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＜要約＞
本稿では、大都市における単身・夫婦のみ世帯の増加等による高齢者の孤立問題を背景に、
そこに生じる問題と支援としての見守りのしくみについて検討する。まず、生活圏で行われ
る地域住民による日常的な見守りと、専門職の役割および支援について実践例を交えて検討
する。次に、どのような人を、誰が、どのようにして見守るのかという視点から、見守りに
おいて見守られる存在である孤立高齢者の問題、また見守る存在である地域住民に生じる問
題、さらに見守りに影響する要因としての地域特性について考察する。これらを検討した上
で、地域住民による見守りの位置づけを明らかにし、見守り専門職によるこれら見守り関係に
対する支援の必要性と、見守り関係が醸成される土壌づくりに対する支援の必要性を提示する。
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1. 高齢者の孤立問題
（1）研究背景
東日本大震災のあった 2011 年を表す漢字は「絆（きずな）
」であった。大災害を受けるこ
とで、これまで希薄化が叫ばれ続けてきたつながりの、大切さや助け合うことを我が国の人々
は意識することとなった。多くの国民が「絆」を意識する一方で、大都市・団地等では孤立
やその果てに死亡する人が後を絶たない。報道では「ひとり団地の一室で（常盤平団地の孤
独死）」、「無縁社会（無縁死）
」
、
「足立区 111 歳白骨化男性高齢者の発見」
、
「新宿区アパート
火災による身元不明独居高齢者の死亡」など、死亡してもなお誰からも認識されない孤立し
た人々が取り上げられている。こういった孤立（に関連する）問題が生起する背景には、近
年の非婚率の上昇、離婚の増加、経済不況による離職等により、単身で生活する人が増加し
ているという世帯構成の変化がある。高橋（2011）は国土交通省による 2050 年までの世帯
類型別世帯数の将来予測をあげ、今後単身世帯はますます増大し、その半数が高齢者世帯に
なることを指摘している。河合（2009）によれば、ひとり暮らし高齢者の出現率が高い市区
町村は、①島嶼、②過疎地、③大都市であるが、大都市では近年急増しており、人口 5 万人
以上の市区町村でひとり暮らし高齢者の出現率を見ると、
大阪・東京が多い。
また、
斎藤
（2011）
は、今後 50 年の間に、三大都市圏周辺のベッドタウンを中心に、家族支援を期待できない、
地縁もない単身・夫婦のみ高齢者が激増すると予想している。東京都「平成 22 年度東京都
福祉保健基礎調査

高齢者の生活実態」
（2011）によれば、都内の 65 歳以上の「ひとり暮ら

し世帯」は 18.9％、夫婦ともに 65 歳以上の「高齢夫婦のみ世帯」は 33.8％である。今後は
独居高齢者が急増し、中でも未婚の男性高齢者が増加するという（国立社会保障・人口問題
研究所「日本の世帯数の将来推計」2009 年）
。以上のように、特に大都市におけるひとり暮
らし高齢者世帯が増加するに伴い、孤立は深刻な問題として検討されなければならない。そ
の支援策の一つとして、つながりの再構築を目的とした見守り体制の整備があげられる。本
稿では、現在全国的に取り組まれている見守りのしくみを概観し、どのような人に対して、
誰が、どのような方法で見守りを行うことができるのか、地域住民による見守り関係を中心
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に課題と支援方法を考察することを目的とする。
（2）高齢者の孤立によって生じる問題
高齢者の孤立について検討するに当たり、
「ひとり暮らし」であることのみでは捉えられ
「ひとり暮らし」世帯は他の世帯類型と比較して孤立する可能性が
ないが（黒岩、2010）*1、
高いことがわかっている。ひとり暮らし高齢者は、血縁・地縁ともに交流が低い傾向にあり、
子どもがいない割合が高く、子どもがいても交流頻度は低くて、近隣づきあいがない割合が
高い（北村、2011）
。
孤立を本人の視点から考えると、適切なサポートを受けることができるかどうかが問題と
なる。小谷（2012）によれば、高齢者は日常生活での心配事の中で「家族や自身の健康」と
並んで、
「ひとり暮らしになること」や「病気などのときに面倒をみてくれる人がいないこと」
をあげていた。また、高齢者自身が孤独死する可能性について、
「あるかもしれない」が、
「可
能性はほとんどない」を上回り、特にひとり暮らし世帯で「あるかもしれない」が過半数を
占め、孤独死を身近な問題として考えていることがわかった。また、対象高齢者の 8 割近い
人は、「孤独死はかわいそうな最期だ」と思っており、孤独死したくないという思いや不安
がうかがえる。すなわち、
「ひとり暮らしになること」および「病気などのときに面倒をみ
てくれる人がいないこと」は「孤独死」につながると考えられており、孤立した場合の危機
的な状況においてサポートが得られないことが問題とされている。
また、孤立者の多いコミュニティは、コミュニティの統合力・団結力が衰退し、自殺が増
加し（後藤、2011）
、さらに、個人の攻撃性や暴力傾向を高め、集団に対する攻撃性となっ
て犯罪率が高くなる（浦、2009）という。また、孤立した高齢者の生活は、個人だけでなく
身近な環境の悪化を招く可能性がある。小川（2010）は、生活後退（ゴミ屋敷・セルフネグ
レクト等）が現れる高齢者世帯に孤立傾向が見られることを指摘している。また、孤立死に
ついて高橋（2011）は、人に看取られない死は発見が遅れると死体の腐乱を招き、近隣に大
きな迷惑を与え、借家の場合は家主にとって後始末や次の借り手の入居を阻害し、経済的損
失を与えるという。したがって、孤立はサポートを得られない等の本人の生活困難に関する
問題だけでなく、その周囲の人々やコミュニティにも問題を生じさせる可能性がある。
さらに、都市部における高齢者の孤独死・孤立死の問題について、中島健（2011）は、一
人で死ぬことが問題なのではなく、社会的に孤立した果てに死亡したことが問題であると指
摘している。高齢者が孤立し、孤立死という死に方をしなければならなかった背景にある社
会のあり方を問うており、高齢者の孤立を個人の問題ではなく、社会問題として捉えること
を示唆している。以上のように、高齢者の孤立に関連して個人レベル、地域レベル、社会レ
ベルで問題が生じており、その対応策としての見守りが、国や地方自治体および住民組織レ
ベルでも検討され実践されつつある。
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2. 高齢者の孤立支援としての見守り
（1）高齢者の孤立問題に対する取り組み
具体的な孤立防止策の一つとして、
近年、
地域行政等と連携した支え合い活動としての「見
守り」を行う地域が増えている *2。高山（2011）は、介護予防やつながりの有無等に関わり
なく、地域包括支援センターによって、地域がもっているつながりや支え合いの力を把握し
活かしていく見守りに、専門職が対応するしくみが検討され実践されていることを紹介して
いる。また、東京都は 2010 年度から地域包括支援センターに見守り専門部署を設けるシル
バー交番事業（東京都）を展開し、大阪府は社会福祉協議会を中心に、コミュニティ・ソー
シャルワーカー（ＣＳＷ）を配置して（大阪府福祉部、2011）
、見守りのしくみを強化して
いる。さらに、見守りの目的や対象者はそれぞれ異なるが、｢高齢者安否確認比較 .COM｣
では、全国自治体の見守りに関する取り組みが比較できるようになっており、高齢者、特に
独居高齢者の見守りへの関心は高い。

図１

見守りのしくみ
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（2）見守りのしくみと専門職
各市区町村で実施されている地域包括支援センター等を中心とする見守りのしくみの略図
を図 1 に示す。概ね生活圏（地域住民や孤立高齢者）
、見守り専門機関（専門職）
、行政、そ
の他対応専門機関に分けられる。この中で見守り専門機関は、誰もが生活上利用・交流しう
る地域（生活圏）に対して、孤立防止の意識づけや見守りのサポート、異変や困りごとの相
談・通報先、情報の授受先としての役割を担う。孤立高齢者が専門的介入を必要とする場合
には直接対応し、その他専門機関等に連携する。また、行政、その他専門機関からの通報を
受けたり、必要な情報収集をしてアセスメントし、サービスなどにつないだりする。小林
（2011）は東京都府中市の地域包括支援センターにおける事例において、地域住民や事業者
等の通報者に対して、どのような対応をしたか知らせる役割（フィードバック）を紹介して
いる。これも見守りに協力した人々が安心して見守り活動を実践し、住民間の共感や理解を
深めることにつながる重要な役割である。このように、多くの役割を担い柔軟な対応が求め
られる見守り専門機関・職は、見守りのしくみの要と言える。
見守り体制の中心に専門職を配置するかどうかについて、桝田・金谷ら（2009）では見守
りの実態を農村部と政令指定都市、見守り専門職の有無によって、桝田・大井ら（2009）で
は政令指定都市間で見守り専門職の有無によって、地域見守り活動の様相をとらえている。
その結果、見守り専門職が配置されている地域の方がそうでない地域よりも、見守り活動が
孤立高齢者の早期発見、早期対応に効果を与える可能性があり、地域見守り活動の維持・発
展のためには、見守り専門職の配置が必要と述べている。

3. 見守りの実践例
地域住民による見守り活動の実践例と課題
見守り活動の実践報告から、見守りの各構成要素と課題についてみると、見守りに関する
活動は、概ね前掲の図 1 のようなしくみで、全国で行われており、要を担う機関は、行政（市
区町村）
、地域包括支援センター、社協が主導して行うもの、町会・自治会が中心となって
組織しているものなどがある *3。
見守りのしくみにおける生活圏における見守りは、地域住民の生活の中で行われ、これは
見守りの基礎部分といえる。小林（2011）は、同じ地域や集団での生活の中で、以前の状況
からの変化を踏まえて見守りが発生すると述べており、地域住民による見守りは、生活の中
でのつながりが見守り関係になる。この日常的な関係こそ“見守り”であり、地域住民や事
業者等、生活の中に意識的・無意識的に存在するもの同士の関係である。近隣や地域の関係
の希薄化が叫ばれて久しい今日、
生活の中での地域住民による見守りが機能し得るかどうか、
また、どうすれば機能するか検討する必要がある。
地域住民による見守り実践について、どのような人に、誰が、どのような方法で見守りを
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行っているかという観点から、3 か所の例を表 1 に示す。見守られる人は「独居及び高齢者
のみ世帯」が多いが、孤立状況や健康等の問題に関しては、関西で専門職を配置している箇
所のみで「ハイリスク」かどうかの基準が設けられている。見守る人は、いずれも民生委員
を中心としたボランティアで、
意欲的で地域のリーダー的存在と推測される。見守り方法は、
訪問、電話、家の外からとさまざまであり、また頻度も毎日から年数回まで幅がある。さら
に、それぞれの課題は、専門機関の機能・役割強化や行政との連携に関するものを除き、や
はりどのような人に、誰が、どのような方法で見守りを行っているかという点から検討する
ことができる。まず、見守られる人について、独居や夫婦のみ世帯、あるいは年齢で限定さ
れていると、同居家族がいる高齢者の状況が把握できない *4 という問題がある。現状のしく
みでは限定せざるを得ないものの、
課題として「住民のなかにつながりを作る」
「地域ぐるみ」
等（下線）をあげていることは、将来的に、対象を限定せずに住民間の交流が活性化するコ
ミュニティづくりを目指しているのと考えられる。一方で、見守る人の高齢化や後継者育成
が課題になっている。岡崎（2010）では、
意欲ある人が相当数いることがわかっているので、
その起用・活用方法の工夫を検討している。また、方法に関する課題は、拒否や重篤な問題
を抱える困難ケースに対する研修会や、見守り基準の設定（二重下線）があげられている。
地域住民による見守りにおいて求められるのは、見守り専門機関に気軽に、迅速に相談・知
らせることであり、住民間の関係性だけでなく、住民と見守り専門機関とのつながりを持つ
ことも求められる。
以上のように、見守られる人は世帯状況や年齢によって区分され、見守る人は主にボラン
ティアであったが、いずれも地域住民のつながり作りや意識啓発が課題となっている。この
背景には、見守られる人の抱える問題や、見守る人の意欲の問題等が存在し、課題には地域
の特性等が関連することが考えられる。次項では、それぞれの視点から問題と支援可能性を
検討する。

4. 見守り関係における問題と支援
（1）孤立高齢者の抱える問題
現代における高齢者の孤立問題を整理した小辻（2011）は、地縁・血縁からの孤立だけで
なく、本人の健康状態、低所得、政策の変化等の複雑な事象が関連しており、人やコミュニ
ティとの社会関係の改善だけでなく、政策的影響など、重層的な解決の必要性を指摘してい
る。また、湯川（2012）は、高齢者が孤立することで起こる問題がどのような事象に表れて
いるのかを整理している。
「静養ホームたまゆら」の火災など無届施設の問題、｢消えた高齢
者｣ 問題、「孤独死」の多発、自殺や犯罪の増加等をあげているが、それぞれ複雑な問題が
関連しており、単に社会的つながりの乏しさとしては捉えられない、
「住民同士の支えあい」
では解決できないものもあることを指摘し、高齢者の社会的孤立を社会問題として捉える必
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表1
著者

刊行
年

高齢者の見守り活動（個別型）実践例

地域概要

見守られる人
どういう人に？

見守る人
誰が？
区が委託し
た配布員

あべ早苗

東京都新宿区
75歳以上
外国人1割以上
ひとり暮らし高
2011
高齢化率22.1％
齢者
（戸山ハイツ45％）
民生委員

ハイリスク高齢
者
関西政令指定都市
人口50万人以上
高齢化率21-22％

枡田聖子・
大井美紀 2009
ら

岡崎園子

＊

2010

見守り専門
職（包括に1
名配置）

方法
課題
どのように？
情報誌訪問
配布
月2回
年2回
訪問

個別

-

包括の相談・ネット
ワーク構築機能強化
同居家族がいる人、
75歳未満が対象外
住民のなかにつな
がりを作る

メンバーの高齢化と
後継者育成
メンバーと自治会等
との連携による地域
ぐるみのしくみづく
り
支援困難ケースへの
対応についての研修
会
フェイス・トゥ・フェ
イスの交流ができる
人間関係づくり
見守り基準
行政からの情報提供
見守り専門職配置に
よるメンバーの負担
軽減
コミュニティ機能促
進

Ａ群
（専門職有）

訪問、電話、家
の外からの見
ハイリスク高齢
民生委員、友 守り、近所の
者以外の高齢者
愛訪問ボラ 方からの情報
主に一人暮らし、
ンティア
高齢者のみ世帯
毎日～2か月
に1回

Ｂ群
（専門職無）

訪問、電話、家
の外からの見
民生委員、友 守り、近所の
高齢者
主に一人暮らし、 愛訪問ボラ 方からの情報
高齢者のみ世帯 ンティア
毎日～2か月
に1回

東京都目黒区
高齢化率
19.0％
ひとり暮らし
24.9％
平均寿命高い

日常のちょっ
とした異変に
高齢者
区民、事業者
気づいたら地
特定しない
（通報型）
地域のために何か
域包括支援セ
したいと思ってい
ンターに通報
る人の活用
高齢者の希望 意識啓発
する見守り方 包括の役割・連携
ひとり暮らし、高
齢者のみ世帯の 地域のボラ 法・ボランテ 支援
ィアの可能な
中で見守りを希 ンティア
見守り方のマ
望する高齢者
ッチング

1 網掛けは地域の人々以外の人による見守り。*2 課題薄色文字は本研究の分析から除く。
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筆者作成。

要性を述べている。すなわち、孤立高齢者の抱える問題は、個別に単純に解決できるものと
は限らず、孤立高齢者に対して、地域による見守りはもちろん、親しい人が、あるいは何か
の専門家が個別に接触したからといって、すべての困難が解決するわけではない。しかし、
見守りを一つの手段として、これらの問題の発見・対応が可能になり、孤立高齢者や周囲の
人々が、制度政策的転換や社会の在り方を問うきっかけになることも考えられる。
重層的で多様な孤立高齢者の抱える問題について、孤立高齢者の特徴と見守りとの関連か
ら検討することができる。独居や高齢者のみ世帯や年齢による分け方ではなく、孤立高齢者
の特徴を知ることで、
見守りの意味や役割が明確になると考えられる。斉藤
（2009）
、
浦
（2009）
は社会的に孤立している高齢者の特徴を先行研究からレビューしており、河合（2010）は特
に経済的状況について検討した。各特徴と孤立との関係は、すでに浦（2009）により、因果
関係は一方向ではないことが示されており *5、孤立したから各特徴が見られるのか、各特徴
があるから孤立したのかは単純には考えにくい。ここでは彼らのレビューから、孤立してい
る高齢者の諸特徴と問題をまとめ、見守りの可能性について検討する。
孤立した高齢者は、独居で、年齢が高く、男性が多いという特徴がある。この点では、実
践例と同様に、見守り対象として区分しやすく、住民間で注意を払うことが可能である。ま
た、飲酒や喫煙習慣があり、健康状態が低下している人が多いため、見守りとしては状態の
変化への気づきと素早い通報が求められる。心理社会的特徴は、他者との交流や信頼が低い
傾向があるため、見守り関係を築きにくい可能性がある。さらに、低所得で住環境が悪い人
が多く、生活環境への配慮がなされていないことが考えられる。このような人については、
生活後退がないかどうか家の外から見守ることができるかもしれない。以上のように、見守
りは、問題の直接的な解決手段ではないが、孤立高齢者の特徴との関係を検討することで、
実践的な課題や可能性が考えられる。見守りの目的は、日常的な気づきによって困難に対す
る円滑な対応が可能になることである。その意味で、見守りは支援関係ではなく、あくまで
見守り関係であるといえる。見守られる人の抱える問題が何であれ、個人が、社会が、社会
的孤立をどのように受け止め、その意識を今後の社会にどのように反映していくのかは、人
間の尊厳と将来社会のあり方に大きな影響を及ぼすことになるだろう。
（2）見守られる人の視点
前掲の小谷（2012）にあるように、高齢者は「ひとり暮らしになること」および「病気な
どのときに面倒をみてくれる人がいないこと」を心配しており、孤立死したくないという思
いから、見守りニーズがあると考えられる。一方で、見守り対象となる孤立している高齢者
本人が、孤立状態やそれに関連する生活困難を問題として捉えていない可能性もある。本人
からの訴えがなければニーズがないとはならないが、周囲から「孤立高齢者」として扱われ
ることを嫌い、桝田・大井ほか（2009）や斉藤（2010）などの見守る側の困難性に表れてい
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るように、見守りや訪問・関わりを拒否する場合も少なくない *6。また、孤立高齢者として
見守り対象となった場合に、どのような人に見守られたいか、フォーマルな組織か、イン
フォーマルな関係の人か好みが分かれるという個人の選好の問題もある（山口・冷水ら、
2011）。見守られる側からの検討は、接触しづらさからか検討が少なく、単に困難ケースと
して捉えられがちであるが、現在孤立している高齢者自身が長年培ってきた生活様式や、自
身の現状の受け止め方や好みが、孤立やそれに伴う問題の発生や支援方法に関連すると考え
られる。したがって、どのような人に対してどのような見守りが可能か十分に検討する必要
があり、アセスメントや見守り関係のマッチング等の専門職によるサポートが求められる。
（3）見守りにおける地域住民の問題
湯川（2011）は、地域福祉活動の可能性と限界について検討し、地域住民による活動もま
た、公民協働の課題を整理することで地域住民も孤立対策の重要な一端を担うことができる
ことを示した。民生委員やボランティアを含む活動の担い手を対象にした調査で、
「行政が
市民やボランティアに頼りすぎ」
、
「市民やボランティアではどうしようもない問題が多い」
など、地域に対するサポート体制に関する「公」のあり方に問題を感じており、見守り関係
への専門的サポートの必要性が表れている。専門機関や専門職の位置づけが明確化され、見
守りネットワークが構築されて機能すれば、地域住民も、見守りネットワークの一翼を担う
自覚と意識を高め、主体的に取り組む地域住民の成長と育成を進めることになると期待され
る（斉藤、2010）
。
見守りの担い手として地域住民が期待される一方で、中島・田嶋ら（2011）は“情報が伝
わりにくい人の背景やプライバシーの問題”があり、孤立している人に対するインフォーマ
ルな支援の難しさをあげている。桝田・大井ら（2009）の民政委員や友愛訪問ボランティア
に対する調査では、見守り専門職の有無で比較しているが、専門職がいない場合に見守りに
負担を感じていた。住民間の見守り関係は、それまでの関係性や将来の地域生活に影響を与
えるため、専門職や専門機関によるサポートが不可欠である。
また単に地域住民に「お互いに気にかけ助け合いましょう」と呼びかけても、すぐに見守
りができるわけではない。異常を察知しても通報先がわからなかったり、対応が遅れたり、
通報した・しない等で責任を問われかねないという心配がある。高村・山田・小椋（2011）は、
見守り協力員が「顔見知りでない住民の自宅訪問は難しく」感じていることに対し、
「福祉
専門職が同行することで、住民の状況をスムースかつ詳しく知ることができた」という。ま
た、「みまもりトリアージ」として判断基準を設けて、
「このようなことがあったら連絡くだ
さい」と例示し、日常生活の中に見守りを組み込んでいる。見守りを行う地域住民が、判断
に迷ったり、困難ケースに遭遇することで意欲や自信をなくさないように、専門職による住
民組織へのフォローアップが必要とされる。
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（4）見守りにおける地域性
また、見守りに関する活動の実践地域を見ると、東京都内・都下や他道府県の政令指定都
市の事例が目立つ。かつてのベッドタウンにおける勤労退職者の増加、高齢化により、地域
で支え合うことが求められていると考えられる。中にはもともと住民同士のきずなが強い地
域もあり（西岡、2011；木村、2011）
、サロン活動や見守りに限らず、助け合いが日常的に
行われていることが推測される。このような住民間のつながりが強く、見守り関係あるいは
その土壌が存在している地域では、アパート等に引っ越してきた高齢者など、既存の見守り
のネットワークの中に入っていない人は認知されやすい。彼らは差別や排斥の対象になる可
能性もあるが、一方で「わからない人」として認識されており、相互作用はなくても存在感
はあると考えられる。
一方で、浦（2009、2 章）は地域内部での「住民相互の関心」は、見方を変えると「住民
相互の監視」とも考えられ、つながりの強い地域を復活しようとすれば、
「われわれ」がか
つて嫌って変えてきたはずの閉鎖的で息苦しい社会に戻ってしまうと述べている。また、こ
のような住民間のつながりが強い地域であっても、人々の関係は「かつて」と比較すると希
薄化したという話をよく耳にする。人間は同質な人々とつながる傾向があり、地域のつなが
りは、例えばかつて子育て等の悩みを打ち明け合った同世代の交流が中心となっていると考
えられる。したがって、同世代間のつながりは強いが、ライフスタイルが多様化し、世代差
が生じて地域全体のつながりは希薄化していることが考えられる。住民同士のつながりが強
いと考えられる地域であっても、表面的に見えるつながりの強さを過大視せず、そこからこ
ぼれ落ちる人々の存在やこぼれ落ちる危険性を含め、改めてその地域の強みを生かす方法を
見出すことが求められる。

5. 考察
（1）見守り関係に対する支援
以上のように、どのような人に対して（見守られる人）
、誰が（見守る人）
、どのように（方
法）見守りを行うのか、またその課題について検討した。孤立高齢者は地域もしくは何らか
のネットワークに組み込まれ、人々のつながりの中で見守られることが望ましいが、彼らが
抱えている問題は、見守りがあれば解決するものとは限らず、また支援を拒否するライフス
タイルや選好の問題もある。したがって、
多くの困難な問題を抱える孤立高齢者については、
専門職による多側面からの個別アセスメントが求められるとともに、その人々に対する見守
りの役割を地域住民に対して明確化する必要がある。ここに専門職の介入がなければ、良か
れと思って行った住民による見守りが、見守られる人、見守る人ともに傷つけ、わずかなつ
ながりも崩壊させてしまう可能性もある。先の小林（2011）にあるように、行政等との連携
を含めて、公的機関であるからこそ入手可能な情報や技術があるのだから、それらを活用し
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て住民間の見守り関係を支援することができる。
（2）土壌づくりに対する支援
小林（2011）は、見守り関係は、空間的近接性・時間的共時性・関係的親密性があること
が望ましいが、なかなか一致せず、特に関係的親密性条件は満たされにくいという。見守り
が必要な人々を発見し、援助の仕組みにつなぐことが必要であると同時に、地域住民の関心
や関わりを促進することが求められ、この関心から「見守り関係」
、
「関心共同態」
（福祉社
会の一部）を醸成することが必要であると述べている。前掲の実践例でも、
「住民の中につ
ながりをつくる」
（あべ、2011）
、
「地域ぐるみ」
（桝田・大井ら、2009）
、
「意識啓発」
（岡崎、
2010）などに表されているように、
見守り活動が成功する地域文化を育てることが課題となっ
ている。その具体例として、高村ら（2011）は、見守りのしくみについて町会等への説明会、
回覧板・掲示版・町会等への配布による啓発、
「みまもり講座」
（グループワーク等による意
識化、「見守られる側」になる心構え等）を実施している。住民に対する誠実な説明により、
活動のスムースな発進とともに、住民自身が見守る側・見守られる側のどちらであっても地
域で安心して生活していくことができる土壌を育てることが求められる。
土壌づくりは、中長期的な課題である。地域のつながり作りが生活の負担になっては意味
がない。まずはひとりひとりの住民が、それまでの、またこれからの生活の中で「できるこ
と」として見守りを位置づけることが必要である。その上で、それぞれの地域住民自身の変
化とともに生じる地域の問題や、地域が現在および将来獲得し得る資源など、表面化してい
るもの、潜在的なものを含め、専門職によってアセスメントされ、それが住民に伝わってい
くことで関心共同態が作られていくと考えられる。
（3）まとめと今後の課題
先行研究や実践報告をレビューすることにより、孤立高齢者の支援としての見守り活動の
しくみと孤立高齢者の問題、さらに地域住民による見守りについて検討した。見守り専門職
を配置したとしても、その主体は生活圏の中にある、住民を中心とする、店舗、病院、学校
等を含む地域ネットワークである。これは見守り関係であって支援関係ではない。生活圏が
見守りネットワークの基礎になるように、見守り専門機関は、住民の意識啓発やお互い様の
気持ち、また個々の見守りをする人が気持ちよく動くことができる教育とフォロー（支援）、
意欲向上に向けた取り組みが求められる。もちろん、困難な問題を抱える孤立高齢者に対し
ては、直接的な専門的支援関係を築き、対応することも必要である。直接的な支援、間接的
な支援を担う見守り専門職が存分に力を発揮できるように、
制度や機関における位置づけや、
専門職を守り育てるスーパービジョン等の体制整備も必要である。
最後に、河合（2009）
、浦（2010）
、小辻（2011）
、湯川（2012）が指摘するように、高齢
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者の社会的孤立の問題は、見守り体制ができたところですべて解決するものではない。孤立
をめぐる問題の解決には、制度政策（マクロ）
、地域行政（メゾ）
、地域住民（ミクロ）レベ
ルの多様な力と連携が求められており、一部の力とか、偏りがある状態ではなく、複数の力
がバランスよく機能することが求められていると考えられ、残された課題は多い。しかし、
見守りによって地域住民が気にかけ合い（ミクロ）
、
専門機関との連携が整うことで（メゾ）
、
高齢になって孤立する不安が少しでも解消されれば、残された問題は明確化され、解決の糸
口が見つかりやすくなるものと考えられる。

注
*1：孤立の概念については、多くの研究で検討されている。例えば、黒岩（2010）は、タウンゼン
ト、河合、タンストールの定義を比較し、孤立を alone として捉えている。
*2：その経緯の一つとして、岩田・黒岩（2004）の指摘がある。岩田・黒岩は、高齢者の孤立問題
は「介護予防」の中に位置づけられたが、
「介護予防」は「身体維持改善型」にシフトし、政策・
事業での「孤立」予防・解消は後退して、地域住民の自主性に委ねられることになることを案
じている。地域住民による自主的な活動だけでは、もともと「つながり」を持っている人の社
会関係は豊かになるが、そうでない人はますます孤立し、彼らの孤立解消を遅くする可能性が
あると指摘した。
*3：孤立や地域社会とのつながりの希薄化を課題として取り組まれている全国の活動について、佐
藤美（2011）は、地区社会福祉協議会や自治会・町内会などの住民組織で取り組む「小地域福
祉活動」を整理している。その類型は、見守り活動を中心とした「要援護者個別型（ニーズ発
見型・小地域たすけあい型）」、サロン活動等の「居場所提供型」、防犯活動等の「事故防止型」、
住民組織を基盤としない「通報型」である。地域で行うものは、個人の活動や個人間の関係が
影響しにくいサロン活動や弁当配達が多く活発である（木村、2011；西岡、2011；多田、2010
等）
。本稿では、見守られる人、見守る人の個別の見守り関係を中心に、民生委員やボランティ
アを中心とした地域住民による、個別の安否確認やニーズの発見を目的とした「要援護者個別
型」を中心に検討する。
*4：同居家族がいても、生活を支えていた人が倒れると、認知症や各障害等によって通報、対応で
きずに亡くなり、また残された人も生活を継続できずに亡くなって発見された例など、各種報
道されている。例えば毎日新聞（2012.3.22）社説「孤立死

家族を『面』で支援する」など。

*5：浦（2009）は、バークマンとサイム（1979）の社会的ネットワークと死亡率との関連を示した
研究について、社会的ネットワークの豊かさ・乏しさ、心身の健康、死亡リスクとの因果関係
について検討した。社会的ネットワークの乏しさが心身の健康を損なわせ、死亡リスクが高ま
るという関係を想像しがちであるが、不健康であることが社会的ネットワークを損なわせ、ま
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た不健康であるために死亡リスクが高まるという関係を示し、関連のとらえ方によってその後
の対応に大きく影響することを示唆した。
*6：その背景にはサポートのネガティブな効果が考えられる。概ねサポーティブな働きかけはポジ
ティブな機能が確認されているが、望まないサポートや分かりやす過ぎるサポートは、サポー
トの受け手が、自分を能力の無い人間とみなされたと思ったり、自尊心を傷つられたりという
ネガティブな影響も生じさせる（浦、2009、第 5 章）。
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A review about social isolation of elderly people
in urban area and the‘mimamori’as
a support system for them.
NOZAKI, Mizuki
This is a review about the problems of social isolation in elderly people and the support
system for them as‘mimamori’
. As the support for the isolated elderly,‘mimamori’
system have been constructed that involved supports by the professionals and the
neighborhood. It was found that in the base of this system, there were‘mimamori’
relationships that the neighbors were worry about the elderly in the daily life. And then,
we had considered how the professionals should support them, and how the system might
be influenced by the feature of the community. In conclusion, we could clear the role of
the ‘mimamori’by the neighbors, and suggest that the two important roles of
professionals, the one was the support for the relationship between the old individuals and
neighbors, and the other was the careful assessment about the community that had really
much or less resources to care and support each other.
Keyword: elderly people, isolation, mimamori（care, life-confirmation, municipality, being
worry about）, neighborhood, professionals

─ 162 ─

