
 
 

第12号 長野大学 地域共生福祉研究所報 （7） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．平成 27(2015)年度 

上田市との連携事業報告 

 

住民支え合いマップづくりから見えてきたもの 

－｢上田市地域福祉推進フォーラム｣における 

パネルディスカッションの記録から－ 

 

金澤 達朗(神畑自治会)・宮下 俊哉(真田自治会) 

津金 省吾(原村八ツ手区)・中島  豊(長野大学) 

 

中島  豊（長野大学） 

２年前(2013 年)に同じようなテーマで、上室賀、

山口、荻窪の３自治会から発表していただきまし

た。つくっているところもあれば、これからだと

いうお話がありました。 

 今回は市内から二つの自治会と原村から来てい

ただきました。当初は市内３自治会というお話だ

ったのですが、多様性を持たせたほうがいいので

はないかと思い、市外から参加を願いました。 

 地域福祉推進協議会が原村にはあります。メン

バーは全部で十数人ですが、その半分は住民で行

政が半分です。１年に２回、地域福祉計画の進捗

状況をモニタリングしています。原村は支え合い

マップづくりを地域福祉計画に位置づけてきまし

たので、原村から一つの自治会に発表してもらい、

上田市の状況と比べながら、話を深めていきたい

と思います。 

 前回の議論から見えてきたことが二つあります。 

一つは個人情報の問題です。そこで今回は、確認

の意味で市から説明していただきました。個人情

報保護法では個人情報の出し方は事業者に制約が

かかっていますが、任意組織である自治会とは少

し意味あいが違うことをご承知おきください。 

 もう一つは、マップづくりを継続していく、自

治会として引き継いでいくには、いろいろな問題

があることがわかってまいりました。その点も今

日、触れられるだろうと思います。 

 上田市では、マップづくりは 96％の進捗状況で

す。その中で多様な試みが出てきていることから、

神畑と真田の自治会からおいでいただいています。 
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 この後、発表者にはお一人 15 分間、３人で 45

分間、通して発表をいただきます。その後、私か

ら質問し、あるいはフロアから質問をお受けして

深めていきたいと考えています。 

 

金澤 達朗（神畑自治会） 

 昨年、取り組みました住民支え合いマップにつ

いて発表します。 

まず、神畑自治会を紹介いたします。神畑は川

辺泉田地区にあります。上田電鉄別所線で行きま

すと寺下駅と神畑駅の周辺です。中心は寺下駅に

近いところです。その周りにはグリーンパークし

おだ野、ビッグとかエイデンとかデイツーとか蔦

屋とか、それから一昨(2014)年は神畑ショッピン

グパークとして、ツルヤ、パシオスなど大きな店

が進出してきています。 

 人口は 1,818人です。世帯数は 992世帯でアパ

ート住まいの一人暮らしの学生も含まれています。

隣組に加盟している世帯は 452世帯です。65 歳以

上の高齢者が 530人で、高齢化率は 29.2％、上田

市の平均的数値だそうです。この頃は高齢者世帯、

高齢者の一人暮らし世帯、また空き家となったと

ころも見かけるようになりました。 

 人口は若干、増加しています。これはショッピ

ングパークなどが進出して、生活しやすい環境に

なったせいと思われます。前年の人口は 1,797 人

で、１年間で 21人増加しています。 

 支え合いマップの取り組みの経過です。2012(平

成 24)年９月にマップづくりの三者協定が自治会、

社会福祉協議会、上田市との間で結ばれました。

そのときに要援護者の申請があり、調査をしまし

た。要援護者は 28 人でした。 

 2013(平成 25)年８月に災害時要援護者支援班

が設置されました。９月に第１回支援班会議が開

催されています。それ以後、更新されておらず、

またマップも完成していませんでした。 

 私は 2014(平成 26)年 11月に 2015(平成 27)年度

の自治会長を委嘱されました。その 10日後、長野

県北部神城断層地震が起きました。11月 22日 10

時８分でした。大きな災害でした。白馬村で倒壊

した家屋の中から住民の手で女性を救出したニュ

ースが報道されました。 

 もしこのようなことが起こったら、私たちは何

ができるのか、｢その地域の住民の連携はすごい｣

と感じました。そんな思いからマップづくりに取

り組みましたが、どのように制作していけばいい

のか迷っていました。 

 私の子どもがデイサービスを運営していて、認

知症の方を支える家族の集いがありました。講師

を招いての講演会です。私も出席をしました。そ

の講師が持ってきてくれた資料を参考に今回のシ

ートを作成しました。飯綱町社会福祉協議会の資

料です。その資料のよいところは、要援護者を中

心に作成されていたこと、そして非常にわかりや

すいことでした。 

 要援護者を中心にその人を支える支援チームの

編成を行ないました。現在、要援護者は 22名です。 

 2015(平成 27)年７月には、｢○○さんの支援者

たち｣というシートを作成し、要援護者の皆さんに

配付しました。水がかかってもいいように、ビニ

ールのクリアファイルに入れて、マジックテープ

を後ろに付けまして、冷蔵庫の正面や側面に貼っ

てもらうようにしてあります。クリアケースに入

れたのは、毎年、更新するので、簡単に入れ替え

ができるようにするためです。10月、マップが完

成しました。 

 このシートは支援する隣組長、前年度の隣組長、

自治会の代議員に配付してあります。支援者に配

付したシートも、同様にファイルケースに入れて

あります。 

 12月には、新役員が決まり、支援者の更新をし

て、2016(平成 28)年１月に自治会長に引き継ぎま

した。１月に更新されたマップは、昨日、連絡を

いただいて、今日(2月 17日)、受け取る予定にな

っています。 

 続きまして、災害時要援護者支援班の構成です。

自治会の当年度と前年度の三役、代議員(神畑自治

会は 16ブロックに分かれていて、１ブロック３隣

組から５隣組で構成され、その代表者)、隣組長、

前年度の隣組長、民生･児童委員、健康推進委員か



 
 

第12号 長野大学 地域共生福祉研究所報 （9） 

ら成っています。 

 支援チームは｢○○さんの支援者たち｣と呼びま

す。○○には要援護者の名前が入るようになって

います。そこには身近な親戚、近くの友人、かか

りつけ医、介護サービス事業所、地域包括支援セ

ンター、ケアマネジャーが記入されています。こ

こまでは要援護者から提出された資料を基につく

ってあります。そして、自治会からは現在の隣組

長、前年度の隣組長、代議員、自治会長が記載さ

れています。 

 代議員、隣組長、前年度の隣組長にファイルを

配付するとき、次の文を同封しました。 

 

 ｢第３ブロック第 10班、代議員様、隣組長様、

前年度隣組長様 災害時要援護者支援班について

お願い｣ 

 皆様には、ますますご健勝のこととお慶び申し

上げます。日頃は大変お世話になっております。 

 昨年(2014 年)11 月県北部神城断層地震におい

て白馬村で倒壊した家屋の中から閉じ込められた

人を住民の手で救助したニュースが報道されまし

た。もしこのようなことが起こったとき、私たち

はどんなことができるのでしょうか。 

 2013(平成 25)年度当自治会でも、災害時要援護

者支援班を結成しましたが、その後、更新されて

おりませんでした。そこで、災害時だけではなく

日頃より要援護者の皆様を見守る｢○○さんの支

援者たち｣というチームを作成しました。皆様受け

持ちのブロックおよび班に対象の方－災害時要援

護者支援を申請した人です－がいますので、何と

ぞ支援のほどをお願い申し上げます。 

 また、何か災害等あったときは、代議員、自治

会三役まで連絡をお願いします。 

 なお、｢○○さんの支援者たち｣には個人情報が

入っておりますので、外部には出さないようにお

願いします。 

 災害時要援護者、支援者たちのファイルは１月

31 日までに代議員は回収して、自治会長まで返還

してください。2016(平成 28)年度分を差し替えて

次の隣組長、前隣組長、代議員に配付いたします｡ 

 続きまして、活動の内容です。 

 要援護者を中心に隣組単位での支え合いとなり

ます。まず、自分の隣組に要援護者がいるのだと

いう意識を持ってもらうことが大切と思います。 

 要援護者の状況は、そのブロックの代議員が直

接このシートを要援護者に手渡すことにより確認

します。また、修正や追加の事項等を聞き取り、

自治会に報告します。 

 支援班、支援チームの情報の更新です。毎年 12

月に次年度の隣組長、代議員、自治会長が決まり

ます。神畑自治会の場合は任期が１年間です。12

月に更新して、１月に回収することになっていま

す。新自治会長は１月に引き継いだばかりで、内

容を把握するのは困難だと思うので、前年度の自

治会長が更新することになっています。 

 何かあったときの役割分担です。隣組長は隣組

内を確認して、代議員または自治会長に連絡しま

す。連絡を受けた自治会長は、状況により支援隊

または自主防災隊を招集して対処します。隣組長

の任務は、隣組内の普段の見守りと声かけです。

災害時の安否確認、避難誘導、代議員への連絡も

行ないます代議員は、ブロック内の各隣組長から

の報告をまとめて自治会三役に連絡します。 

 マップを作成して見えてきたものです。何人か

の要援護者が｢いいものをつくってくれた。これで

安心して生活できる｣と言ってくれたことです。つ

くってよかったと感じました。 

 しかし、地域内の信頼関係を維持するには、情

報管理の徹底が鍵になると思います。このシート

を配付した人たちには、外部に出さないようにお

願いしてありますし、シートは１月の更新時に回

収しています。 

 今後の取り組みとして、自治会内への浸透です。

自治会内にある自主防災隊の総会に支援者にも集

まってもらい、支援班の活動を一緒にしていけれ

ばと思っています。自主防災隊の総会は６月に予

定されています。総会時に集まってくる代議員、

隣組長には、このとき要援護者の安否を確認して

集合してもらう訓練をしてほしいと思っています。 

 継続しなければ成り立ちませんので、自治会内
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でしっかりと引き継ぎ、継続していきたいと思っ

ています。 

 マップの作成を通して、近所とのつき合いが希

薄になっていると思いました。近所とのつき合い

の大切さを改めて感じました。私の隣組では旅行

や納涼会、花見会などをしています。納涼会、花

見会は家族全員、子どもからお年寄りまで集まっ

てきます。隣組だけで 23人います。これからもこ

のようなことを続けていかなければいけないと思

っています。まずは隣組同士が声をかけ合うこと

から始まると思いました。 

 これで神畑自治会が取り組んだ支え合いマップ

についての発表を終わります。 

 

中島：ありがとうございました。ちょっと確認を

させてください。取り組みの経過ですが、2012(平

成 24)年９月にマップの三者協定を結んで、翌年

８月に支援班を設置します。支援班全員が一堂に

集まる場面があるのですか。 

金澤：そのときは一堂に集まっていたと思います。

その後は更新も会議もしていませんでした。今

(2015)年度｢○○さんの支援者たち｣ができました

ので、来年からはこの人たち全員と自主防災隊の

全員で集まって総会を開きたいと思っています。 

中島：支援班の人数は何人ぐらいですか。自治会

三役が現と前で６人、代議員が 16人、足していく

とどれぐらいの人数になるのでしょうか。 

金澤：隣組に要介護の方がおりますと、その隣組

長、前年度の隣組長、代議員の３人が付きます。

隣組は自治会の中に 65の隣組があります。仮に各

隣組に要援護の方がいるとすると、最多で 173 人

になります。 

中島：役割はマップの作成と更新、調査及び情報

云々とありますが、マップは作成されたのでしょ

うか。 

金澤：作成しました。2015(平成 27)年 10 月にで

きました。2016(平成 28)年度の分は、１月に市と

社会福祉協議会に更新したものを提出しました。 

中島：支援者チームの編成が 2015(平成 27)年１月

とあります。そのときに支援される方にシートを

つくるお願いをしたということでしょうか。それ

ぞれの要支援者に渡したわけではないのですね。 

金澤：要支援者には私がつくってシートに入れて

渡しました。さらに支援する人、代議員、隣組長、

前年度の隣組長、代議員に渡しました。そのとき

に文書をつけて、｢あなたの隣組にはこういう人が

いますので、普段からの見回りなどをお願いしま

す｣と渡したわけです。 

 

宮下 俊哉（真田自治会） 

 私の居住している真田自治会についてご紹介さ

せていただきます。真田地域は合併前の真田町で、

長(おさ)、傍陽(そえひ)、本原(もとはら)、菅平

という四つのブロックに分かれます。真田自治会

は、このうちの沢沿いの長地域にあります。中山

間地域で、周囲を山に囲まれています。 

 余談ですが、真田という名前のとおり、真田幸

隆の時代に館が置かれていたと推定される、真田

氏の崇敬を集めていました山家神社があります旧

真田氏の菩提所の長國寺の副住職を私は務めてい

ます。真田地域においては主任児童委員も務めて

います。 

 真田自治会ですが、真田町となる前の旧長村時

代は役場が置かれ、大変にぎやかな地域だったよ

うですが、どんどん高齢化と過疎化が進んで、現

在は 154 世帯ほどになっています。しかしながら、

長地域には小学校や病院があり、拠点的・中心的

な地域です。 

 先ほどの神畑自治会は、非常にシステマティッ

クで大きい自治会でございました。隣組という話

も出てまいりました。私からは、住んでいる地区

の隣組、組合の事例をご紹介させていただきます。 

 昔のような近所づき合いが少なくなってきたと

の指摘が聞かれます。これから紹介させていただ

きます｢家族リスト｣はそんな中でできてきたもの

です。自治会で取り組んだ事例ではなく、隣組、

組合(第８班)の中で独自につくられたものです。

どこかの命令でつくったものではございません。 

 個人情報になりますので、名前と番号等は伏せ

ています。用紙の左側に世帯主が書かれています。
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地元にはまだ有線放送がございますので、有線電

話、固定電話、同居家族のリストならびに携帯電

話番号、勤務先の電話番号が載せられています。

同居家族の欄右側がその他の連絡先で、親族や息

子さん、娘さんなど他の場所に出ていった方のリ

ストになっています。 

 現在、第８班は８世帯あります。このうち２軒

が空き家ですが、空き家となっている方もリスト

に入っています。出ていった先の電話番号、携帯

電話番号などが掲載されています。 

 ｢緊急時連絡票｣は、リストをつくるために協力

いただきましたときに記入してもらったシートで

す。緊急時連絡票を集めたものが｢家族リスト｣に

なっています。 

 取り組みをして見えてきたものを先に申し上げ

ます。今は自宅に電話してもなかなか出てくれな

いところもございますが、携帯電話があることに

よって非常に連絡がとりやすくなりました。また、

家族の繋がりや家庭環境が、頭の中ではわかった

つもりになっているのですが、一覧表にしたこと

で非常に見やすくなりました。組合員同士の情報

共有が連絡先一覧で取れるようになって、これが

あれば連絡が取れるという安心感があると思って

います。 

 次は、私の感じたことです。常総市の民生委員

から 2015(平成 27)年 9 月の水害の際、｢要援護者

支援のマップ等があり、支援しようと思っていた

けれど、あっという間に水が来て、自分のことで

精いっぱいだった。あの人は、どうしようと思い

ながら逃げた｣という話をお伺いしています。 

 いろいろなシステムがあっても、自分のことで

精いっぱいになってしまったり、人が気になって

自分の危険を顧みず行動してしまったりすること

もあるかと思います。自分が助けられないとき、

誰が助けられるのだろうと感じました。 

 災害時、状況は刻々と変わると思います。私は

今日ここに出ているわけですが、訪ねてきた人か

らは｢法主さん、家にいるかと思ったけれど、いな

かったわい｣ということになります。デイサービス

に行っていなかったとか、親戚の家に行っていな

かったとか、そんなときに地震が来たらどうなる

のだろう、災害が起きたらどうなるだろうと考え

る場合がございます。 

 そんなときに一番役に立つのがご近所の力であ

ろうと思っています。こうしたリストがつくられ

るようになった背景には、地区の作業で顔を合わ

せたり、組合で懇親会を行なったりしていまして、

こういった中で家族同士のつき合いがあり、そこ

からお互いに情報を共有してもいいという合意が

できてきたからだと思っています。ご近所力は本

当に共助の原点と思うところがございます。 

 もう一つは、災害などの緊急時は、その人の判

断力が求められます。個人情報ですが、皆さんの

家族情報を共有していることによって、自分が大

変なときでも誰かが気にかけていけるシステムが

できると思っています。こういった一番身近な繋

がりができてくると、支え合いのシステム、共助

になっていくと思うところです。 

 個人情報の問題がございます。行政に｢情報を提

供してくれ｣と言うのは非常に難しいので、お互い

にご近所同士で家族情報を交換しあい、情報をお

互いに共有していくのは一つの方法ではないかと

思っています。 

 以上、私の住んでいる真田自治会の第８班で作

成されました緊急時連絡先、家族情報についてご

紹介させていただきました。 

 

中島：ありがとうございました。少し確認をさせ

てください。真田地域には班は幾つあって、第８

班では８世帯、何人ぐらいいるのでしょうか。 

宮下：真田自治会内には 24個班ございます。少な

いところでは３、４軒という組合もあれば、第８

班は少し多いほうと思っています。居住されてい

る方は、15～16 人になるかと思います。 

中島：その中には、お一人でお住まいの方もいら

っしゃるわけですか。 

宮下：独居が２軒ございます。 

中島：そういった方について重要なのは、｢その他

の連絡先｣ですね。 

宮下：独居の方は｢その他の連絡先｣でご家族と連



 
 

第12号 長野大学 地域共生福祉研究所報 （12） 

絡が取れるようになっています。耳の遠い方もい

らっしゃいまして、そういった方がお出にならな

いとき、ご家族に電話をしてみると｢じゃ、ちょっ

と聞いてみるね｣ということができます。 

中島：私が聞き漏らしたかもしれないですが、緊

急時連絡票について第８班独自でつくったものな

のでしょうか。 

宮下：第８班でつくったものです。家族リストも

独自でつくったものです。 

中島：テーマは災害時住民支え合いマップですが、

マップとの関係は何かありますか。 

宮下：マップをつくろうとすると、個人情報は同

意した人しか集まらないなど、限定された情報に

なってしまうこともあるでしょう。ご近所の連絡

先を繋げていくことによって、マップが見えてく

るのではないかと思うのでございます。こういっ

た小さい繋がりが大きくなるとマップになるので

はないかと感じています。 

中島：行政が進めている大きな枠組みの前に、ま

ずはご近所で、それに替わる自主的なものがつく

られていると理解をしたのですがどうでしょうか。 

宮下：それでよろしいかと思います。 

 

津金 省吾（原村八ツ手区） 

一昨年、八ツ手区の区長をしたことから本日、

参加させていただきました。区長の仕事は多岐多

様で大変忙しく、支え合いマップに関わる活動は

ごく一部ですので、あまり参考になる話はできな

いかと思いますが、よろしくお願いします。 

 現在、諏訪地方は７年に１度の御柱の熱気に包

まれています。諏訪神社の源となる諏訪大社上社

と諏訪大社下社があります。御柱はそれぞれが８

本の大木を人の力によって山から曳き出し、社の

四隅に立てる壮大なお祭りです。４月と５月に３

日ずつ計６日間かけて行なわれ、｢人を見るなら御

柱｣といわれるくらいの人出になります。 

 私が住む原村は上社の氏子でありまして、一昨

日、曳航する柱を決める抽選式がございました。

くじ引きによって、本宮四の柱に決まりました。

この時期になると血が騒いで仕事どころではない

氏子がたくさんいて、４月の山出しに向けてます

ます盛り上がりを見せるものと思っています。 

 御柱は諏訪大社の神事ですが、地域づくりに多

大な貢献をしています。地区名が染め抜かれた法

被を着れば、世代を越えてみんな氏子の仲間です。

準備から本番まで御柱への参加を通して人と人が

繋がり、地域の連帯感、団結力が知らず知らず高

まっていきます。住民のコミュニケーション不足

が問題となる昨今ですが、地域の絆を深める御柱

は地域づくりの役割を積極的に果たしているとい

えます。 

 諏訪湖を中心とした周囲を諏訪地方と呼びます

が、原村はその南東部、北は茅野市、南は富士見

町に接しており、東に八ヶ岳が聳え、西に諏訪湖

を見下ろす標高 1,000メートルの高地にあります。

人口は約 7,900人です。セロリの生産が盛んで、

出荷シーズンになると真夜中から作業が始まり、

朝まで続きます。夏は涼しく、東京への交通の便

もいいので、都会から移り住んでくる人も少なく

ありません。 

 災害時住民支え合いマップへの取り組みですが、

原村では 2006(平成 18)年に｢災害時住民支え合い

マップ作成事業実施要綱｣が告示され、これに基づ

いて村内 15 区で取り組みが始まりました。その目

的は、｢支え合いマップを作成することにより、災

害時に援護を必要とする人を把握し、地域の安全

性を高める｣となっています。 

 対象者は一人暮らしの高齢者、高齢者のみの世

帯、障害者などです。さらに、個人情報に関わる

ため、部外者には安易に開示しない、マップの内

容については毎年、更新することなどが定められ

ています。 

 マップ作成の流れは、次のようになっています。

私にはとても納得しやすいものでした。まず、ア

ンケートを実施します。援護を必要とする該当者

がいるか、また登録を希望するかどうかを調査し

ます。それを基に訪問調査が行なわれます。担当

者が家庭を訪問して、本人の様子や登録の意向を

確認します。その後、それを基に登録者台帳を作

成します。状況や事情について詳しく記入します。
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それを基にマップをつくるという手順です。 

 資料等につきましては、役場あるいは民生委員

が保管します。マップは、災害時あるいは訓練等

に活用することとなっています。 

 作成したマップがどう活用されているか、各地

区の様子をまとめたものがあります。｢避難訓練に

活用している｣が４割以上と最も高くなっていま

す。その一方で、｢確認したことはあるが活用して

いない｣｢確認したことはないが知っている｣｢知ら

ない｣など、｢活用されていない｣が約半数を占めて

います。支援が必要な高齢者や障害者の把握につ

いては、｢マップにより把握している｣が大半を占

める結果となっています。一方、｢把握していない｣

が約２割を占めています。地区によって取り組み

に差があり、全体的には道半ばといった現状です。 

 私が住んでいる八ツ手区は、人口 519 人、戸数

が 181 戸、65 歳以上の高齢化率は 29.4％、村内

15 区の中では中規模の集落です。江戸時代に新田

開発が始まり、約 400年の歴史があります。地区

を特徴づけるものとして、穂屋祭という伝統ある

祭りがあります。毎年８月に昼は長持ち、子ども

神輿が出て、区内を練り歩きます。夜は歩行者天

国にして、踊りや花火、夜店が出て賑わいます。

御柱と同様、この日は仕事を休んで大勢の若者が

参加してくれます。区民の高齢化が進む中、区の

未来に明るさを感じるひとときです。 

 こういった地域性を考えるとき、行事を通して

人と人との繋がりが自然と形成されており、地域

を支える力になっていることに気づかされます。 

 わが区のマップへの取り組みです。当初は村の

指導を受けながら、民生委員と各種団体の役員が

集まり、調査結果を基にマップをつくったという

ことですが、｢個人情報が入っているから｣と公民

館の押し入れに大事にしまい込んでしまい、その

後、役員同士の引き継ぎもなく、そのままになっ

ていたようです。 

 2012(平成 24)年になって名簿を更新し、新たに

９名を加えて要援護者の登録数が 22 人になった

という記録がありました。 

 そのときにつくり直したマップがステージ上に

掲げたものです。マップの記入の仕方は区によっ

て違うのか、どこも同じなのか、よく知りません

が、わが区ではこうなっています。地図の上に名

前があり、支援者は緑で囲ってあります。要援護

者はシールで色分けして表示してあり、高齢者は

黄、障害者は赤、その他は青で、一人ひとりの状

況や程度についてＡＢＣとアイウエオの記号で示

してあります。支援者と要援護者は線で結んであ

り、担当が一目でわかるようになっています。ま

た、避難場所や避難経路、危険箇所なども色別で

表示してあります。 

 この年、区に防災倉庫が設置されたのを契機に、

第１回防災訓練が行なわれました。公民館を避難

場所にして、区民が放送を合図に速やかに避難す

るといった内容です。第１回からマップに基づい

た避難訓練を行なっていたようですが、全体の動

きの中では全く気づきませんでした。 

私が区長になったとき、前年の実施計画に目を

通したところ、災害時住民支え合いマップという

項目があり、支援者はマップに書いてある要援護

者の安否確認をし、本部の避難誘導班長に報告す

ると明記してありました。お恥ずかしい話ですが、

私はこのときに初めて災害時住民支え合いマップ

という言葉や存在を知った次第です。 

 訓練当日は、関係者によってマップが公民館に

掲示され、支援者による安否確認の報告があり、

計画どおり訓練を終えることができました。マッ

プ自体の更新は区だけではできませんが、要援護

者の名簿は防災訓練のたびに見直しをしています。 

 八ツ手区民がどの程度マップについて知ってい

るか、調査した結果が出ています。マップについ

て｢名前も活動も知っている｣が 47.5％で、半数近

くの人は理解しているようでした。これは村全体

の中では高いほうです。｢名前を聞いたことはある

が活動の内容はわからない｣が 32.2％、｢名前も活

動内容も知らない｣が 16.9％で、理解が不十分な

状況もわかってきました。 

 毎年１回の防災訓練ですが、こうした活動を通

して防災の意識だけではなく、住民同士の助け合

いの精神も着実に育ってきているように感じてい
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ます。 

 第１回防災訓練を行なった 2012(平成 24)年 10

月に第１回区民運動会が行なわれました。｢区がま

とまる行事をやってほしい｣という区民の要望を

受けて実施したものです。当日は多くの参加者が

あり、盛大に行なうことができました。多忙を理

由に集まりの悪いわが区でしたが、以後、年中行

事として定着しつつあります。 

 今後、マップをどう生かしていけばいいか、課

題は何かについて感じたことを少し述べたいと思

います。マップの活用を支えるものとして、地域

づくり、コミュニケーションが重要ではないかと

思っています。先ほども出てきましたが、一昨年、

白馬村で地震があったとき、甚大な家屋の被害に

比べて人的被害が少なかったことが話題となりま

した。理由として挙げられたのが日頃の住民同士

の繋がりです。地域住民の助け合いによって迅速

な救出や安全な避難ができたことは貴重な教訓と

なっています。 

 祭りや運動会など、日頃から住民が交流する機

会を通して顔見知りになり、いざというときに力

を合わせられる関係が築けるのではないでしょう

か。助け合いの精神が醸成されていれば、マップ

は形式的なものではなく、自然に機能して役立つ

に違いありません。 

 村では、マップを更新するよう各地区に呼びか

けています。つくりっぱなしになっている地区は

もちろん、すべての区で登録名簿の見直しをして、

より実際的なマップづくりが広がるものと思いま

す。 

 先ほどから出ています課題の一つに個人情報の

問題があります。個人情報が壁となって必要な情

報が集まらないという声を聞きました。また、得

た個人情報を誰が管理し活用するか、限られた関

係者だけだと実際に生かせない可能性も出てきま

す。どうしたら真に役立つマップになるか、住民

の理解と協力を得ながら運用を工夫していかなく

てはなりません。さらに、このマップは非常時用

ですので、日々の暮らしに繋がるマップも考えら

れます。 

 以上、地域の様子、体験の一端をお話ししまし

た。｢マップをつくっておいてよかった｣と言える

ものにするにはどうしたらいいか。あまり高い理

想を求めず、地域の行事や活動に進んで参加しな

がら、住民同士の繋がりを育み、現状からの一歩

前進をめざしたらいいのではないかと考えていま

す。 

 

中島：ありがとうございました。少し私が知って

いることも含めて補足と確認をさせてください。 

 マップの取り組み経過ですが、2006(平成 18)年

に災害時住民支え合いマップの作成１回目となっ

ています。 

2005(平成 17)年に、長野県は策定方針を出して

市町村に奨励しましたが、そのとき原村は、地域

福祉計画を立てるために県の職員を３年間の任期

つきで呼んで、併せてマップの作成を地域福祉計

画の中に入れました。当初、３年間で作成するつ

もりだったのです。原村の区は全部で 15です。１

年間５区ずつ作成したかったのですが、その職員

の任期中には完成せず、５年間ぐらいかかったの

でしょうか。もうちょっとかかったかもしれませ

ん。そんな背景があります。 

 それに比べると、上田市の取り組み状況は、

2008(平成 20)年にモデルでつくり、2009(平成 21)

年スタートですから、出発は遅かったのですが、

担当職員の深町さんがここ何年間かは力を入れら

れて、自治会の数が 240もありましたが、96％と

いう作成率です。上田市の作成率は県下において

も高いと思います。 

 原村に戻りますと、 2006(平成 18)年から

2012(平成 24)年まで６年間空白があります。津金

さんがご存じの範囲で、なぜ遅れたのか、その背

景には何があったのかなどお話しいただけますか。 

津金：前の民生委員さんに聞いたところ、｢これは

個人情報で大事なものだから、しまっておかなけ

ればいけない｣と押し入れの中に長い間あったよ

うです。 

中島：地区の公民館にずっと保管されていたので

すか。 
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津金：そうです。 

中島：それを区長になられたときの防災訓練で知

ったわけですね。時期は９月１日ですか。 

津金：防災訓練は６月です。６月の最初の日曜日

だと思います。防災訓練の実施要綱を見まして、

今年どうするか検討するときになって、災害時住

民支え合いマップという項目がありました。初め

は意味がわからなくて、これはどういう活動かと

あちこちに聞いて、ようやくわかった次第です。 

中島：そのときのマップがステージに掲げられて

いるものですか。 

津金：はい、これができていました。 

中島：フロアからは遠くてわかりづらいかと思い

ますが、紙ではないですね。ビニールにプリント

した特殊加工のようです。自治会費でつくれるよ

うなものではないと思うのですが、資金はどこか

ら持ってきたのでしょうか。 

津金：村が主導してつくっていると思います。 

中島：村から予算がついているわけですか。 

津金：毎年、防災訓練をするときに登録名簿の修

正はしていますが、マップには手をつけていない

と思います。お金がかかることですし、数年に１

回という感じがしています。 

中島：数年に１回のときにこれをつくったという

ことですか。 

津金：そうです。 

 

質疑応答 

質問者１：築地自治会です。神畑自治会の要援護

者支援班の構成に福祉推進委員が入っていないの

ですが、関係ないのでしょうか。 

金澤：福祉推進委員はこのシートの中には入って

いません。しかし、福祉推進委員にもこのシート

は全員分お渡ししてあると思います。 

中島：福祉推進委員は一人ですか。二人ですか。 

金澤：一人です。 

中島：自治会としてはこの中には入れていないと

いうことですか。 

金澤：名簿の中には入っているかもしれません。

今回のシートの中には入っていませんが、自治会

全体では自主防災隊組織の中に入っていますので、

何かあったときには対応できると思います。今回

初めてつくったので、いい方法があれば、どんど

ん進化させていきたいと思っています。 

中島：フロアからのご指摘のように福祉推進委員

も入ったほうがいいように思います。 

 

質問者２：上紺屋町自治会です。神畑自治会にお

聞きします。先ほど１年間で自治会三役が替わる

とおっしゃいました。各隣組にシートを冷蔵庫に

貼ってもらい、それを数年間やるとある程度の世

帯の皆さんに知れ渡ることになりますよね。 

金澤：そうです。 

質問者２：そうすると、個人情報の細かいことは

見せていないけれども、この皆さんをいつでも見

守ってくださいということになりますよね。名前

だけですけど。 

金澤：そうです。自分の隣組に要援護の方がいる

ことをまず知ることが大切だと思ったのです。で

すから、数年間繰り返すと自分の隣組にはこうい

う人がいるとわかります。 

質問者２：町の人にはほとんど知れ渡りますよね。 

金澤：いや、隣組内だけだと思います。 

質問者２：私も上田市社会福祉協議会でそれを聞

いたのです。私たちは支援者を見ている二人だけ

には用紙をつくってマル秘情報として配付してい

るのです。支えられる人を見る人が二人いるわけ

です。その二人だけに、Ａ４の紙にしてお配りし

てあるのです。 

 上田市社会福祉協議会は、｢個人情報があるから

名前を載せないでくれ｣と言います。だけど、宮下

さんが言ったように、何か災害があったとき、支

援する二人だってどこかに行っているときはある

わけで、隣組の方がちょっと目を通していれば助

けられるでしょう。しかし｢そういうのは載せては

いけない｣と言うのです。｢それはおかしいだろう｣

と言ったのです。 

 上田市の場合は、ご承知のように交通災害の申

し込みを自治会長が集めています。これには個人

情報としての名簿が載っています。自分で市に持
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っていくのは嫌だけれど、隣組長さんに渡して加

入できれば楽なので渡してくれます。私たちは台

帳を更新できません。しかし昨年、国勢調査があ

って、三役で全部やったら、ある程度、知れ渡っ

てしまうことがわかってきたのです。 

 マップと同時に各自治会では自主防災組織図を

つくります。これは消防団などの定期総会には載

せられるのです。ところが、今日のフォーラムに

出た災害時要援護者支援班を私たち紺屋町ではつ

くっているのですが、これは何かあったときに三

役から下ろしても、支援してくれる人は二人しか

いません。みんなで見てもらいたい人を載せられ

ないのです。その二人しかわかりません。 

金澤：神畑自治会にも災害時要援護者支援班があ

り、自治会長、副自治会長、各ブロック長、隣組

長、前隣組長がいます。しかし、最後の誰々を支

援する際、その誰々が誰かわからなかったのです。 

 誰が誰を支援するかはっきりわからなかったら、

何かあったときに助けられないのではないかとい

う意識から、｢○○さんの支援者たち｣というシー

トをつくって、｢私は誰を支援するのです｣とわか

るようにしたのです。情報より人の命のほうが大

切ではないかという思いで昨年つくりました。 

質問者２：隣組長に、そうやったことがたいへん

素晴らしいと思うのです。それが一番の近道です。 

 私たち紺屋町自治会では 2014(平成 26)年度か

らマップもつくったのです。今年も全て更新して、

社会福祉協議会にも上田市にも報告してあります。

立派な地図はできないから、Ａ４サイズで配るだ

けです。ただ、隣組長を毎年交替でやっていくと

全員にいつかは知れ渡ってしまいます。それだっ

たら最初から教えてしまったほうがいいのではな

いかと思ったのです。神畑自治会は素晴らしいこ

とをやっていると思いました。 

中島：一つは情報の取り扱いというか、解釈とい

うか、結果的には同じものなのに、社会福祉協議

会ではＮＯで、自分たちでやるのであればＯＫで

す。ずれが出ているというご指摘ですか。 

質問者２：神畑自治会は隣組に教えているので、

数年たてば、支援される人はみんな知られてしま

います。だったら、最初から出してしまったほう

がいいのではないですか。自主防災と同じです。

それは定期総会に付随するのです。 

中島：自主防災は出ているのですね。 

質問者２：出しているのです。 

中島：片一方には出ているのに、片一方には駄目

で、対応におかしなところがあるとの指摘ですか。 

質問者２：何を支援するのかということです。 

中島：こういったことも今後は実態に即して考え

ていくといいのではないかと思います。そういっ

たことに対する市民の合意、まずは自治会内かも

しれませんが、そういったものが形づくられてい

かないと実効性のあるマップ、取り組みができな

いのではないかと思います。 

 

質問者３：民生児童委員の地区会長です。マップ

と登録制度になっているのですが、個人ごとの要

援護者と支援者の台帳があるはずです。それと一

括した表があって、これは情報管理者として民生

児童委員が管理するように上田市としては統一さ

れていると思うのです。 

 マップについては、昨年、民生児童委員協議会

の会議で社会福祉協議会と市と三者で、今までは

自治会三役にしかマップは配付しないとなってい

たのですが、それを福祉推進委員と防災訓練のと

きには配付してもいいと合意したはずです。 

 神畑自治会の場合はかなり斬新です。原村でも

隣組長が毎年、替わっていく、そして隣組長が支

援者になっていくといいます。隣組の援護者を支

援するのは、こちらでいうと伍長と呼んでいます

が、そういう方が支援者に替わっていくという点

ではちょっと似ている感じです。 

 上田市では、マップは自治会三役、福祉推進委

員くらいにしか渡っていないのかもしれません。 

 私の自治会では、私が最初に手がけたのですが、

2010(平成 22)年からつくって、毎年、更新してい

ます。自分でマップを最初につくることを進めた

関係で、年に１回ではなく、その方が亡くなるな

どすると、差し替えて自治会長に渡しているので

す。市全体としてはまちまちで、情報管理につい
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て統一されていないと感じます。 

 真田自治会でも、必ず民生児童委員は台帳を持

っていると思います。隣組としての情報管理とい

う点では、支援者中心と考えれば真田自治会は素

晴らしいと思います。 

 かつては民生児童委員が福祉票を持っていて、

福祉票は全戸の家族全部を記載したものだったの

です。これが、個人情報保護法ができたときに廃

止になって、現在では支援が必要になったときに

福祉票をつくることに変わったのです。福祉票と

いう台帳は、民生児童委員が自治会内のものを持

っていますから、自治会長よりは詳しいデータを

持っていると思います。 

中島：民生児童委員は法律に基づいて任命されて

いるので、情報が統一しやすいというか、できる

のだろうと思うのです。しかし、自治会の場合は

任意組織なので、市がこうやるべきだとか、この

ようにするとか、統一できないでしょう。そのた

め、それぞれの自治会に管理を任せる、あるいは、

あえて統一しないといったことがあると思います。 

 この点について深町さん、市として回答できま

すか。どんな情報の提供と管理のお願いをされて

いるのですか。 

深町：情報の管理につきましては各自治会にお任

せしています。市は自治会と協定を結んでいます

ので、自治会長に情報の管理をお願いしています。

ある自治会においては以前からの関係で民生児童

委員が管理されているところもございます。 

中島：自治会長に一任ということですね。それ以

上のことはないということでよろしいですか。先

ほど防災組織とか、福祉推進委員まで見せる合意

もあったのではないかというお話ではありました

が、自治会長のみですか。 

深町：管理は自治会長にお願いしているのですが、

情報共有の観点からしますと、自治会の役員がお

集まりになる会議を定期的に開催されていると思

うので、例えば隣組長会の際に、マップも見てい

ただくようにお願いをしています。 

中島：自治会の中で特定の役員には見せてほしい

というお願いですか。 

深町：役員が何人かいらっしゃる会議の際に見て

いただくようにお願いしています。 

 

中島：最後にもう一巡、フロアの意見や感想、指

摘を踏まえて、金澤さんから補足等があればお願

いします。 

金澤：先ほども申しましたが、2014(平成 26)年 11

月 22 日にあった長野県神城断層地震で、白馬村に

おいて地域住民の手で倒壊した家屋の中から女性

を救出したことが一番頭の中にありました。そう

いうときに情報云々と言っていたら、人を助けら

れません。せめて隣組ぐらいは、この人はどうい

う人だと把握していなければ、こういう活動はで

きないのではないかと思っています。そんな意味

も込めてシートをつくりました。 

中島：今後の展開について、シートは更新をして

いくのですか。どんなお考えかをお願いします。 

金澤：毎年、自治会の役員が替わりますので、シ

ートは更新していきます。前年度の自治会長が１

月に更新していく、そんな方法を取っていきます。 

何年か続けて、自分の隣組にはこういう人がいる

のだとしっかりと認識しなければ、災害のあった

ときに救助することは難しいと思っています。 

宮下：一度つくったきりでは駄目だと思っていま

す。班の中でさらに交流となる機会を持ちながら、

情報の更新というか、何年かに１度はリストが正

しいかどうかを確認して、地域づくりを考えてい

きたいと思っています。 

中島：話が前後しますが、そもそもこのリストを

思いついた発想の原点やヒントがどこにあったの

か、お話し願えますか。 

宮下：私一人がつくったものではございません。

原点は、班で懇親会等を家族ぐるみでやっている

ときに｢家族の人となりが見えたらいいね｣｢みん

なでつくりましょうか｣｢一人暮らしのご家庭もあ

りますし、どうやって連絡をとったらいいかわか

らない｣という意見があった中で生まれてきたも

のです。 

中島：近所づき合いの中から皆さんの合意ができ

て、こういうものができたということですか。 



 
 

第12号 長野大学 地域共生福祉研究所報 （18） 

宮下：そうです。いきなり家族票を出してくれと

いうのは難しいと思っています。 

中島：普段からのつき合いがいかに大切かという

ことでもあるわけですね。 

宮下：そうだと思います。 

中島：津金さん、原村では配布資料にマップから

見えてきたものという記載があり、よかった点、

苦労した点、課題が幾つか出ています。発表のと

きにも触れていただきましたが、ここをもうちょ

っと詳しくお話ください。 

津金：私自身がマップを知ったのは２年前でした。

その前からずっと村では計画を進めてきたわけで

す。もうちょっと周知させて、個人名はお互いに

知らなくても、そういうしかけというか、仕組み

があることを区あるいは村全体で知っておく必要

があると感じました。 

 課題の個人情報の扱いですが、今までの発表を

聞いていまして、難しいなと実感しています。あ

まりオープンにしたくない、触れられたくないと

いう方もいると思います。命が大事だからオープ

ンにしたほうがいいという意見もあります。この

兼ね合いをどうするか、配慮しながら助け合う組

織をつくっていくことはなかなか難しく、意義を

理解してもらわないと進まないと感じました。 

中島：今後の取り組みはどのようにされますか。 

津金：村では今年(2016 年)２月に再度、見直し、

更新するよう通知を出しています。これに沿って

各区で今年の役員の皆さんがおそらく進めると思

います。それで最新のマップができて、今後、活

用されるようになると思います。区長は忙しい立

場ですが、マップの更新を着実に進めてほしいと

願っています。 

中島： 今日のお話を通して、よりはっきりしてき

たのは、個人情報の扱いをどう考えるのかだと思

います。発表者のご指摘にもあったように、オー

プンにしてＯＫの人もいれば、オープンにしたく

ない人もいて、その兼ね合いをどう図っていくの

か。これは基本的には近所づき合いの中で決まっ

ていくのではないかと思います。普段からの近所

づき合いが重要になってくるのではないでしょう

か。一律に方向を出すのはなかなか難しいだろう

と思います。 

 マップづくりは行政の方針として出てきたわけ

ですが、ご指摘にもありましたように、本当に災

害や緊急のときはマップを見て対応できるわけで

はありません。マップをつくる過程の中で、どこ

どこにこういう人がいる、ああいう人がいるとい

うことをきちんと頭に入れていく、そういう作業

を通じて、実際に動くときは、マップはなくて動

けることが理想です。 

 原村の例にありましたが、大事なものほど押し

入れに入ってしまっていて、いざというときに役

に立たないという状況をなくすには、隣近所ある

いは自治会の中で話し合いをすることだと思いま

す。理想はそうあるべきではないかと改めて感じ

ました。 

 個人情報との兼ね合いについては、今後も事例

を出して検討を進めていくと、上田市全体の中で

ある程度の合意ができるのではないかと思います。 
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