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はじめに 

「災害は忘れた頃にやって来る」という言葉を改めなければならなくなりま

した。それほど頻繁に起きています。備え下手の日本人もさすがに災害対策

を立てるようになりました。今広がっているのが「災害時要援護者支援制度」

です。あの阪神淡路大震災の教訓から、とにかく被災しそうな要援護者一人

ひとりについて、「その時」すぐに助けに来てくれる隣人を何人か探し出して、

支援者として登録しておいてもらおうというものです。 

■ 

ところがこの制度が始まってみると、まず町内会の班長に、支援してくれ

そうな人をピックアップしてもらい、それを元に提出された名簿を役所の戸

棚にしまい込んでおしまい、といったおざなりなやり方になっているケース

も少なくありません。   

災害時に一人も見逃さない町にするには、もっと丁寧な仕組みづくりが必

要です。「支援してほしい」と手を挙げなかった人はどうするのか、支援者は

本当に「その時」確実に駆けつけてくれるのか、今の要援護者リストに挙げ

られた以外に支援対象者はいないのか、検討しなければならないことはいろ

いろあります。個人情報保護の問題も、防災の取り組みを阻んでいます。 

本書では、それらの課題に対して、あくまで住民の流儀に則った解決策を

提示してあります。皆さんの地区のやり方と比べてみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

＜目次＞ 

 

＜第１章＞キーワードは「ご近所」／３ 

＜第２章＞支え合いマップで支援者さがし／４ 

＜第３章＞隠れた要援護者をどうする／８ 

＜第４章＞災害を超えて「ご近所起こし」／１１ 

＜終 章＞防災文化づくり／１５ 



 3 

〔第１章〕キーワードは「ご近所」 
⑴家の下敷きになった人を助けたのはご近所の人 

 大きな災害が頻発する昨今、「ご近所」に注目が集まっています。阪神・淡

路大震災の時、家の下敷きなどになった人を助けた人の８５％が、当人のご

近所の親しい人だったという調査結果が出ています。災害時に頼りになるの

は、やはりご近所なのです。レスキュー隊を組織してもいいですが、あの「が

れきの山」の中でも駆けつけられるのは向う三軒の人より他にありません。 

避難支援だけでなく、避難所でも仮設住宅でも、ご近所同士で寄り添い、

助け合うという新しいスタイルが生まれました。ボランティアの受け入れも、

県のボランティアセンターが統一的にやっていてはとてもコーディネートし

きれないということが判明し、今後はご近所単位に受け入れをしてはどうか

という話も出ています。 

 

⑵防災を地区圏域で考えてしまうクセ 

私たちは何かというと「地域で助け合い」という言葉を使いますが、正し

くは「ご近所で助け合い」と言うべきなのです。 

 ところが防災とか避難というと、町内どころか地区圏域で考えるクセがで

きています。町内で消防隊とかレスキュー隊を組織し、避難は小学校だとか。

最終的には小学校に避難するとしても、とりあえずは各ご近所の安全な場所

に避難しよう（第一次避難）という動きが今、広がっています。消防には今

や「自家消火」の動きも出ています。 

 こうしてご近所で常に見守り合い、声をかけ合っていれば、それが災害に

も犯罪にも、福祉にも強い「ご近所」になり、そんな「ご近所」が集まった

「町」が出来上がるのです。 
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〔第２章〕支え合いマップで支援者さがし 

⑴災害時要援護者支援制度の標準的な運用法 

「災害時要援護者支援制度」を取り入れる自治体が増えています。災害時に

被災しそうな要援護者一人ひとりについて、いざという時すぐ駆けつける親

しい人を２～３人探し出し、支援者として登録してもらおうというものです。 

ここは一般的なやり方を説明すると、まず➊行政が、「被災しそうな要援護

者」をリストアップします。➋その人たちが「支援者」を求めているか、要

援護状態であることが周囲に知れてしまうがそれでいいのか、要援護者とし

て「登録」する気があるかを民生委員が一軒一軒、訪問して確認します。 

 ➌「登録する」と答えた人の名簿を町内会に手渡します。町内会ではそれ

らの家を訪問して、一緒に支援者を２～３人、周辺から探し出します。➍当

人が「あの人に助けてもらいたい」という人を訪問して、支援者になってく

れるか確認します。➎了承してくれた支援者の名簿を行政に届けます。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑵支え合いマップで支援者探し 

 支援者探しで効力があるのが支え合いマップです。住宅地図上に、当人と

ご近所の人たちの関係を線で結んでいくだけのことですが、これで容易に支

援者が見つかるのです。 

要援護者 

の特定 

行政 

要援護者 

宅の訪問 

民生委員 

登録の 

「諾」 

要援護者 

の特定 

町内会 

支援者の 

了解 

支援者名簿を 

行政に報告 
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 写真で紹介してあるのは、愛知県

安城市・花ノ木町内会のメンバーが

マップを持って「登録者」宅を訪問

したときのものです。訪問するとき

は登録者と顔見知りの人が先導して、

相手を緊張させないようにします。 

老人クラブのメンバー宅を訪問す

るときは、クラブの幹部が先導する

とか。またその時、持参するのは地図と、「訪問時記入用紙」です。 

 

⑶例えば一人暮らしで重度障害のＢ子さんの場合 

 写真の中で、登録者は右端のＢ子さん。一人暮らしの彼女は下肢が不自由

なため、外出時は車イスを使用しています。そこで町内会メンバーが作った

マップが、以下の通りです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目的は支援者探し。「支援者」にふさわしい人とは、 

➊要援護者と日常接触している人、しかも要援護者宅を訪問している人、 

➋要援護者に見込まれた人、 

知的障害者施設
への行き帰りに
Ｂさんへの声か
けを担当？

町内のパソコン
クラブの仲間

子ども会の
役員さん

ゴミ出しボラン
ティアを担当

３年
前に引

っ越し
てきて

、近所
に顔見

知りの

少な
いＢさ

んには
、なる

べく声
かけの

できる

人を支
援者
に！



 6 

➌「その時」動ける人です。「動ける」とは、なるべく自由の身であること

（サラリーマンだとほとんど自由がない）。それに、 

➍世話焼きの資質を持っていることも大切です。 

 Ｂ子さんの場合は、いつもゴミ出しをしてくれている人や、パソコンクラ

ブの仲間などがいました。彼女の家からやや離れているものの、毎日、知的

障害者施設へ通うときに彼女の家の前を通る人もいて、しかもその人は必ず

Ｂ子さんに声をかけ、返事があるまで声をかけ続けているというので、災害

時の安否確認にはうってつけということもわかりました。この中からＢ子さ

んが見込んだのが、ゴミ出しボランティアの人とパソコンクラブの仲間です。 

 

⑷「だれかれ構わず駆けつけるご近所」に 

安城市のある町内会では、一応、要援護者一人ひとりについて２～３人の

支援者を選出したのですが、これではいざという時心配だというので、それ

ならだれかれ構わず駆けつけるご近所にしようということになりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 マップの左下に 印（登録者）が３人、 印（支援者）が６人固まってい

ます。この人たちに、右上方向の人たちのことを聞いても、「わからない」と
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言います。名前は知っていますが、誰と誰がふれあっているか、誰が誰を見

守っているといったことはわからないのです。 

そこで町内会の役員たちが、どの範囲なら「駆けつける」ほどに親しいの

かを調査した結果、点線で囲ったようになりました。「だれかれ構わず駆けつ

ける」範囲は、じつはこんなに狭かったのです。この点線の範囲内の人たち

が普段から交流していれば、いざという時にだれかれ構わず駆けつける向う

三軒になるはずなのです。  

 

⑸訪問ついでに本人の福祉ニーズも引き出そう 

 花ノ木町内会の聞き取り用紙には、当人

が抱える福祉課題も入っています。せっか

く要援護者宅を訪問するので、ついでに何

か困り事はないのか、聞いてみるのもいい

となったのです。 

 すると、障害児を抱えた家庭で、子ども

の登下校の介助をしてくれる人はいないか、

という要望が出されました。町内会では、こうしたニーズが訪問を重ねてい

るうちに次々と出てくることも予想されるので、これに対応できる人材を確

保しようということになり、とりあえず定年退職者を中心とした「おやじの

会」を発足させ（上の写真避難支援活動中）、障害児の登下校の介助も彼らで

担当することになりました。 

 

⑹町内会が福祉の現場に触れる絶好の機会 

 花ノ木町内会のメンバーが、「手を上げた」要援護者宅を一軒一軒訪問して

回った結果、「副産物」がいくつかありました。 

➊町内会は老人会や子ども会など、いろいろな組織の寄せ集めですが、彼ら

がグループになって一軒一軒訪問して回ることで、仲間意識が芽生えたと言

っています。 

➋町内会が福祉の生の現場に直面するチャンスは、普段はほとんどありませ
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ん。要援護者宅を訪問して回ることで、「福祉」問題の実態を肌で知ることが

できたことも、大きな意義があったようです。 

➌事実上、人の「プライバシーに踏み込む」わけですから、緊張しながらの

訪問活動だったのですが、要援護者は、町内会の人が神経を使っているほど

には「プライバシー」を主張しなかった、ということもわかりました。 

 

〔第３章〕隠れた要援護者をどうする？ 

⑴「手を上げなかった人」を放置していいのか？ 

登録者についての支援者探しは割合スムーズに運びます。当事者自身が「手

を上げた」わけですから、プライバシー侵害の問題も起きません。 

  

 

 

 

 

 

 

➊しかし登録を拒否したケースはどうするのか。「放っておいて」と言われた

からといって、ならば放っておきましょうというわけにはいきません。 

➋花ノ木町内会で実際に行政が作成した「要援護者」リストに挙げられた人

を訪問して気づいたのは、「こんなに元気な人がなぜ？」と驚くような人がた

くさんいたということでした。「それよりももっと心配な人が町内にはいるよ

ね」となったのです。そんな（実質的な）「心配な人」をマップから探し出し

てみたら、行政がリストアップした人数とほぼ同数になりました。この人た

ちも見捨てるわけにはいきません。 

というわけで、この２種類の対象者についても、支援者探しをしなければ

ならなくなりました。 

 問題は、この人たちはもう行政の手を離れた対象者だということです。登

残された 

「要援護者」 

登録拒否者 

行政がリストアップ 

した以外で気になる人 
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録を拒否した段階で、行政としてはこれ以上無理押しするわけにはいきませ 

 

 

 

 

 

 

 

ん。それに、行政のリスト外の人たちをどうこうすることも難しいでしょう。

ここからは民間の手に委ねられることになったのです。 

 

⑵本人抜きでご近所の人とマップ作り 

 まず、登録を拒否した人をどうするか。ここからは純粋に支え合いマップ

の出番になります。マップづくりの現場に、（登録を拒否した）本人を呼び出

すわけにはいきません。その人のご近所の人たちに集まってもらうのです。

そして、その人のまわりに親しい人がいないか、何らかの接点がある人はい

ないかを聞き出せば、必ず数名は浮かび上がってきます。その中から支援者

にふさわしい人を選び出して、「すみませんが、いざという時はあの人を救い

出してくれますか？」とお願いすれば、応じてくれるはずです。これらの作

業はすべて水面下で行われます。 

本人は「放っておいて」と言うのに、こんな出すぎたことをしていいのか

と思われる方もいるかもしれません。大事なことは、私たちは福祉の営みを

しているということです。問題を抱えた人を救うのに、「条件」をつけること

はできません。本人は「放っておいて」と主張しても、まわりはこれを放置

するわけにはいかないのです。 

 

⑶個人情報保護の問題をどうクリアするか？ 

 しかし、こうしてマップづくりをすると、プライバシーの侵害にもなりそ

うです。これをどうクリアするのか。こういう言い方があります。「助け合い 

ご近所の人と 

登録拒否者対策 

支え合いマップ 

づくり 

本人に 

関わっている人 

を発見 

「災害時には 

お願いね」と 

さりげなく 
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の輪の中にいる者同士は、情報を共有しよう」。この場合の圏域は「ご近所」

です。人々はだいたい５０世帯の中でふれあっています。また、この範囲の

ことしかわかりません。だからマップづくりはこの「ご近所」でやります。

そこに集まってもらうのも「ご近所」の住人です。 

 マップづくりで出される情報は、行政から提供されたものではありません。

そのご近所の人の多くがすでに知っていることを出し合うだけです。マップ

づくりの場は、井戸端会議と変わらないのです。 

それでも、「私のことを他の人に言いふらさないで」と主張する人がいるか

もしれません。しかし、例えば「Ａさんはこの頃変なことをぶつぶつ言いな

がら歩き回っている」と思ったとき、「いや、Ａさんは最近認知症になったの

よ」と知らされれば「そうか、ならば私も気をつけてあげよう」と思うでし

ょう。だから、お互いが助け合うべき間柄にある者―つまり同じご近所に住

む者同士は、こうした情報を共有していないと、何か問題が生じたときにそ

の人をうまく助けることができないのです。だから「ご近所」の中では、プ

ライバシーを守り合うと、助け合いができなくなるのです。 

 ただし、その「ご近所」の外にその情報を出す必要はありません。「ご近所」

内に閉じ込めておくのです。部外者に話しても、助けてもらえるわけではな

いのですから。 

個人情報保護問題はこうクリア 

②マップづくりでは、ご近所の人がすでに知っていること 

（井戸端会議で出される情報）を出し合うだけ。 

③出来上がったマップは、ご近所内に閉じ込める。 

④助け合いの輪の中にいる者どうしは、情報を共有しましょう。 

（→その「輪の中」とは「ご近所」のこと） 

⑤行政からもらった情報は使わない。 

①マップはご近所（約５０世帯）毎にご近所の人が作る。 
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 登録者については、本人がそれを了承したのですから、その情報はオープ

ンにすることができます。しかし登録を拒否した人についてマップづくりで

得た情報は、ご近所外に出すべきではありません。関係機関に手渡すことも

しません。あくまで、その情報を使っていざという時に助け合う「ご近所」

の住人だけの、「内緒」の情報なのです。その区別をきちんとしておく必要が

あります。 

 

⑷「行政のリストにはないけど、町民から見て心配な人」 

今度はもう一つの問題―行政のリストには載っていないけれど、町民から

見たら「支援者」探しをしてあげなければならない人たちはどうするのか。

まず➊町内会が、自分たちで探し出した人、一人ひとりを訪問し、登録を呼

びかけます。➋そこで登録を受け入れた人については、正式に本人と一緒に

マップづくりをし、支援者候補を割り出し、その支援候補者宅を訪問して了

解を得るという方法です。そして➌拒否者については、本人抜きでマップづ

くりをし…というふうに事を運びます。  

 

〔第４章〕災害を超えて「ご近所起こし」 

⑴ご近所ごとに「第一次避難」 

 要援護者の一人ひとりについて、それ

ぞれの方法で「支援者」が決まると、次

の段階は、その支援者がいざという時、

ちゃんと担当の要援護者を救い出しに

行ってくれるのか―これを保障するた

めの作業になります。 

災害が起きて動揺している時、とっさに自分が支援者だということを思い

起こせるのか。安城市の有志町内会ではそのために、まず支援者に集まって

もらい、意識づけのための集会を開きました。写真はその「説明会」の風景

です。 
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 それでも、日々の生活の中で、自分が支援者であることをつい忘れがちに

なります。花ノ木町内会では、この「災害時要援護者支援制度」がいざとい

う時にきちんと機能するために、時折避難訓練をしています。といっても、

市域での大規模なものではなく、あくまで町内での、しかも「ご近所避難」

に限定したものです。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

いざ災害が起きた時、地区の小学校に全員が避難するのは最後の段階であ

って、まずは家を飛び出して、ご近所の安全な場所（★）に「とりあえず」

避難するのが無難なやり方です。 

そこで町内で「とりあえず避難」に適した空間を探すことにしました。空

間といっても、何も１ヶ所に 100 人も 200 人も集まるわけではありません。

せいぜい３～５人の当事者とその支援者だけですから、多くても１０人かそ

こらです。「ちょっとした空間」があればいいのです。 

 はじめは「そんな空間は一つもない」と町内会の幹部は言っていました。

そんなことはないと私が、地図上の少し開けた空間を指差すと、「いや、そこ

は私有地だよ」「そこは他人の庭だよ」と言うので、「緊急事態に、私有地も

へったくれもありませんよ」と発想の転換を訴えたのです。それでいいのな

らと、一挙に多数の避難場所が見つかりました。 
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 ここに紹介したマップは他の町内会の一角ですが、☆印をした所が「ご近

所避難所」で、それぞれの避難所にどの要援護者、支援者が集まるのかを線

で引いてあります。 

 

⑵要援護者と支援者を日常的に結びつける工夫を 

 町内会によっては、このような訓練をする代わりに、要援護者と支援者を

結びつけるためにいろいろ知恵をしぼっています。 

 今までは老人会のメンバーが月々、会報を届けていたのを、その役割を支

援者が担当するようにしました。また、支援者が要援護者宅を訪問するため

の口実づくりにと、わざわざ「災害」テーマの広報紙を作った町内会もあり

ます。 

 花ノ木町である要援護者宅を訪問したところ、日常的に当人宅で井戸端会

議が開かれていたので、そこの常連たちに支援者になってもらいました。こ

の要援護者の場合、井戸端会議を開いていれば、そこで支援者との交流がで

きるのですから、「会議」開催がそのまま「避難支援」の意識化行動となって

いるわけです。 

「避難支援を特定の支援者だけに担ってもらうのもおかしい。ご近所ぐるみ

で担えば、要援護者にとっても安全だ」という考えで、「だれかれ構わず駆け

つける」ご近所づくりを進めている町内会も第二章で紹介しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

要援護者 

だれかれ構わず 
駆けつける 

支援者 

個々に 

① ② 

特定の要援護者 

に限定せず 

③ 

災害時支援に 

に限定せず 

④ 

ご近所づくり 

要援護者全員 
を対象に 

特定の支援者 

に限定せず 

ご近所内の 
生活福祉課題に 
ご近所ぐるみで 
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⑶ご近所の福祉課題をご近所で解決するシステムへ 

 ここまで来る

と、避難支援も次

の段階へ発展で

きそうです。一応

支援者は特定し

ておくとしても、

基本的には要援

護者をご近所の

人たちが自発的

に、協力し合って

避難支援すればいいのです。そのとき、活動対象を「災害時要援護者」に限

定する必要もありません。ご近所の人たちで協力し合って、ご近所内の要援

護者の福祉ニーズを解決していけばいいはずです。それどころか、「要援護者」

に限定することもありません。ご近所内に生じた生活福祉課題をご近所の人

たちで解決していくシステムを作れば、それが災害時にも機能するのです。

そのためのご近所福祉の推進体制を作ってしまえばいいのです。 

 上のマップをご覧ください。このご近所には三人の世話焼きさんがいて、

それぞれがどの人の見守りやお世話をしているのか、線を引いてみました。

その上で、ご近所内の要援護者に印を付けてみたら、全員、この三人の助け

合いネットワークに組み入れられていることがわかりました。彼女らによる

ネットワークができれば、それが災害時にも機能するのです。 
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〔終章〕防災文化づくり 

 防災活動として、災害に備える心と体制をどう作り上げるかが最大の課題

です。「忘れる」ことが人間の性癖だとしたら、それでも、災害のことを忘れ

ない手立てを講じなければなりません。その知恵をどうしぼるかです。 

 

⑴町内イベントの中に「防災」を組み込む 

 安城市のある町内会では「いつでも防災、どこでも防災」というスローガ

ンを立てて、その努力をしていました。町内運動会を開いたときは、最後の

赤組と白組の総合得点を計算している「空白の時間」に、会場で消火器の訓

練を披露します。老人と子どもの交流イベントの際には、災害を頭に入れて

の、飯ごう炊飯をプログラムに入れます。こうして町民のさまざまなイベン

トに巧みに「防災」を盛り込むことで、このことが町民の頭から離れないよ

うにしているのです。 

 

⑵生活文化の中に「防災」をインプット 

 今はあまり見当たりませんが、茨城県利根町では、各家が敷地内に盛り土

をして、そこに４～５畳程度の「離れ」を建てていました。利根川が頻繁に

氾濫して床下浸水したとき、この「離れ」で１～２週間籠城していたのです。   

この町には「堤たたき唄」というのがあって、人々がボートの「櫂」のよ

うなものを持って、堤をたたく仕草をしながらこの唄を歌っていました。崩

壊した堤をみんなでたたいて修復したのをそのまま「芸能」にしたのです。 

 防災活動を文化にまで消化してしまったというわけです。これもまた、災

害を忘れないようにするための知恵なのかもしれません。 

 

 

 


