＡ子さんのことをどの程度意識してい

るか、何らかの関わりをしているかを確認する。 

❹それらの情報をもとに、彼女の歩行ルートどことどこが見守られていて、どことどこに空白が

できているのかを特定する。 

❺特に危険箇所については、念入りに接点にある人を探し出す。 

❻Ａ子さんの見守りに（日々の生活や業務の中で）参加する人たちで見守り連絡会を開き、どう

いう点を心得たらいいかを確認し合う。Ａ子さんの症状の進み具合も知らせる。何か異変を察知

した場合にどうすべきか、どこのだれに連絡すべきかも知ってもらう。 

❼この人たちが実質上の「認知症サポーター」なのだから、ついでに認知症について知ってもら

う。 

❽Ａ子さんはあまり意図的に見守られることは好まないようなので、これらの活動はなるべく水

面下で行わなければならないのだが、その制約の範囲内で、Ａ子さんのことを地元の人たちみん

なで見守り、支えていこうという気運をつくる。 

❾これらの行動を推進していくグループ（チーム）をつくる必要がある。大学のゼミが、ぐるみ

で動いてくれると助かる。学生のフィールドワークのテーマにしてもらうなど。それが無理なら

関連組織が連帯してすすめるしかない。 

❿Ａ子さん支援の活動が一段落したら、認知症対応、特に徘徊対応について蓄積してきたノウハ

ウをマニュアルにまとめるといい。他の認知症の人が出てきた時に、これを応用できる。 
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［事例］家族と住民の対話集会を仲介してみたら… 

（新潟県胎内市社会福祉協議会・地域福祉係長・佐藤純子） 

当市でも、年々高齢化が進み、その中でも認知症高齢者が占める割合も多くなっています。そ

こで、認知症への地域での見守り等について、ごく最近の取り組みを報告いたします。 

地区住民と一緒に支え合いマップづくりを進め、取り組み課題が抽出された。その結果、「認

知症にやさしい町内」にしようと地域の皆さんと取り組みを始めた。 

 

■マップで認知症の家と徘徊ルートを特定 

参加メンバーの個人的な助け合いの実態を調べる過程で、認知症の方をマップに落とし込む作

業をした結果、当面の見守り対象者が６名いることがわかった。その後も、認知症とみられる方

や彼らの徘徊ルートなどを地図に落とし込んでいったら、対象者が８名と増えた。 

この方たちへの具体的な関わり方を学ぶために認知症サポーター養成講座を開催しようとな

ったが、その前に、個々のケースに対して周りの人たちがどのように関わり、見守っているのか

を確認してみたら、意外と多くの皆さんがこの８人の見守りをしていたことがわかった。 

 

■養成講座に認知症の家族も参加していた！ 

そこで、認知症の人に関する一般的な知識や関わり方を伝える認知症サポーター研修ではなく、

実際に地元におられる８人の対象者の事例をもとにした講座をしようと考え、地域包括支援セン

ターに依頼したが、個人情報の壁にぶつかり、事例は個人が限定されないような内容で対応を考

えるものとなった。 

講座終了後に開いたグループワークで、講座に認知症を抱えた家族が４人参加していることが

分かり、びっくりした。区長に尋ねたら、せっかく皆で認知症の人のことや見守りのあり方を学

ぼうという機会なのだから、参加してはどうかと、各戸を回って説得したという。 

 

■住民は見守り状況を、家族からは要望を 

結局、参加してくれたのは４家族であったが、このグループワークで本人の話が出されること

を承諾してもらい、地域の皆さんの見守り、関わり状況を伝え、一方、家族の方も本人の状況や

家族としての要望を出し、「今まで通り見守ってほしい。なにかあったら電話で連絡してほしい」

と述べられた。 

偶然生まれた住民と家族の対話集会で、地域の皆さんが見守りを意識的に行っていることを再

認識できたし、家族も地域の皆さんが一定の見守りをしてくれていたことを実感できたのではな

いか。 

今回の対象者の中には、介護保険サービスを利用している方もいた。地域の皆さんがこのよう

に対象者のことを気にかけ、日々見守りをしてくれていることを、このケースを担当している介

護支援専門員は知っているだろうかと、気になってきた。 
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■認知症の人を迷惑がる風潮がある 

⒔認知症への理解を深めるには？ 

⑴認知症理解推進の基本的なあり方 

①認知症をネガティブに捉えない環境づくり 

 認知症になったらアウト、といった見方や言い方を極力排し、認知症になっても誇り高い人生

が送れるのだという発想を広げることだ。 

 

②誇り高い人生をおくる本人を見せる 

 認知症の人自身が「自分はこんなに誇り高く生きている」ということ（見本）を周りに見せる

ことがもっと重要だ。イギリスの元首相のサッチャー氏が二十年間を認知症として過ごし、最近

亡くなったが、国民はその堂々とした生きざまに感銘を受けた。 

 

③まずは認知症を隠さないこと 

 とにかく「理解推進」はここから始まる。自分は認知症だと宣言し、本人が公衆の面前に現れ

ること。隠すということは、本人や家族が認知症をネガティブに捉えているということであって、

それがそのまま周囲に伝染する。サポーターや関係者も、認知症をポジティブに捉えるようにし

ないと、「かわいそうな人だから皆さんで支えてほしい」といった言い方をするほど、住民はネ

ガティブに捉えるようになる。 

 

④認知症でも人のために尽力できることを示す 

 ただ人に支援してもらっているというイメージを与えると、やはり「かわいそうな人」という

イメージは消えない。認知症でもボランティアをしている、つまりこれだけの力があるのだとい

うことを示すことが、ポジティブな理解を助けるのだ。 

 

⑤認知症でもこんなハイレベルの生き方ができるということを 

 サッチャー氏は最後は世界最高級のホテル「リッツ」のスイートルームで過ごし、そこで亡く

なった。週に一度はプロのヘアスタイリストを呼び寄せて髪をセットし、ドレッサーを従えてい

た。イギリスの悪名高い大衆紙の記者も、公園で見かけた彼女を盗撮してこう記した。服装は「そ

のままオペラに行かれるような完璧さ」で、「威厳があって、エレガント、そして素晴らしく生

き生きとしていた。鉄の女は健在だった」。つまり、「並みの」ではなく、「並外れた」外見や生

き様で周りの人を圧倒するぐらいで初めて、正しい理解は進むということなのだ。 
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■施設に入所しなくて済むために 

⒕在宅維持のためのそれぞれの役割 
 

誰もが施設に入所したくないが、その時になれば仕方がなかろう－と思っているのではないか。

しかし現実には施設入所自体も難しくなりつつある。意外なことだが、要介護になっても在宅で、

という福祉の理想へ向けての環境が整いつつあるのだ。在宅維持のために、各自がどのような役

割を果たしたらいいのかを整理してみた。 

 

①「自宅にいたい」と強く主張できるか？－要介護の本人の努力目標 

 まず①要介護の本人が「私は自宅に住み続けたい」と強く主張しなければならない。大抵は子

どもの意見が通ってしまうし、本人も諦める。足元に特養老人ホームがあるが、園長に「本人は

どういう理由で入所したのか」と聞いたら、ほぼ全員が「わしがあきらめればいい」と言ったと

いう。 

 在宅に執着するには、私は要介護になっても豊かな生活は譲れないと強く念じなければならな

い。ただ生きていればいいというのであれば、施設の方が安心だ。 

 

②「地域に支えてもらおう」と思えるか？－家族の努力目標 

次いで家族の方だ。一つは本人の意向を尊重しようという寛容の精神があるか。もう一つは、

地域の支援を求めようとするか。介護を自分だけでやろうとするから、ストレスが高まるし、い

ずれは行き詰ってしまう。どうしても「地域の支援」が必要である。 

 これには一定の期間、準備作業が必要である。介護を手伝ってくれる友達を作るには、若い頃

からそういう作戦で行かねばならない。地域関係も密にしておかねばならない。 

 

③要介護者を支える力量を備えているか？－地域住民の努力目標 

 地域の側にも、そういう要介護者や介護者を支えようという機運が生まれなければならないし、

その能力が備わっていなければならない。 

①ご近所で助け合いが行われること、②有償サービスができていること、③家庭介護の経験者で

介護サポートの機運やグループができていること、④ミニデイのように、軽度の要介護者を受け

入れるサロンのような活動ができていること、⑤ＮＰＯでなくてもいいから、移送などのサービ

ス活動が生まれていること、⑥老人クラブや趣味グループが要介護者も受け入れるような体制が

できていること、⑦町内に福祉推進の組織ができていること、またそのご近所組織もできている

こと、⑧世話焼きさんがご近所内で活躍していること、また活躍できる環境があること。 
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④住民に介護で協力を求める気があるか？－関係機関や事業所の努力目標 

 次は事業所や地域包括支援センターなどの関係者の役割だ。住民がこういう面で活躍するには

どうしても事業所や関係機関の協力が欠かせない。住民のもとに出向いて、住民と一緒にケア会

議を開き、彼らの活動を後押しする必要があるのだ。ヘルパーなども、枠外のニーズについて住

民に情報開示をするとともに、協力を求めていかねばならない。そうでないと住民は対象家庭に

踏み込んでいくことはできない。 

 

⑤在宅者や住民活動を支える気があるか？－施設側の努力目標 

 施設側にもやるべきことがある。在宅で頑張る家庭に、いろいろな支援ができるはずである。 

 例え施設に入所しても、在宅生活を一部でも継続できるようにすること。昼間は地域のグルー

プに加えるような便宜を図るとか、頻繁に里帰りできる、地域の人たちが気軽に施設を訪問でき

るなど。それには、施設が実家の近くにあることが条件になる。 

 入所しなくても、緊急時には入所させてもらえるとか、時々預かってくれる等の柔軟な対応を

すれば、在宅でがんばれる。一カ月交代で家族と施設が介護する方法も実行されている。 

 本人、家族、地域、事業所、施設の５者について、どう変わればいいかを並べたが、いずれも

かなりの難問である。これらのハードルを取り払う作戦を練っていく必要がある。 

 

 

 

要介護者 

３ 地域 

（本人） 

介護者（家族） 

「介護者を支えよう」 

①ご近所の助け合い 

②有償サービス 

③介護サポーター（介護経験者） 

④ミニデイ 

⑤（ＮＰＯ）各種サービス（食事） 

⑥老人クラブ、趣味グループ 

⑦町内会福祉部活動 

⑧世話焼きさん 

５  

「後方支援しよう」 

①１ヶ月交代で 

②在宅生活支援 

③逆デイ 

④里帰り 

⑤待機者対応（ボランティアが） 

⑥地域分散型ホーム 

⑦ショートステイ 

⑧緊急入院（後方施設） 

施設 

４  関係機関 

事業所 

「住民と連携しよう」 

１  本人 

「自宅にいたい！」 

と明確に意思表示 

家族 ２  

①地域に助けを求める 

「本人の意向を尊重しよう」 

在宅維持のためのそれぞれの役割 



 

 

第４章 

障害者を 
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⒍診断を受けさせたら却って能力開発が遅れる？―診断をプラスに生かすには？<116> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地域で支える 
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<序>「障害者を地域で支える」の留意点 

 

⑴障害者は地域で孤立している 

地域の障害者は「孤立」状態にある。住民は、足元の障害者に関心を持たず、障害者家庭も接触

を拒んでいる。救われないのは本人である。双方が歩み寄って交流のきっかけがつかめないものか。 

 

⑵地域から隔離された施設や学校で育つ悲劇 

 障害者が孤立しているのは、当然のことであって、小さい頃から、地域外の学校や施設へ入れら

れて、足元の子どもと交流する機会さえ与えられていない。中年に達した頃、ようやく地域へ戻さ

れる。その時は、地域住民には「見知らぬ人」と同じ状態になっている。 

 

⑶障害を抱えても豊かに生きたい 

障害者についてマップ作りで聞くと、「大丈夫」「親が一緒にいるから」といった答えが返ってく

る。大事なことは、本当に人間らしく、豊かな生活をしているかということなのだ。 

障害者に豊かな生活を、という視点が関係者にも住民にもない。豊かな生活とは、それなりの収

入があり、地域グループに加わり、ボランティアをし、できれば結婚ができることを言う。 

 

⑷持っている能力を伸ばすことに力点を 

まず障害者の潜在能力を開発することが先決だ。今の障害者の作業所や学校を含めて、障害者の

能力開発に力を入れている所はない。健常児自身も同じ状況に置かれている。障害者を見ると、ま

ずその障害の部位に関心が向き、その人が持っているかもしれない能力に目が向かない。 

 

⑸障害者に特別に有利な条件を 

 障害者の能力開発に求められるのは、障害者に特別に有利な条件を優先的に与えようという姿勢

である。もともと大きなハンディキャップを抱えているのだから、健常者と同じ条件で競わされた

のでは初めから勝負にならない。ゴルフで「ハンデをつける」という言葉があるが、障害程度に即

した「ハンデ・いくつ」が適用されるような社会を作っていかねばならない。 
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■地域の障害者が気になる。仕事も趣味もふれあいもない。 

⒈「障害者に豊かな生活を」とは？ 
 住民も活動家も高齢者への福祉には熱心だが、概して障害者にはあまり関わっていない。授産施

設などからも見放され、老親と引きこもっている知的障害者もいる。 

 彼等に必要なのは「見守り」ではなく、地域のグループに仲間入りさせたり、異性の友達を紹介

したり、仕事を提供したりすることであり、概して人間らしい豊かな生活を保障しているか、とい

うことである。これには住民の関わりが欠かせない。 

 

⑴「人間らしい豊かな生活」保障の基本的なあり方 

 人間らしい豊かな生活獲得の要件 解説 

① 福祉の指標を「安全保障」から「豊かな生活」

支援へレベルアップさせる必要がある 

「親と一緒だから大丈夫」という発想から抜

け出る必要がある 

② 「障害者」に対する見方を変えていく 障害はただの個性にすぎない。障害福祉は個

性を大事にする社会作りの一貫であること 

③ 障害者のハンディキャップを補完する高級資

源を優先的に投入する 

「チャリティ」から「フェアネス」（公正）の

福祉へ転換 

④ 障害への救済よりも、潜在能力を開発する方へ

方針転換を 

福祉は「救済」よりも「能力開発」であるこ

と。ポジティブ・ウェルフェアの普及へ 

⑤ 日本社会全体が人間の能力開発にもっと力を

入れること 

受験対策と就活で大事な青春を浪費させられ

ている 

⑥ 障害者の能力開発と並行して、人並みの雇用を

実現すること 

「月給一万円」が当たり前になっている現状

の異常さ 

⑦ 障害者を地域のふれあいの輪に迎え入れるこ

と 

子ども会も青年団も障害者を仲間入りさせる

ことを考えていない 

⑧ 障害者同士が助け合えるよう、セルフヘルプグ

ループづくりを盛んにする 

一部の障害者だけの活動になっている。これ

を普及させねばならない 

⑨ 障害者も地域社会に貢献できる機会を提供―

町内会などにも参加 

ボランティアグループにも仲間入りさせよ

う。町内会活動にも 

  

 

 



 104 

⑵個々の障害者のイキイキ度を測定しよう 

 地域の障害者が本当に人間らしく生活を送れているかと言えば、そうとは限らない。そこで障害

者一人ひとりについて、豊かさダイヤグラムにのせてみて、支援すべき課題を考えてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④家族・夫婦 

③趣味・学習 

②健康 

①収入・仕事 

⑤友だち 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 
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● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

（人のために） 

⑥ボランティア 

収入・仕事 

健康 

趣味 

家族・夫婦 

友だち 

ボランティア 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

現状 課題 

さんのイキイキ度 
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＜参考＞障害者のごく一般的な「豊かさ」状況 

 一見、特別不自由な生活をしているわけではないが、「豊かさ」ダイヤグラムにのせてみると、

このように「貧しい」ということが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④家族・夫婦 

③趣味・学習 

②健康 

①収入・仕事 

⑤友だち 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

● 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 
● 

● 

● 

● 

● 

● 

（人のために） 

⑥ボランティア 

収入・仕事 

健康 

趣味 

家族・夫婦 

友だち 

ボランティア 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

現状 課題 

 

知的障害の○○さん（５０歳・母と同居）のイキイキ度 

 

仕事はない。収入は障害年金の

み。 

とにかくパートでもいいし地域の人が 

アルバイト的に仕事を提供できないか 

普通。特別悪いところはなし。 

特別になし。 

親と同居、結婚の経験なし。 

地元にはいない。 

人に役立つことは特別やって

いない。 

他の項目が充足されれば、もっと元気 

になる。 

趣味グループに仲間入りさせられない 

か。隠れた趣味を掘り起こし、磨く。 

もし結婚が難しいとしても、異性の 

友達を作れないか。 

地域のグループが受け入れられないか 

障害者同士の交流もいい。 

グループ活動の中で人の役に立つ 

チャンスも出てくる 
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⑶ハンディのある人には「ハンデをつける」 

 ゴルフだと、市民がプロと互角で渡り合うために、「ハンデ」を適用する。ハンディのある人に、

特別有利な条件を与える。欧米では「フェアネス」と言う。障害者に必要な扱いはフェアネスだ。 

■「下駄をはかせる」ことの効用 

「ゲタを履かせる」という言葉がある。素足で背丈を比べると勝てなくても、ゲタを履けば、その

分、相手と肩を並べることができる。だが「ゲタを履かせる」ことを、日本人は好まない。 

 埼玉県で障害者の作業所で作られている焼き菓子のコンテストが開かれた。主催者は「パレスホ

テル大宮」。２３団体が競い、プロの料理人の審査員と来場者の投票で優勝者を選ぶ。優勝した製

品は「パレスホテル大宮」で受託販売されるほか、優勝と準優勝には「ホテル推奨」の称号を贈る。 

 仕掛けたのは「パレスホテル大宮」の洋食レストラン統括料理長の毛塚智之さん。障害者たちの

作業現場を見て、これなら商品力で勝負できると見た彼は、民間企業として継続支援を始めた。 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 さて、毛塚さんという一流料理人と一流ホテル「パレスホテル大宮」という高級資源の手で、ど

のように「ゲタ」が履かされたか。 

〔図１〕のように、彼らの協力がないと「健常者」と「障害者」の差はあまりにも大きい。そこで、

〔図２〕のように、４種の「ゲタ」が履かされた。１つ目が、一流料理人の技術指導。２つ目がホ

テルによる「ホテル推奨」マーク。３つ目が、一流ホテルでの製品の販売。４つ目が一流ホテルの

雇い上げ。それがマスコミによって報じられることで、「ハク」がつけられた。つごう５種類の「ゲ

タ」が履かせられた。  

 

 

健常者 

障害者 

健常者 障害者 

①技術指導 

②ホテル推奨 

③ホテルで販売 

④ホテルで雇用 

マーク 

高級 
資源 

ゲタを履く前 ゲタを履いた後 

〔図１〕 

■５つの「ゲタ」で健常者並みに 

 

［図２］ 
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■その人に向いた仕事がある必ずあるはずだ 

⒉障害者の能力開発をどう進めるか？ 
 障害児者が持っている天性の資質を一人ひとり丁寧に掘り起こして、その能力を育てていく活動

が必要だ。ともすると、相手の障害の部分にばかり目を奪われていて、その人に潜在している能力

を探そうという気がない。障害そのものだって、見方を変えれば才能かもしれない。 

 

⑴障害は、もしや能力（才能）ではないのか？ 

①障害は才能だった 

「障害は個性」という言い方がよくされてきた。それぞれの“障害者”の抱えている“障害”はそ

の人の個性の一つなのだと。ところが、「個性」以上の主張が現れた。障害はなんと才能なのだと。 

 自閉症者のそうした「個性」を社会が生かすか無視するかで、ただの個性か才能になるか、違っ

てくる。「細部がすべて見えてしまうし、それが気になる」特質を生かして、「でき上がったＴシャ

ツのロゴに、シルクスクリーン印刷のミスがないか検査する」部門で自閉症の人が活躍していると

いう。「会社の報告書を製作するときは、表紙と裏表紙を短時間で正確に見分ける能力が要求され

る。普通の人が見ると、表も裏もそっくりだが、自閉症の従業員はいつでも表と裏の区分けができ、

しかもあっという間にする」（「動物感覚」テンプル・グランディン。ＮＨＫ出版）のだと。 

 

②「障害を能力と見る」とは？ 

 潜在能力を発掘する大事なポイントは、「残有能力」をさがすのでなく、今「障害」とみなされ

ている部分に光を当てて、視点を変えれば能力ではないのかと見直すことである。 

 一見「障害」 実は能力だった？ 

① 細かいことが気になる。「天井のシミが気

になる」とか。細部への異常な関心 

→小さな部分の精度を求められる仕事に向いて

いる（印刷所で印刷ミスを発見） 

② 同じしぐさを飽きずに繰り返す 一つの作業を継続する仕事に向いている 

③ 一つ所に落ち着けない（じっとしていら

れない）多動性障害 

→エネルギッシュということ。移動しながら気

分転換するからアイデアが出易い 

④ 音や色に敏感 →これを生かせば画家や音楽家になれる 

⑤ 視力に障害がある →その部分の感覚が鋭くなっている。この感覚

能力を生かせないか 
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⑵「能力開発チーム」の活動のあり方 

 地域の障害者一人一人の潜在能力を専門的に開発するチームを作ったらどうか。 

 チームの活動のあり方 

① まず本人を２４時間観察している人がいること 

親は最大の要員なので、その自覚を持つ必要がある 

② 障害者の作業所の職員、小中学校の教師なども日常的に観察していく必要がある 

作業所は同じ作業を一律に障害者に任せるのではなく、能力を発掘することに主眼を置く 

③ 社会の第一線で活躍している人たちが「チーム」に何らかの方法で加われないか 

しかも様々な分野の人材が、障害児者を観察する必要がある 

④ なるべく小さい頃から観察する必要がある 

できれば幼児期から観察を始める 

⑤ ヒントが見つかったら、それを試していく工程もチームの活動に組み込む 

地域の企業が試験的に受け入れてみるとか 

⑥ その能力を試させてくれる職場などの受け皿を開拓する 

「同じ作業を繰り返す作業を試しに障害者にやらせてみよう」といった企業を開拓するのだ 

 

⑶チームの構成のあり方 

チームの柱になるのは、２４時間本人と接触している家族。この観察が元になって、これに作業

所や小中学校での観察を合わせて能力のヒントを発見する。さらに社会の第一線で活躍している人

たちが直接本人を観察するなり、「作品」を見るなりして、より具体的な「能力」を見出す。その

上で、受け皿になってくれる企業がその能力を試用してみる、という段取りになるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

協力企業（受け皿） 

授産施設 

小中学校 
家族 

NPO 

作業所 

協力人材（能力発掘） 
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■「おこずかい」程度では自立ができない 

⒊自立できる収入が得られるには？ 
 作業所で、誰でもできる手仕事をやって月１万円の「お小遣い」ではどうしようもない。障害者

を本当の人間として扱うような雇用づくりが求められる。 

 

⑴雇用創出の方法 

 雇用創出の要件 解説 

① まず個々の障害児の潜在能力の開発 幼少期から長期間かけて続ける。 

② 能力が生きる仕事を社会に提示 仕事に障害児を合わせるのではなく、障害児

個々の能力を生かせる場を企業から探し出す 

③ 障害児の能力をかさ上げする専門家の支援 障害者の菓子作りに高級店のシェフが協力 

④ 職場への適応のための応援者の存在 「ジョブコーチ」「保護者」 

⑤ 障害者の個々の能力が生かされる職場開発に

協力的な経営者の存在 

障害者を戦力として期待している経営者 

⑥ 障害者の能力を開発し、売れる「商品」づくり

に協力するグループの存在 

デザイナーや各種技術者など、特別な技術を

持っている人たちに期待 

⑦ 障害者の能力を生かして「起業」を支援するグ

ループの存在 

経営コンサルタントや中小企業の起業を支援

している人たちに期待 

⑧ 障害者の特殊能力を開発して、フリーで生きて

いけるよう支援する 

障害関連の知識と企業経営の双方に詳しい人

物を発掘 

 

⑵障害者を「戦力」化する方法 

「障害特性を生かした雇用」が広がっている。「障害者をただ雇用するのでなく、戦力化しよう」

という企業社会の新しい流れの中で生まれた発想だ。戦力化にはどんな努力がなされているのか。 

 ❶障害特性に注目し、プラスに生かしていくやり方。 

「こだわり」を持つ重度知的障害者は花（商品）の栽培が丁寧にできる、聴覚障害者は印刷機の騒

音の中でも集中して作業ができる。 

❷仕事を細分化することで、小さな「得意」も生かしていく。 

作業の工程を細かく分解することで、障害者それぞれの「得意・不得意」を反映させた分担作業

を行う。 

「スワンベーカリー」で働くある知的障害の青年は、包装箱の組み立て方がなかなか覚えられなか 
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ったのだが、３ヶ月と３日後、ついに箱作りができるようになると、そこからがすごかったという。

１日ノンストップで２６０個も作ってしまう。彼には「反復作業が苦にならない」という健常者に

はない長所があったからだ（北海道新聞）。  

❸障害を持つ従業員が与えられた仕事をこなせない場合、能力の問題ではなく、設備ややり方がそ

の人に合っていないことが多い。そこで「こうすればできる」という改善策を見つけてあげるのだ。 

チョークメーカーの日本理化学工業では、文字や数字を「色」に置き換えたり、専用の検査治具

を開発するなど、半世紀前から知的障害者の潜在能力を引き出す創意工夫を重ねてきた。  

❹障害者の活躍の機会を広げるため、顧客（社会）にも協力させる。 

「ＪＲ東日本リテールネット」（旧キオスク）では、「雪苺娘」という菓子店の接客を聴覚障害者に

任せている。客が来ると、女性店員が満面の笑みでボードを差し出す。「この店は耳の聞こえない

スタッフが担当しています。ご協力下さい」。注文はタッチパネル方式で行う（朝日新聞）。 

❺本人が興味を示した仕事を思いきって任せてしまい、支援する。 

埼玉県越谷市の「マルキュウ」というリサイクル会社は、飲料容器の分別に知的障害者たちが携

わっているが、ある手先の器用な１人が、重機にとても興味を示していることに気がついた。先代

の社長が免許の取得を勧めてみると、本人はやる気満々。そこで就業時間前に毎日社長がマンツー

マンで指導し、家で父親と学科の勉強を続けた結果、１年後に見事合格。今では様々な重機の操作

をこなし、他の従業員よりも上手いのではないかというほどの腕前だ（高齢・障害者雇用支援機構

の事例集）。 

 ❻有能な障害者を生かすため、コーディネーター等を配置してサポートする。 

沖電気の特例子会社「沖ワークウェル」では、高度なＩＴ技術を持つ重度障害者を多数、在宅勤

務で雇用している。秘訣は有能なコーディネーターの配置（同上）。 

障害者の 

能力を 

生かす 

① 

障害特性を 
プラスに生かす 

⑥ 

コーディネーター 

などを配置 

② 

⑤ ③ 

仕事を 
細分化する 

④ 

「こうすればできる」 

 
方策を見つける 

 
顧客（社会）にも 

協力させる 

本人の興味に 

乗る 
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⑶「ご近所授産」のすすめ 

 障害者は授産施設を卒業すると、一生仕事のない状況が続く。ならばご近所で仕事を作り、そこ

で働ける方がいい。ご近所で障害者の仕事を創り出す。それを授産施設が支援するのだ。 

①「ご近所授産」へ授産施設の役割シフト 

 ご近所が障害児者の授産を担うとなると、今の授産施設はその役割を大きく変えることになる。 

 授産施設の役割 具体案 

① 障害者のいるご近所から授産項目を発掘 ご近所の産業で障害者の仕事になるものを発掘 

② 障害者の能力発掘 一人一人にどんな能力があるか点検 

③ 障害者の能力に合う仕事をご近所から探す 両者を結び付ける 

④ 障害者の能力からできることをご近所に PR  協力家庭、企業を公募 

⑤ 「ご近所起こし」で仕事の開発 ご近所の特技を生かして仕事を開発。 

⑥ 障害者の他のご近所でも雇用機会を探す ご近所でない場合は、町内、地区圏域へ広げる 

⑦ 施設の仕事を障害者のご近所へ持込む そのご近所の名物産業にしてしまう 

⑧ 障害者の能力と仕事の開発に注力。 そのために専門家の協力を得る 

 

②「ご近所授産」へ、ご近所の役割は？ 

 ご近所はやり方次第で障害児の潜在能力が発見しやすい。ご近所の役割は大きい。 

① 障害児を子供の頃からご近所全体で観察し、潜在能力を探る 

ご近所の住民各自の「発見」を集約 

② 小さい頃からご近所で細かい仕事を担わせてみる 

家事手伝いや庭の草取り、畑の耕作、小中企業があればアルバイト程度を 

③ ご近所起こしで特産物を製作したりした時、障害児の雇用の可能性を探る 

④ 障害児の能力を生かしたご近所での事業起こしも考えてみる 

障害児の能力がまずあって、それを生かした事業起こしを考える 

⑤ ご近所の子ども全員についても同じように能力開発を継続的に実行する 

健常児と障害児を一緒にした能力開発活動にしていい 

⑥ ご近所内の障害児の親が共同で能力開発 

これにご近所の芸術家や企業などが協力する 

⑦ 障害児を同じ地域の学校で健常児と交流させる。 

それによって障害児の能力が発見しやすくなる 

⑧ ご近所内の子ども会など、子どもたちのふれあいや活動の輪に障害児も必ず受け入れる 

そうすることで、子どもを含めたご近所全員で能力発見できるようになる 
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■障害への関心・理解がなかなか進まない 

⒋「障害」への理解を深めるには？ 
 小さなものも含めれば、誰でも何らかの「障害」を抱えている―と言ってもいいぐらいの時代に

なったが、それでもまだ障害児への理解は深まったとは言えない。 

 

⑴障害への理解を深める方法 

① 子どもの頃からごく普通に健常児と交流させる 

小学校でもご近所でも 

② 障害児者福祉をとびきりハイレベルに引き上げる 

健常者がうらやむ水準に 

③ 障害児を施設に入れさせない 

あくまで地域で普通の生活を 

④ 障害児者を、地域から隔離して作業所や授産施設などへ通わせない 

１人でもいいから地域に帰ってみることを 

⑤ 障害児がそれぞれ本来持っている能力を発揮している姿を住民に見せる 

それを見れば偏見も消えていくはず 

⑥ 障害者が豊かな生活を謳歌している姿を住民に見せる 

それを家庭だけでなく住民全員で応援する 

⑦ 障害者がその能力で地域社会に貢献しているところを住民に見せる 

これも住民の努力次第（障害者の能力発掘と活用を実践してみせる） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵防災と絡めた「障害者理解」 
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 災害が頻発している。避難支援訓練の際に自治会内の障害者の避難支援の必要が出てくる。そこ

であらためて、支援すべき障害の特性を把握するとともに、支援する場合はどういう点に留意すべ

きなのかを考えることになる。防災を契機に障害について考え、理解を深めることができる。 

 

①初めて車椅子を押した 

 埼玉県の某市で防災関連の集会が開かれた。実質はモデル自治会が避難訓練を実施した報告会で

あるが、その中で興味深い報告があった。町内会の要援護者を避難所へ運ぶ訓練も含まれている。

その中で町民は、車椅子を押したり、担架を持つといった初めての体験をした。 

報告書の中にこんなくだりがある。坂道では車椅子から転げ落ちそうになった。次回からは、坂

道では支援者が坂の下に来るように車椅子を押す（引く）必要があることがわかった、と。「その

車椅子では通れない箇所があることがわかった」とも。 

 

②防災訓練に組み込もう 

 これこそが福祉機関がやって来た体験学習ではないか。自分の地区にどんな障害者や病人がいる

のか―じつは車椅子の人ばかりではないのだ。視力障害者もいる。自閉症の人も、人工透析をして

いる人も、内部障害の人もいる。それらの一人ひとりごとに、避難所へスムーズに連れて行くため

に知っておくべきサポートのイロハぐらいは学んでおかねばならないはずである。 

 

③普段から障害者を話題に 

「取り組むべき」ことは、まだある。「班長は班員の名前や班の地区を把握しているが、他の班員

は知らない人が多い。ならば「防災集会」などと銘打って、班ごとに、班員が頻繁に集まる機会を

つくったらどうなのか。そこで班内の要援護者の情報を交換したり、その人をどうやって避難させ

たらいいかなどを話し合うのだ。「防災」を旗印にすることで、障害者や病人のことを話題にする

ことができる。 

 ただ班内の障害者や病人を話題にするだけでなく、その人のニーズに対応してみると、もっと学

習効果は上がる。町内一斉清掃の時に、公道や公園だけでなく、一人暮らし高齢者の庭の草むしり

をやってあげるとか、リサイクルの日に同じく一人暮らし高齢者のゴミの分別を手伝うとか。 
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■施設職員の暴力を止めるのはだれか？ 

⒌障害者施設ボランティアのやるべきこと 
 障害者施設が地域に理解されているとは言い難い。そこでボランティアがやるべきことは何か。 

⑴施設ボランティアの役割 

① 利用者の声を施設側に伝達 

障害者は自分の意思を表現しにくい。それを見抜く能力も必要 

② 施設処遇の問題を施設側に指摘 

ボランティアが活動中に感じた問題点を 

③ 利用者の豊かな生活設計づくりの手伝い 

一人ひとりのダイヤグラムを作り、課題を提示 

④ 地域での豊かな生活を支援 

施設を出て、地域社会でその人らしい生き方を支援する 

⑤ 地域に障害者への理解を求める―啓発活動 

どういうことが理解を阻んでいるのか、双方の立場を理解した上で 

⑥ 障害者の地域参加を応援―グループの説得、一緒に参加 

施設職員はそこまで手が回らない。一人ひとりの興味に応じて対応を 

➆ 利用者同士の地元での交流を支援 

地元に帰ってから交流する仲介をする。その機会を作ってあげる 

⑧ 家族の会、本人の会作りの支援 

出来ればご近所、町内単位に会づくりを進める 

⑨ 家族への支援 

まず家族の抱えた問題を掘り起こすことから 

➉ 障害者の潜在能力の開発活動 

地域でも施設でも、一人ひとりをていねいに観察しないと発見できない 

⑪ 障害者の地域雇用を後押し 

協力企業を探し、一人ひとりを売り込んでいく 

⑫ ジョブコーチを担当 

雇用された障害者に貼りつくことも 

⑬ 職員による虐待を監視 

障害者の側から聞き取り、事実を確認し、施設側に提起 
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⑵施設職員の暴力から入所者を守る法 

障害者施設での職員による入所者への虐待・暴力が絶えない。どうしたらこれを防止することが

できるのか。職員自らの手では解決できないのだから、外部から対策を講じなければならない。 

 

① 外部組織でオンブズマン制度を立ち上げる。入所者からの訴えを受理 

と言っても、本人も家族も通報したがらないから、仲介者が必要 

② ボランティアが入所者の訴えを聞き届け、施設側や監督官庁に通報 

入所者と施設の双方から信頼されたボランティアが適任 

③ 入所者と職員の双方の訴えを聞き、調整する役のボランティアを配置 

施設で長い間活動し、施設の状況もよく分かっている人が適任 

④ 親の会とボランティアが共同で事件の未然防止を図る 

施設側が自主的に動くことはない。家族もそう。ボランティアが主導する必要がある 

⑤ 個々の入所者に密着するボランティアの配置 

ボランティアは入所者をガードする役割もある。一対一で、ということもありうる 

⑥ 職員に虐待行為をさせない施設管理体制づくりをボランティアと職員で協議 

ボランティアの側から積極的に提起していかないと協議も実現しない 
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■診断を受けさせたら、却って能力開発を遅らせてしまう？ 

⒍「診断」をプラスに生かすには？ 
 子供に障害があるらしいと気づいて、診断を受けさせるというのは、いいことばかりではない。

遅進児の能力開発に関わっている学者が、診断によって“障害児”が次々と増え、彼らが特別支援

学級の方へ送られた結果、かえって潜在能力の開発の機会が失われていると指摘している。 

 

①「障害」と判明すれば、それに沿った能力開発プログラムを提供すべき 

 ディスレクシア（学習障害）支援のＮＰＯ「エッジ」の藤堂栄子さんの話（ＩＢＭ公開の講演録

から）。息子さんは１５歳でイギリスへ行ったが、留学先の学校から「息子さんはディスレクシア

ではないかと思うので検査させてほしい」ときた。検査と言っても治療のためではない。「ディス

レクシアと分かれば、息子さんに合った学習支援ができ、能力を十分に発揮させてあげられますか

ら」と。 

結果、ディスレクシアであったのだが、学校の先生は何と言ったか。「おめでとうございます！」

と言わんばかりの態度で、「彼がすごく頭がよくてキラキラしているのは、ディスレクシアのお陰

だったんです。でも読み書きができないのは、勉強する上で非常に困難を伴いますから、こういう

支援をします」という感じで、ディスレクシアに合った勉強法を教える授業を組んでくれたそうだ。 

 

②ネガティブな診断とポジティブな診断 

診断に関わる精神科医は、その子たちにただ「治療」という姿勢でのみ関わろうとする。診断の

結果、障害と共に新たな能力が発見され、それを意図的に伸ばす好機とするのならいいのだが、現

実はその逆である。 

「診断」を精神科医の独占物にしてはならないということだ。診断そのものは医師の役割としても、

その結果をどのように生かすのかという場合に、他の様々な関係者が参加していかねば、困ったこ

とになる。精神科医の「患者」にされるだけでは、救われないのだ。 

「診断」と言えば、その人の「悪い部分」(患部)を見つけるためにやるものだが、もう一つの診断

を考えるべきかもしれない。その人の特徴的な資質を発掘して、それを生かすための「診断」であ

る。従来のは「ネガティブな診断」で、今紹介したのは「ポジティブな診断」である。 

 これができるには、「特徴的な資質」（個性）を見つけても、その具体的な生かし方のノウハウが

なければ、どうしようもない。藤堂さんの場合は、学校がそのノウハウを持っていたから、ポジテ

ィブな診断が可能になった。今の日本では、このあたりの研究が遅れているために、診断はただ「障

害者」を摘発するだけに終わってしまう。 
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第５章 

子どもにやさしい 

 
 

＜目次＞ 

＜序＞「子どもにやさしいまちづくり」の留意点<118> 

⒈子どもの問題は子どもの手で解決させる－「子どもが主役」をどう実現？<119> 

⒉偏差値教育で能力開発が置き去りに―子どもの可能性を伸ばすには？ <127> 

⒊子どもを学校や塾に閉じ込めておくのは…―地域活動に参加させるには？<130> 

⒋子どもに配慮したまちづくりが必要―「子どもにやさしいまち」はどう作る？<133> 

⒌保護から自立支援へ転換すべきでは？―子どもの自立教育をどう進めるか？<137> 

⒍「思いやり」を教えるだけでは物足りない―福祉教育をどうすすめるか<142> 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まちづくり 
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＜序＞「子どもにやさしいまちづくり」の留意点 

⑴高齢者にばかり関心が集中。子どもは置き去り 

今、「子どもにやさしい」とはどうすることなのか。福祉は高齢者対象に偏向し、子どもの

福祉は置き去りにされている。高齢化の地域になるほど、子どもの福祉が疎かにされている。 

 

⑵まずは子どもを集めて支え合いマップづくりを 

 支え合いマップ作りは、高齢者問題に絞られてしまう。子どもを集めてマップ作りをして

みると、そこから面白い事実が浮かび上がってくる。 

 

⑶子どもの問題は子どもが考え、子どもが解決する 

子どもはまだ「保護」の対象だと考えられている。そのために常に「大人目線」で子ども

を見てしまうが、まず子供の意見、考えをきちんと聞くことから始める必要がある。子ども

の問題は子どもが考え、子どもの手で解決努力をしていく、それを応援するのが子ども福祉

の出発点ではないのか。 

 

⑷大人並みに扱われるためには自立訓練を 

 子どもにも大人並みの扱いをするためには自立訓練を施す必要がある。文明社会は否応な

く子どもも大人の社会に引き入れている。早め早めに自立訓練をしておかねばならない。 

 

⑸子どもを大人の地域活動へ参加させよ 

 子どもも立派な福祉資源であることを忘れてはならない。町内会活動や防災、防犯活動な

どに子どもはどのように参加できるか。趣味活動やふれあい活動にも子どもが参加していい。

１人暮らし高齢者の雪かきに中高校生を動員する所もある。 

 

⑹子どもの目線でまちを作り直し 

 まちのあり方を今一度、子どもの目線から見直して、「子どもという住民」も考慮に入れた

まちを構想し直していく必要がある。 

 

⑺受験対策、就職対策の前に１人ひとりの能力開発を 

 今、疎かにされているのが、子どもが持っているはずの能力を掘り起こし、それを伸ばす

という大事な営みである。小さい頃から、一人一人が持っているはずの能力を掘り起こし、

時間をかけて磨いていくことをやっていれば、慌てて就活に飛び回る必要もなくなる。 
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■子どもの問題は子どもの手で解決させるべきだ 

⒈「子どもが主役」をどう実現する？ 
子どもを、いつまでも大人の庇護の下に置いておくのでなく、一人前の人間として扱うこ

と、特に子どもの問題は子どもが考え、問題を発見し、自らそれに対処する。社会の問題に

対しても、子どもの立場から考え、意思表明ができるように遇する。こういうことができる

ように側面支援するのが本当の子ども福祉になる。これを「子ども発」と言ったらどうか。 

 

⑴「子ども発」を支援するとは？ 

 子供が主役としての自覚をもち、行動できるようにするには、どんな支援が必要なのか。 

 子ども発の支援 事例 

①  子どものか細い声を聞く 子どもの悩み電話相談 

 

②  子どもに発言させてみる 子ども議会で意見表明。町内会で子どもにも発言さ

せる 

③  自分で判断させ選択させる 生徒が先生の授業評価。生徒が通信簿で自己申告書。 

学校へ行くか、行かぬかは子どもが決める。子ども

にもガン告知。終末医療―子ども本人の意思尊重 

④  子どもの選択の受け皿を用意 中退者受け入れ校。ホームスクール 

子ども向けホスピス 

⑤  子どもにやらせてみる 町内会便りや回覧板づくりを子どもが。生徒がカウ

ンセラー役。生徒が生徒のいじめ相談 

危険個所点検は子どもの手で。子どもに護身教育 

⑥  子どもを主催者に 子ども会活動は子どもの手で（上級生が）。おさらい

教室を上級生が主導。子どもの自助グループづくり 

⑦  子どもに責任を取らせる 交通安全子どもの会づくり。町内美化に子どもも参

加。校則は子どもが作る。いじめの問題解決は生徒

の手で。 

⑧  子どももサービスの対象に 子ども喫茶店。子ども向けコンサート。 
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⑵いじめ問題は子ども自身の手で対処－の事例 

 いじめが社会問題になっているが、その対策の中に「子どもの手で」というのが見当たら

ない。 

 いじめの本人も生徒だし、それを傍観しているのも生徒である。彼らが「お客様」の位置

に置かれていて、本当にいじめがなくなるのか。 

 ここに示したのは、ある学校で取り組まれたことを図にしたものである。 

①いじめが流行っているという情報が各学級委員から上がってきた。②そこで学年委員会を

開催。 

③まず学年全員へいじめに関するアンケート調査を実施。④いじめ関連の本を皆で読む。⑤

「いじめ憲章をつくろう」。⑥これを学年集会で提案し、協議。⑦いじめテーマの創作劇を上

演。⑧いじめシンポジウムを開催。⑨「憲章」実施委員会が日々点検⑩問題が出たら全学委

員会で改善方策を協議。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「僕らにはいじめられない権利があります」 

●ある学校の生徒会の手による「学年憲章」づくり 

「いじめが流行って 

いる」という情報 

（各学級委員から） 

① 

学年委員会 

開催 

② 

学年全員への 

「いじめ」体験 

アンケート調査 

③ 

実施 

いじめ関係の本 

を読んで学習 

『いじめなんか 

④ 

ぶっとばせ」等 

「いじめ」がテーマ 

の創作劇を上演 

⑧ 

学年集会で提案。 

みんなで協議 

⑦ 

生徒の権利を 

前面に出した憲章 

の文章を練る 

⑥ 

先生から 

「憲章作ったら？」 

のアドバイス 

⑤ 

⑨ 

各クラスで「憲章」 

を大書して掲示 

⑩ 

「憲章」実施委員会 

が日々点検 

⑪ 

いじめシンポ 

の開催 

実行へ 

改善方策を協議、 

全学委員会で 

問題が出たら、 

⑪ 

１．私は学校の中で幸せであたたかく扱

って 
  もらう権利を持っています。 

２．私は学校の中で私自身であり続ける 

  権利を持っています。 

３．私は楽しく学校生活を送る権利を 

  持っています。 

４．私は学校の中で勉強する権利を 

  持っています。 
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⑶生徒主体の学校作りで、いじめはなくなる－「東京シューレ」の実践 

 いじめが問題視されてもう３０年になるというのに、いまだにいじめをなくす決定的な方

法を見つけられないでいる。しかし不登校生のための学校「東京シューレ」をつくった奥地

圭子さんの実践に、いじめ対策の答えは出ている。 

 別図を見ていただきたい。これが奥地さんの話（「いじめという怪物」集英社新書）を整理

したものである。まず学校の主役は生徒だということ。「この学校では、学校行事やいろんな

ルールを、子どもたちで話し合って作っていく」と彼女。そして「こうしたことをやってい

る間に、コミュニケーションの力もついて、自信にもなります」。また「自分の力で自分の人

生を作っていくという方向に切り替わっていく」。 

成績も、五四三二一のランク付けはしない。「まず子供たちが自分の評価をします。それで

スタッフ(教員)がその子のいいところを見つけて書いていきます」。基本は自己評価なのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平等な関係 

個性尊重 

■制服・私服選べる 

■教材も選べる 

■机も選べる 

■授業も自分のペースで参加 

■個人学習室 

■ホームスクール 

子どもが主役 

■子どもが選んだ学校 

■規則は生徒が作る 

■行事も生徒が企画 

■学習は自己評価(絶対評価) 

■トイレも自分たちで考案 

■自主性を尊重（育む） 

■個性尊重(一人ひとり違う→皆同じでなくていい) 

■自己肯定（自尊感情）→他人も尊重へ 

「いじめのない学校」の基本構図 

■スタッフ(職員)と生徒は対等 

（「指導」ではなく「生徒と一緒に考える」） 

■先輩・後輩がない 

■異年齢で授業や行事 
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■机も授業も教材も教室も選べる 

「子どもが主役」の次に大事なのが「個性の尊重」だ。其々が自分の生き方を自分で選択し、

実行していく-自分という存在の主役である。普通なら、全員私服にとなるが、ここでは 制

服を選択したい人はそれも認める。教材も自分に向いたものを選択できる。机もいろいろあ

って、その中から自分に合ったものを選べる。授業も自分のペースで参加できる。 

「一斉授業などが苦手だとか、みんなの中に入ると緊張するとか、そういう子たちが個人学

習室で自分のやると決めたことをして過ごすんです」。これらは常にスタッフ(職員)と話し合

って決めるのだが、［どうしても出たくないものに出ることを強制するよりも、その子の個性

や興味をのばしてあげる方が、ずっと自信になったり、楽しいと思えたりします］。 

ホームスクールの部屋があるが、これはどうしても学校にいることがつらい子には、家で

成長してもいいという発想で、事実上の自宅学習をやらせてあげている。 

 

■先輩後輩なく、教員と平等 

 奥地さんの学校のもう一つの特徴は先輩後輩の区別をしないこと、また職員と生徒とを対

等な関係にしていることだ。職員はスタッフと呼ばれ、弁当持参で職員室に押しかける生徒

もいるという。 

そのスタッフの役目は「指導」ではなく、生徒と一緒に考える役割に徹している。あくま

で主役たる生徒が自らの判断で人生を作り上げていくのを側面援護するだけである。異年齢

で授業や行事もする。いじめと暴力は「先輩」や「指導担当の先生」から向けられることも

少なくない。 

 

■自信ができればいじめない 

 こういう生活・学習環境を作った時、たしかにいじめが起きにくいということは、すぐに

わかる。一人ひとりの子を尊重する気風が学校全体にいきわたっている。各自が自分の個性

を大事にすることが、他の生徒の子を尊重することにつながる。いじめの一つは、誰か異質

のものを仲間はずれにすることから始まる。みんなが横一線であることを要求する社会にい

じめがはびこる。 

 もう一つは、いじめに走る側の心証面からも考えられる。「いじめってすごく抑圧されると

ころで起きやすいんですよね。子ども中心でやっているところでは、子どもを受け止めて、

子どもの気持ちと相談しながらやったり、その子がやりたいっていうことを応援したりしま

す。そういう中ではやっぱり人をいじめるという面が出てこない」。 

ＮＨＫ取材班の井川陽子氏が書いている。「自分を肯定的に捉えられる」ことが「他人を尊

重する」ことにつながっている。自分の個性を大事にしてくれる。だから他の子も尊重しな
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ければならないと思う。その学校を自分たちの力で作り上げて行っている。そこから生まれ

た自信が、いじめようといった貧相な心根を生じさせない。いじめっ子に必要なのはそうい

う「自信」だったのだ。 

⑷子どもたちで自助グループづくりを 

同じ問題・悩みを抱えた者同士で自助グループを作ることも、もっと子どもたちで考えて

いい。生徒会や子ども会がそのようなグループづくりを支援するようにでもなれば素晴らし

い。 

① 例えばこんな自助グループはどう？ 

①  寝たきりの祖父母がいる生徒が作るグループ 

②  不登校（気味）の生徒とその親が作るグループ 

③  心身に障害のある兄弟を持つ生徒が作るグループ 

④  親が離婚した子どもたちが作るグループ 

⑤  親がアルコール依存症になっている生徒が作るグループ 

⑥  親族に犯罪加害者がいたり犯罪被害者がいる生徒が作るグループ 

⑦  病気がちな生徒・長期欠席の生徒が作るグループ 

⑧  いじめを受けた子や学校に適応できない生徒が作るグループ 

⑨  「就職組」だけで作るグループ 

⑩  外国生活経験のある生徒で作るグループ 

⑪  虐待された子のグループ 

⑫  養護施設出身の子のグループ 

⑬  カギっ子の会 

⑭  親が外国人の会 

 

② 子どもの自助グループのサポート体制づくり 

 子どもだけでのグループづくりもその運営も難しい。どうしても大人が応援しなければなら

ない。同じ子どもでもＯＢや生徒会などの組織が応援することがあり得る。 

①  大人の自助グループが支援 合同で活動しながら、徐々に自立させる 

②  セルフヘルプ支援センターが支援  

③  ＯＢがグループを作って応援 体験を生かして後輩を指導 

④  学校やＰＴＡが支援 生徒指導の一環として 

⑤  生徒会が支援 生徒会活動の豊富な柱の１つにしてい

い 
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⑥  関係機関がそれぞれ支援 

 

犯罪関連は警察、いじめは学校、虐待児

は病院、養護児童は養護施設 

⑦  町内会が支援、または町内福祉委員会が、町内

圏域の子どものグループを作らせてもいい 

 

③「交通安全子どもの会」をつくったら？ 

 子どもの交通安全に関わるべきは子ども自身だ。活動を子どもが主体となってやるとしたら。 

①  支え合いマップで危険個所の点検 

その上で、実際にまちを歩いて、子どもの目から見て危ない場所を特定する 

②  危険個所の改善を当局や警察署に伝達 

子どもの声を集約して大人に提示 

③  上級生が交通安全のパトロール 

下級生の登下校の見守りを。これを高齢者と一緒に 

④  子どもの交通事故の原因を調べる。 

子どもと大人のそれぞれの課題を抽出する 

⑤  子どもを対象に子どもが交通安全教室を開催 

警察と連携。子ども自身が教材づくり 

⑥  大人向けに子どもの安全を守るよう訴える運動 

子どもから大人に訴えたいことをまとめる 

⑦  自転車のマナー教室を子ども主体で開催 

事前学習（どういうことに注意すべきか）、これを警察に聞く 

 

⑸子どもの手で「自分たちの問題さがし」 

「福祉」は、肝心の自分も大事にできるのでなければならない。 

①高校生たちに「自分たちの抱えた問題」を集約 

そこで、高校生を対象にした集会で、今日は自分自身や仲間、家族など、足元の「問題」

を考えてみたらと呼びかけた。初めはなかなか頭の切り替えができにくいようだったが、グ

ループ内で話し合っているうちに、だんだんと焦点が合ってきた。 

②高校生が「食生活の貧しさ」に絞って活動展開 

 ある高校の家庭クラブが、活動テーマに選んだのが「高校生の食生活の貧しさ」だった。

アンケートを実施したら、その問題が浮き彫りになった。そこで以下のような活動が始まっ

た。 

①「家庭クラブ報」で食生活の大切さを訴える。②男子生徒に調理実習。弁当を実際に作っ
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てみる。 

③講演会の開催（一食抜けば、それだけ命を縮める）。④保育所で実習（園児に正しい食生活

を指導）。⑤ＰＴＡ総会で発表。⑥町の福祉祭りでも。⑦その結果、男子生徒は休日の昼食を

自分で作るようになったという。女子生徒は親と一緒に食事を作るようになった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学校 

生活環境 

教師との関係 生徒間の関係 

■家族の話題が出ない 

■けがをした友だちを助けられない 

■盗みがひどい 

■悩みを分かち合う人がいない 

■挨拶をしない 

■障害者への偏見 

■いじめられる 

■学校がボロい 
■上履きが汚い 

■校内が汚い 

■ごみの捨て場所 

■生徒を信じていない 
■先生と意見が違う 

学校体制 部活 
■校則を強制する 
■校則を守れない人がいる 

■服装が乱れている 

■弱肉強食 
■強い人の意見に 

 従ってしまう 

通学 勉強・授業 ■授業中に寝てしまう 

■嫌いな科目には身が入らない 

■なぜ勉強をしなければならぬのか 

■将来何の役に立つのか 

■勉強の目的がわからない 

■傘さし運転 
■自転車置き場 

■交通事故 

■学校が遠い 
■電車が混んでいる 

■バイクの問題 

家庭 
家族関係 

受験 ■大学の情報が少ない 
■家族とのコミュニケーションがない 

個人的な問題 

家庭・地域環境 
■死のことが気になる 

■人見知りが激しい 

■相手を理解するのが難し

■心を開けない 

■目が悪い 

■病気がちである 

■自分のやりたいことがわからない 

■家の中をもっときれいに 

■近所の高齢者との会話がない 

■衣食住がしっかりしていない 

■食生活が不満足 

■肉体的に虚弱である 

高校生自身が抱えた「問題」マップ 
＜栃木市内の高校生有志がグループ討議の中で出し合ったもの＞ 
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自身の食生活の貧しさに取りついた高校生の実践 
＜栃木県粟野高校・家庭クラブの取り組み＞ 

「体力づくり推進校」に指定される。さて… 

■めざすは体力向上・健康増進 

家庭クラブにできることは何か？ 

■まずは実態調査 

全校生徒を対象にアンケート調査 

■食生活・スポーツ・体力など 

■食生活 朝食をとってくるか 

ジュース類を昼食中に飲む

お弁当を持ってくるか 

購買の利用状況 

食べ方の自己診断 

「あまりとらない」３０％余 

「毎日飲む」４６％ 

「時々」４０％「こない」８％ 

甘い飲み物が多い 

「改善の必要あり」４８％ 

食生活の改善を図ろう！ 

講座の開催 

〔講座〕一食抜けば、それ 
だけ命を縮める 

貧血予防の調理教室 

家庭クラブ報の発行 

■月２回の発行 

■内容は幅広く 

保育所での実習 
■男女一緒に 

■家庭は共に築く 

食物・栄養の授業 
■ビデオ・スライ

■食事の重要性 

男子生徒の調理実習 
■朝食作りに重点 

■調理の楽しさを 

実際に健康弁当作り 
■栄養の偏り防ぐ 

■弁当を実際に 

作ってみる 

■パネルシアター使い、 

園児への正しい食事教育 

ＰＴＡ総会で発表 
■パネルシアター活用 

■朝食メニューも展示 

町の福祉祭りで発表 
■幼児向けおやつ実演 

■「食物クイズ」も 

［成果］食事・スポーツの考え方が変わった！ 

■男子→休日の昼食を自分で作るようになった 

■女子→親子で一緒に食事を作るようになった 

〔授業〕 〔 対 外 活
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■偏差値教育で子どもの能力開発が置き去りにされている 

⒉子どもの可能性を伸ばすには？ 
 今の子どもは、受験対策、就職対策のために一夜漬けの教育を受けている。教育の本来の

目的の１つである能力開発に目が向けられていない。これにどう取り組んだらいいか。 

 

⑴子どもの能力開発センターを作ったら？ 

 今、福祉に求められているのは、生活困難者への救済措置もさることながら、一人ひとりの

潜在能力を発掘し、開花することで救済の対象から脱することができるようにすることだ。 

「就活」を必死になってやるぐらいなら、小学校の頃から地域社会が一丸となって一人ひと

りの能力を開発していく方がいい。障害児どころか、子ども全員の能力開発を進めていく必

要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育委員会 

小中学校 

地元企業人や

芸術家等 

● 

ライオンズ 

ロータリー 

クラブ 

ＮＰＯ 

○○学区 

能力開発センター 

家庭 

ＰＴＡ 

（おやじの会） 

各ご近所 

各 

町内会 
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 これには、地元の関係機関が協力し合わないといけない。 

① 学区ごとのＮＰＯがセンター設立 

能力開発には行動力が求められるのでＮＰＯがセンターを設立する。中学校区ごとに設立

する。 

② 小中学校に「能力開発」推進室 

本来、能力開発センターは学校内に設けられるべきものだが、実際には通常の教育活

動に忙殺されているので、有志教員によって「能力開発推進室」を設置する程度でも仕

方がない。 

各科目の教員が、授業の中で発掘した生徒の能力に関わる情報を持ち寄り、それをさ

らに伸ばすために他の教員と連携していく。必要によってＮＰＯのセンターへ持ち込ん

で、地域でその能力を本格的に伸ばせる場を見つける。 

③ ＰＴＡ（特におやじの会）が全面的に協力 

ＰＴＡは子どもの能力開発に参画したらどうか。最近、ＰＴＡに「おやじの会」が生ま

れているが、わが子の能力を披露し合い、どういう職場研修をしたらいいかを協議する中

で、「俺の店で働いてみるか？」といった話に発展する。「おやじ」の持っている仕事を全

て登録するのだ。 

④ 地元企業や芸術家も協力。ＪＣやライオンズでも。 

ＪＣやライオンズクラブもこの面で協力できないか。学区内のＮＰＯ能力開発センタ

ーのメンバーになってもいい。中学生の職場体験を恒常化している地域もある。 

⑤ ご近所や町内会も 

ご近所や町内会も「ご近所授産」（ご近所で仕事を発掘・提案）や「町内授産」の受け

皿になったり、子どもの日常的な観察情報をＮＰＯに伝えるなどで大きな役割を果たす

ことができる。 

⑥ センターが子どもの能力開発で情報統一を 

家庭や学校（各教科）、地域（子ども会や塾、部活など）などが個別に所持している情

報をセンターで統合しないといけない。 

⑦ プライバシーの壁を乗り越える 

これを進めるには、家庭や学校が子ども関連の情報を公開しなければならない。能力

開発に関して、各家庭がオープンにならないとこの事業は前へは進まない。 

⑧ 能力開発は大学まで続ける 

この作業は子どもの頃から青年期、大学卒業までずっと継続していかねばならない。

どの段階で思わぬ能力が見つかるか知れない。人間は一生、能力開発を続けなければな

らない。 
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⑵個人別の能力開発カード 

氏名 生年月日  

住所  

親の職業  

本人の得意なこと、好きなこと  

将来の夢  

部活  

おけいこ事  

学校側の観察 

（各教科担当の評価） 

 

 

家庭の観察  

 

潜

在

能

力 

地域（子ども会など）の観

察 

 

 

家庭で 

 

 

 

学校で 

 

 

 

地域で 

（企業など） 

 

 

能

力

開

発

活

用 

その他 
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■子どもを学校や塾に閉じ込めておくのはまずい 

⒊子どもを地域活動に参加させるには？ 
 子どもは子どもという小さなコミュニティの中で押し込められている。もっと広く、大人の地域

活動にも参加できるようにすべきではないか。 

 

⑴大人のグループ活動に子どもも参加を 

地域活動はなぜ大人だけでやらねばならないのか。子どもだって果たせる役割はある。食事サー

ビスグループが小学生を仲間に入れて、弁当２食と彼らを高齢者宅に置いていく。食べ終わった後、

子どもと空弁当を回収に行く。「食欲増進ボランティア」だ。 

①自分の地域ではどのグループが子どもを受け入れやすいか 

それぞれのグループが、子どもをメンバーとして受け入れた場合のことを考えてみよう。 

 大人のグループ 役割 

① 食事サービス 子どもも配食に参加。下ごしらえを手伝う。 

② 生協、ＪＡ 共同購入活動に参加 

③ 友愛訪問グループ 親と一緒に訪問。学校帰りに訪問。 

④ 家事援助グループ 子どもができることで参加。 

 

⑵大人の活動の子どもバージョンを 

  地域活動は大人だけがやるものとは限らない。子どももこれに参加していいはずだ。その場合、

実際には以下のように大人とは別個に子ども組織を設けるケースが多い。 

①子どもバージョンのいろいろ 

 子どもバージョン 

① 子ども民生委員 

② ジュニア福祉委員 

③ 子どもヘルパー 

④ 子ども町内会 

⑤ 交通安全子どもの会 
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②「子ども町内会」をつくろう 

 世話焼きの資質を持った子を発掘したら、彼らで町内福祉や学校福祉を担ってもらってもいい。 

 子ども町内会の活動テーマ 

① 子どもにとっての町内の生活環境を調査 

課題を抽出すると共にその課題解決に取り組む（遊び場、交通、不審者、通学など） 

② 外国人子弟や障害児、病弱児等の置かれた状況を個別に調査 

対策をまとめ、取り組む。（普通校へ通学できているか、子ども会に加入できているか、健

常児と交流できているか） 

③ 生活困難家庭の子や虐待を受けている子などを掘り起こし、対策を考える 

子どもの情報ネットで拾い出す。関係機関へ訴えも 

④ 少子化が進行している町内では、これに子どもとしてできることを考え、行動に移す 

まず子ども福祉を改善していくことなどを提案 

⑤ 高齢化の進んだ町内では、高齢者福祉に子どもとしてできることを調べて行動を起こす 

子どものできる高齢者向けボランティアを整理してみる 

⑥ 学校生活での（生徒にとっての）問題点を探し、生徒としてできることを実行する 

いじめの問題はないか、教師による暴力はないか、など 

⑦ 行き過ぎた学業偏重で、地域での子ども同士の交流が損なわれていないか調べる 

町内での子どもの交流のあり方を考え、行動に移す 

⑧ 小さい子どものために、どんな役割が果たせるか考える 

子ども会の運営を「子ども町内会」で担うのもいい 

⑨ 大人の町内会の会合に参加し、子ども町内会としてどんな役割を果たせるか協議 

両者が連携してできることはないのか、子どもの問題を提起するとか 

⑩ 子ども町内会でネットワークし、市域で共同歩調をとるテーマを見つける 

市の福祉機関へ子どもの立場から問題提起してもいい 
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［事例］子ども会の運営を中高生の手で 

 岩手県の久慈市では、小学生のグループの他にも、中学生と高校生の会が独自に生まれている。

指導者の高谷淳子さん（社会福祉協議会職員）に聞くと、まず小学生中心の「みどりの子供会」が

昭和５６年に誕生。中学生の「ドリームズブロッコリー」が平成７年に、高校生中心の「グリーン

ピース」が平成５年に生まれた。 

平成１２年には「リトルバード」という社会人のグループも生んでいる。平成２０年の時点で、

「みどり」が４３名、「ドリームズブロッコリー」が２５名、「グリーンピース」が５１名、「リト

ルバード」が１１名。高校生グループが中学生グループより先に出来ているところに意味がある。 

■高校生が小学生の活動企画を担当 

 この高校生グループが小学生グループ活動の企画運営を担っているようである。久慈市全域から

集まった５１名のメンバーが月１回集まってイベントの企画を立てる。やがて小学生が中学生にな

っていく。その中学生も組織しようとなり、中学生グループもでき、高校生の企画イベントを中学

生が補佐し、役割を分担するようになったということである。 

 しかし、よく中学生や高校生が集まったものだと思うだろう。高谷さんに言わせると、「穴場」

があるのだと。中学生も３年になると部活から解放され、ヒマになるのだと。しかも小学生で子ど

も会活動に参加していると、その延長で中学生になっても入りたがる。その中学生が高校生になっ

ても活動を続けたいから、高校生になっても入ってくる。こうして世代ごとに「子ども会」の延長

でグループができていることに、意外なメリットがあった。 

■東京や仙台の先輩が面倒を 

 高校を卒業して大学に入ったり就職したりすると、その行き先に「子ども会の先輩」がいて、仕

事や学業の悩みの相談に応じてくれるし、自宅に泊めてもくれる。そうしたネットワークが盛岡（支

部）では県立大学にできているし、仙台や東京にもできている。彼らが大人になって久慈市に戻っ

てきて、後輩たちの相談係を受け持っている（それが「リトルバード」）。 

 この子ども会活動には親はなるべく参加させない。参加できる親とできない親がいるというので

は、子どもの心に悪い影響を与えかねないという配慮からで、たとえ参加しても親たちだけで別メ

ニューで活動してもらう。中心は高校生で、９月の寺合宿（高谷さんが住職をしている寺での合宿）

は中学生が担当する。中学生と高校生は子ども会の指導に関わりながら、それぞれ独自の活動もし

ている。高校生なら保育園での交流イベントや国道での植樹など。 

 子どもたちは故郷の久慈市に戻ると高谷さんを訪ねる。正月も高谷家への訪問を欠かさない。彼

女が彼らの事実上の「故郷」となっていた。 
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■子どものことは無視して地域が作られている感じだ 

⒋「子どもにやさしいまち」はどう作る？ 
 今のまちは、大人を対象につくられてある。子どもから見たら、不便なものも少なくない。子ど

もにやさしいまちはどう作ったらいいのか。 

 

⑴子どものための１％運動－せめて１％だけでも子どものことを考えよう 

 「バリアフリー」は高齢者や障害者だけに適用されるものではない。子どもだってまちをバリア

フリーにしてもらう権利がある。そこで地域の公共機関や企業などに、せめて１％でも、子どもに

配慮した建物やサービスをという運動はどうか。 

 この視点でまちの点検をし、その改善点を当該企業なり機関・団体に提示していくのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「子どものための 

 １％運動」 

推進メニュー 
たとえば… 

「託児コーナー」 

を設ける 親に連れられて 

きた子が 
そこで過ごせる 

場を設置 
土地を 

造成する際に 
公園、キャンプ場に 

空間の一部を 
開放 

公的機関などで 

「子ども向け」 

サービス 

子どもを 

メンバー 
（スタッフ） 

に加える 

子ども向けに 

建物、設備の改善 

企業が 

子ども客向けの 

商品も開発 

公共機関 

・企業が 
子ども向け 

担当者配置 

子ども版の 

組織を結成 
（生協・婦人会 

などが） 

子どもが 

安らげる場、 
遊べる場を 

開放 
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①子どもにやさしいまちづくり－活動別の課題 

 具体的にそれぞれの機関・団体に求められるバリアフリーの課題を考えてみる。公民館が子ども

の生涯学習の便宜をどの程度図ろうとしているか、子ども向けの趣味教室がどれだけ用意してある

か、各種の趣味グループが子どもをメンバーに受け入れる気はあるか。ボランティアセンターが子

どもをボランティアに登録させているか。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

たとえば 

 こんな機関では 

こんな措置を 

企業 

町内会 
ボランティア 

生協・農協 

行政 公民館 

老人ホーム 
地域活動 

老人福祉 
センター グループ 

センター 

「子どもの消費生活アドバイザー」選出 

子ども客の苦情発掘係の設置 

子どもの就労受け入れ 

他部局にもアピール 

子ども向け広報も 

子どももボランティア委嘱 

（交通安全子どもの会、ジュニアポリス、 

 子ども民生委員） 

子どものボランティア 

メニューも開拓 

ジュニアボランティア 

センターの 
設置指導 

子どももメンバーに受け入れ 

子ども向けの活動も 

「ジュニア生協」「ジュニア農協」 

の結成支援 

庭に子どもの遊び場（遊具） 

風呂場を子どもにも開放 

子どもボランティアも受け入れ 

子どもの参加も 

「ジュニア町内会」 

「交通安全子どもの会」 

結成 

子どものための 

生涯学習メニューも 

子どもの趣味グループも 
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⑵子どもが選ぶ「子ども１１０番の家」 

 全国どこでも「子ども１１０番の家」があるが、それが活用されているか疑わしい。自分の家（店）

が「１１０番の家」だと意識していない例も少なくない。そこで子どもに選ばせてみたらどうか。 

 

①子どもが駆け込む理由の種類 

 彼等が「駆け込む」理由はじつは多種多様だ。 

① トイレにかけこむ家・店 

学校帰りに、我慢できなくて駆け込む家がある 

② 水を飲ませてもらう家や店 

これも学校帰りに、多くの小学生が利用する家がある 

③ 「ヘンなおじさん」が出た時逃げ込む家や店 

子どもとマップづくりをすれば「おじさん」の出没場所は全部わかる 

④ おやつをご馳走してくれる家や店 

「おやつ作り児童館」と銘打って、意図的にやっている家も 

⑤ 悩みごとの相談にのってくれる家や店 

高齢の女性がこの役を担っている 

⑥ ただボーっと１人で過ごさせてくれる家や店 

「子ども喫茶店」を作ったら、この種の子が来たという 

⑦ 家出してみたいとき受け入れてくれる家や店 

「一日ぐらい親から離れていたい」という時に、親公認の家が 

⑧ 親の暴力から逃げたいとき駆け込める家や店 

子どもの顔や行動から推測できる資質が必要 

⑨ 友だちからいじめられた時逃げ込み、相談にのってくれる家や店 

これも同じ。ちょっとした表情や言葉から推測できる人 

⑩ 宿題をやれる家や店（手伝ってくれる） 

元教師がこの役を担っている 
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②子どもと一緒に支え合いマップづくりで「１１０番の家」探し 

 子どもを集めて支え合いマップをつくり、前掲の家や店を探してもらう。子どもの行動半径を調

べ、その区域ごとに実施。小学生と中学生では中身が違うので注意する。 

 

［事例］登下校のルートに子どもが”開発”した「１１０番の家」が 

 秋田県内のある町で、主任児童委員とマップ作りをしたら興味深いことが見えてきた。ここで斜

線を引いた家や店が、子どもにとっての実質的な「１１０番」の役を果たしていたのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中に本物の児童館があるが、他の家や店も同様の機能を果たしていることが分かった。 

例えば、毎日わが子の友達を受け入れて、おやつを作ってあげている家。子どもが家に上がりや

すいように、もう一つの入り口を用意してあげていた。畳屋もある。仕事場に子どもがやってきた

ときに、彼らに畳の端切れでいろいろいなものを作らせてくれる。 

これらの家や店をどうやって見つけたのかと主任児童委員に聞いたら、子どもの登下校のルート

を探せば見つかる、という。たしかに登下校のルート上にすべての「１１０番」がある。主任児童

委員はこれらの家や店を頻繁に訪れては、子どもの状況を聞き、どんな対応をしているのかも尋ね、

必要な支援をしている。主任児童委員はこういう活動をすればいいのだとわかってくる。 
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■大人になるために多様なメニューがある 

⒌子どもの自立教育をどう進めるか？ 
 町は、子どもの自立教育を進める資源がそろっている。これを生かしてどう進めたらいいのか。 

 

⑴地域全体を子どもの生活体験センターに 

 今の子どもは学校・塾を主舞台とした知育偏重の受験教育に支配されて、自立のための各種体験

や訓練が等閑にされている。児童館はこの授業の推進役として、地域の様々な資源を掘り起こし、

自立教育のいずれかを担ってもらうように働きかけていくことはできないか。 

例えば電気店は電気の知識、不動産屋は当然、不動産の知識、銀行はローンで破産しない教育、

スーパーは買い物実習と、それぞれが業種特有の「モチ屋」の腕を発揮してくれればいい。また保

育園は保育実習、老人ホームは介護実習、シルバー人材センターは生活の基本的な技術―行儀作法

や裁縫などの教育、公民館も調理実習を担当と、特別な設備を整えるまでもない。 

 

②子どもの自立訓練のメニュー 

 自立訓練といえば経済体験や生活体験などをイメージするが、もっと大事なものもある。肉親に

死なれた時、「グリーフワーク」が必要になる。「死」の学習も欠かせない。 

 テーマ 訓練項目・内容 

１ 悲しみを乗り越える学習 「グリーフワーク」講座。家族の死を体験した生徒による報告会

の開催。カウンセリング講座の開催 

２ 社会・経済体験学習 企業での就労・現場実習の斡旋。父親の職場参観日企画。アルバ

イト先斡旋。先輩招き自主講座。選挙体験の主催 

３ 生活学習 専門学校の生徒を講師に招いて、簿記入門講座、家計簿のつけ方

や不動産・保険・ローン等を含む「家庭運営セミナー」の開催。

木工が得意な生徒を講師にＤＩＹ講座開催 

４ 結婚学習・夫婦体験 模擬結婚式の開催。夫婦体験セミナーの開催。恋愛セミナーの開

催「愛するとは？」 

５ 人間関係学習 友だちづくりやグループづき合いセミナーの開催・相談。人間関

係に悩む生徒の相談。リーダーシップ体験セミナー 

６ 死の学習 「死学」入門講座の開催。葬儀・墓の見学会。霊研究の生徒を講

師に「あの世はあるか？」シンポジウムの開催 
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７ 高齢者・障害体験学習 高齢者体験・障害体験センターを校内に。体育に組み込む。障害

者や高齢者を講師に「障害とは？」講座の開催 

８ セルフヘルプ・グループづ

くり 

親が離婚した生徒や障害児を兄弟にもつ生徒などのセルフヘル

プ・グループづくりセミナー・相談・支援活動 

９ 健康学習 医師を招いて医療入門講座。健康診断の実施。血圧などの測定実

習。禁煙講座。ビデオ素材に「からだセミナー」開催 

１０ 食生活学習 弁当作りの実習。「弁当の日」を設ける。栄養士を招いて「青年

期の食生活」講座 

 

 

⑵「助けられ上手の子ども」育て 

子どもは超弱者だ。彼らが自分の身を守るためにまず習得しなければならないのが、例えばいじ

められた時、周囲の者なり先生に助けを求めることだ。そのためにはいざという時に助けてもらえ

る人を確保しておかねばならない。以下のテキストをもとに授業を。 

①「助けられ上手」の授業 

 学習項目 内容 

① みんなで「助けて～！」の練習 困った時はいつでも、気軽にこの言葉が出る

ように、クラスなどで実践しておく 

② 困った時、助けてもらう実践 実際に困った時、ＳＯＳを発信する実践を。

いじめられた時、親に虐待された時など 

③ 困った時に助けてくれる人を何人か確保して

おく 

友だち、家族、親せき、ご近所の人、学校の

教師、専門家、こども１１０番の家 

④ 自分が抱えている問題を打ち明ける練習 

 

自分なりの打ち明け方を体得する 

⑤ 「助け合い」ゲーム 

 

「さわやか福祉財団」作成 

⑥ 「どんな時に助けを求めますか？」―を考え

させる 

授業、部活、家庭など状況によって「どんな

時に？」 
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②学習教材（テキスト）の内容例 

 「助けられ」を生徒に習得させるためのテキストが必要だ。以下にいくつかを示してあるので、

これを参考にして各自、独自のテキストを作ったらいい。 

㋑いざという時助けてもらう相手を記入しておこう 

 助けてくれる人 どういう場合に？ 連絡先 

①    

 

㋺「困った時相談にのってくれる機関」一覧 

 子どもはまず知らないだろうから、教えながらこれに記入させていく。 

 相談機関 相談にのってくれるテーマ 連絡先 

① 子ども電話相談   

② 児童相談所   

③    

 

㋩「助け合い友だち」づくり 

 困った時助け合いができる友達を、自分が所属しているグループごとにたくさん作っておく。 

 所属グループ 助け合い友だち 連絡先 

① 自分のクラス ①  

② 他のクラス・他の学年   

③ 子ども会   

④ 学童クラブ   

⑤ 児童館   

⑥ 部活   

⑦ 委員会   

⑧ 生徒会、児童会   

⑨ ボーイ・ガールスカウト   

⑩ ＪＲＣ   
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㊁こんな時にＳＯＳを！ 

 人に助けを求めるのはどういう困った事が生じた時なのか。部活や家庭など、状況によって異な

る。こういう風に具体的な事例を頭に入れておけば、「その時」の役に立つ。 

  こんな時に 

① 部活 ①みんなについていけないと思った時 

②先生の言う事が分からない時 

③先輩にいじめられている時 

④体調が悪い時 

⑤部活をやめたいと思った時 

② 教科 ①友達がいじめられているのを見つけた時 

②先生の教え方がおかしいと思った時 

③自分が先生に嫌われていると感じた時 

④授業で分からないことができた時 

③ 委員会 

 

①生徒が自主的に企画した活動に学校側がクレームをつけた時 

②活動中に問題を抱えた子どもに出会った時 

④ 行事 

 

①参加できない事情が生じた時 

②またはそういう子どもを見つけた時 

⑤ 子ども会 

 

①運営や活動のあり方に疑問が生じた時 

②自分が活動についていけないと感じた時 

⑥ 家庭 ①自分や兄弟が虐待を受けている時 

②夫婦喧嘩が危険な状態にエスカレートした時 

③借金の取り立てが激しくなった時 

④生活が苦しく、食べる物もなくなりそうな時 
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㋭あなたの助けられ上手度を測る 

 自分は助けられ上手なのか下手なのか―を測る一定の目安を挙げてあるので、これにどれぐらい

該当するのか、自己評価してみよう。 

 助けられ上手の要件 

① 人の親切は素直に受け取るようにしている 

② 助けられたら、ちゃんと「ありがとう」と言える 

③ 「私はこういう病気を抱えている」などと人に言える 

④ 寂しい時「寂しい！」と困った時は「困った！」と周りの人に言える 

⑤ 「助けて」と気軽に言える相手を見つけてある 

⑥ 自分のことを常にアピールするように心がけている 

⑦ 人が困った時、すすんで助けてあげるようにしている 

⑧ 頼りになる世話焼きさんをつかまえてある 

⑨ 助け合えるクラスや部活にするよう努力している 

⑩ 子どもの相談機関などの連絡先を知っており、相談もしたことがある 

 

㋬助け合い記録 

 実際に助けてもらった時のことを記録に残しておく。そのとき、助けられるばかりではダメで、

自分も人を助けておかねばならない。その両方の実践を記録しておく。 

年月日 「助け」実践記録 「助けられ」実践記録 
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■「思いやり」を教えるだけでは物足りない 

⒍子どもの福祉教育をどうすすめるか 
 子どもに福祉の心を教えようという実践教育としての福祉教育。この内容が問題である。単純に

「思いやりの心」を教えることだと割り切って、子どもを老人ホームなどで奉仕活動をさせるのが

福祉教育だということで定着してしまった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑴「思いやりのある子」とは？ 

 図をご覧いただきたい。アメリカから入手した資料を分析して、私なりに整理したものである。

同国では「向社会」行為の研究をしていた。「思いやりの行動」である。 

 本人自身の性格特性と、育った家庭環境の２つに分けてみる。本人の性格特性で興味深いのは、

「適度に攻撃的」という点だ。「思いやり」の行動を起こすには、「いじめ」になりかねないほどの

エネルギーがなければならないということであろう。 

それより面白いのは、「他人の助けを求めようとする」点だ。思いやりのある子は、福祉の原点

である「人間を尊重する」心が備わっている。当然、他人だけでなく「自分」という人間も大事に

する。それが「助けられ上手」行為となって表面化する。 

 一方、家庭環境。「親がやさしい」―思いやりのある環境で育っている。また、「手伝いをさせら

れる」「責任を持たされる」。早くから自立させられている。 

 やさしい思いやりのある子をそんなに育てたいのなら、１つはやさしい環境で育てること、次い

で自分にやさしい子、つまり自分を大事にする子を育てることだ。そうすれば自然に、やさしい子

が育つというわけである。 

 

 

 

思いやりの 

ある子の 
特性は？ 

③活動的 ③手伝いを 

②適度に攻撃的 

（１） （２） 

①社交性 

②兄弟が多い 

①親がやさしい 

④他人の助けを 
求めようとする 

④責任を 

させられる 

持たされる 

家庭環境 

 

本人の特性 
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⑶「やさしさ」の三段論法 

 小説家の故灰谷健次郎さんは「教えることと学ぶこと」という対談集で下のように解説していた。 

 

 

 

 

学校というのはどういう場なのか。まずは❶「生命の畏敬を教える場」である。❷次いで、「ヘ

ルプレスな子を支える場」。つまり、生徒にやさしい場。❸「生きる力を与える場」。つまり自分の

命を守るためのエネルギーと技術を注入する場。そして❹「子どものやさしさがはたらく場」。 

学校として大事なことは❶を踏まえて、しっかりと❷を実践する。学校が「生徒にやさしい」場

になる。いじめられっ子を絶対に守ってあげる。これができれば自然に❸生徒は自分自身にもやさ

しくしようとする。そして❸が体得された子から❹の他者へのやさしさが育ってくる。 

ところが今はどうか。❶から、❷と❸を飛び越えて、❹をばかり押し付けようとしている。 

 

⑷「生徒にやさしい学校」とは？ 

まず「生徒にやさしい学校」。本当に生徒にやさしい学校をつくるとなると、生徒個々の生活に

も踏み入っていかざるを得なくなる。卒業後は「もうウチの生徒ではない」とも言えなくなるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いのちを 生徒にやさしい 

学校 大切に 

人にやさしい 

生徒づくり 

自分にやさしい 

生徒づくり 

生徒を 

大事に 

するとは？ 

どんな子も 

受け入れる 生徒の主体性 

を大事に 

一人一人を 

大切に 

生徒の生活 

全般に関与 生徒の学校外 

まで追跡 

子どもが守られる 

体制づくり 

不登校・中退生 

に関与 

生徒の卒業後 

まで追跡 

① 

② 

③ 

④ 
⑤ ⑥ 

⑦ 

⑧ 

生徒にやさしい学校づくり 
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⑸「自分にやさしい生徒」づくりとは？ 

では、「自分にやさしい生徒」づくりとは？ まず、自分が自身の運命の主人公だと自覚すること

から始まり、自身の問題をしっかり把握し、それを自他の努力で解決していくだけでなく、もっと

充実した人生を強く願い、その実現へ向け努力するのも「自分を大事に」する一環なのだ。この中

に「助けられ上手」が入っている。この中で最も重要なのが「自分を守る」教育である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分にやさしい生徒づくり 

 

自分を大事に 

するとは？ 

自分が人生の主人公だと

自覚している 

「子ども発」の徹底を 

もっと充実した人生をと

強く願い、努力できる 

自分の問題をしっかり

把握している 

将来出会うかもしれないこ

とに備えている 

自分で自分を守れるよう

に訓練を怠らない 

困った時に助け合える仲

間をつくることができる 

困ったら誰かに助けを求

めることができる 

子どももライフデザインを 

自分の「問題探し」を 

子どもも危機管理を 

自衛訓練を 

セルフヘルプ・グループ 

づくりを 

「助けを求める」教育も 
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⑹「福祉を教えるということは」のフローチャート 

といっても、「自分を大事にする」だけが福祉だというのではない。福祉を教えるということは、

次のフローチャートの全体をしっかり体得させることなのだ。まず「人間を大事に」を教える。そ

こから２つに分かれる。１つが「人（他人）を大事に」である。これが今行われている福祉教育だ。

もう１つ「自分を大事に」のフローが全く無視されている。半分しか教えられていないのだ。 

フローチャートを見ていただきたい。この中の⑤以降を無視して教育をすすめているために、子

供たちの間に①のルートが徹底されないでいるという問題を生じさせている。自分の人間らしい生

に関心がないために、他人の生にも関心が持てない。思いやりの心が生まれにくいのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

他人を他人を他人を他人を    

大事に大事に大事に大事に    

その人は 
人間らしく 
生きているか 

問題を 

見つけた 
問題解決に 
協力する 

自分を大事に自分を大事に自分を大事に自分を大事に    

したいしたいしたいしたい    

自分は 
人間らしく 

生きているか 

問題を 

見つけた 
他の人や社会に 

助けを求める 

自力で解決する 

（助けられ上手訓練） 

問題を抱えた者 
同士で助け合う 

（当事者グループ） 

（自己点検） 

自分は自分は自分は自分は    
豊かに豊かに豊かに豊かに    

生きているか生きているか生きているか生きているか    

自分の 

ライフスタイル 

づくり 

ライフ 

デザイン 
危機管理 

① ② ③ ④ 

⑤ ⑥ ⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ ⑫ ⑬ ⑭ 

大事に大事に大事に大事に    

人間を人間を人間を人間を    
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第６章 

自助力の強化 
 

 

 

 

 

＜目次＞ 

＜序＞「自助力強化」の留意点<147> 

⒈「当事者主体」がなかなか浸透しない―「要援護者を主役に据える」とは？<148>   

⒉ 本人がなかなか「助けて！」と言えない―助けられ上手を育てるには？<153> 

⒊当事者が仲間と連帯できれば…―当事者同士の助け合いを仕掛けるには？<157> 

⒋要援護者も担い手になりたがっている―当事者を担い手に仕立てるには？<159>  

⒌究極の自助は「備えること」だが…―「備え上手さん」を育てるには？ <167> 
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＜序＞「自助力強化」の留意点 

 

⑴「自助力の弱さ」が共助の強化を妨げている 

今は自助力が極めて弱い。これが共助の進展を妨げている。困ってもＳＯＳを発信しないどころ

か、助けの手を拒否する人も少なくない。これでは手の出しようがない。 

 

⑵ボランティア講座でなく助けられ上手講座を 

各自で必要な資源を発掘し、上手に活用するのが「自助」だ。だれもが助けられ上手になれば、

福祉は大きく前進する。今必要なのはボランティア講座ではなく、助けられ上手講座だ。 

 

⑶「福祉は当事者から発する」 

福祉の主役は当事者自身だと自覚する必要がある。上手に助けてもらうのは、英語でいえば「セ

ルフケア・マネジメント」。立派な福祉活動なのだ。 

 

⑷当事者グループで連帯、を支援 

 当事者が福祉の主役である以上、自力で解決できるものはやるし、それが難しければ、同じ当事

者でグループを作って、一緒に解決していけばいい。当事者グループ作りの支援が、課題の一つだ。 

 

⑸要援護者も「担い手になりたい」 

 若年認知症の男性がデイサービスを利用する段になって「俺は対象者でなくボランティアだ」と

言い張って家族を困らせているという風景がよく見受けられる。当事者にボランティアができる機

会を提供することも、サービスを提供することと同じぐらい重要だと理解すべきである。 

 

⑹「備え上手さん」を育てる 

 当事者ができることの中で最も大事なのは、「備える」ということである。当事者になってしま

ったら、自分でできることは限られてくる。しかし元気なうちから、自分が要介護になった時の備

えをするのなら、できる。そのために自分を介護してくれる人を掘り起こし、育てておくとか。当

事者になった時にどれだけ安んじられるのかは、準備行動次第と言ってもいい。 
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■「当事者主体」がなかなか浸透しない 

⒈「要援護者を主役に据える」とは？ 
 先日、福祉関連の学者や事業者と懇談していて「福祉は当事者主体だ」と私が言ったら、「そん

なことはとっくの昔に実現している」と言い張ったのでびっくりした。関係者は既に当事者主体の

福祉になっていると思っているらしい。それでわかったのは、「当事者主役」といっても、それぞ

れこれで何を言おうとしているかが異なるということであった。 

 

⑴関係者も住民も「担い手主導」に固執 

■「困ったら福祉センターへ来い」？ 

 関係機関は、市のセンターに腰を据えて、ありうるニーズを推測し、いくつかのサービスを作る。

それらのサービスに該当しそうな対象者を分別し、まとめてから、サービスを提供する。こういう

あり方は、全く変わっていない。これこそ担い手主導であって、当事者主導はこの正反対なのだ。 

■突破口になるのは当事者たちの目覚め 

 当事者主役への突破口となるのは何だろうか。一部の当事者が「主役」に目覚め、同じ当事者仲

間と連帯して、主役としての行動を開始している。今の社会を大きく変えているのは、じつはそう

した当事者たちなのだ。 

 

⑵「当事者発」の福祉へ 

①他人に委ねる時代は終わった 

 時代は「当事者発」の発想を前面に押し出し始めている。背景に以下のような事実がある。 

➊１人暮らし世帯が３０％を超え、各自で身の安全を図るべき時代になった。 

➋孤立死が起きるたびに、本人の自己責任を問う声が強まっている。 

➌当事者グループ作りが広がっている。当事者が行動を起こしたから実現した制度や法改正もある。 

➍「終活」が流行語になり、人生の最期を自分らしく演出する手立てを考える時代になった。 

➎認知症やダウン症などの本人が声を出し、理解と支援を求める動きが広がっている。 

 

②「当事者発の福祉」実践－５つの入り口 

当事者がつくり出す福祉を具体化する時期に来た。今は関係者が牛耳って、担い手主導、推進者

主導を手放す気はない。これに対抗するには、当事者とサポーターが手を握り、積極的かつ攻撃的

に行動を開始しなければならない。「わたし発」の福祉は具体的にどうやって実現していくのか。

柱は４つある。 

❶当事者で助け合い。 
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ご近所から町内、市町村と圏域が上るほど組織を作り、システム化していく。 

❷周囲に支援を求める。 

個人または、組織的に支援を求める。制度やサービスの提案まで。 

❸当事者として社会に貢献。 

支援を求めるだけでなく、当事者の経験を生かして、社会に貢献する。 

❹地域福祉づくりを主導。 

圏域ごとに福祉推進体制を作るが、それを当事者たちが連帯して主導していく。 

❺福祉の環境作り。 

自分たちの願いを叶えるためにどんな地域環境を作っていくべきかを考え、自ら実践する。障害や

病気への理解を求めたり、積極的に支援の手を差し伸べてもらえるように。 

  

③各圏域にふさわしい活動を 

 地域は複数の圏域で成り立っている。「わたし発」の福祉も、圏域ごとに最適活動をすることで

実現する。 

①ご近所圏域（平均５０世帯）。当事者仲間は少ないが、近接しているので普段の助け合いはやり

易い。また個々にご近所に支援を求める。そこから発展して自分たちでご近所福祉を実践していく。 

②町内圏域（３００～５００世帯）。当事者の会づくりを始める。他の会と連携して町内福祉組織

にも加わる。地域への支援を求めるのも組織を通すようになる。 

③校区圏域（２０００～５０００世帯）。本格的な当事者組織ができるとともに、その連合体も作

れる。その組織ぐるみで地区福祉に関与していく。当事者への支援ボランティアの育成、派遣も。 

④市町村圏域。当事者組織として市の福祉制度やサービスのあり方を評価し、提案していく。 
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⑶主役交代―たとえば… 

当事者が主役になるとしたら、福祉の現場はそれぞれどんなことをすべきものなのか、 

 主役を交代 具体的にはどうしたら？ 

① 見守りの主役は一人暮らし

高齢者 

見守ってくれる人を自身で探してお願いする。それを仲間と

協働でする 

② 「敬老会」の主役は「高齢者」 「高齢者」が住民を集めて「敬老感謝の集い」をひらく 

 

③ 障害者の旅行の主役は障害

者 

障害者が企画し、ボランティアを確保する 

④ ボランティアグループのリ

ーダーは当事者 

当事者がボランティアを集め、グループを作り、お願いする。 

活動を提示し、指導する 

⑤ 有償サービスの主役は当事

者 

当事者主導型の有償サービスはすでに存在。当事者たちで担

い手を探し、共同で活用 

⑥ 食事会の主役は一人暮らし

高齢者 

一人暮らし同士が集まって食事会を開く。自分たちでおかず

を作って仲間に配ればいい。ボランティアに食事作りを指示 

⑦ 児童公園の主役は子ども 児童公園の構想を子どもたちに企画させた自治体がある 

管理も子どもにやってもらう 

⑧ グループホームの主役は入

所者 

自分たちで日課を決め、規則を決め、食事作り。職員はサポ

ーター役 

⑨ 子ども会の主役は子ども 先輩の中高校生が運営。小学生が自主管理することも 
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⑷当事者が主役だと、どうなる？ 

福祉のいとなみの全体が変わってくると共に、「当事者主体」が実現すれば、問題が解消する面

もある。サービスによって生じる事故や「プライバシー」の問題は当事者責任になる。 

① 当事者が事業（サービス）企画。サービスの仕

方も。自分たちで考え、行動を指示する。サー

ビスの評価も 

セルフケア・マネジメント。ケアプランも

当人（家族）がつくる 

 

② ボランティア等を当事者が発掘し活用 老人クラブが、各自が活用しているボラン

ティアを皆で共用している事例もある 

 

③ サービスによって生じる事故には当事者が責任

を持つ 

自己責任の原則。ボランティアに余計な心

配をかけない 

 

④ 主役としての行動は果たせない場合（本人が認

知症の場合など）は、周囲が本人の意向を最大

限尊重する 

「本人は○○をしたがっている」と先読み

する 

⑤ 当事者同士が助け合って共同で問題を解決する

ことも 

自助グループづくり。仲間同士の助け合い

から、社会へ向けての発信、他の仲間の支

援も 

⑥ 上手に助け手を確保できるよう学習する。福祉

講座の対象は、担い手でなく受け手に 

助けられ上手講座。「上手」が進んで、ノウ

ハウを提供する。講座をむしろ当事者たち

で主催も 

 

⑦ 「助けられ」行為も福祉行為として評価の対象

に 

手当や表彰の対象にも。自分たちの助けら

れ行為を評価する基準を自分たちで作る 

 

⑧ 助けてもらうには、自分のことをオープンにし

なければならない 

「プライバシー」を主張したら助けてもら

えない。プライバシー主張の仲間を「指導」

することも 
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⑸当事者が「ボランティア」を共同で発掘し活用 

 当事者が主役になると、福祉資源を自分たちで発掘し、共同で管理し、共同で活用するというこ

とにもなる。 

①向こう三軒で共同活用 

 一人暮らし高齢者が向こう三軒両隣で４，５軒まとまって生活している場合に、世話焼きさんを

中心にふれあい、助け合っている。彼女らは自分たちの「困り事」を解決するために、足元の男性

を、一方で面倒をみつつ、上手に活用している。 

②一人暮らし高齢者が特定の１人を確保 

 一人暮らしの高齢者が、自分の困り事を解決するために、ご近所の特定の人物を上手に活用して

いる。買い物や草むしり、電球の取り換え、台風の時の戸締まりなど。その人材が同じご近所内の

他の２，３人の当事者の同様の困り事にも対応しているケースも。 

③ご近所全体で共同活用 

 あるご近所で、広い庭を持つ一人暮らし高齢者たちが、定年退職した後、庭木の剪定技術を習得

した男性に、自分の庭木の剪定を依頼していた。といっても、意図的に「共同活用」しているので

はなく、まずＡさんがこの男性を発掘して活用すると、このことを伝え聞いたＢさんもお願いする。

その情報がご近所全体に広がり「私も」「私も」と相次いだ。お礼の仕方も一人ひとり全部異なる。 

④老人クラブが共同活用 

 単位老人クラブで、リーダー格を中心にして、メンバーの困り事に対応する人材（ボランティア）

を足元から掘り起こしていた。メンバーに困り事が生じたら、リーダーがその人に話をつけて、行

ってもらう。そうした人材を５名ほど確保していた。 

 

⑹当事者宅を近隣福祉センターに 

３人の重度障害児を介護する親が、地元の社会福祉協議会の指導で、自宅を事実上のボランティ

アセンターとして機能させていた。毎日何人かのボランティアが必要だから、そのコーディネート

や指導を親がやってしまっている。 

 自宅に周囲の資源を引き寄せるだけでなく、地域に福祉情報を発信したり、自宅を当事者組織や

住民のたまり場、研修の場に開放したり、はては近隣助け合いの推進拠点にしてもいい。そのため

の施設や設備の整備費を補助したり、人材を派遣したりするのだ。 
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■本人がなかなか「助けて！」と言えない 

⒉「助けられ上手」を育てるには？ 
問題はじつは当事者の側にある。要援護者が「助けて！」といえば助けてくれるはずなのだが、

それがなかなか言えない。 

 

⑴「助けられ上手講座」の開き方 

手っ取り早いのは「助けられ上手講座」を開くことだが、やり方に工夫が必要だ。 

① 独立した講座でなく、他の講座に盛り込む 

ずばり「助けられ上手講座」と銘打って客が来ればいいのだが、そうはいくまい。としたら、 

 盛り込む講座 盛り込み方 

① ボランティア講座 助け上手と助けられ上手の双方を習得して「両刀遣いで免許皆

伝」 

② 趣味講座 

 

お楽しみだけでなく、助け合いも大切。その時に重要なのは助け

られる努力 

③ 老人会などの例会 まず助けられ上手の技術をマスターすべし。それが高齢者の役目 

 

④ 介護講座 

 

介護に地域の手助けを得ることも大事。その点で助けられの技術

を習得することが重要 

⑤ ヘルパー研修 対象者に助けられ上手の大切さを教えることも仕事のうち。ヘル

パーが周りの人に手伝ってもらうのも助けられ上手 

⑥ 民生委員研修 当事者が上手に助けを求めることから福祉は始まることを。 

対象者を助けるだけでなく、助けられ上手に導くことも大切 

⑦ 小中学生向け福祉教育 子どもはまず弱者である。「ボランティア」よりもまず助けを求

めることを教える 

⑧ 定年退職者の地域デビュ 

ー講座 

男性こそ最も「助けられ下手」だ。これを学ぶことから地域デビ

ューを 

⑨ 生協、ＪＡの勉強会 組織内で助け合いが始まるために、まずは仲間に助けを求められ

るように学習 

⑩ 一人暮らし高齢者向けの

講座 

何をおいてもまず助けられ上手になることを理解させる。上手に

見守られる。見守りの人材を発掘する 
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②助けられ上手講座のメニュー 

 この講座はどんな組み立て方をしたらいいのか。メニューを並べてみよう。 

 タイトル 解説 

① なぜ助けられ上手？ 

 

講義でその必要性、福祉の新しい考え方を伝える。福祉の主

役は当事者であるということが柱になる。 

② 私はこうして助けられ上手

になった 

助けられ上手さんの体験談。障害者、介護者、一人暮らし高

齢者、子連れママなど 

③ 私の場合は？ グループ討議などで各自、どんな助けられの努力をしている

か。その難しさも話し合う。討議結果を模造紙にまとめる 

④ 私の「助けられ力」は？ 「助けられ上手」テストで各自測ってみる。その後話し合い

（後述）。 

⑤ 自分の安全を守る法 一人暮らしになった時、どうやって安全確保をするか、誰に

どのように困り事を解決してもらうか。 

⑥ 要介護へ向けての準備の仕

方 

家族のだれに頼むか、地域の誰に助けてもらうか、そのため

に今からやっておくべきことは 

⑦ 模擬演習・当事者の側から

地域づくり 

当事者の立場からどのように地域を作っていくかを考えてみ

る。どういう地域であってほしいか、どんなサービスがあっ

たらいいか 

⑧ 自助グループの作り方 どんなふうにして取りかかるか、グループをつくったらどん

なことをするか 

⑨ ライフデザインと自分の課

題さがし 

自分はどんな人生を送りたいか、そのために欠けていること

は何か、それを充足させるために周囲にどんな支援をしても

らうか 

 

⑵助けられ上手さんを表彰 

周りの人に助けを求めていいのだということを住民に伝えるために、いろいろなことができるが、

その１つは助けられ上手さんを社会福祉大会などで表彰することだ。長野県須坂市では毎年２月に

「助け合い推進大会」を開催しているが、そこで助けられ上手さんを表彰している。表彰状にはこ

う記してある。「助け合い推進貢献賞」。助けられる側から助け合いの推進に貢献したという意味で

ある。福祉は担い手と受け手の協力で成り立つのだ。 

 



 155 

①表彰の候補者探し 

 助けられ上手さんを探すのは、なかなか難しい。「上手」と言えるほどの人物は実際にそんなにい

ないのだから当然だ。ではどうやって地域の中から掘り起こしたらいいのか。 

 候補者の探し方 

❶ 支え合いマップづくりで掘り起こす 

主婦たちと人々のふれあい、助け合いの状況を話し合っていると、見つかることがある 

❷ 助けられ上手講座の中で見つける 

参加者の中から「私はこうして助けてもらっている」と発言する人が出てくる 

❸ 助けられ体験作文を公募 

市内からの応募者の中に、優秀な助けられ上手さんが見つかる場合も 

❹ ヘルパーや民生委員、ケアマネジャーから上がってくる情報 

サービスの対象者に助けられ上手さんが混じっている 

❺ 当事者グループのメンバーにもいる 

 

②表彰の選考委員会を説得する法 

 助けられ上手さんを受賞者にする法 

❶ 世話焼きさんとして推薦 

助けられ上手さんは同時に助け上手さんでもある。そこで助け上手の方を前面に押し出す 

❷ 別の活動で表彰対象に 

ボランティアグループのリーダーとか民生委員をしているなどで表彰。表彰の席で助けられ

上手でもあることを強調する 

❸ 障害者、介護者などが当事者の自立の名目で表彰 

その中で、周りの人に上手に助けられていることを付け加える 

❹ 新たに「助け合い」に貢献した人を表彰する対象をつくる 

その中で助けられ上手さんも堂々と表彰できる 

❺ 助けられ上手さんとしてマスコミ等の社会が評価した人なら… 

表彰の対象にせざるを得なくなるかも 

❻ 福祉はもともと当事者から発する 

自分の問題を解決するために、自らが自分のケアマネジメントをするのが福祉の原点である

ことを選考委員に説く。福祉の新しい流れだと… 

❼ 当事者グループを表彰する一環で助けられ上手も対象にする 

表彰の理由の中で、助けられ上手であることにも触れる 
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⑶問題をオープンにできる地域づくり 

 助けを求める前に、抱えた問題を周りにオープンにできなければならない。「夫が認知症になり

ました」「息子にはこんな障害があります」と家族がご近所に言えること。周りの人も「○○さん

のご主人、認知症になったんだってね」と自然に言える地域になること。どうしたらそんな地域に

なれるのか。 

①有力者が率先してオープンにする。 

 地域の実力者、福祉関係者、町内会長、民生委員などが思い切ってオープンにすると、他の人も

追随することが分かっている。 

②「先導者」を生かして「オープンにできる地域づくり」 

 たまたま問題をオープンにできる人がいた時、その人を先頭に立てて、啓発活動を展開する。 

③シンポジウム、寸劇、体験作文募集で。 

 ①②の人を招いてシンポジウムを開いたり、その体験を寸劇にしたり、自分のことをオープンし

た体験作文を募集したりする。 

④当事者グループの側が進んでオープンにする。 

 障害を抱えた親の会や認知症の家族の会などが、グループとして社会へ向けて積極的にオープン

にしていく。 

⑤家族よりも本人が「姿を現す」こと。 

 問題を抱えた本人が社会に「姿を見せる」ことが大事。隠せば隠すほど周りは疑惑の目で見るよ

うになり、偏見が育っていく。本人が姿を現わせば、一挙に偏見は消えていく。 

⑥認知症になっても希望を失うことはないと説く。 

 オープンにした本人や家族が、問題を抱えてもそれなりに豊かな人生を歩むことができるのだと、

障害や病気を前向きにとらえる必要がある。それが周りに希望を与える。 
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■当事者が仲間と連帯できればいいのだが… 

⒊当事者同士の助け合いを仕掛けるには？ 
ポイントになるのは、ご近所圏域での当事者の助け合いだ。 

 

⑴ご近所圏の（実質的な）自助グループの支援 

①ご近所圏の自助グループをさがし、応援 

 支え合いマップづくりをすると、例えば一人暮らしの女性が４，５軒まとまっている所では、ほ

ぼ間違いなく助け合っている。グループではないが、一種の助け合いグループとみることもできる。

介護者同士がどこかでグチを出し合っているかもしれない。それを丁寧に探ってみよう。それらに

どんな支援をしたらいいか考えよう。 

②市域のグループがご近所でも助け合うように働きかけ 

市域にはすでにグループができているけど、ご近所に戻ってからは行き来がないというのが一般

的だ。ご近所で交流すれば、実際の助け合いができるメリットがある。その可能性を探ってみよう。 

 

⑵ご近所圏域での自助グループにどんな支援を？ 

 近いから交流しているかと言えばその逆で、意外なほど交流がない。だから難しいと言わずに、

出会いの機会を作ってあげることが大切だ。 

① 出会いの機会をセット 

まずご近所内の同じ当事者が出会える機会をつくってあげる 

② 悩みを出せる雰囲気づくり 

ご近所では同じ当事者でも悩みを出しにくい 

③ グループづくりの支援 

グループと言うほどではなく、なんとなく集まれる場を設ける 

④ 家族だけでなく、本人が出会う機会も 

例えば特定グループの中で、とか 

⑤ 問題を共同で解決する手伝い 

同じご近所に住む者としての共通の問題を一緒に解決 

⑥ 地域へアピールする手伝い 

そのご近所の人たちへ訴えたいことを代弁する 

⑦ 難問を関係機関へつなぐ手伝い 

その当事者に本来関わるべき関係者とつなぐ 
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⑶「進化」に対応した支援体制も 

 要援護者同士の助け合いは日々進化している。「進化」に対応した支援体制も考えねばならない。 

① 異なるグループ同士のネットワークづくり 

同じ当事者であるという共通項で、連携して集会や支援行動 

② 他の市町村のグループとの連携 

同じ問題を抱えた者として、市町村を超えて連携する 

③ 行政や専門機関との連携 

その当事者に関わるべき関係機関と結ぶ 

④ 専門家との共同研究 

その当事者の問題にかかわる研究者と一緒に研究できるよう協力 

⑤ 学会での発表 

当事者として主張すること、問題解決の方法等をまとめ、発表できるよう協力 

⑥ 問題解決の制度づくり 

問題解決には現行制度を変えねばならない場合、制度作りや改訂の手続等の知識が必要 

⑦ 助け合いグループの支援グループづくり 

当事者グループを支援するグループをつくる応援も必要になる 

 

⑷「セルフヘルプ支援センター」のつくり方 

① 問題が生まれる場をブランチとする（ミニセンター） 

いじめなら学校、病気なら病院、犯罪なら警察というように 

② 圏域ごとにつくって連携 ご近所―町内―校区―市町 

市町村につくっただけでは地域に浸透せず、一部の当事者の活動になってしまう 

③ それぞれの機関の最も機能しやすい部署が担当 

病院なら医療相談室（またはＭＳＷ）。学校なら保健室やスクールカウンセラー 

④ センター同士（他市町村、他県）の情報交換を密にして、効率よく情報入手に努める 

他市町村、他県ではグループができているかもしれないし、その情報入手が大切 

⑤ 地域の様々な機関の窓口に相談コーナーを設け、情報を積極的に提供 

関係機関だけでなく、スーパーやコンビニ、駅、ガソリンスタンドなども利用 

⑥ 各グループで主体的に情報や相談活動ができるように指導する 

当事者グループ自体も一つの情報センターと位置付ける 
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■要援護者も担い手になりたがっている 

⒋当事者を担い手に仕立てるには？  
福祉とは「要援護者に担い手がサービスすること」だと割り切ってしまったら、対象者を担い手

にしようという発想は生まれにくい。 

 

⑴当事者を担い手にすることの効用－「ボランティアセラピー」 

 ｢ボランティアセラピー｣。アメリカでは「ヘルパーセラピー」と言っている。いつも人の助けを

受けなければならない人や、非行少年や受刑者など人に迷惑をかけてばかりいる人が、逆に人に尽

くす行為をすることによって、当人に｢治療｣効果が期待できるのだ。まず図の上部。 

❶人の善意に頼っている、人に迷惑をかけているという「負い目」が当事者には積もり積もって

いるが、ボランティア行為によってこの「負い目」から脱却できる。 

❷負い目から脱却できたとき、プライドが回復される。｢自分にも誇りがあったのだ｣と。 

❸人の善意に頼る一方だということは、自分の存在価値に対して否定的な考えを生み出す。「ボ

ランティア」行為によって、自分の価値に目覚める。 

❹さらに発展すると、自分の｢力｣というものへの自信も生まれる。「人の役に立った」。それに貢

献できた自分に、ある種の｢力｣があるのだと感じるわけだ。 

❺この｢力｣を意識するようになると、他者への「やさしさ」が育ってくる。そこからまた「ボラ

ンティア」志向が育ち、それがまた力への自信へつながるというふうに、良い循環ができてくる。 

 

■｢自分が自分の主人公｣だという自覚が回復 

 この心理的なメカニズムから、別の心理効果が生まれるのである。それが図の下部の部分である。 

 ❶真ん中の｢自分が自分の主人公｣という自覚。「私のことはこの私が決める」。人のサービスを受

ける一方という状態は、自分が自分の運命の主人公であるという意識から当事者を遠ざけていく。 

 ❷この「自分の運命の主人公はこの私である」という自覚は、いくつかの派生した行動を生み出

す。一つは｢自己決定｣。自分の生き方は自分が決めるという姿勢。 

❸次いで、｢私らしい生き方の追求｣。人生への積極的な姿勢が生まれ、ライフスタイルを自身で

立案していく。人の善意にすがっているだけでは、贅沢な望みと抑制していた。それが除かれる。 

 ❹自信ができると、「自分も、人の善意に頼っているだけでは駄目」と自立志向が生まれてくる。 

❺一方、人の善意に頼ることだって、主導権を握ればいいという、助けられ上手志向も育つ。 

 この図の下部の部分こそが、私たちがめざしている福祉の方向・指標なのだ。その「姿勢」が「ボ

ランティア」チャンスをふんだんに提供されたときに生まれてくるのだ。 
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自分の「力」 

への自信 

「自分は無力」「自分はダメ人間」 

「人のために 

尽くしている」 

自尊心の回復 

「自分にも誇りがある」 

やさしさの芽生え 

さらにボランティア意欲が。 

ボランティア・セラピーへの 

良い循環が 

負い目からの脱却 

「人の善意に頼っている」 

「人に迷惑をかけている」 

存在価値への 

自分への否定的な見方 

目覚め 

「生きていても仕方がない」 

自分が 

自分の主人公 

自己決定 

「自分の生き方は自分が決める」 

自立志向 

「しっかりしなくちゃ！」 

私らしい生き方 

人生への積極性 

ライフスタイルの確立へ 

助けられ上手志向 

「助けられ」への積極姿勢 

の追及 
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⑵対象者を担い手にする方法のいろいろ 

まず本人が無意識にしていることを探し、認知することから始めよう。 

① 当事者のささやかな実践を「ボランティアである」と認知、そう自覚させる 

本人も無意識に何らかの行為をしているはずで、「それもボランティアですよ」と指摘して

あげる 

② 当事者の特技が生かせる対象をさがし、結び付けてあげる 

誰でも何らかの特技がある。それを求めている人は誰か？ 

③ ワーカー（介護職員）と対象者の区別をやめる。個人的お付き合いに 

「自分はこの要援護者にサービスをする立場だ」と考えない。１人の人間として頼めるこ

ともあるのでは？ 

④ 施設を利用者には「ボランティアセンター」と位置付けてしまう 

利用者にサービスする所ではなく、ボランティアの機会を提供する所だと 

⑤ 施設内に（要援護者による）ボランティアセンターを設置 

センターを設ければ、本気で入所者のできることを探そうとするはずだ 

⑥ 地域の要援護者を施設に引き込む―その人への関わりを（入所者に）促す 

施設入所者が担い手になれる相手を地域から探し、施設に引き込む 

⑦ 高齢者だけの施設でなく、子どもや障害者も含めた施設にすれば、自然に活動が始まる 

いろんな種類、世代の人が集まれば、だれかに対してできることが出てくるものだ 

⑧ 施設を入所者の自主管理方式に切り替える。そこで入所者の助け合いが始まる 

「自主管理」すること自体がすでに「活動」を始めたことになる 

⑨ 要介護者（入所者）の一部を「職員」（介護スタッフ）として位置付ける 

「スタッフ」にすることで、自動的に「担い手」になる 

⑩ 要介護者（入所者）をボランティアグループに仲間入りさせる 

人に尽くすグループに仲間入りすれば、そのままボランティアになる 

⑪ セルフヘルプグループづくりを支援。そこで助け合いが始まる 

同じ要援護者の仲間に対してできることが生まれてくる 

⑫ 自身のケアネットワーク作りを。本人主導でやらせる。ケアマネジメント自体が活動だ 

自分をケアする人たちを掘り起こし、上手に活用すること自体が「活動」だ 
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⑶「当事者発型・ボランティア」 

①自分と同じ問題を抱えた人をヘルプ 

過去に特定の問題を抱えていた人が、今その問題を抱えて苦しんでいる人に、自分の体験から得

たもの－心構えとか技術を伝えたり、問題解決に手を貸すという、新しいタイプのボランティアが

急激に広がってきている。かつて自分もその問題を抱えてきたから、相手の苦しみも痛いほどよく

わかる。「なんとか助けてあげたい」と切に思う。そういう動機から活動を始めている。 

 

②苦しみを乗り越えていることが、他の人の救いになる 

 大阪教育大付属池田小学校で児童８人の命が奪われた事件で、娘・優希さんを失った本郷由美子

さん(45)が、最愛の人を亡くすなど、癒しを必要としている人たちに安らぎを与えるＮＰＯ「スノ

ーエンジェル」を作った。 

 本郷さんは事件後、支えてくれた人たちへの感謝の気持ちを示したいと、精神対話士の資格を取

得したが、彼女の初めてのケアの対象が、同じ事件で一人娘を亡くした安永郁子さんであった。 

本郷さんの安永さん宅への訪問は、４年で１５９回におよび、安永さんに笑顔が少しずつ戻った。

安永さんは周囲に元気になったことを知らせるためコンサートを開いた。そのとき、子どもを亡く

した人や介護で大変な人たちから「頑張ろうと思えた」などのメッセージが寄せられた。「誰かの

痛みを和らげることができる」とその時思ったのが、ＮＰＯ設立につながった。 

 自分自身が事件で傷つき、同じ仲間と手を携えて、その苦しみを乗り越えていっていることが、

同じように苦しむ人たちの救いになるということに気づいたのだ。ＮＰＯを通して、たくさんの人

が癒されていくのを見て、本郷さんや安永さん自身もまた、救われていくのだろう。 

 

③体験者にしか思いつかない「商品」 

 自身の当事者としての体験から生まれたボランティア活動は、活動内容によってはビジネス行為

にも発展していく。乳がんの体験者６人で創設した、がん患者の生活支援サービス「ＪＯＬ－ＮＥ

ＸＴ」のオフィスには、抗がん剤の副作用で髪が抜けたときのかつらや帽子、手術で乳房を失った

人のための下着が並んでいる。当事者でなければ考えつかない商品ばかりである。 
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④当事者発型ボランティアの特徴 

 当事者発型ボランティアには、従来型と比べてどんな点に特徴があるのか。特徴を４項目並べた。

❶「同じ（悩める）当事者仲間という一体感」。従来型のボランティアでは、担い手と対象者の

間にすきま風が吹く場合もある。「所詮は自分たちとは違う人」であるボランティアへの信頼感

が揺らぐ場合もあるが、当事者型はそこを完全にクリアしている。 

 ❷「相手のニーズがよくわかる」。自分もその問題を体験している（した）のだから、同じ体験

をしている相手の気持ちは「痛いほど」よくわかる。だから、相手が何を求めているのかもわかる。

従来型のボランティアが最も苦労しているのは、対象者が何を求めているのかがよくわからないた

めに、それを探り出すことだろう。その苦労が要らない。 

 ❸ボランティア精神が自然に心の中から（苦労せずに）沸き起こる－なんとか相手の助けになり

たいと切に思う、という点で、当事者発型は誠に好都合である。「自分が最も苦しんでいるときに

助けられた」体験が、感謝の気持ちと共に私も人の役に立ちたいという切なる願いに発展する。一

般のボランティアの場合、そうした「助けられ」体験があまりないままに活動に踏み込むために、

「思いやりの心」を努力して沸き起こらせねばならない。 

 ❹ボランティア活動自体が本人を癒す－自己治療効果が大きいのも当事者発型の特徴と言える。 

 

 

 

 

 

 

①＜対象者との関係＞ 同じ（悩める）当事者仲間という一体感 

②＜ニーズ発掘＞ 相手の願いや困り事がよくわかる 

③＜動機付け＞ 「助けられた」分、私も人のお役に立ちたい 

④＜活動者への効能＞ 当事者だからこそ大きな治療効果 
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⑷施設を利用者のボランティア活動の場にする 

「デイサービスへは自分はボランティアをするために行っているのだ」と思いたがっている認知症

の人が少なくない。ならば、そうさせてあげよう。 

①入所施設をボランティアセンターにした時 

① 入所者同士の助け合いを積極的に促す 

同じ入所者に対してできることがある。それも立派な「ボランティア」活動だ 

② ユニット（または同部屋）内での自主運営へ転換 

小さなグループにすれば、相手の困り事も見えるし、手も出しやすい 

③ 配膳などの担当を決める 

一番簡単に「ボランティア」になれる方法だ 

④ 担当者には「介助人」をつける（これが外部ボランティアの役割） 

介助人をつけられたことで、本気で活動をしなければという意欲が生まれる 

⑤ 施設内に「ボランティアセンター」を設置。地域からのニーズに対応する 

「センター」ができれば、その気になる入所者が増える 

⑥ 当人のボランティア推進を主、介護サービスを従と、施設の基本方針を転換する 

⑦ 「要援護者が人の役に立つサービス」を本格的に発掘し、事業化する 

要援護者ができることを積極的に探し、本格事業にできるまでにする 

 

②デイサービスセンター利用者を「ボランティア」に 

 利用者をボランティア扱いする法 

① 希望者には随時に重度者の介助などをしてもらう 

要援護度の高い人と低い人がいるので、助け合いには好都合だ 

② 一部の利用者は「ボランティア」と位置付けて意識的にやってもらう 

「ボランティア利用者」とすることで、まわりの人も本人もその意識になる 

③ スタッフの１人と位置付けて、助手扱いで担ってもらう 

「ボランティア」以上の位置を提示。若干の手当も支給したら？ 

④ デイの運営自体をスタッフと利用者の共同作業にする 

デイの自主運営へ向けての一歩と考える。その意欲のある利用者を選出 

⑤ 利用者でボランティアグループをつくらせる 

軽度者たちで、しかもその意識のある利用者で構成 
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③大学生が考えた「老人ホーム入所者ができるボランティア」 

 以下は大学生に課題を提供した、その結果である。「特別養護老人ホームで寝たきりの人ができる

ボランティアを考えよ」。 

① 「こんな介護機器があるといい」と提案 

具体的な提案は難しいとしても、「この機器の使い勝手が悪い」といった意見陳述でもいい 

② 介護職員に介護される側から介護の手ほどき 

「こういうふうにやってくれると気持ちいい」といった声を引き出す 

③ 介護研修のモデルを引き受け 

おむつ替えや入浴サービスのモデル。研修の場で、される側から積極的に意見を出しても

らう 

④ 老人ホームのあり方を提言 

「こういうふうにしてくれると住み易い」と。いい案はできるだけ実行すること 

⑤ 他の要介護者（新人）に上手な介護のされ方を指導 

入所者本人が「指導」する立場になるのがいい 

 

［事例］デイサービス利用者をスタッフに登用 

朝日新聞・家庭欄に載せられた事例である。若年性認知症の足立昭一さん（６１）は、元公務員

で、働く意欲は人一倍持っていた。しかし職業能力検査をされると、「仕事はムリ」と言われる。

仕方なくデイサービスセンターに利用者として通い始めた。 

 幸いなことに、そのデイサービスセンター（大分県の「なでしこ横丁」）の施設長・吉川浩之さ

んが、「働きたい」という足立さんの願いをくみ取り、利用者として利用料は払いながら、他の利

用者の入浴介助や送迎、ゴミ捨てなどをさせてあげるようになった。 

もっとも他の職員が常に見守る必要があるが、実質は「見習い社員」扱いである。「職員はその

人のできない面ばかり見てしまう」という施設長は、足立さんの面倒見のよさ、対話能力の高さに

目をつけ、「実質はスタッフの利用者」という扱いにした。その後正式に雇用契約を結ぶという。

それで終わりではない。認知症だから症状は進行する。彼の仕事を定期的に評価して、作業が難し

いとなれば再び「利用者」に戻される。 

 本来、利用者とスタッフの間はファジーなもので、両立場を往復するのが自然なのだということ

ではないか。それを考えるヒントを、足立さんと施設長の両者が提供している。「お年寄りの気持

ちは、自分も認知症だからよくわかる」と足立さんは言い、「利用者本位のケアを考える力が職員

についた」と施設長は言う。 
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⑸趣味グループや老人会で要援護者を担い手に 

デイサービスに限らない。ふれあいサロンや老人会、ボランティアグループや趣味グループなど

でも要援護者を受け入れた場合に「対象者を担い手に」するのが重要テーマの一つになる。 

① グループ内の他の要介護者の世話をする 

まわりがそのように働きかけないと動きにくい 

② 要援護の仲間同士がグループ内グループを作って助け合う。要望をリーダーに上げる 

これなら助け合いがやりやすい。要援護者として要望したいことは言っていいという雰囲

気をつくる 

③ リーダーの中に加わって要援護者の要望を伝達する 

要援護者の１人をリーダーの１人に据えることで、他の要援護者も発言しやすくなる 

④ 地域の他の要援護者をグループに引き入れる 

趣味を楽しみたい他の要援護者がグループに入る仲介をするのは、意義が大きい 

⑤ グループ活動や運営を要援護だけでできることは担っていく 

健常者のメンバーから積極的にお願いしていかねば、遠慮してしまう 
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■究極の自助は「予め備える」ことだが…これが難しい 

⒌「備え上手さん」を育てるには？ 
「助けられ上手」の中に含まれるが、大事なものに「備え上手」がある。いずれ自分が要介護や病

気になった時に助けてくれる人を今から確保しておく、とか。 

 

⑴「対処型」福祉から「備え型」福祉へ 

「福祉」というのは、そこに現れてきた現象（対象）に救済の手を差し伸べることだろう。「対処」

である。これだと、やれることの選択肢が限られてくるし、「救いのない」ケースが少なくない。 

    そんな時、「対処」の仕方にもう１つの視点を加えなければならない。「そうなってしまうずっと

前にまで遡って、予防措置を自他で講じる」のだ。 

「介護予防」事業が公的サービスで行われるようになったのは一歩前進だが、発想はそこでストッ

プしてしまい、定番の事業として固定化されてしまった。 

  

⑵「備え上手さん」とは？ 

「備え上手」という表現には、次のような考え方や実践が入っている。 

① 自助の一環である 「自分の命は自分が守る」という自助行

為の１つだ 

② 未来の自分に今から備える「危機管理」である 未来に訪れるはずの「要介護」「障害」な

どの要援護状態に備えること 

③ 最大の課題は、その時に自分を助けてくれる人の

「貯蓄」（保険）だ 

自分が要援護状態になった時に助けてく

れる人を今から「貯蓄」しておくこと 

④ 「助けられ上手」の腕も身につけておかねば 「助け手」はたくさん作ったが、その時

「助けて！」と言えなければ意味がない 

⑤ 要援護になっても、あきらめない自分に 認知症になっても、「その時はもうアウ

ト」などと考えない 
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⑶助け合えるグループをつくっておく 

ある備え上手さんがとってきた作戦は以下の通り。 

① ご近所の人と仲良しになる 

 

旅行に行けば、１０軒分の「おみやげ」を買

ってくる。お互いにそれをする 

② 自宅開放で月１回ふれあいサロン 

 

民生委員も仲間に。見回したら高齢者ばかり

なので、もっと若手も加えなくちゃ 

③ スポーツグループに所属。そこでも助け合い

を 

風邪をひいたら仲間が心配して見舞いに来

る仲になった 

④ ボランティアグループに所属。そこでも助け

合い 

ボランティアグループは意外に仲間同士の

助け合いはしない 

⑤ ケアホームでボランティア 

 

「その時になったらお願いね」と所長に入所

の予約も 

⑥ 近くの親せきとも助け合い 孫に「おばあちゃんが要介護になったら介護

してあげる」と言われた 

⑦ 裁縫教室を開く 教え子５００人。「先生に何かあったらかけ

つけるよ」と言ってくれた 

 

⑷その時のために今から「助けて！」の実践 

「今から人助けをしておく」というのは、その気になればすぐできるが、実際に「その時」になっ

た時に、助けを求めることができていない。そこで普段から、この実践を積んでおく必要がある。 

① 有償サービスグループで自分も受給会員になって、助けてもらう 

点数制度の場合は、貯めずにすぐに消費する（つまり助けてもらう） 

② ボランティアグループで、自分も対象者になってみる 

「私も要援護者だから助けてね」と 

③ サービス（ボランティア）の対象に逆に助けてもらう実践 

いつも助けている要援護者に「私も助けてちょうだい」。相手は「お返し」をしたがってい

るはずだ 

④ わが子や夫に頼み事をしてみる 

親はいつまでも元気でいるわけでないことを悟らせる 

⑤ 病気になった時、本格的に助けを求めてみる 

身内やご近所、友人たちを総動員。老後のリハーサルのつもりで 
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⑸自分のための「サービス」づくり 

自分が要介護になった時、利用したいサービスが地元にないと困る。そこで今のうちに自分でサ

ービスを作ってしまう人も少なくない。「作っておくべきサービス」には以下のようなものがある。 

① 将来自分が利用するためのデイサービスを立ち上げ 

まわりに自分が利用したい施設がなかったので、自宅で開いてしまった人も 

② いずれ自分が「受給」するための有償サービスグループの立ち上げ 

立ち上げたら、さっそく受給会員として助けてもらう 

③ 介護ボランティア・グループの立ち上げ 

「在宅でがんばる」を応援する本格的介護グループに。ヘルパー、ケアマネジャーも仲間に 

④ 将来に備えて、ふれあいサロンに要介護者を迎え入れ 

いずれ自分も要介護になった時に入れてもらいやすくする 

⑤ 自分のための老人ホームづくり ―共同アパート 

「グループ・ハウジング」―各自でお金を出し合って共同老人ホーム 

⑥ 自分が認知症になった時のためにグループホームづくり 

自分が入所するならどんな「ホーム」がいいかを考えながら 

⑦ 将来要介護になっても在宅生活ができるよう小規模多機能ホームを立ち上げ 

「小規模多機能ホーム」の立ち上げを実践して、「お泊まりの家」を建てておく 

⑧ ヘルパー２級を取得して、実際のホームヘルプサービスの実践をしておく 

サービスを受ける時に役立つ。どのようにすればヘルパーはやりやすいかを体得 
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⑹自身の要介護へ向けての準備作業 

要介護になっても住み慣れた自宅や地域でイキイキと生活し続けたいと思ったら、それに向けて

の準備をしておかねばならない。まず要介護の私を助けてくれる人を今から作っておく必要がある。 

１ 介護友だちを作っておく。介護グループに参加しておく 

向う三軒に親友をつくる。ＰＴＡなどとその後もつき合いを継続することも 

２ 家族へ「自分でがんばる」と伝達しておく 

「私は施設へ入らないから、お前たちもそのつもりでね」と子どもに 

３ 家族の介護力を強化しておく 

お嫁さんにヘルパー２級を。息子といずれ同居または近居をめざす 

４ 地域の介護力を育てておく 

介護サービスグループを立ち上げ、自分も加 

５ 自分も介護の体験を積んでおく 

家族介護だけでなく、施設ボランティアや有償サービスで介護担当も 

６ サービス情報を入手しておく 

福祉は日々変化しているから、新しい情報入手を怠らない 

７ 介護予防を日常的に励行しておく 

自分に合った介護予防のメニューを確立する 

８ ライフプラン、ケアプランの練習も 

マイケアプラン運動があるから、そこで教わる。親のケアプランで勉強も 

９ 自分をオープンにし、助けを求める資源を養っておく 

自分が認知症になっても隠さないよう、今から家のことをオープンにする訓練を 

 

①「介護友だち」をつくっておく法 

 要介護になったら助けてくれる友達はどうやってつくることができるか。 

① 介護講座を受講して、仲良しになった相手と約束し合う 

② 家族介護の経験のある人と友達になっておく 

③ いま介護で苦労している人を支援しておく 

④ サロンなどで知り合った人と普段から助け合っておく 

⑤ ヘルパーや民生委員になって、いずれ自分を助けてくれる人を確保しておく 

⑥ 足元の世話焼きさんと近づきになっておく 

⑦ ＰＴＡから関係を続けていく。いずれ介護友だちに 
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②家族の介護力を強化しておく 

① 子どもに同居または近居を呼びかける 

子どもの仕事や孫の学業との関連で、区切りの良いタイミングを考える 

② 遠距離介護は大変なので、せめて介護に通える地域まで移り住むよう働きかける 

介護する地元の老人施設に勤め先を変えた人もいる 

③ 子どもが小さい時から家の仕事を手伝わせ、家族介護を手伝わせておく 

介護が身につくと、親や姑の介護にあまり抵抗を感じなくなる 

④ 近居できるよう子どもの仕事探しを手伝う 

当然、子どもの人生設計を考慮する 

⑤ 子どもを介護講座に通わせる。ヘルパー資格を取得させる 

若い時期に半ば強制的に受講させてしまう手もある 

⑥ 子どもたちがローテーションを組んで介護できるような体制をあらかじめ考えておく 

協力して親を介護できるよう、仲良く育てる 

⑦ 孫にも介護の手伝いをさせておく 

子より孫の方が頼りになる場合もある（特に高齢になった場合） 

⑧ 子どもが同居した場合の間取りも考えておく 

むしろ子どもを主体とした間取りに 

⑨ 要介護の親（自分のこと）のことを隠さずオープンにするよう教育しておく 

まず自分がオープンになることから始める 

⑩ 地域の人にも手伝ってもらえるような資質を育てておく 

町内会活動やＰＴＡ、ボランティア活動などに参加し、幅広い人脈をつくっておく 

 

③地域の介護力を育てておく 

 自分が要介護になった時に備え、地域の介護力を育てておかねばならない。 

１ 地域の世話焼きさんや困りごとに対応する資質のある人を掘り起こしておく 

２ 一人暮らし高齢者等の安否を確認する一方、異変を関係機関へ繋げるルートを作っておく 

３ 世話焼きさんたちでチームを組んで、要援護者を支える体制を作っておく 

４ 要介護になっても地域で自立して生きていこうという人を支えていける地域にしておく 

５ 認知症になってもオープンにするとともに、誰もその人を排斥しない地域にしておく 

６ 要援護になっても、当事者がすすんで周りの人に助けを求める気風を育んでおく 

７ 近隣関係を緊密にしておく。助け合いもできる向こう三軒両隣に 

 



 172 

④自身も介護の体験を積んでおく 

① 介護講座に参加する 

できれば実技入りの講座に 

② ヘルパー２級資格を取得する 

資格を生かして、介護ボランティアをしておく 

③ 老人ホームなどで介護ボランティアを実行 

ここでさらに技術が磨ける 

④ 介護ボランティアグループに所属する 

すすんで難しいケースを担当する 

⑤ ご近所の要介護者の介護を体験する 

勉強のためとことわって、押しかけることも 

⑥ 親族の要介護者の介護をする 

これで親族内の助け合いが始まる。いずれ自分も助けてもらえるかも 

⑦ 周囲の介護者、要介護者に体験を聞く 

介護グループや家族の会などでまとめて聞くことも 
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第 7 章 

ふれあい・助け合い 
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＜序＞「ふれあい・助け合いの地域づくり」の留意点 

 

⑴ふれあっていれば、いずれ助け合いが始まるのか？ 

 今、福祉関係者は「ふれあい」に強い関心を持っている。そこで「ふれあいサロン」をいくつ

立ち上げたかが、地域福祉がどの程度進んだかの目安とさえされている。だが、そのふれあいから

助け合いが生まれてくるかと言うと、必ずしもそうとは言えない。 

 

⑵助け合い型の「おつき合い」へ転換を 

日本では助け合いという面倒な事はしないという約束でおつき合いがなされている。人を詮索し

てはいけない、お節介は嫌われる、プライバシーは尊重しましょう、人に迷惑をかけるものではな

い、などなど。これではいつまでたっても日本人の間から助け合いが生まれてこない。 

 

⑶グループ内で助け合いをしているか？ 

 身内での助け合いが好きな日本人に似合わず、地域の様々なグループで助け合いが行われている

かどうかを調べてみると、意外に助け合っていないことが分かる。老人クラブなどは、助け合わね

ばいけない組織であるにもかかわらず、必ずしもそうなってはいない。 

 

⑷開かれたグループ・ネットワーク型のグループに 

 老人クラブで助け合おうとしても、いずれもが要援護状態にあり、無理。そこで、虚弱な仲間を

介助できる人材を受け入れなければならない。「開かれたグループ」にする必要がある。他のグル

ープと容易に連携できる「ネットワーク型のグループ」にもする必要があるのだ。 

 

⑸要援護者も仲間に受け入れ 

 今の地域グループやふれあいサロンは、要援護者を排除している。「あの人たちはデイサービス

に行けばいいのよ」と。介護保険制度が普及するようになって、住民は要介護の人をグループから

排除するようになっている。「私たちは元気な人の集まり」と。 
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■地域で住民があまりふれ合っていない 

⒈ご近所でふれあいを広げるには？ 
ふれあいは助け合いが始まる大事な要件の一つ。このふれあいを広げるにはどんな工夫が必要か。 

 

⑴人々はご近所でどのようにふれ合っているかを調べよう 

 自分のご近所では、どんなふれ合いが盛んになっているか。支え合いマップづくりで探し出そう。 

現実に行われているふれ合いをうまく生かせば、効率的なふれ合いができるはずだ。 

 ふれ合いの事例 具体的には 

１ 相性の合う人が数名で井戸端会議。ほとんど

が女性 

畑・道路・ゴミステーション・自宅など 

２ 有志でふれあいサロン。大抵は町内圏域で 

 

その後、相性の合う者同士で二次会をひらい

ている 

４ 世話焼きさんを中心にお茶会 

 

大中小のスケールで、人脈の数も変わってく

る 

５ 要援護者宅にご近所の人が集まってお茶会 

 

助けられ上手さんの場合に可能になる。その

人を助けるためのネットワークでもある。 

６ 趣味を楽しみながら交流 

 

特定の仲間の家でやる場合も。介護者宅の枕

元で実行しているケースもある 

７ 農作業をしながら交流 

 

畑で隣り合った者同士がおしゃべりをして

いる 

８ 犬の散歩をしながら交流 

 

散歩途中の要援護者宅を見守る人も。夫が地

域デビューのために妻と交代も 

９ ウォーキングしながらふれあい 

 

ウォーキング友だちを作る。ウォーキング途

中の一人暮らし高齢者宅の見守りも 

１０ ゴミ出しついでにふれあい 

 

ゴミステーションでおしゃべり。ここでご近

所情報の交換も 

１１ グラウンドゴルフを楽しみながらふれあい １人暮らしの男性がここで見守られている。

毎日なので見守り効果はベスト 

１２ 夕涼みをしながらふれあい 

 

場所ごとに毎日集まる者同士でおしゃべり 
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⑵住民流のふれあいの特徴を知っておこう 

 支え合いマップづくりをすると、住民がふれあう場合、共通の特徴があることがわかる。それを

頭に入れておいて、ふれあいを仕掛けるといい。特にご近所では住民流でないとうまくいかない。 

１ 相性が大切 相性が合う者同士がふれあうのが基本。そうでないと、

本物のふれあいにならない 

２ 少人数 相性が合う者同士となると大抵、少人数になる。３～４

人の場合が多い 

３ 意図的なふれあいは嫌われる なんとなく、自然発生的にふれあいが始まる―というの

を好む 

４ わざわざ場を設けない 何かをしながら、ついでにふれあい―だから、道路脇や

店内でも構わない 

５ 中心人物がいる 世話焼きさんなど、ふれあいの軸になるキーマンがいる

場合が多い。ふれあいの核に誰かがいないとダメ 

６ 意図的にふれあいを設ける場合も

あるが、「よそ行きの顔」になりが

ち 

町内会などの主催で意図的なサロンも開かれるが、参加

者は「よそ行きの顔」で集まる。この場合、相性の合う

メンバーでご近所に帰ってから小サロンを開く 

 

⑶ご近所のふれあいを広げるには 

 現代人は、ご近所でふれあうのをあまり好んでいない。スポーツでも趣味活動でも老人会などで

も、すべてはご近所から出て、まちの中心部でふれあっている。ご近所での濃密なふれあいをどの

ように実現していったらいいのか。 

１ 同じご近所に住む仲間と、町内だけでなくご近所でもふれあいを 

困った時に助け合えるようになれば、ふれあいはそれだけ深まっていく 

２ 特定の隣人や向こう三軒両隣で、困った時助け合える人を見つける 

まずその人たちと親密な交流を 

３ 組や班の関係を生かして、もっと親密な隣人関係を作っていく 

自分が班長になった時がチャンス 

４ 住みよいまちづくりの活動の中で、同志と交流 

同じご近所内の同志を見つける 

５ 自分や家族の支援をしてもらうために、善意の人を集める 

この関係がいいふれあいになっていく 
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■マンションではふれあいのきっかけさえ見つからない 

⒉マンションでふれ合いを仕掛けるには？ 
 

⑴犯罪多発等で、ふれ合い、助け合いを求め始めた 

マンション住民対象のアンケート調査で意外な結果が出てきた。「近隣住民とのお付き合いは、

あいさつ程度にとどまる」人が多数を占める現実の裏側で、「日常的なご近所づき合いが必要だ」

と思っている人が、全体の６割～８割に上った。その主な理由は、防犯、防災、助け合いだった。 

こんな動きを受け、住宅業界では「ご近所づき合いが始まる仕掛け」を新たな付加価値と位置付

け、集合住宅や住宅街のデザインに組み込む動きが広がっているという。 

 

⑵住宅関連企業の「ふれ合い推進」作戦 

①「ネイバーフッド（ご近所）・デザイン」 

この調査を行った「京阪電鉄不動産」は、都心のコンパクトマンションでありながら、「隣人や

地域との交流も想定した仕掛けを施した」新しいブランド「A-standard」を立ち上げた。 

このブランドで「ネイバーフッド（ご近所）・デザイン」を担当する「HITOTOWA Inc.」代表の

荒昌史さんによれば、たとえば本郷三丁目のマンションでは、屋内の駐輪場と一体になった共有ス

ペースを設け、駐輪ついでに会話が始まるようにし、ここで「ネイバーフッド（ご近所）・パーテ

ィ」や自己紹介のワークショップの機会を設けるなどして、ご近所づくりをすすめていくという

（「greenz.jp」記事）。 

 

②マンション向けに「コミュニティ形成支援サービス」 

「つなぐネットコミュニケーションズ」でも、マンション向けに「コミュニティ形成支援サービス」

を提供している。住民の関心の高い「防災」をきっかけに住民同士をつなげようと、「居住者同士

で行う応急手当のワークショップ」や、「マンション内非常用設備探検ツアー（クイズもあり）」な

どを企画している。 

同社の「つなぐマガジン」（ホームページで閲覧可能）には、「マンションでご近所づき合いをア

ップさせた実例集」といった記事も掲載され、「空いたスペースを生かし、洗車場やペットの洗い

場など、共通の話題が生まれやすい便利スペースをつくる」とか、「読まなくなった絵本や小説を

持ち寄り、共用スペースに本棚とソファを設置する『共用文庫づくり』」といった実際に効果のあ

ったアイデアを公開している。 
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③「隣人祭り」 

 住宅メーカーの社会貢献的な事業を見ても、「ご近所づき合いの仕掛け」という新しい分野が生

まれている。大手の「積水ハウス」では、「ひとえん」をキーワードに、まちの中にあえて袋小路

を設け、小さな「井戸端スペース」として点在させたり、隣人祭りやガーデニングイベントを仕掛

けたりしている。 

隣人祭りは 2010年から全国の分譲地で千回以上実施しており、四日市市の「コモンシティ緑丘」

では、隣人祭りがきっかけでご近所づき合いが増え、子どもたちを大人全員で見守るような関係が

でき、結婚するカップルが生まれたり、「女子会」「男子会」に発展するなどしている。 

住民は自主的に隣人祭りを継続しており、住民関係が強まることで防災にも強いまちになったと

いうことである（積水ハウスホームページと「ソトコト」記事より）。 

 

④「みんなでリノベ」－小工事に参加で、ふれあいとコストダウン 

「東邦レオ」では昨年から、集合住宅の居住者が参加して共同作業を行うことでコストが下げられ

る外構修繕サービス「みんなでリノベ」を始めた。 

専門知識や特殊工具を必要とする作業は同社の工事スタッフが行うが、ペンキ塗り、テーブルや

ベンチの組み立て、ウッドデッキの床板張りなど、初心者でもできる作業を居住者がみんなで行う

ことで、住民同士のつながりをつくりながら、最大３０％のコストダウンができるという。 

「ＤＩＹ（日曜大工）が得意な人、植物の植え替えが得意な人、話し上手な人―というように、共

同作業を通じて住民の人柄や特技を知り交流を深めるとともに、個性豊かな共有部を居住者の手で

つくりあげることができる」そうだ（「新建ハウジング」記事）。 
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■この地域ではだれも人を家に入れない 

⒊家をひらき合える地域にするには？ 
 お互いの家をひらき合えるかが、地域での助け合いが始まるかどうかの重要なポイントの１つに

なる。ご近所の人たちに助けてもらうには、他人を家に入れることができなければならない。 

 

⑴人が家をひらくチャンスとは？ 

 人はどんな時に家をひらけるか。生活事情に応じいろいろなチャンスがある。これを利用しよう。 

１ 葬儀 その後も四十九日、一回忌など 

２ 宗教団体の集会 家庭集会を持ち回りで開く 

３ 生協の共同購入 玄関で作業が終った後、奥の間でお茶を 

４ 家庭介護 ヘルパーやケアマネジャー、有償サービスの受け入れ 

５ 子どもの友達が遊びに来る ついでにお母さんも 

６ 持ち回りでカラオケパーティー 男性中心。夫婦でできればもっといい 

７ ご近所での飲み会 これも持ち回りに。ホスト宅でと決める場合も 

８ 家庭菜園をひらく 他の人にも畑を開放 

９ ガーデニングをひらく 「オープン・ガーデン」運動。だれでも見学ＯＫ 

１０ 縁側で井戸端会議 仮設住宅では広く実行されている 

 

⑵「ひらいた家」をさがそう 

 家をひらくのは誰でもできるというものではない。そこで、今ひらいている家を探し出し、これ

をふれあい、助け合いの輪を広げるのにどう生かしたらいいかを考えるといい。 

 

 ひらいた家 どんなことを？ これからどんなことを？ 

１ ○○さん宅 仲間を招き趣味活動をしている 他の人も受け入れてくれるか 

２ ○○さん宅 一人暮らし高齢者が集まる 民生委員やケアマネジャーも仲間入り

したら？ 
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⑶介護者宅の枕元で「押しかけサロン」を 

 まずひらかねばならないのが要介護者宅だ。介護者はなかなか外出できず、その分、ストレスが

たまる。そこで介護者宅でサロンや趣味の会を開くケースがよくある。 

 介護者宅サロンを実現するために  

１ ストレス対策で地域グループに加入し

ている介護者を探す 

その人は、自宅に仲間を迎え入れる気があるかを

確認。さらに要介護者の部屋まで開放する気があ

るか 

２ 地域の人を家に引き入れている介護者

を探す 

要介護者の寝ている部屋まで、地域の人を入れる

気はあるか 

３ 介護者はどのようなストレス対策を講

じているか。またはやりたいと思ってい

るか 

その中に、自宅でやれるものはあるか。また、自

宅に仲間を迎えて、それをやる意思はあるか 

４ 要介護の親の介護の手伝い、またはその

他の介護サポートを受け入れる気はあ

るか 

介護サポーターと「ケア会議」を開くのもいい。

これを常態化すればいい 

５ 元々、近所の人を招いて井戸端会議をし

ていた家であるか 

介護を始めてからでも開く気はあるはず。周りが

遠慮しないこと 

６ サロンの中で趣味活動も楽しむ方法を

考えているか 

介護者が以前楽しんでいたことを再開させればい

い。介護しながらできる趣味を探すのでもいい 

７ サロンをしながら、介護のサポートもで

きるメンバーであるか 

介護ボランティアグループに属している人や、家

庭介護の経験者を集めるといい 

８ 趣味活動の成果を販売する道もある インターネット販売に詳しい人を仲間に加えると

いい 

９ ケアマネジャーやヘルパーなどがこれ

に協力または参加することが可能か 

プロが参加することで、ケア会議が成り立つ。枠

外ニーズの掘り起こしと、それを住民に分担させ

るチャンスにも 
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⑷引きこもりの人の家へ「押しかけサロン」 

引きこもりの人は、サロンに誘い出そうとしても応じないが、何人かで押しかけて、そこでサロ

ンを開くのなら受け入れるという傾向がある。 

１ 押しかけサロン開催推進者 ①ご近所の世話焼きさん 

②民生委員 

③見守りボランティア 

④隣組の組長（班長） 

２ 押しかけサロンメンバーの候補 ①本人の隣人。この人のことを気にかけている人 

②本人の近くで井戸端会議を開いている女性たち 

③小サロンの会場を探している人たち 

３ 開催の働きかけの工夫 ①まず本人が見込んだ人が押しかけ 

②次いで１人、また１人と加わる 

③部屋の掃除や庭の草取りなどをしてあげる 

４ 目指すこと ①本格的サロンへの誘い 

②困り事の聞き出し 

③本人が交流している相手を聞き出す 

④できれば常設サロンになればいい 

⑤本人がホスト役にならないか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 182 

■人々がふれ合うための場所が見つからない 

⒋ふれ合いの場をどう作ったら？ 
 地域にふれ合いの場が欠けている。これをどう確保したらいいか。またそこを拠点にどのように

ふれ合いを仕掛けていったらいいか。 

 

⑴ご近所でふれ合いのできる「場」をさがそう 

 意図的な「場」づくりはあまり好かれない。あくまで自然で、そのご近所にふさわしい場を探す

こと。ご近所ごとにそういう場を探し出そう。そこでの住民の営みを生かして、さらにふれ合いを

広げていこう。 

 ふれ合いの場の候補 場の営みを生かす法 

１ 空き家がある 定年退職した○○さんが美味しいコーヒーの淹れ方を

知っているので、マスターになってもらおう 

２ 住民は毎日のように墓参りに行っ

ている 

そこで既にふれあっているので、風雨をしのげる小屋を

敷地内につくったらどうか 

３ 使われていない旧公会堂がある 調理設備も残っているので、ここで料理をして会食会を

開いたらどうか 

４ 主婦たちが手作り品を売っている

場がある 

そこに買いに来た人を中心にふれあいを始めよう 

５ 住民が作った野菜の無人販売所 

 

作り手と買い手が中心になってふれあいを。野菜で作っ

た料理で会食会も 
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■要援護者がサロンに受け入れられていない 

⒌要援護者をふれ合いの輪に加えるには？ 
 要介護だからと、サービスへつなげてしまうと、本人の人間らしい生活が失われる恐れもある。

どんなに要介護になっても、最低限の（地域での）ふれあいが確保されるよう、知恵を絞ることだ。

ふれあいサロンや井戸端会議、趣味活動などに、どのように要援護者を迎え入れたらいいか。 

 

⑴要援護者をふれ合いの輪に受け入れる法 

 ふれ合いの輪に迎え入れる法 具体的には 

１ 家族を説得する 要介護になっても豊かな生活をしたいと思っていると

いうことを。本人の意思を尊重すべきことも 

２ 介助人をつける 

 

本人の庇護者・理解者役も兼ねる 

３ 移送サービスの体制づくり 

 

関係機関かメンバーか 

４ 施設側やケアマネジャーが説得 

 

要介護でもふれ合いは可能だと理解させる 

プロが安全を保証する 

５ プロもふれ合いの運営に参加 

 

プロが積極的に加わることで安心感が生まれる 

６ トラブルを解消する努力 ふれ合いに加えたことで生じたトラブルを解消 

 

７ 要援護者宅を会場にする 

 

 

 

⑵要援護者一人一人についての仲間入り作戦 

 対象者 ふれ合いの実態 仲間入りの方法 

１ ○○○○さん デイと自宅の往復だけ デイが協力を働きかける 

２ ○○○○さん 老人保健施設に入所。地域との

関係なし 

近隣の人たちでサロンに連れ出す。老

人保健施設にも協力してもらう 
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■サロンで助け合いはしないの？ 

⒍サロンを「福祉」活動の場にするには？ 
住民がご近所で福祉に取り組もうとすると、まず始めるのがふれ合いサロンである。ご近所内の

ごく一部の人が集まって、おしゃべりをし、会食するという形がその後も続き、定着する。親交は

深まったかもしれないが、それだけで終わってしまう。 
⑴ふれ合いサロンを生かした小地域福祉推進法 

今なぜか「ふれ合いサロン」のブームである。せっかくサロンを普及させようとしているのだか

ら、これを「福祉」推進に生かしたらいい。 

①サロン自体がすでに福祉機能を果たしている 

サロンを開催する中でできてしまう広義の福祉活動を並べてみよう。 

❶そこで参加者の健康状態を確認できる。 

❷おしゃべりの中で相手の心配事、悩み事を聞き出すことができる。参加者からすれば、福祉ニー

ズ発信の場所になっている。 

 あるサロンでは、スタッフ一人ひとりが隣り合った参加者のグチを聞き、その中から福祉ニーズ

を選り分けて対応するようにしている。自分で対応できるもの、グループとして対応しなければな

らないもの、他のサロンやボランティアに手渡すもの、本人の隣人に依頼するもの、の４種に分け

ていた。サロンの反省会を開き、今日はどんな福祉ニーズが発信されたかを出し合うのもいい。 

❸一人ひとりの生活習慣の偏りも発見できる。サロン会場で少しずつ修正させていくのもいい。 

❹無趣味の人は新しい趣味を獲得していくこともできる。生きがい対策にも、介護予防にもなる。 

❺サロンに来ない日に安全を守る法、ご近所の人との関係の持ち方のアドバイスもできる。 

❻サロンで友だちを作ることもできる。その人とご近所に戻って二次会を開く人もいる。 

❼参加者の抱えた問題などから福祉学習のテーマを見つけることもできる。 

❽サロンで新しい福祉サービスの情報も入手できる。地域包括支援センターなどの関係者も、サロ

ンを福祉情報提供の場に利用するといい。逆に福祉ニーズを発掘できる場としても使える。 

❾ライフプランを立案するために知恵を出し合う場にもなる。「終末」へ向けてのプランでもある。 

❿この 1カ月をどのように充実した生活にするか、アドバイスをする場でもある。 

 

②ご近所へ戻ってから助け合いを 

 サロンで小地域福祉システムを作るために、ポイントになるのは、サロンが終わったあとメンバ

ーがそれぞれの「ご近所」に戻ってから、助け合いを始めるかどうかである。サロンで仲良しにな

った者で、同じご近所に住んでいる同士が、日常的に助け合いをしているケースが見つかる。 

③ご近所で解決できない問題を本サロンに集約 
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 ご近所内の各所で開かれている小サロンや井戸端会議で発信されている福祉ニーズが、サロンメ

ンバーが媒介して本サロンへ集約されていき、解決へ導かれていけば、立派な小地域福祉システム

と言うことができる。本サロンの段階で解決できない福祉ニーズは、民生委員等を通して、さらに

地区や市町の圏域にまで吸い上げられていく。逆に福祉情報がこのルートを通して、ご近所の末端

にまで伝達されていく。 

 

④様々な場にサロンを仕掛けて、福祉活動にする 

サロン自体が持っている福祉的な要素を生かして、様々な場に「サロン」を仕掛けることで福祉

活動にしてしまおうというあり方が、いろいろ取り組まれている。 

 ❶は、引きこもりの人向けのサロン。サロンに顔を出したがらない男性宅へ、３～４人で押しか

けて、サロンを開いてしまうという方法が成功している。「来い」と言えば来ないけど、押しかけ

れば受け入れる。 

 ❷一人暮らし高齢者が自宅に数名の高齢者を招き寄せて日常的にサロンを開いている。外部から

働きかけて意図的に要介護者にサロンを開かせるという方法もある。 

 ❸現役の介護者はなかなか外出しにくいし、だからこそストレスもたまる。そこで、介護者が介

護している枕元に押しかけて、そこでサロンを開き、ついでに趣味活動もしてしまうというケース

もある。そこで作ったものを売って、小遣いを稼いでいるしっかり者もいる。 

 ❹認知症の人が徘徊中に、特定の店に半日居ついているというケースがよくある。そこで、認知

症の人を加えたサロンが開かれている。 

 ❺災害時要援護者支援制度の「支援者」に指名されたものの、いざ災害が起きた時に、そのこと

を忘れてしまうこともあり得る。そこで、普段から要援護者と支援者が日常的に交流しておく必要

がある、となった。ここでもサロンが役に立った。 

 ❻おしゃべりを目的としたサロンではなく、ご近所で何か問題が生じたときに、その問題解決を

話し合うためにご近所の人が集まる、問題解決型サロンもある。 

 ❼毎日開放していて、どなたでも歓迎という、完全に開かれたサロンもある。中では、いくつか

のグループに分かれていて、こっちではおしゃべり、あっちでは折り紙と思い思いのお楽しみに興

じている。フラッと入ってきた人は、その中の好みの輪に入っていく。悩み事をもらす人もいて、

ちゃんと相談にも乗っている。ほとんど「福祉センター」的な機能を持っている。 

 ❽はずばり、要介護者を集めての住民型デイサービス（ミニデイ）というサロンである。 
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本サロン 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

押しかけサロン 

要援護者主催の 

サロン 

要介護者宅で 

サロン 

認知症対応の 

サロン 

災害対応サロン 

問題解決型サロン 

オープンな毎日型 

サロン 

要介護者大歓迎型 

（ミニデイ） 

引きこもりの人の家へ 

押しかけて開催 

本人をホスト役に仕立てる 

一人暮らし老人宅でも 

介護者の 

ストレス対策 

徘徊先でサロン 

災害時要援護者と 

支援者が日常サロン 

ご近所で問題が 

生じたとき開催 

毎日開催。 

誰でも歓迎 

要介護者のケアを 

中心としたサロン 
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［事例］わがサロンは全方位で福祉活動中 

 福祉とは何をすることか。まず「安全の確保」。次いで「困り事の解決」。三つ目に「介護」。こ

の中には軽度者の介護予防や生活支援、介護家族への支援、施設入所者の地域参加も含まれる。四

つ目は「豊かな生活」。要介護になっても、豊かに生きたいという欲求に応えることだ。 

鹿児島県のあるサロン運営者に、この中のどれを実践しているのか聞いてみたら、このほとんど

をサロンの中で実践していた。 

❶「安全の確保」では、欠席者は必ずその旨を連絡してもらう。そこで安否確認ができる。 

❷「困り事の解決」ではリーダーが、参加者の悩み事を出し合う時間を設け、親身に応じている。   

❸「介護予防」では、体操をはじめとして、サロン活動全体が該当する。 

❹認知症の人も受け入れており、要介護者の豊かな生活を支援していることになる。そうするこ

とで、介護者に「休憩」を提供している（介護者の支援）。彼女らは、地元の福祉施設を訪問し、

そこで入所者を交えたサロンを開催していた。 
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■ただおしゃべりするだけで面白くない 

⒎ふれ合いサロンを豊かにするには？ 
 確かにふれ合いサロンは、全国に広がっている。ただ、その中身を見ると、数は揃ったが内容が

つまらない、参加者が減っているなど、いろいろな面で行き詰っているグループが多い。 

 

⑴サロンの規模によって３種類のサロン 

 サロンにもいろいろある。ここでは規模の違いを中心にして３種類を紹介する。 

①「大イベント型ふれ合いサロン」 

 町内圏域やもっと大きな圏域で、大人数を集めた本格的なサロン。規模が大きいので、月１回か

２回程度。参加者はただの「観客」になりがち。 

 大型サロンの内容 特徴 

１ 大規模サロンといっても、５０人位が

限度 

「サロン」をいうよりは「集会」と言った方がいい

ものも。または「パーティー」 

２ 毎回、魅力的なイベントを企画する 歌や踊り、ゲームを見たり、実際にやってみたり 

３ 保健・医療サービスも 血圧測定、個々の健康診断なども盛り込む。簡単な

体操も 

４ 新しい趣味が習得できるように 毎回、新しい趣味活動を紹介。初心者にも手ほどき 

５ 相性の合う者で小グループづくりを ゲームなどの中で、小グループ活動を仕掛ける 

６ 同じご近所の参加者で、ご近所に戻っ

てから改めて小サロンを開催 

世話焼きさん宅で二次会を開くようにリード。また

は、二次会が開かれているのを発掘し、それを支援 

７ 要介護者や障害者を参加させる場合は

移送や介助人等の体制も 

むしろ「ミニデイ」として開くことも。「要介護者

参加」を前面に打ち出したサロン 
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②ご近所圏域の中型サロン 

 はじめからご近所圏域（５０世帯）で開くサロン。ご近所内の世話焼きさん等でチームづくり、

ご近所内の人を集めて開く。１０数名程度の規模になる。開催回数も増やすことが可能。 

 中型サロンの内容 特徴 

１ 同じご近所内の住人で主催し、ご近所

内の人が参加する形に 

「ご近所」で参加者の範囲を限定することで、親し

みが湧くし連帯感が育つ 

２ ご近所内に会場を探す ご近所から離れた所で開くと、それだけ参加者が限

られることになる。要援護者は参加できない 

３ 担い手と受け手の区分けをせずにお

互いが役を果たせるように 

相手を「お客さま」にしない。参加者１人ひとりが

何らかの役を果たせるように 

４ 一人暮らしの人も気後れせずに参加

できる自然体のサロンに 

「イベント」をするというより、ただのおしゃべり

に、会食を混ぜた程度の内容 

５ 要介護者も参加できるよう ２、３人程度なら、皆で介助できる。「介助ボラン

ティア」の参加も 

６ 引きこもりの人も、思い切って連れ出

す 

その人と親しい人が連れ出せばいい 

７ サロンで親しくなった同士が普段の

おつき合いに発展するよう 

親しくなった同士をペアにした机の配置やイベン

ト（ゲーム等）を 

８ 一人暮らし同士のメンバーが、普段、

見守り合えるように 

一人暮らし同士が誘い合えるような机の配置やゲ

ームも。できれば近くに住む者同士で」 

９ 親しい間柄同士をそのまま生かした

座席配置 

普段のおつき合いが深まるように、サロンで応援す

る 

１０ 自助力を強化するような講話やゲー

ムも 

自分の安全を守るためにどんなことをしたらいい

のかなどを、サロンで体得できるよう 

１１ サロンで、自分を助けてくれる人を確

保するよう誘導 

「助けられ上手ゲーム」を考案 
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③井戸端会議型サロン 

 住民はそれぞれ相性の合う者同士で、自然体で小サロンを開いている。 

 井戸端会議型サロンの内容 特徴 

１ 個人宅や公園のベンチ、団地のエレベー

ターホールなどで、自然発生的にサロン

を開催 

だれかが「人を集める」ということはしない。

集まった人たちで自然に開催 

２ 規模は３～４人程度。相性の合う者同士。

時間も中身も決めない。お茶のみ程度 

自宅開放型は、若干、活動内容も充実している。

会食や趣味活動などもしている 

３ 互いのグチや悩みを出し合うなど、「福

祉」の性格も色濃い 

ただ、そのグチを解決しようという行動にまで

はなかなか進まない 

４ 人望ある世話焼きさんを中心に集まって

いる 

その世話焼きがいなくなると、自然消滅。世話

焼きさんのスケールに応じた規模になる 

５ 引きこもりがちの人も、この型なら参加

できる 

大勢の人の中で気を使う必要がないから。自然

と気の合う、ほんの数人とのおしゃべりだから 
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⑵ふれ合いサロンを豊かにする法 

サロンに参加することで、お互いがさらに豊かな生活を送れるようにしたいものである。 

①ふれ合いサロンを豊かにする法 

 サロンを豊かにする法 具体的なやり方 

１ 健康状態を確認する 

 

血圧測定や検診。看護師に「異常なし」と言われると安心

する 

２ 生活習慣の偏りを修正 

 

食生活や体の使い方、運動の仕方などをチェック 

３ 新しい趣味を習得 

 

趣味を教え合う時間を設ける 

４ サロンに来ない日の過ごし方を

学ぶ 

豊かさダイヤグラムで本人の豊かさを点検した後で、それ

に沿った活動を提示。お互いの過ごし方を発表し合う 

５ 友達づくり 

 

相性の合う者同士が親しくお話しする機会を設けてあげ

る。同じご近所同士でふれあう機会を設ける 

６ 生涯学習の場に 

 

メニューに学習講座も設定 

７ 夫婦のあり方を考える 

 

夫婦で参加する機会も設ける。お互いの夫婦生活の問題を

語り合う機会を設ける 

８ ボランティアのチャンスも 

 

サロンを通してボランティアのテーマも提供する。サロン

への参加がそのまま活動になるような設定も 

 

②豊かさダイヤグラムでメンバーの豊かさを測ってみよう 

 各自、豊かさダイヤグラムで、自分の豊かさを測ってみて、それぞれの課題を抽出する。 

 氏名 豊かさへの課題 サロンで充足させる方法 

１ ○○さん 特定の趣味を持っていない。そ

のため人に役立つ機会もない 

サロンで趣味を身につけられるよう協

力する 

２ ○○さん 「ボランティア」の部分が不足

している 

この人の隠れた特技を探してみよう 
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■団地・アパートにはふれ合いのための場がない 

⒏団地でふれ合い空間を確保する法は？ 
 団地やアパートの多くが、居室だけでできていて、住人がふれ合うための部屋を用意していない。

仕方なく、団地外の公民館や集会室などで、細々とふれ合っている。 

 

⑴自室開放のふれ合いサロンを応援 

自室を開放して井戸端会議を開く方法が普及している。これを応援するのも一つのあり方だ。 

①自室開放型井戸端会議を応援する法 

 応援の内容  

１ 開放したい人に「開き方」をアドバイス 既に実行している人を派遣 

２ 「自宅開放の手引き」を作成・配布 既に実行している人を取材して、ノウハウを抽出

し、まとめる 

３ 要援護者も仲間に入れるよう働きかけ 一人暮らしの人、引きこもりの人も参加を仲介 

４ 「会議」をもっと豊かにする法を教える 趣味、体操、会食など 

５ 抱えている問題の解決を応援 そのために福祉関係者も参加または巡回 

６ 世話焼きさんが訪問 メンバーのグチを聞き、解決に協力 

７ 「差し入れ」 男性だけのサロンや一人暮らし高齢者だけの「会

議」には、食べ物や飲み物の差し入れがいい 

８ 要援護者宅へ「押しかけサロン」 ２、３人で押しかけ、サロンを開かせてもらう。

引きこもりや要介護者宅等気がかりな人の家へ 

９ 井戸端会議開催の当主たちのネットワ

ークづくり 

ときどき集まって情報交換 

１０ 井戸端会議応援団が彼等を支援 井戸端会議の開催者で組織してもいい 

１１ 新しい候補の家を開拓 開くよう働きかけ。立ち上げを支援。これも「応

援団」がやってもいい 
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②其々の井戸端会議への応援プラン 

 
会議場 

参加者 

（その中の要援護者に☆印） 
開催時期と内容 支援の課題 

１ ○○さん宅 ○○さん 

○○さん 

☆○○さん 

ほぼ毎日、おしゃべりが中

心 

同じ階の○○さん（一人暮

らし）も入れてもらったら

どうか 

２ ○○さん宅 ☆○○さん 

☆○○さん 

☆○○さん 

（全員一人暮らし） 

週２回ぐらい 

ときどき会食 

世話焼きを派遣して悩み

事を聴取 

「さし入れ」をしたらどう

か 

３ ○○さん宅 ○○さん 

○○さん 

○○さん 

週１回 

生け花をしている 

生け花好きな○○さん（要

支援）も加えるよう働きか

け 

 

③団地内にふれ合い空間を探せ 

 よく探せば、どこかにサロンが開ける場があるのではないか。それを探そう 

 使えそうな空間 確保策・使い方 

１ 空き室を使わせてもらおう できれば階ごとに一部屋あるのが理想 

２ エレベーターホールを使えないか 椅子やベンチを置ければいい 

３ 管理人室など、他にふれあいに使え

そうな部屋がないか 

管理会社に相談 

４ 集会室を１階だけでなく、もう１つ

上層階にも用意させる 

これも管理会社に相談 

５ かなり広い空間を使える○○さん

の部屋 

そこに椅子などを持ち込む 
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■誘ってもなかなか参加しない人がいる 

⒐男性などサロン不参加者をどうするか？ 
「お誘いしたい人がなかなか参加してくれない」というのが、主催者の悩みの１つだ。どうしたら

いいのか。というよりは、どう考えたらいいのか。 

 

⑴不参加者への一般的な対処法 

 不参加者への対処法 

１ 夫婦でなら参加するという場合がある 

妻が誘い出すといい 

２ 男性なら、同性が居るなら参加するという場合がある 

女性だけになったので、ますます男性が参加しにくくなっている 

３ 既にその人なりのサロンに参加しているかもしれない（井戸端会議等） 

無理やり、こちらのサロンに誘う必要もない 

４ 自宅から遠すぎるという場合もある（その人の近くでも開いてあげる） 

町内圏域ではそうなってしまう 

５ 誘われても行かないけれど、わが家へ押しかけてくれば受け入れるという場合もある 

ならば「押しかけサロン」を開けばいい 

６ 

 

その人は特別、サロンを必要としていないという場合もある 

だれもがサロンに参加しなければならないわけではない 

７ 

 

別の仲良しグループ（派閥）でできている場合、参加しにくい 

それぞれの仲良しグループで開けばいいことだ 
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⑵男性をどうやって参加させるか 

 サロンはほとんど女性の営みで、男性の参加はごくわずか。どうやって参加させるか。 

 男性への対処法 

１ 妻が夫を誘ってくるという方法がうまくいっている 

複数の妻が誘えば、夫婦の輪ができる 

２ 男はおしゃべりは嫌い。何かを「する」のならいい。だから「これをして」とお願いする 

サロンのセッティング、設備の整備、電気機器の操作や修理、写真撮影など 

３ 男だけのサロンならいい。それもカラオケや木工などの「する」が中心で 

「飲む」のなら参加するという人も 

４ 空き地などで男たちが木工細工をやっていたりする。そういう場を探し出して支援 

「こういうものを作ってもらえないか？」とか 

５ 向こう三軒両隣の気の合った者（数軒）でサロンを開いている 

これも夫婦一緒というのが多い 

６ 

 

飲み屋とかカラオケなど市内の店舗でサロンが開かれている。それを支援へ 

店舗の主人が協力的だとやりやすい 

７ 

 

農家では畑、漁師なら護岸壁で、半ば仕事がらみでサロンを開いている。これを支援 

自然発生で不定期。さりげなく関与する 

８ 

 

参加者として誘うのでなく、主催者として来ていただくなら来る 

これが男性の特徴。主催者やボランティアチームのリーダーとして 
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■助け合いが盛んな地域とは言えない 

⒑地域で助け合いを起こすには？ 
 どこから助け合いを起こしていくか。日本の風土までさかのぼる必要がある。 

+ 

⑴助け合いをしない前提の「おつき合い」だった 

私どもが強い関心を持っているのが日本人の「おつき合い」のあり方だ。現代人のごく平均的な

おつき合いの流儀を守っている限り、日本では助け合いはできないということに思い到ったのだ。 

 次ページの「あなたのおつき合いの流儀は？」１０項目のそれぞれに「自分もそう思う」という

ものに○印をつけてもらうと、多くの人が７～９個ぐらいになる。 

①助けられる側からは「放っておいて」 

この１０項目を３種に分けてみよう。まず「助けられる側」の４項目を見ていただきたい。❶自

分のことはオープンにしたくない、❷自分や家族のことがご近所で話題にされるのはイヤ、❸まわ

りに助けを求めるのは苦手、そして❹（助けてもらうことで）だれかに迷惑をかけるのはイヤだ。 

一体、こんな姿勢でどうやって困った時に助けてもらうのか―手の出しようがないではないか。 

②助ける側からは「放っておこう」 

 一方の「助ける側」を見てみると、❶人のことは詮索しない、❷足元の人のことを口外しない、

❸お節介と言われない程度に関わる、❹引きこもりの人を無理やりこじあけるものではない。「助

けられる側」が前述のように、固く殻を閉ざしているのだから、助ける側が思い切ってお節介をし

ていく以外に方法はないのに、それを躊躇する。担い手も受け手も腰が引けてしまっている。 

③ご近所付き合いは「ほどほどの関係を」 

おまけにおつき合いのあり方では、❶ご近所同士とは、ほどほどの交流にとどめる、❷プライバ

シーは極力尊重するようにする―お互いに深く関わり合わないようにしようというのだから、これ

は「助け合い拒否宣言」だと受け止められても仕方があるまい。 

 

⑵日本人のおつき合いを助け合い型に変えよう 

 だから、福祉にたずさわる者（市民もプロも）も、この日本人のおつき合いの常識を守っている

間は、助け合いは実現しないと心得るべきである。それでも助け合いを起こしたいと思うのなら、

これらの「常識」をことごとく引っくり返していかねばならないのだ。 

「常識人であっては福祉はつとまらない」のである。 
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あなたの「おつき合い」の流儀は？ 

自分のおつき合いの流儀を確認するテストです。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×印をつけます。さて、あなたは○がいくつ、つきましたか。 

 

 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 

  

■助け合いをしたいのなら非常識人になるべし 

冒頭の「おつき合いの流儀」を引っくり返すと、以下の通り。助け合いのまちをつくるために働

きたいのなら、これを推進・普及していくより仕方がないのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜これが「助け合いの常識」＞ 

     ➊「夫が認知症になった」と、ご近所中に打ち明けてしまう 

    ➋わが家の問題がご近所の噂のタネにされるのは大いに結構 

    ➌困った時は、わりと平気で「助けて！」と言える 

    ➍助けてもらうことで相手に迷惑がかかっても仕方がない 

    ➎いつも周りの人のことを詮索（せんさく）する癖がある 

    ➏足元の要援護者のことも、井戸端会議の話題にしちゃう 

    ➐困っている人には、「お節介」と陰口を叩かれても関わる 

    ➑引きこもりの人がいたら、強引にこじ開けてしまう 

    ➒隣人とは、悩みも打ち明けられる深い関係になりたい 

    ➓プライバシーを守るより、助け合うことの方が大事だ 

 

せんさく 
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■地域グループはまだ助け合いをしていない 

⒒「助け合えるグループ」にするには？ 
助け合いというと誰もが賛成する。しかし現実にはできそうでできていない。助け合いができる

環境づくりも必要だし、いろいろな人材もいなければならない。 

 

⑴グループ内で助け合いが始まるコツ 

 以下に並べたのは、最低限グループの中で努めるべきことである。助け合いができるには、その

機会を意図的につくり出し、それを仕向け、助けた人も助けられた人も評価する。特にリーダーや

高齢メンバーが率先して助けられる。いつも助けられている人に助けの機会も見つけてあげる等。 

１ リーダーが率先して助けられを実践 

これで助け合いをしようという機運が生まれる 

２ グループで助け合いができる機会を設ける 

「○○さんを誰か助けてあげて」とか 

３ 悩みを出し合う場をセットする 

例会の終わりに。相談コーナーを設けるなど 

４ メンバーをご近所同士で仲良しの関係に 

ご近所へ戻れば、助け合いのチャンスは生まれる 

５ 助け合いのコーディネーター役を配置 

仲介者はできれば世話焼きさんにやってもらおう 

６ 仲間同士のそれぞれの「小さな助け合い」を推奨する 

例会などで、その実践をほめるとか 
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⑵グループ内のメンバーの困り事に対応 

 仲間の抱えた問題 たとえばこんな救済策 

１ 要介護の親の問題など 皆で介護に参加 

２ 経済的に苦境にある仲間 活動の収益事業化を検討。仲間に有償の仕事を世話 

３ 心身に障害のある仲間 メンバーでガイドヘルプのローテーションを組む 

４ 超高齢の仲間 高齢メンバー用の活動を用意。介助人をつけるなど 

５ 配偶者と関係が良くない仲間 みんな夫ぐるみの活動へ。夫婦共のイベントを企画 

６ 子連れ・孫連れの仲間 子どもの預け合い。託児コーナーを設け、仲間が担当 

７ 仕事で参加できにくい仲間 夜間の活動も用意。土曜や日曜日に活動 

８ 活動でストレスを抱えた仲間 活動の合間にレクリエーションを。相談員を配置 

９ 人間関係に悩みのある仲間 カウンセラー的担当者を設置。 

１０ 能力的についていけない仲間 技術研修のコースを用意。指導員を配置。 

 

⑶「メンバーだけの助け合い」から脱するために 

「ひらかれた助け合い」になるにはどんな方法があるか。 

１ 未加入者も差別せず 

誰でも参加できる活動を用意する 

２ 「かけもち会員」も排除せず 

他のグループと掛け持ちしている人を嫌わない 

３ 「準会員」、ＯＢ会員も 

退会した後も随時に参加できる。現役の会員が訪問することも 

４ 要援護者も仲間に 

介助者を貼り付けたり、訪問指導も 

５ 同種の他の組織とも連携 

同じ老人会同士でつながれないか 

６ 異種の組織との連携も 

老人会なら、婦人会や子供会などと連携 

７ 地域の問題にも関与 

自分たちの楽しみだけでなく、地域の問題の解決にも関わっていく 
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①切らない 

わが国の組織は、退会（退職、卒業）した人は「他人」という扱いで、完全に関係を切ってしま

う風土がある。しかし、卒業はしても、上級学校へは上がれず、中途半端な状態に置かれている青

年がいて、そこが犯罪の温床になっていたりする。いったんは切れたとしても、完全には切らない

で、何らかの関係を続けていくことが極めて福祉的なのだ。 

１ 企業 ＯＢの能力活用。定年延長 

独立させて関係を継続 

２ 高齢者大学 卒業後も自主活動を支援 

学習や作業用の場を提供。聴講も可に 

３ 中・高・大学 

 

卒業生の起業支援。教師が卒業生とふれあい 

人生に行き詰った卒業生への対応も 

４ 趣味グループ 退会者を訪問し、アドバイスをもらう 

その人の事情なりに趣味を継続できるよう 

５ ボランティアグループ 高齢メンバーを切らず、新たな役割を 

悩み相談、活動の評価をしてもらう 

６ 老人クラブ 老人ホームに入所しても切らない 

定期訪問、ホームで例会を開催 

７ 当事者グループ 

 

介護者のグループが、看取り終わった人をＯＢとして活用 

看取り終わった後のストレス対策にもなる 

８ 刑務所 出所しても世話を 

仕事を紹介、悩み相談に応じる 

９ 病院 退院後も関与 

生活の中でリハビリが続けられるようアドバイス 

１０ 養護施設 退所後も、受け入れる部屋を用意 

自立の支援も 
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［事例］ご近所に戻って「ひらかれた助け合い」 

千葉県内のＡ市のある分譲マンションの住人数名とマップ作りを実施した。そのマンションにも

一人暮らし高齢者などの要援護者が棟ごとにいた。かなり深刻な状態の人も混じっていた。この人

たちをご近所の人たちはどのように支えているのか。 

 興味深い事実が浮かび上がった。マンション内の住人で、有償サービスグループに加入している

人がかなりいて、同じ棟内で助け合いをしていた。有償を利用するよりもと、同じグループの仲間

というよしみで、要援護の仲間を日常的に見守ったり、ケアをしていた。しかもメンバーでない人

にも、有償とは関係なく、見守りや必要なケアをしていることがわかった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

❶Ａさんはメンバーだが１人暮らし。その人に仲間の三人が面倒を見ている。 

 ❷Ｂ家は夫がメンバーだが、家では妻の介護をしている。それを仲間全体が支えている。 

 ❸Ｃ家は仲間ではないが、同じ棟のメンバーと、趣味グループ、家族の会が支えている。 

 ❹Ｄさんはメンバーではなく、一人暮らし。他の棟のメンバーとサロンメンバーが支えている。 

 ❺Ｅ家もメンバーではないが、同じ棟のメンバーが支えている。 

このように、要援護者には、この有償グループ以外にも、ふれあいサロン、定年退職者で作るゴ

ルフの会、介護の会、学校支援ボランティア、ＰＴＡ、食事サービスグループなどのいずれかが関

わっていた。有償サービスのグループが関わっていない対象者にだれかが関わっていないかを探っ

ていくと、必ず前記の何れかのグループの誰かが関わっていたのだ。 
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■本来助け合うべき組織なのに… 

⒓助け合える老人クラブにするには？ 
新規に入会する人は減っている。会長のなり手がなく、会をやめるメンバーも増えている。 

 加えて要援護者を受け入れなかったり、やめさせては、メンバーが増えるはずはない。 

 

⑴ネットワーク型老人クラブのすすめ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 図を見ていただきたい。虚弱な仲間を受け入れても支えられるように、一つは準会員を確保する

ことだ。６０代の人たちも、すぐには入会しないが、「ボランティア」の立場で加わるのなら承知

する。最近は会を運営する幹部に若手を登用する傾向も増えている。 

 要介護の仲間を支えるために、地域の介護ボランティアグループなどとネットワークする方法も

ある。８０代で構成された老人クラブは、自身では立ち行かなくなっている。そのために４０～５

０代の若手、６０代の予備軍、介護グループなどとつながっていくという発想が生まれたのだ。 

 

⑵ヘッドハンティング－幹部級の人材さがし 

 老人クラブが危機に陥るのは、会長など「幹部」になる人がいなくなった時である。最近、広が

っているのが会を運営する立場の人（幹部）を他の団体からリクルートしようという動きである。

あるグループのリーダーは「ヘッドハンティング」と称した。 

 

⑶お誘い上手さんさがし 

 実際に入会者を入会させているのは特定のお誘い上手さんであることがわかる。ならばこの人を

特定し、徹底的に利用した方がいい。 

 

 

若手幹部 

要援護・要介護メンバー 

６０代の予備軍 

介護グループ ４～５０代の準会員 

一般会員 
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■お隣の外国人と全く行き来がない 

⒔外国人との交流をどうすすめるか？ 
中国人やブラジル人などの外国人がたくさん住んでいる団地やアパートでは、日本人との交流が

ほとんどない。どうせなら、両者の日常的な交流を進めていったらどうか。 

 

⑴交流の仕方と留意点 

 交流の仕方 留意点 

１ 両方の言葉が話せる「通訳」を確保 日系人、残留孤児などで、両国語ができる人がい

る。その人を介して交流を 

２ 外国の料理をつくってもらう、または

教えてもらう 

調理設備のある場所が望ましい 

３ この際、外国人の生活実態や困り事も

発表してもらう 

対応方法を協議 

４ 外国人の特技も披露してもらう その特技を活かせる場を探す 

５ 子ども同士の交流も 子ども会に入会させて日常的に交流 

６ 今後の「定期交流」のあり方について

も協議 

月１回は棟内の両国人で情報交換をする、とか 

７ 外国人同士の交流も仕掛ける 外国人同士で助け合ってもらう 

８ 「外国人の会」づくりへ発展も 外国人としての共通な問題を提起してもらう 

９ 外国人の居住実態もこの際把握 だれが転出し、だれが転入したか。この種の情報

を日常的に掌握できるシステムづくり 
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第８章 
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⒈過疎対策の切り札になれるかも…―Ｉターン・Ｕターンをどう生かす？<206>  

⒉若者は戻ってこないのなら…―「要介護のＩターン・Ｕターン」を積極支援したら？<209> 

⒊仕事がなければ集落を去るのは当たり前―若者の雇用をどうやって創り出すか？<210> 

⒋「２４時間集落にいる人」に限定することはない―時々戻る人を特別住民と扱ったら？<211> 

⒌空き家が多くなってきて困る―空き家をどう活用したらいいか？<212> 

⒍一人暮らしになると、とたんに不便になる―買い物や通院の不便にどう対応？<213> 

⒎これも「福祉問題」と考えたら？―シャッター通りをどう元気にするか？<217> 

⒏高齢者問題に隠れて、子どもの影が薄い―過疎地の子どもを元気にするには？<218> 

⒐危なくすると「孤立死予備軍」に―未婚の男性をどう支援したら？<223> 

⒑地域で趣味活動があまり盛んではない―お楽しみ活動を広げるには？<225> 

⒒毎日「コンビニ弁当」では仕方がない―「貧しい食生活」をどう解決するか？<228>  

⒓官製の健康づくり推進だけでは…―住民サイドの健康づくりをどう進めたら？<229>  

⒔地域の男性はどこに居るのか？―ご近所ぐるみの「夫育て」はどうやって？<236> 

⒕集落に奇妙な言動をする人がいる…－「変な人」をどう遇したらいいか？<239> 

 

 

 

住みよいまちづくり 
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＜序＞「住みよいまちづくり」の留意点 

 

⑴「住みにくさ」も住民にとっての福祉問題 

自分の住んでいる地域での住みにくさも、「福祉」問題と見るべきである。住民一般にとっての

「福祉」問題と見るのだ。 

 

⑵住みにくさが要援護者に増幅される 

 ポイントは、住民一般の住みにくさが、一人暮らし高齢者等の要援護者に増幅される、つまり一

般住民以上の「住みにくさ」になってしまうことだ。「店がなくなっても、車があるから大丈夫」

と言うのでなく、「一人暮らしの人は大変だろうねぇ」と要援護者に思いを致す必要がある。 

 

⑶その地域特有の住みにくさを探せ 

 住みにくい原因はあるのだが、だんだんと諦めるようになる。その結果「ここはいい所だよ」に

なってしまうのだ。それでも、ないはずはないのだから、「こういう問題はないか？」「こういう問

題ならどうだ？」と具体的な問題を一つひとつぶつけていかねばならない。 

 

⑷福祉の視点から解決策を考えてみたら 

 住民一般の「住みにくさ」は、新聞等を見ていけば、解決策も提示されている。ただ、今の所、

住民の住みづらさの解決策について、社会が「衆知を集めて」と言うほど真剣に取り組んでいると

は言い難い。特に「福祉」の視点からそれらの問題への対応策を考えてみる必要がある。 

 

⑸できるだけ住民の手で解決できるように 

 地域福祉で求められているのは、住民が主体的に自分たちの問題を解決していこうという意欲で

ある。行政や企業、ＮＰＯ等が組織的に解決していけばいいのだろうが、なるべく住民の手でどの

ように解決できるかを考えていく。そうすることで、住民の連帯も強まるし、助け合い力も強まる、

自分たちの地域は自分たちでよくしていこうという意欲もますます強まるのだ。 
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■過疎対策の切り札になれるかも… 

⒈Ｉターン、Ｕターンをどう生かす？ 
過疎地にとって人口減は集落の存亡に関わる。Ｉターン、Ｕターンの受け入れはその対策の１つ。 

⑴ Ｉターン・Ｕターンを生かす法は？ 

 Ｉターンをした人の中で、地元に根付いている人を見ると、共通点が１つある。地元に何らかの

貢献をしているのだ。ただ「酒飲みにつき合う」ということでなく、これまで自分が培ってきた能

力を新しい土地でどう生かしたらいいかを考える方が得策なのだ。 

①まずＩターン者、Ｕターン者がしていること、できることを調べよう 

 
Ｉターン・Ｕターン者 

今やっている活動内容 

・持っている能力 
これからの活用法 

１ ○○○○さん 早々に自宅をご近所のサロン

に開放。理髪ボランティアも。 

生活支援コーディネーターにな

ってもらえないか。 

２ ○○○○さん 大阪から高級豆を取り寄せて、

ご近所にコーヒーを提供。 

近くの空き家を改造し、彼をホス

ト役にふれあい喫茶店を開こう。 

 

⑵「求むＩターン・Ｕターン」を積極展開 

 地元の発展と人口増をめざして、積極的に「求むＩターン」のキャンペーンを展開してもいい。

その際、地元ではどんな資源を求めているのかを探ることから始める必要がある。 

 求める資源 具体的な内容 Ｉ・Ｕターン候補者 

１ 介護・医療人材 

 

ヘルパー資格保持者・看護師  

２ 教育人材 

 

元教師・社会教育関係者  

３ 文化人材 

 

  

４ 企業人材 

 

美容師  

５ 都会的ライフスタイル 
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⑶Ｕターン型「遠距離介護」者を救う 

 実家で一人暮らしの親が要介護になったとき、子どもには苦役ともいえる「遠距離介護」が始ま

る。子どもの数が多ければ、交代で行けばいいが、一人っ子の場合はそうはいかない。仕方なく妻

子を置いて、自分だけ実家の親の介護に移り住むというケースも少なくない。その場合に仕事はど

うするのか。場合によっては今までの仕事はやめることにもなる。これでは残酷だ。 

親の介護で実家に単身で移り住んだ息子を、地元の高齢者施設が職員として雇用したという事例

を見つけた。限界集落には必ずある施設がこのような措置を取ることで、集落も本人も双方が助か

る。このような介護Ｕターンを救う道を探そう。 

 

⑷「鮭の遡上」作戦－都会で育ててから戻って来てもらう 

 仕事がなくては故郷を去る以外に道はない。若者が一度海に行ったと見たらどうか。そこで成長

して、元の川へ戻る鮭のように。都会で成功した人に弟子入りし、技術を身につけて故郷へ戻り、

こだわりの料理店などを開業する。これに数百万円規模の開業資金を町が提供する、とか。 

 遡上作戦の段取り  

１ 「故郷の名士」探し。協力の意向を

調査 

都会へ出て、成功した人を探し出す。故郷の若者を弟

子として受け入れるか、その意向を聞く 

２ 協力者リスト作成 成功者で協力意向のある人のリストを作成 

３ 若者の意向調査 若者に、都会へ出て修行をする気があるかを尋ねる 

４ 地元のニーズ調査 どのような生活ニーズがまだ充足されていないか、特

に高齢者の意識調査を主体に。生活万般での調査。 

５ 都会の若者の職業調査 都会へ出てしまった若者で、ニーズの高い職業に就い

ている者はいないか調べる 

６ 都会へ出た若者に、Ｕターンの意向

調査 

ニーズがあることを伝え、その職業を持ってＵターン

する気はあるかを聞く 

７ 開業資金提供の可能性をまちに打

診 

Ｕターンした時の経済効果、福祉効果などを見積もっ

て、「補助」が割に合うことを訴える 

８ 修行資金の提供も ある集落で、薬剤師がいないので、集落の費用で若者

を１人、薬剤大学へ進学させたという事例がある 

９ 集落で開業支援 開業にあたっては集落の住民みんなでバックアップ 
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⑸Ｉターンを積極的に公募－「仕事を世話します」 

 Ｉターンする勇気が出ないのは、仕事がないからである。空き家を整備して、Ｉターン者を待ち

受けている町もあるが、問題は仕事なのだ。そこで、町で仕事をどこまで用意できるかにかかって

いる。定年退職者なら、それほど多額の収入は求めていない。 

１ まちの生活ニーズ調査 住民の生活万般にわたるニーズを調べる。福祉

ニーズ中心に 

２ 集落でホームページを設置。「こんな仕事

があります」と広報 

「こんな仕事がありますが、Ｉターンしません

か？」と 

３ ホームページで集落仲間の顔ぶれ紹介 「あなたはこの家に住むことになります。Ａさ

んの趣味は○○、Ｂさんは○○、隣組長は今、

○○さん…」などと 

４ 開業・生活支援 開業のための準備から、空き家の整備など、生

活全般で協力 

５ Ｉターン者の会づくり Ｉターンが成功した人の会をつくり、彼等が全

国にＩターンを呼びかける主役になる 

 

⑹ホームページを集落単位で立ち上げ 

 今はインターネット・ショッピングの時代。各集落で特産品を開発。集落ごとにホームページを

設置して、ネット販売。これが「集落起こし」になる。場合によっては、これで若者１人の雇用が

可能に。このホームページ立ち上げで、いろいろなことができるようになる。 

 ホームページの利用法 

１ ネット販売 

２ Ｉターン、Ｕターンの勧誘 

３ 集落観光のＰＲ 

４ 集落民の芸術作品等を展覧 

５ 婚活 

６ 集落の若者の就活 

７ 他の集落との交流 
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■どうせ若者は戻ってこないのなら… 

⒉要介護のＩターン・Ｕターンを積極支援 
限界集落で要介護者が増えてきたというのなら、要介護者を積極的に受け入れるという逆転の発

想もある。要介護になったら戻りたい人がいる。施設へ入所した人も同じ思いだろう。 

 

⑴集落を実質上の「介護老人福祉施設」と 

これ以上要介護者が増えたらどうなるかと思うが、それに対応した若い介護の手が入り込んでく

る。要介護者は年金を持っている。サービスには利用料を払う。それが若者の収入源になる。 

①それぞれの家が、施設で言えば「居室」 

 この集落を実質上の「介護老人福祉施設」とみなすのだ。といっても、この集落に施設を建てる

のではない。それぞれの家が、施設で言えば「居室」になる。庭付き一軒家の個室、最高級の老人

ホームである。空き家の一つ、ないしは公民館あたりを管理棟と考える。道路はそのまま廊下と考

える。だからバリアフリーにしなければならない。 

②住民がそれぞれ施設スタッフ 

 「介護職員」は住民として普段は生活をし、必要な時に足元の要介護者の介護に駆けつける。す

べて有償でもなく、すべてが無償でもない。専従の職員が何人かいてもいい。とともに住民はヘル

パー資格を取得する。正式のヘルパーでなくていい。夜だけは管理棟でお泊りする。 

 

⑵まず集落を去った人へのアンケート調査 

 この構想を持って集落を去った人たちに聞いてみよう。調査結果を分析して、どんな人がどんな

体調で戻ってくるのか。彼らは故郷に何を求めているのかを整理したうえで、改めて構想し直す。 

１ 集落を去った人 ■いずれ戻って来る気はあるか■何歳頃に戻るつもりか（あと○年） 

■戻って要介護になったらどうする、どうしてほしいか■要介護になる

前に戻って来て、福祉のまちづくりに関わる意思はあるか■家族で介護

力のある人は？（介護経験あり、（元）ヘルパー、（元）看護師等）■「地

域老人ホーム」構想をどう思うか 

２ 息子（娘）に引き

取られた人 

■故郷に戻って来たいか。（本人と家族、別々に聞く） 

■戻って来た時、どうしてほしいか 

■地域老人ホーム構想をどう思うか 

３ 施設入所者 

 

■介護してくれるなら、集落に戻る気はあるか。 

（本人と家別々に聞く） 
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■仕事がなければ集落を去るのは当たり前 

⒊若者の雇用をどうやって創り出すか？ 
 集落から若者が去って、集落の体をなさない状況になっている。そこで集落ごとに若者の雇用を

つくり出すことも。集落内での福祉を充実させるために、その推進者、コーディネーターとして雇

用することはできないか。 

 集落での雇用の機会づくり 具体策 

１ 集落のホームページの立ち上げ  

２ ネット販売を請け負う 集落の特産品の野菜を一手に引き受ける 

３ 特産品開発の支援 住民の活動から発掘。商品にまで仕上げる 

４ 介護サービスを集落で請負い デイサービスやグループホームを集落内で―ご近

所密着の実現 

５ 介護事業所を立ち上げ 他集落の顧客も取り込んで 

６ ご近所福祉推進員として手当を受給 本格的な集落福祉を実践する担い手として 

７ 高齢者福祉関連の企業を立ち上げ―

または立ち上げ支援 

シルバーファッション、こだわりのレストラン、

惣菜店など 

８ 移送サービス、弁当やおかずの宅配な

ど 

 

９ 集落保育園、集落児童館、集落授産所

など、福祉関連施設の集落版を受託 

 

１０ 老人ホームやデイサービスなどの集

落版を受託。 

各入所者、利用者の在住する集落で昼間を過ごす。

その受け皿として 
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■「２４時間集落にいる人」に限定することはない 

⒋時々戻る人を「特別住民」と扱ったら？ 
 若者は去り、残るはほとんど高齢者だけのご近所になってしまった。ところがよく聞くと、去っ

た若者（非高齢者）がいろいろな目的で「ときどき」ご近所に戻っている。墓参り、空き家の掃除、

親の介護などだ。 

次のマップを見ていただきたい。この集落の中で１１名がそれぞれの目的を持って時々戻って来

ていた。この人たちを（「全日制住民」に対して）「定時制住民」と認知して、もう１人の住民とし

て遇していったらどうか。 

 

⑴「定時制住民」をどのように遇したらいいのか？ 

１ 彼等をふれあいの仲間に加える 

 

２ 戻った時に泊まれる家を用意する 

 

３ 彼等どうしでふれあえるよう支援。「ときどき戻る」者たちのグループづくり 

 

４ 彼等の墓参り、空き家の掃除、親の介護を手伝う 

 

５ 逆に、ご近所の墓掃除、空き家の管理、イベント（ウォーキング等）の運営、高齢者の介護

や見守りなどを手伝ってもらう 

６ 空き家の管理に戻る人とご近所（の空き家管理ボランティア）が協力し合い、空き家の管理

と活用を行う合同グループをつくる 

７ 集落の自治会などのメンバーにも加える（特別会員） 

 

８ 行政も「定時制住民」の位置付け方を検討する 

 

 

⑵「定時制住民」一人ひとりの支援策を考えよう 

ここでは定時制住民１人ひとりについて、具体的な支援策を考える。その中には定住（全日制住民

への転換）への支援策も含まれる。 
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■空き家が多くなってきて困る 

⒌空き家をどう活用したらいいか？ 
限界集落の多くは空き家だらけである。空き家の扱いがこの集落の未来を決める最大のポイント

になる。 

 

⑴空き家の利用法―アイデアを出し合おう 

１ 新型「ベッドタウン」 

 この集落に住んでいて、都市部へ通勤することは可能か。もし可能なら都市のごみごみし

た所よりも、美しい自然に囲まれ、普段は、都市の人が羨むようなレジャーを楽しむことが

できる。そこに自宅を構えて通勤に出かけるのは、理想的な生活だ。 

 空き家の持ち主と契約し、都市部の勤労者から入居者を募集する。そうして若い世代が住

み着くことで、子どもも増え、「町」の体をなすようになる。 

２ お手軽な「別荘」 

 家を一定期間貸すのならいいという場合、別荘として使う方法もある。すでに持ち主が別

荘として時々戻って来ているケースがある。それほど金をかけないで休日にレジャーを楽し

むことができるのだから、案外希望者は多いかもしれない。 

３ 「みなし仮設住宅」 

 東日本大震災では、被災者は一般のアパートを借り受けて家賃を補助してもらう「みなし

仮設住宅」方式を選んだ人が多かった。集落全体を「みなし仮設住宅」地域として開放して

いくことも可能だ。住宅の整備・補修の費用は、避難民の出る都市部の自治体が負担。災害

のない普段は、島の住民が管理し、いろいろに活用できる。 

４ 中学生の生活体験施設 

 和歌山県の白浜町で、中学生の生活体験を自宅を開放して受け入れる制度が存続してい

る。空き家を使えば、恒久的に、また本格的に制度化できる。家というのは、ただの施設よ

りも有利な面がある。水道も家具も、生活に必要な設備は全部そろっている 

５ Ｉターン・Ｕターン受け入れ 

 今のところ仕事がないから、若者が移住してくる可能性は少ないが、定年退職後に戻って

来る可能性もある。ここに紹介した他の企画が実現すれば、若者たちが仕事を求めて移住し

てくることも可能になる 

 



 213 

■一人暮らしになると、とたんに不便になってくる 

⒍買い物や通院の不便にどう対応するか？ 
一人暮らしで車がないと、どこへ行くにも不便。この問題に対処するために、住民の手でどんな

ことができるのか、対策を考えてみよう。 

 

⑴不便への対応法 

 これについてはマスコミも関心を持ち、頻繁に実施例が紹介されている。もはや「福祉」という

よりは、社会問題になっている。それらの先駆的事例を収集すればいい。 

１ 仲良し同士で相乗り 

それぞれのご近所で数軒は必ず相乗りをしている。これを広げられないか 

２ ついでに(買い物に)行ってあげる 

前項と同じように、これをやっている人がいる 

３ 有償サービスグループを立ち上げる 

当事者が連携して担い手を探し、共同活用している事例もある 

４ 巡回販売を利用 

自分の家の近くまで来てもらい、歩行が困難な人には、手分けして届けてあげている 

５ 共同購入・自主店舗の立ち上げ 

ＪＡや生協の利用だけでなく、住民が自主的にやってもいい 

６ バスの運行を改善 

役所に働きかけて、自分たちの都合の良い運行表を提示 

７ 無料バスを乗り継ぎ 

病院などが無料バスを運行しているのを上手に乗り継いでいる人がいる 

８ 当事者で団結してご近所の「ボランティア」を共同活用 

これは様々な困り事に活用できる手法で、一人暮らし女性はこれをやっている 
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⑵「買い物難民」対策の実践事例集 

 これについては、マスコミ各社が頻繁に取り上げているので、そこから拾い出してみよう。 

いくつかのパターンに分けられる。 

◆業者が商品の宅配サービス 

 商品を販売している業者が自社商品を宅配する場合と、他の業者にこれを委託する方法がある。 

注文の摂り方にいろいろあって、ネット販売を利用している業者もある。 

①スーパーや個人商店が配達サービス（購入商品の配達、電話やＦＡＸで注文、御用聞き） 

②７０歳以上の運転免許自主返納者を対象に、スーパーが購入商品の無料配送サービス 

③生協の宅配、移動販売（コースを老人会の集まりに合わせたり、準備を住民が手伝うなど、住民

側も協力） 

④スーパーが品物を用意し、新聞販売店が注文受注と宅配を担当する宅配サービス。 

⑤県内のスーパーがネット販売も 

 

❶移動販売や出張販売、コミュニティショップまで 

 店が住民の住んでいる所までやって来る方式。移動販売をはじめとして、本格的な出張店舗まで、

いろいろある。業者でなくボランティアや行政職員が巡回販売をする場合もある。 

①移動販売車（コンビニやスーパー、自治体、社会福祉協議会など） 

②「走るブティック」や「走る衣料品店」 

③出張商店街 

④空き地や空き店舗を活用して、生鮮食品や野菜を売る店舗（市場）をオープン 

⑤商店街が衰退した地域で商店主らが企業組合を立ち上げ、徒歩圏内の高齢者をターゲットにした

ミニスーパーを開き、どの商店街からも遠い地域に、近隣商店街とＮＰＯが連携してコミュニティ

ショップをオープン 

⑥大学生がリヤカーに野菜やパンを乗せて行商 

⑦生活支援員が生活支援を兼ね、リヤカーで巡回販売 

 

❷住民が自前で地元に店開き 

 住民が自分たちの欲しいものを自分たちで販売する方法から、本格的に会社を立ち上げる本格的

なものまで。 

①団地の有志住民によるボランティア組織が、団地の広場で青空市。商品はメンバーが買い出しに

行ったり、近隣の商店から運んでもらう。結果として、住民の安否確認の場にもなった 

②「自分たちがほしい物を自分たちで売る」―住民有志が売店を立ち上げ（株式会社、ＮＰＯなど） 

③地域唯一の店が閉店する際、住民たちが会社を立ち上げて事業を引き継ぐ 
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❸買い物代行サービス 

こちらは、宅配や移動販売でなく、住民の代わりに買い物をしてくれるという手法。さまざまな業

者、または行政職員などが、これを担っている。 

①タクシー会社が買い物も代行する便利屋サービス 

②郵便局や宅配業者が自治体やスーパーと連携し、見守りを兼ねた買い物サービス 

③市の集落支援員が訪問して注文を受け、商工会が配達。逆に各家庭で作った野菜などの生産物を

支援員が収集し、道の駅や商店で販売するサービスも追加。 

 

❹業者が直接、送迎サービス 

店舗や商店街・商工会が顧客を自宅まで送迎してくれる方法。宅死へ割引券というのもある。 

①ホームセンターが自宅まで送迎してくれる格安のバスを運行 

②商工会が温泉施設内にショップを設置し、ワゴン車で送迎も。 

③商店街が、加盟店で合わせて千円以上の買い物をした人にタクシー割引券 

 

❺タクシー会社や NPOによる有償、無償の送迎サービス 

 業者でなく運輸関連の業者やＮＰＯが移送サービスをするという方法。無償と有償がある。 

①タクシー会社が予約型の相乗りタクシーを運行  

②自治会を事業主体に、住民ボランティアによる無料の「乗り合い自動車」を運行（県が協働事業

として費用を負担、残りは住民の会費やカンパなど） 

③ＮＰＯやボランティアグループによる有償の移送サービスや乗り合いバス、買い物代行サービス 
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［事例］一人ひとりの解決努力を上手に利用し合う法 

 過疎地で、買い物や通院に不便をしている人たちは１５人いて、夫々が対策を講じていた。 

①息子や娘が時々やってきて、そのとき買い物に行ってくれる。②生協が、頼んだ品物を持ってき

てくれる。マップで「生協」と書いた所に車が止まる。③ご近所に１つある店が、注文した物を取

り寄せてくれる。④移動販売を利用。⑥親しい隣人についでに買ってきてもらる。 

 ならば、この対処法を他の人も取り入れればいい。Ａさんのために買い物をしてあげている人が、

他の１人か２人のニーズにも応じられるかを聞き、同じニーズを持った人に振り向ければいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

生協 

生協 

商店 

注文すると 

取り寄せてくれる 
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■これも「福祉問題」と考えたら？ 

⒎ シャッター通りをどう元気にするか？ 
「シャッター通り化しつつある商店街を含んだ地区」。商店も、隣接する住宅地も悩みを抱えてい

る。空洞化した商店街を抱えた地区をどのように元気にしたらいいのか。 

 

⑴めざすは商店街と住民、福祉機関の共生 

「シャッター通り商店街」を抱えた地区で支え合いマップづくりをした。出てきた発想は、商店街

と住民と福祉関係者の３者が協議して、共生の方策を考えたらどうかということだった。住民の求

める商品を出し合い、そのニーズにどう応じるのか、それに住民も協力できないか。商店街と住民

の双方に進行する高齢化にどう対応するか、それぞれが持ちつ持たれつの関係になれないこともな

いのだ。 

①商店同士で助け合いを 

 廃業した店、廃業の危機に瀕している店、跡取りのいない店、主が高齢化した店など、問題は山

積みなのに、商店同士が助け合うことはほとんどしない。ここから変えていかねばならない。商店

街全体で活性化のチームを作り、各店の生き残り策を考える。 

②商店街の福祉問題への対応 

 企業は福祉面でも資源の宝庫だ。銭湯で「高齢者入浴」が行われている。「コミュニティセント

ー」として、デイサービスの場にもなっている。業種別に「福祉社会」へ対応していけば、それが

生き残り策になる。地元の福祉ニーズに応えることにもなる。 

③住民と商店街が共生する道も 

 住民は地元の店をあまり利用しない傾向がある。これではよそへ買いに行く住民も不便だし、店

は立ち行かない。「地元で購入」の流れをつくるためにも相互利益を求めて対話をする必要がある。 

④商店自体の高齢化対策 

 店主自身が高齢化しており、しかも一人暮らし化している。店の運営そのものを支援する必要が

出てきた。介助人付き商店運営である。超高齢の一人暮らし女性が銭湯を経営しているが、それを

（有償？）ボランティアが手伝っているという事例があった。 

⑤福祉機関と商店、住民―三者の協働を 

 福祉機関は、住民や商店の協力を得て効率的にこの地区の福祉を推進していかねばならない。ま

た商店は活性化の課題がある。住民も住みやすい地区にするために、福祉機関、商店の双方に協力

を仰がねばならない。そこで三者がそれぞれの立場からニーズを出し合って、合同で対応策を考え

る研究会を開いたらどうか。 
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■高齢者問題に隠れて、子どもの影が薄い 

⒏過疎地の子どもを元気にするには？ 
 過疎が進行し、子どもの数が減るにつれて、小学校も保育園も、子供会もなくなっていく。こん

な状態で子どもの健全育成にどう取り組んだらいいのか。 

 

⑴子どもが減ったからこそ、子ども福祉の充実を 

 地区に子どもが少なくなると、とたんに子ども対応を変える。小学校を統合し、保育園は閉鎖し、

子供会活動はおざなりになる。これでは「子連れ家庭は去れ」と言っているようなものだ。子ども

が少なくなったからこそ、その少ない子どもを地域全体で大事に見守り、育てていくべきなのだ。 

 

⑵マップ作りで子どもの実態把握 

 支え合いマップ作りといえば高齢者対象のものと思われがちだが、そうではない。子どもだけを

集めてマップ作りをすると、思いもかけない子どもの生態が浮かび上がってくる。 

 調べること 見えてきたことと対策 

１ 子どもは普段、地域のどこで、どんなふうに

すごしているか。戸外遊び、○○さん宅で、

塾、スポーツなど 

 

２ 子ども会など、子どもに関するグループには

どんなものがあって、それぞれ誰と誰が参加

しているか 

 

３ 子どもの生活全体を見て、気になることはな

いか 

 

４ 子どもは地域の生活でどんなことを考え、求

めているか 

 

５ 大人は子どもの生活についてどう考えている

か 

 

６ この地域で子どもの健全育成や福祉でどんな

活動が必要か、関係者の考えは？ 
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［事例］過疎地の小学生と中学生の意外な交友関係 

過疎地では子どもたちは放課後や休日にどのように遊んでいるのだろうか。一つの集落で小学生

中学生を合わせても１０人をやっと超えるぐらいの数という過疎地で支え合いマップづくりをし

た。参加したのは、中学生数名と大人数名。 

分かったことの一つは、小学生と中学生が一緒に遊んでいた。場所は小学校。教師も加わってい

た。一般的に言って、小学生から見たら、中学生のお兄さんお姉さんは「一緒に遊びましょ」と声

を掛ける相手ではない。小学生しか相手はいないから仕方がないじゃないか、ということだった。 

 もう一つ興味深かったのが、近隣の高齢者たちと交流していた。普通子供が近隣の高齢者と交流

するといった線が引けることは、まずない。要するに親や祖父母同士がつながっているから、自分

もその高齢者とはつながっているのだ。家族ぐるみで交流が行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高齢者高齢者高齢者高齢者    

高齢者高齢者高齢者高齢者    

高齢者高齢者高齢者高齢者    

小学校小学校小学校小学校    

教師教師教師教師    

…中学生 

…小学生 

…高校生 
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⑶改めて子ども対策の充実策を 

少子化とともにおざなりになっている子ども対策を一つひとつ見直そう。どんなに対象が少なく

なっても、やるべきことはきちんとやらねばならない。少子化になったからこそ、子ども福祉を充

実させれば、「あそこへ引っ越そう」と思う親がいるかもしれないではないか。 

 

 子ども対策の担い手 やるべきことの案 

１ 小学校 簡単に統合を受け入れるのでなく、なんとか少数校として維持でき

ないか、再度検討。最近そうした動きも出ている。必要な科目のみ

統合校で実施するとか 

２ 保育園 正式の保育園がむずかしいなら住民主導の手づくりの保育園を補

助する方法もある。高齢者が多いのだから、この人材を生かせばい

い 

３ 子ども会 どんなに少なくても子ども会はできる。中高生が指導するとか、大

人と合流型の子ども会もあっていい。複式学級に似たやり方にすれ

ばいい 

４ 学童保育 これも住民主体の手づくり式のやり方でいけばいい 

５ 児童館 自宅開放型の主婦たちによる事実上の児童館活動を掘り起こし、こ

れを住民たちで応援すればいいことだ。高齢者の中の元教師や保母

体験者などで担えばいい 

６ 子どもの遊び場 子どもの遊び場は意外にも残っている。むしろ子どもだけの遊び場

であること自体が不自然。高齢者と一緒の遊び場にすることで活性

化される 
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［事例］「集落小学校」をつくれ！ 

 マップを見ていただきたい。わずか５０世帯の集落に教師（現役とＯＢ）が１１人もいる。一方

で、子どもは３０分もバスに乗って統合された小学校に通っている。こういう実態を白紙の状態で

見れば、誰でも出てくる対策は同じではないか。この元教師たちで小学校を作ろう、だ。 

これに国会で審議されているフリースクール法案を適用させればいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

集落に二つのお寺があるか、そこで夏休みには補習をしているという。 

最近僻地対策でこんな試みが実践されて、マスコミなどがこぞって取り上げている。 

その地区に小学生が一人もいなくなった。ではどうしたらいいのか。とにかく子供をよそから呼

び寄せなければならない。そのためには、新たに小学校を作るのだ。それを実践してしまった。そ

の場合、生徒は誰か。なんと教師の子ども２人だった。こんな手を使ってでも、小学校を作れば、

それに誘われて子連れの親が引っ越してくる可能性もある。 

  

 

 

 

教師の家（ＯＢか現役。夫婦で教師の家も） 

子どものいる家 

★寺（毎夏小学生に補習） 

★ 

★ 
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⑷過疎地の子ども対策の大事なポイント 

 少ない子どもを宝のように大事に育てていき、大人になっても集落に残るようにさせたい。 

 過疎地の子ども対策 やるべきことの案 

１ 子ども一人ひとりを丁寧に育

て、対応していく 

一人一人を「虎の子」と考えて、個別対応を心掛ける。

十把一からげにみなすのでなく、一人一人が別々の生き

方をし、ニーズを持っているというふうに 

２ 学年にこだわらず、子ども全体

として対応していく 

小中高校生を一体のものとして見ていく。過疎地で実践

されている複式学級の発想を子ども対策の全般に適用さ

せるということ 

３ 障害のある子も外国人の子もふ

れあいの輪に入れていく 

少ない子どもの特定の子をのけものにする余裕はない。

それぞれが大事な「虎の子」なのだ 

４ 大人の営みの中に加えていく 少子化どころか人口自体が減っているのだから、大人と

子供の区分けをする必要はない。みんな住民の一人とし

て扱うことだ 

５ 子どもに早くから仕事を手伝わ

せ、受け継いでいけるようにす

る 

親の仕事を受け継いでもらえば集落に居続けることがで

きる。町内会活動などにも積極的に参加させ、住民とな

じませることも大切 

６ 身内、他人の区分けをせず、集

落全体の共通の子として育てて

行く 

子どもの数が極端に減っているのだから、みんなの子と

して集落全員が責任を持って見守り、育てる姿勢が求め

られている。そこで育てば「ここに残る」と言うはずだ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■危なくすると「孤立死予備軍」に 
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⒐未婚の男性をどう支援したら？ 
 未婚の男性が増えている。彼らが高齢期に差し掛かり、一人暮らし高齢者の仲間入りをしている。

または要介護の親を抱えて、仕事も得られない。深刻な社会問題になっている。これには広い視野、

長い時間をかけた、根本的な対策が必要だ。 

 

⑴「未婚男性」支援のヒント 

①「青年団」の再組織 

 若い頃に男女交流の機会がなくなっている。子ども会を卒業すれば学校生活が中心、地域の男女

が交流する機会がない。以前の青年団はどうなったのか。今に合った新しい青年団を考えてもいい。 

②地域行事や組織活動に青年男女も参加へ 

 小学生から町内会行事に参加するように、制度を変えていく。そこで男女の出会いが生まれる。 

③子ども版の町内会づくり。そこで早々と「婚活」 

 昔は子どもだけの町内会組織があって、町内の問題解決に動いていた。子どもの手で主体的に集

落の問題を考え、取り組んでいくことができれば、当然、婚活の問題もテーマに上るのではないか。 

④家庭介護を支援する集落に 

 長男に嫁が来れば、介護の仕事が待ち構える。それでも嫁に来ようという女性は年々少なくなっ

ている。嫁の介護を集落ぐるみで支えるようにならねば、独身男性に嫁が来る可能性は薄い。 

⑤親元に通ってくる子どももバックアップ 

 一人暮らしの親のもとに、子どもが通ってきている。この実家を隣人たちが支えていくことも期

待されている。「あんたの親は私たちが面倒みてるからね」とでも言われれば、故郷への愛着も生

まれる。その中に「将来のお嫁さん」候補がいないとも限らない。 

⑥「離婚して戻った娘」を温かく迎える態勢づくり 

 離婚して子連れで故郷へ戻ってくる「娘」がいる。問題は集落がこの女性を「出戻り娘」と白い

目で見ることである。しかも仕事がない。家がないという問題もある。これらの問題を解消してあ

げれば、もっと戻ってくる。この「娘」と独身男性が結びつく可能性もないことはない。 

⑦中高年以降の「合コン」をセット 

 中高年になっても、男女が交流できる機会をいろいろ設定するのだ。そうすれば結婚はできなく

ても、生涯にわたって女性との自由な交流が可能というだけでも救いにはなる。 

⑧「入籍」に縛られない「やわらかな夫婦」形態も 

 一人暮らし高齢者(男性)のもとに女性が通ってきて面倒をみるケースが各地でみられる。妻の役

を事実上担っているボランティア。結婚とか、入籍といったしきたりに縛られることなく、「やわ

らかな夫婦」もありうる。そういうあり方を思い切って広げていく。 
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⑨独身男性向けにライフデザイン講座 

 結婚の機会がないまま、あるいは結婚を選択しないままに老後を迎える男性が増えている。彼ら

にはさまざまな困難が待ち構えている。４０，５０代の頃から、自分は今後どんな人生を歩んでい

くのか、歩んでいきたいのかをしっかり考え、自分なりの人生設計をしていける講座を設ける。 

⑩老後に備えた自立生活訓練も 

 一人暮らし高齢者といっても、問題なのは主に男性の方である。周囲の人と交わることをせず引

きこもる。助けを求めることができない。家事など生きていくのに必要な技術も欠いている。これ

らの問題を克服できるよう自立訓練を、今からやっておかねば。 

⑪独身男性の自助グループ作りの支援 

 一つの方法は、彼らで自助グループを作り、自分たちで老後の備えを共同でやっていくことであ

る。人に訓練されるのは嫌だが、自分たちで自主講座を開くのなら問題ないのではないか。独身男

性の会ができてもいい。 

⑫「よそ者扱い３０年」をもっと短縮すべし 

 他地区から嫁いできた女性が、「この土地でよそ者扱いから解放されるのに３０年かかる」と言

っていた。これではとても嫁の来手がいない。もっと短縮できないものか。 

⑬嫁にも耐えられる畑仕事を 

 都市部から嫁に来て畑仕事を何十年としている女性から意外な声が出された。「畑仕事って、意

外と楽しいのよ。いくらでも休息が取れるし、その分好きなこともできる」。そんなベテランたち

で、都市部の女性でも楽しく畑仕事ができる法を伝授してくれるといい。 

⑭「縁結び屋さん」の再登場 

 山口県萩市でマップづくりをしていたら、こうした人材にめぐり合った。その女性は（相当の高

齢であったが）、「ほれ、こんな歌もあるだろ？」と言って、歌い始めた。「出しゃばりおヨネに手

を引かれ、アイちゃんはタローの嫁になる」。昔は、１件結びつけてあげたら、双方から２０万円

いただけたと彼女は言っていた。相手を見つけてくれたのだから、２０万円は安いものかもしれな

い。 

  

 

 

 

 

 

 

■地域で趣味活動があまり盛んではない 
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⒑ お楽しみ活動を広げるには？ 
 地域（ご近所）でふれあいやお楽しみ（趣味）活動が低調だと、「つまらないから」とデイサー

ビスなどに頼る傾向がある。地域で「お楽しみ」活動を広げるにはどうしたらいいか。 

 

⑴支え合いマップで「お楽しみ」さがし 

 まず、だれがどんな趣味を持っているか。それに他の人も加われるのか。普及の可能性を探る。 

 氏名 お楽しみ 広がりの状況 普及の可能性 

１ ○○さん 手芸 １人で楽しんでいる。 「他の人に教えても

いい」と言っている。 

２ ○○さん 大正琴 仲間に教えている。 「教室を開いてもい

い」と言っている。 

 

⑵「お楽しみ」の生かし方の工夫 

１人ひとりが持っている「お楽しみ」を、地域の活性化にどう生かしたらいいのか。生かし方に

どんなヴァリエーションがあるだろうか。 

 お楽しみの生かし方 具体的には 

１ お楽しみのショウルーム 

 

１人ひとりの作品を公共施設で展示 

２ 作品を展示即売 

 

ただ展示するだけでなく即売する 

３ 教室を開く 

 

公民館での講座の１つにする 

４ 障害者の授産やリハビリに組み

込む 

ずばり福祉に生かす 

５ ふれあいの素材にする 

 

サロンのお楽しみメニューに入れる 

 

 

⑶住民や地元企業の特技を生かして文化教室 
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 集落の活性化を図るため、住民の持っている能力を掘り起こし、講師として活用、教室を開く。 

①まちの「特技」を発掘 

１ 高齢者は長い人生で何らかの趣味を持ち、

特技を身につけている。それを発掘する 

これを生かせば生きがいになるし、場合によっ

ては収入の道がひらける 

２ 要援護者でも、それなりの特技を持ってい

る 

その腕を人や地域のために生かすことで、本人

にも「治療」効果が表れる 

３ 引きこもりの人も何らかの特技を持って

いるし楽しみも持っている。これを生かす 

引きこもり解消のきっかけになる。収入の道が

ひらけることも 

４ 地元企業が持っている本業の腕を地元に

生かす 

企業のＰＲになるし、新商品開発のヒントが得

られるかもしれない 

②特技のリストと発表方法 

 実際に自分のまちから多様な特技を掘り起こし、それをどのように披露してもらうかを考える。 

 人材 持っている特技 披露の方法 

１ ○○さん 竹細工 会場で実演してもらい、苦労話を聞く 

２ ○○さん こだわりのコーヒーを淹れ

る 

コーヒーに関する話をした後、聴衆に

実物をふるまってもらう 

３ ○○洋服店 

（○○さん） 

洋服に関する知識 最新のファッションについて、パワー

ポイントを使って 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑷夫婦で共に豊かに 

 高齢者のみの世帯が多い地区がある。「夫婦で共に豊かに」を実現するために、どんなことに取
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り組んだらいいのか。 

①高齢者夫婦を待ち構える課題 

 高齢者夫婦の課題 

１ １日の大半を夫婦一緒に暮らすには、それなりの努力が必要。 

どんな工夫があるか？  料理などの家事を２人で担うとか、会話を豊かにとか… 

２ 妻が先に亡くなった場合、夫が引きこもる傾向がある。 

２人で生きている間に、夫が自立しておくこと、地域デビューを果たしておくことが不可欠 

３ 逆に妻が残された場合、それでも気落ちせずに生きていくには、それなりの準備をしておく

必要がある 

４ どちらかが要介護になった時、介護の役割が巡ってくる。 

そのため介護力を身につけておく。介護に行き詰った時、助けてもらえる仲間を作っておく 

５ 夫婦で老親を介護しなければならない場合もある。 

その時、夫はどんな支援を（妻に）できるかを考えておく 

 

②「夫婦で共に豊かに」講座のメニュー 

 そこで、夫婦で共に豊かに生きるための講座を開いたらどうか。ふれあいサロンの場で実施して

もいい。その場合、サロンの常連でない夫婦にも参加してもらう。 

１ 家事の分担法 

２ 男でもできる料理―実践 

３ 男の地域デビュー法 

４ 配偶者の介護法・老親の介護法 

５ 退職後の豊かな生活づくり 

 

 

 

 

 

 

 

■毎日「コンビニ弁当」では仕方がない 
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⒒「貧しい食生活」をどう解決するか？ 
 一人暮らし高齢者の中でも特に男性の場合、三度の食事作りに苦労している。面倒だからと、毎

食コンビニ弁当で間に合わせている男性も少なくない。 

 

⑴「食生活が貧しい」対策のいろいろ 

１ 住民の手作りおかずを販売 

 

事例を参照 

２ 住民の手でふれあいレストラン 

 

主婦が得意料理で、少人数の客を受け入れる形で普及し

ている 

３ 住民同士の「おすそわけ」 

 

要介護の隣人に毎日のように「おすそわけ」をしている

人もいる 

４ 井戸端会議を利用した会食会 

 

互いに手作りの料理を持ち寄る。それに差し入れをする

人もいる 

５ 「コンビニ弁当」を改善 コンビニ弁当を利用している一人暮らし男性は多い。し

かし、味に満足していない 

６ レストランが一人暮らし高齢者向

けランチ 

ランチを利用している一人暮らし高齢者が多い。彼等の

事情を汲んだ対応はできないか 

７ 「１人分の野菜を宅配」など 

 

ついでに調理サービス。おかずを宅配している店も 

 

８ 毎日型食事サービスに工夫を 安定したサービスだが、味に変化がないなど満足してい

ない人も少なくない 

 

［事例］主婦たちがご近所圏で「おかず」販売 

奄美大島の大和村。その一集落である大棚で、おかず作りが始まった。本研究所が村の依頼で全

集落で支え合いマップづくりをした際、一人暮らしの高齢者は食事作りが大変という話が出て、「そ

れなら皆さんたちでおかずを作って販売したら？」と提案したら、驚くべきことにマップづくりの

場に居合わせた主婦たちがこれに素早く反応、今では週に２回、２３０食を完売している。 

 ごはんの方は、炊飯器で炊けば５０円ぐらいでできる。だから食費の多くをおかずの方に振り向

けることができる。ここでは１食すべて１００円だから、３品なら３００円。 

■官製の健康づくり推進だけでは… 
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⒓住民サイドの健康づくりをどう進めたら？ 
 ご近所ごとの住民の健康づくり推進をどのように実践したらいいのか。保健活動推進員の活動を

どう活性化したらいいのか。全国の保健センターは、保健活動推進員（健康づくり推進員、保健補

導員など名称は自治体ごとに異なる）の活動をどうやって活性化したらいいのかと悩んでいる。保

健まつりや検診の手伝いはするが、地域の保健課題を掘り起こしていくまでには到っていない。 

 

⑴住民流健康づくり―７つのメニュー 

そこで「保健活動推進員」が取り組んでいい活動を挙げてみた。別に彼らに限らない。住民が健

康づくりに取り組む場合の７つのレパートリーと考えればいい。 

１ 豊かさダイヤグラムで、２種類の健康測定 

２ 個々の健康活動をもっと豊かに 

３ 「健康」以外の活動に「健康」をふりかけ 

４ 地域の隠れた健康活動を発掘・支援 

５ ご近所の「健康」診断 

６ やるべき所に、やるべきことを提案 

７ まちのイベントに健康（イベント）のふりかけ 

８ まちの講座に「健康」のふりかけ 

９ 自己流健康づくりにアドバイス 

 

①豊かさダイヤグラムで測る２種類の「健康」度 

 本研究所が主唱している豊かさのダイヤグラムの中の「健康」が、保健センターの考える狭義の

健康に該当する。だがそうした健康状態は、豊かさを測るそれぞれの項目と密接に結びついている。

たとえばＤＶの被害を受ければ、つまり「家族・夫婦」が不調だと、ストレートに狭義の健康には

ね返ってくる。だから、「健康」以外の５つの項目が、広義の健康だと考えてもいい。 

 

 

 

 

②個々の健康活動をもっと豊かに 
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 ウォーキングとか体操等の健康活動がいつかはマンネリ化し、だんだん飽きてくるのは、健康活

動を単独で実施しているからだ。これに他の活動を結びつけるともっと楽しくなるし、続く。例え

ば、ウォーキングついでに一人暮らし高齢者の見守りといったボランティアに取り組んでいる人が

いる。単にリハビリするのでなく、ちぎり絵や折り紙をしながらリハビリをするのなら楽しくなる。 

 同じようにして、自分が実行している健康目的の活動をオモシロくする工夫をしてみよう。それ

ができたら、地域の様々な健康活動も同じ方法で豊かにしてみたらどうか。 

 健康活動 豊かにする工夫 

１ ウォーキング ・ 友だちとおしゃべりしながら… 

・ ついでに一人暮らし高齢者の見守りも 

２ リハビリ 

 

・ちぎり絵や折り紙で楽しく 

 

③健康以外の活動に「健康」をふりかけ 

 今度は、普段、特別に健康を意識せずに実行しているものに、健康の要素を取り入れてみたらど

うか。家事、旅行、通勤（仕事）、趣味活動、ふれあい、家庭の団らんなど―それを単一目的で実

行するのでなく、ついでに健康活動にしてしまうのだ。 

 健康以外の活動 健康活動にする工夫 

１ ふれあいサロン そこで体操もする 

２ 家事 家事ダンスを考案 
３ 外出・通勤 電車の吊り革を握りながらつま先立ちの体操 

 

④地域の隠れた健康活動を発掘・支援 

 推進員だけが健康活動をしているわけではなく、地域のたくさんの人が実質的に健康活動と呼べ

ることを実行している。出会う人ごとに健康づくりのアドバイスをしている元看護師がいる。 

 隠れた健康活動 健康の評価 応援の課題 

１ ふれあいレストラン   

２ 認知症のサロン   

３ 高齢者で手芸グループ   

⑤ご近所の「健康」診断 

 支え合いマップづくりで、ご近所内のさまざまな健康問題を探していくのもいい。それぞれのご
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近所には特有の健康問題がある。団地なら、高層階へ行くほど外出が億劫になるし、住人同士の交

流もなくなる。団地自体、ふれあい空間が用意されていない。これが住人の健康に大いに影響する。 

＜マップづくりから出てきた健康課題＞ 

 個人 問題 対策 

１ 引きこもりの青年 心身両面で不健康  

２ 家庭介護者 介護者にストレス  

３ 老老世帯 妻の方にストレス  

 

 地域 問題 対策 

１ 通院、買い物 歩くのも大変  

２ 畑作 高齢者には負担大きい  

３ 坂道が多い 同上  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥やるべき所にやるべきことを指示 
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 レストランがカロリー計算したメニューを提示するとか、糖尿病食を提供する、アトピー患者の

ためのメニューを用意など。業種ごとに健康に貢献できることがある。企業自体が健康問題を生み

出すこともある。パチンコ店は依存症の人を生み出している。 

 企業など やるべきこと 

１ レストラン ・ 介護食や成人病食、アレルギー対応メニューの提供 

・ 食事療法の相談 

・ 留守家庭児童向けにふれあいレストラン 

２ 八百屋 ・ 農薬の知識普及 

・ 無農薬野菜栽培を支援 

・ 一人暮らし高齢者に１個売 

３ スポーツジム ・ 非会員の運動指導 

・ 住民に簡単体操の提案 

４ 百貨店 ・ 健康づくりコーナー 

・ お父さん向けに即席健康教室 

５ 喫茶店 ・ 高年者向け憩いコーナー 

・ ふれあいイベント 

・ 悩み相談受け付け 

６ バー・居酒屋 ・ 覆面カウンセラー配置 

・ 単身赴任者の会指導 

・ 酒の正しい飲み方指導 

７ 生命保険業 ・ 健康づくりプラン指導 

・ 定期健診サービス 

・ セールスの際に健康指導 

８ 建設会社 ・ 健康に良い間取りの提案 

・ バリアフリー住宅 

・ ふれあいのある家 

９ 運輸業 ・ 通勤ついでの健康法提案 

・ 病人の搬送 

・ 「健康づくり旅行」 

⑦まちのイベントに「健康」（のイベント）をふりかけ 
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 もう１つの「ふりかけ」がある。「健康まつり」を開催するというように、健康というテーマを

ハダカで提示するのでなく、地域の商工まつりなどに「健康」を上手に紛れ込ませたらどうか。 

 一般のイベント 「健康」のふりかけ方 

１ 商工まつり  

２ 市民まつり  

 

⑧まちの講座に「健康」をふりかけ 

 同じように、健康講座を開くよりも、地域で開かれている講座に「健康」を盛り込むよう働きか

けた方が、自然に学習できる。 

 講座 「健康」のふりかけ方 

１ 社員研修 

 

朝食の摂り方。残業の取り方。過労対策など 

２ 老人クラブ例会 

 

一人一人に合った介護予防法 

３ 生涯学習講座 

 

趣味活動を生かした健康法 

４ 学校教育（家庭科・保健体育） 

 

食生活（朝食・昼食・間食）の摂り方 

５ 子連れママの会の例会 

 

育児時代の食生活の問題 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨自己流健康づくりにアドバイス 
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 だれでも健康を維持したいと考え、散歩（ウォーキング）や畑仕事など、それなりの実践をして

いる。それをもっと効率的に実践する方法をアドバイスするのであれば、本人も納得する。一人ひ

とりの健康づくりを応援していったらどうか。 

 自己流健康活動の特徴 

１ 大抵は無意識に実行している 

２ 健康にプラスになる要素とマイナスになる要素が１つの行為に同居している場合が多い 

３ 大抵は体に無理のない行為だから続くだろうが、負荷をかける必要もある 

４ 健康活動はその人の生活全般にわたっている。趣味であったり、ふれあいであったり。だか

ら、よほど柔軟な目で見ていかないと発見できない 

 

＜自己流健康活動へのアドバイスのポイント＞ 

 アドバイスすることでやる気を失わせてはいけない。その活動が事実上、本人の「健康」活動に

つながっていることを自覚しつつ、アドバイスにしたがって、より健康に結びつくようにさせる。 

１ 一見健康活動に見えない部分も見落とさない。本人が意識しているかいないかは関係ない 

２ 柔軟な「健康」観を持つ―いわゆる「健康」活動だけに目を奪われない 

３ それぞれの行為が本人の健康にプラスになるのか、マイナスになっているのかを見極める 

４ 大抵は複数実行しているはずだから、その組み合わせ方にも注目する 

５ なるべく否定的に見ない。本人はやりたいからやっているのだから、あくまで肯定的に捉え、

前向きなアドバイスをする 

６ アドバイスによって、本人の健康活動に付加価値をつけたのはいいが、それが続かなくなっ

たりしたのでは逆効果だ 

７ その人はなぜそれをやりたいと思っているのか。その背景を探ることで、見えてくるものが

あるかも知れない 

８ その人の豊かさのダイヤグラムをつくり、そこで健康づくりの課題が見えてくるから、それ

を、本人が実行している無意識の健康活動と結びつけるとアドバイスのポイントが出てくる 

 

 

⑶食生活改善推進員がご近所でできること 
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 不思議なことだが、これだけ豊かな時代になったのに、ますます貧しくなっていくのが食生活で

ある。コンビニから買ってきた弁当を家族がそれぞれバラバラに食べるといった話も珍しくなくな

ってしまった。そこで、もう一度「正しい食生活」をしっかり取り戻すことが活動の１つになった。 

１ 安心して食べられる 拒食症、過食症等の支援。食物アレルギーの支援。生活習

慣病の食事支援。安全食品の共同購入 

２ 反栄養素・反機能食 補助食の問題提起 

 

３ 栄養たっぷり 高齢者、単身者等への食事教育 

 

４ 反外食・反外注 一人暮らし高齢者などの家庭菜園の支援。高齢者、障害者

の台所改造サービス。同買い物手伝い。同調理付きの惣菜

宅配。単身赴任者への調理マニュアル。八百屋などの小口

買い物サービス。 

５ 手製弁当 高校生に弁当作り教育。ＯＬ、サラリーマンへの社内弁当

作り教室 

６ 家族そろって 子ども向けのレストラン。レストランにシルバーメニュ

ー。一人暮らし高齢者に「子ども付き」配食。企業、公的

機関が食堂を開放。父子家庭や留守家庭児童も夕食サービ

ス。居酒屋、パブが男性に「おふくろの味」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■地域の男性はどこに居るのか？ 
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⒖ご近所ぐるみの「夫育て」はどうやって？ 
 マップづくりで話題に上るのは、大抵は女性である。誰と誰がふれあっているかを探せば、ほと

んど女性同士。サロンに誰が参加しているかと調べても、大部分は女性だ。要援護者に関わってい

る人もまず女性。そこで誰かがつぶやく。「この地区の男はどこに居るんだ？ 何をしているんだ？」。 

 夫の地域デビューは、私たちが考えている以上に重要な地域課題なのだ。夫が妻を介護する段に

なって、妻を家に囲い込んでしまう。だ妻が元気なうちに地域でビューしておけば、知り合いが来

れば家を開けるかもしれない。 

 

⑴大末光子さんの「夫の地域デビュー」作戦 

福岡県太宰府市の大末家では、奥さんが旦那さんの尻を叩いて地域デビューをさせているという。 

夫の精一さんが６７歳、妻の光子さんが７３歳。「私にもしものことがあったら…」と心配で仕

方がない。「一人で家にじっとしていたら、誰ひとり夫に声をかけてくれないだろうし」。 

 ❶昨年からわが家に隣組長の番が回って来ている。夫が６月に退職して地域に戻ってきた。「６

月から組長会議に出てね」と、突き放すように言った。 

❷組長つながりだけでは、まだ十分とは言えない。助け船を出してくれたのが、ご近所の世話焼

きさんの一人、立鍬和子さん（６７歳）だった。まず彼をカラオケサークルに参加させることにし

た。「ご主人、まずはカラオケにおいでなさいよ」。 

❸次いでゴスペルの会。結局、２５人のメンバーのうち男性が８名も加わった。精一さんは今で

はソロを担当する本格派だ。 

❹その次はヨガ。これにも精一さんは素直に反応した。これだけたくさんのグループに参加すれ

ば、私が死んでも誰かが夫に声をかけてくれるかもしれないと、胸をなでおろす光子さんだ。 

 ❺精一さんが突然、言い出した。「収穫祭をしようよ」。精一さんは家の隣に畑を持っていて、

家庭菜園を楽しんでもいた。その隣には立鍬さんたちの畑もある。この収穫祭を利用して他の男性

を地域デビューさせようということで、大末さん夫婦と立鍬さんらの考えが一致した。ご近所内の

女性たちに声をかけ、各自に夫を誘ってもらう。会場は大末宅。各自一品持ち寄りで収穫祭を開く

ことになった。これで数名の男性がデビューを果たした。 

❻その他にも下校ボランティア１０名の中にも男性が４人混じり、その４人で定期的に飲み会を

開くようになった。やや若い世代の男たちも親父の会を作っている。 

 

 

⑵光子さんに学ぶ－夫の地域デビュー・１０のコツ 
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 大末さんの実践には「夫の地域デビュー」のノウハウが複数含まれている。それを整理してみた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 この１つ１つについて、簡単に解説していこう。 

⑴退職後、すぐに働きかけを 

 調査によれば、退職後一年以内に地域デビューすれば定着するという。この一年を素通りすると、

その後なかなか地域参加へ踏み出せない。大末さんの場合は、地域へ戻ってすぐに隣組長の仕事を

張り付けた。 

 

⑵夫婦で一緒に 

 地域に溶け込めない夫の場合は、まず奥さんが加入しているグループに入ることから地域デビュ

ーするという方法がうまくいっている。と言っても、家にいてもグループに居ても夫と一緒ではた

まらない。もう一つ、夫の自立推進のために、別のグループに夫だけを入れるのが良いようだ。 

 

⑶妻だけでなく第三者からの働きかけも 

 大末さんの妻だけでは、夫の地域参加はあまり発展しなかった可能性がある。妻と共に、男性の

地域デビューに熱心な人が、からめ手から夫をプッシュしてくれたからうまくいったのではないか。 

 

⑷先陣の夫が他の夫を誘う 

 既に地域デビューを果たした男性が、他の男性を誘うという形で男性の地域デビューが発展して

いる。その場合も夫婦一緒に参加もうまくいった理由かもしれない。収穫祭と言う、だれにも親し

める入り口を設けたのもよかった。 

 

⑴退職後、すぐに働きかけを 

⑵夫婦で一緒に 

⑶妻だけでなく第三者からの働きかけも 

⑷先陣の夫が他の夫を誘う 

⑸多様な入り口を用意 

⑹ご近所圏域を大事に 

⑺初めはシンプルな参加を 

⑻まず一人が始める 

⑼妻たちでデビュー支援ネットワーク 

⑽気になる人に気を配るご近所に 
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⑸多様な入り口を用意 

 このご近所ではただ収穫祭だけでなく、ゴスペルの会や下校ボランティア、ヨガ、カラオケなど、

様々な入り口を用意したため、その中の好きな入り口を選ぶことができている。男性の場合、自身

の趣味や好みに合ったテーマでないと馴染めないということもある。 

 

⑹ご近所圏域を大事に 

 まず、同じご近所で出会う人たちと交流する方が入りやすいのではないか。彼らは同じご近所で、

犬の散歩などで出会っているはずで、その縁をいかしてやればスムーズに参加できるのではないか。 

 

⑺初めはシンプルな参加を 

 収穫祭に、各自が持ち寄りで、しかも夫婦一緒で参加するのならたやすい。そうした単純な参加

を繰り返した後に、だんだんと本格的な活動に踏み出してもいい。 

 

⑻まず一人が始める 

 男性が何人集まったらグループで一斉に地域デビューと言った発想では、なかなか一歩を踏み出

せない。とにかくまず一人が地域デビューを実践してみる。それを見て、次はだれとだれを誘うか

という風に広げていけばいい。ここでは大末さんがまず一歩を踏み出し、彼の働きかけで収穫祭に

何人かのペアが参加するというように、少しずつ広げて言っているのが無理がなくていい。 

 

⑼妻たちでデビュー支援ネットワーク 

 ご近所内の妻たちがネットを組んで、ご近所内の夫たちを地域デビューさせようとしている。わ

ずか５０世帯の小さなご近所でその中の妻たちが手をつなげば、その機運も生まれてくるはずだ。 

 

⑽気になる人に気を配るご近所に 

 夫の地域デビューに留まらず、このご近所が、足元の気になる人たちに連携して関わろうとして

いる。しかも世話焼き達だけで関わるのでなく、例えば隣組長を含め、隣人たちにも関わってもら

おうとしている。そうした、要援護者たちへの気配りの延長に夫の地域デビューと云う新しいテー

マが出てきた。 

 

 

 

 

■集落に奇妙な言動をする人がいる 
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⒗「変な人」をどう遇したらいいか？ 
 集落に数名は見つかる、地域で「変な人」と見られている住民。奇妙な言動があり、特に他人に

何かをするわけではないが、周囲はどう扱ったらいいか戸惑っている。皆が「変人」と見ている間

に、いつの間にかその人を仲間外れにしたり、差別的な扱いをしてしまう可能性もある。 

 

⑴共同体の論理が「変人」を創り出す？ 

「変人」と言う場合、それはその共同体の常識から外れた人という見方が背景にはある。それでは

誰でも共同体の常識に従わねばならないのか。それぞれがその人なりのライフスタイルを持ち、そ

のスタイルに沿った言動をするのを尊重することから「福祉」は始まるのではなかったか。となる

と「変人」の部類にその人を入れた時、すでに福祉から外れたと見るべきではないか。 

 

①マップ作りで出てくる「変人」 

支え合いマップづくりをしていると、住民が「変人」と考える住民が２人か３人は出てくる。 

ある地区で見つかったのは…  

❶７５歳の男性が女装の名人で、田舎道を色鮮やかなスカートと網タイツでシャナリシャナリと

歩いている。「思わず目をそむけちゃった」と隣人は笑う。 

❷７０代の車いすの男性とその息子が引きこもっている。 

❸６０代の兄弟が隣人と没交渉で、草むす庭の奥にひっそりと住んでいる。 

❺一人暮らしの認知症の女性が日々徘徊し、被害妄想で隣人と衝突を繰り返している。「よくも

こんなに変人ばかりがそろったものね」と地元の女性たちはあきれていた。 

 

②共同体の規律に従わないのはけしからん？ 

問題は、周辺住民がこの人物をどう思っているかである。共同体の規律に従わず、仲間と交流し

ようとしないことを許し難いと見ている。町内会に加入しようとしないことだけで、その人に対す

る評価は決定的に下がる。 

引きこもりの人には、「われわれのふれあいの輪に入れば受け入れてやる」といった姿勢である。

だいたいその人がふれあいの輪に入るはずはない。これは天性の資質であって、直しようがないの

だといくら言っても、「こちらの世界に入らない人は許さない」の一本やりなのだ。 

 

 

 

⑵「変人」の側から物事を見る 
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このケースを福祉の眼で見ようとすれば、違った見え方がするはずである。その場合、なにより

もまず共同体の論理でなく、その構成員一人ひとり（ここでは「変人」とラベルを貼られた人）の

側から物事を見るということである。 

 

①女装が自分らしい装いだと気付いた？ 

先ほどの女装の男性も、女装することで、解放された気分になるのかもしれないし、これが自分

らしい装いだと気付いたのかもしれない。その男性の立場から見てあげれば、違った評価ができる

し、違った対応ができるかもしれない。 

それぞれの「変人」ぶりも、それぞれが自分らしく生きようと努力している結果ではないのか。

その努力をまず認め、あるがままを受け入れていくことを、「福祉」は求めている。 

 

②金を借りまくる人－これはふれあい行為だ！ 

マップづくりセミナーでで、住民の奇妙な行動に目がとまった。５０代の男性だが、いわゆる「借

金魔」である。ご近所の人たちに片っ端からお金を借りまくる。が、借りたお金はきっちり返すの

だそうで、返せるだけのお金があるのなら、はじめから借りなければと思うのだが。そこでマップ

をつくっていた受講生の１人がひらめいた。「そうか、これが彼にとってはふれあい行為でもある

のだ！」。よく考えたら、普通のふれあいより濃厚とも考えられる。 

 

③特殊な能力のある人として生かす仕組みづくりを 

 私たちは相手を「普通からはずれた人」と見て、「変人」の枠内に入れて排斥することで、その

人の人格を損なうと同時に、その人の持っている特殊技能を生かせずにいるという点で、二重の過

ちを犯しているのかもしれない。 

 これは障害者に対する見方と共通している。障害者というのは、その人の独特の部分なのである

が、そこから特定の能力を引き出せないでいるから、障害者と扱わざるを得なくなっているのだ。 

だから、障害の部分に関心を持つのではなく、その人の持っている能力の部分、障害を裏返しに

した部分に焦点を当てれば、才人として扱えるかもしれないのだ。 
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第９章 

協働 

（圏域ごとの役割）  
  

＜目次＞ 

＜序＞「ご近所福祉の強化」の留意点<242> 

⒈圏域間の「協働」ができない―ご近所発の福祉推進体制づくりとは？<243>  

⒉住民も関係者も「ご近所」に関心がない―「ご近所」って本当に存在するの？<246> 

⒊「ご近所」という所がよくわからない―⒊ 「ご近所」ってどんな世界なの？ <251> 

⒋ご近所での福祉なんて取るに足らない？…－ご近所福祉にどんなメリットが？ <257> 

⒌ご近所力はそもそも強化できるものなのか…－「ご近所福祉」を強める法とは？ <259> 

⒍ご近所福祉をだれが進めたらいいの？―ご近所福祉推進体制をどうやって作る？<261>  

⒎ご近所福祉推進ができる人がいるのか？―ご近所福祉推進体制をどう作る？<266>  

⒏世話焼きさんがお節介と嫌われる－世話焼きさんを活動し易くするには？<273> 

⒐周りに親族がいながら助け合っていない―家族、親族がご近所内で助け合うには？<274> 

⒑ボランティアはなぜご近所を出てしまうの？―ご近所さんを「認知症サポーター」に<276>  

⒒ご近所外の施設へ行くが当たり前だが…―公共施設のご近所版を作ったら？<278> 

⒓なぜご近所に公共施設がないの？… ―「ご近所福祉サポーター」の役割は？<280> 

⒔町内会の福祉活動があまり活発ではない―町内会が福祉活動に取り組むには？<283> 

⒕町内会がご近所福祉とつながっていない―町内会のご近所支援力を強めるには？<285> 

⒖ご近所に地区社協はほとんど関わっていない―地区社協の果たすべき役割は何か？<286> 

⒗ご近所福祉に関係機関は関与していない―関係機関の「ご近所支援」のあり方は？<292> 
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＜序＞「協働」の留意点 

⑴住民にとって「地域」とは「ご近所」のことだった 

住民にとって「地域」とは「ご近所」のことである。周りの人の動きや抱えている問題などが見

えるのは自分の所属する「ご近所」まで。数百世帯の「町内」はもう見えにくい。数千世帯の「地

区」などは全く意識にない。関係者はその逆で、現実的なのは「地区」までで、「ご近所」ははる

か遠くに霞んでいる。 

 

⑵マップ作りから自然にご近所福祉へつながる 

 支え合いマップに取り組んでみれば、スムーズにご近所福祉に入れる。支え合いマッは、５０世

帯の集落を選んでつくる。そこがご近所で、そこでの助け合いを支援するのがご近所福祉だ。 

 

⑶「ご近所」の福祉力を、あらゆる手を使って補強 

 ご近所福祉はできる限りご近所の人たちで進めてもらうのが基本的なあり方なのだ。そのために

どうやって「ご近所」の助け合い力を強化するかがカギになる。 

 

⑷町内や地区組織はご近所の支援ができるか 

 町内圏域の推進組織や地区社会福祉協議会も、ご近所福祉の後方支援役として働いてもらわねば

ならない。もともと町内や地区圏域から福祉課題はほとんど見えない。それはご近所から発生する

のだから、福祉を担うには不適な圏域と言うよりほかない。それでもできるとすれば、ご近所の人

たちをバックアップすることであろう。 

 

⑸関係機関もご近所に来て難問に取り組むべき 

 関係機関は地域との協働と言いながら、現実には全くそれを実現できないでいる。ご近所に出張

って、ご近所の人たちと一緒にケア会議を開き、マップ作りをし、ご近所の力で難問に取り組んで

いくのをバックアップしなければならないのだ。 
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■圏域間の「協働」ができない 

⒈ ご近所発の福祉推進体制づくりとは？ 
地域は４つの圏域（層）から成り立っている。その４つがうまく「協働」しなければならない。

それぞれの圏域に与えられた役割を果たすには、しっかりした推進体制を作っていかねばならない。 

 

⑴地域福祉推進体制づくりの留意点 

①下層から上層へ順を追って体制づくり 

 関係者は第１層の体制づくりから始める。福祉機関や住民各層からの代表者で協議会を作るが、

福祉問題はご近所から発生する。まずご近所でそれらに対応する体制を作るのが先決ではないか。 

 

②天性の資質のある世話焼きさんを主体に編成 

 通常は公的機関や住民組織が委嘱したり、養成したり、あるいは順送りで選出された人たち（自

治会長とか班長、福祉委員）などで体制を作るが、福祉はこれで対処できるほど甘いものではない。

福祉問題を解決させるのが至上命令なのだから、その資質のある人で編成しなければならない。 

 

③支え合いマップづくりで人材発掘 

 本当に今、機能している人材を探し出すには支え合いマップづくりをする以外にない。ご近所ご

とに誰が誰を支援しているかを調べる中で、大中小の世話焼きさんがきれいに浮かび上がってくる。 

 

④資源として機能している人材・組織に絞る 

支え合いマップで点検すると、住民組織や関係機関のスタッフの中でも、その資質のある人かど

うかもわかってくる。組織も同様。そこから使える人材、使える組織を選べばいい。 

 

⑤人数を揃えるよりも、有力人材による少数精鋭で 

 人数は少なくとも、世話焼きの資質のある人が少数で進め方がうまくいく。ご近所程度の規模な

ら、大型世話焼きさんが一人いれば足りてしまうということもある。 

  

⑥下層の人材たちで上層を担うという手も 

ご近所なら数名の世話焼きさんがいるが、それ以上の層の人材を発掘するのが難しい。数百世帯

を仕切る超大型世話焼きさんはごく少ない。ならば下層の人で上層の体制を作るのはどうか。ご近

所の世話焼きで自治区のご近所支援体制、自治区の大型世話焼きで校区の体制を作るというように。 

⑵各層の推進体制づくり 
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①大中小の世話焼き軍団で「ご近所福祉推進チーム」 

 支え合いマップづくりをすれば、大中小世話焼きさんが数名発見できるから、この人たちでチー

ムを作ってもらえばいい。 

 

②ご近所福祉サポーターが「ご近所チーム」をサポート 

 ご近所福祉推進チームは、自覚的に活動する心の準備ができていない。そこでチームをバックア

ップして、励ます人材が必要だ。それがご近所福祉サポーターである。民生委員がピッタリの位置

にいるが、向き不向きがある。サポーターが日常的にご近所を巡回して世話焼きの活動を支援する。 

 

③「サポーター」を支える自治区の支援体制づくり 

 自治区の推進体制とは、実質はご近所へのサポート体制である。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。 

その委員会のメンバーに、世話焼きさん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、要援護者の面倒を見ている。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。その中心人物がご近所福祉サポーターと考えればいい。 

 

④自治区には活動・人材をご近所に戻す機能も 

 ご近所でできないものを自治区に上げるのもいいが、なるべく自治区でやらないということも大

切だ。活動をご近所へ下すのである。 

 自治会長は、特に熱心な人ほど、自治区の圏域でやってしまおうとする。ふれあいサロンや会食

会、移送サービス、世代交流、敬老会など。しかしこの中にはご近所に下した方がいいものもある。

自治区で実施すれば、ご近所にいる要援護者が参加できない。自治区で活躍している人を、ご近所

世話焼きチーム 

第２層 

校区の推進体制 

第１層 

（市町村） 

第３層 

自治会 

福祉委員会 

ご近所福祉サポーター 
（福祉委員会の中の前線部隊） 
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圏域に帰って、そこでやってもらうことも大切だ。それでご近所福祉が充実してくる。 

 

⑤校区の体制は自治区の人材で固めるという法も 

 自治区まではご近所へ足を運べる。福祉を担うには「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。現場から離れると、とたんに福祉活動の感覚が鈍ってしまう。 

 そこで考えられるのが、自治区の前線部隊、特にご近所福祉サポーターたちで校区の体制を固め

る法だ。大抵は民生委員だが、現に校区の推進体制の主流に居る。 

 ご近所サポーターとして担えない部分を校区の推進人材として担っていく。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。 

 

⑥校区からご近所お出かけ。「モデルご近所」を指定したら？  

 民生委員が校区のキーマンとして活動を始めるとご近所のことがお留守になる。ご近所から離れ

た所で議論するからこうなる。校区からご近所まで出掛けて、そこで校区の役割を考えることだ。 

ご近所に行って一緒にマップづくりをすればいい。そこから校区の役割も出てくるから、それを

持ち帰ればいい。そういう作業を日常的にできるように「モデルご近所」を指定したらどうか。 

 

➆市町村域の体制は個別対応の中から自然に生まれる 

 推進体制を作る際に、前線（精鋭）部隊を作ることを提案してきた。これをどの圏域でも作れば

いい。校区にも市町村にも。何十もの出身母体からの寄せ集めが機能するはずがない。その一部有

志が独断で進めることで、効率よく事業が行われているのは間違いないのだ。 

それにご近所まで出かけて、ご近所さんと一緒にマップを作る中で、市町村の役割が出てくるし、

それに対応している中で、その地域らしい推進体制や組織が生まれてくる。 
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■住民も関係者も「ご近所」に関心がない 

⒉ 「ご近所」って本当に存在するの？ 
 住民にとって助け合いの場と言えばまずご近所である。ところがここで助け合いが行われている

かと言えば、それほどでもない。しかしここで助け合いをしないとするのなら、あとはどこでやろ

うというのか。まさか町内や地区圏域であろうか。それは無理というものだ。 

 

⒈地域には４つ目の層があった 

①第１層と第２層に生活支援コーディネーター？ 

 介護保険が行き詰まり、「要支援や要介護の人たちの生活支援は地域で」と国が方針を変更した。

そして地域の中の第１層と第２層に生活支援コーディネーターを配置した。地域はこれに自治区を

加えて、３つの層でできているというわけだ。 

 

②５０世帯程度の「ご近所」が第４層だった 

実際には４つ目の層があった。自治区（町内）は最も親しみの持てる圏域であるが、ここで助け

合いをしようと思うだろうか。助け合いができる範囲はもっと狭い。支え合いマップづくりで、そ

れが５０世帯程度であることが判った。３０～８０世帯ぐらいの幅がある。ここを「ご近所」と呼

ぶことにした。 

 

③共助は「福祉（サービス）活動」、ご近所での互助は「助け合い」 

 夫々の層の福祉を誰が担うのか。公助は行政や専門機関のサービス。第１層と第２層を受け持

っている。共助は住民による福祉活動。主に第２層と第３層を受け持つ。ご近所は互助。これが助

け合い。助け合いはご近所でのみ行われている。 

関係者は民間の生活支援サービスも「助け合い」と言っているが、正確には「福祉（サービス）

活動」。最後の自助は当事者の営み。 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第４層 

（ご近所） 

第３層 

（自治区） 

公助 共助 互助 自助 
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④支え合いマップで浮かび上がる、ご近所での助け合い 

支え合いマップを作ると、ご近所で既に助け合いが実践されていることがわかる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上のマップを見ると、２人の大型世話焼きさん（緑色）がご近所福祉のキーマンになっている。

助け合いはおすそ分けとお返しの繰り返し（双方向の矢印のある個所）で、食事や送迎サービスま

で行われている。一人暮らし高齢者も、いつも戸を開けている、外へ向かって声を掛けるなど、見

守られ努力をしている。一人暮らし同士が見守り合ってもいる。 

 

⑤ご近所は上層圏域からは見えない 

ところがご近所という圏域は、上層圏域からは見えにくい。隣接した圏域である自治区の活動者

の悩みは「ニーズが見えない」である。ニーズを把握するには「ご近所」まで足を運ばねばならな

いのだ。 

もともとご近所の助け合いの営みは見えにくくなっている。住民の流儀の一つに「ミエミエで人

助けをするな」がある。福祉は要援護者の側から見るという基本ルールに則ったものだ。要援護者

はミエミエで助けられることを好まない。だから水面下で動く。見えないはずである。 
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最近、校区単位で推進組織を設け、そこで地区の活動計画を立てているが、中身を見ると、地域

の福祉の実態が見えていないことが歴然とする。計画に出てくる事業といえば、ふれあいイベント

や挨拶運動、緑豊かなまちづくりといったもので、いわゆる福祉とはあまり関係がない。福祉の匂

いのしない福祉計画になってしまうのは、仕方がないのだ。 

 多くの関係者はまだご近所に関心を持っていないし、ご近所まで出かけて行くことはしない。だ

から「ご近所が見えない」という状況にある。一方の要援護者は、市町村域まで出かけていくのは

難しい。できれば足元の知人友人に頼みたいと思っている。だから両者はまだ、地域で出会ってい

ないのだ。つまり互いに相手が見えないまま、手探りで地域福祉をやっていることになる。 

 

 

 

 

 

 

⑥隣接の層同士、実感している以上に離れている 

 地域に４つの層があるということを、もっと重要視すべきである。４つの層をただ並べると、

隣接した層に簡単に繋がるようにも見えるが、そううまくはいかない。実際に相手の圏域へ足を運

び、そこの人と出会わなければ、つながったとは言えないのだ。地域へ出ることを「アウトリーチ」

という言い方をするが、ご近所まで足を運ばないことには、本当のアウトリーチとは言えないので

はないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市町村 

ご近所 

上層へは行かない 

下層へは行かない 

要援護者 
関係者 
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⒉要援護者はご近所に居る 

４層を考える時最も重要なことは、要援護者はご近所に居るということである。 

 

 

 

 

 

 

 

①要援護者はご近所で生活し、ここから出られない 

第４層のご近所が、福祉の営みをする上で極めて重要なのは、ここに要援護者が生活していて、

ここから外へ容易に出られない、つまりご近所が否応なく彼らの生活圏になっているということな

のである。心身の状況からご近所外に出かけるのが辛いのだ。 

次のマップを見ていただきたい。地区には要介護者だけでなく、病弱者もいる。彼らはこの地区

から 500メートルほど離れた公民館には行っていないことがわかった。要援護状態だから、行こう

にも行けないのだ。ご近所の人たちはこのことを承知していた。承知した上で、その公民館でサロ

ンや趣味活動などをしていた。 
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②だから「ご近所福祉」の充実を最優先に  

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。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ろう。それを今、ご近所さんが

やってくれている。 

 

③めざすは「要介護になっても住み慣れたご近所でその人らしく」 

国の構想は「どんなに要介護になっても住み慣れた地域でその人らしく生きていけるように」で

ある。ならばご近所内に公民館（らしきもの）をつくるのが筋だ。せめて趣味グループが活動し、

要援護者も迎え入れるぐらいはしなければならない。超高齢社会に備えるには、ご近所ごとに、要

援護でも心豊かに生きられる環境を整備

すること。要介護でも趣味やスポーツを

楽しめるご近所だ。 

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。

井戸端会議もお茶飲み会も受け入れ。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。 

立派な公民館をご近所ごとにつくる必

要はない。ご近所の規模にふさわしい「公民館的なはたらき」を持った場（自宅開放の趣味活動な

ど）を用意すればいい。 

 

④「ご近所で頼り合う」ことでご近所力が育つ 

 今は何か困ったことがあっても、ご近所の人に頼ることはまずしない。その関係の機関に持っ

ていく。これではご近所の助け合い力は育ちようがない。何かあればご近所さんに頼るということ

を心掛けなければならないのだ。 

 

 

 

 

 

● 
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■「ご近所」という所がよくわからない 

⒊ 「ご近所」ってどんな世界なの？  
ご近所という所は、単に４つの層の１つに過ぎないのではない。ご近所には独特の住民の流儀が

働いている。これを知らないでは、住民とうまくやっていけない。 

 

⑴当事者が主役 

①支援者を自分で探して活用している 

 当事者主役は、地域全域で貫かれている原則だが、ご近所では特にこの原則が厳しく適用されて

いる。４ページのマップを見ても、当事者が自分の支援者を選択し、活用している。一人暮らしの

人も自らの安全を保持するための努力をしている。 

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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②引きこもりの人も支援者を発掘・活用していた 

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。 

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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③自助力とは「助けられ上手」のことだった 

 当事者が主役だということは、当事者に主導権があると共に、主体者としてふさわしい行動を

取らねばならないということでもある。「ふさわしい行動」とは以下の通り。だから、福祉は当事

者が自らの安全を守るためにどういう行動を取るかが、最も重要なことで、それを周囲がどのよう

に後押しするかが、次なる課題になるのだ。以下の中で重要なのが④である。これができる人を「助

けられ上手さん」と言っている。この５つの努力をすることを自助努力と言う。今の福祉は当事者

主体の理解が進んでいないために、本人の自助努力を促すことにあまり熱心ではない。 

①自分の運命の主人公は私である。 

 ②私の抱えた問題の解決策は私が考える。 

 ③解決するための自己努力を欠かさない。 

 ④必要な資源は私が発掘し、活用する。 

 ⑤同じ問題を抱えた者同士、助け合う。 

 

⑵めざすは当事者の自己実現 

①引きこもりの彼女は油絵に夢中になっていた 

 上のマップを再度見ていただきたい。死後２週間で見つかった女性だが、もう一つ接触の機会が

あったことがわかった。死後、女性の家の中に入った人がこう言っていた。「壁という壁に油絵が

飾ってあった」と。 

 この角度から接触すれば、もっと容易に関係ができたのではないか。「これだけ描いたのなら、

個展を開きましょうよ。値札も付けましょう」と。ところが私たちは当人の「福祉課題」にばかり

目が向きがちだ。「引きこもりを何とか解決しなくては」と。しかし彼女は油絵を描きたかった。 

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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 厚労省は地域福祉の理念で、「どんなに要援護状態になろうとも、住み慣れた家や地域で安全か

つその人らしく生きていけるように応援しよう」と言っている。油絵はまさに「その人らしく」に

該当する部分だ。これを「自己実現」と称する。当事者主体の福祉に従うのなら、本人の第一番目

の欲求である「自己実現」を真っ先に応援すべきなのだ。実際に本人はそのように行動している。 

 

②「その人らしく」をめざす方法の基本構図 

ここに「その人らしく」を主目標にした問題解決法の基本図を示してみよう。今まではＢを解決

するのが福祉だと考えてきた。本解決法は、取り組み(支援)の主たる対象をＢからＡに移すとい

うことである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

まずＡ。当事者本人がめざしている「自分らしい生活」の実現という目標。次いでＢ。その目

的を果たすための「不利な条件」。福祉関係者が主に関心を持ち、取り付いている対象で、要介護、

障害がある、生活が困難といったこと。最後にＣは、目的実現のための本人の有利な条件。「スト

レングス」と呼ばれる部分だ。特技がある、こだわっているものがある等。大事なのは本人は明ら

かにＡを第一義に置いているということだ。ならば、こちらの方の後押しに切り替えればいいのだ。

Ａをめざす本人の願いに即して、Ｃを生かしながらＡの実現を後押しする。 

 

 

 

生きる目標 

不利な条件 

障害がある。要介護。

生活困難。ひきこもり 

有利な条件 

特技がある。○にこだわ

っている。人間大好き 

Ａ 

Ｂ 
Ｃ 

ライフスタイルを全うし

たい。天命を実行したい。

やりたいことをしたい。 
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⑵担い手と受け手の区別がない！ 

 福祉とは担い手が受け手にサービスをすることだという常識は、ご近所では通用しない。ここ

では受け手が容易に担い手になったり、担い手同士が関わり合ったりする。 

 

①誰が担い手でだれが受け手か？ 

 支え合いマップを作ると、興味深い事実を発見する。下の写真は輪島市で見つけた事例で、ベッ

ド生活の一人暮らし女性Ｃさん（右端）宅で開かれているサロンである。そこに周囲の高齢者たち

がおしゃべりにやってくる。その中に認知症の女性もいる。Ｃさんがデイサービスから戻ったのを

見計らって寄り集まって来るらしい。ここで言えることは、 

 ➊誰が福祉の担い手で誰が受け手なのか。お互いが受け手であり担い手でもある。 

➋おしゃべりの中で問題が解決されている。誰が誰にサービスしたか分からない。 

➌それ以前にこの営みの主催者は誰かもはっきりしない。 

 

②最重度者がなんと助け合いのキーマン 

 北海道のある地区（５０世帯ほど）では、要援護者た

ちが助け合っていた。主役は一人暮らしのＡさん。半身

マヒの車いす生活だが、その家へ、市外から転入してき

て寂しがっている女性がたまに泊りに来る。昼間一人暮

らしで認知症の出てきた女性も招かれている。担当の民

生委員が施設に入所しているＢさんを見舞いに行ったら、「里帰りしたい」と言う。しかしＢさん

の家は既に空き家。ならばと、Ａさんが自宅に受け入れてくれた。 

 

③要援護者（受け手）こそ担い手になりたがっている 

川崎市の介護ボランティアグループ「すずの会」に、ケアマネから老々世帯のケースが持ち込ま

れた。夫に癌が見つかった。妻（Ｋ子さん）は要介護３で障害もある。「どちらかが施設に入らな

いと共倒れになる」とケアマネが説得したが、２人は「自宅で頑張る」の一点張り。 

すずの会はどうしたかというと、なんとＫ子さんの家でサロンを開いてもらった。そこに近隣の

人が来て、ふれあいが実現。趣味活動もできる。夫との生活も継続できる。斜向かいに８０歳でう

つ状態の一人暮らし女性（Ｔ子さん）がいる。グループは彼女に「Ｋ子さんのサロンを手伝ってね」

とお願いした。一方のＫ子さんには「Ｔ子さんの面倒を見てね」。両者が「私もボランティアだ」

と張り切った。その後Ｋ子を診察した担当医が、「要介護度が下がっている」とビックリ。 
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⑶プライベートな世界 

①向こう三軒で移送サービス。事故が起きたらどうするか 

 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。同じ地域で行われる移送にこれだけの違いがある。 

 

②ご近所は私的な営み。自治区は公共的営み 

 前者は「私的な営み」と考えたらどうか。双方の自由意思と信頼関係、そして責任において、実

践されている。だから規約云々は関係ない。「もし事故が起きたら」と言い出す人は「公的な営み」

という別の論理を持ち出したことになる。 

 個人の意思を超えて、住民全体が共同意思で、組織的に福祉の営みを実施する。そこに個人的な

事情は差し挟まず、ありうる事態をすべて規約として設定し、全員がそれに従う。 

 同じ論理で、町内会長が、公的営みたるサロンに参加

しないとはけしからんと憤慨するし、民生委員が、担当

の相手が私の訪問を嫌うとはけしからんと思うわけだ。 

地域、特にご近所で「私と公の衝突」が起きている。

事実上、私的な営みが支配しているご近所に、公的な営

みが踏み入って公然と実践されている場合、常に「私と

公の衝突」が起きているのだ。 

 

③ご近所に踏み入れば、私的な営みのルールに 

 この図を見ていただきたい。地域での住民による福祉

の営みの多くが公的な営みである。その一部がご近所に

まで踏み入っている。福祉推進員と呼ばれる人がそうだ

し、見守り隊などのボランティアも同様。要援護者の自

宅に入り込む人材を、当人が私的な営みと見るか、公的

な営みと見るかで対応が異なってくるわけだ。 

 公的な営みのつもりでご近所に踏み入る人材が、可能

ご近所 市町村 自治区 校区 

互助 共助 公助 

班 自治会 行政 

社協 地区社協 

福祉課 民生委員 福祉委員 

包括 
支援センター 

ボランティア 
グループ 

ボランティア 
グループ 

ボランティア 
グループ 

老人 
クラブ 

単位 
クラブ 

（生協） 

私 公 
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な限り私的な営みの世界に同調しようとすれば、丸く収まる、ということは言える。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、相性など考慮されない。ではどうするか？ 

 

⑷実力主義 

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した、または委嘱した福祉委員

などを配置する。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。しかし住民はどう思っ

ているか。 

 

①世話焼きがご近所福祉を仕切っていた 

 ここまで述べた通り、ご近所には大中小の世話焼きさんがいて、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」という人たちだ。だから

今のご近所は、福祉機関が配置した福祉委員や民生委員、見守りボランティアが活躍する一方で、

世話焼きさんが、阿吽の呼吸で連携しながら、要援護者の面倒を見ている。 

 

②当事者に選ばれるか否かも実力のうち 

 実力主義と言っても、ただ問題解決力があればいいというものではない。ここは当事者主体の

圏域だから、当事者に見込まれないと駄目。これもまた実力の一つになるのだ。 
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■「ご近所」での福祉なんて、取るに足らないのでは… 

⒋ 「ご近所福祉」にどんなメリットが？  
 ご近所ごとに福祉を進めれば、いろいろメリットがあることが分かる。一見、取るに足らない

活動に見えるが、じつはそうではなかった。 

 

①世話焼きさんが活躍 

世話焼きさんはご近所で活躍している。下のマップでは、最下段の２人（緑）が大型世話焼き。

中段の左右の２人が中型。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。 

 

②福祉問題が見えやすい 

世話焼きさんが関わっている相手

を見ると、自宅のすぐ近くの人ばか

り。その相手の状況ならわかるのだ。

虐待なども見える。だからご近所に

虐待などの探知拠点を設ければいい。 

 

③深刻になる前に対処 

 インターネットにこんな話があっ

た。アパートに住む若い夫婦。ベラ

ンダで隣の部屋とつながっているが、

その隣家から子どもの「ごめんなさ

い、もうしません」と泣き叫ぶ声と

大人の怒鳴り声が聞こえてきた。その後、夫婦のふざけ声とともに、ゴロゴロという音が聞こえて

きた。ベランダに置かれた洗濯機に子どもを入れた後、本当にスイッチを入れたようだった。くぐ

もった子どもの悲鳴と水の音。それを聞いた若夫婦は飛び起きたが、警察を待っている余裕などな

い。夫は躊躇なく「警察呼べ！捕まったらごめん！犯罪者になっても許してくれ」と叫びながらベ

ランダに飛び出し、隣家との間の仕切りの板を蹴り破って介入した。その結果、危機一髪で子ども

は救われたという。 

 

 

 

…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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④生活の中で要援護者に関われる 

住民は生活の接点で出来ることをやっている。下のマップ。一本の道沿いに人々が住んでいる。

３人の主婦が「お散歩の会」をつくって、毎日、左から右へ歩くことにしている。その際「ついで

に」と、道沿いに住む一人暮らし高齢者の安否を確認することにした。見守りにくい家には「アミ

戸にしておいて」とか「戸を開けておいて」とお願いする。そうやって見守りお散歩が終了すると、

この道のずっと右に住んでいる民生委員に結果報告をするのが日課になっていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤緊急事態にも即応できる 

 隣人の要援護者に関わっているから、緊急事態にも対応できる。夜中でも大丈夫。特に災害の場

合、救援に駆けつけられるのは、向う三軒両隣の数名のみだ。 

 

⑥要援護者も、足元からなら資源を発掘・活用しやすい 

要援護者にとってご近所がいかに都合の良いものであるかは、９ページのマップでもわかる。要

援護者自身がご近所から自分に必要な資源を発掘し、活用している。ご近所福祉が充実しやすいの

は、ただ周りの人が見守りやすいとかちょっとした関わりでいいというだけでなく、当事者自身、

自分の周りから資源を発掘すればいい、つまり助けられ努力がやり易い条件が整っているのだ。自

助努力と共助の努力がご近所ではうまく合体しやすいのである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎日散歩 

「歩こう会」 
→毎日、この辺りを散歩しがてら見守り 

①「アミ戸にして」 

②「戸を少し開けておいて」 

畑で見守り 

散歩 

要介護女性 

（昼間は一人） 

見守り 

畑 

・・・一人暮らし老人 

・・・ボランティア 
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■「ご近所力」はそもそも強化できるものなのか 

⒌ 「ご近所福祉」を強める法とは？ 

助け合いには便利な面もあるが、問題が大きくなると手に負えない。ご近所の助け合い力はどう

したら強化できるのか？ 

 

① 世話焼きさんを中心に 肩書よりも実質的に人を助ける能力のある大型の世話焼き

さんを発掘して、その人たちが中心になってご近所福祉を

進める 

② 当事者が助けられ上手になる 自分で助け手を発掘して上手に活用 

㊟「自助」の章で扱う 

③  相性を大事に 見守り体制づくりも相性を考慮に入れる 

㊟支え合いマップで相性関係は見えてくる 

④ 「おせっかい」「出しゃばり」

を容認するご近所に 

引きこもりの人には「おせっかい」をしなくては助けられ

ない。世話焼きが出しゃばるのを邪魔しないご近所に 

⑤ 認知症、障害をオープンに語れ

るご近所に 

誰かが先鞭を切って「ウチの夫は認知症です」と言ってし

まう 

⑥ 当事者同士がご近所で助け合

い 

ただ助けを求めるだけでなく、自分たちで問題を解決し合

う。これができれば、大型世話焼きさんの出番も減る 

⑦ 家族、親族の助け合いも強化 出来る限り家族、親族でも助け合いつつ、ご近所にも助け

を求める。この自助が原点 

⑧ まずふれあいを盛んに 井戸端会議を各所で。お互いの家も開きあう。その中から

助け合える井戸端会議が生まれてくる 

⑨ ご近所に住む保健福祉関係者

も協力 

それぞれの専門の技術、知識をご近所福祉にも活用 

〔注〕詳細は「介護」の章で扱っている 

⑩ 「ボランティア」もご近所に戻

って関与 

ご近所を出払っている「ボランティア」は、自分の住むご

近所福祉にも参加。自分の特技をご近所で生かす 

⑪ ご近所の要介護者に関わるプ

ロが隣人にも協力を求める 

「枠外のニーズ」への対応で、当事者の周辺の人たちにも

協力を求める。それだけ共助が動き出す 

〔注〕詳細は「介護」の章で扱っている 

⑫ 福祉関連施設がご近所にも それぞれの「ご近所版」が整備されれば、人々のご近所生

活は充実する。 
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⑬ 保健、福祉機関のご近所拠点が

置かれる 

プロが日常的に派遣される、または常駐すると、難ケース

をプロに引き取ってもらえるし、プロも住民に頼みやすく

なる 

⑭ 町内圏域のコーディネーター

が頻繁にご近所訪問 

ご近所福祉の担い手をバックアップ。これでご近所に町内

がつながりやすくなる 

⑮ 大きな問題は上層圏域が関わ

ってくれる 

ご近所では解決できない難問には上層圏域の組織やプロが

関与（協力）してくれる 

⑯ ご近所全体を老人ホーム（福祉

センター）に 

ご近所の住民が総動員、そして役割分担すれば、要介護者

は自宅で生活しながら「施設」に入所したのと同じことに

なる 

⑰ 有償の活動も 難問には自然に有償対応の事例が生まれてくる 

〔注〕詳細は「ふれあい」の章で扱っている 

⑱ ご近所福祉推進の拠点がある 

 

集会所でも世話焼き宅でもいい。とにかくそこでご近所福

祉を日常的にすすめられることが大切 

⑲ （世話焼きたちで）ご近所福祉

推進体制を作る 

肩書よりも天性の資質の人、実際に人の面倒を見ている人

たちで体制づくり。民生委員が加わってもいい 

⑳ ご近所福祉推進者にも「手当」

を支給 

ご近所福祉を担うのだから、若干の手当が支給されるべき

で、その実践例も出てきた 

 

 

 

 

 

 

 



 261 

■ご近所福祉をだれが進めたらいいの？ 

⒍ご近所福祉推進体制をどうやって作る？ 
「ご近所で助け合いましょう」と言っているだけでは、助け合いは進まない。ある程度、ご近所福

祉を推進する体制を作らねばならない。 

 

⑴ご近所福祉推進体制の中心的存在とは？ 

① 特定の大型世話焼きさんとその

協力者 

その世話焼きさんと相性が合わない住民をどうするかが

問題。もう１つのご近所福祉推進体制をつくることも 

② ふれあいサロンのリーダーとス

タッフ 

助け合いへ進むかがカギ。また、サロンのメンバーだけで

の助け合いになりがち。そこをどう超えられるか 

③ 井戸端会議のリーダーと参加者 複数の井戸端会議がそれぞれの小ご近所を仕切ることに

なり、それらのリーダーがなんとなく連携するという形に 

④ 趣味やスポーツグループのリー

ダーとスタッフ 

問題は、リーダーが世話焼きでない場合に助け合いを実行

しない傾向がある。スタッフの中の世話焼きさんに期待 

⑤ 民生委員が主導 そこに在住の民生委員がリーダーシップをとって、中型世

話焼きさんを上手に活用するという形 

⑥ 町内在住の超大型世話焼きがご

近所を外からリード 

ご近所で主体的に助け合おうという気運が生まれてくる

かどうかが問題。この人におまかせにならぬよう 

⑦ 小ご近所のリーダー（中型世話

焼き）が主体で大型が後方支援 

中型リーダーがいない区域をどうするか。大型世話焼きさ

んがその空白を埋められるか 

⑧ 小ご近所ごとに中型世話焼きさ

んが仕切り、彼らがさりげなく

連携 

中型世話焼き同士が「連携」するかどうか―やはり彼等の

上に大型がいるとやりやすい 
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⑵ご近所福祉推進チームの役割 

 問題なのは、推進者に「推進」という意味があまり理解されていないことである。「活動」とい

うのは、自ら要援護者に関わること、「推進」とはその要援護者に誰と誰に関わってもらったらい

いのかを考え、その人が行動を起こすように働きかけること、である。 

ご近所福祉推進者になる人は、大抵世話焼きさんだから、自ら手を出してしまう。世話焼きさん

達にどうしたら「推進」のセンスを身につけてもらうかが、ご近所福祉推進の成否がかかっている。 

 もう一つは町内圏域のご近所福祉支援者（町内会や民生委員）とうまく連携するか。自分たちだ

けでは解決できない難問が必ずある。その場合、上の圏域の支援者に協力を仰がねばならない。 

 

１ 支え合いマップを作って、ご近所内の福祉ニーズと資源の双方を掘り起こす 

この作業に社会福祉協議会や民生委員等の協力を求める 

２ 要援護者に対して誰がどのように関わっていて、関わりの欠けた部分はないか確認する 

特定の個人だけでなく、ご近所全体で福祉に欠けている者を拾い出す 

３ 福祉ニーズの対処法を考え、特定の個人がやるべきこととご近所推進者自身が取り組むべ

きことと、上の圏域に支援を求めるべきことに振り分ける 

４ 本格的な事業にすべきものをご近所で取り組むか、上の圏域で取り組むかを振り分ける 

一方で「事業」を細分化して、住民の手でできないか検討する 

５ マップでご近所福祉推進者にふさわしい仲間を掘り起こし、推進体制を常に強化する 

できれば小ご近所単位に人材を発掘する 

６ 特に関わりが必要な要援護者に対しては、その隣人と一緒にケア会議を開く。 

そこに関係者も引き入れる 

７ 要介護の人に対しても、簡単に施設入所・利用に傾くことなく、ご近所に住み続けたい人

には、できる限り本人の希望に沿うように考える。そのために住民を説得する。 

８ 要介護や障害を持っていても、地域グループ（ふれあいや趣味、ボランティア活動など）

に受け入れられるよう、仲介する 

９ 小ご近所（ないしは班・組）の中でも助け合いが行われるように、積極的に応援する 

そのために小ご近所ごとのリーダー（中型世話焼きさん）と連携する 

10 

 

関係機関、地域包括支援センターや事業所などと常に連絡を取って、要介護者の枠外のニ

ーズへの対応などにも関わる。 

11 

 

ただ要援護者への関わりだけでなく、住みよいご近所づくりを目指して、課題を掘り起こ

し、行政や地元企業などとも一緒にその課題解決に踏み込む 
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［事例］５人組でご近所内の全要援護者の面倒を 

５０世帯弱の小さなご近所を担当していた、世話焼きの資質を持つ優秀な民生委員が、支え合い

マップづくりで出会った４人の世話焼きさんたちと意気投合して活動開始。各自小ご近所を分担す

ると共に、必要に応じて一緒に、ご近所内の全ての要援護者（一人暮らし高齢者や要介護者、障害

者）を毎日見守るとともに、困り事にも対応しながら、在宅生活をきめ細かく支援する。 

ご近所という小さな圏域に「目の細かいアミ」を投げた時、私たちが目指している「安心して生

きられる地域」ができることが見えてきた。鹿児島県奄美大島龍郷町の一集落の実践を紹介する。 

 

■マップで世話焼きさんが目覚めた 

 世話焼きさんが新たに活動を始めたのではなく、これまでも個々バラバラではあるが、自主的に

実行していたことに、実は大いなる意義があったことに（マップづくりで）気付かされ、彼女らが

一致団結して、「ご近所福祉（推進）活動」を意図的に始めたのである。１年経過してみて、その

１つ、Ａ地区（ほぼ５０世帯）を訪れてみて、見事に、福祉の「不在」が解消されていた。 

 

■自宅復帰の人の食事介助やゴミ捨て 

 Ａさん（８６歳・女性）は老健施設に入所し、３ヶ月後に自宅復帰したが、５人の世話焼きさん

（「地域福祉推進員」）が手分けして見守りを続ける一方で、食事介助やゴミ捨てなどをしている。 

 Ｂさん（９９歳・女性）も老健施設に入所したが、「推進員」たちが訪問するととても喜んで、

「帰りたい」と言う。「いつでも待っていますよ」と推進員。 

 Ｃさん（３６歳・女性）は、自宅の家屋の状況が悪いせいもあって、養護老人ホームに入所した。

「推進員」たちは、「本当に施設に入りたいのか？」と本人に念を押した上で、やはり入所となる

と、その準備を手伝うとともに、送別会を開いてあげた。入所後も、食事会へ招待したりしている。 

彼女の入所の動機は、家屋の状況もあったが、「施設に入れば生け花、書道ができる」ということ

もあった。地域の文化が貧しいことが、施設入所へつながってしまうという問題が浮かび上がった。 

 同じ問題が、障害者にもあった。Ｄさん（５５歳・女性・知的障害）はデイケア施設に通ってい

て、「推進員」たちがサロンを始めたので声をかけているが、デイケアの日と重なっているので参

加できない。施設側が気を利かせればどうということもない問題だ。しかもそのデイケアとの契約

はあと１年で切れる。あとはどうなろうとも知らない―というのがデイケアの姿勢なのか。それな

ら「推進員」と連携して、地域で住民主体のデイケアを構築していけばいいのだ。施設側が積極的

に働きかければ、推進員たちも応じるはずである。 
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■推進員のサロンに認知症の人も 

 推進員が開くサロンには認知症のＥさん（７８歳・女性）も来ている。本人は毎回、誰よりも先

に会場に来るし、おかげで顔に表情が戻ったという。 

 要援護者の見守りは毎日行われている。ご覧のようなルートで毎晩、拍子木を打ちながら、火の

電気器具の修理など 

介護サービス受けず 

認知症・サロンへ受け入れ 

身体障害・草刈り 

一人暮らし女性 

引きこもり。娘と話し合い 

自宅復帰後、食事介助 

ケアマネと連絡・協力 

入所意思確認・地域の会合へ参加 

空き家の掃除も 

声かけても覚えていない 

家へ帰りたい→待っているよ 

…要援護者 

…施設入所者 

…地域福祉推進員 

知的障害・サロンへ 

ＢさんＢさんＢさんＢさん    

ＤＤＤＤさんさんさんさん    

ＦＦＦＦさんさんさんさん    

ＣＣＣＣさんさんさんさん    

ＥＥＥＥさんさんさんさん    

ＡＡＡＡさんさんさんさん    

ＧＧＧＧさんさんさんさん    

※住民の所在など、実際の地図とは 

変えてあります。 
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用心も兼ねて実行している。これで要援護者のほぼ全員を見守っていることになる。 

◆Ｆさん夫婦（夫８０歳・妻５０歳）は、「毎晩９時１５分になったら、うちの家の前に来るの

で安心」だと言っている。それだけでなく、推進員には、「電気が切れた。電池の買い置きはない

か」などと困り事を訴え、そのたびに推進員が訪問している。 

 ◆Ｇさん（７０歳・男性・一人暮らし）は障害を持っているので、推進員が草刈りや台風時の窓

閉めなど、様々な生活支援をしている。 

 

■介護保険の利用者が減る 

 こうして、施設入所した人の全員を施設訪問で慰め、自宅復帰した人の生活の面倒を見る。「本

当に入所したいの？」と本人に確認し、そうだとなったら入所の準備をしてあげ、送別会も開いて

あげる。「家に帰りたい」と言う人に、「待っているよ」と言う。地区内のすべての要援護者を毎晩、

１日も欠かさず見守り、声掛けし、困り事にも応じる。サロンを開き、そこに認知症の人も受け入

れる。文字通り、すべての要援護者に日々、目配りをし、必要な支援をし、施設入所、退所の前後

まで手を離さない―。 

 こういう存在ができた時、何が起きるだろうか。すでに現れているが、普通ならデイサービスを

利用するはずの人がそうしないで済んでいるし、たとえ施設に入所しても、見捨てないし、自宅復

帰しても支えてくれる―つまり、自宅復帰が可能になっているのだ。 

 まだ１年しか経っていないのに、すでにこんな成果が出ている。４、５年もすると、介護保険サ

ービスの受給者がかなり減るのではないか。これまで介護保険制度の改革を議論する時、そこに「住

民力」は考慮の枠外にあるが、もしこのように住民力の強化で介護保険サービスの利用者が減って

いけば、これも無視するわけにはいかなくなる。 
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■はたしてご近所福祉推進ができる人がいるのか？ 

⒎世話焼きさんをどうやって発掘する？ 
 ご近所福祉を誰が進めるのか。この小さなコミュニティで住民の助け合いを仕掛けるには、相当

の技術が求められる。そのノウハウを生まれながらにして持っているのが世話焼きさんである。 

 

⑴世話焼きさんが見つかれば、成功したも同然 

人を助けるという技術は極めて複雑で、しかも難しい。周りの人１人ひとりに絶えず心を配り、

観察し、困り事がないかを探り、困り事が生まれたらいち早く察知し、素早く行動を起こす。世話

焼きならこれを本能的にやっている。 

だからやるべきことはただ１つ―地域から世話焼きさんを探し出して、その人を大事な役割につ

けることぐらいなのである。 

 

⑵支え合いマップで世話焼きさんの掘り起こし 

とにかく世話焼きを探そう。支え合いマップを作るとその人が誰と誰の世話を焼いているかが、 

はっきり浮かび上がってくる。 ご近所福祉を担う人やご近所福祉を支援する役割の人には、必ず

世話焼きを配置しよう。一般的に言って、一つのご近所に以下の人材がいれば理想的だ。大は大型

世話焼き。１０人程度の面倒を見ている。中は中型世話焼き。５人程度。小は小型世話焼き。一人

か二人。 

 

 

 

 

 

 

 

 

小 

小 

小 

小 

小 

小 中型 

中型 

大型 町内会 

（民生委員） 

＜ご近所＞ 
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⑶「世話焼きテスト」で適性の評価 

 世話焼きさんには共通の性格がある。その人が世話焼きかどうかを判断する材料は以下の通り。

世話焼きさんはこの中のほとんどすべてを備えている。特に「世話役」と間違えぬように。どっち

か判断がつかない時は、これでチェックしてみよう。 

 世話焼きさんの一般的な特質 本人の状況 

１ 困った人がいたら気になってしょうがない  

２ 困った人の困り事を見つけたら即刻関わる  

３ 頼まれなくても積極的に関わる  

４ だから相手に見込まれる  

５ 人間は誰でも大好き（嫌いな人がいない）  

６ 目立ちたがらない（さりげなく世話を焼く）  

７ 役を持ちたがらない（無役で人の世話を焼いている）  

８ 自身助けられ上手である  

９ 相手の困り事がよく見える（相手を観察し、推測する能力）  

10 支え合いマップで現に人の面倒を見ていた（たくさんの線

が出ている） 
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⑷いろいろな世話焼きさがし 

 一口に世話焼きさんと言っても、微妙に役割が異なっている。世話焼きさんはこれらのいくつか

を重ねて持っていると見るべきだ。それらの特質を上手に生かす必要がある。 

 世話焼きさんの特徴 こんな人 該当する人 

① ニーズ発掘屋 

 

足元の人の困り事がよく見える人  

② 連絡屋 足元の要援護者の異変を察知し、民生委

員などに連絡する人 

 

③ 見守り屋 隣人の生活状況を２４時間体制で見守っ

ている人 

 

④ お節介屋 頼まれもしないのに、積極的に困ってい

る人に関わっていく人 

 

⑤ こじあけ屋 引きこもりの家に強引に入り込んでしま

う人 

 

⑥ 見込まれ屋 

 

要援護者たちに共通して見込まれる人  

➆ 受け入れ屋 人々の関わり合いが苦手な人も、関わり

が難しい人も、温かく家に迎え入れる人 

 

⑧ ネットワーカー 人をつなげたり、上手に活用するのが得

意な人。いろんなグループに加入してい

る 

 

⑨ 超大型世話焼き 小さなご近所でなく、もっと広い圏域で

人の世話を焼いている人 

 

⑩ 家をひらく人 自宅に人を招き入れてサロンや活動をし

ている人 

 

⑪ 相談屋 

 

周りの人がなぜか相談事を持ち込む人  
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［事例］超大型世話焼きさんはこう動く 
 長野県須坂市で町内圏域（数百世帯）で活躍している超大型世話焼きさんを見つけた。上のマ

ップで青色の印がしてある。彼女に「こんな広い地域で、よく要援護者を把握できるものですね」

と言ったら、「そうではないのよ」。彼女が見えるのは、自分が住んでいる「ご近所」だけ（点線で

囲んである）。「その他のご近所では、要援護者がよく見える人（緑色）を探し出して、私へ連絡し

てもらっているの」。では、自分が「出動」できない時はどうするのかと聞いたら、それぞれの「ご

近所」にそこそこの世話焼きさんを見つけたので、その人に頼んでいるという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑸世話焼きの卵をさがせ 

 東京のある市で支え合いマップづくりをした。参加者の１人が大型世話焼きさんだが、彼女もも

う８０歳近い。「あなたがいなくなったら、だれが活動を引き継ぐのですか？」と尋ねたら、「親か

ら世話焼きの資質を受け継いだ若者を４人見つけたので、その子たちに今、英才教育をしている」。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

未来の世話焼き 
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［事例］福祉推進員が世話焼きだったら 

■「何をしていいのかわからない」 

 民生委員の補佐的な役割、あるいは民生委員よりもっと小規模の地域の福祉を担う「福祉委員」

「福祉推進員」「福祉協力員」が全国各地で活躍している。といっても、華々しい活躍をしている

人はむしろ少数派と言っていいかもしれない。区長などによって福祉委員に推挙されたものの、何

をしていいのかわからないまま１～２年の任期が終わってしまう、というのが多数派と言っていい

だろう。もし世話焼きさんが福祉委員になったら、どのように動くのか。 

 Ａ子さんは、福井県のＨ町へヨメに来て４０年というから、今は６０代のはずだ。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■孫を連れて、散歩に行きがてら、さりげなく訪問 

 彼女は、いつも誰かのことを気にかけている。気になる人が見つかると、孫を連れて、散歩に行

きがてら、さりげなく訪問する。ここには数名しか示していないが、そこら中の家を訪問している。

認知症の人や精神障害の人、一人暮らし高齢者の家など。孫が一緒だと、高齢者の顔もとたんにほ

ころびることに気付いてから、いつも孫同伴となった。孫は、サロンにも連れていく。「ほれよっ」

と孫を手渡すと、高齢者たちの表情が一変するらしい。 
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 Ａ子さんがいろいろな人に見込まれ、慕われていることも、数々の事実から推し量ることができ

る。男性がどこで何をしているのかがなかなかつかみにくいものだが、驚くべし、Ａ子さん宅には

その男性たちが押しかけてくるのだ。旦那がいなくても、「コーヒーを飲ませろ」と勝手に上がっ

てくるというからスゴイ。 
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■ご近所の人の動静を電話でＡ子さんに伝えてくる 

 住民はご近所の人の動静を電話でＡ子さんに伝えてくる。「隣の人が心配だ」と。ふれあいサロ

ンに行っても、「あの人のことが気にかかる」とＡ子さんに教えてくれる。地元のニーズ情報が、

巧まずしてＡ子さんの耳に届いてくる。 

人を生かすのもうまい。気になる人、例えば認知症の人がいるご近所の皆に、気配りをお願いす

る。一人暮らし高齢者宅のご近所にも「声をかけてくださいね」。彼女１人では、ニーズに応えき

れない。そこで高齢者相談員や健康づくり推進員、元民生委員などとチームを組んで「見守り隊」

などをつくり、訪問活動を分担している。これに、サロンの仲間も加わった。 

 

■世話焼きさんを７人も確保 

 といっても、やはり世話焼きさんでないと、ネットワークのどこかのパイプが詰まってしまう。

Ａ子さんに確かめてみたら、自分と同じ世話焼きさんをマークしていた。 

 ご覧のように、合計７人もいる。それぞれが自分の小さいご近所で、Ａ子さんのように動いてく

れれば万全だ。そういう働きかけをこれから考えているようだ。 

 だれでも、頼めば「いいよ」と言ってくれる地区にするために、Ａ子さんは地区内の連帯感を強

化する活動もしている。たとえば、ご近所の主婦たちと一緒にゴキブリ団子づくりをすすめている。 

 要援護者への個別の支援から、住民のふれあいの場作り、ご近所作り、そして助け合える環境づ

くりまでを担っている。 
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■世話焼きさんが「お節介」「出しゃばり」と嫌われる 

⒏世話焼きさんが活動し易くするには？ 
 困ったもので、日本人は地域のために、困った人のために、行動する人を「出しゃばり」「お節

介」として排斥する。福祉活動が行われにくい環境があるのだ。要援護者がなかなか自分のことを

オープンにせず、また助けを求めないのだから、相対的に担い手の側が積極的に関わるより仕方が

ないのに、である。 

 

⑴世話焼きさんが活動し易くする法 

 この人を活動しやすくするには、どんな方法があるのか。 

① 彼らを福祉大会などで表彰する 

 

「お節介は素晴らしいのだ」と住民に伝える 

② 「お節介同盟」をつくる 

 

「みんなでやればこわくない」―社会福祉協議会な

どがお膳立てを 

③ マスコミにも登場させる 

 

有名人にしてしまう。テレビや新聞に登場してもら

う 

④ 肩書きを与える 「民生委員」「福祉協力員」など。「お墨付き」をも

らえれば、楽に行動できる 

⑤ 関係機関のスタッフに登用 

 

ヘルパー、ケアマネジャーになってもらう 

⑥ プライバシーにこだわらないご近所

に 

世話焼きさんがそれだけ活躍しやすくなる。「放っ

ておいて」と引きこもる人が少なくなるのだから 

⑦ 認知症、障害を隠さないご近所に 

 

それだけお節介がしやすい 

⑧ 濃厚なふれあいに 「さらりとしたふれあい」では、困り事を言い合う

までにはいかない。世話焼きさんの出番もなくなる 

⑨ 「助けて」と言えるご近所に 

 

本人がそう言ってくれれば、世話焼きは喜んで関わ

る 

⑩ お節介さんに自信を持たせる 「お節介をしていいのだ」「自分は優秀なのだ」と

自覚させる 
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■周りに親族がいながら、意外に助け合っていない 

⒐家族・親族がご近所で助け合うには？ 
日本はまだ家族、親族での助け合いが中心になっている。地方では集落全体が身内という所もあ

って、その分助け合いも盛んだ。ならば、家族、親族同士の助け合いも強めていけばいい。 

 

⑴家族・親族で助け合う法 

① 子どもが「近居」または「同居」 親元の近くに移り住めば 

② 親族から看護師、ヘルパーを育成 ヨメが介護、看護のプロならば心強い 

③ 「遠い親戚」も助け合いに参加を いずれ近居か同居へ 

④ 介護研修会で介護力を身につける 一族で研修会を開催してもいい 

⑤ 子ども時代から「親族福祉」を教育 「親の介護」もライフプランの中に 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵柔らかな「大家族」制度 

 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。上のマップを見てい

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の

が１８件見つかった。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。 

遠くから通って来ると、親が要介護になった時、大変になる。といっても、親と同居できるスペ

ースもないし、「スープの冷めない距離」もキープしたいと、近居となった。再び大家族主義がや

ってくる気配もある。困難な時代には身内が寄り添って助け合うしかない、と思い始めたのか。 

…親 

…子ども 

近居の図（一つのご近所内でこれだけの親子が近居していた） 
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⑶親戚間の相性関係を把握せよ 

 下のマップ。ご近所全体がほぼ親戚関係という地域もたくさんある。このご近所も黒丸の付いた

家がすべて一つの親戚で成り立っていた。そこでこの中の二人に彼らの個人的なつながりを聞いた。 

 分かったのは、親戚だからと全ての親戚とつながっているわけではないということであった。こ

の人は誰と親しいか、この人はどうかと聞いていったが、２人の意見は一つも食い違っていなかっ

た。夫々が相性の合う者同士でつながっていた。 
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■ボランティアはなぜご近所を出てしまうの？ 

⒑ご近所さんを「認知症サポーター」に 
支え合いマップづくりをしていると、「ボランティア活動をしている」と言う人が少なからずい

るが、たいていは地元（ご近所）ではなく、市町のボランティアセンターへ出かけて活動している。

ならば、その人材を輪ご近所から発掘しようではないか。既にその活動をしている人がいる。 

 

■食生活改善推進員がおかず作りのプロデュースを 

 １人暮らしも８０代になると、食事作りもしんどくなる。男性の場合は、もっと過酷だ。あるご

近所で支え合いマップづくりをしたら、以下のような事実が出てきた。 

①１人暮らしの女性は近くの喫茶店に特別に頼んで、おかずを一品１００円で届けてもらっていた。

②料理屋が高級おかずを一品百円で販売し、一人暮らしの高齢者などが毎日、列を作っている。 

③レストランのコック並みの腕を持つ男が畑を持っていて、収穫物をご近所におすそわけしていた。 

 これらの食事関連の資源を利用して、ご近所内の１人暮らし高齢者等の食事のニーズに応えてい

く活動がありうる。それを、上記のような食関連の資源を持った人を食生活改善推進員としての研

修を受けさせれば、役に立つはずである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■各種の人材がご近所に戻れば 

今まで市町村域で実行していたことをご近所に戻って、そこで取り組むようになれば、ご近所福

祉は大いに充実することは間違いない。それも、１種類や２種類ではない。食生活改善推進員や介

護予防サポーター、認知症サポーター、健康づくり推進員等、多くの種類の人材が一挙に、しかも

それぞれの特別な知識と情報と技術を持ってご近所に戻ってくるのだ。 

 

  

認知症サポーター 

介護予防サポーター 

食生活改善推進員 

健康づくり推進員 

介護サポーター 

①市域からご近

所へ戻り再研修 

②ご近所の適役を 

発掘し、研修を 

ご近所毎に 

組織作り 
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⑵ボランティアがご近所へ戻る方法 

① 活動対象者のうち、自分と同じご近所の対象者に関わる 

自然、自分の足元で活動することになる 

② 食生活改善推進員は、自分のご近所でこの種の活動のタネを探す 

③ 同じご近所内のボランティアと交流し、一緒にできることを考える 

ご近所内のボランティア・ネットワークだ 

④ 自分のご近所から施設入所した人の自宅復帰や里帰り、逆デイなどに協力 

施設ボランティアが自分のご近所に戻るルートがここにもある 

⑤ 自分のご近所内で活動する人たちに協力する 

すでに活動している人たちの後押しなら容易 

⑥ 施設ボランティアなら、自分の足元の施設へのボランティアへ移行 

どうせなら自分のご近所に近い施設でボランティアを 

 

⑶各自、ご近所でどんな活動ができるか？ 

 その「ボランティア」は自分のご近所での活動をする気があるか、その可能性を探ってみる。 

 ボランティア 活動内容（ご近所では？） ご近所活動の可能性（実態） 

① ○○○さん 手話ボランティア（ご近所活動はゼロ） ご近所内の「難聴の高齢者」

の支援。「補聴器が合わない」

と使っていない人が多い。 

② ○○○さん 施設ボランティア（ご近所活動はゼロ） 施設入所者の地域復帰活動

ができないか。今は里帰り程

度ならやっている。 

③ 

 

 

〇○○さん サロンボランティア（親しいサロン仲間

と二次会を開いている） 

二次会を拡大してご近所で

もサロンを開く。または井戸

端会議を発掘して支援する。 

④ 

 

 

〇○○さん 食事ボランティア（たまに隣人におすそ

わけ） 

自宅開放でもいいから、ご近

所で会食会をひらけないか。 

⑤ 

 

 

〇○○さん 移送ボランティア（隣人を買い物や通院

に連れて行っている） 

ご近所圏域で有志と、組織的

でなく個人的な移送サービ

スができないか。 
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■ご近所外の施設へ出かけるのが当たり前だが 

⒒公共施設の「ご近所版」を作ったら？ 
 要援護者はご近所から出られない。しかし彼らは、できる限り自分の足元で、人間らしい生活が

できないかと願っている。ならばそれをご近所ごとに作ろうではないか。その活動やサービスの拠

点を何らかの方法で作るのだ。 

 

⑴各種の生活資源をご近所にも整備 

立派な病院がご近所ごとにできる必要はない。ご近所に住む元看護師が足元の要介護者や患者か

ら相談を持ちかけられている。血圧測定や良い病院の紹介など、「ご近所診療所」としての機能を

ある程度果たしている。こうした「住民流」の生活資源を整備していけば、ご近所はもっと実体を

持ったものになり、それ自身が「福祉の実現」になるのだ。 

 

①「ご近所診療所」づくり 

 ご近所から看護師や保健師（現役や OB）、それに介護や患者経験者を発掘し、彼女らの連携で事

質上の「ご近所診療所」ができないか。医者や看護師、保健師だけでなく、医療機関を利用したこ

とのある元患者や介護家族、食生活改善推進員、健康づくり推進員なども人材に入る。 

 ある集落の住民の１人は、認知症の母のことで足元の看護師にいろいろ相談をもちかけているが、

それだけでは不安と思ったのか、もう１人の看護師にも同じ相談を持って行っていた。「セカンド

オピニオン」というわけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

ヨメ 

毎日、食事を届けながら 

介護 
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②「ご近所公民館」づくり 

 趣味活動や学習をするのに、わざわざ公民館に行くというのも無理がある。住民はそれぞれ自分

なりの生涯学習を実践しているし、それをとりまとめたり、学習会を開いたりするなど、公民館の

分館に近い活動をしている人もいる。公民館がそれらを追認し、支援していけば、それで一番助か

るのはご近所の人達なのだ。 

 

③「ご近所児童館」づくり 

 児童館関係者でなくても、ご近所の子供を集めてお楽しみ会をやっている大人がいるものだ。こ

れを認知して、ご近所の住民で支援していけば子どもはご近所内でも遊ぶことができるのだ。 

 公立の児童館が市域に２、３ヶ所しかないというのは、おかしなことである。子どもは遊ぶため

にわざわざそこまで来いというのか。支え合いマップづくりをしていると、その地域の子たちがど

こで遊んでいるかが見えてくる。公園などもあるだろうが、特定の家庭や店が実質的な児童館にな

っているケースも必ず出てくる。 

 

⑵高齢者が豊かに生きられるご近所になるために必要なもの 

 ご近所にほしいもの 具体的には？ 

① 公民館 

 

ご近所にミニ公民館。そこで趣味や学習を楽しめる。自宅開放

で趣味活動や勉強会をしている家など 

② サロンや集いの場 自宅開放でもいいし、空き家を利用してもいい 

 

③ 貸しアトリエや研究工房 作業や研究ができる空間を用意。プロの工房を借りてもいい 

 

④ 仕事 家でできる仕事。ご近所内に通勤でできる仕事場をつくる 

シルバー人材センターのご近所版。 

⑤ ボランティア ご近所で活動できる対象を探す。ご近所ボランティアグループ

をつくったらどうか。市のボランティアセンターのご近所支所 

⑥ 小公園・散歩道 児童公園を改善すればいい 

 

➆ 

 

スポーツ施設 まずご近所内にあるスポーツ関連施設を使えるようにすること

から。 
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■なぜご近所に公共施設がないの？ 

⒓「ご近所福祉サポーター」の役割は？ 

 

⑴住民主体のご近所活動を後方から支援 

「ご近所福祉サポーター」とは、主に町内(自治会)圏域（数百世帯をカバー）に在籍して、傘下の

複数の「ご近所」（およそ５０世帯）内での住民の助け合い活動を支援する人のこと。 

 

①薄弱なご近所活動をバックアップ 

 町内会に福祉推進委員会を設けている所では、その委員の一部がこの種の活動をしていることが

考えられる。また民生委員の中にも、自身が要援護者に関わるだけでなく、要援護者の所属するご

近所や向こう三軒両隣の人たちにも協力を求めている人がいるはず。 

ご近所で住民が既に助け合っているからそれでいいというのではなく、活動はまだささやかなも

ので、ご近所内の要援護者をきっちりと支え切るまでには至っていない。福祉関係者と連携して、

彼等の活動を強力にバックアップしていく人が必要だ。これがご近所福祉サポーターで、ご近所を

巡回し、世話焼きさんと接触して、ご近所内の福祉課題に一緒に取り組んでいけばいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご近所サポーター 町内会 

ご近所 

世話焼きさんたち 
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⑵サポーターの役割 

①各ご近所での支え合いマップづくり 

 ご近所福祉のサポートは、支え合いマップづくりから始まる。支え合いマップでご近所福祉の推

進と支援に必要な様々な情報を得ることができる。 

 

②マップ作りの情報でご近所福祉推進体制づくり 

 ご近所内で見つかった世話焼きとそのスケール（大中小）と分布状況を見て、だれを中核にする

か、だれをその協力者にするか―ご近所の福祉推進体制を大まかに作る。 

 

③マップで出てきた福祉課題への取り組みを応援 

 支え合いマップづくりで、そのご近所をより福祉の場にするために求められていることがいくつ

か出てくるはずです。それにご近所の人たちが取り組むのを応援する。 

 

④福祉ニーズの発掘は日常的に 

 ご近所内の井戸端会議や世話焼きさん宅を訪れて、だれがニーズ発掘が得意なのかを探す。その

人のところを日常的に訪れればいい。 

 

⑤近所内の各所での助け合いを応援 

 ご近所内の各所で小型世話焼きを中心に助け合いが行われているはず。ご近所内を巡回して、そ

うした「小さな助け合い」を後押しする。 

 

⑥ご近所で解決できない難問の対処を応援 

 世話焼きさんといえども、その人のもとにやってきた難問をすべて解決できるわけではない。各

ご近所の世話焼き宅を訪れて、その「難問」を聞き出し、自分の人脈を使って、解決に役立つ資源

を探し出す。 

 

➆ご近所の福祉力を強化する 

 現状ではご近所の福祉力は極めて薄弱。しかしご近所に少なからずの要援護者がいて、住民の

支援を求めている。急づくりにでも、ご近所の福祉力を強めていかねばならない。 

 

⑧当事者の自助力の強化も 

 福祉はまず困った人自身が自分の問題解決の努力をすることから始まる。その努力がなされた

上で、足りない部分を周りが支援すればいい。 



 282 

 

⑨町内圏域のご近所支援体制の強化 

 町内圏域にいる町内会や民生委員、老人クラブや生協、ＪＡ、子ども会等の組織をご近所支援

のために十分活用する。そのためにこの圏域にご近所支援体制を作っていく。 

 

⑩「ご近所起こし」の応援 

 ご近所福祉がうまく運ぶためには、ご近所の住民のふれあい、助け合いがより深まっていく必要

がある。各ご近所段階での「起こし」、すなわち「ご近所起こし」なのだ。 

 

⑪ご近所の生活環境の整備も応援 

 都市化、核家族化、少子高齢化が進行し、一人暮らし高齢者を誰が見守るかといった福祉に取り

組む以前の問題が山積している。サポーターも、生活環境の整備に力を入れなければならない。 

 

⑫隣接ご近所同士の助け合いや連携を後押し 

 サポーターは、複数のご近所を掌握している。この利点を生かして、ご近所間の助け合いや、共

同活動を仕掛けることが可能だ。 

 

⑬要介護者の枠外ニーズの対応策で公的機関と連携 

 世話焼きでも、足元の要介護者には関与できていない。ケアマネジャー等が要介護者を囲い込ん

でしまい、彼らの手で施設入所やデイサービス利用が決められてしまっているからだ。彼等にも、

「枠外」のニーズがたくさんある。それらは、ご近所の住民が協力しないことには解決しない。 

サポーターが仲介して、ご近所の人とケアマネジャーらの連携活動を働きかける必要がある。 
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■町内会の福祉活動があまり活発ではない 

⒔町内会が福祉活動に取り組むには？ 
 町内会自体が福祉活動をしなければならないという意識が現段階では薄い。たまたま熱意のある

町内会長が就任した時に活動が始まる程度だ。しかし町内会というのは本来、町民の福祉を図る組

織ではなかったのか。優先順位としては、祭りなどのイベントの前に、福祉に取り組むべきなのだ。 

 

⑴町内会が福祉に取り組みやすい体制作り 

① 町内会から独立した福祉委員会を作る 

福祉に関係した組織や特に福祉に熱意のある人たちで構成し、町内会はこれをバックアッ

プするという関係にする。町内会としては会員でない人には関われないが、福祉委員会は

町内のすべての人を対象とする 

② 両者は互いに独立しつつ、それぞれの長所を活かす 

町内会として関われる活動もあるから、それは町内会に委ね、町内会活動に馴染まない部

分を福祉委員会が担当する 

③ 女性主体の活動に 

要援護者に素早く応じるのはどうしても女性の方が慣れている。という意味で、福祉委員

会は女性を前面に押し出した方がいい。男性がリーダーシップをとっても、前線は女性を

中心に 

④ 人材は輪番制になじまない 

町内会の役員は輪番制でもいいかもしれないが、福祉委員会は輪番制に馴染まない。生ま

れ持っての資質だから、任期で区切ることは好ましくない 

⑤ 「事業」ではなく、個別対応が基本 

組織ができると事業やイベントをするようになり、個々の困った人への対応がおろそかに

なる。世話焼きによる個別対応をご近所や町内での福祉活動の柱に据える必要がある 
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⑵町内会が福祉に関わるチャンス 

 現状では、町内会はいわゆる「福祉」に積極的に関わっているとは言えない。それでも「福祉」

に関わらねばならないとしたら、それがどのようにして可能になるのか。 

① 町内会の通常活動にひと味加えたら？ 

② 町内会幹部に持ち込まれる個人的要求も福祉だ 

③ 町民の個人的、組織的活動を支援すれば 

④ 支え合いマップづくりでテーマが見えてくる 

⑤ 町内会として意図的に福祉事業を 

 

①町内会の通常活動にひと味加えたら？ 

 「福祉」の盛り込み方 留意点 

１ 町内会のイベントに要援護者も参加

できるよう配慮 

会場まで移送、会場をバリアフリーに、催し物に参

加できるよう配慮するなど 

２ 町内清掃、リサイクルなどで要援護

会員の自宅清掃、リサイクル手伝い 

1人暮らし高齢者の家や庭の清掃に協力。また自宅の

ゴミ処理を代行してあげる 

３ 衛生部、災害救助隊、保安部など、

町内会の各部の役割を少し広げる 

「共用部の電球の取り換え」を、1人暮らし高齢者な

どに限って「部屋の中の電球の取り換え」までやる 

４ 町内会のイベントに来た住民の「つ

いでにこれをやって！」にも応える 

そうした「飛び入り」の困り事にもこたえる 

 

②町内会幹部に持ち込まれた個人的要求も福祉だ 

 特に町内会長には、町民からさまざまな苦情や悩み事が持ち込まれる。これを会長は個人的に処

理しているが、実はこれも立派な福祉活動なのだ。そう意識して、町内会の活動として取り上げる。 

 

③町民の個人的、組織的活動を支援すれば… 

 町民の一人一人が何らかの福祉活動をしている。それらを探し出して、励ましたり、何らかの支

援をすればそれも立派な町内会の（支援）活動になる。 

 

④町内会として意図的に福祉事業を 

 じつは町内会が福祉事業を何もしていないわけではない。敬老会や一人暮らし高齢者の食事会、

要援護者を招いてのふれあいサロン、一人暮らし高齢者の見守り活動、子どものためのパトロール

など、町内会によってはかなりの活動が行われている。これに本格的に取り組めばいい。 
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■町内会がご近所福祉とつながっていない 

⒕町内会のご近所支援力を強めるには？ 
 ご近所圏域が地域福祉で最も重要な圏域だとしても、ご近所だけでは心もとない。これを町内圏

域がバックアップしていかねばならない。熱心な町内会は支援よりも自分たちでやってしまう。 

 

⑴世話焼き達で福祉委員会に前線部隊を作る 

福祉委員会を作っても、やはりイベント的な事業に偏してしまい、ご近所圏域で日々生じている

福祉問題に関わるまでには至っていない。 

そこで頻繁にご近所に出かけて、福祉問題を発掘し、それをご近所の人たちと一緒に関わるよう

なことを日常的に実行している世話焼きさんたちで、福祉委員会の前線部隊を構成する。彼女らは

組織で縛るのでなく、個人で自由に行動していいようにする。 

 

＜前線部隊の構成メンバー＞ 

 前線部隊は、特に世話焼き的な資質のある人で、ご近所まで出かけては福祉ニーズを拾い出し、

自分でできることをやり、難しい問題は町内福祉委員会へ持ち込むことができる人。「隊」と言っ

ても、組織を作るのではない。一人ひとりが個人的に行動しながら、やわらかな「隊」を形成する。

ニーズに即応するから、いちいち「隊」に諮ることはしない。 

 とにかくこの「隊」だけは、絶対に世話焼きさんで構成しなければならない。当然自分の所属す

るご近所の福祉を推進している人もいるはず。 

 特技とは①ニーズ発掘の名人、②引きこもりの人をこじ開ける名人（お節介）、③人をうまく使

う人、④自宅に人を引き入れる人、隣人が押し掛ける人、⑤人に見込まれ、相談を持ちかけられる

人（「相談所」）、⑥看護師、ヘルパーなどの技術を持った人、⑦広域でも行動できるスケールの人 
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■ご近所福祉に地区社協はほとんど関わっていない 

⒖地区社協の果たすべき役割は何か？ 
 社会福祉協議会は、地区社協組織作りに力を入れている。にもかかわらずこの地区社協がどんな

役割を果たすべきかという点になると、はっきりしない。たいていはふれあいイベント等のような

行事をこなしている。組織としての実働隊を持っていないので、イベント開催も加盟組織が手足を

派遣することでかろうじて可能にしている。 

 

⑴活動を町内やご近所へ「返す」 

ある地区社協に視察に行ったら、そこでふれあい食事会を開いていた。数千世帯の地区で食事会

を開いて、誰が来るのか。その事務所がある周辺の人たちだろう。これはおかしい。そんなものは

町内会規模かご近所規模でやるべきなのだ。そういう事業が意外に多いのではないか。 

当面、地区社協がやるべきことは、地区社協でやっている事業を、町内圏域、さらにはご近所圏

域へ「返して」いくことである。「返す」には、規模もやり方も根本的に変えていかねばならない。 

 それぞれの事業について、「ご近所」へ返した場合、「ご町内」へ返した場合、どういうやり方に

なるか、返し方を並べてみた。 

 返す事業 町内へ返す ご近所へ返す 

１ 食事会 町内単位で食事会を開く機会

がないか探す。サービスよりお

茶飲み会にする 

対象者１人ひとりの食のニーズを調

べ、ご近所や向う三軒で対応できない

か協議 

２ ふれあいサロン サロンの二次会が開かれてい

ないか調べる。または、町内単

位のサロンを調べ、支援 

個々の対象者が参加している井戸端会

議を調べ、そこをさりげなく支援 

３ 敬老会 町内ごとの敬老会が再開でき

ないか協議 

ご近所で個々の敬老を祝う方法がない

か考える 

４ 広報紙発行 広報紙というより、問題が生じ

るごとにチラシや回覧板を利

用する 

ご近所の口コミネットワークを調べ、

そこに流す 

５ 世代間交流 町内単位での交流の機会を探

し、それを利用する 

ご近所単位でのイベントを利用。高齢

者と子どもが参加できるものを 
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６ 介護者の会 各町内単位で組織できないか

調べる 

個々の介護者の支援ネットをご近所で

つくる 

７ 見守り活動 マップを開いて、各ご近所での

見守り活動を支援 

個々の高齢者を見守っているご近所の

人を調べ、支援する 

８ 福祉講座 特定の問題が生じた時に、当事

者が町民に理解を求めたりす

る 

特定の問題が生じた時、ご近所ぐるみ

で行動を起こすこと自体が「広報」に

なる 

９ 調査活動 アンケート調査でなく、１人ひ

とりと出会って詳細に調査す

る 

支え合いマップを作れば万全 

 

⑵上層圏域と下層圏域のやり方はこう違う 

①担い手主導、推進者主導になりがち 

図をご覧いただきたい。これは一般的に言って、地域のより上層の圏域で実施した場合と、より

下層の圏域（ご近所）で実施した場合に、そのやり方にどんな違いが生じるかを、ごく簡単な言葉

で対比させてみたものである。 

 この中で最も重要なのは①と②である。地区段階で実施しようとすると、ニーズ（対象者）の姿

が見えないから、どうしても推進者の都合で事業を作ろうとする。また、②担い手のやりやすい方

法をとり、それに対象者を従わせようとする。 

 

②住民の願いは、「よりご近所」での活動に 

 住民は推進者の都合に沿わせようとは考えない。推進者が「集まれ！」と言っても聞かない。対

象者も担い手の指示に従おうとはしない。地域福祉を本当に地域の中に根づかせようとするのなら、

住民の流儀に従わねばならない。それは「よりご近所」に向けたあり方―この図の左の方のあり方

を選ぶより他にないのだ。 

 住民主導とは当事者主導とほぼ同じ。当事者はなるべく、コトを大げさにしないで、近隣の相性

の合う人に、そうとわからないように解決してほしいと願っている。 
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住民主導 推進者主導 

当事者主導 担い手推進 

集まる 集める 

少人数 多人数 

私的 社会的 

日常的（ケ） 非日常的(ハレ) 

自然発生 意図的 

双方向 一方向 

複合的 単一 

隠し味 ミエミエ 

生活の中で 特化(特定日時に) 

決めない 決める 

よりご近所へ より地区へ 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 

⑨ 

⑩ 

⑪ 

⑫ 

具体的 抽象的 
⑬ 

（下層圏域） （上層圏域） 
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⑶地区社協らしい活動（事業）とは？ 

 地区社協だから取り組むにふさわしいと言える活動（事業）とは、どういうものなのか。ご近所

や町内でできる、やるべきことはすべて「返す」として、残る「これは地区社協がやるべし」と思

われるのはどういう活動（事業）なのか？ 

 地区らしい活動 留意点 

１ ご近所圏での支え合いマップづく

りの推進 

■ ３６ご近所での支え合いマップづくりを計画的に

進める 

■ 町内会と民生委員、福祉協力員などとマップづくり

推進体制づくり 

■ 作り上げたマップの管理・活用（マップ情報管理セ

ンター） 

２ マップから出てきた地域の福祉問

題と取り組み課題を管理、一般化

して、他の町内、ご近所へ情報と

して流す 

■ マップから出てきた課題を、町内圏域の役目と、地

区圏域でやるべきことに振り分け。 

■ 一般化した事業を実行しやすくするための後方支

援 

３ 前項の事実をふまえてのご近所で

の福祉活動計画、町内福祉活動計

画の立案を主導（または支援） 

 

■ ご近所ごとに活動をすすめる一応の「計画」づくり

は必要 

 

４ これらの活動計画づくり支援を整

理して地区福祉計画づくり 

 

 

５ 各ご近所、町内の福祉推進体制づ

くりの支援 

■ マップづくりで人材を発掘、それぞれのご近所、町

内に合った推進体制づくりを 

 

６ モデルご近所、モデル町内を指定

して、特定の活動のモデル実験 

■ 福祉推進体制が機能するかどうかも点検する 

■ モデル実験の結果をもとに、傘下のご近所、町内に

もその活動を普及させる 

７ 新たに生じた福祉ニーズを把握す

るために、随時、ご近所、ご町内

を巡回 

■ 各ご近所、町内に巡回拠点を設ける 

■ 発掘した福祉ニーズへの対応策を、傘下のご近所、

町内に提示 
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８ ご近所福祉、町内福祉をすすめる

ための環境づくり。広報、講演会、

セミナー等 

■ 「認知症を隠さない地区に」 

■ 「困ったら助けてもらおう」 

■ 「世話焼きさん、お節介さんを大事にしよう」 

■ マップづくりから出てきた、福祉推進のネックにな

っている問題に取り組む。その啓発活動 

９ ご近所、町内で活躍している人材、

活動グループの交流会、研修会 

 

10 活動へのアドバイスや資金提供

（助成） 

 

11 地区圏域でしか得られない福祉資

源の発掘・活用 

■ ガス会社に働きかけて、メータ点検時に一人暮らし

高齢者の見守りをしてくれるよう依頼 

■ 企業の定年退職者を地域の人材として発掘（企業の

協力を求める） 

12 助け合い推進大会の開催 ■ 福祉大会は実質上の地域である「地区」圏域でやっ

た方がいい 

■ 各ご近所での助け合いの発表やグループ討議 

■ 助けられ上手さんシンポジウム 

13 地域包括支援センターなど関係機

関と協議し、住民との協働の仲介 

■ 今はまったくできていないので、積極的に関係機関

に働きかける 

14 

 

入所者を自宅復帰させたり、老人

ホームをご近所密着にするなどの

実現 

■ 施設側に働きかけて、レベルの高い福祉を実現させ

ていく 

■ 施設がご近所活動、町内活動を支援するよう働きか

ける 

15 ミニデイの実施、介護チームの編

成など、住み慣れた地域で生きて

いけるよう、住民力を強化させる 

■ 地区側から積極的に働きかけ、一緒に取り組まない

と、住民の自主性を待っているだけではなかなか実

現しない 
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⑷地区社協の機能を強化する法 

 前項で提示したような事業ができることを想定した地区社協をイメージしてみたらわかるが、そ

れには相当の実力を持ったスタッフが複数名常駐する必要がある。それを前提として、その他に考

えられる機能強化策とは？ 

 機能強化法 留意点 

１ 町内福祉支援の担当者を選任―地区福祉コ

ーディネーターと 

■ コーディネーターには手当が支給される必

要がある 

２ 地区役員の中の「世話焼き」さんたちで前

線部隊を編成 

■ その中からコーディネーターを選任する 

■ 彼等は地区社協のしばりを受けず、自由に

ご近所、町内巡りができるようにする 

 

３ 

町内圏域の推進者（町内会長・民生委員等）

で優秀な人材を地区社協のスタッフ（役員）

に抜擢 

■ その人が「ご近所」とも「地区」ともつな

がっていけば、三層のパイプができる 

■ 町内の課題を地区社協として実行 

４ 町内圏域の推進の人材を、ご近所圏域の人

材（世話焼きさん）で構成する 

■ 世話焼きさん同士はつながりやすい 

５ 町内圏域の推進組織にも「前線部隊」をつ

くる。両圏域の前線部隊同士がつながれば

ベスト 
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■ご近所福祉に関係機関は全く関与していない 

⒗関係機関の「ご近所支援」のあり方は？ 
 関係機関は地域との協働に関心を持っているのか。「住民は勝手に共助をしなさい、私たちは公

助をしますから」と言っているようにも見える。両者はどのように関係し合ったらいいのか。 

 

⑴「ご近所」を無視したサービスの弊害 

①「３年経ったから撤退」？ 

パーソナル・サポートという事業。１人の危険な状態にある人を、生活の万般にわたって面倒を

みる。孤立死寸前で見つかった人に、生活保護の手続きや仕事、住む家などの世話をする 

北九州市で実施されてきた、福島県からの避難者向けのパーソナル・サポートサービスが、３年

を経て店じまいをした。事態も落ち着いてきたというのがその理由だが、サービスを受けていた人

は戸惑いを隠せない。「これからどうしたらいいのか」と途方に暮れていた。 

 

②「ご近所と一緒に」の様々な利点 

 図を見ていただきたい。今の福祉サービスシステムは、この中の左端の人たちで行われている。

その際に当事者の足元に「ご近所」という資源があることが全く頭に入っていない。 

当事者の緊急事態が生じた時はご近所の人しか対応ができない。日々の見守りもご近所の人でな

いとできない。異変を察知するには、日々見守っていなければだめだ。しかも継続的な関わりは、

一緒に住んでいるご近所の人たちでないとできない。ご近所の人を無視して勝手にサービスをして

も、いずれは行き詰ってくるはずだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当事者 ご近所 ご町内 

ボランティア 

民生委員 

企業 

ＮＰＯ 

行政 
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⑵関係機関はご近所にどう関わるべきか？ 

 ご近所の福祉はご近所の人たちでやって下さい―というのでは、いつまでたってもご近所福祉は

育たない。プロが様々な角度からご近所への働きかけをする必要がある。 

 関係機関のご近所関与  

１ ケアの対象者をご近所の助け合いにゆ

だねる、または一緒に関わる 

 

２ ご近所の人と一緒に支え合いマップづ

くり 

■ 対象者の資源発掘 

■ 虐待等のケース発掘 

３ ご近所ごとに支援拠点づくり 

 

■ 世話焼きさん宅等。当事者宅でもいい。ご近所

福祉推進の支援。ご近所のニーズ把握も 

４ ご近所の難問に住民と一緒に対処 

 

 

５ 関係機関・施設ごとに住民によるブラ

ンチを発掘・支援 

■ 児童館はご近所児童館、地域包括支援センター

はご近所相談所を発掘し、応援 

６ ご近所の人材から町内圏域、校区圏域

で活躍する大型世話焼きさんを発掘 

■ ご近所は徐々に彼女等にゆだねていく 

７ 当事者が自宅復帰できる体制をご近所

につくる 

■ 施設が出前のサービスや後方支援を引き受ける

など 

８ 要介護でも在宅で生き続けられる体制

をご近所につくる 

■ そのために各要介護者に関わっている施設やサ

ービス機関に協力を求める 

９ 住民流のリハビリや介護予防を発掘 

 

■ 関係機関が作った体操をただ押しつけるのでな

く、住民が実践中の介護予防を認知し、支援へ 

１０ デイサービスに過剰にゆだねるご近所

を自立させる 

 

■ ミニデイづくりや趣味グループ等のお楽しみに

デイ利用者も仲間入りさせるよう働きかける 

■ デイがサテライトデイをするように 
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⑶ご近所支援の拠点づくり 

上記の目的を果たすために、ご近所ごとに支援拠点を作ることが望ましい。どこに設けるか？ 

 拠点の候補 留意点 

１ 大型世話焼きさん宅 大抵は誰が訪れてもいい家であるから、使いやすい。こ

こで相当の情報が入手できる 

２ 当事者のキーマン宅 助けられ上手で、ご近所のたまり場となっているような

人。プロも業務で訪問する 

３ ご近所福祉推進者がサロン関係者

の場合、サロン会場 

公会堂などの公の施設なので、継続的には使えない 

４ ご近所福祉推進者が趣味グループ

のリーダーなら、その活動の場 

これも前項と同様 

５ 雑貨店など、ご近所のたまり場に

なっている店 

ここも開かれた場なので、使いやすい 

６ いまご近所で集中的に関わってい

る当事者宅 

助けられ上手さんだったら、ここから相当のニーズ情報

も入手することができる 

７ ご近所福祉推進者が打ち合わせに

使っている場 

 

８ そのご近所を支援している民生委

員や超大型世話焼きさん宅 

ここは推進者同士として内密の話もできるし、推進の作

戦を練ることもできる 

９ ご近所の特定場所に限定せず、世

話焼きさん宅やたまり場を巡回 

 

１０ 関係機関のご近所ブランチ 家庭児童館やご近所診療所（看護師宅）などを担ってい

る家 
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⑷共助と公助が協働しやすい条件づくり 

 ただ共助と公助が協働をと言っても、現実には難しい。公的機関が関わると、ご近所は引いてし

まう。どうしたら両者が協力し合う関係をつくることができるのか。 

１ ワーカーの居住区域で業務

を 

施設では「地域密着」と言うが、ワーカーも「地域密着」―

それも「ご近所密着」が望ましい。自分の住むご近所で働く

のだから、対象者もそのご近所の人もそのご近所の人も知り

合いの可能性が高い。これなら「協働」がたくまず行われる 

２ 地域の世話焼きさんをワー

カーに抜擢 

ただ「ご近所密着」にしてもダメで、できればご近所の世話

焼きさんをワーカーに抜擢すれば、住民と協働しようとする

はずだ 

３ ワーカーがご近所の人たち

とケア会議 

プライバシーにこだわらない当事者（と家族）がいた時に、

これを実施。そこで役割分担も話し合えば、実質的には「協

働」が実現する 

４ ご近所の人たちに公的業務

の一部を「委託」する 

家庭保育と同じように「家庭児童館」「家庭公民館」「家庭作

業所（障害児の）」「家庭老人憩いの家」等が実際に行われて

いる。こうした活動をしているご近所を「追認」し、補助 

５ ご近所圏での住民の福祉活

動を公的福祉システムの中

に位置づける 

ご近所の福祉を担う人を、公的機関のご近所の出先機関の活

動として認め、手当を支給 

６ 住民や民生委員から上がっ

てきた福祉ニーズを、「押し

戻す」（引き取らない） 

住民や民生委員でできる限り解決努力をし、これを公的機関

も支援する―という形にする 

７ いったん引き取ったサービ

スを再度、住民に返す 

 

ヘルパーがゴミ出しを引き取ったが、これをご近所の人に返

すとか 

８ 「枠外のニーズ」を住民にゆ

だねる 

 

要介護者をふれあいサロンに加えるよう働きかけるととも

に、ケアマネジャーやヘルパーも協力 

９ 公的サービスのあり方を、住

民流に変える 

 

これで住民も参加しやすくなる。例えばデイサービスを住民

感覚に変えることで、住民にも参加の余地が生まれてくる 
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［事例］世話焼きさんが「ご近所密着」になった時 

①「隣人にお願いする」ヘルパーがいた！ 

 この地区（１５０世帯程度）に在住の現役ヘルパー（Ｓ子さん）が興味深い行動をとっていた。 

❶Ａさん（８５歳の一人暮らし女性）に関わりながらご近所にも見守りやゴミ出しをお願い。 

 ❷Ｂさん（９４歳の一人暮らしの女性）から電話が。これをしてほしい、あれをしてほしいと。

Ｓ子さんは、（他地区に住む）Ｂさんの娘さんと連絡を取り合いながら、適切に対処している。 

❸Ｃさん父子（９０歳の父親が、５５歳の重度障害の娘を介護中）。父親は「娘の介護は私がす

る」と、周囲の支援の手を一切拒否しているが、この父親は以前、Ｓ子さん宅で彼女のご主人にパ

ソコンを習っていた。Ｃさん宅に入り込める唯一の人材とわかり、「おしかけ作戦」を計画中。 

❹Ｓ子さんは、Ｄさん（８５歳の一人暮らし女性）が開いている井戸端会議にも加わっている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②公人と私人の立場を柔軟に転換 

彼女は、ヘルパーという「公人」と、一人の住民という「私人」を柔軟に使い分けている。それ

ができやすいのは、彼女はこのご近所に在住だからだ。その要介護者とも、またその隣人たちとも

顔見知りだから、頼む相手がわかるし、また頼み易い。 

 彼女が必要に応じて、私人と公人をクルクルと転換させても、ご近所の人はそれほど違和感を抱

かない。「ああ、今は私人として関わっているのだな」「今は公人として関わっているのだな」と、

Ｓ子さんにとっては都合よく解釈してくれるのだ。「共助と公助の協働」はどのようにして可能に

なるのか、一人の人物が共助にも公助にも並行して関わればいい、ということだったのだ。 

「私人と公人の柔軟な転換」が可能になったのは、彼女が現場のご近所に住んでいるからこそであ

るとともに、彼女が世話焼きさんだからだ。となると、ヘルパーを雇用する時は、①彼女が在住し

ているご近所で関わるようにすると共に、②そのご近所の世話焼きさんを抜擢するといい、となる。 

 

Ｄさん 
井戸端会議を開いている 

８５歳・一人暮らし女性 

Ｃさん 

 父９０歳 

娘５５歳・重度障害 

Ｂさん ９４歳・一人暮らし女性 

Ｓ子さん （ヘルパー） 

本業と生活の双方で関与 

Ａさん 

８５歳・一人暮らし女性 

電話がかかってくる 

この人の娘と連絡とり合う 

ご近所に 

見守りをお願い 
パソコンを 

習いに来てた 
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■地域にたくさんの要援護者が！どう対処する？ 

⒈超高齢社会の福祉資源発掘・活用法 

⑴今、重点的に開発されるべき資源は？ 

①現代の地域福祉の実態 

 2025 年には団塊世代が７５歳になり、６５歳以上の高齢者が３人に一人、認知症が５人に一人

になる。既に介護保険は破綻し、要支援１，２の人の生活支援は地域に委ねるということになった。

その後も要介護１，２の調理や買い物なども地域に委ねようとしている。 

 

 

 

 

 

 

 地域は４つの圏域に分かれている。一般には市町村と校区、自治区の３つというが、自治区の中

に「ご近所」という圏域がある。およそ５０世帯の小さな圏域。人々はここで助け合いをしている。 

 

②住民資源を最優先に開発 

 まず開発すべきはご近所資源であり、次いで共助となる。専門家ほどまず公的サービスや民間の

専門資源を投入する傾向があるが、今は住民の助け合い力を強化しなければならない時期なのだ。 

 

③「ご近所」資源の発掘を優先 

 要援護者にとって最も大事な資源は「ご近所」。足元の人が日常的に支えてくれれば、自立生活

が可能になる。資源力は弱くても、まずはご近所資源を頼るよう関係者から仕向けなければならな

い。 

 

④支え合いマップでご近所資源を発掘 

 支え合いマップは、ご近所ごとに住人に集まってもらって、そどんな要援護者が居て、その人

に誰がどう関わっているかを聴取する。この方法でご近所内の助け合いの実態が浮かび上がってく

る。 

 

⑤圏域ごとに課題を割り振り 

 ご近所資源の発掘を優先させる一方で、ご近所では対応できないニーズについて、それに対応す

共助 自助 

●ご近所 

互助 

自治区 校区 市町村 

公助 

要援護者 
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るのにふさわしい圏域に「割り振る」必要がある。 

⑵住民資源発掘の留意点 

 住民資源の開発は、人材募集や公募、研修、委嘱、組織化という段取りで進めていたが、よりご

近所に近い圏域では、これまでとは違った手法で進めなければならない。 

 

①当事者主導の原則 

当事者は自分で助け手を選びたがっている。住民資源の発掘に際しては、まず当事者は誰に何を

してもらいたいのかを最優先で調べる。 

 

②セルフヘルプ（当事者同士が資源になり合い） 

当事者としてはなるべく、人に助けてもらいたくない。それでも助けてもらわざるを得ないのな

ら、同じ問題を抱えた人ならいいとなる。「相互資源」だ。 

 

③「その人らしく」（ニーズのレベルアップ） 

本人は、「自分らしく生きたい」と願っている。福祉の指標を思い切ってレベルアップする必要

がある。要介護だけど旅行に行きたい、趣味活動をしたいという要望を受け止めなければならない。 

 

④資源とニーズが両性具備 

住民の世界は、各自がニーズと資源の双方を持っていて、互いに資源ともニーズともなり合う、

という考え方に基づいている。相手を要援護者、あるいは資源である一方だと考えてはならない。 

 

⑤ニーズと資源をセットで発掘 

支え合いマップで、ニーズが見つかったら、当事者はどんな解決法を望んでいるか、誰に解決を

期待しているか、周りの人はどう解決してあげたいか、実際に誰が行動を始めているか、問題解決

につながりそうな資源がないか、の５つを並行してあたる。そこから最適の解決策を見出すのだ。 

 

⑥資源の機能性を重視（その資源は機能しているか？） 

資源というものはそもそも、機能しなければ仕方がない。その人材や組織が本当に機能している

のか、実際のニーズに役立っているのかを確かめなければならない。 

 

➆住民資源とプロの資源がご近所で協働の必要 

地域福祉力が薄弱になっている理由の一つは、住民資源とプロの資源が協働していないことだ。 

今求められる専門資源は、住民資源とどのように協働するかという点にある。 
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■今の「ボランティア」は範囲が狭すぎる 

⒉新しい概念－「ソーシャル」の全体構造 

⑴社会への義務履行を「ソーシャル」と定義 

 私どもでは、各自が社会に対して持っている義務を意識し、それを履行することを「ソーシャル」

という言葉で表現している。これまでの「ボランティア」という言葉では、その定義があまりに狭

すぎて、現実に沿わない。「ボランティア」でなくても、社会に貢献できるチャンスはもっといろ

いろあるはずなのだ。 

日常生活の中で、「ソーシャル」を実行すべきチャンスはだれにでも訪れる。それを各自で、分

に応じて実行することで社会は健全に保たれるし、問題を抱えた人も救われるのだ。それを「ソー

シャル」という言葉で表してみたのである。 

 

⑵「ソーシャル」の分類法 

①要援護者の行為にも「ソーシャル」はある 

ポイントになるのは、要援護者はただ「ソーシャル」活動を「いただく」だけでなく、要援護者

なりにできること、やるべきことをするという部分の「ソーシャル」を表の中でどのように位置付

けるかという点であった。 

特徴は、「市民一般」と「要援護者」(人の助けを得なければならない人)の２種類に分けて、「ソ

ーシャル」の５つの分類のそれぞれに、該当する行為を当てはめていったことだ。５種類のそれぞ

れについての「ソーシャル」行為が、一般市民だけでなく要援護者にもあるのだとしたわけである。 

 

②正のソーシャルと負のソーシャル 

 右から左へ向かって５種類の「ソーシャル」が並んでいる。「社会貢献」や「社会良識」は「正

のソーシャル」、つまり「社会のためによいことをする」というそのものずばりの社会的行為であ

る。 

一方、左の方は「社会に迷惑をかけることはしない」とか「悪いことはしない」といった、負の

ソーシャルともいうべき行為を据えている。真ん中にあるのは「公衆道徳」であるが、それも２種

類に分けられる。 

若者がオレオレ詐欺のグループにいとも気軽に加わっている。いっぱしのサラリーマン気取りで、

高齢者宅に「集金」に出かける。今ほど悪行への抑制が自他で働かない時代は今までなかったので

はないか。⑤の「悪いことをしない」という行為の価値をもっと高める必要がある。いじめをしな

い、ハッキングはしない、危険ドラッグは吸わないということで、社会はどれだけ助かることか。 
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 奇妙なことだが、ここに並べた「ソーシャル」の中で、今という時代に特に意義の深い行為は、

右方向よりもむしろ左方向、つまり「負のソーシャル」にある。 

文明というのは私たちを幸せにしてくれる部分もあるが、使い方を間違えれば、たちまち同じ人

間に害を及ぼすことになる。危険ドラッグを吸うときは、自分の問題だからいいと思うかもしれな

いが、その人物が自動車を運転し、数名を轢き殺したとなれば、これ以上の悪行はない。危険ドラ

ッグを吸わない、その誘惑に負けないということがいかに価値あることなのかを徹底していく必要

があるのだ。 

 

③要援護者の行為の社会的価値をもっと理解しよう 

「引きこもるのは俺の勝手だ」と言っているが、その結果孤立死したらどういうことになるかを本

人は自覚していない。同様に、認知症などを隠すことから、周りの人は支援の手を差し伸べにくく

なる。「身内が認知症になりました」と公言することがいかに大事なことか。そのためにも「要援

護者」のこれら一連の行為の社会的な価値をもっと理解し合う必要がある。 

「公衆道徳」では、要援護者の場合は、「自立に努める」こと。介護予防にも積極的に取り組むこ

ともそうだ。「社会の良識」では、問題を抱えた側から、どんなことに困っているのか、それをど

うしてほしいのかなどをまわりにきちんと訴えること。同じ要援護者同士で助け合うのもそうだ。

自分たちが安心して暮らせるためにはどんな社会的サービスが求められるのかなどを公的機関に

訴えるといったこともこれに含まれる。 

 

④要援護者の助けられ努力を評価するメリット 

 要援護者として履行すべき事をすべて(要援護者による)「社会活動」と位置付けることで、様々

なメリットが生まれる。人から援助を受ける立場に置かれて、プライドがボロボロになったといっ

た悩みを持つこともある。しかし、自分が要援護者として当然なすべきことを実行することそのこ

とも立派な社会活動なのだと自覚できれば、プライドの危機は回避されるのではないか。 

 

⑤自助行為自体が社会活動 

よく「自助」という言葉が使われる。自分の安全を守るために努力することだが、その自助行為

を表にあるように広げていけば、ただ自立努力をするだけでなく、自分の問題をオープンにし、積

極的に支援を求め、一方で同じ要援護者たちと連帯していくのであれば、自助行為自体が立派な社

会活動と位置付けられていいのだ。 
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①社会に貢献 ②社会の良識 ③公衆道徳 ④社会に迷惑かけない ⑤悪いことをしない 

社会のために進んで良

いことをする。 

やるべきことをする。 

義務ではないが、実行する

のが好ましい。 

市民として守るべきこと 社会が迷惑することは

しない。 

犯罪ではないが、人を貶

めることはしない。 

やるべきこと やってはな

らないこと 

犯罪につながるようなこ

とはしない。 

事実上犯罪になる行為は

しない。 

負の「ソーシャル」 正の「ソーシャル」 

■企業の社会貢献活動。 

■各種ボランティア活動。 

■チャリティ。寄付。 

■顧客サービス。 

■生活の接点で要援護者の

支援・見守り。 

■グループ内で助け合い。 

■ご近所で助け合い。 

 

■車内で高齢

者に席を譲

る。 

■ゴミ出しの

ルールは守

る。 

■タバコのポ

イ捨てはしな

い。 

■交通ルール

を守る。 

■企業の社会的責任(公

害を排出しない。有害商

品の販売を自粛)。 

■騒音を出さない。 

■入山登録はきちんと

する。 

■万引きはしない。 

■オレオレ詐欺はしない。 

■危険ドラッグは吸わない。 

■ハッカーはしない。 

■セクハラ・パワハラ・いじ

めはしない。 

■障害や要介護(認知

症)を隠さず、地域にオ

ープンにする(援助の手

を差し伸べやすいよう

に)。 

■引きこもらずに隣人

と交流する(孤立死して

周りに迷惑をかけな

い) 。 

■障害があっても要介護で

も可能な限り自立努力をす

る。 

■介護予防に努める。 

■周りに積極的に助けを

求める。 

■助け手を掘り起し活用

する。 

■必要なサービスを行政

等に提案する。 

■同じ障害・要介護仲間と

助け合う。 

■広く地域の要援護者で

連帯する。 

■障害があっても要介

護でも社会のためにで

きることはする。 

■同じ障害者や要介護

の人のためにできるこ

とはする。 

市
民
一
般
 

要
援
護
者
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⑶「ソーシャル活動推進センター」の事業一覧  

これだけの可能性をボランティアセンターや市民活動サポートセンターが担うとなると、

もはや地域福祉組織内部でのこの部署の位置付けを変えていかねばならなくなる。人々の

ソーシャルな営みには、これだけの種類があって、その一つも落とすわけにはいないのだ。 

 

①セルフヘルプ支援（図の➊と➋の部分） 

 自助講座の開催。「自助ノート」の作製・配布。 

 自助グループに関する情報提供。グループづくり支援。 

 助けられ上手講座の開催。 

 

②ボランティアセラピーの研究・実践（➌の部分） 

 ボランティアセラピーの理論的研究・情報収集 

 犯罪者・要介護者・障害者・受刑者等についての個別実験 

 

③企業等の社会的責任の追及（➎と➏の部分） 

 企業や地域組織・機関等による社会的責任の遂行を監視 

 企業や地域組織・機関による社会的サービスの遂行を促進 

 

④住民組織内部での助け合いの促進（➐の部分） 

 地域のあらゆる組織内での助け合いを支援 

 助け合いの方法を伝授、組織同士の助け合いも仲介 

 

⑤ご近所内の助け合いの支援（➑の部分） 

 支え合いマップづくりの支援 

 ご近所助け合いの支援員を育成・派遣 

 ご近所内の助け合いを直接指導 

 

⑥個人ボランティアの支援（➒の部分） 

 従来のボランティア推進の継続 

 

➆企業等の社会貢献活動の支援（➓の部分） 

企業や公共機関等が本業の腕を生かした活動を支援 

 地域組織が特有の特技を生かした活動を支援 
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■地域の企業をどう活用したらいいのか？ 

⒊企業資源の発掘と活用 
 地域福祉の推進で、企業という存在をどれほど意識しているか。「住民」といえば私たちは、い

わゆる「住民」を思い浮かべる。その中に「企業」という住民も含まれているのだ。しかも、ある

意味では最大の福祉資源なのである。これを除外して福祉のまちを作ろうということ自体が間違い

だ。 

⑴「本業」即「社会貢献」だ 

社会貢献といえば企業活動とは別枠でと考えるが、じつは本業のただ中で、しかも本業の腕を生

かしてやった方が、実際の役には立つのだ。ビジネスとして取り組んでもいいということでもある。 
 

①高度化する福祉ニーズには企業の本業の腕で 

 福祉は無償、という時代ではなくなっている。福祉機関が地域のますます高度化する福祉ニーズ

に対応するためにも、企業の本業の腕がどうしても必要である。そこでそうしたニーズを掘り起こ

し、企業に提示していくのが福祉機関の重要な業務となる。企業にとってはビジネスチャンスだ。 

 

②本業の中で本業の腕を生かした活動の利点 

「余暇または企業活動の枠外で」ではなく、本業の中で本業の腕を生かして取り組む方法にはいろ

いろな利点がある。本業の場で関わるからだれでも出来る。社員と会社が一緒に取り組める。 

 そこで新しい商品開拓のヒントが得られるなど、企業利益に還元される可能性が高い。ビジネス

とボランティアのハッピーなドッキングが実現するのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本業主義の 

本業の場でニーズに対応 

本業の腕を使う 

社員と会社が一体 

社員の自己実現に 

ビジネスとボランティアが 

融合 

企業利益に還元 

利点 
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③東日本大震災で発揮された企業の「本業の腕」 

今回の東日本大震災では、「阪神」以上に本業型社会貢献が前面に出ている。というよりは、ほ

とんどこの型しかないとさえ言えるほどになっている。それらを例示しようとしたら、ほとんどの

活動を紹介しなければならない。 

ここでは、その本業型が「さらに一歩すすんだ」形や内容を持っている部分に着目して、紹介し

ていくことにする。この型が、災害処理が終わった後も平常業務の中でも実行されればいいのだが。 

■運輸会社が保冷車に大型の水槽を積み込み、「移動風呂」として被災地に滞在する―山形新聞に

こんなニュースが紹介されていた。運輸会社による被災地への支援といえば、まずは「支援物資の

輸送」だが、それは皆がやっている。今井京阪神運輸（大阪府）の今本建二社長は、被災地で風呂

が不足しているのを知り、「冷凍車は断熱性があるので湯が冷めにくい」と思いついたという。コ

ンテナ内で水槽をつなげ、５～６人が入れる風呂を提供する。 

■日本ハムがアレルギー対応食品を寄付するというと意外な感じがするが、看板製品よりも、被災

地で誰かが本当に必要としているはずのものを送ろうという気持ちが伝わってくる。また前述の運

輸会社のように、社会はその企業にそんなことをしてもらおうとは思いつきもしない貢献の仕方と

いうのは、当人たちしか思いつかない、貴重なアイデアだ。 

■ＦＭ甲府は、山梨県内へ避難してきた被災者たちの声（メッセージ）を録音し、それぞれの故郷

のＦＭ局で放送してもらう活動をした。自分たちの近況を故郷の人に伝え、つながりを保つことで、

元気になってもらいたかったという（山梨日日新聞）。 

■コマツは臨時診療所や集会所用にプレハブハウスを、テントメーカーの太陽工業は博覧会などで

使用される強度の高い 2000人収容できる大型テントを送った。 

■ホンダは「説明要員つき」で発電機を、クボタは「操縦士つき」で建設機器を送った。こうした

発想も、今後の社会貢献活動につなげていけるだろう。 

■硬い床での雑魚寝が続く避難所には、鍼灸治療師やマッサージ師が「これは自分たちの出番」と、

全国から駆けつけた。その１人、「心和堂はりきゅう院」（熊本県）院長のブログによれば、業界で

は有名な治療師も多く来たそうで、介護予防運動指導員の資格も持つ治療師は、エコノミー症候群

予防の運動指導も行っていたそうだ。 

■サッカーＪ１のモンテディオ山形は、「プロ選手のトレーナーによるマッサージ治療」を提供。

治療を受けた女性は、「まるで重力から解放されたよう。プロ選手のトレーナーにやってもらえて、

みんなに自慢できます」（山形新聞）。 

■クリーニング事業を手がけるワタナベグループは、避難者の下着類の水洗いサービスをした（朝

日新聞）。 

■石巻市では、子ども向け絵画教室を営む画家の柴田滋紀さんが、自身も身を寄せる避難所の中に

子どものためのスペースを開設し、一緒に絵を描いたりした（河北新報）。 
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⑵業務の「おすそわけ」が貢献に 

社会貢献というと、通常業務と切り離して、別枠で活動を作り出していかねばならないと考える。

そうではなく、企業の通常業務の一つ一つに社会貢献のタネが含まれているのだ。 
 

①６つの「業務」のおすそわけ。たとえば… 

 具体的にはその営みを若干、地域社会に「おすそわけ」すれば、立派に「活動」になる。例えば

企業が地域広報紙を発行するなら、その一画をＮＰＯの広報に使わせてあげればいい。社員教育を

するのなら、そこに障害者などを加えてあげるだけで喜ばれる。せっかく販促品を作るのなら、障

害者の作業所に発注してくれればいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆宣伝用チラシに地域活動グループやコミュ

ニティ推進委員会の広報も便乗させる 

◆商品生産に付随したソフトサービスを地域

住民に（各種相談など） 

◆障害者、高齢者等の特注に対応する専門の部

門を設ける 

◆販促品の生産を地域住民（障害者の作業所や

高齢者事業団等）に委託 

◆宅配や訪問販売、家庭訪問の際に一人暮らし

老人等の見守り 

◆商品販売のための店舗を住民の憩いの場・ふ

れあいの場に開放 

営業促進 

企業 
生産・ 

商品開発 

雇用 

◆工場内に障害者の作業所を設け、作業工程

に取り込む。または外注 

◆非営利団体に業務を委託（下請け）または、

非営利団体の製品を仕入れ 

◆原材料や事務用品等を地元から購入 

◆住民をモニターに委嘱し、製品提案依頼 

◆ファクトリーパーク（工場を地域住民の憩

いの場、レクリエーションの場に） 

◆主婦の「家庭重視型」雇用（パート・シェア

リング） 

◆同様に地域活動家のための「保護雇用」 

◆障害者の基礎教育を兼ねた保護雇用 

◆中高生の自立教育を兼ねたアルバイト

ないし本格雇用 

◆企業の社会貢献担当部門や地域サービ

ス部門に地域ボランティア等を雇用 

◆高校に各社独自の講座を開設。授業を担

当しながら、生徒の中から人材発掘 
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◆会社の食堂を地域住民に開放。留守家庭児

童や一人暮らし老人等の「ふれあい夕食セ

ンター」 

◆自分の家族のためばかりでなく、仕事仲間

の家族の介護のための休暇・早退も 

◆自社職員のために開設した保育園や学童保

育所、老人ホーム等を地域住民にも開放 

◆社内の憩いのアフターファイブサロンや

保養所、スポーツ施設等を地域住民（また

は中小企業）にも開放 

◆授業参観や町内会の会合の場合等に一斉

に休業・早退の措置 

◆退職社員のための生きがい推進事業に他

社のＯＢも加える 

社員福利 

企業 社員教育 

地域関係 

◆職員研修の一環で地域課題を教材に  （市民

運動家やボランティアリーダーを講師に） 

◆非営利団体やボランティアグループ、学校の校

長等を対象に経営セミナー。または職員研修に

参加させる 

◆職員の生涯学習推進を地域に開放。 

◆公民館と提携または自社独自で、地域住民も加

えた生涯学習セミナー開催。 

◆中高・大学生を企業現場で実習受け入れ（単位

取得可能に） 

◆地域の小・中学生の自立教育を地域の企業で分

担。特定の児童対象に英才教育。「問題青少年」

の受け入れも 

  【企業広報】 

◆ボランティアグループや非営利組織の広報を

自社の広報に便乗させる。または彼らの広報活

動を支援・指導 

◆自社独自で地域交流誌を発行。または地域グル

ープと協同で発行 

◆自社資料館を発展させ、関連イベント開催。さ

らに学校教材に（理科の時間を引き受けるな

ど） 

【地域団体との関係・交流】 

◆地域企業の社会貢献活動をとりまとめ、指導支

援する会社（または法人）を各社協同で設立。 

地元中小企業の社会貢献活動を指導 

◆地元の町と協同で地域イベントの開催 

◆地元商店街や中小企業幹部の経営相談 

◆市民運動に企画マン等を派遣。活動の活性化や

経営・組織診断。「タレント・バンク」制度の 

運用 

18 
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⑶社会問題を起こさないようにするのも社会貢献 

 携帯電話が交通事故を多発させ、自動車が地球の温暖化を引き起こし、ゲーム機が子供を家に引

きこもらせ、というふうに、現代の社会問題の少なからずを企業が引き起こしているのだ。 

 それを当該企業だけで対策を講じさせても無理。そこに地域住民やＮＰＯ、社会機関が支援の手

を差し伸べることができる。どんな支援ができるのかを、それぞれの立場で分けて紹介してある。

ここでもまた企業と地域は協同作戦をとっていいのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■問題を起こしにくい装置・システムの開発 

■「問題」に無防備・無頓着な商品・商法の転

換 

■販売の抑制（①売らない②対象等を限定③適

度な販売促進④顧客に情報） 

■消費者への教育（正しい消費・活用を） 

■顧客の「不適切な希望」には応じない新商法

の検討（例）スピードが出ないバイク 

■商品で生じ得る危険を予期し研究開発（企画段

階から） 

■顧客サービスの拡大による（問題発生への）救

済措置（例）パチンコ店に託児所 

■生活者の立場に立って商品の開発・販売への転

換 

■人間らしい企業・人に転換（社員福祉・人間ら

しい会社） 

■問題商品を買わず悪用せず、正しい使い方の学

習 

■商品から生まれる危険への自己防衛策の工夫 

（自分を大切に） 

■消費者としての行動で企業を正しく誘導（嗜好

の転換・購買品の選択・正しい生活習慣の確立） 

■安全な代替商品の開発・提案 

■問題防止・解決商品の開発と企業育成    

（例）環境ビジネス 

■医療機関等が企業の商品・販売活動に参加・

共同事業化へ 

■企業広告に対抗する公共広告の拡大・振興 

 

■ＮＰＯ等による企業活動へのチェック活動

を支援 

■消費者教育を学校教育から始める生涯教育

に位置付け 

■社会の倫理性の高揚（公衆道徳・企業倫理） 

 

企業 

監督機関 

（ＮＰＯ・住民団体） 

消費者 

19 
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⑷「顧客サービス」という社会貢献 

企業に地域の福祉ニーズがやってくる。企業は力を持っている。それをめがけて若干筋違いのニ

ーズも近づいて来る。 
 

①「筋違いの客」に積極的に対応すれば 

 図のような「筋違いの客」に右のように対応すれば福祉活動になる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

<迷惑な客への積極的対応> 

★八百屋   一人暮らしの老人や若者が卵や 

ピーマンを１個売ってほしいと来た 

「小口買い協力店」宣言 

★家具屋    障害のある子供の親が、その子のために 

 特別な椅子を作ってほしいと来た 

 「障害者用家具・リハビリ機器」 

開発・製作の専門班を編成 

★病院     待合室を高齢者たちが「占拠」してサロ

ン代わりに使っている 

待合室の一部を「高齢者サロン」として

整備。ついでに子供コーナーも  

★レストラン  高齢者が「お子様ランチ」を注文し、 

自ら食べている 

「シルバーメニュー」を開発。特別な心遣

いをする高齢客専門店員も置く 

★酒屋    客が酒を買い、店内で飲んでいく 店内の一角に彼らが憩える場を設け 

それなりの対応をする 

 若者や主婦グループが会議場や活動拠

点代わりに店を使っている 

市民活動の活動拠点や交流の場に開 

放し、それを店の発展につなげる 

★不動産屋 

★喫茶店  

 外国人の労働者や学生が入居できるア

パートを探してほしいと来た 

自分の持っている情報を生かして、 

彼らに有利な条件のアパートを探す 

★薬屋  薬を買うだけでなく、家庭問題のグチま

で言いに来る客がいる 

薬を売るだけでなく、家庭の悩み事 

相談も受け付ける。関係機関から職 

員派遣をしてもらう 
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⑸「社員福利」のおすそわけ 

社員の福利厚生を地元の福祉機関などの応援で充実できる。どうせなら社員教育から彼らの社会

参加の仕掛けまで、地元のボランティアセンターや社会教育機関に頼めばいい。 
 

①社員の「福利厚生」を地域と協働で 

 福祉機関なども、企業内に膨大な「福祉ニーズ」があり、それを企業の応援でやれるのだから、

こちらも好都合である。スタッフを福祉機関やボランティアセンターから派遣してもらってもいい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業 

◆社員向けボランティア講座 

◆社員のボランティア活動相談 

◆同活動のコーディネート 

◆社員によるＯＢ福祉活動支援 

◆社内の助け合い活動の支援 

◆社員と地域社会との連携支援 

 

◆社員向け福祉講座（公開） 

◆要介護者抱えた社員向け介護講座 

◆社員及び家族のための福祉相談 

◆社員とその家族の施設入所支援 

◆社員と家族向け在宅福祉サービス 

◆社員の当事者組織作りの支援 

◆退職者（ＯＢ）の福祉相談  

◆同生きがい支援（ボラも） 

◆同在宅福祉サービス  

 

社員 
社員 

（担い手） （当事者） 

（社内共生センター） 

公共機関 

住民組織 

・スタッフ派遣 

・情報提供 

・地域グループへの受け入れ 

・活動のコーディネート 

・地域の当事者グループへ 

受け入れ / 連携への支援 

・地域の講座への受け入れ 

・相談の受付け 

・福祉サービスの直接提供 

 または仲介 
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③社員の当事者グループ作りを支援 

 同じ悩みを抱えた者が助け合うだけでなく、同じ悩みを持っている人へ「おすそわけ」もするし、同種や

異種のグループともネットワークを組んでさらに発展拡大していくのだ。 

［当事者グループの事例］ 

勤労者による当事者グループも急激に増えている。女性企業家の会・農業担い手の女性の会・派遣労働者

の会・ワーキングウーマンの会・京浜急行沿線周辺サラリーマン夫婦の会・社外勉強会（異業種交流会）・社

内デザイナーの会（異業種を横断）・単身赴任族の会・（酒を）飲めない族の会・退職を控えた社員の会・子

連れＯＬの会・高齢で寝たきりの親がいる社員の会・リストラ対象にされた管理職の会等 

 

④社員の地域活動に乗れ！ 

 下の表は、企業の社会貢献活動が、じつは特定の社員の発意から生まれたものであることを示し

た事例である。発意どころか、その人が職場で見つけ出し、とりあえず自分で取り組んでいるうち

に、やがて会社が乗ってきたものなのだ。 

 ということは、従業員のやっている社会的な行為に会社として乗っていけば、それが割合良好な

社会貢献になっていくということだ。もともと社会貢献のタネを見つけるのは意外に難しいが、そ

れを足元から発掘できる人も中にはいる。その人が発掘したものに「乗る」というのは、きわめて

現実的な方法なのだ。社員との協同作戦である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

業種 活動内容 きっかけ 

スーパー 盲導犬の店内受け入れ 
仕入れ担当部長が視覚障害

者と接点。 

乳酸菌メーカー 販売員による独居老人見守り 一販売員が実施。本社も対応 

大手塾チェーン 
障害児の受け入れ・特殊教育 

の研究 

各地の塾で自主的に実施。 

本社を動かす 

各種メーカー 
工場内に障害者の小規模作業所 

受け入れ 

作業所職員の夫が同社員。 

製造部へ提案 

複写機メーカー 
カラー複写機を拡大写本用に 

無料開放 

横浜の営業部員の隣人が弱視。 

社へ提案 

製紙会社 割り箸の回収と再生。廃油の回収 
一社員がまず自主実施。 

会社へ働きかけ 
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⑤企業ＯＢを「資源」と考えたら？ 

 社員を一旦退職させたら完全に縁を切ってしまうが、もったいない話である。ともかくも、自社

に過去在籍していた。それなりの蓄積もある。加えて地域グループにも所属している。「高齢者の

需要」を体現してもいる。それを生かせないものか。 

 そこでなんらかの形でつながりの糸を切らず、「もちつもたれつ」の関係にしていったらどうか？

退職前の数年は「地域関係」の業務に専念し、若干の収入を見込める「仕事」を携えて地域に戻る。

それが企業にとっては格好の「提携事業」にもなるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  企業 

  

企業のＯＢ 

ＯＢへのサービス 

ＯＢ資源の活用 
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■「公務員ボランティア」なんて、あるの？ 

⒋お役所資源の発掘と活用 

⑴なぜ公務員やお役所が「ボランティア」なのか? 

公務員と公共機関がボランティアをするとはどういうことなのか。公共機関自体、地域サービス

のために生まれたものであるから、改めて「ボランティア」と言うまでもなかろう、と思われる。

たしかに、その職場に義務付けられた業務をきちんとやっているだけならその通りだ。 

 

①本業の延長で、本業と重なるように行われる社会的行為 

だが、その義務領域を超えて、本来そこまでやらなくてもいい部分にまで踏み込んだらどうか。

その部分に限って「ボランティア」と評価すべきではないのか。ボランティアというのは、本業と

きれいに区分けされた部分にだけあるのではなく、本業の中あるいはその延長線上に、本業と重な

った形でも存在しているのだ。 

 

②当然のサービスだが、大変助かる 

｢ワン・ストップ・サービス｣が広がっている。一つの窓口に行っただけで、そこで必要なすべての

サービスをしてもらえる。当たり前のサービスと言ってしまえばそれまでだが、役場の各所をたら

いまわしされるよりも、どれだけ助かることか。そこに｢ボランティア｣の匂いがするのだ。 

 

③「粋なはからい」に秘められた無限の可能性 

公務員の本業ボランティアを象徴する言葉が「粋なはからい」である。杓子定規に規定を適用す

ればサービスできないところを、規定を拡大解釈するなどしてサービスしてしまったとする。依頼

主がどれほど助かるか測り知れない。 

 

④やるべきところがやるべきことを 

 その事業が開始された当初はそれなりの意味があったのだろうが、その後の社会情勢の変化等で、

すでにその役割を終えている、といったものがある。今は高齢社会、ならばそれに合わせて、「シ

ルバー・シフト」をすればいい。これは｢ボランティア｣というよりは、｢やるべきところがやるべ

きことをしている」というにすぎないが。 
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⑵日常業務に活動の機会が 

 公務員の本業のどこが「ボランティア」的なのか、どうしたら日々の業務に「ボランティア」の

色合いがついてくるのかを、１２の項目に整理してみた。それぞれ、一見、ささやかな行為のよう

に見えるが、住民の側からは大変有難い、といったたぐいの「活動」ばかりである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①笑顔の対応 

 某駅で出札を担当しているＴさんは、毎朝、改札を通るサラリーマン一人ひとりに「おはようご

ざいます。いってらっしゃい」と声をかけることにしていた。夕方になると家路を急ぐサラリーマ

ンに、今度は「おかえりなさい」。これを数十年も続けていたが、彼にも異動の命令がきた。 

それを知った地元市民が「彼を異動させるな！」という運動を展開、結局異動は「沙汰止み」と

なった。朝夕の一声が、いかに市民の支えとなっていたかということだ。 

 

②すぐやります 

同じサービスでも、頼まれたらすぐに対応すると、価値が生じる。千葉県の松戸市が「すぐやる

課」を設けたことで有名になった。「すぐやる」ことがいかに難しいかということだ。行政サービ

スの場合、いい加減な対応はできないから、準備に時間がかかる。何事も稟議に回さねばならない。

何人かの判子が押されて、ようやく始動となる。「すぐやる」という、一見当たり前の行為が、い

公務員の 

活動パターン 

笑顔・声 

すぐやります 

出前します 

御用聞きします 

活動の支援 

要求の支援 

手続き代行 

トータル対応 ニーズ先取り 

粋なはからい 「横割り」 

本務以外も 

来庁した住民に笑顔で 
接したり、一声かける 

頼まれたサービスは、何日 
後でなく、即刻取り組む 

障害のある住民には 
こちらから出向く 

住民のニーズはこういう 
ことではないかと気 
を利かす 

他課とまたがることも受け 
てあげます。縦割りの反対 

本務とは直接関係ないこと 
もできる限り引き受けます 

依頼人の持つすべての 
ニーズに総合的に対応 

面倒な手続きを要すること 
はこちらでやってあげる 

役所にどう要求したら 
いいのか教えてあげる 

住民が自主的にやっている 
活動を側面から支援する 



315 

 

かに素晴らしい「活動」になるかがわかる。 

 

③出前します 

市民に役所まで来させるのでなく、こちらが市民の所まで出かけると「ボランティア」の匂いが

つき始める。障害者は、役所の駐車場まで来れば、担当者が出向いてご用をお聞きする、という制

度を設けたのが話題になった。駅の売店、コンビニなどで住民登録などができるように配慮する自

治体が増えたが、これも出前に相当する。 

 

④御用聞きします 

ある町では、職員が毎日町内を巡回して住民の苦情を聞いて回り、それにいちいち対応している。

ある県では知事自らすべての市町村を巡って、県への苦情を聞きだしているという。「苦情は宝」

とその知事は言っていた。率直に言って「苦情」は聞きたくないのが人情だが、それを敢えて受け

止める。そのこと自体にも「ボランティア」の心がうかがえる。 

 

⑤ニーズ先取り 

住民のニーズを、住民自身が意識する前に先取りして、サービス項目に取り入れる。「かゆいと

ころに手が届く」というあり方もいい。 

ある市では、週二回専門家による植樹・園芸相談をしている。一人前百円前後でできる夕食の献

立を考える「キッチン・ダイヤル」を設置したという市もある。市民のごく一部にしか知られてい

ない市の条例を多くの人に読んでもらおうと、やさしい解説書を発行した市もある。 

 

⑥ヨコ割り 

「タテ割り」の反対言葉。行政の弊害というと思い浮かぶのがこの言葉。住民のニーズは、特定の

課だけでは処理できないものが少なくない。こういう場合に、あなたの課ではどう対応するか。 

 黒沢明監督の「生きる」という映画。主人公は住民課の課長。定時に出勤、定時に退庁する毎日。

課にやってきたニーズを他の課に回すのが仕事になっている。 

ある日、胃の具合が悪いので病院に検査に行ったら、胃がんの末期で、余命はもう何十日しかな

いとわかる。ショックを受けた彼は、残された日々をどう過ごすかに悩み苦しむ。今まで行ったこ

ともないキャバレーなどにも連れて行かれるのだが、少しも心楽しくない。たまたま知り合った女

性のヒントで、あることを思い立つ。早速職場に戻ると今まで「他の課に回していた」件の一つを、

ロッカーの書類の山の中から探し出す。 

 町内の一角にできた広場を子供の公園にしてほしいという住民の要望書だ。しかしこれを実現す

るには、自分の課だけではできない。彼は翌日から、関係の課を一つ一つ回り始めた。昔の話を蒸

し返された該当の課長は「もう済んだこと」と、この住民課長を説得しようとするが彼は承知しな

い。じっと課長の脇に座ったままだ。業を煮やした課長がしぶしぶ印を押すと、次の課にまわる。

こうやってようやく公園は完成し、彼はブランコの上で「いのち短し、恋せよ乙女」を歌いながら
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死んでいく。まるで公務員の「ヨコ割り」を描くために製作されたのかと錯覚しそうな映画である。 

 

⑦本務以外も 

「ヨコ割り」とは、自分の担当している業務とは直接関係のない（住民の）頼みごとにも、なんと

か応じようとすることだ。 

庁舎の一角にお年寄りの憩いのコーナーを設けるといったことも、これに相当する。ある公民館

の一階フロアに地元の高齢者たちが「住み着いて」しまった。夏の暑い盛り、ここはクーラーが効

いている。駅前だから便もいい。格好の憩いの場所だと認知した。ところが公民館側は「招かざる

客」とみる。「困った人たちだ…」。 

 これに、逆に対応したらどうか。高齢者たちはここがいいと決めた。それならこの一階をお年寄

りの憩いのコーナーにしてしまおうと、発想を逆転させれば、そこからすばらしい住民サービスが

できる。一見したところ、公民館の通常業務とは関係のないこの新しい業務をこなすには、それな

りの障害もあるはず。成功するかどうかはその障害をどれだけ克服できるかにかかっている。 

 

⑧粋なはからい 

「粋なはからい」という言葉は、本業ボランティアの一つの典型的なあり方を指し示した言葉だ。住民の要

求は、そのまま応じたら法律や規定に反する。しかしできればその要望に応えてあげたい。ではどうするか。

なんとか理屈をつけて、できるようにしてしまうのだ。そのためには法律をひん曲げる（？）必要も出てく

る。拡大解釈したり、盲点を突いたりと。それができるかということだ。 

 首都圏にあるＨ市の福祉課窓口のＳさんに、隣接したＴ市の病院のソーシャルワーカーから難しいケース

が持ち込まれた。乳がん末期の女性（４４）で、すでに全介助が必要な状態になっているのに、「（死ぬ前に）

家に帰って、ゆっくり風呂に浸かってみたい。友人にも会っておきたい」と。障害者手帳は持っていないし、

この年では当然、老人福祉法も該当しない。「お宅の市の出身者ですし、なんとかなりませんか」と。 

 普通なら、「どうにもならないものはどうにもなりません」と断るのが窓口の通例であるが、Ｓさんはちょ

っと違った。彼はこんな言い方をする。「こういう場合（そのケースを）受けとめるのか、断固としてはねつ

けるのか、こちら側の気持ち次第なんですよ。やると決めれば、そのための理由づけはなんとでもできます」

ときっぱり。規定に該当しなくても、条文を読むと末尾に「その他、市長が特に認めたもの」とある。この

条項を利用する。 

 今回のケースでは、「末期ガンで腰椎骨折をしているから、障害者手帳を取ろうと思えば取れるのだが、（こ

の人の場合）もう時間が残されていない」などと理由をつけて、巡回入浴車を手配してしまった。それに「寝

たきり同然だから」と電動ベッドを無償貸出し。心身障害者と事実上同じとみなして、ヘルパー派遣も。 

 

⑨トータル対応 

商業用語で「トータル・コーディネート」に相当する概念で、住民の特定のニーズにだけ対応するのでな

く、その住民の抱えている様々なニーズに、総合的に対応するという意味である。住民は一つのニーズだけ

しか抱えていない、ということは、ほとんどあり得ない。大抵の場合、私たちは複数のニーズを持っている。
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窓口で、その「特定」以外のニーズにどれだけ応じきれるかが、「ボランティア」になるかならないかの分か

れ目になるのだ。 

  

⑩手続き代行 

本来は住民が自身で手続きをしなければならないところを、窓口で代行してあげることだ。東京都のある

区が、高齢者医療費や年金などで、資格があるのに申請をしていない人をパソコンで探し出し、往復ハガ

キで知らせるサービスをしている。申請したい人は、返信用ハガキに印鑑を押して返送するだけで、手続

きは一切、区で代行してあげる。ここまでしてくれると、やはり通常の業務をやや「超えた」といった感

じがしないだろうか。 

 

⑪要求の支援 

住民がいろいろ役所に要望を出そうとするが、どういうふうにやると効果的なのかよく分からない。そこ

で住民の側に立って、役所に要求を出す方法を教えるというサービスがあり得る。 

実際にそういうふうに住民に知恵を貸している公務員が意外にいるものである。有力な住民運動の中に

（または背後に）、公務員の姿がチラチラ見える場合が少なくない。 

 

⑫活動の支援 

役所が何かサービスをするというよりは、住民が活動するのをいろいろ支援するというものだ。住民の必

要ごとを何でも役所がやればいいというものではない。中身によっては、住民自身で取り組んでも悪いこと

はない。役所のサービスの中に、そういう類のものが少なからず含まれている。それを、住民が発奮して「私

たちで取り組もう」となるように上手に仕掛け、そして支援していくあたりは、役所の通常業務というより

は、それを一歩踏み出た行為になる。 
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■要介護者を受け入れない趣味グループ 

⒌介護時代に趣味グループの新たな役割 
 超高齢化、一人暮らし化、要介護化という大変な時代に、趣味グループは何をしたらいいのか。

大介護の時代はまた成熟社会の時代でもある。どんなに要介護になっても趣味を楽しみたい、親を

介護中でも豊かに生きたいという欲求に応えなければならない。 

⑴要介護でも豊かに生きたい 

福祉が時代と共に変わっていく、と同時に住民が福祉に対してできること、すべきことも変わっ

ていく。だれでも趣味の１つや２つは持っているはずだ。その趣味活動をしながら「福祉」に関わ

るチャンスが、これまで以上に増えている。 

福祉はいくつかの面で変化しつつある。１つが、「どんなに要援護者状態になっても住み慣れた

自宅や地域で安全かつその人らしく生きていけるように」支援すること。となると… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊要介護になっても認知症になっても、地域の趣味グループに入れてあげなければならない。 

➋退院した後もリハビリがてら趣味を楽しみたい―人も仲間入りさせなければならない。 

リハビリなら病院でやってくれというのは昔のあり方で、今は趣味を楽しみながら同時にリハビ

リになるというあり方を本人は望んでいる。 

 ➌要介護者を介護している家族にも、救いの手を差し伸べなければならない。 

毎日の介護で大変なストレス状態になっている。そういう人を趣味グループは仲間入りさせてあ

趣味活動 

の中で 

ボランティア 

仲間に加える 

趣味活動の成果 

技術をもって 趣味活動の 

技術を生かし 
ボランティア 

指導 

を披露（発表） 

成果を寄贈 

④男性の地域デビューに 

⑤ご近所ごとに活動を立ち上げ 

③介護家族のストレス解消に 

②リハビリ目的も受け入れ 

①要介護者も仲間に受け入れ 
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げなければならない。介護の合い間にちょっとだけできるよう、きめ細かな配慮をしてあげる必要

があるし、そういう家で趣味活動をしてあげる（訪問型）という方法もある。 

 ➍夫よりも妻の方が先に要介護になると、介護殺人事件も起きる。 

まわりが支援に入ろうとしても、夫が受けつけない。そうならないように、夫の地域デビューを

すすめていかねばならない。夫婦一緒に趣味活動―に大きな意味が出てきたのだ。 

 ➎超高齢化、要介護化のすすむ地域で、それでも趣味を楽しみたいとなると、できれば足元でや

りたいと思うようになる。 

ご近所内に、高齢者も参加できる趣味活動がいろいろある―状態をつくらねばならない。 

今まで市の中心部でグループ活動していた人も、もう１つ、例えばわが家を開放してご近所型の

趣味グループを立ち上げてほしいのである。 

時代の変化によって新たに生まれてきた５種類の活動とは、すべて「仲間に加える」部分に相当

する。ただ「仲間に加える」というだけであるが、それがもたらす福祉効果は想像以上に大きい。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


