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困り事の解決から豊かさづくりへ－福祉目的の大転換 

 

■「その人らしい人生を応援」とは？ 

本書では、要援護者への関わり（サービス）のあり方を根本的に変えてみたらどうか、と

いう提案をしています。 

 今の福祉は、人々の安全を守り、困り事を解決する営みだと、誰もが当たり前のように考

えています。無論それもやらねばなりませんが、もう一つ大切なテーマが残っているのです。 

 福祉の目的は、どんなに重い要介護でも、その人らしく生きていけるように応援すること

だと、厚労省は繰り返し言っています。最近の施策の柱である地域包括ケアシステムにも盛

り込まれていますが、これがどういうことを意味するのかをきちんと吟味している関係者は、

ほとんどいないように感じられます。 

 

■その人が豊かに生きられるように 

 しかし、この言葉は、簡単に聞き流してよいものではないはずです。最重度になっても、

その人のライフスタイルを全うさせよ、というのですから。つまり「自己実現の応援」です

が、本書ではもっと平易な表現に変えてみました。「その人が豊かに生きられるように応援し

よう」、です。 

 

■本人は安全になどあまり興味がない 

長い間地域住民とふれ合っていて痛感したのは、重度の要介護になっても、本人は豊かに

生きたいと願っているということでした。一見、豊かに生きることはあきらめたように見え

る人でも、少しきっかけを提示すれば、すぐに乗って来るのです。関係者は、その人の安全

を守ろうと、施設入所などを勧めますが、本人は安全になどあまり興味がないようなのです。

ならば最優先事項として、豊かさ実現への応援を持ってくるべきではないでしょうか。 

 

■福祉に対する基本姿勢から見直す 

今までの福祉のあり方とは根本的に違うのですから、大元の基本姿勢から見直す必要があ

ります。しかも理論だけでなく、それなりのテクニックも開発する必要があります。私もそ

れを長い間追究してきましたが、本書では、現段階での成果をまとめてみました。 

まとめてみてつくづく思うのは、豊かさを応援することには、いろいろな面で利点があり、

要援護者の人生を劇的に変えることが出来る可能性も孕んでいるということです。この分野

での実践が始まれば、福祉は見違えるほど変わっていくはずです。 
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＜第１章＞豊かさ福祉とは何か？ 

⒈福祉のレベルを上げてみたら？ 
➊「要介護でも自分らしく生きられるように」と厚労省 

 これまでは、福祉がめざすのは「困り事の解決」でした。見守りも介護も、広くは「困り

事の解決」策の一つではあります。だから、地域で「気になる人」を探す場合も、見守りが

必要だとか、買い物に行けないといった困り事がメインになります。 

 しかし、最近はその事情が変わってきています。先導したのは厚労省。地域包括ケアシス

テムの構築について語る場合に必ず、福祉がめざす方向について言及しています。 

 いわく、「どんなに重い要介護でも、住み慣れた家や地域で、自分らしく生きていけるよう

に」してあげなさいと。 

「自分らしく」とはどういうことか。その人のライフスタイルを、重度の要介護になっても、

全うさせなさいということなのです。長い間農業を営んできた男性が要介護になったとして、

本人が望むなら畑へ連れて行ってあげましょうと言っているのです。 

 

➋高級老人ホームでも「私らしく生きていくのに向いていない」 

 知人のケアマネジャーの話ですが、担当した女性が超高級有料老人ホームに入所した。と

ころが入所後しばらくして、「あそこは、私らしく生きていくのに向いていないから出たい」

と言い出したということです。彼女の自宅はマンションで、バリアだらけ。それでもいいと

いうのです。 

 これまでの人生を通して、それぞれの人が、自分なりのライフスタイルを築いてきていま

す。それを要介護になっても守ってあげること―随分レベルの高い福祉目標ですよね。 

 

➌在宅の高齢者は皆、「豊かに生きたい」 

 地域には、一人暮らしで要介護の女性もたくさんいます。一人で暮らすには、かなり危険

な状態で、関係者は不安視しながら見守っていることでしょう。危ないことは承知して一人

暮らしを選択しているのですが、その理由はと言えば、先ほどの高級有料老人ホームを出た

いと言った人と同じだと思われます。 

この後で紹介している事例の一つでは、認知症の人が毎日、ご近所を歩き回って、趣味グ

ループやサロン、ゲートボールの会場に行って「私も入れて！」と言っています。担当のケ
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アマネジャーは「危ないから、施設に入りましょう」と説得していましたが、本人はこれを

拒否。 

 下の図を見てください。福祉とは何をすることなのか。ごく簡単に言えば、この中の左寄

りの３つでしょう。 

 

 

 

 

 しかし本人は、右端の「自分らしく」を選択するのです。そうなると、左端の「安全」が

揺らぎかねないのだが、それでもいいという。 

 私たちは普段、何を考えているか。自分なりに（自分のライフスタイルに即して）豊かに

生きたいと願っているのです。そしてそれは、要介護になっても変わらないのです。 

 

➍安全優先は担い手主導、豊かさ優先は当事者主導 

 これで見えてくることがあります。「安全」や「困り事」の解決を優先するのは、担い手主

導の考え方で、「自分らしく」を優先するのは当事者主導の考え方なのです。 

 その人らしい人生を守ってあげようと思うには、当事者主導の福祉観に変わる必要があり

ます。ところが今は、担い手主導、推進者主導一辺倒の時代です。だから「その人らしく」

という目標は見過ごされがちなのです。 

 

➎化粧をしたら寝たきりの人が起きた！ 

 では、「豊かな福祉」を実践すると、どんな良いことが生まれるのか。 

 資生堂が要介護者へのお化粧教室を開いていますが、その現場に行ってみて驚きました。

ある老人病院（下の写真）のことですが、院長に聞いてみると、寝たきりの人がお化粧する

と、起き上がってしまうのだと。 

なぜなのか。「こんなきれいになった顔で、寝てられるか！」ということらしいのです。認

知症の人がお化粧をしてもらうと、とても魅力的な表情をするようになったとも。 

 

 

 

 

 

安全 

 

困り事 介護 

 

自分らしく 
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そういえば、ボランティアグループが重度の要介護の人を観光に連れて行ったら、突然歩

き出した―といった話も、よく聞きます。 

アメリカで始まった「メイク・ア・ウイッシュ」というプロジェクトがあります。今では

これが全世界に広がっています。重い病と闘う子どもたちに「自分がやりたいこと（体験）」

をさせてあげるというもので、例えばディズニーランドへ遊びに行き、すべてのアトラクシ

ョンに最優先で入場させてもらい、朝になると（夜寝る時も）ベッド脇に本物のミッキーマ

ウスがご挨拶に来るとか。夢のようなというよりも、夢そのものの体験をさせてくれるので

す。その結果、それまでできなかったことができたり、病状が好転したりといったことがた

くさん起きているようです。 

「豊かに生きる」という、一見、単純なことの中に、不思議な福祉効果が隠されているのか

もしれません。自分のやりたいことができる、そのワクワク感の中に、本人の力を引き出す

何かが入っているのです。そんなにすごい効果が出るのなら、これを福祉に生かさない手は

ないのです。 

 

➏困り事対応から豊かさ支援へ転換したら？ 

 ならば、思い切って福祉のあり方を変えてみたらどうでしょう。その人の安全を守ったり、

困り事の解決もするけれど、まずはその人らしい人生をサポートすることを最優先するので

す。 

 もしかしたら、それによって本人の生きる力が引き出され、要介護度が軽減したり、他の

困り事が解決してしまうことだってあり得るのです。 
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⒉「豊かさ福祉」の利点は？ 
そのような福祉のあり方を、とりあえず「豊かさ福祉」と言ってみましょう。この福祉に

はどんな利点があるのか。 

 

➊ニーズが表れ（顕在化）やすい。 

一般的に、福祉ニーズは表面に出にくいと言われます。福祉の最大の課題は「ニーズ探し」

だと言われることもあるほどです。なぜかは、はっきりしています。自分の困り事を公にす

るのは、誰だって気がすすまないでしょう。 

ところが、豊かさニーズなら、本人が進んでオープンにできます。豊かになるためにこう

いうことをしたい、誰か協力してほしいと言うのは、別に憚られることではないのです。普

通「助け合い」は、どちらかに困り事があれば解決し合うということですが、その問題はあ

まり表に出したくない。では「豊かになり合い」はどうか。それなら隠す必要はないのです。 

以前、私の地元である埼玉でどんな助け合いをしているか調べようとしたところ、それ以

前に、ふれあいもほとんど行われていないようでした。しかし住民は、家の玄関から塀のか

しこに花を飾っていて、面白いことに皆、外向けに植えている。他人にも見てもらおう（見

せてあげよう）ということでしょう。 

その話ならのってくるのではないかと期待したら、その通りでした。そこで分かったのは、

彼らの間で花の株のやり取りが頻繁に行われていることです。「その花の株、少し分けてくれ

る？」と主婦たちがやっていたのです。「うちが株分けしたものが相手の家で育って、その子

や孫がうちに戻ってきたのだってあるんですよ」と楽しそうに語るのでした。 

「豊かに生き合い」なら、ご近所の人に｢それ、ちょうだい｣なんておねだりもできているの

です。 

 

➋困り事の解決もついでに、さらりとやってしまう 

「『豊かに生き合い』はするようだけど、『助け合い』はしないの？」と主婦たちに聞いたこ

とがあります。女性たちは即座に、「しない！」と答えました。 

 しかし、彼女たちのやり取りを丁寧に探っていくと、本当は助け合いをしていないわけで

はないのです。ただ、いかにもそれらしく、という助け合いはしない。「豊かになり合い」の

合間に、さりげなく困り事を出して助けを求めるといったことはしているのです。助け合い

は、することはするが、おおっぴらにやるものではない、というのが住民の原則なのです。 
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➌部分的な解決ではなく全人的な解決 

 豊かさの実現がなされたとき、その人が抱えていた問題のほんの一部が解決するというよ

りも、全人的な解決につながっていく可能性があります。豊かになっていけば、その人の生

きる意欲や環境も変わっていくので、他の問題も解消されていく可能性があるのです。 

 

➍担い手も楽しく、一緒に豊かに 

 相手が豊かになっていくのを支援する活動は、担い手にとっても楽しく、心地良いもので

しょう。自分もまた一緒に豊かになっていくような気がしたり、実際に自身の豊かさ実現に

も取り組んだりと、「共に豊かに」ということがそこで実現していくかもしれません。 

 

➎困り事ニーズも豊かさニーズに変えれば 

「豊かに生きる」活動にそれほど利点があるのなら、困り事のニーズも、豊かさニーズに変

換していけばどうでしょうか。じつは、それは既に実践されているのです。配食も、洒落た

会場での会食会といったイベントにすれば、気分も変わります。もっと豪華に、有名なシェ

フに来てもらって、その場で高級料理を作ってもらえば（ケータリング・サービス）、当事者

の気分はそれだけ高揚するのではないでしょうか。 

 

➏ハイレベルなサービスほど効果も大きい 

先ほどの「メイク・ア・ウイッシュ」などの事例にもあるように、とんでもないハイレベ

ルの豊かさを提供すれば、そこから期待できる効果も大きくなるということです。 

東日本大震災で、全国からたくさんのボランティアが訪れましたが、マスコミが「一番う

れしかったボランティアは誰？」と避難してきた人に聞いてみたら、あるおばあさんが「ミ

ッキーマウス」と答えていたのが印象的でした。「あのディズニーランドのミッキーマウスが、

避難所を訪れ、私をハグしてくれた！」 
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⒊知っておきたい－豊かさの法則 
 豊かさ福祉を実践するには、「豊かさ」に関連する法則を知っておく必要があります。 

 

➊豊かさは本人の周囲の状況に影響される。 

 周りの人たちが豊かではないと、自分が豊かでなくても気にならない。逆に、豊かな人に

囲まれれば、自分に不足しているものが気になるようになる。 

 

➋豊かさの不足は自分では見えにくい。 

 豊かさが不足している人は、自分ではそのことに気づきにくい。それが当たり前になって

しまうからだ。他人に指摘されても、それを実感できない。 

 

➌自分が豊かにならねば、相手に不足しているものが見えない。 

 自分が豊かに生きていないと、基準値が下がり、相手に不足しているものが見えない。だ

から相手に豊かな福祉を提供するには、まず自分がそれ以上に豊かにならねばならない。 

 

➍豊かさのレベルを上げるには、誰かが突出すること。 

みんなが同じ程度に豊かさが不足していると、お互いにそのことに気づかないが、１人が

突出して豊かになると、周りの人も不足に気付き、もっと豊かになろうと行動を始める。 

 

➎豊かになりたいと思うには、豊かさを体験する必要がある。 

 知人が千葉県内で空き地を利用して、一人暮らしの高齢者を対象に、一坪耕作を仕掛けて

いた。それはうまくいったのだが、高齢者たちが自分の着る物などに全く気を使っていない

のが気になっていた。そこでみんなに「銀ブラ」を提案した。銀座をぶらぶらしませんか？

と。 

すると、まだ銀座に行ってもいないうちから、何十年ぶりに美容院に行ったり、服装にも

気を遣い始めた。銀ブラを果たした後も、しばらくは井戸端会議の話題はその話ばかり。私

はグッチを買った、私は○○を買ったと、成果を自慢し合っていた。ハイセンスな世界に触

れた感動はしばらく続いたということである。 

 

❻私たちの（豊かさへの）要求水準は、日々上下を繰り返している。 

 豊かさへの要求水準は固定されているわけではなく、周りの状況に応じて揺れ動きながら、
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自分の要求水準を決めている。 

 

❼要求水準を上げても、それが実現しなければ現状まで下がる。 

高いレベルの要求水準を維持するには強い意志が必要なので、要求水準を上げても、なか

なかそれが実現しないと、大抵はあきらめてしまう。その状態が長く続くと、豊かな福祉を

提供しようとしても「私のことは放っておいて」と言われる場合もあるが、誰でも本当は豊

かに生きたいと望んでいるから、働きかけを続ければ必ず相手は反応する。 

 

➑誰かが要求水準を上げると、周りの人も上げ始める。 

ワーカーがその役を引き受けてもいい。豊かさ福祉を実現するためには、福祉に関わる人

は常に、自ら高いレベルの豊かさを意識する必要がある。 

 

➒サービスを受け入れても、それで満足しているわけではない。 

 低い水準のサービスを提供しても、それが受け入れているから、そのレベルのサービスで

相手が満足していると見なしがちだが、それは誤りだ。 

 

➓呼び水を提示すれば、本人の要求水準は一気に上がる。 

 低い水準のサービスに満足しているようで、実はそうではないからこそ、少し高いレベル

のサービスを提示されると、要求水準は一気に上がる。 

 

⓫人生の終末期になると、当事者も担い手も要求水準を下げてしまう。 

担い手の方から、これを変えていこう。「まだまだ豊かに生きられる。豊かに生きていいの

だ」と背中を押そう。本人の心の中には、たとえ最後の段階でも、「幸せに生きたい」という

願いは失われていないはずなのだ。それを阻んでいるのは、遠慮や、あきらめの気持だ。 
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＜第２章＞ダイヤグラムで豊かさ測定と対策 

⒈要介護でも豊かに生きたい 
■誰でも何かにこだわっている 

誰でも豊かに生きたいと思っています。それについては、健常者も要介護者も変わりあり

ません。引きこもりの人も、その人なりに「こだわっている」ものがあります。 

「こだわり」とは、ここから豊かになっていきたいという、本人が最も好んでいる（豊かさ

への）入り口と言っていいかもしれません。そこから接近していけば、閉じこもりがちな人

でも、心をひらくことがわかってきました。いくつか、事例を示してみましょう。 

 

＜事例⑴＞ 

ご近所の趣味グループや、サロンに「入れて！」 

下のマップでは、認知症の女性が毎日、ご近所内のあちこちのグループに、「入れて！｣と

訪れています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昔の同級生は「来ないで！」。趣味グループも同様。一方、ゲートボールグループはこの女

性を受け入れていて、サロンも井戸端会議も受け入れていました。彼女は、何をしようとし
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ているのでしょうか。「私も豊かに生きたい」ということでしょう。ところが担当のケアマネ

ジャーは、「危ないから施設に入りましょう」と言っているのです。これが福祉関係者による

一般的な関わり方でしょう。 

 

＜事例⑵＞ 

孤独死の女性、壁中に油絵の作品が！ 

支え合いマップを作っていたら、死後２週間で発見されたという女性がいました。この高

齢の女性は一人暮らしで、誰とも交流していなかったということでしたが、意外な事実が判

明しました。彼女の部屋を覗いたら、壁いっぱいに油絵が飾ってあったというのです。 

彼女は油絵に夢中になっていたのでしょう。生前にこのことが分かっていたら、ここから

接触することができたのではないか。「絵の個展を開きましょう」「常設展示場を作りません

か」「即売もしましょう」などと。本人がこだわっている部分から働きかけをしていく中で、

自然に話題の合う仲間もできてくるのではないか。しかし今の福祉のやり方は、相手の好み

に関係なく、とにかく訪問してサロンなどに誘い出すという一律的な正面突破作戦です。 

 

＜事例⑶＞ 

精神障害の女性、詩や絵の作品を褒めたら心をひらいた！ 

 あるワーカーから、担当している難しいケースについて、悩みを聞きました。精神障害を

抱えた一人暮らしの高齢女性。家で寝ようとすると、電磁波が出るので寝られないというの

です。仕方なく公衆トイレなどで寝ようとするのですが、それでも駄目。冬の寒い夜も外で

過ごし、とうとう足は凍傷になってしまいました。ワーカーは、とりあえず入院して、その

後は施設に入りましょうと勧めるのですが、本人は頑として応じません。 

 そこで私が、「彼女は何か、楽しんでいる趣味などはないのか」と聞くと、あるという。一

つは詩を書くことで、作品を見せてくれました。絵も描いていました。では、とにかくそこ

から入ったらどうかと勧めました。作品を詩集としてまとめてあげるとか、絵の作品展を開

くなど。 

 それから数か月後にそのワーカーと再会したら、その作戦が、驚くほどうまくいったこと

が分かりました。作品を褒めたら、たいそう喜んで、礼状と共に次々と新しい作品を送って

くれるという。さらに女性は、このワーカーの勧め通りに入院し、施設に入所することも承

知したということです。 
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⒉「こだわり」は本人が願う豊かさへの入り口 

■それをどう発展させたらいいかがわからない 

何かにこだわっているということは、そこから「豊かになっていきたい」という本人なり

の入り口なのかもしれません。ただ、それをどのように発展させていったら、どうすれば本

当の豊かさへ到達できるのかが分からないために、そこで止まっているのです。 

 ならば周囲の人が、その人が望む「入り口」と、そこからどのように発展させたいと思っ

ているのかをよく読み込んで、豊かさ全開まで誘導していってあげたらいいのではないか。 

＜事例⑵＞ならば、町内で個展を開いてみんなに見てもらうとか、即売をするとか。そうす

ることで、自然に（本人がそうと意図しなくても）ふれあいが実現してしまうかもしれませ

ん。人の役に立ったり、多少の収入も期待できるかもしれません。つまり本格的な豊かさ実

現へ、グッと進んでいくのです。 

 

⒊豊かさづくりへの６つの入り口 
■こだわりの対象は人それぞれ 

 豊かさへの入り口は、趣味とは限りません。認知症の女性が、周りの人たちを招いて自宅

でサロンを開いていました。ふれあいが好きなのですね。 

またある認知症の女性は、デイサービスセンターでボランティアをするのが生きがいにな

っています。彼女の場合、入り口は「社会活動」でした。 

こだわりの対象は、人によって様々であることが分かります。つまり豊かさへの入り口は、

いろいろあるのです。豊かさを構成する最も基本的な要素として、以下の６つがあげられま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭・夫婦 

趣味・学習 

健康

お金・仕事 

友達

社会活動 
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⒋豊かさに不可欠な６つの要件 
■この中の１つが欠けても豊かになれない 

 これら６つの要素は、豊かさへの基本要件であり、入り口として選んだ１つの要素だけを

充足させても、本当の豊かさには到達できません。その要素を入り口にして、この６つすべ

てを充足させることが目標になるのです。 

 生涯学習講座などで、「あなたが豊かになるのに何が必要ですか？」と尋ねると、まずこの

６つが出てきます。順序で言えば、①仕事。お金。②健康。③趣味・学習。④家庭・夫婦、

⑤友達。⑥社会活動。 

 

■豊かさダイヤグラムは、本当は３層になっていた 

これら６つの項目は豊かになるための最も基本的な要件であり、もっと詳細に分析してみ

ると、その内外に別の要件も潜んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■「充足心」がないと、いつまでも満たされない 

内面的な要件は、ここに挙げたようなものです。この中の「充足心」という言葉が、よく

豊かさづくりのための 

内面的条件 

ゆとり 

充足心 

誇り 

信仰 

豊かさづくりのための 

周縁的条件 

生活環境 

平和 

経済 
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出てきます。足るを知る心がないと、いつまでも満たされない、豊かさを実感できないとい

うことでしょうか。 

 それから「信仰」もよく出てきます。ある超高齢の主婦が、講座の後に私のところへやっ

て来て、こう言いました。「私はダイヤグラムの６つの要素は全然ダメです。でも私には信仰

があります。これで満ち足りています」。 

内面的条件とともに、周縁的な条件もありますが、たしかに、内戦が続いているシリアな

どでは「豊かさ」の追究どころではないでしょう。特定の個人というよりは、その地域の人

たち全てに影響をもたらす要件です。 

 

⒌入り口から入って、ついでに他の５つも 
■一石六鳥作戦がベストの方法 

 したがって、これらの入り口の１つから「入って」それでおしまいではなく、ついでに他

の５つも満足されれば、そこではじめて豊かさ満開になるのです。「一石二鳥」という言葉が

ありますが、これをいただいて「一石六鳥」と言ったらどうでしょうか。もし「趣味」が入

り口だとしたら、それを活かして他の５つの要素も（趣味活動の中で）満足されれば、豊か

さ満開にできるのです。 

例えば事例⑵のケースでは、➊趣味である絵画を豊かさへの入り口にできそうです（彼女

のこだわりの対象）。それを生かして、➋絵画の常設展を開く。これが「社会活動」。➌即売

をして若干の「収入」を。➍それらの活動を通して、協力者や見学者、購入者と自然に「ふ

れあい」が始まる。 

「趣味」から入って、「社会活動」、「収入」、「友達」という（豊かさへの）他の要素も充足で

きれば、それだけ彼女の豊かさは深まる。これらの活動によって、彼女の心と体の健康にも

良い影響を与えることができるかもしれません。 
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⒍豊かさの「変化」も測れる 
 この図で、豊かさ度の変化も示すことができます。 

まず、それぞれの項目を５段階で評価します。次の図で言えば、まず黒い線を見てくださ

い。これが現状の豊かさ。「趣味」は（５段階の）３と４の間。「健康」は２だとします。 

 仮に、これが周りの人たちの支援で改善されたとします。これが赤い線です。閉じこもり

がちだった女性が、絵の常設展を開くなどの活動をしたので、「社会活動」は１から４へと大

きく改善。その中で自然なふれあいも生まれ、こちらも１から４へ改善。絵が売れれば多少

なりとも収入が入るので「お金・仕事」も若干改善。場合によっては展覧会を親族も見に来

てくれれば、「家庭・夫婦」も少し改善されるかもしれません。そしてこれだけのことがあれ

ば、当然、心身の健康にも良い影響があるはずです。 

このように本人の好きな入り口から入って、６項目のそれぞれを改善することができれば、

全体として彼女の豊かさ度を改善できます。その変化を、このように一目で測ることもでき

ます。 

 

 

 

 

① 

② 

③ ➋常設展を開く 

➌絵の販売で収入も 

➍協力者や見学者とふれあい ➊油絵を「入り口」に 

家庭夫婦 

趣味・学習

健康

お金・仕事

友達

社会活動 
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① 

② 

③ 
常設展を開く 

絵の販売で収入 

協力者や見学者と接触 油絵を「入り口」に 

家庭夫婦

趣味・学習

健康

お金・仕事 

友達

社会活動 
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⒎例えば豊かな趣味活動の要件は？ 
■それが豊かである根拠は？ 

 豊かさを測るとき、６つの項目の一つ一つについて、どういう点がクリアされると豊かだ

と考えられるのか、または豊かさをアップさせるためにどういう点を目標にすればいいのか、

一例として並べてみました。本書に挙げたそれぞれの①～⑤の項目は、参考にこちらで設定

したものですが、仲間と一緒に考えてみたり、対象者の状況に応じて応用したりするのもい

いでしょう。 

 

 

 
 

 

①趣味友だちがいて切磋琢磨 

②家族の理解。一緒に楽しむ 

③趣味で人の役に立っている 

④趣味で収入を得ている 

趣味 

⑤生きがいが得られている 
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■「豊かな家族・夫婦」の要件は？ 

 家族・夫婦の項目なら、たとえば以下のような点から評価をしてみたらどうでしょう。 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

①家事を分担している 

②困った時に支えになる 

③相互に人格を尊重 

④同じ地域グループに所属 

家族・夫婦 

⑤趣味を共有。趣味を理解し合える。 
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■「豊かな友達」の要件は？ 

 最近の友達関係は、ほどほどの距離を置いた、あっさりした関係も多くなっていますが、

これでは、いざという時に頼り合える本当の友達とは言えないでしょう。①のように「困っ

た時に助け合える」かどうかが問われるのです。 

 また、同じ悩みを持つ人との助け合いも、最近広がっています。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①困った時に助け合える 

②異性・異年齢とも交流 

③社会活動も一緒に 

④家族ぐるみの友達 

友達 

⑤啓発し合える友達 
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■「豊かな社会活動」の要件は？ 

 とにかくボランティアをすればいいというのではなく、大事なことは、豊かさ満開をめざ

すことですから、それで自分の人生が豊かになっているか、他の項目との関連も考える必要

があります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①特技・趣味が生きる活動 

②家族と一緒に 

③活動仲間と日常的に交流 

④活動をすることで元気になれる 

社会活動 

⑤活動仲間と助け合い 
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■「豊かな仕事」の要件は？ 

 これも前項と同じで、例えば仕事の中でその人の能力や特技が生かせていたり、何らかの

形で社会に役立っていることを実感できたり、ということも大切です。毎日の本業の中で他

の項目も自然に充足できれば、豊かさへの近道になります。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

①充足感を得られる 

②能力や特技を生かせている 

③仕事で社会に貢献 

④仕事仲間と交流や助け合い 

収入・仕事 

⑤健康に働ける職場環境 
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■「豊かな健康」の要件は？ 

 健康を維持することはもちろん大切ですが、誰でも一生の中では、体を壊すこともありま

す。高齢などで慢性的な症状が出ることもあるでしょう。そういう時に、それでも病気と仲

良くしていくといった考え方も大切になります。本人が自分の健康に関心を持ち、主体的に

健康管理に取り組むことも大事でしょう。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

①一病息災。病気と仲良く 

②主体的に健康作りや治療に取り組む 

③仕事などでストレスを貯めない 

④自分の健康状態を把握している 

健康 

⑤健康管理をしてくれる人がいる 
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⒏個別評価で留意すべきこと 
➊「収入・仕事」 

たしかに収入も必要でしょうが、「働く」ことの生きがい効果も大事なポイントになります。

ちゃんとした「仕事」でなくても、「仕事らしき活動」ができるだけでも違います。高齢だか

ら、要介護だからと、この項目を簡単にあきらめるべきではありません。 

➋「健康」 

 要介護者にとって「健康」とは何か。要介護なりに日常をしっかり自立して生きていくこ

とも、一種の健康と言えます。 

 ここで言う「健康」は、まずは血圧がいくつとか、病気はないかといった狭義の健康度を

測りますが、病気や要介護度が重いから必ずしも１になるというわけではありません。じつ

はこのダイヤグラムの中に、もう一つの健康を測る物差しが入っているのです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上のダイヤグラムを見てください。健康を左右する要素が、じつは他の項目にもあって、

そこから「健康」に影響をもたらしているのです。 

例えば「家族」の中でＤＶ被害があるとします。本人が加害者か被害者のどちらにしても、

それは心身の「健康」に多大な影響をもたらすはずです。 

「友達」は「ふれあい」ということですが、本人が引きこもりであったり、社会的に孤立し

ていれば、結果として心身が不健康になります。職場でパワハラを受けてもそうです。 

 では「社会活動」の「サービス受ける一方」とは何か。これはデイサービスセンターの職

（健康）結果として不健康に 

（社会活動）サービスを受ける一方 

（友達）引きこもり。社会的孤立 

（仕事）パワハラの被害 

（趣味）趣味に依存して孤立。 

（家族）ＤＶの被害または加害 

他に生きがいがない 
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員が体験したことですが、利用者の一人がこうつぶやいたといいます。「毎日毎日、『すまん

な、すまんな』と言うのに、もうくたびれた」と。サービスを受ければありがたいとは思う

のですが、サービスを受けるたびに、プライドが傷つく。そこでその職員は何をしたのか。

彼女は自分の赤ちゃんをセンターに連れて来て、その利用者に「この子の面倒見てもらえま

せんか」と頼んだのです。利用者が喜んだのは言うまでもありません。 

 施設の利用者のように、一日二十四時間、職員の世話になりっぱなしというのは、本人か

らすれば、精神衛生上いいこととは言えないのです。 

「趣味」にしても、それを生きがいにするのはいいですが、ゲームなどに依存し、引きこも

ってばかりでは、健康的な趣味とは言えません。 

 というわけで、狭義の「健康」も大事ですが、本当の健康というのは、他の５つの項目も

健康的であることなのです。つまり、この６つの要素が全体として充足されることで、真の

健康が実現します。「ダイヤグラムが満開」が本当の健康なのです。 

 

➌「趣味」 

この中には「学習」も入りますが、もっと範囲を広げて、「能力開発」もこの項目に該当し

ます。障害のある人や要介護の人の場合、特にこれが欠かせません。 

➍「家族・夫婦」 

「自分は妻に死なれて一人暮らしなのだが、それだと私の評価は１になるのか？」という人

もいますが、子どもが定期的に訪ねて来るとか、仲のいい親類が近くに住んでいるというこ

ともあるでしょう。また、異性のお茶のみ友だちでもいいので、夫婦に変わる相手、お互い

に支え合えるパートナーのような人がいることは、人生を大きく変えます。 

➎「友達」 

広い意味での「ふれあい」です。おつき合いが好きな人もそうでない人もいますから、心

を開ける相手が1人か２人いれば十分という人もいるでしょうし、趣味など他の項目を実践

する中で、ちょっとした自然なふれあいが実現すれば、それで満足という人もいるでしょう。 

➏「社会活動」 

 要介護などの場合、「社会活動」と言われても、何ができるのかと疑問に思われるでしょう

が、要はどんな小さな行動でも、社会のため、だれかのためになることをするということで

す。家族のためでもいいですし、要援護者が自分の問題をオープンにして周りに助けを求め

ることもまた、社会に役立つ活動なのです。 
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⒐対象者の豊かさを測ってみる 
 前項までの作業結果を踏まえて、豊かさを測ってみましょう。 

下のダイヤグラムの各項目の該当する箇所に印をつけ、それらを結べば出来上がり。項目ご

とにコメントを空欄に入れましょう。 

 重要なのは、厳密に測ることではなく、その人の豊かさについて一緒に考え、豊かさを改

善する方法を考え、本人のやる気を引き出すことです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

家庭夫婦 

趣味・学習 

健康

お金・仕事

友達

社会活動 

１ 

２ 
３ 
４ 

５ 
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⒑「こだわり」の特定と発展策 
その人の「こだわり」の対象（興味を持っていること）が分かれば、これを基点として生

かし、その人の豊かさを発展させるために、他の５つの項目でどんなことができるのかを考

えることができます。その際、項目別に評価してきたことも参考にするといいでしょう。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⒒「豊かさづくりのお手伝い」の作業手順 
以上のように、その人の「入り口」（こだわりの対象）を見つけ、それをより充実させる方

法や、それを生かして他の５つの要素も改善できる方法を考えて、豊かさ満開になるよう応

援していくのが、支援者の役割ということになります。 

具体的には、私たちがすべきことは、以下の通りです。 

⑴まず本人の個々の項目の充足度を測り、おおよその豊かさ満開度を抽出する。 

⑵それとは別に、その人の豊かさへの入り口（こだわり・興味の対象）を特定。 

⑶その活動（こだわり・興味の対象）をもっと発展させるために、またその活動を生かして

もっと豊かになるために、６つの項目でどんなことができるかを考える。 

⑷分かったことや改善策を、逐一「６つの入り口図（ダイヤグラム）」に記入していく。 

から入った場合 

①（入口） 

② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 
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＜第３章＞要援護でも豊かさを維持する法 

⒈高齢でも豊かさを維持するには 
高齢になれば、「仕事」はなくなり、「健康」ではなくなり、「趣味」も段々できなくなる。

「夫」はいなくなり、「家族」も遠くにいる。「友達」も年を取るほど少なくなり、「社会活動」

どころか、助けてもらう一方・・・というように、高齢になるほど豊かな生活づくりは不利

になってきます。それでも豊かさを維持し続けるには、発想の転換と積極的な姿勢が大事に

なります。 

 

① 趣味 

高齢や要援護だからと歓迎されなくても、遠慮なくグループに加入すること。若いメン

バーにはできない役割を見つけて貢献すれば居場所が見つかる。何か困ったら、若い仲

間に助けを求めるのも、立派な役割になる。 

② 家族・夫婦 

年を取って配偶者が亡くなり、家族は遠くに住んでいるといった場合、異性の茶飲み友

達などを見つけることも大切。子どもたちも思い切って呼び寄せて、自分の世話を頼む。

同居が無理なら、いま流行りの近居でもいい。子どもに介護経験をさせるのも教育の一

つ。 

③ 友だち 

趣味グループなどで、若い世代と積極的に交流することで若返る。ボランティア活動で

友だち作りもいい。繰り返すが、若者に助けを求めるのも高齢者の大事な活動だ。 

④ 社会活動 

活動グループに入るだけでなく、自分の足元の要介護者や高齢仲間の支えになることも

「活動」だ。要援護になると行動半径が狭まるので、ご近所圏域で助け合うことが大事

だ。 

⑤ 仕事 

楽しみでやっている家庭菜園や小物づくりなどで若干の収入を得られないか。 

⑥ 健康 

これら５つの項目を夢中でやっていれば、それが健康につながる。 
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⒉要介護でも豊かさを維持する法 
要介護になると、豊かに生きようとは思うまいと本人も諦めるし、まわりもそう期待して

しまいます。しかしそれでは本当の福祉にはなりません。最後の最後まで、豊かな人生づく

りをあきらめないこと。それが福祉の最終目標でもあるのです。 

 

 豊かさ維持のコツ 対象者の場合 

① 若い世代の輪に積極的に入っていく。 

「要介護だから…」と歓迎されなくても、構わ

ずにグループに加入していく。 

 

 

② 介助者をつけてもらったり、移送サービスを思

い切ってお願いする。 

若いメンバーにそういう体験をさせるのも高齢

者の義務。 

 

 

 

③ 要介護でもできる趣味を開発する。 

寝たきりになった時のために早々と短歌を始め

た人もいます。また、これまでの趣味を要介護

でも続けられるよう工夫することも大切。 

要介護で畑仕事が出来なくなっても、工夫を

すれば方法はあるはず。家の中では這って暮ら

している人が、畑の畝に手すりをつけて楽しん

でいた。 

 

 

④ ６つの項目の中で、要介護でもできるというも

のを１つ探す。 

人とのおしゃべりが好きなら、おしゃべり友達

を作り、そこで趣味を楽しむ。趣味を自分です

る代わりに「教える」という方法も。同じ要介

護者の話し相手になればそれが「社会活動」に

なる。 
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⑤ 高齢になるほど、豊かさの中心は「心」の方に

移行する。 

内面的な豊かさを追求するのも、高齢になった

からこそできること。 

 

 

⑥ 

 

 

 

 

要介護になったから何もできないという考えを

捨てる。 

豊かさ満開へ向けて、しゃにむに突き進む。「も

う要介護なんだから…」と活動をやめさせるな

ど、家族がこれを阻むことが少なくないが、自

分の意思を大事にすることも必要だ。 

 

⑦ 

 

 

 

 

家族や地域の理解が不可欠。 

人はどんなに要介護になっても、豊かに生きよ

うとすることができる－ということを理解させ

る必要があります。 
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⒊施設入所でも豊かさを維持する法 
老人ホームに入所しても、積極的に地域社会に出て、ふれあいや趣味活動を楽しんでいる

人もいます。 

 

 入所しても豊かな生活を 対象者の場合 

① 施設内の趣味活動等に積極的に参加す

る。 

参加したい教室を作ってもらう。 

 

 

 

② 入所でなく施設利用でがんばれないか

考える。 

 

 

③ 自宅からごく近い施設を選ぶ。友だちも

来てくれるし、里帰りも容易。 

 

 

 

④ 家族とふれあうために、気軽に自宅へ戻

れる施設を選ぶ。 

 

 

 

 

⑤ 施設を説得し、活動場所まで移送してく

れるような地域グループを探す。 

 

⑥ 

 

 

自分でグループに押しかけるぐらいの

気概も必要。 

 

⑦ 

 

 

子どもを説得して、定期的に元の自宅に

戻れるようにする。地域の友だちの協力

も必要。 
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＜第４章＞ダイヤグラムによる関わりの実際 

富山県滑川市の民生委員による訪問活動の結果 

■ダイヤグラム持参で、本人と一緒に項目別に評価 

富山県滑川市の民生委員たちが、ダイヤグラムを生かした要援護者への訪問活動をしてい

ます。彼等のダイヤグラムを使った関わり方を紹介しましょう。 

 その特徴は、訪問の際にダイヤグラムを持参し、本人と一緒に項目ごとに評価していくこ

とです。 

⑴ダイヤグラムを使った訪問活動の利点 

①体調だけでなく生活全般の相談ができるようになった 

 今までは、訪問の際に特別なテーマがなく、結局「お元気ですか」程度しか話題が出てこ

なかった。しかしダイヤグラムを持って訪問すると、６つのテーマから話題を探せるし、相

手も６つの角度から相談を持ち掛けるから、話が広がるという。 

 

②一人ひとりの豊かさを発展させるテーマを探してあげる 

 自分では気づかないかもしれないが、その人ごとに、これに取り組めば豊かさダイヤグラ

ムが全体として広がっていくのではないかと思われるテーマが潜んでいる。それを見つけ出

して、どうやって発展させていったらいいのかを教えてあげることが大事だ。 

 

③豊かさ発展のカギになる活動に一緒に取り組んであげる 

豊かさアップのカギになりそうなテーマが出てきたら、それを実行してみるよう促す。と

いっても、本人はなかなか重い腰をあげられない、という場合もある。そんな時は、「私も一

緒に行ってあげるから」というふうに、初めは一緒に行動してあげるのがコツだという。 

 

④豊かさが広がりにくい原因を探してそれを除去する 

人によっては、豊かさか広がりにくい根本的な原因があるのではないか。それがあるため

に、ダイヤグラムの全体が広がりにくい、とか。それを探し出して、除去してあげる努力が

必要だ。以下の例だと、入院したために、ダイヤグラムの全体が縮んでしまった。本人は退

院したいという。ならばどうしたらいいか。 
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⑤「それもボランティアですよ」と気づかせてあげる 

 要介護になると、自分がボランティアなんかできるはずがないと思い込んでしまうが、本

人がしていることで、何かしら他者の役に立っていることを探し、「そんなことはない。あな

たがやっていることだって立派なボランティアですよ」と気付かせてあげること―関わる側

の仕事で最も大きいのが、これではないか。 

 

⑥「前よりも１上がったよ。素晴らしい！」と励ます 

 ダイヤグラムはただ客観的に測定したものを相手に提示するということではなく、それを

もとに、もっと豊かに生きようという意欲を持たせることも重要だ。そのためには、意欲が

出てくるようなタネを探して、相手を励ますことだ。 

 

➆対象者の豊かさ満開作戦にご近所の協力も得る 

今までは要援護者の困り事の解決や安全の確保でご近所の協力を求めていたが、これから

はその人の豊かさ満開のための協力もご近所に求めていく必要がある。 

 

＜事例①Ｋ・Ｔさんの場合＞ 
ダイヤグラムを見ていただきたい。「収入・仕事」は、初めは４だったが、その後５に改善

された。収入が増えたというよりも、倹約家だから出費が抑えられていると自己評価し直し

た。自己評価で、自分の状況や努力をポジティブに捉えられるようになるのはいいことだ。 

「趣味」は、「病気のために何もする気がなくなった」ために４から２に下がった。それでも

「テレビや過去に読んだ小説の話題が大好きで、話している」という。 

 一人暮らしの人だから「家族・夫婦」は１になると思われがちだが、「妻の遺品を創意工夫

して飾っている」という。まだ妻とつながっているのだ。 

「友達」は、積極的に付き合う友達はいないけれど、友人やボランティアが時々訪問してく

れる。それを積極的に評価すれば、「友達」の評価に入れてもいい。 

「社会活動」も、一般的な意味でのボランティアとして考えれば、年を取り、体も弱ってく

れば、限りなく１に近づいていくことになるが、この男性は「家の前で近所の児童を見守っ

ている」。これも立派なボランティアだと、ちゃんと自覚している。その他にも「姪の健康状

態を心配している」というのも、一種の「社会活動」（人のためにしていること）と考えてい

いのではないかと評価した。本人と民生委員で、こういう柔軟な理解・評価の仕方をし合う

ことで、病気があっても「できること」が増えて、もっとがんばろうと思えるところが豊か

さダイヤグラムのいいところかもしれない。 
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＜事例②Ｈ・Ｉさんの場合＞ 
ダイヤグラム（次のページ）を見ると、目立つのは「趣味」と「友達」がグンと改善され

たことだ。市の福寿大学の合唱サークルに入ったという。みんなと歌い、発表会にも参加し

た。その結果、友達も増えた。 

発表大会で歌うことで、たくさんの人に喜ばれたとするならば、「社会活動」も改善された

と見ていい。合唱は体も使うしストレス発散にもなり、「健康」が改善される可能性もある。

「趣味」を最大限生かすことで、ダイヤグラムの複数の部分が一緒に改善されることが考え

られる。 
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⑵活動で見えてきたこと 

 一人暮らしの高齢者宅を訪問する時に、ダイヤグラムを取り出し、個々の充足度を本人と

一緒に測っていくことが、いろいろな副次的な効果をもたらしているようだ。 

 

①普段得られない情報を入手 

リーダーの浦田さんによれば、「自己評価してもらうことで、普段聞けない話を聞き出すこ

とができた」。たくまずして、当事者の生活面のかなり深い部分までの情報が得られるのだ。 

 

②「皆さん、豊かさ満開になることを望んでいる」 

 そのように積極的に自身の豊かさ状況を他人に語るということは、やはり豊かに生きてい

きたいという思いを持っている、と見ていいのではないか。 

浦田さんは言っている。「皆さん、だれもが、豊かさ満開になることを望んでいました」。

高齢者は、安全が守られれば本人も満足していると思われがちだが、そうではなかった。 

 

③体は弱っても豊かさ追求意欲は衰えない 

 体が弱っても、豊かさへの意欲は衰えないこともわかった。ならば、要介護になっても地

域のお楽しみに参加してもらったり、その人ができる社会活動をしてもらうことが大事だ。

そしてそれが実現すれば、ダイヤグラムの他の項目も改善されていくことがわかった。 

 

➃健康観や趣味観を変えていく必要がある 

 最大のポイントは、健康観や趣味観など、６つの項目の一つ一つについて見方を変えてい

く必要があることが分かった点だ。一人暮らしだから「夫婦」は１だ、などと勝手に判断し

てはいけない。毎日のように夫の墓参に行くという女性もいた。まだ夫婦はつながっていた。 

 

➄人生に前向きになっていく 

 その他、「趣味」も読書といった本格的な行為だけでなく、「過去に読んだ小説を話題にお

しゃべりを楽しむ」のだっていいではないか。 

「ボランティアが訪れる」のも「友達」の一部だ。身内の健康を気にかけるのも「社会活動」

と評価していいではないか、という風に考える。「ものは考えよう」である。 

こじつけのように見えるかもしれないが、そういう柔軟な評価をすることで、本人が人生

に対して前向きになっていくというメリットがある。そこが大事な部分ではないか。 
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＜第５章＞ご近所で共に豊かに 

⑴豊かな生活はどこで実現？ 
 要援護者の豊かな生活を実現（応援）するという時、それはどこで実現できるのでしょう

か。最終的には私たち、特に心身の状況から遠くへ通えない要援護者は、ご近所で豊かさを

実現したいのです。それも、ただ自分だけが豊かになるのでなく、他の人たちと一緒に、で

す。 

できれば、この章は、ワーカーも当事者の一人として読んでください。むろん対象者の豊

かさについても考えてみましょう。 

  

⑵誰もが豊かに生きられる「ご近所」に 
東京都からある調査結果の分析を頼まれたことがあります。1,000 人の高齢者へのアンケ

ート調査でしたが、私の担当は、自由回答の分析でした。たくさんの意見、要望を並べてみ

て、そこから敢えて何らかの結論を導き出そうとした時、見えてきたものは何か。 

高齢者たちが共通して願っていたのは、ダイヤグラムの６つの要素を豊かにする活動が、

足元のご近所でできるようにしてほしいというものでした。歩いて数分で働く場があり、趣

味活動ができ、健康づくりもでき、ふれあいもボランティアもできる。 

今はこれらの一つ一つを充足させるために、市の中心部などへ、車やバスに乗って行かね

ばなりません。それを自宅の近くでできるようにしてほしいというのです。 

 

⑶要介護者も自宅に居て豊かになれる 
こういう事態が誕生すれば、どういう「いいこと」が始まるでしょうか。要介護者も、障

害者も、足元で豊かになれるということなのです。今は既に大介護時代に突入しています。 

今述べたようなご近所ができれば、死ぬまで豊かな生活が、要介護でもできるのです。 

次のマップを見てください。認知症の女性が、わずか３０数世帯のご近所のあちこちに出

かけています。そして「私も入れて！」とやっているのです。このうちゲートボールとサロ

ンと井戸端会議の人たちは入れてあげていますが、趣味グループと元同級生は拒否していま

した。もしこの全部が入れてあげていたら、彼女はこのご近所で豊かに生きられるのです。 

一方、元気な人は、車やバスに乗り、家から遠く離れたスポーツセンターや公民館、カル

チャーセンター、シルバー人材センター等まで行って、そこで趣味活動などをしています。

その方がよほど、面倒な人間関係に巻き込まれなくていいと思うかもしれません。 
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しかし例えば、カルチャーセンターに行って、そこでふれあいや助け合いもしているかと

言えば、やっていません。趣味活動が終わったら、皆、さっさと帰っていくと主宰者は嘆い

ていました。ただ趣味を習うためだけに来ていたのです。 

 

⑷「共に豊かに」なるために助け合う 
もう一度、「ご近所で豊かさ活動のすべてができる」という案を考えてみましょう。これが

実現すれば、住民はそれぞれが６つの豊かさへの要件を総合的に充足させるべく、ご近所内

で何度も出会うでしょう。つまり「共に豊かに」なるために、同じご近所内の各所で、時に

は切磋琢磨し、時にはアドバイスをし合うのです。 

 これまでのように、市のカルチャーセンターでたまたま顔を合わせても、そこでふれあい

や助け合いもしようとは思いません。目的が、ただ単にカルチャーを楽しむことだけなので

すから。 

しかしご近所で共に豊かに生きようとすれば、趣味活動で出会った相手と、せっかくなら

ふれあおう、困り事があれば助け合おうと思うのではないでしょうか。そうすることで、効

率よく豊かになれるのですから。 

助け合いという営みは、それ自体が目的化され、「何のために助け合うのか」が問われるこ

とはありません。しかし本当は、共に豊かになっていくために、人は助け合うのです。 
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⑸「ご近所」とは５０世帯の圏域 
 ここまで何の説明せずに「ご近所」と言っていましたが、じつは皆さんの知っているご近

所とは若干異なります。私たちが助け合いができる範囲はどれぐらいだと思いますか？ いわ

ゆる「顔が見える範囲」とも言います。 

 古代の日本で地方行政制度と言えば国郡里でした。その中の里は「５０世帯」だったこと

が分かっています。 

 一般的には、地域は３つの圏域からできているとされます。下の図を見てください。第１

層が市町村で、大抵は数万世帯。次いで第２層。校区とも言い、これが数千世帯。そして第

３層の自治区が、数百世帯。 

今はこれですべてだと思われています。私は第４層もあると考えています。ここが意外に

大切な圏域であることが、次の説明でわかるでしょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

要援護の当事者はご近所にいて、その心身の事情から、ご近所から出られません。だから、

ご近所の人たちに、ゴミ出しとか送迎、見守りなどをお願いしているのです。 

うまくしたもので、このご近所には世話焼きさんがいます。世話焼きさんは、第３層では

広すぎて動きようがなく、足元のご近所で活動しています。これは当事者には好都合です。 

 

⑹ご近所単位の助け合いが効果的な理由 
「ご近所で共に豊かに」という方式で、ご近所単位で助け合いをすることの利点は、意外に

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 
● ● 

■当事者はご近所にいて、ここから出られない。 

■だからご近所が頼り 

■世話焼きさんはご近所でしか活躍できない 

■だからご近所は「人材の宝庫」 

■ご近所は唯一の「顔が見える圏域」 

■だから、助け合いができる唯一の圏域 
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多いのです。 

①小さな町内で日常的にふれあう。そこから助け合いが始まる。 

 人々は今は、数百世帯の町民の一人として、個々バラバラにふれあっています。だから町

内会として、助け合おうという気運は起きにくいのです。各自が自分の小さなご近所内で日

常的にふれあう方が、助け合いはしやすいはずです。 

 

②要援護者もニーズを発信しやすくなる 

しかもご近所なら、その輪の中に要援護者も加わってきます。その人たちから、さまざま

なニーズが発信されます。 

趣味活動などが市の中心部で行われている今と違い、足元に自分が参加したいグループが

近づいてくるから、要援護者もそれに参加しやすくなります。そして、同じグループの仲間

に悩みを吐露し、それに誰かが対応するはずです。つまりこの仕組みで、福祉ニーズと資源

がグッと近づき、接触するでしょう。おそらく接点にいる人の誰かが対応する。こうして助

け合いが始まるのです。 

 

③要援護者の自助力が高まれば、自分で資源を確保できる 

 ご近所では当事者が主導権を取るのが普通になっているのですが、助けられ上手な人はま

だ多くありません。当事者の自助力をもっと強力に磨いてもらえば、ご近所という小さな世

界で、しかもたくさんの人が町全体からご近所に帰って来るのですから、要援護者の腕次第

でいくらでも助け手（資源）は確保できるはずです。 

 

④世話焼きさんも活動しやすくなる 

 世話焼きさんは、５０世帯の町内で困った人（ニーズ）を探しています。見つけたら即刻

関わる気でいるのです。今は対象となる要援護者が、デイサービスなどを受けるために町全

体に出てしまっています。または行ける場所がなく、家に閉じこもりがちになっています。

しかし要援護者の足元に生きがいの対象（グループ）がたくさんできれば、そこに参加でき、

そこで世話焼きさんと出会う可能性が高くなります。世話焼きさんからすれば、活動の対象

が足元に急激に増えるので、はりきって関ってくれるでしょう。 

 結局のところ、要援護者の困り事に関わるのは、世話焼きさんなのです。世話焼きさんは、

相手の困り事を敏感に察知し、素早く関わります。だから世話焼きさんが活動しやすい環境、

ニーズを把握しやすい環境を整えてあげれば、誰に頼まれるでもなく、活動してくれます。

世話焼きさんのアンテナを動きやすくしてあげれば、ニーズを見つけ、対応してくれます。 
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⑤要援護者が最も望んでいる「その人らしく」にも対応 

 福祉ニーズといっても、例えば見守りなどは、当事者からすればそれほど重要ではありま

せん。要援護者本人が最も望んでいるのは、「自分らしく生きたい」。要介護になっても畑仕

事をやりたい。 

住民の様々な趣味活動がご近所に戻ってくれば、この願いが叶います。あとは健常者のメ

ンバーが要援護者を受け入れるかどうか、です。 

 

⑺豊かな生活ができるご近所をどうつくるか 
 ではこのようなご近所をどうやって実現させるのか。 

①今まで町内圏域でやっていたこと－趣味やふれあい、助け合い、健康づくりなどを、これ

からはご近所単位にする。 

具体的には、参加者のリーダー格の人が、各自ご近所に戻って、いわば二次会を開く。カ

ルチャーセンターをご近所毎に作るのでなく、同じようにして、センターで活躍している人

が、ご近所に戻って二次会的な教室を開く。自宅で細々とやっている形でいい。 

 

②もともとご近所にあった、似たような営みを掘り起こし、それを若干充実させる。 

サロンなら、すでに井戸端会議が各所で開かれています。それを探し出し、不足している

部分があれば支援するなど、少しだけ「色をつける」程度でいい。 

 

③新たにそれぞれの営みのご近所版をつくる。 

ある地域で、町内圏域でラジオ体操をやっていたが、冬は休止しようとなった。しかし体

操は、細々とでもいいから続ける必要がある。そこでリーダー格の人や小リーダーなどが、

それぞれのご近所で立ち上げたらどうかと言ったら、すでにリーダーの１人は足元で仲間を

集めてやっていました。その隣でも同じことが行われていたのです。 

 

④老人会や子ども会などは、ご近所単位のクラブをつくる。 

今は町内ごとに作られているが、これをさらに細かく分ける。 

 

⑤町内のイベントもご近所単位に実施する。 

敬老会や成人式など、町の主だったイベントもご近所単位に実施する。こうすれば、要介

護の人も敬老会に参加できる。今は市の全域から高齢者を集めて敬老会を開くので、要介護
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者などは参加できないし、実際に参加することを、主催者は想定していない。 

 

⑥ボランティアグループも、ご近所版をつくる。 

市に一つあったものをご近所ごとに分解する。各自居住するご近所で立ち上げる。 

 

⑦公的サービスも、ご近所毎にサービス拠点を設ける。 

いちいち市の福祉センターに行かなくてもいいようにする。介護予防教室のようなものも、

ご近所ごとに開く。講師やスタッフは各ご近所から調達する。 

 

⑧福祉施設もできればご近所毎につくる。 

それが無理ならば、施設を分解して、その一つ一つをご近所につくる。対象者の自宅をブ

ランチにしてもいい。スタッフは各ご近所の中から発掘する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑻要介護者も豊かさの仲間に加えてこそ 
 わざわざご近所単位に変えるのは、まずもって要援護者もそれらの組織や活動に参加でき

るようにするためです。介護保険が始まって以来だと思いますが、住民は要援護者を仲間に

入れることを敬遠するようになりました。要援護になったらサービスのお世話になればいい、

私たちのグループに来て迷惑をかけないでほしいと。地域では、元気な人と弱った人が棲み

分けをするようになったのです。 

趣味・スポーツ活動 

町内イベント 

ボランティア活動 

公的サービス 

福祉施設 

ご近所版 

ご近所 

町内・校区 
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 今、国を挙げてめざしているのが「共生社会」作りですが、現実はそれと反対の方に向か

っているのです。共生社会を今、実践するとしたら、まずは要援護者を仲間に加えることで

しょう。 

 と言っても、要援護者を排除したいという気風が、すぐになくなるとは思われません。具

体的な方策を考えなければなりません。 

 

①デイサービスセンターや施設が利用者の地域グループへの参加を働きかける 

 要介護者の少なからずが、デイサービスを利用したり、施設に入所しています。すると、

今までやっていた趣味活動をあきらめて、グループから脱退してしまうのです。彼らが地域

グループに参加し続けることができるように、デイサービスセンターや施設が、移送や介助

を引き受けるなどしてグループを説得していく必要があります。 

福祉の理想がレベルアップした今、里帰りは地域全体の課題になっていいのです。しかし

それを家族だけに負わせるのは酷というものです。ご近所の人たちで迎えてあげる必要があ

ります。 

 

②グループも要介護者を退会させずに、活動を続けられるようにする。 

要介護でもできる方法を考えてあげる。移送サービス（相乗り）をする。介助人を付ける

など。 

 

③ご近所に要介護者を仲間入りさせるための特別な人材も必要。 

私は「入れさせ屋さん」と呼んでいますが、そういう口利きの上手な人がいるのです。「私

も一緒に入るから、この方を入れてあげてね」という方法や、「介助人付き」で入れてもらう

という方法をとっている人もいます。また、リーダー級の人が半ば強引に入れてしまったり、

認知症などの本人が堂々と（こちらも半ば強引に）入っていくことでうまくいったケースも

あります。 

 

④老々は夫婦共に元気なうちに地域グループに２人一緒に参加するよう働きかける。 

老々世帯が多い町内会もありますが、今のところ２人とも元気だというので、何もしてい

ません。しかしその後、妻が要介護になり、夫が介護することになると、妻とともに閉じこ

もってしまうため、地域の人が入れなくなります。状況が悪化すれば、介護殺人も起こり得

ます。そこで、夫婦共に元気なうちに、２人一緒に地域グループに参加するように働きかけ

る必要があるのです。 
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⑤要援護者が豊かさづくりの輪に入るには、ご近所にいて、日常的に要援護者を支える人材

も必要。 

 ご近所（町内会）ごとに数名の介護人材がいるはずです。元看護師や保健師、ヘルパー、

介護福祉士など。そして、家庭介護経験者も同じぐらいいます。 
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＜第６章＞福祉活動を「芸能」にしてみたら？ 
 本誌の「豊かさ福祉の利点」でも少し触れましたが、ここで改めてまとめておきましょう。

ここまでは困り事に応える従来型の福祉と、豊かさ作りの手伝いという新しい型の福祉を対

比させてきましたが、じつは前者はやり方次第で、簡単に後者に代えることができるのです。 

 

①表向きは豊かさづくりのお手伝い、じつは… 

 例えば、引きこもりの人に対して通常、関係者がとる行動といえば、根気強く訪問して、

少しずつ門戸を開かせるということですが、既に他の章で紹介したように、本人がこだわっ

ていることに乗ることから入れば、意外に容易に心を開けることが分かっています。これは

つまり、引きこもりの人への対応策を、ただの見守り訪問から、豊かさづくりのお手伝いに

転換するということです。前述の通り、どんな人でも豊かに生きたいと願っているのですか

ら、そこを接点にすれば、接触できるはずなのです。 

 同じように、滑川市の民生委員がやっていることは、いわゆる見守り訪問の一環ですが、

その際に豊かさダイヤグラムを活用することで、ただの見守りから、豊かさづくりの手伝い

へ転換したということになります。 

 

②食事サービスは遠慮したいが、サロンでのお楽しみなら… 

 ふれあいサロンも、会食会になる場合が多いですが、ふれあい型食事サービスにすること

で、参加者も喜ぶし、普段は遠慮がちの男性も参加します。サロンにはいろいろな機能があ

って、安否の確認でもありますが、それがサロンというお楽しみ活動の中でさりげなく出来

てしまうのです。 

 サロンの中で、当事者はさりげなくニーズを発信し、それを皆でさりげなく解決支援をす

る。つまり豊かさづくりの手伝いという活動の中で、その水面下で当事者の福祉ニーズにも

応える、と言うこともできます。 

 

 

 

 

 

 

③中身のあんこの部分が福祉ニーズへの対応。皮の部分はお楽しみ 

福祉ニーズへの対応 

豊かさ作りのお手伝い 
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 この図を見てください。これを饅頭とすると、中身のあんこの部分が福祉ニーズへの対応

で、外側の皮の部分が豊かさづくりのお手伝いです。これなら当事者も満足です。もともと

困り事のニーズへの対応は、あまりミエミエでやるものではないというのが住民の暗黙のル

ールであり、特に当事者はこれを守ってくれることを望んでいます。 

 

④だけど、問題は解決してほしい 

 自分の困り事に触れられたくないのなら、ただのお楽しみ活動だけで済ませればいいでは

ないかと思われるかもしれませんが、当事者は困り事の解決を望んでいます。ただし水面下

で動いてほしいとも思っています。引きこもりの人でも、困り事を解決してくれる人には、

心を開くのです。 

人々、特に高齢者などは、ある集まりや組織に加わる時、「この組織は私が困った時に助け

てくれるだろうか」と無意識に探っています。それをしてくれなさそうだとわかると、離れ

ていくのです。 

 

⑤デイサービスをキャバレーやカジノで楽しむ気分になれるのなら 

 一度、自分たちが提供している様々なサービスを、文化・芸能にするアイデアを出し合っ

てみたらどうでしょうか。私も、最近は支え合いマップ作りの入門講座を、寸劇仕立てでや

っています。寸劇に登場する住民５人の役を、すべて当日の参加者に演じてもらうのです。 

 誰に演じてもらうかは、その場でこちらが指名するのですが、嫌だという人は１人もいま

せん。それどころか、ただ台本を読むだけでは物足りないようで、アドリブを入れる人や、

わざわざその土地の方言にして読む人もいます。そしてそれを見た参加者からも、「マップ作

りがよくわかった」と好評です。 

 全国でおむつ替えの名人と言われる住民に何人か会ったことがありますが、作業全体が踊

りのようでもあるのが印象的でした。相手との二人芝居とも言えます。介護だって、やり方

次第では芸能に変わり得る。それで喜ぶのは当事者です。 

 今もやられているか知らないが、南太平洋に無数に散在する小島から、毎年一回、ある島

に参集する。小舟に乗っていくのだから、危険もある。集まって何をするのか。それぞれが

プレゼントすべきものを、一年かけて作り、それを持ち寄るのだ。贈与の儀式である。 

その儀式が何日かかけて、大々的に、芸能の一環として執り行われるのだ。福祉というも

のは、もともと味もそっけもない営みである。しかももらう相手はプライドの危機に陥る。

あまり厳かにやられては困るのだ。 

最近流行っている、デイサービスをキャバレーや賭博場で楽しむ気分になれるのなら、私

も「行かない」などとは言わないかもしれない。 
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＜第７章＞豊かさ作りのお手伝い－誰が？ 
 ダイヤグラムを活用して要援護者の豊かさ満開作戦を応援するのは、だれか？ 

 以下に候補を並べました。要は福祉関係者ならどなたでも取り組んでいい活動ですし、福

祉関係者だけでなく、人々の生活を支援する役目の人なら、取り組んでいい活動です。 

⑴老人ホームのスタッフ 

→入所者と一緒にダイヤグラムを作ってみたら？ ますは試しに数名の人を対象に取り組ん

でみて、①本人の課題、②施設側の課題を抽出してみる。スタッフ自身の豊かさ状況を測る

のも良い学びになります。 

⑵デイサービスセンターのスタッフ 

→利用者と一緒にダイヤグラムを作ってみたら？ 家族と一緒に作る方法も。 

⑶ケアマネジャー 

→ケアプランをつくる前に、本人のダイヤグラムを作って、課題を出してみたら？ ①本人

の努力目標、②家族の課題。③ご近所の課題、③ワーカーの課題。 

⑷ボランティアセンターのスタッフ 

→ボランティア志願者と一緒にダイヤグラムを作り、その人に合う活動テーマを考える。 

⑸公民館のスタッフ 

→どんな講座を受けたらいいか分からない人、何を学んだらいいのかわからない人と一緒に、 

ダイヤグラムを作りながら、その人に合う活動を探してみたら？ 

⑹民生委員 

→訪問対象者と一緒にダイヤグラムを作ってみる。訪問の際にその変化を話し合えば、いろ

いろな話ができて、ニーズが見えやすくなる。 

⑺保健センターのスタッフ（保健師） 

→対象者の健康度をダイヤグラムで測ってみたら？（狭義と広義の両面から） 

⑻福祉作業所のスタッフ 

→利用者のダイヤグラム作りで職能等の可能性を見出せないか？ 

⑼ボランティアグループのリーダー 

→メンバーみんなでダイヤグラムを作ってみたら？ついでにグループとしての健康度も。 

⑽ふれあいサロンのリーダー 

→参加者とボランティアが一緒にダイヤグラムを作ってみたら？ 

⑾生活相談の窓口 

→相談窓口で相手と一緒にダイヤグラムを作ってみて、そこから課題や解決のヒントを探す。 


