
 

 

 
 

 
 

 

 

＜下＞“住民流”が夢見る世界 

●住民流はどんな福祉、どんな取り組み方をめざしているのか 

 

⒈「住民」とは誰か？ 

⒉「住民流」とは何か？ 

⒊住民流の仕掛け方 

⒋サービスの「住民化」 

⒌スロー革命 

⒍「住民流」理解のために 
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⒈「住民」とは誰か？ 
本書では「住民」という言葉をあちこちで使っているが、その「住民」とは誰のこ

となのか。福祉に関わるという意味での「住民」には２種類ある。 

 

 

 

 

 

 

⑴住民流を体現する住民 

 本書で言う「住民」とは誰のことなのか。向こう三軒で助け合いをしている人も住民、ふれあいサ

ロンを運営しているボランティアも、町内会福祉部の役員も、校区社会福祉協議会の運営委員も、企

業の経営者もサラリーマンも、小学生も、みんな一応「住民」ではある。 

 ただ、本書では「福祉に関わる住民」と限定して考えている。そうすると、２種類の「住民」がい

ると考えられる。１つが一般住民で、以降に紹介する「住民流」を実践している人。大抵の人はご近

所という場所では、無意識のうちに住民流で行動しているはずである。  

 ２つ目は、福祉関係者と同じ意識で活動している住民だ。ニーズに取り付き、活動を立ち上げ、グ

ループを作り、対象者を集め、サービスを提供する。それ自体、別に問題はないのだが、やり方は担

い手主導・推進者主導になる。本書では、当事者主導・住民主導をめざしているので、こちらの住民

については、厳密には「福祉関係者」として考えることにする。 

⑵ご近所を出ると、途端に「関係者」の顔になる 

 私たちはご近所では一般住民の顔で行動するが、もっと本格的な活動のために町内や校区、市町村

圏域に出かけると、途端に「福祉関係者」の顔で活動を開始する。だから福祉に関しては、地域の大

部分の活動家は「住民」というよりは「福祉関係者」になってしまっている。 

 しかし世話焼きさんなどは、ご近所を出ても、基本の部分は住民流で行動する。その人たちがどん

な福祉をめざしているのか、どういう動き方を好ましく思っているのかを本書で整理してみる。 

①一般住民 

主に「ご近所」で行動 

②実質的には「福祉関係者」である住民 

ボランティア、ＮＰＯ、福祉推進員、校区社協役員 
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⒉「住民流」とは何か？ 
住民は、主としてご近所で、住民なりの福祉の流儀－「住民流」を育んできた。そ

のやり方は関係者流とは対極にある。住民と一緒に活動するなら、これを尊重する必

要がある。 

今の福祉体制では、当面の福祉課題にきちんと対応できていないことがわかった。それを解決する

ヒントになるのが住民の参加のあり方である。住民には一定の福祉力があるのに、うまく生かされて

いない。住民には住民なりの流儀があるのだ。以下に並べてみよう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

➊福祉サービスは１対１の関係の中で行われる。 

担い手主導の「対象者を何人かまとめてサービスを提供する」やり方は、相手を十把一からげに扱

うことだ。一人ひとりの願いや好み、ニーズの中身の違いは脇へ置いて、最大公約数的な部分を拾い

出してサービスを作る。だが住民は１対１でやり取りする。次のページのマップを見ると、そのやり

方で食事サービス（おすそわけ）や送迎サービスも実行できることが分かる。 

 

➋一方的なサービスではなく双方向。大抵はお返しがなされる。 

また、このマップを見ると、大部分の生活支援には「お返し」が行われている。食事のおすそ分け

をしてもらったら、畑で獲れた野菜でお返しをする。車で病院へ運んでもらったら、帰りにレストラ

ンで食事をし、その食事代をもつ。双方向だからこそ、次もお願いできるのだ。 

➍助け手は 

私が見込む 

➋双方向 

➊１対１ 

➌相性 

➑私的に 

➐天性主義 
(世話焼き) 

➎当事者で 
助け合い 

➏ご近所 
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➌一対一の関係は「相性の合う者同士」という条件もある。 

１対１の関係は、すべて相性の合う者同士で成り立っている。ご近所で継続的な関係を続けるには、

相性が合わねば駄目なのだ。見守りをするために「見守り隊」を作るケースが多いが、それは担い手

が勝手に見守る人と当事者を結び付けることだ。もし、自分の苦手な人が毎日見守りに来たらどうか。 

 

➍頼りにする相手は自分で見込む。 

当事者主導である。下のマップでは、デイサービスから帰ってきてから娘が帰宅するまでの間、「さ

みしい」とご近所の数名の家に出かけている（上部の９０歳女性）。当事者が「この人とこの人がいい」

と選択している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、上のマップをよく見ると、一人暮らしの人たちは、「いつも戸を開けている」「外へ向かって

声を掛ける」など、自ら見守られ努力もしていることがわかる。 

 

➎当事者同士の助け合いも頻繁に。 

同じマップで、一人暮らし高齢者（橙色）同士が見守り合っているのがわかる。マップ作りで数名
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の一人暮らしの人が隣り合って生活しているのを発見すると、ほとんどの場合、助け合いをしている。 

人々は普段は助け合いをしていないようでいて、じつはやっている。その１つが当事者グループで

ある。同じ種類の問題を抱えた人たちが連帯して、相談し合ったり、助け合いをしている。自分が知

られたくないことを思い切って打ち明けた者同士だから、助け合いは一気に進む。 

 

➏助け合いはご近所の中の更に小さな圏域で行われる。 

極小ご近所での助け合いである。大型世話焼きさんも、助け合い自体は各自の小さな圏域で実践し

ている。２８ページのマップを見ていただきたい。全体はＡさんという大型世話焼きさんが仕切って

いて、小ご近所毎に中型世話焼きさんが仕切っている。 

それはそれとして、実際に足元の人への関わりの状況を調べてみると、大型世話焼きさんのＡさん

も、直接関わっているのは自分の小ご近所内の人ばかりであることがわかる。だから助け合いは、じ

つは極めて狭い範囲内で行われていると見た方がいい。ご町内で助け合いを進めようとしても無理が

ある。数百世帯の広さで助け合いができるはずがないのだ。 

 

➐天性の資質の持ち主・世話焼きさんが主役になっている。 

前ページのマップでは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。大

型世話焼きさんの役割は、曖昧である。むろんそれぞれが足元の人の面倒を見ている。その線が何本

か引けているのがわかるはずだ。しかしそれだけではない。例えばこのマップで出てきた様々な事実

は、ほとんどがこの２人の世話焼きさんから聞き出したものである。つまりこれだけのことを知って

いるのだ（しかもここに掲載したのはマップの一部のみである）。地域を把握している程度が、他の人

とは明らかに違う。しかも他の人たちの助け合いにも何らかの関わりをしている。 

 

➑ご近所の助け合いは「私的」（プライベート）に 

福祉は公共的、社会的な営みと見るから、個人的な好みや相性などは考慮されない。担い手は天性

の資質よりも、研修によって育成する。活動は組織的に行い、個人的な活動は認めない。ところが住

民流では個々の私的な関係で福祉が行われる。今はご近所では公的な営みと私的な営みが錯綜し、場

合によっては衝突している。 

上巻３９頁のマップは、死後２週間で発見された女性だが、彼女は自分を見守る人を自分で選んで

いた。民生委員からしたら納得がいかないだろうが、なぜ当事者はこういう行動をとるのか。 

 民生委員は、訪問は公共的な活動だと思うから、自分が訪問したら相手は戸を開けるべきだと思っ

ていたが、本人はこれは私的な営みだから、私が見込んだ人にしか戸を開けないと考えていた。 
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⒊住民流の仕掛け方 
 住民には住民なりの都合がある。それに沿って働きかければ、住民のエネルギーが

開花する。活動のために福祉会館などに呼び集めるのではなく、職場や生活の場でで

きることを提案するというように。ここでは当事者と担い手の関係で説明していく。 

 推進者は両者の意向や願いを最大限に尊重しながら、助け合いや活動の仕掛けをしていく必要があ

る。「推進」の基本論を以下に図で示す。 

①当事者に対して 

➊本人は誰に助けてもらいたいのかを確認する。 

➋本人は何をしてほしいのかも。 

➌本人をこちらに来させるのでなく、本人のいる所に活動を持っていく。 

②担い手に対して 

➍担い手のいる所に活動を持っていく。生活や仕事の場からテーマを発掘し、そこで仕掛ける。 

➎担い手がやりたいことを活動にする。その人の特性・特技を生かした活動を提示。 

➏一番いいのは、本人が既にやっていることを生かすことだ。 

➐「あの人にやってあげたい」という相手と結ぶ。 

➑その人の活動者としての適性も考える。どんな資質を持っているか。また、当事者から見て「あ

の人にお願いしたい」という人を選ぶ。 

➒本人の一番強い力を引き出し、活用する。本業で生かしている力とか。 

③当事者と担い手の結び方 

➓両者の接点で活動が始まるようにセットする。 

⓫両者の相性も大切にする。相性が合わないとうまくいかない。 

⓬担い手と受け手が同じご近所に住んでいれば、これを生かす。 

⓭双方向の関係にする。担い手がサービスするだけではなく何らかのお返しが可能なようにセット。 

⓮住民の活動は１対１のペアの関係で行われる。 

④推進者の基本姿勢 

⓯推進者の指示に従わせようとしない。 

⓰相手を動かさない。あっちに行きなさい、こっちに来なさいとは言わない。 

⓱相手をまとめない。推進者側は大人数を集めることで成功と考えがちだ。 
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➊当事者の求める相手を活動者に 

➋当事者の求めることを活動に 

➌当事者の近くに活動を持っていく 

➍担い手の近くに活動を持っていく 

➎担い手のやりたいことを活動に組立て 

➏担い手が既にやっていることを生かす 

➐担い手がやってあげたい相手とつなぐ 

➑担い手の適性や資質を大事に→⑷天性主義 ①世話焼きさん ②女性を前面に 

➒本人の最も強力な力を生かす→⑸本業主義 ⑹家をひらく 

⓯こちらの指示に従わせない 

⓰相手を動かさない 

⓱相手をまとめない 

⓲相手を十把ひとからげに扱わない 

 

➓両者の接点に仕掛け→⑵組織をひらく①接点を生かす ②入れてあげる ③身内化作戦 

⓫両者の相性も大事に  ④予兆を捉える 

⓬ご近所で対面→⑴ご近所に極小コミュニティ 

⓭双方向の関係に 

⓮１対１のペアで 

当事者 

担い手 

推進者 

 

→⑶「ソーシャル」 

＜注＞⑴⑵⑶⑷⑸⑹の解説は、 

次ページ以降に。 

②マップでご近所を見える化 

①民生委員はミッドフィルダー 
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ご近所に極小コミュニティ 
地域の最小の圏域として「ご近所」がある。およそ５０世帯。ここでは住民流の助

け合いが百パーセント花開いている。当事者と担い手（住民）が日常的に出会ってい

る「ご近所」を助け合いの理想郷にすれば、当事者は大満足だ。 

⒈「ご近所で助け合い」の意味 
ご近所とはどこにあるのか、そこで何が行われているのか、その福祉的な意義は？ 

⑴地域には、圏域がある 
地域は市町村ごとに分けられている。その中は校区ごとに分けられ、その中に自治区がある。自治

区の中に「ご近所」という圏域もあった。 

 

 

 

 

 ところが今の地域福祉は、とにかく第１層でサービスを作れば、ニーズはやって来るという考えだ。 

要援護者はその身心の状況から、ご近所（５０世帯）から出ることが困難だ。ところがほとんどの

福祉活動は、自治区（数百世帯）単位に実施されている。老人会もふれあいサロンも、趣味活動も、

見守り活動も。そうなると、要援護者を抜きにした福祉活動と言わねばならない。 

⑵「ご近所」の発見 
 地域の最小圏域として「ご近所」があった。私共は全国で支え合いマップづくりをしていて、人々

は無意識におよそ５０世帯程度で寄り集まり、助け合っていることを発見した。人々はこの程度の規

模でしか助け合えないと認識しているようなのだ。 

①「ご近所」はどこにある？ 

次のマップは長野県内の数百世帯の自治区。ここで活躍中の世話焼きさんに聞いてみた。「こんなに

第４層 

ご近所 

第３層 

自治区 

第２層 

校区・地区 

第１層 

市町村 

＜解説１＞ 
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広い地域の福祉問題がよくわかりますね」。彼女

は「とんでもない。私が見えるのは足元だけ」

と自宅周辺を点線で囲った。ここが「ご近所」

で、彼女はそれを意識していた。その他の「ご

近所」は、それぞれ問題が見える人を探して、

アンテナ役になってもらっていると。 

 

②「ご近所」とはどういう所？ 

 ご近所は福祉的な意味でどういう所で、その

存在にどういう意味があるのか。 

➊ここに当事者がいて、ここから出られない。 

ご近所の助けを得ながら自立生活をしている。

だからご近所福祉を真っ先に充実してほしいと。 

➋ご近所には世話焼きさんが集中している。 

世話焼きさんは基本的に他の層では広すぎて活躍できない。ご近所は人材の宝庫と言える。 

➌ご近所が唯一の「顔が見える」圏域。 

だから助け合いには最適の圏域である。 

➍ここで「住民流」が発揮されている。 

 住民流（後述）が主として実践されているのがご近所。 

 

③ご近所福祉の利点は？ 

 ご近所福祉の利点は、以下の通りである。福祉の現場として、有利な点ばかりだ。 

 ➊当事者がここにいて足元の人を活用している（活用しやすい）。 

当事者自身が必要な資源を発掘し、活用するのに都合がいい。 

 ➋世話焼きさんがいて、連携して当事者に関わっている。 

  資源が豊富である。世話焼きさんはご近所でしか活躍できない。 

 ➌足元の福祉課題に気づきやすい。問題が小さいうちに対処できる。 

  ニーズが見えるのは極めて小さな範囲だ。ご近所なら見えやすい。 

 ➍日常生活の中で関われる（わざわざどこかへ行く必要がない）。 

  これならご近所さんの全てが担い手になりうる。 

 ➎２４時間、いつでも対応できる。緊急事態に即応できる。 

超大型世話焼きさん 
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  夜中でも駆けつけられる。要援護者の自立生活がこれで可能になる。 

⑶ご近所の福祉力を強めるために 
 ご近所の助け合い力はまだ弱い。これを強めていくには、様々な角度から取り組む必要がある。 

➊当事者の「助けられ力」を強める 

 ご近所は当事者主導の世界。ならば当事者が主体的に必要な資源を自力で発掘・活用する力を育て

ていく必要がある。それは当事者にとっても好都合だ。 

➋家族・親族の結束力を最大限に活用 

日本ではまだ、良くも悪くも「身内文化」が生きている。身内のネットワークを最大限生かす方法

も考えるべきだろう。 

➌活動グループがご近所へ戻って助け合い 

地域の様々なグループは、主目的の活動はしても、助け合いはあまりしていない。しかし、ご近所

に戻ってからも仲間同士で関わり合えば、助け合いの機会が生まれてくるはずだ。 

➍自治区の活動家はご近所へ戻って活動を 

 自治区で求められているのは、一つにはご近所の助け合い活動のバックアップであり、次いで難問

については上層圏域の関係者に繋げること。そしてもう一つは、自治区で活動している人たちが、各

自自分のご近所に戻って、ご近所活動に参加することである。 

➎ご近所に住む保健福祉のプロを生かす 

ご近所には保健福祉関係者もいる。その人たちが足元の福祉課題にも住民として関わってくれれば、

ものすごい資源になる。 

➏家庭介護経験者がご近所に数名はいる 

 ご近所毎に、家庭介護の経験のある人が数名はいる。この人たちも大事な介護資源になる。 

➐当事者同士の助け合いを応援 

一人暮らし高齢者の家が数軒かたまっていると、特に女性の場合、必ずと言っていいほど助け合っ

ている。ご近所単位のグループなら、普段の生活の中で愚痴を言い合ったりはできるのだ。 

➑気になる要介護者にはプロと役割分担 

サービスから外れた人たちには、住民が関わる必要がある。ご近所圏で住民によるケア会議を開き

ながら、住民の手の負えないケースについては関係機関と一緒に関わればいい。 

➒法人が連携してご近所を支援 

 地域にはたくさんの福祉事業所や福祉施設ができている。一つのご近所圏域でマップを作ると、そ

の内外に複数の施設が見つかる。彼等がご近所の要援護者の支援に関与できないか。 
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➓世話焼きさんを中心にご近所福祉推進体制 

 ご近所福祉がなかなか強まらない最大の理由は、ご近所福祉を責任を持って推進する体制ができて

いないことだ。そろそろ民生委員等も、世話焼きさんたちを前面に押し出すべきである。 

⑷ご近所に「極小コミュニティ」を作ろう 
 ご近所は唯一の「顔が見える」圏域だ。つまり助け合いをするにはここでないと駄目なのだ。自治

区や校区で助け合おうと言うのは、無理がある。当事者にとっても、助け手を足元で探せるし、世話

焼きさんも複数いる。少なくとも当事者の側からすればベストの圏域なのだ。 

ところが私たちはこの圏域で助け合おうという意思はない。そういうことは「ご近所を出て」他の

場所でやるものと思っている。ご近所は困った時に頼る場所ではなく、ただ寝るために帰って来る所

だ。なんとももったいない話で

はないか。 

 右のマップでは、認知症の女

性が毎日、足元のあちこちを訪

れて「私も入れて」と言ってい

た。足元にあるからこそ、行く

ことができる。こういう活動が

ご近所毎に行われていれば、当

事者にとって理想のご近所にな

る。 

 この際、ご近所をそういう圏

域にしたらどうか。そこで人々

は人間らしく豊かな生活ができる最小圏域、まさに極小コミュニティである。ご近所毎に正式な公民

館をつくる必要はない。住民の自宅で趣味活動が行われて、そこに要援護者も受け入れられれば、そ

れでいい。 

 私たちにとって、コミュニティの最小単位はせいぜい自治区だろう。しかし、だれもここで助け合

おうとは考えていない。ならばご近所を、人々が豊かな生活を享受し、ふれあいも助け合いもできる

コミュニティにしていくということを新たな目標にしたらどうか。本書は２つの目標を設定した。①

当事者発、②住民発。これにもう一つ加えるなら、③ご近所発ということになる。 
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⒉民生委員はミッドフィルダー 
民生委員が果たす役割は極めて重要だが、いま求められているその役割とは？ 

⑴「フォワード」から下がろう 
 民生委員は、１人で複数のご近所を担当しながら、サッカーで言えば「フォワード」として、その

中の要援護者一人ひとりに直接関わっているが、その荷は重すぎて、なり手不足という問題を招いて

いるし、ご近所さんは足元の要援護者に手を出しかねている。これからは、要援護者に関わる役をご

近所さんに手渡し、民生委員は一歩後ろへ下がって、複数のご近所の司令塔として活躍してもらおう。 

 

 

 

 

 

 

 

司令塔、つまり「ミッドフィルダー」には、ご近所さんの活動支援だけでなく、マップで出た課題

のうち、住民の手に負えない部分を、ふさわしい圏域に振り分けていく役割もある。 

 また、１つのご近所で出てきた取り組み課題の多くは、他のご近所にも共通している。それを、ど

こにでも適用できる形に一般化（マニュアル化）して広げていくことができれば、すべての層が参加

した、文字通りの地域福祉活動になる。 

⑵地域福祉の要（かなめ）は第３層だった 
第３層が有利な理由は、第１層にも第４層にもつながれること、特に第４層（ご近所）に足を運べ

ることがある。当事者はご近所に住んでいる。そこでニーズを発信している。そのご近所に頻繁に顔

を出して、直接当事者に接触したり、当事者に関わる世話焼きさんと連携することで、上の層に繋げ

るテーマが浮かび上がってくるのだ。 

だから同じ３層にいる人でも、民生委員のように日常的にご近所に足を運んでいる人でないと、こ

の仕事は勤まらない。同時に第２層や１層にも足を運んで、下からのニーズを直接伝える相手を持っ

ている必要がある。地域福祉の要（かなめ）にいるのは、第１層や２層ではなく、第３層の人なのだ。 

第２層 

（校区） 

第１層 

（市町村） 

第３層 

（自治区） 

ご近所 

ご近所支援役（ミッドフィルダー） 

世話焼きさん 
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町内会は独自に福祉事業をしているが、できればそれに加えてミッドフィルダーの役も担ってほし

い。傘下のご近所の「コミュニティ」づくりの支援をするのだ。 

 

■ご近所福祉を応援し、ケアマネとも連携 

 下のマップでは、辻川さん（右上）がミッドフィルダーの役割を果たしていて、蒲さんと２人で、

ご近所福祉活動を応援している。毎月、このご近所の有志（世話焼きさん・●印）が足元でどんな活

動をしているかを発表し合う。 

 ある時、推進会議で困難ケースが出てきた（★印）。９４歳の妻が入院し、残された９６歳の夫が、

昼間一人暮らしになったが、ショートステイは拒否している。そこで話し合った末、本人が見込んで

いる近隣の４人（神保

さん、佐川さん、山川

さん、新島さん）が、

日常の世話をするこ

とになった。薬を飲む、

配食の配膳、デイの準

備、クーラーの調節な

ど。それで大変な部分

は、ケアマネに参加し

てもらってケアプラ

ンを立ててもらった。

毎日ヘルパーが入る。

水曜はデイ。土曜と日曜は息子が担当。そして住民とケアマネと息子の役割分担をまとめた、毎月の

予定表を辻川さんが作成している。 

 

■住民とプロの協働はミッドフィルダー主導で 

 これを見てわかってきたのは、一口に「協働」と言っても、これをプロの側から働きかけるのはか

なり難しいということだ。守秘義務の縛りがあるし、業務の一環で動いているのだから、その中で住

民と連携するというのは、余程その気でないと、ケアマネも動かない。 

 それよりも今回のように、民生委員のような（辻川さんは一般住民だが、１５０世帯の範囲を行動

半径にしている）ミッドフィルダーが、両者に働きかけた方がうまくいくようだ。協力を求められれ

ば、ケアマネもある程度は対応できる。 

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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⒊マップでご近所を「見える

化」 
地域の助け合いは見えにくい。住民は見えないように助け合っているからだ。とこ

ろが支え合いマップを作れば、たちどころに見えてくる。 

⑴支え合いマップとは？ 
 今から２０年ほど前、私は地域の実態把握のための手法

として、支え合いマップづくりを発案した。 

私共の「支え合いマップ」は、要援護者だけでなく、そ

の人に誰が関わっているかも調べる。ご近所の課題ととも

に解決のヒントも探す。それをもとにご近所さんの手で解決努力をしてもらう。 

⑵支え合いマップのつくり方 
➊支え合いマップは「ご近所」ごとに作る。５０世帯程度がマップづくりの最適範囲。 

➋ご近所内に在住する住民、５人程度に集まってもらう。 

➌気になる人・ことを探し、関わる人と線で結ぶ。まったく線が入らないのが孤立者。 

➍問題解決のヒントもマップから探す。誰かが解決行動を取っている。それをヒントに活動案を出す。 

➎問題解決はなるべくご近所内の人材で。外に持っていくとご近所内で助け合う機運が生まれない。 

➏問題解決にはできる限り住民の手で取り組む。関係者も住民の手で行われるように指導、支援する。 

➐難しい課題は各層に振り分ける。課題ごとに、取り組むにふさわしい層に渡していく。 

⑶なぜマップづくりが必要なのか？ 
ご近所の助け合いを推進するためには、まず、そのご近所の助け合いの実態を探る必要があるが、

その助け合いの実態は見えにくい。水面下で行動するのが住民のルールだからだ。それが、支え合い

マップを作ると見えてくる。ご近所内の住民数名が集まって情報を集約すると、要援護者とその人に

関わっている人を一緒に把握できる。 

■マップづくりは新しい地域福祉の実践だ 
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 前述の通り、今の福祉は第１層に足場を置き、そこで地域福祉のほぼすべてをやってしまう。ニー

ズはアンケート調査や住民懇談会の結果から推測し、対応したサービスを作る。人材も担い手が集め

て養成し、組織化する。サービスは、困った人がこの層まで上がって来ることを前提としている。 

 一方、マップを作るということは、それとは全く違う福祉を実践することだ。およそ５０世帯のご

近所毎に、マップで要援護者や、その人に関わっている人を掘り起こし、それを邪魔しないように支

援する。できるだけご近所さんの手で問題を解決してもらう。第４層のご近所を中心にした福祉を推

進するのだ。そして難問は上層へ上げる。ボトムアップ方式の地域福祉と言える。 

⑷支え合いマップで見えてくるのは… 
 支え合いマップを作ると、どんなことが見えてくるのか。例えばこのマップは都内の団地で作った

見守りについてのマップだが、一言で見守りといっても、様々なやり方で行われていることが分かる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａケース。この男性は誰にも見守られていないと言うが、マップ作りの場で、彼を見守っている人は

いないかと聞いたら、じつは彼の左右と階下に住む３人がさりげなく見守っていることがわかった。 

Ｂケース。この８０歳の女性は、出かける時は左隣の人に「カギを預かって」とお願いしていた。当

事者が助け手を自分で探し出し、活用している。 

Ｃケース。一人暮らしの女性が３人、隣り合わせに住んでいて、見守り合い、カギも預け合っていた。

買い物は３人で一緒に。このように要援護者同士が助け合うパターンもある。 
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Ｄケース。この棟全体の助け合いを仕切っている大型世話焼きさん。ほとんどの要援護者の情報を持

っていた。普段面倒を見ている相手が４人いて、５人の中型世話焼きさん（青い星印）と連携してい

た。 

＜解説２＞組織をひらく 
 地域はたくさんの組織・グループでできている。その複数に私たちは所属している。

住民が気軽に参加できる活動といえば、まず自分の所属組織でできることがある。 

 

⒈接点を生かす 
 地域では毎日どこかで福祉問題が発生している。それらは必ず、私たちが所属して

いるいずれかの組織に近づいてくる。あるいはそこで発生する。ならば、その組織に

所属している人が、そこで活動しながら関わればいいのではないか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭 ご近所 

町内会 

老人クラブ 
婦人会 

趣味 
グループ 

学校 職場 
（企業・公務員） 

ＪＡ 
生協 

子ども会 

・庭を花いっぱいに 

（オープンガーデン） 

ボランティア 

グループ 

・ご近所に戻り助け合い 

・遅れた人の指導 

・認知症の人も仲間に 

・虐待家庭訪問 

 

・親の介護を社会化 

・夫の地域デビュー 

・ついでに独居高齢者

宅の草むしり 

・粋な計らい 

 

（児童生徒） 

・障害児も仲間に 

 

・高齢者宅でお茶飲み 

・ご近所の犬の散歩 

地域社会 
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⑴組織ごとに多様な活動の機会が 
前頁の図の、小さい円が、私たちが地域で所属している組織の数々。その一部が大きな円に重なっ

ている。大きな円が地域社会。重なっている部分で地域社会との接点ができる。そこに地域のニーズ

が近づいてきているし、資源も近づいている。これをどう利用するか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その中の１つの組織を拡大してみたのが、上の図だ。弧状（点線）になっているのが地域社会。中

型の円が組織。点線より右が地域との接点。ここには３つの活動テーマが書いてある。１つは地域か

ら福祉問題が近づいてきた。それを接点で捉える。２つ目が、外から要援護者などが「入れてほしい」

とやって来る。この人を入れてあげる。または仲間が要援護になっても、退会させずに支える。３つ

目は、同じく接点で、何か大きな問題が起こる、その予兆が見える場合がある。それを捉えて、早期

解決につなげる。これだけのことができれば、素晴らしい。少なくとも接点では日々、そういう機会

が生まれているはずなのだ。一方で、点線の左側の●は組織内の要援護者。この人に仲間として関わ

ることもまた立派な活動である。「身内福祉」だ。 

 下の小さな円は、地域の福祉資源。この人が、場合によっては、この組織の対外活動の支援に回り、

場合によっては、体内活動の支援にもまわる。対外活動の助っ人としては、要援護者を仲間に迎え入

れる場合の、移送や介助を担当してもらう。 

⑵地域との接点で活動の機会が待っている 
 では、この接点での活動とは、具体的にはどんなことができるのか。実例を示してみよう。 

福祉問題が近づいた 

接点で関与 

組織内の 

要援護者 身内への福祉 

予兆を捉える 

入れてあげる・切らない 

外部資源の導入 
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➊小学生が、登校途中に一人暮らし高齢者宅のゴミ出し手伝い。 

 小学５年生のＵ君は、登校班の人数が揃うまでの間、ご近所の一人暮らし高齢者に「ゴミ出しあり

ませんか」と声をかけている。学校帰りも、一人暮らし高齢者宅に寄ってお茶を飲んでから家に帰る。 

❷駅前店が「両替ＯＫ」のサービス 

 京都・東寺駅前にあるケーキ屋で、会計の際に小銭がなく、１万円札を出した。おつりを待ってい

る間、なんとなくウインドウの上を見たら、なにやら立札がしてある。「お買いにならなくてもご遠慮

なく両替をお申し付けください」。駅前店には、買わないけど両替をしてほしいという人がよく来る。

普通ならそこで「お買いにならない方はご遠慮を」というところだが、この店長は逆に反応した。 

 ふと壁を見たら、「荷物を預かってあげます」とある。またその隣に「傘を貸してあげます」とも。

「招かれざる客」の面倒な要求をすべて叶えてあげていた。 

❸公務員の「粋な計らい」 

 病院勤務のＳ子さん。あるとき中年の主婦が診察に来て、末期のガンとわかった。最期を自宅で過

ごすことにしたが、そのためには電動ベッドや車いす、入浴サービスなどが必要だ。ところが彼女は

障害者手帳を持っていないのでサービスの対象に該当せず、今から申請しても間に合わない。 

何とかならないかとＳ子さんは、患者の地元の福祉課に電話をしてみたら、「全部ＯＫ」の返事。規

定に該当しなくても、条文の末尾に「その他、市長が特に認めたもの」とあり、この条項を利用するのだと。 

こういう「粋な計らい」は、公務員の「本業ボランティア」と考えていいのではないか。 

⑶自組織の中に、もう一つの活動テーマ 
 もう１つは点線に引っかかっていない部分。これが自分の所属組織内にあるはずの福祉ニーズ。そ

れに関われば、これまた福祉活動と言うことができる。 

➊主婦が夫の地域デビューの手伝い 

 Ｋ子さんは、夫よりも年上なので、私が先に亡くなった後、遺された夫が自立して生きていけるの

か心配になった。そこでご近所の世話焼きさんと組んで、夫の地域デビュー支援を始めた。まずは自

治会役員に立候補すること。次いでゴスペルのクラブ、そして家庭菜園と、次々と新しいデビューの

テーマを提供し続けた。 

➋ボランティアグループがご近所に戻って助け合い 

 有償サービスグループは市単位で活動しているが、Ｂ子さんの所属する（家事援助サービス）グル

ープは、地元に戻っても仲間同士で助け合っている。団地の１つの棟に１０名ほどの仲間がいるが、

要介護の妻を介護している男性メンバーを、棟内の全員が支援している。 

➌町内会が会員のゴミ屋敷の清掃に協力 
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 町内会が年間行事として草むしりや側溝の清掃などをしているが、時間があれば、高齢で一人暮ら

しの会員の草むしりをしてあげれば、立派な活動になる。また、リサイクルの時に一人暮らし高齢者

のゴミ出しやゴミ屋敷の清掃を引き受けてあげることもできる。 

⒉入れてあげる・切らない 
要援護の人も受け入れる。仲間が要援護になっても関係を切らない。かつて仲間だ

った人の相談にも乗る。もっと発展して、担い手と受け手の双方を組織に取り込むと

いう「ひらかれた組織」という新発想。 

⑴組織の最大の課題は「ひらく」  
組織の社会活動のチャンスを考える上で、大事なポイントがある。「どんな人も（あまり歓迎したく

ない人も）入れてあげる」、「退会者を切り捨てない」、この２つである。 

 趣味グループなら、要介護になったメンバーが辞めても、訪問するなどして趣味活動を支援し続け

ることができるか。学校なら、中退した生徒や卒業した生徒にも必要な支援をしてあげられるか。企

業なら、退職した人にも関わりを続ける気があるか。 

 秋葉原で殺傷事件を起こした若者には、卒業した学校の教師や職場の上司などいくつかの接点はあ

ったものの、結局、親身に彼の悩みに耳を傾けてくれる人はいなかったようだ。そういう場合の教師

の決まり文句がある。「あの子はもうわが校の生徒ではありませんから」。 

 介護保険が始まってから、地域の組織は要援護者を受け入れなくなった。ふれあいサロンは仲間が

デイサービスを利用すると「卒業」と見る。老人クラブも要介護者を加入させる気がなくなっている。 

要援護者は福祉サービスに囲い込まれ、元気な人だけで組織をつくるという、「棲み分け」ができて

しまった。これでは助け合いは始まりようがない。 

⑵組織に担い手と受け手の双方を取り込む 
 どうせ受け入れるなら、担い手と受け手を一緒に組織内に取り込めばいい、という考え方もある。

複合型の組織だ。老人クラブのような、主に要援護者で構成されるグループの場合、複合型への転換

は不可欠だ。 

まず、病弱者や要介護者などを仲間に受け入れる。メンバーがそうなることもあるし、そういう人

を新たに仲間入りさせる場合もある。一方で、仲間入りした要援護者を支える資源も仲間に組み込む。

介護経験者や介護のプロ。よく調べてみれば、一定数が既にメンバーになっているはずだ。両者をう
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まく結びつけるコーディネーターも必要だ。 

 これにより、地域内の組織のそれぞれが身内内で助け合いをすることで、福祉ニーズに対応できる

ことになる。自己完結の組織ばかりとなれば、理論上はそれで福祉はできてしまう。 

⒊組織を開かせる身内化作戦 
住民の力が結集できないのはネットワークがうまくいかないからだ。日本人の組織

は体質的に閉じている。これを開かせる方法の１つが「身内化」だ。例えば民生委員

が他の複数の組織に所属すれば、この人を通じて身内になった組織同士がつながる。 

⑴福祉力が強まらない理由は「協働」の欠如 
 地域福祉に関わる人たちが、他の人や組織と繋がろうとしていない。これは住民との協働について

特に言えることで、民生委員やボランティア、ＮＰＯは住民、特にご近所さんと連携していないし、

ケアマネジャーやヘルパーも、住民に協力を求めることをしない。老人ホームやデイサービスセンタ

ーなども、地域と協力し合おうとは考えていない。 

それぞれが頑張っているのに、協働が欠けているために、それらが大きな力になっていかないのだ。 

⑵地元の複数の組織に「所属」すれば… 
 身内作戦とはどういうものか。民生委員などが地域のさまざまな組織と協力し合う関係になりたい

とすれば、そのために一番いいのは、それらの組織にも所属することだ。 

 茨城県の活動家のＯ子さんは、地域の女性関連のすべての組織に加入するという作戦を立てた。そ

して、例えば一人暮らし高齢者への配食サービスをしようとする時は、ＪＡの仲間に依頼して米を確

保するなど、所属グループを相互に利用し合う。彼女の活動を図式化すると、以下のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＪＡ 

婦人会 

生協 

介護ボランティアグループ 

生涯学習グループ 

 

Ｏ子さん 
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■地区内の全グループに参加した民生委員 

 この手法を徹底的に利用している民生委員がいる。彼女は、このマップの右隅に住んでいる（●印）。

担当地区の端だから、福祉ニーズをつかむのにも、人材を確保するにも不便をしていた。そこで考え

たのが、担当地区内のあらゆる組織に顔を出したり、組織のメンバーになることだ。 

 そこでまずは地区内のラーメン店や飲み屋などに定期的に顔を出すようになった。それだけでは十

分な成果が得られなかったので、地区内にできている趣味グループなど（■印）にも所属してみた。

結局、地区内のほとんどのグループの仲間になったというから、すごい。その結果、それらの組織か

ら必要な情報を得られるようになったという。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
■様々なグループのリーダーで新グループ 

 面白いグループがあった。このグループの特徴は、地域内のさまざまなグループのリーダー級の人

で構成されていることだ。そのメリットが、後に現れた。地域内の各種のボランティアたちで大規模

な集会を開いたのだが、参加者の多さに私も感心したくらいである。しかし、何も驚くことはない、

参加者のリーダーたちで構成したグループが主催したのだから、参加するわけだ。 

● 
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 この発想を広げればこうなる。自分たちのグループのＡさんがａというグループに所属する。同じ

くＢさんはｂグループに所属する。Ｃさんはｃグループに所属したとする。そうするとａｂｃのグル

ープとは、ある意味「親戚」関係になったのだから、繋がりやすくなるのだ。 

⒋予兆を捉える 
問題が起きる以前に備えるのもいいが、もう一つ大事なのは予兆を捉えることだ。起

きてしまってからでは難問になってしまう。接点にいる人がこれに関わるのが大事だ。 

⑴時間を遡る２つの手法 
 この手法は、時間を遡るということである。問題が深刻化してから対処するのでは遅すぎる場合が

少なくないが、起きる前から対策を講じておけば、何らかの手は考えられる。それには２つあって、

１つは予兆を掴むこと。問題が起きそうな気配を感じた時に、その段階でできることをする。もう１

つは、問題が起きるずっと以前から、いずれ起きることを想定して、準備をしておくというものだ。 

 

 

■これだけの予兆があったのに…                                    

 長崎県佐世保市で起きた高１女子生徒による殺人事件では、「惨劇の芽を摘む機会は３度あった」

と産経新聞が報じていた。 ①給食への異物混入、②父親への暴力、③精神科医の通報。③の精神科医

は、小動物を殺害して解剖していること等を知り、この子は殺人を犯すかもしれないと児相に通報し

ていた。その中の一人でも動けば事態は変わっていたかもしれないのだ。 

 

■「民間委託」という奥の手があった！ 

 福岡市は、児童虐待の通報が生かされていない問題を、ＮＰＯを活用することで解決しようと考え

た（ＮＨＫ）。児相から委託を受けたＮＰＯ「ワーカーズコープ福岡」が、該当する家を２人１組にな

って訪問する。「お困りのお子さんがいらっしゃるのでは？」などと子育て相談の方から入っていく。

ＮＰＯと連携することで、２４時間３６５日、泣き声情報に対応できるようになったという。 

 

■警察も民事介入を始めた 

 社会的な事件の少なからずが警察の関与すべきものだが、そこで「民事不介入」の壁が立ちはだか

事後対応 予兆を掴む 備える 
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っている。個人間のトラブルは、犯罪になるまでは手を付けない。その結果、取り返しのつかない悲

劇になってしまう。このケースがあまりに多いので、さすがの警察も動き出した。キーワードは２つ。

１つは早期介入、もう１つは強制介入である。 

＜解説３＞脱・ボランティア 
 
夢の福祉を実現するには、一部の「ボランティア」だけでなく、国民総参加が必要。

それは、社会的な色を帯びたあらゆる行為を「社会活動」と積極的に評価することで実

現する。助けを求めるのも、謝るのも、抗議するのも「活動」だ。「ソーシャル」と名づ

けた。社会性の不足した日本人に活動を促すには、こういうやり方がいいのではないか。 

 

■「親の介護でボランティアできない」？ 

 ボランティア講座で受講者からこんな話を聞かされた。今までボランティアをしたいと思っていた

が、寝たきりの両親の介護で叶わなかった。活動できない自分を日々責めていた。最近２人とも亡く

なったので、ようやく講座に参加できたと。 

私はこう答えた。「あなたはこんな講座に出てくることはなかった。この２０年間、活動をしていた

のですよ」と。彼女は、涙を浮かべて「その一言で私の２０年間が救われました」と言った。ボラン

ティアの概念が非常に狭いことで、こんな誤解をしている人が少なくない。 

 

■訴訟の先頭に立つシニア男性 

 東日本大震災で大川小学校の生徒が７０数名も犠牲になった。原因を究明し、同じ悲劇を二度と起

こさないために、学校と行政の責任を問う訴訟が親たちで起こされたという新聞記事を読んで、気が

付いた。このような社会への問題提起や抗議、訴訟の場で、先頭に立っているのはシニア男性たちで

ある。これもまた重要な社会活動ではないか。 

⑴「ソーシャル」の機会はこんなに 
日常生活で「ソーシャル」を実行すべきチャンスは誰にでも訪れる。それを各自、実行することで

社会は健全に保たれる。別表を見ながら、読んでいただきたい。 

➊ペットを売らないペットショップ 

－「ソーシャル」で一億総参加 



 

24 

 

最近は日本でも動物福祉の意識が進み始めており、「動物の毛皮を使った残酷な商品は売りません」

というファッションブランドや「動物実験はしません」という化粧品会社が目を引くようになってき

たが、ペット業界では、殺処分される犬猫の問題に真正面から向き合い、なんと「ペットを売らない

ペットショップ」になった店がある。 

➋不祥事を絶対に繰り返さない 

不祥事を起こしてしまった場合でも、社会に与えるマイナスの影響を減らすべく積極的に行動すれ

ば、これも「負のソーシャル」と言えるし、結果として社会にプラスの影響を与えることさえできる。 

近年、食品への異物混入がたびたびニュースになったが、事後対応の不誠実さで非難を呼んだ企業

がある一方で、廃棄したはずの冷凍カツが横流しされていた「COCO壱番屋」は、とにかく消費者の

安全を最優先し、社をあげて素早く徹底した対応を行い、商品回収に動いた。また、同じ不祥事でも、

「それを絶対に繰り返さない」と本気で決意し、そのために行動し続ける―という事例もあった。 

➌オレオレ詐欺に参加しない、参加させない 

今、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。バイト感覚で、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ない。「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。    

➍助けを求めるのも「ソーシャル」 

 例えば孤立死して周りの人に迷惑をかけないように、できる限り引きこもらず、積極的にご近所の

人たちと交流したり、見守りをしてくれる人をきちんと確保することが求められている。 

➎衣服畳ませてあげボランティア 

 知人の女性が銭湯で湯船に浸かっていて、ふと脱衣場を見ると、なんと自分の服を勝手にたたんで

いる女性がいる。慌てて脱衣場に戻ろうとすると、番台のおばさんが「たたませてあげなさいよ。認

知症で、たたむと落ち着くらしいのよ。皆、たたませてあげているよ」。そこで、彼女もその慣習に従

うことにした。番台のおばさんも、たたませてあげている客たちも「ソーシャル」をしたことになる。 

➏子供を殺されても「赦します」 

アメリカの銃乱射事件で、アーミッシュという文明に背を向けた人たちの子ども数名が犠牲になり、

犯人も自殺した。その時、村人たちが犯人の両親を訪ねて「赦します」と呼びかけた。犠牲になった

子どもの葬儀にも招き、犯人の葬儀には遺族を含めた村人たちが参列した。その後犯人の母親が、重

傷を負った子の介護に通い続けている。その子がつらくて泣くたびに、犯人の母親はいたたまれない

気持ちになり、逃げだしたくなる。それでもやめなかった。子どもの親も、彼女の訪問を受け入れ続

けた。憎しみの連鎖から村を守る闘いなのだ。「ソーシャル」には豊かな可能性があることがわかる。 
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同じアメリカで、息子を殺した青年と（服役後）隣人になり、親子のような付き合いをしながら、

青年が再び道を踏み外さないよう見守っている女性が話題になった。青年の罪を「許す」こととは別

に、彼をまっとうな人間として育て、更生させる役割を自ら引き受けたのだ。



 

 

負の「ソーシャル」 

⑤悪いことをしない 
④社会に迷惑をかけな

い 
③公衆道徳 

市民として守るべきこと 

 

 

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。 

 

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。 

やってはなら

ない 
やるべきこと 

市

民

一

般 

■万引きはしない。 

■誘われてもオレオレ

詐欺に加担しない。 

■危険ドラッグは吸わ

ない。 

■ハッキングはしない。 

■セクハラ・パワハラ・

いじめはしない。 

■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。 

■タバコのポ

イ捨てはしな

い。 

■交通違反

を犯さない。 

■ゴミ出しの

ル ー ル は 守

る。 

■車内で高齢

者 に 席 を 譲

る。 

要

援

護

者 

 ■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。 

 



 

 

 正の「ソーシャル」 

②社会の良識 ①社会に貢献 

 

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。 

 

社会のために進んで良いこと

をする。 

 

■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。 

 

■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。 

 

■周りに積極的に助けを求め

る。 

■助け手を掘り起こして活用

する。 

■必要なサービスを行政等に

提案する。 

■同じ障害・要介護の仲間と

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。 

 



 

 

＜解説４＞天性主義 

⒈世話焼きさんを登用 
人材は養成すれば育つと言うが、世話焼きさんの場合、その動き方を見れば、天性

の資質とわかる。地域福祉は、そろそろ養成主義から天性主義へ切り替えよう。 

⑴マップで世話焼きさんが「見える化」 
 ご近所の人の面倒を見ている人を、世話焼きさんと呼ぶ。マップ作りを始めて、世話焼きさんがど

のご近所にも存在することがわかった。次のマップ。世話焼きさんから数本の線が引ける。１０本ぐ

らい引ける人（下段に２人）が大型の世話焼きさんで、５，６本引ける人（中段の両脇）が中型、そ

れ以外が小型の世話焼きさんと

わかる。 

世話焼きさんには共通した資

質がある。困った人がいたら、

気になって「ご飯が喉を通らな

い」と言う。そういう人を見つ

けたら、「即刻動きます」。当然、

相手には見込まれる。彼等はよ

く「嫌いな人はいない」と言う。

だから相手を区別せず、誰でも

助けてしまう。大抵はその資質

を親か祖父母から受け継いだと

自覚している。子どもの誰に受

け継がれているかも知っている。 

 

⑵ご近所ごとに世話焼きさん主体の福祉 
世話焼きさんはご近所で活躍している。マップで掘り起こし、ご近所福祉を進めてもらえばいい。 

…民生委員 

…世話焼きさん …高齢者一人暮らし 

…高齢者世帯 
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上のマップ。このご近所はいくつかの小ご近所からできている（点線で囲ってある）。そこでは中型

の世話焼きさんが仕切っている。そしてご近所全体を左下の小ご近所にいる大型世話焼きさん（Ａさ

ん）が仕切っている。彼は日々中型世話焼きたちを訪問して「何かあったかい？」と聞いていた。い

ずれも肩書は関係のない人ばかりだ。 

⑶超大型世話焼きをミッドフィルダーに 
 世話焼きさんは主に「ご近所」を舞台に活動している。それ以上広い圏域では動けない。ところが

数百世帯規模の第３層（自治区）でも動ける超大型世話焼きさんがいる（９頁参照）。 

 超大型世話焼きさんは、ご近所型の世話焼きさんと違い、自分で要援護者に関わるだけでなく、人

をうまく活用することもできる。だから、足元の要援護者に関わりつつ、手の届かない相手には、そ

の近辺の人を差し向ける力量がある。世話焼きさんとミッドフィルダーの両機能が備わっているのだ。 

 世話焼きさんがあまり見当たらないご近所もたまにはある。そういう場合に、複数のご近所を視野

におさめて活躍できる超大型世話焼きさんがいてくれれば、そのようなご近所をカバーしてもらえる。

問題はこの人をどうやって掘り起こすかである。言えることは、これだけ優秀な人が、何もしないで

いるはずはないということだ。ケアマネなどをしているかもしれない。これがヒントになる。 
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⒉福祉は女性を前面に 
福祉活動を主に担っているのは女性。福祉は困った人を助けてなんぼ。他の分野で

はともかく、福祉はそういう資質のある人でないと務まらない。女性の世界なのだ。 

⑴福祉活動と他の活動は違う 
 地域活動のリーダーシップをとっているのは男性だ。町内会長の多くは男性で、地域の様々な活動

のリーダーもほとんど男性である。ただ福祉は、ちょっと事情が違う。福祉とは、困っている人がい

たら、即刻助けるということである。それができるか。 
 実は今の時点で、すでに女性主導のまちづくりにはなっている。形だけ見ると、住民福祉協議会の

ような組織や、自治区の福祉委員会などのリーダー格は男性で占められている所が多いが、実質的に

活動を進めているのは女性である。その人たちを前面に押し出せば、もっと活躍してくれるはずだ。 

⑵男性は後方支援役を 
そもそも、何十年と地域を離れて企業の中で働いてきた、定年退職して間もない男性が、地域福祉

活動のリーダーシップをとるのは無理がある。地域の中で暮らし、活動してきた女性たちには、何十

年もかけて試行錯誤しながら積み上げてきた経験があり、人に関わる能力（コミュニケーション力）

も高い。福祉ニーズの発掘の仕方、活動の仕方、ネットワークの作り方などのいずれの面でも、男性

が主導権を握るのはまだ心もとない。 

 その男性たちに求められている役割の一つが、後方支援だ。女性の活動に不足している部分を、後

方から上手に支援している人たちがいる。女性主体のグループに参加している男性たちが、会議資料

の作成、音響設備の設定や補修、写真撮影といった仕事を、てきぱきと楽しみながらこなしていた。 

⑶高齢ヘルパーの人気が上がった理由 
 福祉に限定した場合であるが、間違いなく機能する人材のイメージははっきりしている。①女性で、

②年配で、しかも③世話焼きさんだ。そういう人材を登用すれば、極端な話、放っておいてもきちん

と福祉をやってもらえる。こんなうまい話があるというのに、今の福祉にはまったく生かされていな

い。福祉は専門家の手でやるべきで、その人材は養成されなければならない。そして一定の資格も持

たねばならない。または関係機関が認定した人でないと駄目。これではどうしようもない。 
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＜解説５＞本業主義 
 

 

夢の福祉を実現するには「余暇活動」だけでは足りない。各自が本業の場で発揮し

ている「モチはモチ屋」の腕をそっくりいただく必要がある。 

⑴企業の社会貢献の分野はこれだけある 
まず企業が本業の中で、または本業の腕を生かしてできることを並べてみよう。社会貢献をするた

めに、わざわざ仕事を中断する必要はない。仕事の中に活動を「ふりかける」だけでいい。 

①企業の営み自体、活動の一つだ（人々が必要とするサービスを作り提供する）。 

 ➊新しいニーズを先取りして商品化。（ゲームソフト会社が「思いやりを育てるゲーム」の開発） 

 ➋サービスを市民に得られ易くする。（商店街が定期的に特養などで「出前商店街」） 

 ➌サービスを得にくい人たちに便宜を図る。（映画館が自閉症の子供向けに「刺激の少ない上映会」） 

 ➍商品に付随したサービス。（化粧品会社が美容と健康のライフデザインセミナー） 

 ➎周辺的なサービス（喫茶店が店内でふれあいイベントの開催） 

 ➏ついでのサービス（訪問販売のついでに一人暮らし高齢者の見守り、買い物） 

②企業活動のついでにできることを 

➊企業広報（自社広報にＮＰＯの広報を相乗りさせる） 

➋福利厚生（公民館の出前講座を企業として受け入れ。一般公開） 

➌退職者福祉（会社内に元社員が利用できるサロン） 

➍社員教育（研修センターを生涯学習センターとして開放） 

➎雇用（障害者と共同の子会社づくり。ホームレスの人や犯罪少年を試験採用） 

➏生産（高齢者の力を生かせるラインを開発） 

➐営業活動（訪問販売・宅配を生かして、福祉サービス情報の提供） 

➑顧客管理（会員向けボランティア講座。これを一般公開） 

➒苦情処理（「苦情は宝」と積極的に対応） 

➓特注対応（靴屋が障害や病気で左右の足の大きさが異なる人に「左右バラバラでも売ります」） 

⓫研究開発（化粧品会社が、やけどやあざで悩む人のためのメイク法を開発・指導） 

－各自が本業で使っている腕をいただこう 
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③その業種らしい活動（業種ごとの「モチはモチ屋」の腕を開放）。 

例えば「小売店」の場合－ 

●コンビニがご用聞きをし、ついでに高齢者の茶飲み相手や電球の交換も。 

●高齢者などの作品を展示即売。 

●ショッピング・モールに、保護猫・保護犬の里親探しを行う常設スペースを設ける。 

●買い物難民を支援するためコンビニ大手が人口減地区に出店費用を抑えた小型店を。 

●電気店が「電池１個から配達します」。犬の散歩や庭木の剪定等にも無料で対応。 

④「まっとうな企業」でいい 

 欧米の場合、社会貢献はかなり広い意味に使われていて、➊消費者に喜ばれる商品作りをすること

から始まって、➋企業としての最低限の行動基準の遵守（コンプライアンスと言う。経営陣の暴走の

防止、不正行為の防止、従業員の健康と安全の確保など企業が社内外に対して最低限負う義務）、➌企

業活動から生じるマイナス要因の軽減（事故を起こさないとか、起こした事故の事後処理、再発防止、

省エネ、品質向上等）までを包含している。 

⑵フェアネスを実現させるのはモチ屋の腕 
 企業の本業で発揮している腕が、福祉で特に求められるのは、いわゆる「フェアネス」を実現しよ

うという時だ。障害者が「福祉の店」などで誇りを持って働けるには、尋常なレベルでなく、例えば

高級料理店のシェフなどが腕を振るってもらえるような環境が作られねばならない。そうすれば、や

って来る客が、障害者に向ける目も変わってくるはずなのだ。 

 そのことを本書では「フェアネス」という言葉で表現した。これを成り立たせるのは専ら、企業や

そこで働く社員の中でも、飛び切りレベルの高い腕を持った人の協力である。 

⑶社員と会社の「相乗り」活動と考える 
実際に社会貢献が行われている企業の実態をよく調べると、そこにボランティア精神を持った社員

がいたからこそできたというケースが多い。富士ゼロックスが、カラー複写機を拡大写本ボランティ

アに無償で開放しているが、そのきっかけとなったのは一社員であった。妻がたまたま拡大写本ボラ

ンティアをしていて、写真や図の写本に苦労していると知り、メンバーに自社のカラー複写機を使わ

せてあげるようになったのがきっかけとなり、会社としての社会貢献活動を誕生させた。 

会社の社会貢献と社員のボランティア活動が｢相乗り｣したと考えればいい。企業の社会貢献と社員

のボランティアを分けなければならない理由はないのだ。 
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⑷ワルにも「本業」の腕がある？ 
アメリカの刑務所では、受刑者たちに、地域の不良少年の「教育」を担当させている。「おっかない」

という「本業の腕」（？）を生かした。以降、少年たちは悪さをしなくなったという。しかも活動に参

加した受刑者の更生率（出所して再び刑務所に戻って来ない率）は極めて高いという結果も出た。 

 国家がハッカー対策にハッカーを活用している。アメリカの国防総省が脆弱性を見つけるため「ペ

ンタゴンをハッキングせよ」とハッカーに呼びかけ、成果を

上げた人を表彰し、企業がその人材を雇用したりしている。    

最近話題になったのは「凄腕万引きＧメン」だ。元警官と

元窃盗犯が２人で組んで、スーパーなどに出向いて万引き防

止のアドバイスなどをする。前者は「捕まえるプロ」の目で、

後者は「盗みのプロ」の目で、売り場を点検している。 

⑸やるべき所がやるべきことを 
特別な目的で設立された機関も、時が経つと当初の意味は薄れる。それでも新しい社会情勢に即応

した活動へシフトすればいい。ベビーシッター協会がシルバーシッターの派遣を始めた。 

①生じた「新たな事態」に対応していない 

 もう戦後７０年になる。その間に、公的機関のそれぞれの現場で新しい問題が生じているはずだし、

そのたびに新しい団体を誕生させてきている。社会に発生するいかなる事態にも、それに対処するの

を本来業務とする団体ができている。それらの団体が、その後生じた新たな事態に、自分たちが取り

組むのが最もふさわしいにも関わらず踏み込まないために、また新しい団体を作らざるを得なくなる。 

②各界が「シルバー・シフト」すれば… 

 通常の状況で「やるべき所」がどのように動き出しているのか。「高齢化の問題」に対する各界の対

応を見てみよう。例えば、どの組織、団体にも「高齢者」との接点はどこかにあるものだ。 

■ラジオは、「深夜眠れない高齢者」を対象にした特別番組を放送。 

■山岳連盟は中高年の登山事故の多発で、登山技術や遭難対策の指導に乗り出した。 

■動物病院協会でも、「高齢者とペットの深い関係」に着目して、研究を始めた。 

■語学教育財団では、中高年の海外ホームステイの増加という時代状況に対応、ロングステイする中

高年が現地の子どもたちに日本語を教えるという活動を推進している。 

■ベビーシッター協会は、従来の事業に加えて「シルバーシッター」のサービスを始めた。 

日本テレビ 
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＜解説６＞家をひらく 
 

 

家の営みは私的なものだと考えられているが、そうではない。ここで要援護者がケ

アされている。これを社会的行為と認め、支援すべきだ。同時に家を地域福祉に活用

しよう。家はじつは最高の福祉資源なのだ。 

⑴家庭内の営みも社会的行為 
私たちがめざすべきは「介護の社会化」というよりも「福祉の営みの社会化」であったのだ。家庭

内の営みも、社会的行為の一環である、と。嫁が姑を介護するのも、社会活動への参加なのだ。それ

に手当や報酬を支給せねばならぬかどうかは別の問題として、まずそのように理解することである。 

 それを社会活動と見なしたとき、過重な分はサービスを活用するのも、「地域の支え」を求めるのも、

これもまたその社会活動の一環と見ることができる。「介護の社会化」を日本の家庭に周知するために

も、まずその前に「家庭の社会化」を推し進める必要があったのだ。 

「家庭の社会化」行為の中味を分解してみた。まず、①自分（たち）のやっていることも社会活動へ

の参加の一環なのだという自覚が生まれる。そうなると②自分のやっている行為の技術を練磨しよう

という意欲も出て、「ヘルパー２級の資格を取得しよう」と思うかもしれない。しかしそれが過重な負

担になるとすれば、③社会サービスを上手に活用しなければならない。④ご近所を含めた地域の人た

ちの支援も受け入れる。⑤一方、その家庭という資源を地域社会に生かす義務もある。同じ介護で苦

しんでいる家庭にアドバイスするとか。こうした一連の行為を、「家庭の社会化」は生み出していく。 

 

■プライバシーを尊重するな！ 

 家庭の社会化―家庭もまた社会的存在であり、その中の営みも社会活動のいっかんだ―という発想

であらためて社会現象を眺めてみると、見えてくることがある。 

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、考えてみれば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

ないか。家もまた社会的存在だとしたら、場合によってはもっと強引に入り込んでいいはずである。 

 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

－「家」は最高の福祉施設 
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も、その基本的なあり方を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、したがってとにかく「入所」とし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、それぞれの事情に応じて、例えば一部の老人ホームが実施しているように、１

ヶ月おきに家とホームが交代でケアするといった柔軟なあり方も考えるべきである。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。 

■家庭授産所と地域作業所が連携すれば 

 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を支援すべきである。子どもの頃から一方的に授産

施設に引き取ったために、自宅授産施設の機能を育むことができず、「卒業」後はただ自宅に「引きこ

もる」だけとなってしまう。 

 ダウン症の子を持つ親が、子どもの「授

産」のために、勤めをやめてパン屋を開業。

そこでいずれは子どもを働かせようと頑

張ったが、力尽きて廃業の危機に陥った。

そのとき地元の作業所が救いの手を差し

伸べて、本格的な障害者によるパン屋とし

て再建することになった。作業所としても

大助かりである。つまり障害者授産施設と

家庭授産施設が連携したわけだ。 

⑵家庭を社会福祉施設とみなすとは？ 
家庭を福祉施設として認知するとは、次の扱いをすることである。まず➊家庭が資源として成り立

つよう、親族の協力関係を築く支援なども行う。➋技術研修も行う。➌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。➍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。➎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。➏運営費の補助をしてもい

い。 

 

家庭施設 
への支援 

社会施設 

と認定 

① 

家族資源 

の強化 

② 

運営費等補助 

⑥ 

後方支援 
と連携 

④ 
施設・設備・人 

整備費補助 

③ 
ボランティア 
スーパーバイザー 

⑤ 

・社会福祉施設の位置付け 

・バリアフリー 
・オープンスペース 

・管理運営 

アドバイザー等 
の派遣 

・マネジメント等 
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⒋サービスの「住民化」 
 住民は、関係者のサービスとは別枠で、ささやかな活動をしているように見えるが、

じつはサービスを住民の助け合いに転換させようとしている。住民総参加が実現した

時、サービスの一部は姿を消しているかもしれない。「夢の福祉」の最終的な姿だ。 

⑴今のサービスは「とりあえず福祉」 
 福祉機関のサービスが究極の福祉だろうか。例えばデイサービスを利用したがらない人が少なくな

い。若年性認知症になった男性が、デイサービスを利用することになった。彼が付けた条件は、「俺が

ボランティアをするというのなら行く」である。彼の主張に１つのヒントがある。また、女性の利用

者がよく言うのは、「私はね、嫁のためにデイサービスへ行ってあげボランティアをしているのよ」。

たしかに今の福祉は、家族の救済のためというのが前面に出ている。それはそれで１つのあり方だが、

少なくとも本人が積極的に利用したい場ではないということだ。 

 老人ホームも相変わらずで、若い頃に私が働いていた同種の施設のあり方とも基本的には変わって

いない。要するに、「とりあえずはここで預かりますから」ということだろう。ケアマネの世話で、高

級老人ホームに入所した女性が、「ここは私が私らしく生きるのに適していないから退所したい」と言

い出したと言うので戸惑っていた。よく知られた超高級の施設で、誰もが羨む施設なのに。 

 施設というのは、家で世話をするのが難しい人を多数預かる場である。それでいて日々平穏に済ん

でいるのは、秩序が保たれるための管理が行われているからだ。だから「自分らしく生きて生きたい」

と願う人の要望に応じられるはずはないのだ。 

 とりあえず預かりますから、いずれ帰宅できるようになったらそうしましょう、ということだ。「と

りあえず福祉」、これが恒久のサービスになってしまっている。私は「永遠の応急措置」と言っている。 

⑵「とりあえず福祉」からホンモノの福祉へ 
では「とりあえず」から脱するにはどうしたらいいのか。そこに住民の出番が出てくる。ここにそ

のヒントを挙げてみよう。 

①デイサービス利用は１丁目だけ。なぜ？ 

 次のマップを見ていただきたい。道路を隔てて、左が１丁目、右が２丁目。小さな地区だから、２

つの地区に特別な違いがあるわけではない。ところが、デイサービスを利用する人に印をつけてみた
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ら、ほぼ全員が１丁目に住んでいた。「ボランティア」も１丁目だけ。近くの老人ホームに行っている。 

では２丁目の人はなぜデイサービスを利用しないのか。ここは沖縄県である。同県では、町のあち

こちで「ゆんたく」が開かれている。小さなサロンである。２丁目にはいくつかの「ゆんたく」が開

かれていた。マップの右端のラーメン屋の「ゆんたく」に集まっている人だけでもこれだけいる。 

要するに２丁目では「ゆんたく」の場がデイサービスセンターの役割を果たしていると考えればい

い。１丁目では「ボランティア」をしているような人が、２丁目では案外「ゆんたく」のホスト役に

なっているかもしれない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②どうせならホンモノのカルチャースクールへ行きたい 

新聞に「利用したいデイサービス」が取り上げられていた。簡単に言えば、そこで好きなお楽しみ

を選べるということだった。今日は陶芸をしたい、今日は踊りをしたいと。なるほどそんなデイなら

行ってみたいとは思う。「まるでカルチャーセンター」と記者はまとめていた。 

しかし、それならなにもデイサービスセンターに行くまでもなく、地域には立派なカルチャーセン

ターがあるではないか。私ならそっちへ行きたいと思う。あとは要援護者のための移送サービスや介

助人の付き添いなどをつけてくれればいい。調べてみれば分かることだが、実際に要支援程度で、デ

イサービスは利用せずに、カルチャーセンターに通っている人が必ずいるはずである。 

③看板には「工務店」。じつはデイサービスセンター 

既に紹介した事例だが、あるデイサービスセンターでは、看板に「工務店」とある。利用者は作業

着風の服を着て、名刺も作ってある。「出勤」したらタイムカードを押す。「会社勤め」の気分になれ

る。「○○さん、今日は保育園に××の修理に行ってくださいね」。本人がサービスを受けていること
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に気づかないような仕掛けが施してある。 

④この地区全体が「老人ホーム」？ 

 下のマップは限界集落だが、そこで住民は意外なやり方で助け合っていた。有志グループが中央部

の集会場でサロンを開いている。サロンを開いていない日は、メンバーはそれぞれ自分の地区に住ん

で、その地区内の要援護者の面倒を見ている。サロンが開かれるときは中央部の集会場に連れてくる。 

 いま老人ホームで広がっている「ユニットケア」を思い出した。大集団を、いくつかのユニットに

分けて、それぞれを担当者が関わる。地域全体が一つの老人ホームだ！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この中の要援護の高齢者が、施設に入るのを嫌っていて、この地区で、自分の家で生きて生きたい

と言っていた。彼女は、見えない老人ホームに入所していたとみることができる。 

実質的には施設に入所していると思えばいい。各家が居室。関係者はいずれは、中心部でお泊りが

できるような機能を張り付けたいと言っていた。昼間は自宅にいて夜だけお泊りという手もある。 

⑶「見えない福祉」は住民総参加の成果 
 通常は、福祉という営みを社会生活の中から抜き出して、より純度の高い「福祉サービス」に形作

る。しかし住民はその逆のことをやっている。純粋の「福祉サービス」を、再び社会生活の中に消し

去っている。そこに「福祉」という姿が見えない。ここで紹介した事例はそういう点で共通している。 

 既に確立された各種の福祉サービスは、いずれは住民の日常生活の中に消えていくのではないか。

その「見えない福祉」は、住民総参加の成果なのだ。サービスが住民の助け合いに変質したのだ。 

独居老人宅（ホームの居室） 

ユニットケアの 

指導員（スタッフ） 

じつはグループ 

のメンバー 

集落老人ホームの 
管理棟？ （グループの拠点） 

・・・ユニット 



 

39 

 

⑷「住民化」を促進する法 
福祉の「住民化」、すなわち関係機関による福祉サービスが住民の助け合いの営みに転換していくた

めに、関係者はどういう努力をしたらいいか。 

➊対象者のサービス依存を改め、自立努力を促す。家族への教育も。 

 サービスの回数を減らしてみることから。その分、住民が関わるよう働きかける。 

➋サービスの対象者本人が主体的に周囲から助け手を掘り起こすよう促す。 

 改めて本人は誰に頼ろうとしているか、そういう人がいるのかを確認しその人に関わりを依頼する。 

➌対象者のご近所さんで関わるよう働きかけていく。 

 対象者のご近所さんで関わってもらう。世話焼きさんを中心にご近所福祉推進体制をつくっていく。 

➍住民から上がってきた難問を簡単に引き受けない。 

 民生委員なども、難問は関係者へ上げればいいと思っている。「皆さんで頑張って」と押し返そう。 

➎サービスをご近所や町内の助け合いに、もう一度返していく。 

 既に実施しているサービスも、ご近所でやった方がいいものがあれば、ご近所に返していく。 

➏ご近所でニーズを把握し、そこで役割を各層に振り分けていってもらう。 

 ご近所毎にマップづくりをし、出てきた課題を、どの圏域で担ったらいいかを判断し、振り分ける。 

➐上層で組織やサービスを作らず（作らせず）、ご近所毎に取り組むよう仕向ける。 

 市町村域や校区で、推進協議会のようなものを作って、そこでニーズを発掘し、サービスを作るよ

うになると、ご近所や町内の人たちが関わる機会がなくなっていく。 

➑当事者たちが自主的に助け合うよう仕向ける。 

 住民流の柱は自助である。問題が発生したら、当事者たちが自主的にこれに関わっていくのが住民

のやり方なのだから、自助努力を最大限に生かしていくことだ。 

➒当事者の所属組織や、周囲の人材を最大限活用する。身内で助け合ってほしいと。 

 当事者は特定組織に所属しているし、当人と縁のある組織もあるはず。それらを最大限に活用する。 

➓地域の企業や様々な団体を改めて福祉資源として見直し、積極活用していく。 

 福祉力を強化するには、巨大な福祉資源になり得る人材や組織を掘り起こすことだ。 

⓫福祉の人材養成よりも、既に資源として機能している人材を掘り起こし、活用する。 

 関係者は人材の養成に熱心だが、それよりも、一見福祉資源とは見えないが、実質的に福祉資源と

して機能している人材や組織を掘り起こし、活用する。 

⓬ご近所毎に支え合いマップを作り、要援護者と担い手をセットで発掘、それを応援。 
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⒌スロー革命 
 私たちは気軽に助け合いや絆という言葉を使うが、じつは助け合いは、今の日本で

は極めて難しい。これでは住民力が十分に発揮できない。 

⑴文明は、ふれあい嫌い、助け合い嫌い 
 今は文明社会である。文明の発達のおかげで便利な世の中になった。それはマイナス面にも働く。 

 文明が追及しているのは、アメニティ（心地よさ）、手軽、シンプル、手っ取り早い、効率的、スピ 

ード（即効性）、面倒がない、だろう。ところが、助け合いをするとなると、これらの要件とぶつか 

る。嫌いな相手とも付き合わねばならない、困った時は助けを求めなければならない。住民力とは、 

そういう面倒を乗り越えて初めて発揮されるものなのだが、今の状態では、力を発揮しようがない。 

⑵おつき合い革命 
日本人が、助け合いが苦手な理由がわかってきた。おつき合いのあり方に問題があるのだ。まずお

つき合い革命から始める必要がある。 

①あなたの「おつき合い」の流儀は？ 

まず、あなたのおつき合いの流儀を確認するテストをやってみていただきたい。以下の中で「私も

そう思う」ものに○印を、「そうは思わない」に×印をつける。○がいくつ、ついたか。 

 

 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 

せんさく 
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②要するに「助け合いはしたくない」？ 

講演会で挙手をしてもらうと、多くの人は１０個のうち７つから９つに○が付く。それもそのはず、

これらは日本人のおつき合いの常識なのだ。しかしこれでは助け合いはできない。○印が多い人は、

「助け合いはしたくない」と言っているのと同じだ。 

➊から➍までは、あなたが困ったときどうするか。これに○がつけば、「私が困っても放っておいて」

ということ。➎から➑までは、困っている人を見つけた時どうするか。これに○がつけば、「困ってい

る人がいても放っておこう」と同じ。➒と➓はご近所づきあい。○が付けば「助け合いはやめよう」。 

 

③日本の社会に助け合いを起こすには？ 

 ではどうしたら助け合いの文化を育むことができるのか。冒頭のテストを引っ繰り返したのが下の

図である。この中のどこから手を付けたらいいのか。住民に聞いてみたら、➊オープンにする、を指

摘する人が多い。これができれば、❷のＳＯＳを発したのと同じになる。すると、❹❺❻の必要がな

くなると言うのだ。助け合いを始めるためにはまず要援護者がそのことをオープンにすることが必要

だというわけだ。 

 

 

 

 

 

 

 

④迷惑かけられる社会、お節介できる社会 

助けを求めるには、「人に迷惑をかけてはならない」という縛りからも解放されなければならない。

助けを求めれば、相手に迷惑がかかるのは仕方のないことだ。欧米やアジアの各国では、人に迷惑を

かけることにそんなに神経質になっていない。自分も人に迷惑をかけるのだから、人から迷惑をかけ

られても気にしないという考えだ。そのような「迷惑かけ合い社会」をどうやってつくるか。 

担い手側では、詮索やお節介を排除する風土を変えていかねばならない。お節介ができる人がいる

のだから、その人が臆せずお節介ができる社会作りも欠かせない。 
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⑶スロー革命 
「スロー」という言葉が広く使われるようになった。反文明、そして人間復興のシンボルだ。効率や

便利さを求めてきたけれど、どうも人間を幸せにしてくれない。そろそろ方向転換を図ろう。自分の

手を使って食べ物を作り、モノを作る。自分の足で移動する。自然と直接ふれあう。そして人間と人

間が直にふれあい助け合う、というように。だがその結果として、人間関係の面倒さも復活するし、

いやな相手とも付き合わねばならなくなる覚悟も必要だ。 
①認知症の人にとって最良の環境とは？ 

 認知症の人を地域で支える、といった運動が広がっているが、本当に彼らにとって居心地の良い社

会を作るとしたら、「スロー社会」が最も現実的な目標になるのではないか。ゆっくりと歩いても、後

ろから押されることはない。ゆっくりしゃべっても、それに落ち着いて相槌を打ってくれる。どこを

どう歩いても不審がられることはない。社会がそのように対応してくれるのでなく、社会そのものが

ゆっくりと動いている。それが望ましいあり方なのだ。 

②介護も担える「スロ―型人間」 

 大介護の時代。高齢者が急激に増えていけば当然、要介護者も増える。そのニーズに介護保険をは

じめとした制度が対応できるのか、心もとない。いずれは介護まで住民が担わねばならない時が来る。 

 じつは介護保険が始まるまでは、足元の要介護者のおむつ替えをしている主婦がたくさんいた。釧

路市で見つけた主婦は「おむつ替えの名人」で、毎日数名の要介護者宅を巡回しておむつ替えもして

いた。スローな時代は、こういう状況をある程度受け止められるのではないか。 

③文明社会が作る強者の福祉。スロー社会が作る弱者の福祉  

 今の福祉は文明の営みそのものとなっている。対象者を障害の種類や状態で分けて集めて、施設等

でまとめて世話をする。強者が作る福祉だ。一旦福祉を文明の流れからはずして、「スロー革命」運動

の一環として捉え直してみたらどうか。こちらは、弱者が作る福祉である。 

そうなると、まず取り組むべきは「ご近所」作りになるかもしれない。アンチグローバルのシンボ

ルとして、当事者の生活拠点たるご近所を丁寧に「福祉コミュニティ」化していくのだ。文明に毒さ

れて私たちは手っ取り早さ、シンプルさ、即効性を求め過ぎる傾向があるが、もう少し辛抱が必要だ。

スロー福祉に切り替えよう。 
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⒍「住民流」理解のために 
住民流を理解するために心得ておくべきこと。一つは、福祉力の発揮の仕方が、関

係者のそれと違うということ。もう一つは統合的な視点を持つ必要があるということ。 

⑴ソフトパワー 
 住民流の福祉力の発揮（ソフトパワー）に疑問を抱く人もいる。せいぜい隣人の見守りぐらいでは

ないかと。一方ハードパワーは、老人ホームに入所させたり、デイサービスを利用させたりと、ダイ

ナミックに見える。 

①施設入所がいいのか、グループに入れてもらうのがいいのか 

 １１ページのマップ。認知症の女性が趣味活動やゲートボールの場に行って「入れて」と言ってい

る。ところが担当のケアマネジャーは、「あちこち歩くと危ないから施設に入りましょう」と説得して

いた。ソフトパワーは、ただ既存の住民グループが彼女を仲間に入れてくれればいいだけだが、自立

と介護予防効果、そして本人の満足度は大きい。 

②当人が最適の資源をさがして活用している－最高の福祉だ！ 

 住民のソフトパワーは虚弱なようだが、その福祉効果は軽視できない。上巻の１０ページのマップ

では、要介護者が、自分の問題解決に最適の人を自分で探し出して活用している。考えてみれば最高

に効率的と言える。 

③施設の認知症の人が在宅の認知症の人を訪問。これで双方に福祉効果が！ 

 上巻の３５ページで紹介したのは、老人ホームの認知症の人が在宅の認知症の人の訪問活動をする

という話だが、その場では、訪問した側の人の症状が消えてしまい、職員を驚かせた。むろん在宅の

人にも福祉効果が出たはずだ。こういうあり方は、ハードパワーでは思いもつかないことだ。 

自分が要介護になることを見越して、予め自分の介護者を「育成」している人がいる。未来の自分

のケアマネージメントをやっていることになり、これもハードパワーの発想にはない。 

④ご近所では日常的に食事サービスや送迎サービスが実践されている！ 

 ご近所では、一見何もしていないようでいて、日々隣人を見守ったり、毎日のようにおすそ分けを

したり、送迎をしている。何気なくやっているので、そうと意識しないが、すごい活動ではないか。 

ソフトパワーの特徴は多種多様な小パワーの集積である点だ。ハードパワーのように単純ではない。 
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⑵統合的な視点を持つ 
今は文明化の流れに乗って、誰もが分別的な発想しかできなくなっている。住民流を理解するには、

彼らの基本発想にある統合的な視点を理解できないと困る。例えば以下のように。 

①担い手と受け手を区分けしたとたんに、住民流が見えなくなる 

関係者は対象を分別することから始める。担い手と受け手を峻別し、自分は担い手の側、相手は受

け手と位置付けてから、次の作業に取り掛かる。これで住民流の営みの多くが理解できなくなる。 

本書の発想に「備える」がある。時間軸を動かすということで、難しいケースも、時間を遡って、

問題が生じる前に対策を講じておけばいい。事後と事前対応を統合的に見られるかが問われている。 

対象者の困り事に対応するだけでなく、自己実現まで応援するという発想も、対象者のニーズを統合

的に見ることができるかが問われているのだ。 

「ソーシャル」という社会参加のあり方も、要は人間のありとあらゆる「参加」形態を統合的に見ら

れるかということだ。 

 

 

 

②当事者のいるご近所に行かないで、どうやってニーズを掴むのか 

私共は「ご近所」という圏域を重要視しているが、別にご近所だけが大事だと主張しているわけで

はなく、４つの圏域を統合的に見ることを主張しているに過ぎないのだ。関係者は、この中の市町村

圏域にいて、そこで福祉の大部分をやってしまっている。しかし当事者はそこから一番遠い「ご近所」

にいる。ご近所を知らないということは、当事者の状況がわからないということだ。それでどうやっ

て地域福祉をしようというのか。公的機関は専ら介護保険サービスの実施にまい進していて、自助や

共助とどう連携したらいいのかはほとんど考えない。共助の本体はご近所なのである。共助の実態を

知らずに、住民に助け合いを説くのではおかしい。公助と共助と自助の三者を一体的に見ることが求

められている。サービスを担当する人は、自助や共助をどう生かすかを考えなければならない。 

 

 

 

このように本書の発想の多くは統合的センスの成果である。住民流の底にそういう発想が潜んでい

る。物事を常に分別的にでなく、統合的に見ることができるか。 

社会貢献 社会の良識 公衆道徳 助けを求める 

自助 共助 公助 


