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はじめに 

 

上田市では、2013（平成 25）年に策定された「第 

二次上田市地域福祉計画・上田市地域福祉活動計 

画」の基本目標 6「災害などの緊急時にも、地域 

ぐるみで支援できる地域社会の構築を目指しま 

す。」において、上田市と上田市社会福祉協議会が 

協働して「住民支え合いマップ作成の取組の推進」 

をすることとしている。 

 具体的には、市内に 240 ある自治会すべてで住 

民支え合いマップを作成することに取り組んでお 

り、2014 年 3 月 31 日現在での作成済み自治会は 

153 で進捗率は 63.8% となっている¹⁾ 。2013 年

度の「上田市地域福祉推進フォーラム」では、作

成の現状と課題を明らかにして、この取り組みを

加速させるべく、作成に取り組んできた自治会か

ら任意の 3 自治会を抽出して、事例研究のかたち

で発表をお願いした。 

 ところで、上田市が住民支え合いマップ作成を 

推進する背景には、「長野県地域福祉計画策定指 

針」（2010 年改訂）²⁾ の存在がある。そこでは、

「(5)市町村福祉計画に盛り込むことが必要な事

項」の中の「①地域における福祉サービスの適切

な利用の促進に関する事項」、「ａ地域での支えあ

い」で「県としても、集落や小地域による災害時

住民支え合いマップづくりの過程を通した住民支

え合い活動の体制支援を行ってきており、マップ

作成の成果も上がっていますが、その取り組みが

拡大することを期待しています。」としている。つ

まり、市町村において災害時支え合いマップ（以

下、支え合いマップ）の作成を、地域福祉を推進

する際の一つのツールとして位置づけているわけ

である。 

 そもそも支え合いマップは、福祉コンサルタン 

トの木原孝久（住民流福祉総合研究所、埼玉県入

間郡毛呂山町）が編み出した手法³⁾ のようである。

これを災害時の助け合いに生かそうとしたものが 

「災害時住民支え合いマップ」である。住民流福 

祉総合研究所のかつてのホームページには「秋田 

県、宮城県、茨城県、群馬県、神奈川県、東京都、 

長野県、岐阜県、福井県、富山県、愛知県、滋賀 

県、三重県、広島県、山口県、鳥取県、高知県、 

沖縄県などで取り組みが始まっています。」と書か 

れていたが、必ずしも自治体としての都道府県で 

取り組んでいるわけではなく、各都道府県下の市 

町村が独自で取り組んでいるところもあるようで 

ある。 

 なお、長野県が行政として導入したのは 2005 年 

からである。 
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シンポジウムの記録 

 

中島 豊 

事例発表は、上室賀自治会、山口自治会、荻窪

自治会の各自治会から発表していただきます。一

つの自治会で 15 分間ほど事例を発表していただ

いて、その後、それぞれの自治会の取り組み特徴

について私から質問し、最後に共通することにつ

いて再度質問する、そのようなやりとりを考えて

います。時間があればフロアからもご質問してい

ただきたいと思っています。 

それでは最初に上室賀自治会の西澤さんに発表

をお願いします。皆さんのお手元の資料をご覧い

ただきたいと思います。では、よろしくお願いい

たします。 

 

西澤留男(上室賀自治会) 

上室賀から来ました西澤と申します。上室賀自

治会は上田市の一番西の地区にございまして、皆

さんご存知の「室賀温泉ささらの湯」のあるとこ

ろでございます。人口や世帯は、配付しました資

料に書いてあるとおりでございます。 

上室賀の自治会の中には集落が四つございます。

その集落のことを組と言っておりまして、入組、

中組、原組、本組という集落がございます。それ

らの集落から上室賀自治会が成り立っております。

高齢化率が 44.7％と非常に高くなっております。

上室賀に「室賀の里」という特別養護老人ホーム

がございまして、68人が入っておりますので、68

人を引いた人数が自治会の高齢化率でございます。

上室賀の自治会では38％の高齢化率でございます。

「室賀の里」の方を入れると44.7％になるのでご

ざいます。 

支え合いマップづくりに取り組んだ経過でござ

いますが、上室賀は少子高齢化が本当に進んでま

いりまして、近年ますます杖が必要な方などが目

立って増えてきました。どうしても支え合いの制

度を作って、実際に動かしていかなければいけな

いと切実に感じるような上室賀になってまいりま

した。ちょうど私が平成 24(2012)年の１月１日か

ら自治会長になりました。私はその前に民生・児

童委員をやったことがありますが、そのときから

支え合い社会が必要だと思っておりまして、その

訴えがなかなかうまく伝わらなくていたのですが、

私が自治会長になったので、せめて一つぐらい完

成させようと思いました。上室賀の自治会の中に

評議会という決議機関がございます。そこへ上室

賀の実情を訴えまして、全員の賛同を得ました。 

そして、上室賀の住民に「支え合いづくり制度

が決議されました」と全戸にチラシを４枚配りま

した。１枚目が制度の案内のチラシ、２枚目が一

番身近な支援者になってもらいたい伍長・部落会

長への協力依頼と任務の内容のチラシ、３枚目は

上室賀の住民支援隊の組織図を入れました。その

組織図は 118 人全てが支援隊員になるという組織

図でございます。４枚目に安全確認訓練ぐらいし

かまずはできないということから、そのことを書

きました。支援委員会の委員に指名された方にも

スムーズになっていただきました。評議委員も支

援委員も非常に協力的で一生懸命やっていただき

ました。支援委員会は６月から始まりまして、当

初は９月になんとか支え合いマップ完成と思って

いたのですが、ちょっと日が延びてしまいまして、

11月末になんとかできました。 

一番、大変だったのは、やはり要援護者の名簿

づくりです。このお宅は要援護者になってもらっ

たほうがいいという我々の目から、そういう方に

ついての市役所から戻ってきた台帳を基に一軒一

軒、委員全員が何名かを受け持って調査にまいり
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ました。その結果、48人が「是非、助けていただ

きたい」と印鑑を押されました。その中に２歳、

１歳という子どもを持っている家庭が、いざとい

うときには子どもはまだ歩けない状態ということ

から、そういう方も要援護者になっております。

高齢者は上室賀では 211 人いたのですが、そうい

う方も含めて 48 人に要援護の印鑑を押していた

だきました。高齢者の 23％でございます。 

支え合いマップが完成しまして、まずは支援隊

員を全員集めまして説明会をしました。その後、

要援護者のお宅へ「私が支援者でございます」と

お伺いして握手をしてくることを行ないました。

お宅へ行きまして伍長から部落会長へ報告されて、

部落会長から各組総代へ、そして本部へ「全員確

認しました」という安全確認をやったところでご

ざいます。それが平成 24(2012)年の 12 月、平成

25(2013)年の３月、９月、平成 26(2014)年の今年

は３月 16日に行なうわけです。今のところ半年に

１回ずつ一堂集めて、そのお宅へ行って本人確認

してくるという安全確認訓練を行なっております。

明日が訓練日という前日に要支援の方々にわかり

ますように、「明日は安全確認訓練を行ないます

ので支援者がお伺いします」と有線放送で全戸に

流して、次の日に支援隊員が確認に行くことをや

っております。 

支援委員会の構成でございますが、支援委員 16

人の他に顧問４人がおります。顧問の方々には、

支え合いマップづくりまでの間いろいろご指導い

ただきました。支援委員会の役割でございますが、

支え合いマップを作りまして、講習も最低１年間

に２回やろうということでございます。また、毎

年１月に新メンバーになりますので、委員会を開

催しまして、新メンバーに諸種の説明会を行なう

のでございます。 

支援隊の構成でございますが、昔の向こう三軒

両隣、それを復活させようというのが基本でござ

います。見守り隊員は各組の伍長になってもらい、

４組の中に伍軒組合が 35あるわけです。伍長にな

った人が自分の伍軒組合の中に要援護者がいたら

日頃からずっと注意して見守っていきます。その

上の部落会長は４組で 11人おります。見守り隊が

行ったときに高齢者が倒れていたら、すぐ実働隊

に連絡します。高齢の方も伍長になります。実働

隊は、各組に組会という組織がありまして、組会

議員がなります。４組で 10人ずつぐらいおります

から 40人、４組の三役が 12人います。また、自

治会には各組から３人選ばれた評議委員がおりま

して、12人が実働の救出を担います。あとは隊長

以下、役員が本部で控えます。そういう組織でや

っております。合計 118 人のところへ消防団員が

加わります。 

活動内容です。避難訓練も是非、年に２回はや

ろうと、その年の伍長になった人が要援護者宅へ

行きまして、「私が今年の支援者であります」と握

手をして安心を与えましょうと、やっております。

情報交換はその都度あったら行なおうと考えてお

ります。要支援者の情報も高齢者ですから、増え

ますけれど亡くなる方もおります。 

役割分担ですが、伍長の見回り隊が何かありま

したらすぐ上の部落会長－４組の一番の組の長を

総代というのですが、総代に連絡します。総代は

組をまとめて本部に連絡します。とにかく伍長に

は普段の見守りと声かけを是非やっていただきた

いと思っております。もちろん災害のときは、要

援護者の安否確認と誘導避難について、部落会長

に連絡してもらいたいのです。部落会長からは組

総代、また組総代は報告をまとめて自治会本部に

連絡します。実働隊は組会議員と区会議員と消防

団で行なう格好でございます。 

情報の管理と守秘義務です。委員になりますと、



長野大学地域共生福祉論集 第９号 2015 

33 

 

どういう人がどういう状態だということが詳しく

わかるので、守秘義務をもちます。そういう情報

は外部へ出さないことをよく伝えてあります。上

室賀の場合ですと、誰がどこのデイサービスに通

っているとか、誰が杖をついているとか、そうい

うことはみんなわかります。プライバシーについ

ていろいろ言う人があまりいない状態です。それ

にこだわらないでお互いにやっております。支え

合いマップは民生委員と自治会長が１部ずつ持っ

ています。 

上室賀はまだできたてで、全員集めての確認も

３回しかやっていません。これを最低５年間は年

２回ずつ続けていけば、上室賀の各世帯は全員支

援者の経験をするので、本当にそうなれば安心し

て暮らせる上室賀になるのではないかと思ってい

ます。まだまだ未熟でございまして、いろいろな

良い例をこれからも取り入れて良い制度にしてい

かなければいけないと思っています。できれば支

え合い制度の他に助け合い制度も是非、立ち上げ

ていきたいと思っています。隣の青木村では、雪

はきとか買物ですとか医者へ連れていくですとか、

有料でやっているようです。支え合い制度の他に

助け合い制度もいずれは作っていかなければいけ

ないと思っています。 

 

山崎良則(山口自治会) 

山口の山崎でございます。山口自治会は太郎山

の麓にあり戸数は 363あります。約 1300年の歴史

のある部落でございます。高齢者数 260 人で、高

齢化率が 24.3％、363 世帯と言いましたが、この

うち約 110 戸が借家やアパートが混在してござい

ます。若い世代の人が多いので、それを引かせて

いただくと高齢化率が 30％を超えて、35％に近い

という気がしております。 

山口自治会の支え合いマップの取り組みにつき

ましては、昨年(2013年)５月に山口自治会として

自治防災組織が「これでいいのか」という経過の

中で、災害が起きたらちゃんと機能するかどうか

いろいろ考えた末、実際に震災のあったところに

赴いてお話を聞いてきましょうと、栄村にお邪魔

させていただきました。その過程で参考になるこ

とを取り入れて、自治防災組織を組みあげたとこ

ろでございます。平成 24(2012)年４月から自治会

支援班として支え合いマップに取り組んでおりま

す。実質的には昨年(2013年)、更新と防災訓練の

実践で機能し出したところでございます。支え合

いマップにつきまして、毎年更新されていくため

に、それに追従する組織を作らなければいけませ

ん。昨年９月の防災訓練には、全自治会で一挙に

行なうのはまだ難しいことから、区内に約 40の組

があるのですが、その中からモデルとして４組だ

けを対象にして、住民の安否確認を中心として訓

練をしました。 

防災減災推進事業ですが、まず黄色い旗の全戸

配付という項目でございます。災害時には確認を

楽にするため「見えるところに黄色い旗を掲げて

ください」と作りました。これが黄色い旗です(実

物を示す)。「これを隅でも柱でもどこでも結構で

すので、掲げてください」とお願いしました。組

長さんが、これが揚がっているかどうかを見て回

れば、安否確認に時間の短縮が図れます。各家庭

には、この活用の案内書と旗をセットにしてマグ

ネットでとめるようにしましてお配りしてござい

ます。それを常に見えるところ、冷蔵庫の横あた

りにマグネットがついておりますので、それで貼

り付けておくということでございます。 

２番目に、防災ポスターの全戸配付も計画いた

しました。これは防災マニュアルをわかりやすく

示して常日頃から防災に対する心構えをしていた

だこう、というものです。ただポスターをお配り
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しても、たぶんほとんどの方は見ないだろうから

と、ちょっと工夫をいたしました。小学校のＰＴ

Ａの協力をいただきまして、子ども達の絵を中に

はめ込もうではないかと作ったポスターがこれで

す。左側に「安全の確認」「声をかけあう」「通路

確保」という三つの注意があるのですが、右側に

子どもの絵をはめ込んであります。とても可愛ら

しい絵を使いまして、こうしておけばおそらく貼

って見ていただけるだろうという気がしておりま

す。さらに、避難場所への誘導ステッカーを私ど

も自治会の四役でどこにどう取り付けようかと、

苦労して場所探しをやっている最中でございます。 

また、防災減災に関する勉強会の実施をしてお

ります。今年は大人向けを２回、子ども向けにも

１回を行なうことにいたしまして、上田市の危機

管理防災課に協力を依頼しました。１月 26日に２

回目の大人用の防災出前講座をしていただきまし

た。大人用の防災出前講座は上田市でやっていた

だけるのですが、子ども向けの防災講座は上田市

では今までやったことがないことから「県庁にそ

の係があるので、県庁の防災管理課と打ち合わせ

してほしい」と、１月に県庁に赴いて担当の方に

打ち合わせをしていただいたのです。 

子ども向けにつきましては、県では小学校単位

のしかも決められた学年単位でしか経験したこと

がありません。自治会のような１団体で１年生か

ら６年生までを対象にしたような防災講座は「経

験がない」と断られたのです。講座に使われる資

料は「差し上げます」と、いろいろな資料をいた

だいてまいりました。プロジェクターを使ってで

きるものを２種類いただきました。３月２日に子

ども達の歓送迎会があったものですから、一番無

難なものを取り扱って、80名ほどの子ども達を集

めてやってみました。ほぼ成功だったと思います。 

災害時要援護者登録制度の推進事業は、連絡ボ

ードの制作と配付があります。これは一つのカー

ドにしまして、大きさはＡ４版程度のものです。

要援護者用と支援者用、要援護者用には支援者と

書いてあります。「私の支援者はこの人よ」と名前

を書いて、あとは先ほどの三つの注意を付けてあ

ります。支援者用のボードには逆に要援護者の人

の名前が書いてございます。それと要援護者の親

族への連絡先、また支援者がもし異常を発見した

ときには緊急連絡先として、当局と民生・児童委

員の連絡先を書いてあります。こういったものを

用意して、それぞれお配りしてございます。現在

は登録された方しかお配りしてございませんけれ

ど、未登録の要援護者がいらっしゃいますので、

その対策をしているところでございます。 

住宅地図の整備、更新推進事業ですが、これが

支え合いマップの基礎となるものでして、今年全

戸配付したのです。実は５年前に一度作ったもの

をずっと更新し続けてきました。全戸配付したの

はこれをもとに更新しております。この地図をさ

らにバージョンアップしながら、山口自治会で管

理できる支え合いマップを作っていこうという計

画があります。今のところは社会福祉協議会の支

え合いマップを民生・児童委員が保管しておりま

して、それで管理をしています。いずれは住宅地

図をバージョンアップいたしまして、独自の支援

者マップを綴じ込んで、さらに端末で管理ができ

るようにしていきたいと考えています。 

活用と効果ですが、説明しましたようにバージ

ョンアップして作っていきます。問題点は個人情

報の管理がたいへん難しい作業になってまいりま

すので、インターネットでは絶対使わないことに

しています。自治会長のみが管理をしていくこと

にしております。管理規程も既にできております

が、このへんのところをこれから皆さんにご理解

いただいて災害のためにしか使わないと計画をし
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ております。 

災害時に有効な方法とするには、地域ぐるみで

いろいろなイベントを活用していくのがたいへん

大事です。住民同士のコミュニケーションを大事

にしたいと考えています。夏祭りから始まりまし

てＰＴＡ、それからサークルなどの交流会、文化

祭、茶話会、敬老会、さらに今年は災害時に対す

るマニュアルを作りました。それをもとに防災訓

練をしていきたい、こういった計画です。幸い年

頭に災害時対策マニュアルを作ったおかげで、内

容的には「緊急であるという判断は自治会長がし

ていい」ことと、「緊急と判断したときは指示と命

令を出してもいい」となったことでございます。

大雪に対しても「これは災害だから緊急に出動を

お願いします」と、今年(2014年)の災害を乗り切

りました。 

いろいろと言いましたけれど、まだまだ中途半

端です。これからも充実を図りながら山口自治会

として検討を重ねていきたいと思います。 

 

上坂耕司(荻窪自治会) 

荻窪自治会で民生・児童委員を務めております、

上坂耕司と申します。私たちの自治会では支え合

いマップづくりは比較的早かったのですけれども、

今日のテーマでございます支え合いマップを活用

した取り組みは、実はまだしておりません。した

がいまして、今日は遅れている自治会の代表のよ

うで、あまり参考にはならないと思いますが、報

告をさせていただきます。 

荻窪自治会は、上田市東内の荻窪と虚空蔵とい

う二つの集落で構成されています。丸子から鹿教

湯温泉に行く中間でございまして、塩田から行き

ますと平井寺トンネルを抜けて出たところです。

人口は 350人程度、世帯数が 135くらい、高齢化

率が 39.3％で、上田市の中でもトップクラスの高

齢化率のところです。 

支え合いマップの取り組みの経過ですが、平成

20(2008)年２月に、当自治会出身の市の職員の勧

めによりまして、荻窪地域ふれあいの会の中でふ

れあいマップの作成委員会を立ち上げまして始ま

りました。今年で７年目です。ふれあいの会につ

きましては配付した資料に書いてありますが、さ

まざまな行事をしております。役員はそれぞれの

代表等で 20人ほどです。 

支え合いマップの作成状況ですが、毎年２月に

見直し作業をしております。協同組合ごとに住宅

地図に着色をして作成をしております。表示デー

タにつきましては、支え合いマップでは災害時支

援者と要援護者と指定支援者住宅の表示が主なの

です。荻窪自治会では、最初は社会福祉協議会で

進めておりました防災福祉マップがスタートでし

たので、表示は要援護者、支援者の他に家族に高

齢者のいる家庭、夫婦とも高齢者あるいは一人暮

らし、寝たきりの高齢者、空き家情報等の居住や

生活の形態によっていろいろ表示しております。

矢印は要援護者宅に対する支援者からの方向を示

しておりまして、色塗りは一人暮らしの高齢者と

か、あるいは夫婦とも高齢者とか、家族に高齢者

のいる住宅とか、一般的な家庭とかに塗り分けて

います。それから空欄、四角を黒く囲んであるの

は空き家です。 

資料に作業風景の写真がありますが、四つの出

身協同組合ごとにテーブルについていただきまし

て、そこで知っている限りの情報をもとに色塗り

を進めていくのでございます。作業時間は１時間

程度でございまして、終了後に情報交換を兼ねた

懇親会をしています。予算が約２万円なのですが、

それを使っています。 

マップの活用と効果です。有事の際に効果が期

待できるわけでありますが、冒頭でも申し上げま
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したけれど、私どもはまだこれを実際に使用した

ことがございません。小さな集落ですので、昔か

ら協同組合長、それから各班長を中心に近所の様

子は共有しております。事が起これば自然発生的

に動くのでございます。なお、有事の際につきま

しては、自治会長を隊長とします自主防災組織が

ございます。これは救護班とか消火班とか日本赤

十字社会員の皆さんとかによって、それぞれの役

割が決まっていて、行動することになっておりま

す。 

地域の情報交換や共有化は作成作業の中で、図

られていくのでございます。更新していくことに

よって、色でそれぞれの家の情報、高齢世帯など

いろいろわかるので、おのずと課題が浮き上がっ

てきます。悲しいことなのですけれど、更新をし

ていく度に二人暮らしの高齢世帯は一人世帯にな

り、それが空き家になっていく、このような現実

を受けとめなければいけないのですが、解決をす

るための一歩をまだなかなか踏み出していないの

です。 

それから気づき合う、支え合う意識の高揚がご

ざいますが、実は効果としては大きいものです。

参加して作業することによって、自然と意識が高

まっていくのでございまして、今のところ、これ

が一番大きな効果です。 

今後の課題です。更新作業の継続は会議の通知

文を出せば１時間程度の作業です。そんなに難し

いことではないので、更新は続いていくと考えて

います。ただ表示が細か過ぎることと、上田市と

社会福祉協議会では支え合いマップの表示が異な

っている部分がございます。この整合をどう図っ

ていくのかが課題です。それから支え合いマップ

の全戸配付です。これは地域の実情を知ってもら

うには手っとり早い手段ですが、若干問題がある

ということで保留中です。一つ飛ばしてしまいま

したが、支え合いマップを活用した活動、これは

先ほど申しあげましたが、必要性を感じていない

部分もあります。今日の発表を参考に住民や役員

の負担にならない範囲で有効な活用があればやっ

ていただく考えでおります。 

空き家対策ですが、今のところ町外に出ている

家族がおられる、いわゆる管理者がいる空き家が

ほとんどです。ただ環境悪化の要因だとか、地域

で暮らしている者の迷惑になる、あるいは負担に

なるということがあります。そういう家もござい

ます。先日の大雪では空き家の前の除雪がされな

いことで苦労がありました。 

最後ですが、強調したいことがあるのです。防

災や福祉については住民の連携や参加が欠かせな

いわけでありまして、皆さんの社会の中で生きて

いく意識がたいへん必要だと思います。家庭ある

いは学校教育等での重要性を感じている次第です。 

 

中島 豊 

ありがとうございました。時間が残り 20分間く

らいしかありません。三つの自治会から報告いた

だいたものそれぞれについて、いろいろと質問し

たいところがあるのですが、自治会ごとに一つだ

け質問させてください。時間が余れば、会場から

質問を受けたいと思います。答える側の長さにも

よりますので、的確に手短にお願いできればと思

います。 

上室賀の自治会にせっかくジャンパーを持って

きていただいているので、そのことの説明をお願

いします。西澤さんも着用されています。 

 

西澤留男(上室賀自治会) 

黄色と赤色と私が着ている青色と緑色、４色作

りました。先ほどの支援隊の中の見守り隊は１年

中、気をつけて見守ってもらいたい、気をつけて



長野大学地域共生福祉論集 第９号 2015 

37 

 

の「気」をもじりまして伍長、部落会長には黄色

を着ていただいています。ここのところに各役職

について刺繍を全部してございます。各組の支部

の三役の人が緑色、安心を与える各組の幹部です

から、緑色にしました。赤色が自治会の評議員の

12人、それと各組の組会議員が十何人ずつおりま

すから、緊急部隊ということで 12人と 40人に赤

いのを着ていただきます。私の着ている青色のジ

ャンパーは「本部は落ち着いてちゃんと対処せよ」

と、色で意識づけを行ないました。 

伍長が毎年変わりますので、引き継ぎ品がどう

してもほしいことから、こういうジャンパーを作

って引き継いでいきます。引き継ぎにはジャンパ

ーの他に伍長に要援護者の名簿と、自分の役割の

こと、支援隊の組織とかを大きな字で冊子にして

回しております。冊子とジャンパーで引き継ぎを

やっていきます。 

 

中島 豊 

その費用はどこから捻出したものですか。 

 

西澤留男(上室賀自治会) 

上田市の「わがまち魅力アップ応援事業」です。

その資金を活用しまして、ほとんど我々の負担な

くできました。 

 

中島 豊 

他の自治会も上田市の「わがまち魅力アップ応

援事業」をお使いいただくのも手かなと思います。 

山口自治会です。資料の防災減災推進事業では、

子ども向けの勉強会を実施したお話がありました。

３月２日に実施し、80人くらい参加されたという

ことでしたが、子ども達の反応や声などをもう少

し詳しく教えてください。 

 

山崎良則(山口自治会) 

子ども向けにつきましては、県庁では小学校の

同一学年の子ども達を対象にした講座しかやった

ことがないので、山口自治会は１年生から６年生

まで同時に約 80 人を参加させて行なったわけで

ございます。プロジェクターを利用して子ども向

けに防災映像を使いながら説明していきました。

その中に地震が起きて逃げるときは、例えば「買

物に行ってビルの中だったらエレベーターを使う

のか階段を使うのか」問いかけをしたポスターだ

ったものですから、それを子ども達に「どっちで

すか」と質問をして、プロジェクターで画像を映

していったのです。 

ナレーターをＰＴＡのお母さんにお願いしまし

た。前もってリハーサルを何回か重ね編集をして

いきました。最初は棒読みみたいなセリフで喋っ

ていたのをだんだん直していって、子ども達が盛

りあがるようなしゃべり方に編集しようと、直前

までリハーサルを行なって、当日、子ども達に前

から１年生、２年生、３年生と横並びで６列並ん

でもらって開始したわけです。思っていたよりと

てもスムーズに約 30分間が過ぎ去りました。 

やっただけではだめでございますので、私のほ

うで予めアンケートの用紙を作りまして、「今ま

で災害について考えたことがありますか」「もし

考えていたとすればどんな災害を想定しました

か」と５種類ほど質問を書きまして、ついでに「大

人になったら何になりたいですか」、最後に「今日

の防災講座を受けてどう感じましたか」という項

目を作って配りました。終わった後、書いて出し

ていただきました。それをすぐに見たのです。結

構ユニークでおもしろい答えのある子どもがたく

さんいました。「つまらなかった」という回答が一

部ありましたけれど、「本当に良かった」という子

どももいました。ほとんどの子どもが「お母さん
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に教えてあげたい」など書いてあり、効果抜群だ

ったと自負しております。 

子どもに向けてやったことを当自治会だけで終

わらせてはいけないと、アンケートのデータも全

部表にしまして報告書を作成し、県庁の担当者に

送りました。その結果はまだ返ってきませんけれ

ど、成功だったのではないかと感じております。 

 

中島 豊 

本事例発表の報告書を作るときには是非そのデ

ータも入れ込ませていただけませんか。東日本大

震災の際、群馬大学の片田先生が子ども達に津波

教育をしていた地域、そこでは犠牲者が非常に少

なかった事実があります。支え合いマップづくり

には、役員だけでなく多くの人たちに関わっても

らう、先ほど荻窪自治会が作っている支え合いマ

ップづくりの話がありました。その後の楽しみ会

もあって役員だけで夜に行なっている自治会もあ

るかもしれません。昼間、子ども達と一緒に行な

うことも今後は考えていったらいいのではないか、

と今のお話の中から思いました。 

荻窪自治会の懇親会の話についてです。他のと

ころでも支え合いマップづくりだけではなかなか

人が集まらないので、お花見と一緒に行なうこと

で人集めをやられている例もあります。支え合い

マップの見直し作業と懇親会のセットをしていま

すが、そもそもどうしてそういうセットになった

のか、行なってみての雰囲気はどうだったのか、

お話していただければと思います。 

 

上坂耕司(荻窪自治会) 

最初の話は、社会福祉協議会から助成金がいた

だけることから、ふれあいの会の活動の中に支え

合いマップづくりを入れたらどうかということで

した。支え合いマップづくりそのものはそんなに

お金はかかりません。色塗りをしてカラーコピー

を取ればいいので、せいぜい 1000円か 2000円も

あればできる話なのです。その後の懇親会は若干

お金がかかるわけですから、助成金をそこへ使わ

せていただいて、ただ会食するだけではなくて、

地域の情報を交換したり、ふれあいを含めて懇親

会を兼ねたりしたらどうかと始めたのです。今は

そんなに苦労なことではありません。通知を出せ

ば済むので、和気藹々と２時間程度の懇親会です。

その中で地域の課題も自然と話がでます。議事録

を残すことはありませんが、自然体でやっていま

す。 

 

中島 豊 

お互いによくわかり、人口規模が小さいからう

まくまとまることがあるのでしょうか。 

 

上坂耕司(荻窪自治会) 

それはあると思います。たまたま今年の２月、

大雪の 15日、通行が全部ストップしている日に設

定されていたものですから、中止しようとも思っ

たのです。しかし、20 人の内 11 人が集合しまし

た。 

 

中島 豊 

あと 10分間ほどあります。三つの報告に関して、

フロアからご質問ご意見などありますでしょうか。 

 

質問１ 

中村自治会の島田と申します。上室賀自治会と

山口自治会に関係したことです。支援者と要援護

者の関係です。支援者は毎年変わっているように

お聞きしたのですが、毎年変わることについて一

長一短が考えられると思うのです。要援護の方々

は毎年変わることに関してどんなふうに受けとめ
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ておられるか、何か把握しておられる、あるいは

感じておられることがありましたらお聞きしたい

と思います。 

 

西澤留男(上室賀自治会) 

要援護者と支援者との関係は伍軒組合ですから、

私が行くと「頼むわな」、それで「握手しましょう」

となり、全く違和感はありません。替わった本人

に支援者であるという意識づけをするため冊子と

ジャンパーをちゃんと引き継いで、その引き継い

だ最初の１月、２月に全員集めてやればいいので

すが、全員集まると 90人くらいになり駐車場に雪

などあることから、３月に毎年集まって行なうの

です。支援者のほとんどは、役が重なっておりま

すから、３回とも欠席者は２人くらいです。伍長

に責任があるので、もし世帯主がその日、都合悪

ければ奥さんが見守りの訓練に出てきます。３回

とも本当に皆さんよく出てきてもらって感謝して

います。95％の人に来てもらいまして、さっと各

組へ戻って、そしてその事務所から各要援護者宅

へ挨拶に行って握手をして、「いた」とか「いなか

った」とかの報告を本部にします。上室賀センタ

ーから戻って、早いところは20分間くらいで「全

員、確認しました」という電話が入るのです。遅

くても 35分間くらいで「確認した」という報告が

３回とも届いております。これを５年間やれば一

つの伍軒組合がだいたい５軒くらいですから、全

戸が支援者の経験をすることになります。 

 

山崎良則(山口自治会) 

山口自治会の場合は、要援護者の登録者を把握

しているのは、実際には民生・児童委員です。新

規登録をされた方には民生・児童委員だけでなく

て、自治会当局と一緒に聞き取り調査にお伺いし

ます。実際、かなり立ち入った個人情報の話を聞

くわけです。支援者について援護者の希望をまず

聞きます。「支援者の希望がありますか」と「どの

方に支援していただきたいですか」と聞いてまい

ります。支援者には逆に「あの方の支援者になっ

ていただけますか」と、お願いに行きます。近い

人に極力、話を持っていくわけです。 

そのときに大事なのは有事のときに災害本部を

立ち上げて、そこでいろいろやらなければならな

い役員は支援者にはなるべくならないでほしいと

いう項目を設けております。支援者は要援護者を

とにかく見守っていかなければいけない、有事の

ときはチェックに行かなければいけないというこ

とであれば、役員はまず本部に駆けつけなければ

ならないので、支援者にはならないほうがいいだ

ろう、と取り組んでおります。 

 

質問２ 

仁古田自治会の増田です。住民支え合いマップ

と要支援者台帳の立ち上げをやっています。要支

援者台帳の管理については自治会長、民生・児童

委員でいいのですけれど、それぞれの要支援者を

吸いあげてきた名簿ないし、そういった資料をど

の程度、押さえているのですか。逆にいうと、そ

れらが出回ることによって一人暮らし、留守宅、

空き家、そういった情報が流れてしまうかもしれ

ない、という相反する面を持っているのではない

かと思います。このへんについてそれぞれの自治

会の注意点と、これからどうやっていったらいい

かをお話いただければありがたいと思います。 

 

西澤留男(上室賀自治会) 

上室賀自治会の場合は支援委員会で、支え合い

マップづくりの主旨を話したときに、支援委員か

らいま危惧された「プライバシーのことが問題に

なるのではないか」と意見が出ました。支援委員
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が本気になってやらなければいけないのに、心配

が先に立って進めなくなると困ると、上室賀地区

の身体障害者協会長に顧問になってもらっており

ます。先の意見が出たときに顧問に「今の意見ど

うですか」と聞きましたら、「我々の身障者のこと

は伍軒組合とかそういうところに知られてもいい

です。とにかくいざ何かあったら助けてもらうほ

うが優先ですから、別にプライバシーがどうのこ

うのと自分たちは言いません」。 

身体障害者の代表からそういう意見をお聞きし

ましたので、委員一同、要援護者宅へ行って「も

しもというときに助けてもらいたいという意思が

あるようでしたらここに印鑑を」と、我々が目星

を付けた市役所の名簿以外のお宅へも行って、み

んな印鑑をもらいまして、要援護者になっていた

だきました。プライバシーのことばかり考えると

進んでいかなくなるところに、身体障害者協会の

人から「隠すこともない、是非、助けてもらいた

い」という意見が出されました。それで委員会は

元気づけられまして前に進むことができました。 

 

山崎良則(山口自治会) 

山口自治会としましては、現段階では住宅地図

は全戸配付でいろいろなところまで知れ渡るので、

これも個人情報ですから、外には出さないという

条件で出しています。支え合いマップにつきまし

ては、民生・児童委員が持っているだけです。い

ずれは住宅地図をバージョンアップして、これを

支え合いマップに反映させて、その管理を端末機

で行おうと思っています。その台数はおそらく民

生・児童委員と自治会長の２台のみにしようと考

えています。個人情報ですので、山口自治会とし

ては一般の人には支え合いマップを一切出してお

りません。 

 

上坂耕司(荻窪自治会) 

要援護者台帳につきましては、民生・児童委員

が知っている範囲で、そのお宅へ伺って作らせて

いただいています。支え合いマップづくりの作業

については、それぞれ集まった役員が個人的に知

っている情報だけで作っております。作業の場に

は援護者台帳とかそういうものは持ちこんでいな

くて、民生・児童委員がそこに参加しております

ので、「このお宅はこの屋号かな」なんて言います。

書類は作ってはおりません。 

 

中島 豊 

時間が過ぎておりますので、これで質問は終了

させていただきます。こちらから見ているとかな

りの方のお手が挙がったので、指名できなくて残

念という気持ちがあります。あと 30分間くらいあ

れば、もさらに深められたと思います。特に個人

情報については私が質問したかったことをフロア

から出していただいたので、非常にありがたかっ

たと思っております。 

時間がまいりましたので、「地域福祉推進フォ

ーラム」を閉じさせていただきます。支え合いマ

ップはあくまで一つのツールです。地域福祉もま

ちづくりであり、住民がより良く暮らしていくた

めの一つの道具、そんなふうに思っていただいて、

これをきっかけに皆さんがお住まいの地域で、よ

り良い地域社会を築いていただきたい、また私た

ち長野大学も努力していきたいと思っております。

今日は長い時間ありがとうございました。これに

て終了させていただきます。 

 

 

（発行後、発表者の希望により一部訂正） 
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