
ふれあって

自治・福祉・防災のまちづくり

京都市春日学区の地域福祉モデル

高 瀬 博 章

今日は、第50回京都府社会福祉大会がありま

した。今年はボランティア国際年です。社会福

祉事業法が社会福祉法に変わって、福祉のウィ

ングが広くなっています。

今日、おみえの皆さん方は、市や町や村の住

民であったり、福祉に精通している人だったり、

民生委員だったり、いろいろだと思いますが、

一住民として私の話を聞いてほしいと思います。

そして、ご自身の住んでおられる所での暮らし

の展望をしてほしいと思います。

社会福祉大会に行きますと、偉い人が民生委

員をもち上げすぎる。しかし民生委員だけで社

会福祉はできないんです。これまで、国は民生

委員制度に力を入れてきました。戦後からずっ

と民生委員は270所帯に１人でした。そういう

時代があってもよかったのですが、２～３年前

から440所帯に１人となりました。数が少なく

なってきています。国の意図するところは、民

生委員ばかりに頼るのではなく、もっとボラン

ティアで、周囲の人たちがかかわって、支えあ

いをする方向に変わってきています。

住民がずっと住み続けるには 「今、自分が、

住んでいるところがいい」だけではあかんので、

「これからもずっと住み続けたい」と思うこと

が必要です。そこなんです。だから、どういう

ふうにしていったら、今、住んでいるとこで住

み続けられるようになるかが重要です。

春日学区とは

京都市の人口は146万人です。11行政区に分

かれていて、私はその真ん中の上京区に住んで

います。京都市は17.8％まで高齢化率が上がっ

ています。上京区は人口８万4000人で高齢化率

が23％です。京都市で高齢化率が一番高いのは

東山区で４万4000人ほどの人口ですが、高齢化

率は26％です。

上京区は17の小学校区に分かれています。そ

の一つが春日学区です。河原町丸太町の北西角

にあります。

上京区には御所があります。御所の西北に広

がっているのが西陣です。西陣の織屋さんは階

級性の強く、旦那衆でいて、中間の人がいて、

底辺には賃機を織っておられる方がいます。そ

ういう社会がずっと続いてきて、なかなか抜け

きらないところがあります。旦那衆が一言いわ

はると、それに従うような社会になっている。

私たちの住んでいる春日学区は、御所より東

にあって、いろんな職種の人がおられます。丸

太町通りと河原町通りの幹線道路に面している
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ところには、住民のための小売商店があります。

そこに住んでいる人たちが物を買いにいく。明

治以前からそういう形だったと思います。家並

みを見ても丸太町通りから南は碁盤の目ですが、

北の方は袋小路になっています。そういう地域

で、どうやってまちづくりをしていくのか。皆

さんと手を携えて、住みやすいようにするため

にはどうしたらいいか、ということがあるわけ

です。

マンション建設がきっかけで生まれた

住民パワー

昭和47年頃は、京都の町並みはほとんど木造

の２階建てでした。ところがある日、突然、河

原町丸太町の西側に11階建てのマンションを建

てるという話が持ち上がりました。当時、僕は

自治連合会の副会長でした。連合会長が「あん

たが話を聞いてやってくれ」ということで、近

辺の７カ町の人に話を聞くことになりました。

７カ町の人たちには２人ずつ出てもらって14

人と話をしました 「東を見たら大文字が見え。

ていたのに、11階を建てるとそれが見えないの

はかなわん」ということで、対策委員会をつく

ることになりました。用途地域でいくと建築確

認は通るわけです。今の御池で問題となってい

る柳池中学校前のごっついマンションを建てる

のと一緒です。したがって、京都市の住宅局長

に話に言っても「建つのは仕方がない」という

ことでした。ところが、対策委員14人の中に建

築屋がいて、昭和48年になったら７階しか建て

られないから駆け込み申請をしていることがわ

かりました。そこで、役所の課長に話をしても

ラチがあかないので、局長に「住民になぜ知ら

せないのか。建築屋や設計屋に知らせても、住

民は知らんがな。そらあきませへん」と言いに

行きました。

局長は「京都市の市役所の前に張り出してあ

る。公示しました」と言うので 「皆、市役所、

の前を歩いて見てますか？ それはおかしい」

とゴテたんです。その局長は中坊さんという人

で、中坊公平の親戚です。中坊公平は僕の６年

。 、下で、長男は僕の息子と一緒です 「高瀬はん

あんたな、田中伊佐次に親しいやろ 「関係な」

いやん 「俺は社会党や 「そんなところで政治」 」

チョロつかすな」と机叩いて話をしたら、ええ

男ですわ。粋に感じよったんです 「それやっ。

たら業者と設計屋さんと寄って話し合いしまし

ょう」と、局長が間に立ってくれることになり

ました。建築屋さんは竹中工務店、設計屋さん

は村野・森さん。あの当時では日本一です。

建築屋さんも設計屋さんも良識があった。

「ご希望に合うようにしたい。どうしたらいい

ですか 「私ら高層ビルに反対しているのと違」

います。今は結構に暮らさせてもらっている。

それに合うような形にしてほしい。ムチャクチ

ャは言いません。来年になったら７階という法

律に変わるなら８階くらいでどうです？」と言

うと「そうします。ただし地下２階にさせてく

れ」と向こうも下がりません。京都は、当時、

地下水をよく使っていました 「それだけはご。

勘弁願いたい」と断って、結局、８階になりま

した。

この、長い間かかって一生懸命になって考え

てきたパワーはすごいものです。この皆さんの

パワーを生かして、春日学区で住環境整備をし

たらどうか、暮らしやすいまちづくりをしたら

どうか、という話が生まれました。

住民の提案で地域をよくする

この対策検討会ではニュースを発行していま
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した。それが評判がよくて 「春日学区全体で、

ニュースを出してほしい」という声があがり、

私たちは「春日だより」を昭和48年から毎月、

全戸に配付することになりました。今でもやっ

ています。カレンダー式にして、行政のお知ら

せや団体のお知らせなどいろんな情報を住民に

提供する。それを見て「参加しよう」とか「こ

ういう意見を持っている。一緒にやってやろ

う」と。

御所の東側、今は有料駐車場になっている所

も、以前はごもく置き場でした。タクシーが止

まっていたり、観光バスが止まっていたり、材

木屋が物を置いていたり。市に「何とかならへ

んか」と言いに行ったら 「これは国の土地で、

すねん」と。御所の横にあんな汚いものはあか

んと環境庁に言って、今のようになりました。

自分たちの住んでいるところは住んでいる人

たちが一番よく知っています。自分たちで工夫

をして住みよいようにしていったらいい。行政

の人は地域のことを知らないので、住民の提案

が行政にとってもいいのではないかという話が

できる。

独自の住民福祉協議会を発足

忘れもしません、昭和45年10月８日の午後８

時頃、河原町丸太町南東側にある喫茶店で火事

がありました。長尾さんという店主は足のご不

自由な方でした。70歳を出ていました。喫茶店

に階下を全部使っていたので、外から２階に上

がるようになっていました。その階段も狭かっ

た。彼はまたヘビー・スモーカーなんです。残

念ながら、寝タバコの不始末で火事を出されま

した。壁がモルタルで煙が外へ出ないため、発

見が遅れて、ご本人は焼け死にました。

私たちの学区でそんな大きな火事があったこ

とはないんですわ。びっくりして消防署と消防

分団と自治連合合と防火委員会が話し合いをし

ました 「住民の我われが何とかしていたら、。

命くらい助かったんじゃないか 「どうしたら」

いいやろ」という話になりました。消防署の方

が「町内の防災意識が弱い。我われか出ていっ

て、お話させてもらいます 。防災委員会の方」

が「では、防災教室を開きましょう 。講師は」

、 、消防署の署長さんで 「一人暮らしや寝たきり

高齢者を訪問しましょう。訪問活動をやりまし

ょう」と提案されて 「そらいいな」というこ、

とになりました。

こういうのは従来の福祉ではなかったことな

んです。町会長21人、団体長20人に寄ってもら

って「皆でやろうか。こういう人を助けるため

に。住民から知恵を出して、素人の知恵でやっ

ていこうやないか 「長尾さん、死なせてしも」

うて残念や。防災委員会が教室を開いたり、訪

問活動すると言うている」と言うと、防犯委員

会も「防犯教室をやりたい。交通教室をやろ

う 。保健協議会は「健康教室をやろう」と、」

４つの団体が「やりましょう」ということにな

ったわけです。

そこで皆さん、知ってほしいのですが、訪問

をするとか、教室を開くのは、広い意味で福祉

なんですよ。民生委員さん以外にも、みんなで

やる。町には、老人クラブや女性会、防犯、防

災、少年補導、共同募金、日赤があります。交

通、保健協議会、社会福祉協議会はその一つの

団体にすぎない。これを知っておいてほしい。

私のところは全体をひっくるめて自治連合会で

す。町内から町会長１人、団体から１人の代表

が出てくる。

春日学区では、この火事とマンション建設問

題をきっかけに、昭和48年に「住民福祉協議

会」をつくろうということになりました。本当

は社会福祉協議会なんです。ところが私たちは

住民みんなでやろうと、昭和48年からこういう
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名前を付けたわけです。

昭和30年代前半に始まった社会福祉協議会は、

社会福祉に関係ある団体ばかりで構成されてい

ます。呼ばれて年２、３回、話をしに行きまし

たが、女性会や民生委員、日赤、共同募金の代

表者、ＰＴＡ会長、少年補導の委員長とかで、

町内で実際に活動している人たちは来ません。

静かな活動で、それではとてもだめです。皆さ

ん方も社会福祉協議会は何をやっているのか見

えていないと思います。社会福祉協議会を育て

てもらわんとあかんのですわ。行政と住民のパ

イプ役なんです。社会福祉協議会が地域福祉に

力を入れてくれないといけないと思います。春

日学区では、町の団体全部で福祉に力を入れる

ことになり、これから皆さんの暮らしの中に入

っていこうということになりました。

ハード面では、建物の問題とか住環境整備の

ために市役所と話し合いをする。ソフト面では、

訪問活動をしたり教室を開く。ハード面の時は

自治連合会、ソフト面の時は住民福祉協議会と

してやっているわけです。

その後、昭和57年に、それまで防災委員会だ

けだったのを全体で取り組むため、自主防災会

を立ち上げました。婦人会は、自治連合会に参

加の場合は本来の活動ですが、住民福祉協議会

でやる時はボランティアです。自主防災会の女

性の仕事は給水、救護班です。

住民ニーズに即した町費の使い方

みなさんは町費を払っていますね。何に使っ

ていますか？ 十年一日のごとく、同じ使い方

をしているのではありませんか。お地蔵さんも

大切ですが、今は年寄りばっかりです。もう少

し町費の使い方あるのではないかと考えました。

春日学区では、受注配分で各団体に町費が配

分されます。防犯委員会は、町費で町の１人暮

らしや寝たきり、体が不自由な人を訪問するた

めの予算を組む。町費をその町に還元する。そ

ういうふうに使っていくと目に見えてきます。

町費も有効に活用していることがわかる。

町単独では１人暮らしのお年寄りの訪問や生

活を支えることができない。学区全体で支えて

いったら、防犯にしても防災、交通、保健協議

会でも、自分たちの団体の仕事であると考えて、

団体長が変わっても引き継いで訪問活動をして

います。自分たちの住んでいるところを住みよ

い町にしたいと、みなさんで支え合いをする。

誰でもできて、お金もあまりかからない。お金

をかけずに長く続けていける方法です。

自治会館の設置

明治２年に東京に遷都された時、京都には64

の小学校ができていましたが、それぞれに歌舞

伎門や火の見櫓、防火楼がありました。現在、

京都では唯一、有斎小学校にそれが残っていま

す。したがって、その時すでに防火組織ができ

ていました。京都は応仁の乱や天明の大火で焼

け出されていますから、防火意識が高かった。

小学校の中には、警察の屯所もありました。

役所が事務をとっていました。戦争中までは事

務をしてはりました。医者が天然痘の予防注射

していました。小学校は子どもの教育だけでな

く成人の会所でした。12時になると鼓を叩いて

時を知らせた。小学校を中心にしてまちづくり、

町の自治会活動が広がっていた。

昭和52年、春日小学校に自治会館を建てたん

です。京都市は消防分団の上しか貸してくれま

せんでしたが、階段をゆるくとりまして、お年

寄りも上がれるようにした。その学校も平成７

年になくなりました。閉校時の児童数は86名で
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した。今は職員室を借りて、スロープをつけて、

春日学区の活動の拠点になっています

福祉地図づくり

住民福祉協議会では、昭和58年から、福祉地

図を２年に１回は更新して、全戸配付していま

す。消火栓や貯水槽の位置、貯水量も記入して

あります。

立命館があったところの南は袋小路です。鴨

沂高校の裏は鍵型です。こういうところは逆に

お年寄りは暮らしやすいんです。車やオートバ

イは走りません。昼間は閑静なところです。し

かしひとつ間違うと、火災が出た時、救急車や

消防車が入れない。そのために、マップには消

火栓の位置を示しています。

また、消化バケツも調べます。学区全部に消

火バケツをおいてくださいと頼んでも、おいて

いないところもある。中庭に植え込みがある。

植採状況を調べる。消火バケツの水１杯は鉢植

えの鉢１つ分の力があります。砂がある。ボヤ

の時には理想的です。ボヤの間に火を消すこと

が大切です。それも地図で落としていく。

連棟か一戸建ちかも、消化バケツのあるとこ

ろと重ねてみます。消火バケツのおいてあると

ころは連棟のところが多い。自分たちで自衛し

ている。一戸建ちはあまり置いていない。一時

避難場所は元春日小学校です。他にも鴨沂高校

のグランドや法務局のガレージがある。改めて

こういうことを見直す。

もう一つは、宅地、空き家、ガレージです。

最近は案外こういうところで放火が起きたり変

な事件か起きたりします。防犯上もよくないの

で調査しています。

１人暮らしや高齢者所帯、体の悪い方、寝た

きりの方の家庭もわかるようにしています 。。

全戸配付する地図には書かれていませんが、町

のボランティアの人が持っている地図にはわか

るようになっています。プライバシーに関わり

ますから、人には見せない。

京都市に借りてもらって防災道路をつけても

らいました。もし災害が起きたら、荒神橋か丸

太町橋を渡るかしないと河川敷に逃げられない。

そのために国の土地ですが、鴨川は１級河川で

すから京都市から京都府に頼んでもらって、道

路をつけてもらった。こういうことも住民の知

恵で、暮らしやすいように自分たちでつくりあ

げていく。

防災を地域ぐるみで

今年５月13日に、日本赤十字社京都支部と春

日で一緒に総合サイクリングをやりました。何

のためか。私たち今まで、消防署に教えてもら

っているのは火を消すことと、倒壊家屋から人

を助け出すことです。そこまでは教えてもらい

ます。大きな災害の場合は、そこへ日赤の救急

隊が出てきます。テントを張って、トリアージ

タッチと言いまして、怪我人を軽度、中度、重

度に選別して、医療班が応急処置をする。

こういうことに住民が参加するためには、常

日頃、その地域において情報を提供できるよう

にしておかないといけないと思いますね。宇治、

石川県、和歌山県から救援隊長が３人来ました。

阪神・淡路大震災の時にも救援に行ったそうで

すが、情報がいただけなかった。情報があった

ら、もっとたくさんの人を助けられたのではな

いかと、おっしゃっていました。

春日学区では、消防分団が地図の上で「本日

の重点地域」を決めて夜回りをしています。年

３回、春日学区全員が出るイベントもします。

一つは区民ふれあい広場。もう一つはスポーツ
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図１ 人それぞれに応じたサービスを展開

大会。それに総合防災訓練です。

地域福祉の春日モデル

図１は、春日学区で取り組む地域福祉の体系

を示したものです。いわゆる「春日モデル」と

言われるもので、高齢者を対象に、さまざまな

面から地域の人たちが支える体制をとっていま

す。

どこの町内でも、元気な高齢者、外出の苦手

な高齢者、体がご不自由になられた高齢者、い

よいよ支えが必要になった高齢者がおられます。

元気な高齢者のためには、教室を毎月、開いて

います。少し外出が苦手になったら、訪問しま

す。いよいよ不自由になって、車椅子に乗って

いる人には、ミニケアサロンを開いています。

ミニケアサロン

ミニケアサロンでは、月に２回、朝10時から

午後２時まで、食事とリハビリを一緒にやって

います。今、30人ほど登録していて、36人のボ

ランティアがいます。１回６人で６グループ。

平成４年からやっていますが、なかなか京都

市が認めてくれなかったのですが、平成８年か

らは、上京区全体に広げ、17学区のうち13学区

できています。補助金も 。京都市は、平成12、

年から4700万円出してくれています。平成13年

は5900万円に増額しました。国の施策で、介護

予防プランです。対象は、健康なお年寄りから

するとちょっと虚弱、デイサービスセンターに

いくような程度でもない。地域にあるので距離

も近いし、まだ歩ける。押し車や車椅子でも出

てこられる人たちです。

看護婦さんが血圧を計る 「昨日、何食べは。

った？。目覚めはどうですか？ 。その横でボ」

ランティアがリハビリまがいのことをやります。
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90歳以上の人もかなりいます。

子どもが授業の一環として来ます。毎年２年

生が来ます。それでもお年寄りは喜んではりま

す。少し惚けている人も大丈夫。

夏休みには、ユースアクションで子どもから

中学生まで一緒に食事をする。京大の医療技術

短大や府立医大の実習生も来ます。保健婦専攻

科の人たちです。風船バレーをやったり。専門

ですからリハビリは上手にやります。音楽リハ

ビリや料理教室を通じたリハビリもあります。

何もできない人、ちょっとできる人、何でもや

るわという人。差が出てきます。年１回、外へ

出ます。植物園の温室にボランティアが連れて

いきました。93歳や96歳、耳が遠い人、杖をつ

く人、押し車の人、心身障害の人もいます。

福祉サービス調整チーム

いよいよ支えが必要になった場合は、今は介

護保険がありますからケアマネを呼びまして、

この地域で長く暮らしていくためにはどういう

支えをしていけばいいかを、福祉サービス調整

チームを組んで考えていきます。

１人のおばあさんが老健施設から退院してき

ました。自分の町で住むことができるかどうか。

介護保険前は家族が世話をしていましたが、今

はケアマネがカンファレンスして、福祉事務所

やヘルパー派遣、訪問看護ステーション、保健

所、消防署、警察、ボランティアも寄ってサー

ビス提供計画をたてます。

おばあちゃんが帰ってくるまでに消防署が行

って火の回りをみる。電気かガスか、煮炊きは

何を使うか。福祉大工を連れていって段差を解

消する。ヘルパーは週何回受けるか。訪問看護

ステーションも１回はお風呂に入れるとか。保

健所は随時、訪問します。警察は帰ってくる前

に不審な人がいないか。帰ってきてからは時々、

訪ねます。ボランティアは、冷蔵庫の中に腐っ

ているものはないか点検し、水分補給のために

自宅でお茶を沸かして冷蔵庫に入れておく。ご

み出しの日はごみを出す。

しかし、それだけでも不充分です。この人の

介護計画ができたら、ボランティアは毎日、夕

方のぞいてみる。夕方はヘルパーも訪問看護婦

もおりませんので、24時間のうち誰もいない時

にのぞいて安否を確認する。一番大切なのはヘ

ルパーさんと訪問看護婦が連絡ノートで調整す

ることです。薬を飲んでいるかどうか、ご飯は

食べているか、残したらおかずはどうだったの

か。ヘルパーも看護婦も手を打ってくれます。

こうした取り組みをすると地域で暮らしていけ

ます。

福祉の教室とふれあい訪問

は、春日住民福祉協議会を構成する団体図２

を一覧にした表です。それぞれの委員会が、教

室やふれあい訪問をしています。

防災教室と防災訪問

防災委員会では、防災教室と高齢者を対象に

ふれあい訪問をしています。

健康なお年寄りを対象にした防災教室では、

今、三角巾の使い方を教えています。お年寄り

でも実際に自分でやる。119番のかけ方や、緊

急通報システムとは何か、また防炎加工してい

る布と、していない布とはどう違うかなど、い

ろんなことを教えてもらいます。シルバー防災

隊が昭和62年にできました。30人ほどユニホー

ムを作って、随時、訓練しています。

春日学区では、24時間１人でも、どこかで誰

かが訪問して「元気ですか。どうしてはりま

す？」と安否の確認をしています。

その一つが、防災訪問です。防災委員と町の

人が訪問して、寝る前の火の始末など22項目を
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図２ 福祉の教室とふれあい訪問に取り組む団体

質問して、○や×をつけて置いておく。その結

果を消防署に報告書として出します（ 。図３）

このお年寄りは、１人暮らしで20年前に脳梗塞

になって右手右足が不自由です。最近はタンス

が開けられない 「もしも地震があってタンス。

が倒れてきたらと思うと、寝られない」と言っ

ていた、と。順番に１人暮らしの人を訪問して

いって、報告書を作る。消防署の担当主任はこ

れを読んで 「これは行かないといけないな」、

と思ったら「現地調査」に行ってくれます。福

祉大工を連れていって、Ｌ型金具をつけてタン

スが動かないようにして、安心感を与える。

防火対策では、必ず21カ町を消防署が回りま

す。消火訓練の時には、福祉の救出訓練をやり

ます。お年寄りが休まれる時は「助けだしやす

いところでお休みください 「家をなおす時は」

段差のない家に、フラットにした方がよろし

い」と指導します。

防犯教室と防犯訪問

防犯委員会でも、防災教室とふれあい訪問を

しています。

防犯教室では、交番のお巡りさん警察が来て

くれます。今は、ひったくりに注意してくれて

います。交通課の巡視員さんは横断歩道の正し

い渡り方を教えています。

防犯委員と町のボランティアも、お年寄りを

訪問し、福祉警報機を持っているか、出入り口

や窓に補助の鍵がついているかなど10項目を質

図問して点検表を作成し、報告書を作ります（

。警報機を持っている人にも 「外に出る時４） 、

は持ってないとあきませんよ」と声をかけます。

高齢者だけでなく、女性の方にも痴漢対策とし

て持ってもらっています。今は小学生にも持た

せています。御所南小学校では、１年になった

時にＰＴＡが買っているので、１～６年生まで

全部持っています。

交通教室と交通訪問

交通安全会が行っている交通安全教室では、

正しい横断歩道の渡り方や夜間外出時の服装な

どについての「交通安全教室」を開いています。

また、８項目の質問表をもって１人暮らしの

お年寄りをみまもり訪問をし 「買い物はどこ、

に行くの。ここは気をつけないとあきません」

と声掛けをします。結果は、警察の交通課に報

告書として出します（ 。図５）

自治・福祉・防災のまちづくり 8



9



健康教室と健康訪問

保健協議会では、健康教室と健康訪問を行っ

ています。

健康教室では、堀川病院のソーシャルワーカ

ーや介護福祉士がきて、風船バレーなどのリハ

ビリを、レクレーション的にやっています。こ

うした取り組みに、北九州市から職員が研修に

来ています。

また、春日学区の70歳以上の女性100人に集

まってもらって、骨密度測定をしました。お医

者さんに調べてもらったら、100人のうち19人

は治療レベルでした。骨密度が低下している。

押し車、杖の利用や住宅改善が必要なこともわ

かりました。

同志社女子大学の公衆栄養学の学生に、100

人のお年寄りのところに行ってもらって、食生

活の調査も行っています。

医者、府立病院の婦長、保健所の課長でシン

ポジウムをやりました。大勢の人が関心をもっ

ています。

健康訪問では、10項目を質問し、血圧が高い

人は、ボランティアが○をつけて置いておく。

保健所の保健婦に報告書を出します（ 。図６）

子どものふれあい訪問

１昨年から、子どもが今の遊びをお年寄りと

交換する幼老交流を、わかば保育園でしていま

す。子育て支援についてわかば園の園長にしゃ

べってもらったり、月２回、０歳児から３歳児

までの子供たちと遊んだり、お母さん方にも勉

強してもらう。年１回は、１人暮らしのおばあ

さんのところにも、子どもが訪ねていきます。

おじいちゃんやおばあちゃんと小学校２年生の

交流です。

小学校では、学習のなかに福祉を取り入れて

います。子どもたちを連れて１年に１回は施設

訪問をします。ライトハウスの横にある、目の

不自由な方の養護老人ホーム船岡寮に行って、

ペンダントに色をつけて粘土細工をつくったり

しています。また、御所南小学校では車椅子学

習をしています。押したり乗ったりして、車椅

子に乗る人をどういうふうにお手伝いをしたら

いいかを学びます。

春日学区にある重度障害者の共同作業所に、

毎週、お年寄りが作業に行きます。所員さんと

お友だちになりますから、レクレーションに一

緒に行ったり、ワイアイガヤガヤやります。

所員と生徒で、毎年３月、ふれあい会食会を

します。これにはボランティアが手作りの食事

を100食、用意します。

「疑似体験 。高齢者になったり、目が見え」

ない眼鏡、耳は耳栓をする。チョッキは10キロ、

手袋をもって３枚はめて曲がらない 「接着し。

て歩いてください 「前の問題集を出してくだ」

さい 「紙コップの水を飲んでください 。手袋」 」

を３枚はめてものをとると感覚がわからない。

口のところにもっでいくと流れる。体は前かが

みになる 「80歳以上になると皆、こうなりま。

すよ。耳も聞こえなくなる。目も見えなくなる。

体も前かがみになる。手も痺れてきますよ」い

うことを実体験してもらう。

寝具のクリーニング

寝具の丸洗いサービスは、区社協の事業とし

て上京区の17学区全部でやっています。朝、お

布団をクリーニングに出すと、夕方にはホカホ

カのお布団が届きます。それに回るクリーニン

グ屋さんは、ふれあい訪問、見守り訪問をしま

す 「おばあさんのところに行ったら、こうい。

うことを言わはった」ということが伝わります。

配食サービス

１人暮らしのお年寄りには配食をしています。

見守り配食です。17学区全部でやっています。
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春日学区では、やよい会が昭和55年から配食を

しています。手作りではなくて、地域の仕出屋

さんのお弁当です。半分自己負担です。

住まい教室

人に優しい住まいの改善もやっています。素

人でできることです。200人のお年寄りに、寝

室、居間、トイレは１階か２階かアンケートを

とりました。寝室が２階だとトイレにいちいち

下りなければなりません。生活スタイルを少し

変えただけで楽に暮らせるようになります。

２万、５万、10万円かけたらどの程度、家を

直せるかを、15軒の家でやってもらった結果を、

シンポジウムで報告しました。

一つだけ例を上げますと、89歳で身体のバラ

ンスがとれない。外では車椅子です。家の中で

は杖をついている。理学療法士に来てもらって、

おじいさんの杖の高さ、手すりを見てもらいま

した。台所は狭い。車椅子で外から帰ってきて

も上がりにくい。どこを直したかというと、お

風呂場とトイレです。トイレはＬ型金具をつけ

て立ち上がりやすいように手すりをつける。風

呂場は手すりを持って身体を回したら入れるよ

うになる。少しの工夫で住みやすくなる。

緊急通報システム

１人暮らしの高齢者を支える緊急通報システ

ムも、春日独自の方法でつけています。

耳の遠い１人暮らしのお年寄りの場合、入り

口にセンサーがついていても、耳が遠いと聞こ

えない。そこで隣で鳴るベルをつけると、お年

寄りがベルを押すとジーと鳴りますから、隣か

ら飛んで出てくる 「どうしたんえ？」と聞く。

ことができる。これは今で30ほどつけています。

緊急通報になっていますが、このベルはお年寄

りの家では音が鳴りません。お年寄りによって

は、近所に申し訳ないと思う人もいるんです。

その時はこれを押してくださいということです。

消防署につながっている緊急通報システムも

あります。これを押されますと、消防局のモニ

ターに出ます。救急車はカーナビをつけていま

すから地図がついています。しかし、細かいと

ころまではわかりません。春日では近隣協力者

が２人以上いますから、１人は大通りから「こ

っちや」と合図をする。もう１人はお年寄りの

ところに行って状態をみます。

もう一つ、保健婦とか看護婦に通じるベルも

あります。だんだん切り替えています。３点セ

ットで、ペンダント式は20メートルくらいあり

ます。２階まではいいのですが、外はだめです。

網の目の総合的な支え合いを

行政は皆様方の手元に直接情報を提供するの

が難しいんです。そこで「春日いきいき相談」

では、年３回、区役所、消防、交番、福祉事務

所、保健所、看護協会、文化市民局の方などに

来ていただいて、７分間スピーチをやってもら

います。そして、こちらが質問する。そうする

ことで行政と住民の距離が短くなります。もう

一つは縦割り行政がこれで横につながるんです。

皆が友だちになりますから連絡がしやすい。地

域が行政を結んでいるみたいなものです。

文化講座も年３回やります。落語家を連れて

きました。

2500人の学区ですが、昭和59年から老人問題

のシンポジウムをしています。皆さん関心を持

ってきてくれました。今年は２月４日に、６つ

の大学の学生が「明日の春日学区」というタイ

トルでシンポジウムをもちました。立命館大学

の乾ゼミは、寸劇で「これからの春日はこうし
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ていったらどうか」をしました。

スウェーデンのイエテボリ大学に、ボランテ

ィアと一緒に行って、スライドをみてもらった

こともあります。

学区の諸団体と私たちの家庭を預かる団体。

この中には民生委員もいます。老人福祉員もい

ます。ボランティアもいます。いろんな団体が

網の目のようになって支えあいをしている。

介護保険は、サービスは在宅か施設かしかな

いわけです。ヘルパー中心ですから、この範疇

にないものがある。何がないか。配食サービス、

送迎サービス、ミニデイサービスは、介護保険

の対象にならない。市町村、都道府県は横だし

で、社会福祉協議会に委託する。市社協は府社

協に委託をしている。そしてサービスを広げま

しょうと。

先程のミニデイサービスは、京都市は「健康

すこやか学級」という名前で実施しています。

どんどん広げて、皆で高齢者を支えていったら、

介護保険料は安くなるんですよ。対象者が減り

ますからね。学区やったら自治会費も使えます

よ。みんなで支えあいをして、福祉活動も防災

活動も、みんな一緒やないかということにつな

がってくるわけです。

こういったことを、皆さん方がお住まいのと

ころから展望してほしいと思います。それを大

きな輪にして、どういう福祉のまちづくり、防

災のまちづくりをやっていくかということが、

これからの皆さんの視点になると思います。よ

ろしくお願いいたしたいと思います。

(たかせ ひろあき・

春日住民福祉協議会会長、春日学区自治連合会会長）

＊この原稿は、今年の９月７日に、京都地方自治総合

研究所と介護福祉研究会主催で行われたシンポジウ

ムをもとに作成したものです。
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