
 

 

 
 

 
 

＜上＞“当事者発”が夢見る世界 
●当事者は「主役」としてどんな福祉を思い描いているのか？ 

 

⒈「夢の福祉」－その中身は？ 

⒉当事者発－８つの発想 

①福祉の主役は、当事者である私だ 

②未来の私の問題に備える 

③私が欲しいのは、普通よりはるかに高い福祉 

④私がめざしているのは自己実現なのだ 

⑤私の「障害」は、じつは「才能」だった 

⑥要援護だからこそ担い手になりたい 

➆「ご近所福祉」の充実を 

⑧当事者の私を軸にネット 
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はじめに 

■当事者の側に立って、夢の福祉を構想してみたら… 

福祉に「夢」を期待するとしたら、その中身は何だろうか。まず言えるのは、当事者がどんな福祉

を思い描いているかということだろう。どのようなあり方が実現すれば、満足と言えるのか。 

これまでは、福祉の指標を考える場合に、それを当事者に確かめることはしなかった。今の福祉は

担い手主導であり、そうしたことは支援する側が考えることとされてきたからだ。だから、改めて当

事者は何を求めているのかと聞かれると、戸惑ってしまうのではないか。この際、徹底的に当事者の

側に立って、そこから「夢の福祉」を構想してみたのが上巻である。 

 もう一つは、助け合いの主役たる住民は、どんなやり方なら進んで取り組むのか、力を発揮するの

かということだ。今の福祉は概して推進者がお膳立てをして、住民はそれに参加すればよいことにな

っている。または活動推進者のやり方に倣っている。しかし本来、住民には住民なりのやり方がある。

住民流と名づけた。それをどう生かせば、理想の活動形態になるのか、その時、福祉力はたしかに極

大になるのか。このことを取り上げたのが下巻である。 

 

■推進者主導・担い手主導は「文明」のなせる業 

要は担い手主導から当事者主導へ・推進者主導から住民主導への転換だが、これは難題である。 

文明のあり方と密接に結びついているからだ。私たちは文明社会に生きている。誰もが「文明」を信

じている。文明が追及するのは、アメニティ（快適さ）、効率、手っ取り早い、すぐ効く、面倒がない、

手軽、シンプル（単純）、わかりやすい、だろう。それが実現すれば「進歩」と言われる。 

文明は社会のあらゆる分野にそのあり方を押し付ける。福祉も例外ではない。要援護者を障害の種

類で分けて、施設に入所させたり、どこかに集めて、十把一絡げのサービスを提供する。推進者はセ

ンターに拠点を置き、推進組織を編成し、サービスを作り、住民にそれを担わせる。文明は否応なく

担い手主導・推進者主導に私たちを誘導していくのだ。それは確かに効率的でやりやすいが、これで

当事者や住民が満足できる福祉が出来上がるのだろうか。 

 

■反文明への闘い・「スロー社会」づくりこそが夢の延長 

 となれば、夢の実現には反文明的な行動を起こす必要がある。当事者をひとまとめにして定番のサ

ービスを提供したいという欲求を振り捨てて、当事者の側から福祉のあり方を見直してみるとか。 

反文明的な行動は、この程度に留まらず、「スロー社会」作りにまで発展する。認知症の人が本当に

救われるには結局、そういう社会を作る以外にないのだ。これが私共の描いた夢の延長と言える。 
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⒈“夢の福祉”－その中身は？ 

夢の福祉を成り立たせる基本的な柱は２つ。これにたくさんの枝葉がつくと、具体

的な「夢」の姿が見えてくる。 

 

⑴福祉の主役になった当事者が、実現させようとしている世界 

⑵活動の主役になった住民が、彼等の流儀で作ろうとしている世界 

 

■当事者が主役になったら、どんな福祉をめざすのだろうか？ 

今の福祉は担い手主導であるため、担い手の視点で仕組みがつくられている。だから福祉のやり方

も、サービスのレベルも、担い手がやり易いようになっている。これではいつまでたっても当事者に

満足のいく福祉は出来上がらない。 

では、当事者が主役になると、どんな福祉をめざすようになるのか。おそらく今までの担い手主導

では考えられなかった指標が提示されるのではないか。それを８つ、次のページに並べてみた。 

 

 

 

 

 

  

■住民流がめざしている福祉活動のあり方とは？ 

今の福祉のもう一つの特徴は、推進者主導である。推進者がニーズを設定し、サービスを作り、人

材を集め、教育し、組織化して、住民に活動してもらう。これでは住民の主体性は育まれないし、や

る気も失われる。住民には住民なりの流儀があるのだ。ではその流儀に忠実に行動するとしたら、ま

たその方向で関係者が支援するとしたら、そこにどんな世界が生まれるだろうか。住民の流儀とその

具体的な推進法をまとめてみた。 

◇ 

夢の福祉は、これまでの担い手主導を当事者主導に、推進者主導を住民主導に切り替えることから

生まれ出てくるものなのだ。これはもう革命的な転換である。文明の流れに逆らうのは容易なことで

はない。だから「夢」とも言えるのだが、できるところから取り組み始めれば、福祉は変わるはずだ。 

担い手発 関係者発 

当事者発 

住民発 
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⒉当事者発－８つの発想 
福祉といえば安全の保持や困り事の解決だが、当事者はそれで満足していない。自己

実現から能力開発まで、ニーズは一つながりだ。ここに８つの発想を提示しよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

⑴いずれも福祉の根幹を揺るがす発想 
 じつは当事者のこれらの願いは、福祉の根幹を揺るがすことになる。それを解説してみよう。 

 

①「福祉の主役」を交代せよ！ 

 福祉に関わる人は、福祉の主役、つまり地域にどういうニーズがあり、それにどういう人材で、ど

ういう体制で関わるのかを考えるのは担い手だと思っているだろう。その主導権を、当事者に移行す

ることが求められている。 

 

 

 

当事者発 

福祉の主役 

福祉の担い手 

福祉の内容 福祉のレベル 

 
➌普通より遥かに高いレベル 

（フェアネス） 

 

➍自己実現の応援 

（「こだわり」に乗る） 

➎能力開発（障害は才能） 

➊福祉の主役は当事者である私 

（助けられ上手さん） 

➋「未来の私の問題」に備える 

➏当事者をこそ担い手に 

（ヘルパーセラピー） 

担い手が主役 当事者が主役 

福祉の現場 

➐まずは「ご近所」で 

連携のあり方 

➑当事者を軸にネット 
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 助けられ上手という発想は、当事者主役の表れの一つだ。今話題になっている「引きこもり」とか

「孤立死」「ゴミ屋敷」「子ども食堂」など、関係者は自分たちの方から対策を考えているが、当事者

主体の発想からしたら、これはおかしい。まず当事者が、自身で対策を立てるべきであり、自力でで

きない部分は支援者を探せばいい。それを支援するのが関係者の役割になる。 

それができないのは、今の福祉がそのようにつくられていないからである。福祉はまずは要援護者

（または要援護者になりうる住民）に、自助能力をつけさせることから始めなければならないのだ。

身の安全を図るために、周囲から支援者を見つける技術などを教える必要がある。それがまったく行

われていないのは、当事者を「主役」ではなく、あくまで「受け手」として考えているからだ。 

 

②「時間を遡る」という裏ワザ 

 福祉は発生した問題に対処することだと誰もが考えるが、それでは難問に対応できない。問題が発

生するずっと前から備える必要がある。要介護者が自分の介護をすることはできないが、要介護にな

る前から、自分の介護者を発掘し、育てることならできるし、実際にそれを実践している人もいる。

遡り方には二通りある。一つは予兆を捉える。もう一つが発生する前に備える。 

 

 

 

 この中の➋は下巻、➌は本書１８ページで取り上げている。 

 

③「チャリティ」と「フェアネス」の違いは？ 

「チャリティ」という言葉は最近は使われなくなったが、今の福祉の実質はまだチャリティの域を出

ていない。「対象者に保障すべき生活のレベルは、一般人より若干下でいい」と思われているのではな

いか。もし一般人並みの生活を提供するとなると、ハンディのある分、その人に「一般人以上の資源」

を投入しなければならなくなるからだ。わかりやすく言えば「えこひいき」。これをアメリカでは「フ

ェアネス」と言っているようだ。 

 

④厚労省の言う「その人らしい生活」がそれだ 

 ２０年ほど前、厚労省の通達文に「（どんな重い要介護になっても）その人らしい生活を保障すべき」

と書かれてあるのを見て、正直、感動した。「その人のライフスタイルを全うさせよ」ということだろ

う。自己実現させよ、だ。長い間農家をやっていた人が、認知症になっても畑に行きたいと言ったら、

是が非でも連れて行くということだ。最近の地域包括ケアシステムの通知にも、それが受け継がれて

➊問題に対処 ➋予兆を捉える ➌前から備える 
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いる。しかし残念ながら、これが実践されている現場に出会うことはまずない。 

 

 

 

⑤自己実現のためにも潜在能力を伸ばしてほしい 

今の福祉は現状対応主義で、障害があればそのための不便な生活を何とかしてあげるというところ

までしか対応していない。障害者の自己実現まで考えるなら能力開発が欠かせないが、障害を引っ繰

り返せば「能力」に転換できるのではないか―そういった発想の転換ができてはじめて能力開発まで

進むことができる。 

 

⑥担い手と受け手に分けること自体を認めない 

 ごく普通の住民－自分が要援護にもなりうるという当事者のセンスを持っている－の感覚だと、そ

もそも福祉を担い手と受け手に分けること自体、不自然だ。住民の感覚はもっと面白い。要援護者を

担い手にすれば、その人自身に福祉・医療効果が出てくる（ヘルパーセラピー）というのだから。 

 

➆当事者は「とにかくご近所福祉を充実させて」 

 関係者にとって福祉の第一の現場はどこか。市町村域（第１層）だろう。そこにある福祉センター

を拠点に、福祉の全行程をこなす。しかし当事者は、そこから最も遠い「ご近所」にいる。第４層だ。

ここは当事者にとって都合がいい。要援護者の生活圏内だからこそ、日常的な頼み事ができる隣人な

ど、身近な福祉資源が存在する。この層には世話焼きさんもいる。じつは人材の宝庫なのだ。ここで

足元の人たちの助けを得られれば、自立生活ができる。趣味活動などもこの中でできればもっといい。

それこそが福祉の理想ではないか。となると、福祉の第一の現場とはご近所でなければならない。 

 

⑧ネットワークの軸も、担い手から当事者側へ 

 ネットワークと言えば、市町村域で関係者が協議会を作って会議を開くというイメージを描く。コ

ーディネーターはコミュニティソーシャルワーカーあたりだろう。 

 しかし当事者からすれば、この私を軸にネットを組んでくれればいいと思っている。例えば要介護

になって施設に入所すると、それで社会から隔絶されてしまう。関係者は「これで心配ない」と考え

るが、当事者からしたら、私の人生はまだ続いている。たまには里帰りをしたい、地域のサロンにも

参加したい、老人クラブの行事にも参加したい。それなら、それができるようにすればいい。そうい

う発想になるには、ネットワークの軸を当事者の方に持って来なければならないのだ。 

安全保持 困り事解決 介護・ケア 自己実現 能力開発 
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⑵例えば「ゴミ屋敷」対策 
 ８つの発想を具体的な場面でどう生かすのか。「ゴミ屋敷」を例にとってみよう。すべて実例である。 

➊私が主役 「あの人ならいい」 

 ゴミ屋敷になった一人暮らし男性宅を学生たちが訪問し

たら、「来るな！」と追い返された。何かいい手はないかと、

社会福祉協議会のスタッフが、その男性の周辺の支え合い

マップづくりをしてみたら、「この人の言うことなら素直に

聞き入れる」という男性を見つけた。半信半疑で、この男

性を先頭に再度訪問したら、素直に家に入れてくれた。 

 

➋備える 自助グループで助け合い 

自宅を片付けられない悩みを持つ人たちが、自助グループをつくり、深刻化する前に当事者同士で

悩みを相談し合ったりしている。 

 

➌高レベルの福祉 片付けの名人がゴミ屋敷を訪問 

 民放の企画で、実際のゴミ屋敷を、片付けの名人に片づけてもらうという趣向があった。ゴミ屋敷

の本人も喜んで出演し、まずどうしてこうなってしまったのかを辿り、そのあとで何分以内という制

限時間の中で、片づけの名人が見事片付け終わるまでをテレビで放映していた。その家の構造上、誰

でもゴミ屋敷になってしまいそうなのを、名人が工夫して片づけてしまう過程が見物であった。こん

な名人が支援してくれれば、もっと効率的に片づけられるし、本人も受け入れることが分かる。 

 

➍自己実現 ふれあいサロンなら顔を出す 

 ある一人暮らしの女性宅がゴミ屋敷になっているということが、近所の人たちで話題になっていた。

そこで近くの人が、自宅開放のサロンを開き、そこに誘ったら、やってきた。 

 だいぶ親しくなったところで、皆で彼女の家を訪問して、「少しずつきれいにしようね」と提案。訪

問するたびに、「これはどう？」「これはどう？」と確認しながら、処理していった。その後、認知症

の症状が出て来て、グループホームに入ったが、メンバーはその後も定期的にサロンに誘い続けた。 

 

➎能力開発 彼はゴミの山からパソコンを探していた！ 

 息子と同居している高齢男性で、拾ってきたゴミが玄関の外まで溢れている。ご近所さんがいろい

ご近所の人たちでゴミ屋敷の掃除（島根県津和野町） 
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ろ働きかけても、絶対に受け入れない。何かいい手はないかとみんなで思案していたら、意外なこと

に誰かが気づいた。「私がスーパーで買い物をしていたら、後ろから『おーい、〇○さん』と私の名前

を呼ぶ人がいるので、振り向いたら、なんとその男性だったのよ。あの人、女性が好きなのね」。 

 さらに、「あの人、『ゴミは宝』と言っているけど、本当に彼が探していた宝はパソコンなのよ」。ゴ

ミの中からパソコンを取り出し、それを分解して売りに出したりしているらしいと分かった。それな

ら、彼のパソコンの知識と技術をうまく生かせるような頼み事をすればいいのではないかとなった。 

 

➏私も担い手に パソコン組み立て講座を自宅で。｢だから部屋はきれいにね｣ 

 脳梗塞の後遺症で半身麻痺がある男性。そのためもあって部屋は乱雑で、ゴミ屋敷というほどでは

ないが気になる。一方で彼は部品を取り寄せてパソコンの組み立てもしてしまう。ビデオで町内イベ

ントを撮影し、配布したことも。そこでパソコン講座を彼の自宅で開催し、それをきっかけにして部

屋を片付けたり、町内イベントの撮影やパソコン関連の依頼をしたらどうかということになった。 

 

➐まずご近所で 最終的にはご近所さんが乗り出さねば 

 前頁の写真は、ゴミ屋敷の片付けにご近所さんが乗り出したというもの。問題が解決した事例の多

くは、このようにご近所さんが乗り出したケースだ。当事者と近隣住民の長い期間をかけてのおつき

合いがあるから、その関係はこういう場合にも生きてくる。それに、一回で済むわけではない。継続

的な関わりが不可欠なのだ。 

 

➑当事者を軸にネット 「以前世話になった男性」に配食をお願いしたら 

 一人暮らし男性で、ゴミは玄関の外まで溢れている。だがご近所の支援の手は拒否。むろん家の中

まで誰も入れない。周りの人で、彼が「この人なら」と見込んだ人はいないのかとご近所さんに聞い

てみたら、一人の男性が見つかった。「以前、彼の世話になった」と言っていたので、この人なら彼も

受け入れるかもしれないという話になった。その可能性はあるのか調べてみたら、その男性はすでに

彼の家の玄関の外は掃除してくれていて、彼はそれを受け入れているという。それなら、もう一息、

思い切って中まで入ってしまうことも可能なのではないかということになった。 

 もう一つ、彼には食事の問題もあることがわかった。いつもコンビニ弁当で間に合わせているらし

く、それに満足はしていないようだった。たまたまこの地区で会食会が開かれていて、誘っても来な

いだろうが、それを弁当にして届けたらどうかという話になった。 

 調べてみると、彼に関わる人たちが複数いることがわかってきた。その人たちをうまくつなげられ

れば、可能性が見えてくるかもしれない。前述の、彼が見込んだ男性に配食を依頼する方法もある。 
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＜発想①＞福祉の主役は、 
 

 

 

福祉の主役は当事者。当たり前のことであるはずだが、これが徹底されていない。

だから当事者に不満足な福祉が、いつまでも続いている。「助けられ上手さん」はこの

発想から出てきた。 

⑴「当事者主導」への根強い抵抗 

ある福祉関連事業の懇談の席で、それは起きた。「当事者主体」という言葉が出席者の誰かから出た

途端、高名な福祉関係者が「当事者主体って嫌い」と洩らした。すかさず福祉系大学の教授も「私も

（嫌い）！」と続いた。 

そのときはそれ以上追及しなかったが、これは容易なことではないなと痛感した。「当事者主導」を

口に出せば、関係者からはそういう反応が来ると覚悟しなければなるまいと。人に助けてもらう人が、

担い手に向かって、してほしいことや助け方を指示するということに反感を持つ人は少なくない。 

 

⑵地域ではもう主役になっている 
 当事者主導に対する関係者の抵抗は意外に根強いと言ったが、じつは地域ではもう既に当事者主導

が普通に実践されている。例えば次頁のマップを見ていただきたい。夫婦共に要介護の女性が、周り

の人にそれぞれしてほしいことを依頼して困り事を解決している。下巻４頁のマップでは、たくさん

の線が走っているが、その少なからずが、当事者自身の動きを表している。一人暮らしの女性が、自

分の安否を確認してもらうために外へ向かって声を発したり、戸を開けっ放しにしているし、要介護

の女性が、デイサービスが終わった後、娘が仕事から帰って来るまでの間、「淋しい！｣と３軒の家を

代わる代わる訪ねている光景も見られる。 

福祉関係者には意外なことだろうが、特に要援護者の生活圏内であるご近所では、当事者が周囲の

人たちを上手に活用するのは、ほとんど当たり前になっているのだ。ただ、圏域を遡って、自治圏域

や校区、市町村域になると、さすがに要援護者は動きにくい。 

 

当事者である私だ 
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⑶当事者はどこで主役になる？ 
当事者が主役になるということは、私たちが気軽に考えているものとは、だいぶ違う。以下のよう

に、あらゆる場で主役交代が求められることになるのだ。 

■当事者本人が自分向けサービスのマネジメント 

 有償サービスと言えば、コーディネーターがいて、協力会員と受給会員がいると考えるが、住民の

やり方は違っている。老々世帯で夫婦とも要

介護のＡ子さんは、日常の不便事をご近所の

人たちに上手にお願いして対応してもらって

いる。誰に何を依頼するかも自分で決めるし、

移送については礼金を払うというように、無

償と有償の建て分けまで本人が決めていた。 

 一人暮らし女性の不便事の一つに庭木の剪

定があるが、ある地区では、ご近所の１１名

の人が、これを１人の男性にお願いしていた。

お礼の方はどうしているのかと尋ねたら、１１人がそれぞれ異なっていた。本人と男性の関係や経済

状態などを考慮し、すべて依頼した本人が個々に決めていた。 

 

 主役交代の場 具体的にはどう対応したら？ 

① 見守りの主役は独居高齢者 見守ってくれる人を自身で探してお願いする。 

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」をひらく町がある。 

③ 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。 

④ 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、共同で活用している。 

⑤ 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。 

⑥ 認知症対応のグループホー

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

ター役というグループホームがあった。 

➆ 子ども会の主役は子ども。学

校の主役も生徒 

中高校生が運営する地区がある。小学生が自主管理することも。

大人は参加できない。 

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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⑷当事者が主役だと、どうなる？ 
福祉の営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、まず当事者が考えるべきことになる。 

■認知症を隠したり、個人情報保護を主張する人は「当事者発」を理解していない 

個人情報やプライバシーの保護を当事者自身が必要以上に主張するのは、当事者発になっていない

証拠だ。自分の問題をご近所に隠せば、自分が困った時や災害の時に誰も助けられない。認知症を隠

すということは、認知症であることが知られない、つまり支援が得られないということになる。 

 

■ボランティア活用や危機管理講座など、講座の主役は当事者に移行 

 今は福祉講座といえば、担い手向けのものばかりだが、それはおかしい。活動は当事者が主体的に

マネジメントをするのだから、福祉講座の中心は当事者向けのものにすべきである。ボランティアの

コーディネートも、当事者が主体的にやるものだから、そういう技術を伝授する必要もある。 

 当事者のそうした行為には一定の評価が下されるべきでもある。ボランティア活用の技術を評価し

たり、活用という行為自体に手当を支給することも。セルフケア・マネジメント行為への報酬だ。 

 

① 当事者がサービス企画。行動を指示する。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 

主体者としての権利には責任も伴う。自己責

任の原則。 

④ 主役としての行動が果たせない場合は、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。言葉だけでなく行動や仕草でも。 

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、社会へ向けて発信、他の仲間の支援も。 

⑥ 上手に助け手を確保・活用できるよう技術の習得

も。福祉講座はまず担い手でなく受け手を対象に 

助けられ上手講座。技術のある当事者がノウ

ハウを提供も。講座を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。 

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 

自分のことを隠すほど、支援は得られなくな

る。 
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⑸「助けられ上手さん」 
思いやりのある人がたくさんいれば助け合いは始まると思われていたが、そうではなかった。誰か

が「助けて！」と言うことから助け合いは始まるのだ。この発想の底にあるのは、福祉は当事者が主

導権を握るということである。助けを求めるのは、自助の権利の行使の一環だった。 

■「助けて！」と言うことから助け合いは始まる 

行政がアンケート調査をした。「足元に困った人がいたらどうしますか？」。①「頼まれなくても関

わる」人が２３％、②「頼まれたら関わる」人が７２％、③「断る」人が５％。９５％の人が「困っ

た人がいたら助ける」と答えている。なのに、なぜ助け合いが始まらないのか？  

講演の際、いつも参加者に聞いている。「あなたは困った時に、

まわりの人に助けを求めることができるか？」。すみませんが夫を

病院まで運んでくれませんか、とか。「できる」と答えるのは、い

つもわずか３～５％。大部分の人は、「助けて！」が言えなかった。

となると、「頼まれたら助ける」人は動けない。頼もうという人が

いないのだから。助け合いが始まらないのは「助けて！」と言える

人がいないからだった。 

 

 私たちは誤解をしていた。助け合いを始めるために必要なのは、思いやりのある人がたくさん増え

ることだと考えていた。だから福祉講座といえば「ボランティア講座」などで、要するに優しい思い

やりのある人を１人でも多く育てようということだろう。ところが実際には、「助けて！」と言える人

が多くなれば、周りの人は助けてくれることがわかったのだ。そこで私は「助けられ上手講座」の開

催を勧めている。 

７２％ 

頼まれたら助ける 

頼まれなくても助ける 断る 

２３％ ５％ 

足元で困った人がいたら？ 言える （３～５％） 

言えない 

困ったとき「助けて！」と言えるか？ 

助けられ上手講座（新潟県胎内市） 
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■「俺もそろそろプライドは捨てるか…」 

 助けられ上手講座で、困った時は遠慮なく「助けて」と言うべきだと説くと、男性の参加者から「俺

もそろそろプライドは捨てて、助けてと言うか…」という声が聞かれる。助けを求めることはプライ

ドを捨てることだと勘違いをしているのだ。 

 長野県須坂市社会福祉協議会では、「助けられ上手さん」を表彰している。表彰状を見ると、こう書

いてある。「助け合い推進貢献賞」。その人を助ける側も同じ名目で表彰している。どういうことか。 

福祉の営みとは、困った人を助けることだ。ならば、その人に助けられている人は、何なのか。じ

つは助けられる側ももう一つの福祉活動をしているのだ。助ける側と助けられる側か協働することで

福祉は成り立つ。だから両者を表彰しているのだ。 

 

 

 

 

■マンション中の人を集めて、「夫の見守りをお願いする会」を開いた主婦 

 例えば肉親が認知症になった時、周りの人に支援を求める勇気があるだろうか。特に男性は無理だ

ろうと考えるが、そうでもない。 

 多治見市のシニア男性、Ａさんは、９０歳になる母の様子が気になり、病院に連れて行った。そこ

で認知症の初期だと診断されてショックを受けた。その後の彼の取った行動は、注目に値する。彼は

ご近所を回って診断結果を報告し、これからいろいろ面倒をかけることになるけどよろしくとお願い

したのだ。「ただ、まだ初期症状なので、その心積もりでいてください」と付け加えた。 

 普通なら、まだ初期症状ならば隠すだろう。打ち明けるとすれば、隠せないほど深刻化してからだ

が、彼はそこが違ったのだ。 

 こんな勇気ある女性もいる。新潟市内のマンションに住むＢ子さんは、夫の認知症が深刻化して、

自分１人では手に負えなくなった。そこで自治会長にお願いして、マンション中の人に集まってもら

い、状況を理解した上で見守りなどに協力してもらうための説明会を開いたのだ。 

 

■助けられ上手になるために 

助けられ上手になるのは難しいと、誰もが言う。どうしたら助けられ上手になれるのか。 

ある地域で開いた、助けられ上手講座で、参加者にグループ作業をしてもらった。「どうしたら助け

られ上手になれるのか？」。すると、まだ「上手」にはなれないけど、この程度ならできないこともな

い―という３つが出てきた。それが以下の➊➋➌である。 

助ける 助けられる 
協働 
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➊いただいた善意に、「すみません」でなく「ありがとう」と言う。 

➋善意を断らない。 

➌「それ、苦手なんだ」と言う。問題を解決できなくて困っているということを示唆する。 

➍自分の抱えた問題をオープンにする。 

必要な支援を求めていることが、周りの人たちに伝わる。 

➎自宅に隣人や知人を気軽に引き入れる。 

 困り事を解決してもらうには、場合によっては、家の中に入ってもらわねばならない。相手の家の

中に入れば、困り事は見えてくる。だから、助けてもらうには、家を開放することが大切だ。 

➏誰にでも「助けて！」とは言えないが、１人か２人、言える相手なら見つけられる。 

どんな引きこもりの人も、１人か２人は、助けを求められる人を確保している。考えようによって

は、それだけいれば、いいのではないか。 

➐足元の世話焼きさんを１人見つける。 

世話焼きさんは、困っている人がいると気になり、人の好き嫌いも少ないので、誰でも助けてあげ

ようとする。 

➑人に尽くしておく。 

認知症で一人暮らしの女性に、周りの相当数の人が関わっていた。なぜなのか。彼らに聞いてみる

と、「彼女には、以前お世話になった」と口々に言っていた。 

➒助け合えるグループに所属しておく。 

千葉県のある有償サービスグループは、メンバーがご近所に戻っても助け合いをしていた。要介護

の妻を介護している男性メンバーをこの団地内の仲間が（ボランティアで）支援しているし、一人暮

らしのメンバーも仲間が連携して見守っている。ご近所に戻ってからも助け合いができる―こういう

グループに入っておくと、必ず助けてもらえるからいい。 

➓助け合えるグループを作っておく。 

助け合いのグループがない場合は、自分で作るより仕方がない。いま所属している趣味グループな

どを、助け合えるグループにしていく。 

⓫自分は助けられ下手でも、近くに助け上手さんがいれば助けてもらえる。 

 だれでも助けられ上手になれるわけではない。苦手な人は助け上手さんを見つけよう。 

⓬「あけっぴろげな関係」の場なら、積極的な働きかけはしなくても、助けてもらえる。 

 人々が密着して生活している場では、お互いの困り事も見えてしまうし、その中の世話焼きさんが

さっと手を出す。本人は特別な努力はしなくても、あれよあれよという間に助けてもらえる。昔の長

屋の素晴らしさは、こういう点にあるのだ。 
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⑹自助グループが新しい福祉をつくり出す 
 自助グループが広がっている。ネット上での活動も含めると大変な数で、人々の悩み事の数だけで

きていると言っても言い過ぎではない。自助グループの広がり、深まり具合を整理しておこう。 

■裁判に訴えたり、法制化を勝ち取ったり 

この中で特に目立つのが「社会へ発信」である。その最大の貢献は、自分たちが抱えている問題を

解決するために、またはそういう問題を生み出さないように、社会の仕組みを変えたり、法律を制定

してもらったりする、極めて高度な活動が生まれてきたことであろう。殺人事件について時効を廃止

させたり、裁判で意見陳述ができるようにしたのも犯罪被害者や遺族が成し遂げたことである。 

 福知山線の脱線事故で、遺族たちがＪＲと合同の研究会を開き、なぜ脱線が起きたのかを、実際に

福知山線に何度も乗って調べた。電通勤務の女性が過労自殺したことで母親が電通の幹部社員向けの

セミナーを開いた。認知症当事者たちが、認知症の人への関わり方について社会に提言している。 

 

■社会変革の先兵に 

 こういう活動とそこから生まれた成果を見ていると、一般的な活動家の活動よりも遥かに高度で、

しかも難しい活動なのに、それを実行してしまったことに驚かされる。これからの時代は、自助グル

ープが、ただ互いに助け合うというレベルにとどまらず、社会変革の先兵になっていくことが予想さ

れる。当事者、実際に問題を抱えた人、実際に被害に遭った人でなければ生まれない行動力である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

グループ作り 

分化・多様化 

テーマの多様化 

助け合い 

社会へ発信 

支援者と協働 

啓発活動 要求・提案 制度・法制化 

おすそわけ 

ネットワーク 

同種へ 

異種へ 

同種間 

異種間 
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■グループは多方向へ進化している 

＜テーマ（抱えた問題）＞ 

➊軽微な問題も（それほど深刻ではないが、悩みは悩みとして共同化） 

〔例〕酒を飲めない人の会・ハゲ自慢の人の会・ギャルママの会・転勤族の妻の会・単身赴任族の会 

➋タブーも開放（今までタブー化されていたテーマでもグループ作り） 

〔例〕アルコール依存症の妻をもつ夫の会・子どもを虐待する親の会・働くゲイとレズビアンの会 

➌各自のライフスタイル追求の結果生じたハンディも 

〔例〕助産婦利用の母の会・婚外子差別と闘う人の会・ホームスクールで子どもを育てる親の会 

➍ハンディの種類別にさらに分化へ 

〔例〕ガンで子を亡くした親の会・フランス語圏の帰国子女の親の会・子持ちシングルの会 

＜メンバー構成＞ 

➊個別化（特定の知り合いや同じ病院などでグループ作り） 

〔例〕○○病院で肺癌の治療を受けて５年過ぎた人の会 

➋当人の組織も（支援者の会ではなく当人の会もでき始めた） 

〔例〕認知症当事者の会・ダウン症の人の会・精神障害者の会 

➌子どもも組織化 

〔例〕アルコール依存症の親を持つ子の会・親が離婚した子の会 

➍男性も組織化（親の会などから男性の会や父親の会が分化） 

〔例〕障害児を育てる父の会・不登校の子の父親の会・男性不妊の会 

 

■注目される－若者のセルフ志向  

 最近、マンションを含めて、若いママたちが助け合いを始めている。①外出情報を教え合う。②メ

ンバー同士で子どもの預け合い。１０人でやれば、１０日に１回預かればいい。③子連れコンサート

もやっている。④外出情報誌を作って、仲間や地域のママたちに提供している。そして⑤社会に問題

提起。こうした若い世代のセルフ志向に乗ることで、ブーム化できるかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

子連れママの会 
外出情報を 

教え合い 

メンバーで 

子の預け合い 

子連れコンサ 

ートをやろう 

外出情報誌 

を作ろう 

社会に 

問題提起 
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■セルフヘルプ支援センターを作ろう 

 当事者発の福祉を作るとなると、活動推進体制の優先順位も変わってくる。なによりもまず福祉の

主役である当事者にその自覚と実践力を養ってもらわねばならない。今はボランティアセンターや市

民活動支援センターができているが、その業務の柱がセルフヘルプ支援でなければならないのだ。 

 

⑺福祉啓発・教育は「自助講座」から 
 当事者主導の発想を広げていくには、当事者自身にも啓発教育が必要になる。啓発教育と言えば｢ボ

ランティア講座｣のように、担い手としての心構えや実践力を培うものが大部分だった。これを大転換

する。一人ひとりが当事者としての自覚をもって、自助努力をしていくことを学ばなければならない。 

自助という考え方も変えていかねばならない。今までは自助といえば、自分や家族だけで何とかす

るものだと考えられてきたが、本当は、自分の安全を守るために、周囲の資源を活用することも含め

て自助というべきだ。講座を設定するとしたら、例えば以下のようなプログラムが考えられる。助け

られ上手教育もこの中に含まれることになる。 

 

１ 「当事者発」の発想 自分の問題は自分で考える。 

２ 「ライフデザイン」の手法 「人生を創る」発想と具体的手法を伝授 

３ 私の「困ったこと」探し 「私の気になること」のマップづくり 

４ 「備える（危機管理）」の手法 これから出会う危機・問題に備える技術 

５ セルフヘルプグループの作り方 同じ問題を抱えた人のグループづくり 

６ 「助け合い」のテクニック 地域での助け合いのテクニックを教える 

７ 「自律訓練」のメニュー 各種の生活技術や人間関係術など 

８ 「助けられ上手」のコツ 助け手を見つけ、どう助けてもらうか 

９ 「助けられ」の疑似体験 キャップハンディ、ロールプレイ（助けの体験も） 

１０ 人間関係のテクニック 自分を好きになる方法。自己主張の仕方 

１１ 福祉資源の探し方・活用法 地元にどんな福祉サービスがあるか 

１２ 介護で地域資源を活用する法 親を介護する場合の資源の発掘 
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＜発想②＞未来の私の問題に備える 
要介護になった時のために、今から支え手を「貯蓄」しておく。問題の発生に予め

備えるのがホンモノの福祉。それも当事者の自助の一つ。 

⑴難問も「備える」ことで対処 
 解決の糸口が見えない難問の多くは、事後対処では解決は不可能で、長い期間をかけた準備や予防

対策が必要である。「福祉」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と思われ

ているが、これだと、できることの選択肢が限られてくる。救いようのないケースが少なくない。本

当の福祉は「備える」ことだった。 

それは主に、本人が未来の私の問題に備えること。未来に要介護になる私の介護支援を、いま自分

でできる、と言うことができる。自助の一環なのだ。 

 

■友達を自宅に招待。「要介護になったらお願い」 

富山県滑川市社会福祉協議会の元会長の山下節子さ

ん（右から３人目）は、７０歳（取材時）で一人暮らし

だが、元気なうちから自分の「要介護の未来」を見据え

てしっかり準備をしている。ビーチボールのグループを

立ち上げて、毎回、終わったらメンバーを自宅に招待し、

ごちそうしている。「私が要介護になったらお願いね」

というメッセージだ。メンバーの中にヘルパーや民生委

員等、福祉の人材も加えていて、「セッちゃんに何かあったら私が仕切るからね」と宣言するメンバー

も。 

 

■「介護友達」をこうしてゲット 

 神戸市東灘区に住む元民生委員の辰和子さん（８１才・取材時）は、末期がんにかかった夫が「家

で死にたい」というのを受け入れて、自宅で看病してきた。身体的にもさまざまな症状が出てくるの

で、これに妻が一人で立ち向かうのは不可能に近い。その時、すぐ近くに住む仲良しの２人にＳＯＳ

を発信した（写真：左から辰和子さん、阿部紀子さん、札場紀久子さん）。 

 １人は阿部紀子（のりこ）さん。挨拶するだけだったのが、お互いに民生委員になり活動する中で
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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仲である。 

 もう１人は札場（ふだば）紀久子さん。震災で家が全壊し、昼間は家の片づけ、夜は避難所で寝る

生活。その避難所で寝起きを共にしたのが辰さんだった。ご近所で挨拶程度だった関係が、いろんな

ことを話す仲になっていた。札場さんは辰さん宅の近くで駄菓子屋を４０年近く営んでいる。辰さん

が民生委員をしていて友愛訪問グループを立ち上げた際にそのメンバーになった。 

 辰さんが末期がんの夫を自宅に引き取って、これからどうしようというときに駆けつけてくれたの

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」と辰さんは笑うが、そこまで突っ込んだ

介護を手伝ってくれたということだ。 

 特に辰さんが「神様みたいな人」と称する札場さん

は、夜中に夫に高熱が出て、強烈な震えがきて、彼女

１人では押さえきれないときも札場さんは「大丈夫

よ」と言って一緒に夫を押さえていてくれた。 

「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。私自身、そ

の立場になったとき、妻の友だちに下半身をさらすことができるだろうか、と考えたのだ。ところが、

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いたとしか考えられない行動をとっていた。

夫と札場さんたちとの関係づくりの手助けをしていたのだ。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。札場さんに限らず、自分の友だちが来たら夫も一緒の場にいても

らい、おしゃべりに加わってもらう。「夫婦で友だちづきあい」を徹底して実行していたのだ。それが、

こういう状況になったときに役に立った。 

 

⑵自分流・介護予防を大事に 

「介護予防」という発想が生まれて、きちんと制度化したのは良かったが、制度化されたとたんに 

硬直した制度になってしまった。介護予防というのは、本人がそれぞれの生活の中で編み出すもので、 

他人があれこれ指示するものではないのだ。 

 ある一人暮らしの女性を訪問して、何か介護予防みたいなことはしているかと聞いたら、毎日階段 

を後ろ向きに上る、庭の周りを百回まわる、折り鶴を〇羽折ると答えた。だから介護予防を担当する 

人は、決まったやり方を一律に指示するのではなく、対象者の生活全般を見て、その中のどれが介護 

予防行為と言えるか、どの行為を工夫すれば介護予防になるか、また本人の努力をどう生かせるか、

どうすればもっと効果的か―をアドバイスするべきではないか。 



 

20 

 

⑶社会システムに「備え」をインプット 
「備え上手さん」は誰もがなれるというものではない。代わりに、個々人が特別「準備」をしなくて

も、社会システムや制度の中に「準備」がインプットされていればいい。社会問題の少なからずが男

性から発生している。未婚の男性、引きこもり、介護離職、孤独死、介護殺人など。 

 そのために準備が必要だが、例えば企業で忙しく働いている間も、町内会活動などにも関わってお

くことが必要だ。そうすればその後に親を介護する時に支援してもらえる。介護離職のことも頭に入

れながら働いていく必要がある。いつでもフリーで働ける技術を身に着けておくとか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男性の「備え上手」作戦図 
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■自立生活訓練 

■青年組織加入 

■町内会活動に参加 

■助け助けられの実績 

■親との近居の検討 

■悩みを言える人を確保 

■地域グループに１つは入る 

 

■夫婦でグループに参加 

■ご近所付き合いに参加 

■料理講習、介護実習 

■要介護者も受け入れるグループに 

■「死ぬまで自分らしく」を確認 

■自立訓練■ご近所付き合いを積極的に 

■サロン等に顔出し■自分もできることをする 
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＜発想③＞私が欲しいのは、 
 

 

 

「デイサービスの送迎車が家の前に横付けされるのは困る」と苦情が出ている。では、

リムジンでお迎え、ならどうだ！ 

福祉サービスのレベルは「普通以下」でいいと思われている。そのため福祉には暗

いイメージが付きまとう。では「普通よりもはるかに高いレベル」だったらどうか。

⑴これなら障害者が健常者を見返せる 

■ＢＭＷエンジン付き車椅子用三輪車！ 

欧米では火炎放射器付きのキャタピラー型車椅子を乗

り回している障害者がいる。ある男性が特注の戦車型車椅

子を車両登録をしようとしたら「これは実際に戦車です」

と断られた。これに乗って得意然とした障害者をイメージ

してほしい。 

モビリティ・コンクエスト社が発売した「車椅子用自動

三輪車」（左の写真）は、車椅子のまま乗り込める大型のオ

ートバイ。障害者用だからと甘く見たら大間違い。ＢＭＷのエンジンを備え、最高時速は170㎞、7.6

秒で時速96.6キロまで加速することができるパワー派であるばかりか、バイク好きの記者が「普通の

オートバイが霞んで見える」と羨むほど美しいボディー。開発者は、障害を持つ当事者の家族だ。「息

子の誇りを取り戻させたい」という身内だからこその願いが結実した。 

 

■反対住民を沈黙させた超高級「福祉の店」 

「福祉の店」と聞くと、どうしても一定のイメージを描くものだが、こんな「福祉の店」はどうか。 

京都府舞鶴市の高級フレンチ・レストラン「ほのぼの屋」。スタッフは統合失調症や知的障害、難病

などを抱える人だが、「予約のとれない店」として人気を博し、年間５０組のウェディングも手掛け、

最近では「一泊ディナー付きで１人２万円以上」のプチホテルも始めるなど、「福祉の店」の常識を根

底から覆す発展を遂げた。建設前は地元住民の反発が強かったが、いざ完成した店で住民をもてなし

モビリティ・コンクエスト社 

普通よりはるかに高い福祉 
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たところ、一番反対していた男性がこう言ったそうだ。「こんなええもんができるんやったら、わし、

反対せんかったのに！」（「ノーマネット」公開の西澤心さん（同店支配人）の講演録）。 

西澤さんは、舞鶴湾を一望できる一等地に２億５千万円の建物を建て、グルメファンに名を知られ

た超一流のシェフを連れてきた。従業員を指導したのはホテルの接客インストラクター。投入した人

材も「超高級レベル」だった。こんな店で働く障害者を見て、客は障害の見方を変えるはずだ。 

⑵ハンディのある人には、ハンディをつける 
 欧米にはフェアネスという発想がある。ハンディを抱えた人に提供すべきは、一般より低い水準の

サービスではない。同じレベルも駄目。元々ハンディがあるのだから、一般より高い水準のサービス

を提供されなければならない。これで両者は同じスタートラインに並べる。 

 障害者の作業所で作っている菓子類を見て、一流ホテルのシェフのＡさんは、その出来に驚いた。

それが不当に安い値段で販売されている。彼は作業所の菓子コンクールを主催し、優勝した作品をホ

テル推奨品にして、ホテルでも販売してあげた。しかも優秀な一人をホテルで雇用した。Ａさんは本

業の腕を使って「フェアネス」を実現させた。 

 

■「下駄を履かせる」という発想 

 上の例の場合、障害者は初めからハンディを負わされている。作ったものは、格安でしか売れない。

そこで障害者の側に、「下駄を履かせる」。①一流ホテルのシェフが支援。②優秀な作品を一流ホテル

の推奨品に。③しかもホテルで売ってあげる。④優秀な障害者はホテルで雇用。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

いずれも、一般人から見て羨ましいほどの資源投入だ。これだけの「下駄をはかせる」ことで、両

健常者 

障害者 

健常者 障害者 

①シェフが支援 

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 
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者はようやく「肩を並べられる」関係になった。 

 

■「フェアネス」が逆差別にならないために 

ハーバード大学などのアイビーリーグでは、１６００点満点のＳＡＴ（大学進学適性試験）で、黒人に

は２３０点、中南米出身者には１８５点が加えられ、逆にアジア出身者は５０点が引かれるという。

ところがこの制度には弊害もある。そうやって学力レベルの低い学生が大学に迎え入れられたことで、

大学のレベルが下がってしまうのだ。 

世界中の様々な「フェアネス」の扱いを見ていくと、必ずしもこのような措置がとられているわけ

ではないことが分かる。今までの優遇採用（競争をパス）ではなく、「競争力を培うための優遇措置」

という方法もあるのだ。 

例えば、元ギャングのメンバーを優先的に企業に採用させるのでなく、採用試験に合格するための

教育の方で優先権を与えている。太陽光パネルの設置技術など希望者が殺到する職業訓練を優先的に

受講させて、他の人よりもやや有利な条件で企業の採用を勝ち得ようというわけだ。 

韓国の少年院が、院生にパソコンを与え、サムソンなど優良企業からの技術者の指導を受けさせて、

（本人の実力によって）国家資格を取得させ、少年院を出所するとともに首尾よく企業からの採用を

獲得させようとするのも、同じだ。競争を回避させず、むしろ競争力をつけさせる部分にフェアネス

の措置を講じているのである。 

 

■「超高級ボランティア」をゲットせよ 

 女優の宮城まり子さんは、日本で初の肢体不自由児養護施設を建てたが、子どもたちに投入したボ

ランティアに特徴があった。高名な画家を指導者として貼り付けたことで、子どもたちの描く絵は高

い値段が付くレベルになった。子どもたちがブロードウェイでダンスを披露した時には、米国のダン

サーが「ワンダフル」と激賞した。それもそのはず、高名なダンサーを教師につけていた。超高級資

源を発掘してくるところが、彼女は一般の福祉関係者と根本的に違っている。 

 

■僻地対策も「フェアネス」の発想で 

フェアネスの発想など、現実の社会ではあまり活用する機会がないのではと思われるが、そうでは

ない。例えば僻地の問題。被災地の復興など、この発想が使われるべきなのに、そうはなってない。 

島根県の隠岐島前地域では、超少子高齢化に歯止めをかけるために産業創出や子育て支援策などを

講じたが、大きな問題があった。中学卒業と同時に本土の高校へ進学する生徒が多く、島唯一の隠岐

島前高校の生徒数が激減し、廃校の危機に瀕したのだ。 
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島外へ子どもだけが通うと家計の負担になるため、子どもの多い家族ほど、一家で島を離れること

になる。子連れ家族のＩターン・Ｕターンも激減する。いくら島の生き残りをかけて移住推進策を講

じても、「地域から高校がなくなることで水泡に帰す」。 

そこで島民は「隠岐島前高校魅力化プロジェクト」を立ち上げ、大胆にも、島外から講師に呼んだ

優秀な人材に目をつけ、「島に移住してくれ」と熱烈にアプローチ。学生時代に２０カ国の地域開発の

現場を歩いて本を出し、その印税でアフガニスタンに学校を建設し、ソニーで人材育成や組織開発に

従事していた岩本悠さんだ。 

住民の熱意に折れた岩本さんがプロデューサーに就任し、「魅力化」を推進。主な特徴をまとめると、

①少人数だからできる綿密な個別指導。ＩＴ技術も活用し、全国のプロフェッショナルとの対話や東

京の高校生との議論の場等も。②「島留学」推進制度で多彩な生徒を誘致。優秀な生徒には３年間の

入寮費などを補助することで、島外からの「留学」を受け入れ。そして③地元資源を生かした仕事づ

くりや、地元の問題解決に取り組める人材を育てるということだ。 

こうした取り組みの結果、隠岐島前高校の入学希望者はＶ字回復を果たし、僻地の学校としては異

例の学級増（定員４０名から８０名へ）を実現した（隠岐島前高校魅力化プロジェクトのホームペー

ジ資料）。島の魅力を高めるために、本土よりもハイレベルの教育を取り入れたわけだ。全国でも指折

りという人材を引き込み、教育もＩＴ技術を導入したり、全国のプロフェッショナルとの交流もでき

るといったことで、本土からの留学も受け入れるようになった。フェアネスの発想が使われている。 

 

⑶高級福祉は弱者が「闘い取る」ものだった 

■弱者が心休まる２つの道 

人間は善意を受ける立場に置かれた時、屈辱感を味わう。そんな弱者が心休まるのは、①普通の人

よりも高い位置についたとき、②普通の人とは別の道を歩くときの２つだ。超かっこいい車椅子用バ

イクに乗った時、「ざまあみやがれ、悔しかったら障害者になってみよ」と、健常者を見返せる。とこ

ろが、私たちは、対象者が自分よりも高い位置に上ることを快く思っていない。 

 

■弱者の味方は、社会から超高質資源を「ふんだくってくる」人 

となると福祉は強者と弱者の戦いと見た方がわかりやすい。弱者のハイレベルの欲求を、担い手の

側が真面目に考えてくれるはずはないからだ。これらは当事者の側が闘い取るべきものかもしれない。

当事者の誇りを取り戻すために、社会から超高質の資源を「ふんだくってくる」人（前述の西澤心さ

んや宮城まり子さんのように）が彼らの本当の味方なのだ。 
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＜発想④＞私がめざしている 
 

 

 

死後２週間で発見された女性。孤立死だが、部屋を覗いたら、壁中に油絵が飾って

あった。彼女は油絵に夢中だった。ここから接触すれば、心を開いたはずなのだ。 

⑴「こだわり」に乗る 
福祉とは要援護者の困り事を解決してあげることだ。しかし本人がそれに乗り気でない場合もある。

そういう人ほど何らかのこだわりの対象を持っている。ならば、そのこだわりに乗ったらどうか。自

己実現を応援するのも福祉だった。 

地域包括ケアシステムを厚労省のホームページで検索してみると、「目的」の所に要介護者の「自分

らしい生活」を支援するとある。その具体化が「こだわりに乗る」だ。 

 

■認知症の女性が生け花教室の先生に 

 支え合いマップづくりをしていたら、認知症

の女性が徘徊しているとわかった。歩きながら

何かしているかと聞くと、玄関などに生けてあ

る花を「手直し」していると。彼女は以前、生

け花の先生をしていた。ならば、また生け花教

室を開いて、先生になってもらったらと提案し

たら、それが実現した（写真・右端）。 

⑵問題解決よりも、自己実現の応援 
 福祉関係者は、要援護者に相対すると、どうしてもその人が抱えている「問題」に目がいってしま

う。あなたは何か困ったことはありませんかと。ところが本人はそのことにはあまり関心がないらし

く、何かにこだわっている。パチンコとか釣りとか。すると「そんなことをやっている場合ではない

のに」と愚痴の一つも出てくる。ケース検討会ではこういう人のことがよく話題に上る。 

 この場合、基本に返って、本人が関心を集中させていることに「乗って」みたらどうなのか。これ

のは自己実現なのだ 
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がまさに「当事者主体」の関わり方になるのだ。 

ところで、福祉の目的は何だったか。「どんなに要援護になっても、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地域全体で支えること」と国も言っている。「こだわっている」は

「自分らしく生きたい」ということに繋がっているのではないか。 

下の図を見ていいただきたい。関係者が関心を持っているのは、Ｂの部分であろう。これを解決し

てあげようというわけだ。ところが本人はそれにはあまり関心がない。むしろＣの方に関心がある。

こちらの方を応援してほしいと本人は願っている。 

これを見方を変えれば、「自分らしく生きたい」という究極の願い（これがＡ）があって、そのため

の不利な条件がＢであり、有利な条件がＣとなる。このように視点を変えれば、私たちはＢはちょっ

と脇へ置いてでも、Ｃの方を後押しした方が正しいということになる。Ｃを充実させる中で、場合に

よってはＢの問題も解決できるということもありうるのだ。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

事例を示そう。一人暮らしの高齢男性。様々なハンディを抱えている。ただ、ハンディに替わるた

くさんの能力を持っている。これを生かせば、ご覧のように、Ｂの問題の一部も解決できる。 

 

 

 

 

 

自分らしく生きたい 

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 
お金・仕事 

社会活動 健康 

家庭・夫婦 

趣味・学習 友達 
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⑶「その人らしい生活」の充足度を測る 
「自分らしい生活」がどの程度できているかを測る物差しはないか。または「自分らしい生活」の目

標設定に役立つような目安。そこで「豊かさダイヤグラム」を開発した。 

項目は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（人に尽くす）。これで充足度が満開なら「自分らしく」生きたことになる。 

 

 

自分らしく生きたい 

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 

部品を取り寄せてパソコン

組み立て。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「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」。

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。考えられる対応策は… 

①パソコン講座を開く。自宅で開けば「部屋をきれいにしよう」。 

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。生活の不便も解消へ。 

④町内会がビデオ作製を有償で依頼。パソコンの修理・請負も含め事業に。 

お金・仕事 

社会活動 健康 

家庭・夫婦 

趣味・学習 友達 
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これを生かして「その人らしい生活」支援のための豊かさ満開作戦を考えてみよう。 

２５ページの、孤独死した引きこもりの女性が、じつは油絵に夢中になっていたという事例。その

人の家または空き家等で常設展を開き、場合によっては販売する。この中で支援者や友達が増え、収

入も得られる、といったこともあり得た。 

⑷ライフプランとケアプランを一体で作成 
 次頁の図を見ていただきたい。ここまで取り上げてきたのが「ライフプラン」に相当する部分であ

る。当事者も自分なりに豊かに生きたい。そこでダイヤグラムを作って、民生委員等の支援でライフ

プランを作る。「私はこういうふうに生きたい」と。これがすべてに優先してなされるべきである。人

間はとにかく、どういうふうに生きていくかが本筋にある。 

 そして、生活する上で、不便なことがあれば、それがケアプランに組み込まれることになる。大事

なことは、この場合の「生活」とはただ生きていくことだけでなく、豊かに生きていく上での不便事

も入るのだ。この中で、ケアプランで対応できるものと、対応できないものがある。 

 

■支え合いマップでご近所さんのニーズ対応状況を調べる 

 そこでもう１つの営みが重要になってくる。支え合いマップづくりである。当人のご近所近辺のマ

ップを作ることで、本人の生活に対して、隣人がどの程度支えているのかを調べられる。支えられそ

うな福祉資源も見つかる。本人の助けられ上手度も測れる。ご近所の支えの状況によっては、ケアサ

① 

② 

常設展を開催 

支援者が増える 油絵に夢中 

絵が売れる 

家庭・夫婦 

趣味・学習 

健康 

お金・仕事 

友達 

社会活動 
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ービスが必要でなくなる場合もある。ケアサービスの対象にはなっていないが、ご近所の人たちで対

応できるものもある。 

 

■「２つの事実には関係なく」ケアプランが作られる 

 ケアマネはこの３つの事実をもとに、当人への関わり方を総合判断するべきだろう。ところが現実

には、他の２つの事実には関係なく、独自にケアプランが作られている。これで福祉が進歩するはず

がない。 

 

 

 

 

 

 

 

■マップを作って分かった－「サービスは要らなかった」！ 

知人のケアマネから相談を受けた。対象は認知症の一人暮らし男性（★）。毎日のように徘徊してい

るが、該当するサービスがなく、どうしたらいいかという。そこで私はマップづくりを勧めた。しば

らくして再会したら、晴れ晴れとした顔をしていた。「サービスは必要なかった」と。 

下が、彼女が作ったマップだ。彼は朝はまず、グランドゴルフに入れてもらう。終わったら下へ向

い、薬局や八百屋さんに立ち寄る。昼は中華料理店で食事。そこから左へ行き、パチンコ店へ。その

間、中華料理店や八百屋などが、さりげなく様子を見守っているし、何かあったら家族へ連絡するよ

うにもなっていた。ケアマネは、もしマップを作らなかったら、どうしていただろうか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ライフプラン ケアプラン 当事者 

支え合いマップづくり 

★ 
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＜発想⑤＞私の「障害」は、 
 

 

 

「天井のシミが気になる」自閉症の人が、印刷所で活躍している。「印刷ミスを瞬時に

見分ける」という凄い「才能」に変わった。残存能力を生かそうというのではない。

障害の特性をうまく生かせば、能力に転換する可能性があるという考え方である。ポ

ジティブ発想。 

⑴要介護や障害を持つと「何もできない人」 

福祉関係者も住民も同じだが、どういうわけか、対象としている人が要介護とわかると、途端に「こ

の人は何もできない人」と思い込んでしまう。だから、グランドゴルフに興じていた女性が認知症に

なったと聞くと、もうグランドゴルフはできないと決めつけてしまう。「認知症でもやり方次第ではで

きる」と私が言っても、まともに取り合ってもらえない。 

同じように、相手が障害者だとわかると、この人は何もできない人、と思ってしまう。脳性麻痺の

知人がよく笑って言ったものである。「あの、耳は聞こえるんですか？」と聞いてくる人がいると。 

よく誤解されるのが、知的障害ではないかということのようだ。独特の体の動きから、知的障害と

間違うらしい。彼が気になっていたのは、この障害があるから能力的に劣っているのだろうと見られ

ることだ。しかし彼は極めて知的な男性だった。 

⑵「障害特性を生かす」という新発想 

「何もできない人」という偏見を超えた後に待ち構えている課題は、それでもその人なりの能力を持

っているという見方ができるかである。そういう人たちから新しい取り組みが始まっている。それが

「障害特性を生かす」という発想だ。 

天井の細かいシミなどが気になるのは、自閉症の特性であるが、そのことを逆利用して、「ちょっと

した印刷ミスに瞬時に気づく」という能力として活かしているといった具合である。生かせる対象が

見つかれば、障害はそのまま能力に変質するのだ。 

こだわりの強い自閉症の人が、豆腐の薄切りの技術で名人と言われている。細部への関心や同じこ

とを繰り返しても飽きないという特性を生かして、有能なソフトウェアのテスターとして活躍する自

じつは「才能」だった 
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閉症の人たちがいる。当事者の親が会社を立ち上げ、世界的な大企業の信頼を得て、複数の国に広が

っている。 

 今、企業の世界では、障害者をただ雇用するだけでなく、彼らを戦力化しようという動きが広がっ

ている。どうせ雇用するのなら、きちんと戦力になってもらおうというのだ。そこで企業が目をつけ

たのが障害特性を生かすということだった。 

 

■社会が障害者の行動に価値を見出せるか、がカギ 

企業の社会貢献セミナーで、事例発表者として招待された某企業の知的障害者向け授産施設の長が、

余談として「面白い知的障害の青年がいる」と言い出した。その青年の挨拶の仕方に物凄い魅力があ

って、施設を訪れた客は、その挨拶に出会うと、メロメロになってしまうほどだという。 

たまたまそのセミナーの席に都内の百貨店の社会貢献担当職員が数名いたので、私は尋ねてみた。

「この知的障害の青年を、挨拶という仕事だけで雇用する気があるか？」と。すると彼らはヒソヒソ

話し合い、結果を1人が発表した。「雇います」と。 

 そうなると、その人が障害者になるか、才人になるかは、社会の関わり方次第ということになる。

未だに大部分の人が「障害者」と見られているということは、社会が彼らの能力を開発し、活用でき

ていないということに他ならない。 

⑶犯罪も才能だ 

障害が才能であるだけでなく、犯罪もまた才能の表れと見る視点もある。「サイコパス」（反社会的

人格障害）については、映画「羊たちの沈黙」で人間を食らうレクター博士や、３５人もの女性を殺

した殺人犯テッド・バンディなどがその代名詞となっているが、この性質を持った人の中には、弁護

士や企業の重役として成功している人たちもいるのだ。 

 

■サイコパスを税関検査官に 

この性質をどう生かすかが問題なのだ。ある研究者は、彼らを税関の検査官にしたらという提言も

している。他人の弱味を見抜く能力が高いので、麻薬を隠し持った人は、その素振りで見分けられる。 

次の図にあるように、初めから犯罪特性と決めつけるのでなく、ごく一般的な性格特性と見てみる。

この特性は凶悪犯罪者にも社会的な成功者のいずれにも変わり得る。そこにその特性をプラスに生か

すという行為が加われば、犯罪に向かわなくても済む。 

 同様に、初めから「障害者」の特性と見るのでなく、一種の性格特性と見て、そのポジティブな生

かし方を考えればいいということになる。 
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⑷「不登校は『問題』ではない」 
今の福祉は担い手の側から、対象者の問題を探し出し、それに対して救済措置を講じることになっ

ている。しかし当事者の側からすれば、それを自分の「問題」だとは捉えていないということが少な

くない。それは問題ではない、いや、むしろ私の強みなのだ、と考えたい。そういうポジティブな発

想を取り入れることで、最終的には当事者にとっての本当の救いになっていくのだ。 

不登校生といえば、以前は「問題児」と言われていた。ところが当人たちが「僕らは問題児ではな

い」と発言し始めた。不登校は健全な行為なのだ―いじめがある学校、自分に合わない学校に無理し

て通うことの方が不健全なのだと。 

⑸「ポジティブ診断」で才能が開花 

障害は個性だと受け入れたり、障害を逆に活かせないかと考えたり、障害というのは能力ではない

かと考える。すべては障害に対するポジティブな見方によるものだ。 

 障害の診断にあたる医師などが、対象者の障害や病気の面だけに関心を集中させ、ただ投薬やリハ

ビリ等の処方をするのを見ていると、まるでその人の悪い面ばかりをことさら探し出して矯正してい

るようで、これでは本当の救いにはならない。 

 

■障害だけでなく、潜在能力の掘り起しも 

どうせ診断をするのなら、もう一つの面、すなわちその人の持っている潜在能力についても同様の

サイコパス的 
特性 

企業幹部 
弁護士 

警察・軍隊 
など 

子供時代の虐待・暴力体験 
人格形成期のネガティブな体験 

凶悪 
犯罪者 

魅力・説得力 自己中心性 

同情の欠如 

プレッシャーの下での高い集中力 

恐れ知らず 

社会的に優位に立ちたがる 

ストレスへの耐性が高い 

人の弱みを 

見抜く力 

税関検査 

の係官に 

障害特性 
を生かす 

→暴力性や反社会性は高く、 

 規律や自己制御力は低くなる 
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診断と処方をすべきではないか。こちらが今述べたポジティブな視点なのだ。そう考えると、今の福

祉・医療の世界は、ネガティブな発想でこり固まっているような気がする。 

ディスレクシア（読み書きが苦手な学習障害）の人の支援を行うＮＰＯ法人「エッジ」代表の藤堂

栄子さんが、ＩＢＭのフォーラムでの講演会で面白い話をしている（ＩＢＭ公開の講演録より）。 

藤堂さんの息子は１５歳でイギリスへ行ったのだが、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、検査をさせてほしい」

と言ってきた。検査と言っても、治療のためではない。「もし今ディスレク

シアと分かれば、息子さんに合った学習支援ができ、そうすれば息子さん

が持っている能力を十分に発揮させてあげられますから、ぜひ検査をさせ

て下さい」というのである。こんなポジティブな言い方をされると、一も

二もなく「お願いします」と言いたくなった、と藤堂さん。 

結果、やはり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！」。「大当たり、一等賞」と言わんばかりだったとか。「やはり、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

いということは、勉強する上で非常に困難を伴います。だから、私たちはこういう支援をします」と

いう感じで、すぐさま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。 

 

■普通をめざす代わりに、本来持っている能力を伸ばす教育を 

藤堂さんの息子・高直さんは、多くのディスレクシアの人と同じように、ＡＤＨＤなど、その他の

発達障害の要素も持ち合わせており、子ども時代から多大な問題を抱えてきた一方で、興味のあるこ

とには徹底した集中力を発揮した。英国の先生の対応はと言えば、まず彼に将来の希望を聞いた。彼

は「建築家になりたい」と言う。そこで、物理なら橋の強度、社会なら都市の成り立ち、文学なら建

築家のフランク・ロイド・ライトの一生について学ぶ―というように、全ての学科を彼の興味のある

建築分野に向けてくれた。  

じつは彼には、生まれつき高い空間認知能力が備わっていた。自分の目の前に常に立体的なイメー

ジが浮かび、それを自在に回転させたり、任意の角度から見ることができるという（文字が読みにく

いのも、これが１つの原因になっている）。“普通”をめざす代わりに、本来持っている能力を伸ばす

教育を受けられたおかげで、「君は面白いものを持っているから、飛び級してすぐに入学しなさい」と

世界最古の建築専門大学ＡＡスクールに受け入れられ、建築家となり、数々のユニークで複雑なデザ

インを生み出しているということである。 

藤堂高直さんが「ディスレクシアな僕の人生」（主婦の友社）という本を書いた。彼の体験によると、

藤堂高直・著／主婦の友社 
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英国ではディスレクシアは障害というよりも１つの個性として肯定的に捉えられているという。普通

の人の血液型がＡ型やＢ型なら、ディスレクシアの人はＤＸ型―という感じに近いのだと。 

⑹障害者の能力開発センターをつくる 
文科省は、芸術大学の学生を作業所等に派遣して、才能のある障害児を掘り起し、美術館のスタッ

フや芸術家等で構成されるチームで、その能力に磨きをかける試みを始めた。この際、地域の障害者

一人ひとりの潜在能力を専門に開発するチームを作るのはどうか。 

そのチームの柱になるのは、当事者と最も多くの時間を過ごす家族が適している。家族による観察

が元になり、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当事者に接するなり、「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。 

能力開発が遅れているのは障害のある子どもだけではない。今の子どもは全体として、受験や就職

対策のために一律、一夜漬けの教育を受けている。本来は幼児期から個々に潜在する能力を丁寧に観

察し、長い期間をかけて磨いていくことが大事だ。それがしっかりなされていれば、卒業時に生徒が

一斉に就活に励むなどという社会現象も起きないはずなのだ。小学校の頃から地域社会が一体となっ

て一人ひとりの能力を開発していく。そのための推進センターを地域ごとに作る。これには地元の関

係機関が協力し合う必要がある。 

 

 チームの活動のあり方 

① 当事者を一日中観察している人がいること。 

親は最大の要員 

② 作業所職員、小中学校教員も日常的に観察。 

同じ作業を一律にやらせるのでなく、能力発掘に主眼を 

③ 社会の第一線で活躍している人がチームに加われないか。 

様々な分野の人材が当事者を観察する必要がある 

④ 小さい頃から才能の発掘を始める。 

できれば幼児期から観察を始める 

⑤ 見つかったヒントを試す工程も。 

企業が試験的に受け入れるとか 

⑥ 能力を試させてくれる職場を開拓。 
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＜発想⑥＞要援護だからこそ 
 

 

 

要援護者はサービスを受けた分、自分も人に尽くしたいと願うものだ。活動すれば

本人に治療効果が出る。ヘルパーセラピーの発想。担い手と受け手に分かれて、それ

ぞれがその役を果たすという考え方は変えていく必要がある。 

 

■「毎日『すまんな』と言うのにくたびれた」と 

 新聞にこんな投書があった。デイサービスセンターに勤めている女性だが、ある時８９歳の女性の

愚痴が聞こえてしまった。「毎日、『すまんな、すまんな』と言うのにくたびれた」と。これはいけな

いと、女性は翌日、自分の赤ちゃんを連れて出勤し、その人に赤ちゃんの世話をお願いした。その人

は大喜びで、女性はその後も赤ちゃんを連れて出勤しているという。 

⑴認知症の入所者が在宅の認知症の人を訪問 

 大分県にある老人ホームが、施設の社会活動の一環として、施設スタッフによる在宅高齢者の訪問

活動を行っていたことがある。対象は認知症の人で、せっかくなので施設に入所している認知症の人

も連れて行ってみようと考えた。そうして選ばれたのが、施設でも最重度の人だった。その女性は、

自分が施設にいることもわからなくなっていて、息子が来ても「この人はだれ？」と言うのである。 

いざ訪問してみると、在宅の認知症の人が同じ話を繰り返しても、訪問した認知症の女性は何度で

も熱心に聞いてくれるので、会話はスムーズに続く。また、「いつも押し入れに入れられているけど、

今日はあんたが来るから出してくれた」と在宅の人が打ち明ければ、「だけど、あんたはまだいい方だ

よ。私なんか施設に入れられちゃった」と施設の女性。これには職員がびっくり。「正常」に戻ってい

るじゃないか！ 慰められた方は、「今日は気分がいい。また来ておくれよ」。 

 本人にこれほど劇的な治療効果があるのだから、これからも認知症の人を連れて行こうということ

になった。しかもその日、特に症状の重い人を選りすぐって、である。入所者への治療効果を狙うな

ら、本人を担い手の側に据えることが最善なのだ。 

 

■アルコール依存症の人が依存症の仲間に「酒はやめなさい」 

担い手になりたい 
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 欧米では、問題を抱えている人に、他の人を指導したり、尽くす活動を提供することが一般化して

いる。アルコール依存症の人に、他の依存症の人の指導をしてもらう。タバコをやめられない人に、

他の人がタバコをやめるように指導してもらう。すると、振り返ったら自分もやめていた。 

 自分の頭のハエも追えないくせにと言われそうだが、その反対で、自分の頭のハエが追えない時は、

当面は他の人のハエを追えばいいのだ。 

⑵要援護者ほど「社会活動」が不足している 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これは「その人らしい生活」の項でも紹介した「豊かさのダイヤグラム」だ。ちなみに、老人ホー

ムに入所している人の一般的な充足度を測るとしたらどうなるだろうか。５段階で評価すると、「家庭

夫婦」は、娘や孫がたまに面会に来る程度という人が多く、ゼロか１に近いだろう。「趣味」はある程

度なら施設で活動しているはずだから３ぐらいか。「健康」は良いとは言えないし、入所費用がかなり

かかるので「お金・仕事」も低い。「友達」も、住み慣れた地域での人間関係が失われ、意外に少ない。 

だが特に問題なのが、「社会活動」である。そういう活動の機会がないというだけではない。いつも

職員に世話をしてもらうことで、心の貸借対照表は大きくマイナスに傾いている。つまりサービスを

受けている人ほど、最も欠けているもの、そして真っ先に充足させなければならないのが「社会活動」

だった。 

男性がデイサービスに誘われると「俺は行かない」と言う。ならばどうしたら行ってくれるのかと

妻が尋ねると、「ボランティアをするのなら行く」と答えるそうだ。 

 

家庭・夫婦 

趣味・学習 

健康 

お金・仕事 

友達 

社会活動 
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⑶担い手と受け手の区分けをなくす 

■デイ利用者をスタッフに取り立てた！ 

サービスの利用者とスタッフの区別を取り払ったデイサービスセンターもある。認知症で利用を始

めた男性。世話焼きさんで、利用者の面倒を見ている。これに目を留めた所長が、デイのスタッフに

取り立てた。「利用者の気持ちがわかるスタッフ」としていい役割を果たせるのではと所長は考えた。 

といっても、認知症は進行する。そこで、両者の話し合いで、いずれは利用者に戻るということも

話し合った。その時には「スタッフの気持ちがわかる利用者」という役割を担ってもらえる。 

 

■デイサービスではなく「工務店」 

東京のある若年性認知症の人向けのデイサービスセンターが、利用者のこんな願いに応える策を打

ち出した。看板には「工務店」とある。利用者は「出勤」をして、そこでガチャン。タイムカードを

押す。作業服らしい服装に着替え、名刺ももらって、「○○さん、今日は保育園へ××の修理に行っ

て下さい」「あいよ、引き受けた」となる。 

最近話題の「面白いデイ」。大抵はサービスの仕方が面白いというものだ。元キャバレーでデイとか、

カジノ風のデイとか。それらはいずれも、これまでのサービスのあり方と基本的には変わらない。 

しかしデイを工務店にするというのは、根本のところからの発想転換が行われている。担い手と受

け手を区分けしない。先ほどの利用者をスタッフに取り立てるという手法も、担い手と受け手の区分

けをなくすあり方だろう。それ以上に、そこでは福祉が行われていることさえも消し去っている。こ

れが福祉のめざす最終目標なのではないか。 

⑷「サービス」と「助け合い」は対極にある 
「サービス」という言葉とその概念は、担い手と受け手を峻別することが基本にある。ここから今の

福祉の問題が生まれた。サービスをすれば相手は喜ぶはずだという単純な考えが広がり、だから要援

護者を何らかのサービスに当てはめれば、これで一件落着と考えてしまう。「毎日『すまんなすまんな』

というのにくたびれた」というデイ利用者の嘆きの言葉を重く受け止めなければならない。住民の世

界では、一方的な善意のやり取り、「サービス」は認めない。あくまでも「助け合い」だ。 

 当事者からしたら、ただ一方的に善意を受け取るのは、誇りを潰される危険なあり方だ。そこで当

事者としての主導権を確保しながら、場合によっては、適切なお返しをしたり、その他あの手この手

で、誇りを潰さない手立てを考える。ご近所ではそうした助け合いが日々展開されている。 
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＜発想➆＞ご近所福祉の充実を 
 当事者発として①福祉の主役、②福祉のレベル、③福祉の内容、④福祉の担い手につ

いて当事者が望んでいることを６つ提示した。これにもう一つ加えなければならない。

⑤福祉の現場である。当事者は福祉をどこでやってほしいのか。それは「ご近所」だ。 

⑴当事者の行動半径はご近所に限られる 
 １０頁のマップを再度見ていただきたい。夫婦共に要介護の女性が、ご近所さんにいろいろお願い

している。「あなたはゴミ出し」「あなたは草取り」「あなたは私を運んで」と。女性がお願いしている

範囲に注目してほしい。自宅からほんの近くの人たちである。これが要援護者の行動半径なのだ。 

 今度は下のマップを見ていただきたい。これは下巻にも載せているマップだが、認知症の女性が毎

日、自分が選んだ足元の各種グループに「入れて」と行っていた。こうすることで彼女は、「自分らし

い生き方」、自己実現を図ろうと

している。 

 注目していただきたいのは、

彼女の行動半径である。自宅か

ら徒歩でほんの僅かの距離に、

これだけ「自己実現の場」があ

った。だから彼女はそこへ行け

るのだ。 

 私共はこの範囲を「ご近所」

と命名している。およそ５０世

帯の範囲だ。 

 もし全国で、ご近所毎にこう

したことが楽しめるようになっていたら、それこそが当事者にとっては理想の福祉ということになる

が、実際はそうなっていない。大抵はこういうお楽しみ活動は自治区（数百世帯）か、それよりもっ

と広い校区や市町村圏域で提供されている。それは担い手主導で福祉が行われているからだ。 

 

■マップで「ご近所福祉」の材料がそろう 

 ご近所が当事者にとって好都合なのは、ここに世話焼きさんという人材がいることもある。ご近所
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は人材の宝庫なのだ。しかも身近な場だから、当事者自身が助け手を掘り起こして活用できる。困っ

たことがあれば、それがよく見えるから、世話焼きさんも来てくれるし、隣人の誰かが見守ってくれ

る。 

 このご近所で支え合いマップづくりをすれば、当事者の動きや、その人がだれを見込んでいるか等

が見えてくる。マップづくりについては下巻で扱っている。当事者にとって最も重要な現場は「ご近

所」であり、このご近所福祉を充実させることが、絶対に不可欠なのである。 

⑵当事者の「意向」も行動で読んで対応 
 マップによって当事者がどのように動いているのかも見えてくる。本人は何をしたいのか、そのた

めに誰にどんなことを頼みたいのか、読み方によっては見えてくる。当人の意向を忖度して対応すれ

ば、それが「よき活動」になるわけだ。 

 というのは、「福祉の主役は当事者である私だ」の項目で、「当事者が主役としての行動を果たせな 

い場合にどうするか」という点に

ついて、「周囲が本人の意向を最大

限に尊重する」と書いた。 

これは、ある孤独死した女性に

ついてのマップである。民生委員

と見守りボランティアが訪問して

いたが、この２人を拒否していた。

だが、ご近所の人によく聞くと、

彼女も２人は見込んでいた。特に

彼女の斜向かいに住む人には「何かあったらお願いね」と言っていたという。それでなぜ孤独死にな

ってしまったのか。斜向かいの人がその後引っ越していたからだ。だから民生委員は、自分が当人に

見込まれないことを嘆くのではなく、当人が見込んでいる人を探して、その人と繋がっていればよか

ったのだ。 

⑶当事者のいる「ご近所」へ限りなく近づく 

■第１層を拠点に「アウトリーチ」？ 

地域福祉関係者がよく使う言葉に「アウトリーチ」がある。できる限り当事者の方へ近づこうとい

うことか。しかし現実には、福祉関係者はほとんど第１層の福祉センター辺りにいて、そこからニー

ズ調査をし、サービスを作り、住民にやってもらう場合は人材を養成し、組織を作り、活動してもら

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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う。当事者については、このサービスを受けたい場合はセンターまで来てください、ということだ。

ところがその当事者は４層の「ご近所」にいる。あまりに遠い。 

 活動家の市民も、わざわざ第１層まで出かけて、そこでサービスを作り、当事者を呼び寄せている。

ふれあいサロンや相談活動、居場所づくり、みんな同じ方法である。 

 

■最終目標へ向けての「５段階」が見えた 

 ある地域で開かれた地域福祉推進セミナーで、いくつかの活動グループの発表を聞いていて、関係

者が当事者（ご近所にいる）に近づくためにどんな努力をすべきかが見えてきた。その過程を５段階

で見てみよう。 

＜第１段階＞現在一般的なのは、主宰者が定めた場所に相手を引き寄せるという方法。これが出発点

だ。大抵の活動グループはこの方法を取っている。 

＜第２段階＞そこからまず一歩踏み出すとしたら、どうなるか。「（相談活動も含めた）居場所」作り

をしているグループがやってみたのが、スーパーマーケットを利用することであった。「人を集める」

のではなく、すでに「人が集まっている場」に居場所づくりをすることにしたのだ。 

＜第３段階＞対象者が集まる場所はスーパーマーケットだけではない。そこで、スーパーに限定せず、

人が集まりそうな場を次々と「居場所」にしてしまうという方法だ。 

＜第４段階＞次の段階は、自分たちの拠点から離れて、さらに対象者へ近寄っていく。できれば第３

層（自治区）まで。 

＜第５段階＞その次は対象者のご近所まで出かける。その場合は、主宰者たちがその居場所を仕切る

必要はない。むしろご近所さんたちの手で行われるような支援をすればいい。もう一つは、対象者が

主体的に居場所を作り、運営するように支援する。当人と近隣住民が一体となっての居場所づくりで

ある。 

 

 

 

 

 

 

 アウトリーチを発展させていくと、このように、①限りなくご近所へ近づくとともに、②対象者と

担い手が一体となっていく。そして③ご近所の人たちの手で仕切られるのではないか。最終的に④当

事者が主体的に実施することになる。 

対象者 主催者 隣人 

居場所 

対象者とご近所さんが居場所づくり。 

それを後方支援。 
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＜発想⑧＞当事者を軸にネット 
 当事者発として８つ目の発想があった。テーマで言えば⑥ネットワーク（連携）。推

進者主導では、軸になるのは推進者だが、当事者発だと、逆に当事者を軸にネットを

組むべきなのだ。すると、どういうことが見えてくるか。 

⑴地域とデイと施設が相互に切れている 
次頁のマップを見ていただきたい。このご近所には目立った要介護者がいなくて、住民も「ここは

いい所ですよ」と言っている。ところがデイサービスを利用している人に印をつけると、こんなにい

た。施設に入所した人を聞いたら、もっといた。 

 ここはふれあいサロンが盛んで、たくさんの人が参加していた（●印）。しかしデイ利用者は１人し

か参加していない。ここに限らず、ふれあいサロンは一般的に「元気な人の集まり」と割り切ってい

て、デイを利用する人はもうメンバーではないと考えてしまう。しかしデイを利用している人は、自

分もサロンの仲間になりたいと思っている。 

 だからデイ利用者本人を軸に考えれば、当然サロンにも受け入れるべきだと考えられるのではないか。 

 

■入所者を軸に考えれば、里帰りもサロンも 

施設入所者についても同じことが言える。このご近所の施設入所者についてよく聞いてみると、「家

に帰りたい」と言っている人が１人いた。週に２回里帰りさせている家族もいる。毎日施設に訪問し

ている家族もいた。施設に入所しても地域と繋がっていたいと本人は願っているのだ。 

だから、入所者本人を軸に考えれば、当然のことながら、施設は里帰りを支援したり、その際に地

元の人に自宅を訪問してもらったり、あるいはその時にサロンに参加できるようにするべきなのだ。 

ところが今は、家族、サロン、施設の三者とも、相互に切れている。施設に入ったら、それぞれが

「一件落着」だと思う。本人ではなく、こちら側を軸に考えるからだ。 

サロンのメンバーも、施設に入った人は「もういない人」と見るのでなく、施設に行って訪問型サ

ロンを開くなど、その人が参加し続けられる方法を考えることができるはずだ。しかし現実には、そ

ういうことを考えるサロンはないだろう。むしろ「とんでもない発想」と言われてしまう。ネットの

軸をどこ（だれ）に置くかで、こんなに違ってくるのだ。 

それにこの地区の人は皆、老人クラブに登録されているという。入所している人もメンバーだとい

う。ならば、イベントの時は入所しているメンバーも連れ出してあげるべきだ。これもまた、本人を



 

42 

 

軸に考えれば当然出てくる発想なのだ。 

 

■施設と地域を自由に往来できる仕組みを 

この地区でマップづくりをしていて、もっと怖いことに気づいた。この地区には、いわゆる要介護

者がいない。みんなデイか施設に「出払って」いる。それはわかるが、それでもおかしい。地域には、

かなりの要介護になっても、自立生活をしている人がいる。認知症で一人暮らしという女性が、頑張

って生きている。そういう人がいないということはどういうことか。まだ要介護度が低いうちにデイ

や施設に行ってしまっているということではないか。もっとデイや施設、サロン、老人クラブなどを

柔軟に往来できるようになれば、こういうことはなくなるはずである。本人を軸にした地域福祉の仕

組みをつくるのだ。 

 こういうことが実現できれば、施設に入所していても、地域で生きているという感じも持てる。今

は「逆デイ」と呼ばれるように、施設に入所しながら、昼間は地域で暮らしたり、地域のグループな

どに参加するあり方も広がりつつある。 

今、地域福祉で難題なのがネットワークだ。なぜそんなに難しいのか。関係者それぞれが、自分の

組織を中心に考えるからだ。そうではなく、当事者一人ひとりを軸にして、周りの資源をどうつなぐ

かと考えればいいのだ。当事者の福祉を実現するには、それぞれの組織の都合ばかりを考えていられ

ない。自然、例えば施設入所者を地域のサロンや趣味グループ、老人クラブなどが受け入れるにはど

うすればいいかといった、現在は全く考えられていないテーマが現実的な課題として出てくるのだ。 

デイ 

入所 

妻 毎日訪問 

週２回里帰り 

家へ帰りたい …サロン 

参加者 
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関係資料一覧 
本研究所の発行物で、本書と直接間接に関係しているものを抜き出しました。本研究所のホームペ

ージからご自由にダウンロードできます。 

＜当事者発＞ 

⒈福祉の主役は当事者である私だ ➊「当事者発の福祉」➋「助けられ上手のすすめ」➌「自助の手帳」 

⒉私が欲しいのは、普通よりはるかに高い福祉だ ➊「ベンツに乗ったネタキリロージン」 

⒊私がめざしているのは「自己実現」なのだ ➊「要介護でも豊かさ満開作戦」➋「要援護者のお楽しみに乗る」

➌「豊かさダイヤグラムを使った要援護者への関わり方」 

⒋私の障害はじつは「才能」だった ➊｢障害は才能だった｣ 

 

＜住民発＞ 

⒈これが住民流だ ➊「ご近所パワーで助け合い起こし」➋「ご近所さんの助け合い百科」➌「助け合い上手テ

スト」➍「孤独死も防げる住民流見守り術」➎「災害に強いまちづくり」➏「助け合いのまちはこうしてつくる」

➐「助け合いを考える６０のヒント」➑「地域協働入門」 

⒉ご近所で助け合い ➊「ご近所型・生活支援入門」➋「ご近所発の地域福祉」 

⒊おつき合い革命 ➊「おつき合い革命」 

⒋支え合いマップでご近所を見える化 ➊「支え合いマップづくり入門」➋「民生委員のための支え合いマップ

入門」➌「支え合いマップづくりは新しい地域福祉の実践だった」 

⒌脱・ボランティア（ソーシャル） ➊「ボランティアからソーシャルへ」➋「シニア男性の地域デビュー入門」 

➌「銭形平次はボランティアだった」➍「ボランティア仕掛人ハンドブック」➎「認知症サポーター・１０の役

割」➏「住民流・福祉教育入門」 

⒍「接点」を生かす ➊「サロンで地域福祉ができる」 

⒎入れてあげる・切らない ➊「老人クラブのためのお楽しみ手帖」」 

⒏世話焼きさんを登用 ➊住民流・民生委員活動の手引き」➋「町内会の新しい役割」 

⒐本義主義➊「わが社にピッタリの活動さがし」➋「粋な計らい－公務員の本業ボランティア」 

 

①本書の発想がその後どう発展しているか、またその後どんな新しい発想が生まれているかについて

は、本研究所のホームページ上で発行するウエブマガジン「夢通信」をお読みください。 

②本書の各発想をもっと詳しく知りたい方は、各論版をホームページ上からダウンロードできます。

今後も随時、新しい冊子を追加していきます。 


