
 
 
 
 
  

支えあう 

まちづくり 

アドベンチャー 

■三浦市に住むあなたが主役！！ 

人生とは、ある意味で選択の

連続です。その選択が果たして最

良のものであったのか、否かは誰

にもわかりません。それでも我々

は、この選択という行為なくして生

き続けることはできないのです。 

そして今、超高齢化社会を迎

えた三浦市では、これからの“我
がまち”を今後どのようにしたらい

いのかーという非常に厳しい選択

を迫られています。 

 “我がまち”のあり方を決める

のは、あなた自身です。 



はじめに 第 4 次三浦市地域福祉活動計画の策定にあたって 

三浦市における地域福祉活動を進めるため、三浦市 

地域福祉活動計画を策定、ここに発刊となりまし

た。 

本書作成に当たって、心がけてきたことは、せっか

く時間とお金をかけて作るのですから、まず何はなく

とも、本書があってよかった！と思われることでし

た。それには皆さんの疑問に対する具体的な回答を提

供できることが大切です。たくさんの施策があって

も、どれをどう使ったらよいかわからないということ

がままあります。困ったとき、迷ったときに手に取り

たくなるようなものであること、少なくともどこに相

談すればよいのか交通整理ができることを考えてき

ました。困っている人を見たときに勧めたくなる、あるいはお茶の間や玄関先において、

ちょっと手に取ってみたくなる、そんな本なら目標達成です。わかりやすいように漫画

を入れ、文言は平易であるが、正しいことを重視して話し合いを重ねました。全国津々

浦々で参考にしていただけるような計画書となることを目途としています。 

さて、三浦市では人口が平成８年から減少を続けています。人口減少ばかりでなく、

高齢化も三浦市が抱える課題です。フレイルという言葉を最近よく聞きます。厚生労働

省研究班の報告書では「加齢とともに心身の活力が低下し」「心身の脆弱性が出現した

状態」とされており、「要支援」の状態を意味するようです。神奈川県の黒岩知事が「未

病」という言葉を有名にしました。フレイルは未病というほうがわかりやすいかもしれ

ません。 

面積 32 平方キロという小さな市ですが、その特徴は水産都市、農業都市、観光都市

といわれ、資源がいっぱいです。策定会議で三浦に来るたび、空は晴れ渡り、畑では豊

富に野菜が育っているという、素晴らしい風景を目の当たりにしてきました。この美し

い三浦が人口減少も高齢化も必ず克服しますように。 

そして最後に、本書が皆様のお役に立ち、私たちの気持ちを伝える温かいものとなり

ますように。 

三浦市民生活向上会議委員長 

                                     鈴 木  ゆ め 
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一人暮らしなのに「風邪ひいた…！」 
 困ったことが起きました。 
 あなたは、周りの人に… ！ 
①相談する 
②相談しない ? 

この漫画の読み方と登場人物紹介 
 人生は、選択の連続です。 
 その一つ一つが、5年、10年
後の三浦市を大きく変えてい
く―?! 
！と？の問いに答えて、次のペ
ージに進もう。 

①か②を選んで、次のページへ 

あなたは、     です。 
主人公（67） 
一人暮らし 

主な主人公の友人 

友人 A（75） 
カメラが趣味。お調子者 

友人 B（70） 
老人会所属。気難しい 

近所の人 ミウレンジャー 

ヤマブキ家 
ひとり親家庭 

欄外に登場し、解説＆助言
をしていく正義の味方 

１ 

選択その１ 三浦に住むあなたが主役 



 
  

 

「大丈夫？おかゆ持ってきたよ」 

「病院連れて行こうか？」 

 

①相談する 

 ②相談しない 

ミウレンジャー
解説 

○困ったことは 1人で抱え込まずに、周りの人に相談
してみよう！ 

親戚が来てくれました。 

 このまま 
死ぬかも… 

おじさん大丈夫？ 

お母さんが、お粥をもって

行きなさいってさ。 

 

おおっ！ 

姪っ子のミウじゃないか！ 

ありがとう。 

 

２ 

 
何とか 
復活 



 
  

サークル紹介 

選択その２  自分らしく生きる 

あなたは市民センターの掲示板を見に来ました。 
このサークルを見学してみようかな…？ ！ 
①見学に行ってみる！ 
②行かない ? 

 あなたは長年勤めてきた仕事を退職し、週 2日のパート勤めのみになりました。 
 今まで仕事ばかりしてきたので、市内には友人・知人がいません。 
 趣味のサークルに参加したら楽しいかな…？ 

色々あるのね。 

迷うなぁ・・・。 

 

なになに・・・。 

絵画に 

お茶に 

陶芸に 

鉄道模型に 

手芸か・・・ 

おっ、手話サークルも

あるぞ！ 

 

 

３ 



 
  

 

 とりあえず、写真サークルの見学に行っただけですが、ご近所に住む新しい知り合いが
できました。散歩中もよく会うので、撮った写真をお互いに見せあうようになりました。 

変わり映えのしない毎日 

 

「どうも」 

「あ、こんにちは」 

 

①行く 

②行かない 

ミウレンジャー
解説 

○“あなた”には、生きがいがありますか？いくつにな
っても、ハンディがあっても、「自分らしい生き方」
を追求する努力ができます。 

趣味をもつことはいいことだよ。 

定年してから・・・なんて思っていると 

趣味はできないよ。 

今のうちから見つけて！ 

 

４ 



 
  

生きていく上で、色々な困りごとがあるでしょう。 
それでも、今後困ることを想定して備えられることもあるはず… ！ 
①備えてみる！ 
②何もしない ? 

 あなたは蛍光灯を換える作業をしています。「LEDにしたから、これでしばらくは大丈夫…、
次に交換するのは…10年位先か！この台に乗って自分で換えるなんてできないかも…??」 
 小さな台に乗ったまま、少しの間考え込んでしまいました。 

歳
か
・・・ 
77 

 

選択その３  困る前に備える 

５ 



 

 
  

 

ミウレンジャー
解説 

○手遅れになる前に改善できることがある！わから
ないことは相談だ！！ 

健康維持による 
介護予防 

・体力の維持 
・かかりつけ医を持つ 

・弱ったら介護保険？で何とかな
る？かな 

・自分が生きてるうちは大地震来な
いから…きっと 

・雨の日は、出かけなきゃいいや。
暑い日 と寒い日…も、家から出
られないかな… 

・家？うーん 野良猫が住み着くか
も… 

・お金？なくなってから考えればい
いよね…？ 

緊急時への備え 
・災害への備え 
・自分の身に何かあった
ことを知らせる方法 

老後１人になること
を想定して 

・地域の人とつながる 
・移動と買い物の手段を
考えておく 

・家などの財産を死後ど
う処分するか考えてお
く 

家族の介護やお世話
をしている人は 

・自分が高齢化し、要介
護者と共倒れになる前
に相談する 

・虐待を防ぐため、気分
転換したり、相談でき
る人を見つけておく 

家計の備え 
・貧困で生活が立ち行か
なくなる前に、相談に
行く 

「これで少し 安心かな」 

 

電球は電器屋か？ 

それともシルバ―人材センターかな？ 

 

便利屋に頼もうかな… 

他にも備えられることがあるかも… 

 

ああ… 

 

６ 

① 

② 



 
  

地域の人たちと顔見知りになれるチャンスです。 ！ 
①よし、連絡してみよう！ 
②今更人とつながるなんて…難しいな ? 

 回覧板に「○○区老人会 会員募集！」のちらしが挟まっていました。 
 今まで参加したことはありません。 

選択その４  人とつながる 

老人会に入りま

せんか？ 

回覧板です・・・ ん？ 

７ 

回覧板ですよ 

○○区 
老人会 

会員募集！ 



 
  

 

「はじめまして」 

「貴重な男性会員さん、嬉しいわぁ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○「PTA、子ども会など子どもを介した付き合いが終わると、
地域とのつながりがなくなる」という声が、地域踏査など
で聞かれた。友人、老人会、自治会、サークル、ご近所さ
ん…何でもいい！自ら人とつながることで「孤立」を防ぐ
ことが望ましいんだ！ 

 元気な女性がいっぱいで、お茶とお菓子だけで２時間近くおしゃべりしていました。 
 数少ない男性会員がいて「やっぱり酒のほうがいいよな？」と意気投合できました。こ
の人がいるなら参加しやすいな、と一安心。 

変わり映えのしない毎日 

うわっ、3 人もいっ

ぺんに… 

８ 



 
  

選択その５  明らかに…？！ 

 この辺りの人じゃなさそうだし… 「あれ？おかしいな…」「んー？」とか、
心の声が漏れてきてるぞ… ！ 
①「どうされました？」と声掛けしてみる 
②お腹すいたし、そのまま帰る ? 

 あなたは買い物帰り、見かけないご老人が、季節外れの服装で歩いていることに気付きまし
た。何だかすごい違和感… 

（注）本計画書では、三浦市に準じ「徘徊」と表記する。 

真夏だっていうのに、暑くな

いのかな？ 

私は誰？ 

ここはどこ？ 

９ 



 
  

 

「家に帰りたいんですが、わからなくなっちゃって…」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○認知症とは、脳の障害によって日常生活・社会生活が困難
になった状態のことだ。 

○認知症の人への対応のポイントは… 
 驚かせない、急がせない、自尊心を傷つけない 
 具体的には？ 
 ①まずは見守る ②余裕をもって対応する  
 ③声をかけるときは 1人で（複数で取り囲むと恐怖心をあおりやすい） 
 ④後ろから声を掛けない ⑤優しい口調で 
 ⑥おだやかに、はっきりした話し方で 
 ⑦相手の言葉に耳を傾けてゆっくり対応する 

   （認知症サポーター養成講座標準教材「認知症を学び地域で支えよう」/NPO法人地域ケア政策ネットワーク発行より抜粋） 
○認知症について、もっと勉強したくなったら「認知症サポ
ーター養成講座」の受講をお勧めするぞ！ 

○徘徊している高齢者を見かけたら、警察に連絡しよう！ 

 

 どうやら、認知症があるようです。体調は良さそうだったので、警察に連絡し、保護して
もらいました。ご家族も探していたようで、すぐに連絡がついたようです。無事で何より！ 

…まぁ、ニュースになってないし、平気だろ…？ 

もしもし、 

三崎警察署ですか？ 

10 



 
  

 「虐待」か否か？あなたは悩んでいます。 ！ 
①放っておくのはまずいな。 
②そういうお家もあるか…？ ? 

 買い物の道すがら、よく子どもの泣き声が聞こえてくるお家があるんです。「きっと、子育て
が大変なんだろう。」と納得していました。 
 でも今日、前を通ったら、「お前、出て行けよ！」と、大人の声が聞こえました。外はかなり
暗いのに、家に入れてもらえないようです。心配になり、垣根からちらりと見てみたら、思っ
ていたより体の小さい子どもが、扉の前でしくしく泣いています。 
 …「出ていけ」なんて、良くないんじゃないか？子どもが泣いてるし…。これは、虐待なん
じゃないのか…？でも、しつけの一環といわれたら？自分は家族じゃないし、お節介だろうか？ 

可哀そうに… 

何があったのかな？ 

選択その６  虐待は、即通報！ 
      

…と、知ってはいるけど、いざとなると悩む 

11 



 
  

ミウレンジャー
解説 

○虐待が疑われる場合は、ここに連絡だ！ 
 全 般：881-0110（三崎警察署生活安全課） 
 高齢者：882-1111（三浦市高齢介護課） 
   三崎地区…876-7557（地域包括支援センター） 
   南下浦＆初声地区…881-3351（〃） 
 障害者：882-1111（三浦市障害者虐待防止センター） 
 子ども：828-7050（神奈川県鎌倉三浦地域児童相談所） 
   882-1111（三浦市子ども課） 
○障害者・子どもの虐待は、「疑い」の時点で連絡することが
義務づけられているんだ。最初はちょっとした言動だった
としても、放っておくと深刻化することがある。家族だけ
で解決すること・本人から助けを求めることは難しいから、
周囲の気付きと見守る目が必要だ。 

○虐待には、身体的虐待、性的虐待、心理的虐待、ネグレク
ト（例：育児や介護自体をやらない）、経済的虐待（例：合意なく本人の
財産を使ってしまう）がある。 

 
 

 警察に電話をしてみたら、すぐに駆けつけてくれました。お巡りさんは「おかげでお子
さんは無事でした。お母さんも悩んでいたようなので、この段階で見つけてくれてとても
助かりました。」と話してくれました。勇気を出して本当によかった…。 

…まぁ、ニュースになってないし、平気だろ…?? 

 

「違うかもしれませんが、」 

① 

 ② 

12 



 
  

 お母さんは神妙な面持ちです。 
 何と答えましょうか？ ！ 
①教えてくれてありがとう 
②そうなんですね（え…？そういわれても…特に何 
 も…） 

? 

 少しずつですが、ご近所さんにもあいさつくらいできるようになってきました。 
 そんなとき、お隣のヤマブキ家のお母さんが「実は、上の子に障害があるんです。」と打ち明
けてくれました。 

選択その７  実は… 

あっ！ 

バスだ！ 

（注）本計画書では、三浦市に準じ「障害」と表記する。 

あの子、 

急に走り出したぞ… 

13 



 
  

 

「そうだったんだ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○このお母さんは「偏見の目で見られるかも」とドキドキし
ながら教えてくれたようだ。さぞ勇気がいっただろう。 

○①と②で、直接掛けてあげた言葉に大きな違いこそない。
だが、その「存在」を認めることが支えあいの第一歩で、
とても大切なことなんだ！ 

○三浦市には色々な人が暮らしている。みんなのそばにも必
ず暮らしている。知っておこう！ 

  ・難病患者・在日外国人・LGBT（性的少数者） 
  ・アルコールなどの依存症者 ・アレルギー患者 
  ・若年性認知症患者 …などなど 

 教えてくれてありがとう。 
 今は思いつかない…けど、協力できることがあるといいな。 

 どうしていいかわからないし、まぁ家族の中のこと、だよね?? 
 何で急にいってきたの？ちょっと困るな。 

またね！ 

バス… 

あっ、待って 

はい、さよなら 

14  



 
  

 周りのために、自分の力を活かしたいと思ったときに… ！ 
①行動に移してみる！ 
②面倒だ、やらない。がんばれ行政 ? 

 地域には色々な人が住んでいることがわかってきました。少しですが、一緒に楽しく遊べる
仲間もできました。 
 老人会で草むしりや地域清掃の活動をやってみて、あなたは「もっとできることがあるんじ
ゃないかな…？」と思い始めました。 

実は… 

地域の役に立ちたいんだ… 

いいじゃん！ 

選択その８ 地域のために、自分たちで 

実は、 

地域に役に立ちたいんだ… 

15  



 
  

 

「やってみようかな」 

「いいね」「できることは手伝うよ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○誰もが安心して暮らし続けられるまちにしていくために
は、「住民の力」が必要であるといわれているんだ。 

○「行政に頑張って欲しい」と思う気持ちはもちろんわかる
が、果たしてそれだけで魅力的なまちになっていくか
な？長く住んでいる人、引っ越してきた人、仕事で来る
人、老人ホームの入居者など、全ての人が支えあうまちづ
くりの「支え手」になれるんだ！ 

 どうにもあのヤマブキ家の親子の顔がチラつくのです。もちろん、それ以外の人にも役
立つ「何か」をやりたいなぁ。 

 何もしないので、何も変わらない。 
 よく見ると地域の状況は悪化しているけど、見ないふり。 

こういうのは、どうだい？ 

オレ、 

なんでもいい！ 
そうだなぁ・・・ 

なんとかしてくれよ 

なんでも、お役所まかせ 

♪ 
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選択その９  サロンやろう 
 
  

 「手伝う」といってくれた友達もいたなぁ… 
 どうやって準備を進めていこうかな？ ！ 
①仲間に相談してみよう！ 
②一人で何とかすればいいか… ? 

 あなたは考えたり調べたりして、住民がふらっと気軽に立ち寄って交流する「サロン」を月
１回開いてみようかな？と思っています。 

 

 
 

脳トレ 体操 お茶 

交流 
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「いいよ、一緒にやろう」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○サロンとは、地域住民の交流の場のことだ！健康づくり
やお茶飲み会など、その内容は様々だ。 

○社協では、サロン運営や補助のために役立つ講座をやっ
ているんだ。 

  ・未病サポーター  ・フレイル（虚弱）サポーター 
  ・認知症サポーター  
※時代やニーズの変化に伴い、実施する講座も変わるぞ。気になっ
たものには参加して、どんどん学ぼう！ 

 役割分担や活動内容について、みんなで決めることができました。あなたが風邪を引い
ても、仲間がきちんとやってくれるので安心です。 

 一人で始めてはみたものの、運営するあなたが担う役割は大きく「これを続けるのは
…」と、早くも及び腰。あなたが風邪を引くと、お休みになるサロンです。 

写真はまかせろ！ 
会場は、 

俺がおさえる 

ありがとう… 
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選択その 10 いろんな人と共に 

 「今のままでいいのかな？」あなたは悩んでいます。 ！ 
①もっともっと、いろんな人に来て欲しいから誘う 
②まぁ、このままでもいいか ? 

 サロンには毎回 10名ほどの参加があり、活動が軌道に乗ってきた感があります。 
 でもちょっと悩んでいるのが、男性の参加者が全く増えていないことです。どうしたものか
な…。 
 それとそろそろ、お隣りのヤマブキさんたちも招いてみようかな。 

これができ
たら支えあ
い上級者！ 

イチッ 

ニッ 

サン 

シッ 
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いちっ！ 

にっ！ 

さん！ 

しっ！ 

 
男は僕らだけ。 

なぜ？ 



 
  

 

「よく来たね」 

 

① 

 
② 

ミウレンジャー
解説 

○ヒアリングで聞いた！男性を呼ぶための策 
 ・釣りとか、特技の話をみんなにしてもらう。サロンのプログ 

ラムとして、みんなで一緒にやってみる 
 ・役割を持ってもらう 
 ・飲み会なら行くけど（笑） 
○高齢者以外の方も通うサロン 

 ヤマブキ家のお子さんが来たことで、世代間交流の場になりました。子どもたちはちょ
っとした人気者になり始めています。 
 男の人は…なかなか難しいですが、気長に誘っていきたいです。 

仲間内で集まれる場がある。これはこれで、大切ですよね。 

（左）「廣司」という喫茶店で開かれているサロン。 
 主に親子を対象としている。 
（右）「福泉寺」というお寺で開かれているサロン。 

 地域に多様な居場所がある…素晴らしいことだ！ 
 

今来てるみんな 

大事にするね… 

いい子ね 

やったー！ 

バスの時刻表だ！ 

おじさん！ 

ありがとう！ 

ヤマブキです。 

宜しくお願いします。 

そうかい。 

そうかい。 
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選択その 11 広がるか？サロンの輪 

 情報交換のチャンスがやってきました。 ！ 
①行ってみよう！ 
②よそはよそ、うちはうち。行かなくていいや ? 

 社協から「サロン情報交換会」のお知らせが届きました。なんと、この三浦市には わかっ
ているだけでも約 50ものサロンがあるそうです。 
 他のサロンはどんなことをやっているのかな？どうやって運営しているのかな…？ 

これができ
たら支えあ
い上級者！ 

 
情報交換会

に来てね！ 
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 これが盛り上がるよ 

「なるほど」 

 

① 

 
② 

ミウレンジャー
解説 

○話すだけでスッキリすることもある！より広い目で見
ると、解決できることもある！モチベーションを保つ
ために「同志」の存在はとても大切なんだ！ 

○社協では、○○フォローアップ研修など「同志」で集
まって話し合ったり、新たな学びを得られるような場
を積極的に設けているんだ。 

 

 サロンを始めたばかりのあなたにとって、参考になる話がたくさん聞けました。 
 同じような悩みを抱えている人もいて、分かちあい、先輩と一緒にその解決方法につい
て話しあうことができました。また来よう！ 

 サロンは少しずつマンネリ化し、参加者は 1人、2人と減っていきました。 
 孤立感が深まったあなたは、サロン活動を終結することにしました。 

これが盛り上がるよ 

うーん 

ほおぉ 
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 ひとくちに「近所の高齢者」といっても、その状況はさまざまです。 
 何か力になれないかな？ ！ 
①サロンから新たに一歩踏み出す！ 
②うーん、でもなぁ… ? 

 サロンを始めてそろそろ 1年経とうという頃。近所の一人暮らしの高齢者を中心に、サロン
のお知らせのため声掛けに行くと、ちょっと気になるお宅がありました。 
 例えば 1 軒は、お話しが好きそうなおばあさんのお宅。「脚が悪いわ血圧高いわで、ゴミ出
しの時間にとても間に合わないの。…買い物も、ヘルパーにやってもらってるんだけど、とき
どき身内がね、来てくれるからお願いするの。それでね…」誰かとおしゃべりしたい気持ちが
ひしひしと伝わってきます。 
 その一方で、いつ行ってもたくさんのゴミがあって、足腰が弱っているようでヨロヨロと歩
いているのに、「困ってません。結構です。」「サロン？うーん、行けたら…、はい。」と、助け
を求めることができない人もいます。 

これができ
たら支えあ
い上級者！ 

選択その 12 サロンをしていて気がついた 
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ペチャクチャ 

ペチャクチャ 



 
  

 

「みんなでなら、できることもあるなぁ」 

 訪問 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お宅を訪問して安否確認やお話しを
する 
 

ゴミ出し 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ゴミの分別ができなくなったら、認
知症進行のサイン！専門家に相談し
よう ① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○本格的な支えあい活動が始まったようだ。リスク軽減のた
めに「ルールの徹底」「保険加入」「困難事例の相談窓口を
決めておく」ことをお勧めする。市外には、有償で支えあ
い活動をおこなう団体も多くあるぞ。 

○助けを求めているのは、例えば子育て中の親御さん、けが
で一時的に効き手が使えない人などもそうだ。ニーズは異
なるが、支えあえることもあるはずだ！ 

 見ようとしなければ、何も見えない。 
 でも、次に困るのは あなた かもしれませんね。 

買い物 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
自分の買い物のついででも、一緒に
行っても○！ 
ガソリン等の経費について、きちん
とルール化しておこう！ 

 それでも対応できないことは 
支援の専門家に相談だ！ 

高齢者…本人担当のケアマネジャー、地域包括
 支援センター（三崎地区：876-7557、
 南下浦＆初声地区：881-3351） 
障害者…本人担当の相談支援専門員、福祉課 
緊急時…かかりつけ医、身内の方、119、110 
 
★どこに話していいかわからないことは、一度
社協か市に電話して聞いてみましょう 

♪ 

   ♬ 
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 今回の質問はちょっと特殊です 
 実はこのお話も折り返し地点なんですが、どんな気持ちで読み進めてきまし
たか？近い方を選んでください 

！ 
①他人事とは思えないな… 
②自分にはとてもできないな… ? 

 あなたとサロンの仲間は、この間のお宅のことが気になり、訪問を続けることにしました。 
 例の、ゴミ屋敷となりかけているお家に何度も訪問したところ、徐々に心を開いてくれ、少
しずつ自分のことを話してくれるようになりました。「みなさんのご迷惑になるかと…。でも、
あなたになら話せる。」と、20年以上ひきこもったきりの息子さんがこの家にいることを教え
てくれました。「息子も 50を過ぎてます。私が死んだら、年金も終わります。息子はどうなる
んでしょう。いってもいいのかな？…助けて欲しいです。」 
 あなたは「ここまでよく、頑張って来ましたね。もう二人きりじゃないですよ。」と声掛けし、
一緒に社協に相談に行きました。 
 そこで、地域包括支援センターと相談支援事業所の職員と、今後の生活について話しあうこ
とができました。 

理解できた
らかなりの
上級者！ 

選択その 13 もう孤独じゃない  
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「手を差し伸べてくれて、本当に助かりました。」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○「誰一人として孤立しない社会」をつくるためには、制度
や立場を超えた支えあいが必要不可欠。その支えあいの中
では、誰もが「支え手」にも「受け手」にもなり得るんだ。 

○この漫画に描かれていることは、「他人事」ではなく「我が
事（自分のこと）」であるということを改めて確認して、読
み進めるんだ！ 

 出てきた活動の多くは、市内で実際に取り組まれていることを参考にしています。で
も、ここにある取り組みだけが「正解」ではありません。あなたなら、どんなことをや
りたいですか？ 

 息子には軽度の発達障害と精神障害があることがわかりました。お父さんはデイサービ
ス、ホームヘルパーなどのサービスを利用することになりました。息子は精神科と就労支
援センターに通い始めましたが、定期的に通うのに苦労しているようです。 
 地域包括支援センターの職員は「高齢化や人口減少によって、色々な『支えあい』が必
要になってきています。私たちだけで、担当する地域の全高齢者をケアすることなんて到
底できません。だから、あなた方が手を差し伸べてくれて、本当に助かりました。」と話
していました。 
 あなたは、「自分だっていつ、どうなるかわからない…。けど今なら、もし自分に何か
あれば、きっと仲間が気付いて助けてくれるだろうな」と心強く思いました。 
  

んー、まずは… 

現状維持に 

努めようか… 
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選択その 14 「情報」について考えてみた 

 なるほど。活動をより多くの人に知ってもらうのもアリだな ！ 
①情報発信に力を入れてみよう 
②うーん、ちょっと怖いなぁ。いいや ? 

 あなたは、区の民生委員さんとつながることができました。「今までこの地域にサロンやこう
いった活動があることは知らなかった！」と驚かれました。確かに今までは、自宅近くの家に
ポストインや訪問をしていただけでした。 
 「もっと広まると、協力者も参加者も増えるかもしれませんね。」 
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あなたは、他のサロンをやっている仲間に相談してみました。 

「私たちはこうやってるよ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○まずは、自分たちが無理しすぎず、楽しくできる範囲の行
動を心掛けよう。 

○「個人情報保護」の問題もある。写真や連絡先の公開、SNS
の活用には十分注意しよう。 

ちらし 
広報誌 

 
 
 
 
 
 
 
 
区の回覧板、掲示板に入れてもらう
のもアリ 
 

 だって、今のサロンが、好きだもの… 

口コミ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
仲間の友人、ご近所さんを連れて来
てもらう。一番ダイレクトだよ！ 

ホームページ 
SNS 

 
 
 
 
 
 
 
 
社協ホームページに市民活動団体の
紹介ページあり！Facebookや LINE
の方が連絡つきやすい世代も 

メディア 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
活動を知った報道関係者から頼まれ
て発信することが多い。幅広い世代
から反響がある 

なるほどね 
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選択その 15 できることを、続けるために 

 別に「今のままじゃ続けられない」と思っている訳じゃないけど。 
 アドバイスを聞こうにも、そこまで長く活動している知り合いはいないしな
ぁ…。 

！ 
①生活支援コーディネーターに相談してみよう 
②ちょっと、思っただけ！ ? 

 「ヤマブキさん達の役に立ちたい」と始めたサロンですが、今や、参加・協力者を合わせる
と 20名は超える、立派な居場所になったと思います。 
 あなたは、ふと「サロンと訪問の活動を、これからも続けていきたいなぁ」と考えました。 

これができ
たら支えあ
い上級者！ 

 
〇年後の 
サロンは… 
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「どうしたら、続けていけるでしょうねぇ…」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○「生活支援コーディネーター」活動理念の一つに「支え上
手、支えられ上手を増やす」というものがあるんだ。地域
の活動に悩んだら、話してみるのも手だ！ 

 
 

 無理なくできる範囲でやっていこ
う。（これも大切な考え方ですね。） 

 生活支援コーディネーターは、簡単にいうと「地域住民による助けあい活動を応援する人」
だそうです。親身になって話を聞いてくれて、ちょっとスッキリしたかも。 
 できることから少しずつ、みんなでやってみようかな。 
  

 

 

 

ニーズは？ 

有償にしては？ 

サービス化しては？ 

・参加者の喜ぶ活動・必要とする活動がイメージできていますか？希望と違うサロンから
は、足が遠のくかもしれません。 
・私は、サロンに行った人から「毎日気軽に行ける居場所が欲しい」という希望をよく聞
きます。少しでも開催日や時間を増やしてもらえるといいですね。一方で「サロンに行く
とすぐにお茶を淹れてくれる。高齢者に優しすぎる…」という意見もありました。できる
ことは手伝いたい人もいるみたいですよ。参加者に聞いてみてはいかがでしょう？ 

・サロンで参加費をいただけば、お弁当や
お茶も用意できますね。 
・実は、「助けてもらうのに、無償では気を
遣う」という声も挙がっているんですよ。
ニーズを受けて、今後ゴミ捨てや草むし
りなど、ちょっとしたお手伝いを実施さ
れるなら、数百円でも「料金」をいただい
てはいかがですか？ 
・お手伝いするにもガソリン代・材料費な
どが掛かりますよね。無償だと、徐々に担
い手の負担になっていきます。お金をい
ただくことは、担い手の「続けられるか
な？」という不安の軽減にもつながると
思います。 

・これも、長く安定した活動をするために
有効な手段だと思います。 
・今、住民主体で体操等の活動をおこなう
通いの場を「通所型サービスＢ」に指定
し、補助金の支給等を通して支援する自
治体が、日本各地に増えています。 
・NPO法人の組織化だって可能ですよ！ 

じやー今日も 

ラジオ体操から 

やりましょうー 
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選択その 16 「区」にて 

 「優しくて、何でも協力してくれる人がいるって聞いて…」そんな噂が立っ
ているとは…どうしましょうか？ ！ 
①行くぜ！ 
②やめとくぜ ? 

 あなたは、サロンと訪問をやってきたことで、より広い範囲の支えあう活動にも興味が湧い
てきました。そんなときに舞い込んできたのが、「区の夏祭りに協力して欲しい」というお願い
です。 

頼むよ！ お祭り！ 

どうしょう… 
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 ① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○三浦には 54の区がある（2019年 1月現在）。 
○区のイベントは、お祭り以外に防災訓練や研修、草刈
などの地域清掃、スポーツ大会などがある。区の活動の
参加呼びかけを子どもがやっているところもあるよう
だ。 

○一方、地域診断で「わずらわしいイベントがなくてい
いと思ったから、この区に引っ越してきた」という意見
もあった。確かに過干渉は辛いが、この場合も、いざと
いう時には支えあえる関係性を保ちたいものだ！ 

 

 お祭りに参加したことで、地域にあいさつや雑談できる人が増えました。 
 区に交流の機会があってよかった！ 

 うっすら外から、おみこしの掛け声が聞こえてくる… 

「よく来たね」 

 

ワッショイ 

ワッショイ 
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選択その 17 区を支える「キーパーソン」 

 でも、一人で何世帯回るの？大変なんじゃない？ ！ 
①近所の人の支えがあって、助かっています 
②そうなんです… ? 

 あなたはお祭りを通して、区長さんをはじめ様々な人と知りあいました。１つの区の中に、
「自治会」や「子ども会」「老人会」など、様々な組織があることを実感できました。 
 他には、保健衛生委員、青少年委員、民生委員等の役割があります。サロンにも協力してく
れている民生委員は、高齢者世帯の見守り、声掛けなどをおこなっているそうです。 
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「頼りになるんです」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○民生委員・児童委員とは? 
 民生委員法に基づいて厚生労働大臣から委嘱された非常
勤の地方公務員のこと。地域の見守りや相談・支援、地域
福祉活動などをおこなっているんだ。 

○地域の高齢者＆子どもたちのために頑張る民生委員・児童
委員は、最も身近な相談相手ともいえる。まずはその存在
を知って、自分や周りの人の SOSを結びつけてあげよう！ 

○後任探しに苦労しているのは、区の役員や子ども会の役員
など、全てに共通することだと地域診断でも聞いている。
できることから協力してみよう！ 

 何人かの住民が、困っている人の情報をくれたり、日々のちょっとした見守りをやって
くれます。実は、この中から次の民生委員を見つけられたら…と思っています。 
 その人達には、民生委員活動の難しさだけではなく、やり甲斐や楽しさも積極的に伝え
ています。 

 3年前に民生委員になったけど、地域の人にどう思われているのか…よくわからないで
す。次にお願いできる人を探していますが、全然見つからなくて…。私もそろそろ引退し
たいです。 

 
ノックしても出てくれ

なかったのよ。でも、 
寝てただけなのよー。 

そうなの？ 

ありがとう。 

ポツン 
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選択その 18 日頃のつながりが生む安心 

 民生委員は喜んでいるようですが… ！ 
①じゃあやってみましょうか 
②いつもと一緒でいいんじゃないですか？ ? 

 あなたは区の役員になりました。我ながら「自分の主体性も、ここまで来たか…！」と驚い
ています。 
 今日は、区の防災活動について話しあう会議です。民生委員も出席しています。すると区長
が、「避難訓練も大切だけど、結局どこにどんな人がいるのかわからないと、あまり意味がない
と思うんです。だから今回は、連れて逃げるべき人がどんな方なのか？会いに行ってみません
か？」と話し始めました。 
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「やれることから、少しずつ整えましょう」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○こんな工夫をしているところもあるぞ！ 
・区の垣根を越えて支えあっている。情報交換や一時避難場所の提供 
・訓練で非常食を配るようにしたら、参加者が増えた。 
・東日本大震災のとき、子どもたちの保護者が帰ってくるまで、近隣
住民間で面倒を見た。 
○みんなの区はどうだろうか？ 

 …とはいえ、何からどうすればいいかわからなかったので、まずは住民間で協力して避
難する体制ができている、他区の役員に話を聞きに行きました。 
 それから、民生委員を中心に、災害時要援護者のお宅訪問をしました。「何のサービス
も利用していない。ずっと一人で家にいる」という人は、区の役員とご近所さん、サロン
の仲間で協力して、随時安否確認をすることになりました。  
 区長は「ゆくゆくは、『避難するときには、○○さんに声掛けする』とか、住民間の役
割分担をやっていきたいですね」と意気込んでいます。 

 いつもと同じ避難訓練だったので、慣れた感じで無事終わりました。 
   

気にかけてるよ 

あらっ、ありがとう 
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選択その 19 さまざま！市民活動 

 ボランティア・市民活動について知るために相談へ。 
 そこで知ったこととは…？！ ！ 
①活動が活発だった！ 
②活動に元気がなかった ? 

 積極的に活動するあなたに触発された C さんとヤマブキさんから、「私も何かやってみた
い！」と相談を受けました。せっかくなので、一緒にボランティアセンターに行くことにしま
した。 

ボランティアセンターだ！ 
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「ピッタリの活動がありますよ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○ボランティア・市民活動とは、市民の自発的な活動のこと。
もしやりたい活動がない！というときは、自ら立ち上げる
ことも可能なんだ！ 

○一方で、ニーズや社会情勢の変化に伴い、終結を迎える活
動団体は少なからずある。有意義な活動を続けていくため
に、ニーズキャッチと後継者の獲得・育成を心がけよう。 

 

 ○○というグループがありましたが、解散してしまったので… 

 セルフヘルプグループ（当事者団体）はどうでしょうか？ 
 同じような境遇にいる人と助けあったり、情報交換できますよ。 

 自然環境保全の団体はどうですか？ 
 イベントもありますよ。 

 今 希望に見あう活動は 
  …市内にないです。 

ふむ 

ふむ 

そういうのが

あるんだっ！ 

そっかぁ 

市外に 

出るかな 
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 それにしても結構人がいるなぁ 
 ん？よく見ると… ！ 
①いろんな世代の人が来ているなぁ 
②自分と同じか、それより上の人がほとんどだなぁ ? 

 あなたは、週末、Bさんと環境保全ボランティアのゴミ拾いイベントに行ってみました。 

選択その 20 主役は住民！すごいぞ市民活動 
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「三浦市はいいところだな。ゴミ拾いも清々しいもんだ」 

 

① 

 
② 

ミウレンジャー
解説 

○市民活動の良さは、自分たちが「やりたい！」と思うこと
をできるところだ。必ずしも公と活動者のニーズが一致す
る訳ではないことを知っておこう。 

○中間的組織である社協は、市民活動者に「孤立感」を抱か
せることのないよう、見守り、側面的に支援していく姿勢
を大切にしているんだ。 

○ヒアリングでボランティア・市民活動団体が教えてくれた
「今後取り組みたい活動」 

  ・学生と連携し、自然保全教育をしたい 
  ・自然ガイドボランティアを養成したい 
  ・子育て支援プログラム「トリプル P」をもっと普及させたい 
 

 主催したボランティア団体に話を聞くと、「せっかく日曜にやっているから、若者も来
ると活気が出るけど…。お知らせとか運営は、実は市の○○さんにやってもらってるから
…。毎回会員間でほぼ同じようなことをする感じで…。まぁ、市役所が望むなら、これも
いいのかな…」とのこと。 

 親子や勤労世代も来ていて、色々な人が地域貢献していることがわかりました。「たま
のイベントなら、働いてても来られるな」と Bさん。 
 主催したボランティア団体に話を聞くと、「仲間たちと協力して、自分たちで活動を進
めている」とのこと。次はどんなことをするのか、楽しみですね。 
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選択その 21  色々な社会貢献の形 

 地域活動支援センターとは、障害者に創作的活動・生産活動の機会を提供す
ることにより、社会との交流を促進し、自立した生活を支援する施設のことだ
そうです ！ 
①じゃあ、そうしよう 
②よくわからないし、やめとく ? 

 あなたは、サロンと訪問活動、区の役員、お仕事でもう予定はいっぱいです。でも、できれ
ばお隣の子のように障害のある子や人の役に立ちたいと考えました。 
 セルフヘルプグループに参加して、市内の障害児者支援に少し詳しくなったヤマブキさんに
きいてみたら、「じゃあ、地域活動支援センターで製品を買ってみたら？」とアドバイスされま
した。 

41 

 

  



  

 

「こーいうのがあるんだねぇ」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○製品の購入や寄付も、立派な地域貢献の一つなんだ！
「忙しくて手を貸せない…」という人も、これならど
うだろうか?! 

 

 製品も、そういう施設があることもよく知らなかったな… 
 でも、できることは特にない… かな。 

○市内で買える障害者の製品・作品 
・NPO法人障害者のあすの福祉をよくする三浦市民の会ぴあ三浦（就労
継続支援 B型）/まぐろカツバーガー、エコたわしなど 

・NPO法人ハーベスト・きくな（地域活動支援センター）/ハーブ製品 
・NPO法人三浦はまゆう（地域活動支援センター）/食品、小物など 
・社会福祉法人県央福祉会三浦創生舎（生活介護）/餃子、紙製品など 
・就労支援センターどんまい/弁当など 
・虹の橋事業所（就労継続支援 B型）/にんじんジュース 
・ゆずリハ（地域活動支援センター）/陶芸、小物など 
 

 老人会のビンゴ大会の景品
にしようと思います。 
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選択その 22  福祉施設と社会貢献 

 高齢者と障害児者以外も利用できるんですね。 ！ 
①はい、地域貢献のために開放しています 
②いえ、そういう施設じゃないんですけど… 
 仕方なくですね 

? 

 早速製品を買うために、地域活動支援センターゆずリハが入っている暖館（あったかん）に
来ました。 
 「せっかくだから」と、職員さんが中を見学させてくれました。この施設は、「共生型サービ
ス」をやっていて、高齢者のデイサービスで障害のある子がリハビリをしていたり、みんなで
陶芸に取り組んだりしていました。 
 そんなときに、奥からジャージを着た人達が出てきました。「あれは、ストレッチ体操サーク
ルです。この会館を利用しています。」 
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「職員も、ご利用者も…」 

 

① 

 

② 

 職員さんは、「ボランティア団体には無料で使っていただいています。こういった場所
の開放や、福祉避難所の協定、はつらつフェスタ等のイベントも、地域の皆様のためにや
っております。市内の障害福祉施設も、例えば赤い羽根共同募金の街頭募金活動をやって
いたり、地域清掃をしているみたいです。施設の職員は当然のこと、ご利用者様だって、
住みやすいまちをつくる担い手になっているんですよ。」と話しました。 
 あなたは、また買いに来ようと思いました。 

ミウレンジャー
解説 

○福祉施設の中でも特に「社会福祉法人」には、地域貢献の
義務があるぞ。福祉の専門機関として、率先して取り組も
う！ 

○ヒアリングで聞かれた「こういう取り組みがあったらいい
な」 

 ・福祉施設の送迎車が、ボランティアの交通や高齢者の買い物の足  
として利活用されたらいい 

 ・子どもの遊び場として、老人ホームを開放して欲しい 
 

ほぉー 

なるほど 

我々は、 

サービスで手一杯です… 

そういうものかね… 
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選択その 23  民間企業と地域貢献 

 会社の人に受け入れてもらえるかドキドキしますが… 
 ！ 
①提案だ！ 
②やっぱりいいや、やめておこう ? 

 あなたは、週 2日働く自分の職場でも地域貢献の活動ができるのではないか？ 
と考えました。 
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「今 流行りの CSR ってやつだね」 

 

① 

 ② 

ミウレンジャー
解説 

○CSR は、「企業の社会的責任」と訳される。収益を上げる
だけでなく、環境問題への配慮、障害者の雇用、地域社会
への貢献など、企業が果たすべき責任のことだ。 

○市内で実際におこなわれている貢献的な活動 
  ・地域住民の見守り、声掛け 
  ・障害児者にマリンスポーツ等の機会の提供 
  ・お祭り参加、イベントへの協力 
  ・学生の工場見学の受け入れ 
  ・環境美化イベントの実施 
○ヒアリングで聞かれた「こういう活動があったらいいな」 
  ・スーパーマーケット、ホテル等の送迎バスが地域住民のため 
   に開放されるといいな 
  ・詐欺対策が、市内のあちこちで取り組まれるといいな 
 

 不思議な目で見られて終わり、でした。 

 意外と話が盛り上がりました。こういう人たちと働けて良かったなぁ。 
 まずはみんなで認知症サポーター研修を受けるところから始めます。お客様にも地域の
皆様にも親切な会社を目指すぞ！ 
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これはいい提案だ。 

我が社のイメージアップにつながるかも。 

我が社には、そんな余裕はないな。 

なんだか怪しい人だ・・・。 



 
  

 ヤマブキさんのお子さんも障害児。とても他人事とは思えないでしょう。 
 サロンのみんなはどんな反応？ ！ 
①難しい問題だね… 
②いや、家庭の問題でしょう？ ? 

 ヤマブキさんが、サロンでこんな話をしてくれました。 
 「セルフヘルプグループには 19 歳になる重度心身障害のお兄さんとそのお母さんがいるん
ですけど、そのお兄さんはほとんどコミュニケーションがとれないんです。だから、お母さん
が『市外の施設に入所するか、それともこのまま一緒に暮らし続けるべきか…』学校を卒業し
てからずーっと悩んでて……」 
 

選択その 24 「自立」とは？ 
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「職員も、利用者さんも…」 

 

① 

 
② 

 「いつまでも家族といることがいいともいえないし…」「でも、住み慣れた家で暮らし
たいかもよ？」「本人の気持ちがわからない以上なぁ…」「でも、家族の人生もあるよ」
「施設って、どんなところかな？」 
 みんな真剣に話し合っていました。ヤマブキさんは「私もそのお母さんも悩んでいるけ
ど、親身になって考えてくれる人がこんなにいるなんて…」答えは出ませんでしたが、ま
ずは知ることができてよかった、とあなたは思いました。 
 今度、サロンに障害者を呼んでお話を聞いてみることになりました。 

ミウレンジャー
解説 

○三浦市民生活向上会議、ヒアリングで出た「障害者の自立
した生活とは？」に関する意見 

▽施設入所が自立になるのか？について、親としてジレンマを感じて
いる▽自立とは、自分で選べることだと思うが、自分の意思を伝える
ことが難しい人も多い。でもグループホームが市内にあれば、住み慣
れたまちで暮らしていくことは可能になる▽困ったことがあったら
近所の人に助けてもらいたい（当事者） 
○こんなに難しい課題を、１つの家族だけのものにしてはな
らない。周りにできることは限られているかもしれないが、
悩んでいる人がすぐそばにいることを忘れないでくれ！ 

 

 ヤマブキさんは少し笑って、「そうですね」といいました。 
 それ以降自らその話をすることはありませんでした。 
 あなたは少し気になったので、その後例の親子についてヤマブキさんに尋ねると、「市
外の施設が開いたので、入所したようです。」とのこと。 
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 支えあい活動にはだいぶ慣れてきたものの…難しそうなお宅です。 ！ 
①みんなでやれば何とかできるかな。 
 相談してみよう 
②仲間に頼って危ない目にあわせちゃいけない 
 自分がやればいいか 

? 

 サロン、区の仕事、老人会など、あなたは正社員勤務していたころより働いているんじゃな
いかというくらい、忙しい毎日を送っています。 
 そんなとき、お酒を飲んでよく暴れている人のお宅の訪問を近所の人から頼まれました。 
 

うわーっ！ 

怖いよー！ 

選択その 25  改めて、連携の大切さ 
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「みんなで連携してあたりましょう」 

 

① 

 
② 

 あなたは民生委員へ相談し、民生委員は包括に相談しました。本人には家族がいなかっ
たため、必要な支援者や地域の人々を呼んで会議を開きました。今後は病院とケアマネジ
ャーを中心とした「チーム」で、本人の暮らしを支えていくことになりました。ケアマネ
ジャーはあなたに、「相談してくださってありがとうございました。ご本人はこれからも
○○区で暮らすことを望んでいます。そのためには医療や介護の専門家だけではなく、皆
さんの支えあい活動が必要なんです。何かあれば、すぐにご連絡ください」といわれまし
た。 
 あなたは、チームの人達を心強く思うと同時に、「自分たちにできることを、これから
もやっていこう」と思いました。 

ミウレンジャー
解説 

○ここまでサロン、訪問の活動が順調に進んできたが、必ず
困難にぶち当たることがあるだろう。そういうときは、専
門機関や他の市民活動団体など、地域のあらゆる人々と協
力することが大切だ！ 

○この漫画の一番最初にも出てきたとおり「困ったことは 1
人で抱え込まず、周りの人に相談してみよう！」 

○一番上の図は「エコマップ」といって、本人にどんな人や
機関が関わっているのか一目瞭然になるんだ！ 

 

 あなたは、意を決し 1人でその人の家に行きました。結果的に、閉じこもったきり出
てくることはありませんでした。行くと時々大きな物音が聞こえることもありますが、ど
うしようもありません。 
 自分の無力さを感じ、何だか疲れたので、訪問はもうやめようと思います。 
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 ここまで読んでくださいましてありがとうございます。 
 実は自分の意思で選択することができたのであれば、どれも間違った選択肢で
はありません。この選択のチャンスに気付かなかったり、あるいはスルーしてし
まい決断をゆだねてしまうことこそが間違いなんだと思います。三浦市に住むあ
なたが主役！「支えあうまちづくりアドベンチャー」を、ぜひこれからも続けて
いきましょう。 
 また、この漫画に出てきたことは「自助」「互助」に関することがほとんどです。 
  自助…自分や家族でできること。 
  互助…近隣の助けあい、ボランティア・市民活動にできること。 
  共助…社会保障制度や介護サービスなど社会全体が担うこと。 
  公助…行政の力でできること。 
 この漫画の中に出てこなかった「共助」「公助」でやるべきことについては、こ
の冊子を裏返したところから計画化しています。興味を持った方は、ぜひひっく
り返して、裏面から読み進めてみてください。 

 

 おしまい 
 

がんばれーっ！ 

頑張って！ 
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ほらっ！手を伸ばして！ 

こっちにおいでよ。 



おわりに 第 4 次三浦市地域福祉活動計画の推進に向けて 

ボランティア活動に思いを馳せるとき、必ず思い出すエピソードがあります。 

エイズ問題にも積極的に関わり HIV 薬害訴訟を支援、1993 年には、患者・感染者サポートの

民間団体「東北 HIV コミュニケーションズ」を設立した「せんだい・みやぎＮＰＯセンター」の

代表理事、故加藤哲夫氏の言葉です。 

「市民が問題解決行動を起こすこと自体を、市民活動と言う。しかし、社会がそれを評価しな

いと、それをつぶすことになる。声を上げて行動した人たちが、孤立してしまうのだ。例えば、

1985 年頃には日本でも表面化した薬害エイズ事件。政府と製薬会社はずっとその責任を認めず

隠そうとしてきた。そのせいで多くの人命が失われた。厳しい差別と偏見の中、実名を公表して

問題解決のために運動した人達がいる。残念なことに、私と一緒に運動をした仲間はほとんど生

きていない。そして、そういう闘いをする人たちがいなかったら、今のエイズの治療体制はでき

ていなかった可能性が高い。市民の力によって、現在の医療の体制が整備されたのである。それ

なのに、その恩恵に与るのは、彼らではなく、私たちなのである。（「宮城の新聞」より抜粋）」。 

市民活動やボランティア活動をしている人達が皆、社会奉仕活動をしたいと思っているわけ

ではない。そこに問題があり、困っている人がいるからこそ行動を起こすのだ。『目の前で困っ

ている人達を捨て置けない』といった思いから、人々は、行動を起こすというわけです。 

 ここで、誤解していただきたくないのは、我々は、決してたいそうなことを求めているわけで

はないということです。 

 

 私たちにとって最も身近な「ゴミ問題」

を例にとりましょう。 

「苺一個のゴミ減らし」という言葉があ

ります。ゴミの削減に取り組もうとする標

語ですが、こうしたささやかな取り組みこ

そが、地域貢献活動の第一歩になるのでは

ないかと考えています。 

 行政は、各家庭の台所にまで立ち入りこ

んであれやこれやと指導することはでき

ません。やはり、ごみの分別や削減は、住

民の側に課せられた責務なのです。きちん

とごみを分別したり、生ごみの含水量を減らしたり、あるいは、「苺一個のゴミ減らし」に協力

することこそが大切であり、これだって立派な地域貢献活動です。それは、決して、誰からも称

賛されることのない“活動”かも知れません。しかし、ささやかな活動の積み重ねこそが“我が

まち”を豊かにすると信じていることも確かです。人口が減少し、

地域経済が衰退する中、この三浦市において明るい未来を展望す

ることが難しいことは確かです。即時にこれを改善するための特

効薬も存在しません。だからこそ、“オールみうら”で、その存続

をかけて、そして次世代に誇れるような“まちづくり”をめざす

べきなのではないでしょうか。 
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今、三浦市では、横須賀市とともに、ごみの共同

処理に取り組んでいます。三浦市には、焼却施設が

ないことから、これを横須賀市が請け負い、最終処

分場がない横須賀市に代わって、不燃ごみを三浦

市で受け入れる―といった具合に。 

ここでちょっと考えていただきたいのです。最

終処分場にしても無尽蔵に不燃ごみを受け入れら

れるわけではありません。いずれ限界がくることは自明の理です。なんでも「お役所まかせ」に

するのではなく、一人ひとりの三浦市民が、こうした地域の実情を理解・共有し、“できる”こ

とから始める。それが何よりも大切なことなのです。 

地域福祉の推進は、とどのつまり、生活課題の解消であり、日常生活の向上に帰結します。そ

うです。皆で協力して取り

組まなければ得られない

「生活」というものが確か

に存在し、この「生活」の

中から生み出される“幸せ”

は、日常生活と切っても切

り離せないのです。 

 

三浦市社会福祉協議会

が地域社会において構築

しようとしている「地域包

括ケアシステム（左図参

照）」もこの延長線上にあ

ります。 

地域包括ケアシステム

とは、団塊の世代が 75 歳

以上となる 2025 年を目途

に、高齢者が住み慣れた地

域で自分らしい暮らしを

人生の最後まで続けるこ

とができるよう、「住まい」

「医療」「介護」「予防」「生

活支援」が切れ目なく一体的に提供される体制のことです。 

これを行政の力（公助）だけではなく、自分や家族でできること（自助）、近隣の助けあいで

できること（互助）、社会保障制度や介護サービスなど社会全体が担うこと（共助）を組み合わ

せることによって、地域社会全体で支えあう仕組みをつくろうとしているのです。 

超高齢化社会を迎えた三浦市では、これからの“我がまち”を今後どのようにしたらいいのか

ーという非常に厳しい選択を迫られています。 

行政や福祉の専門家だけが、まちづくりについて考えていればいい時代は終わりました。住み

慣れた地域社会の中でどのように生きていくのか―という選択を住民の側に戻すことこそが、

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今、三浦市では「財政危機下」の「少子高齢社会」において、高齢者

を在宅で支える仕組みとして、次の①～⑥からなる「地域包括ケアシス

テム（上図はその概念図）」の推進をおこなっている。 

①医療が必要な高齢者や重度の要介護高齢者についても、可能な限り在

宅で生活できるよう支える仕組み  

②一人暮らし高齢者や、虚弱な長寿高齢者を在宅で支える仕組み 

③長寿化に伴い、増加が見込まれる「認知症高齢者」を在宅で支える仕

組み  

④入院しても、円滑に退院が可能となる仕組み  

⑤在宅での看取りができる仕組み  

⑥利用者や家族の生活の質の確保ができる仕組み 
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地域包括ケアシステムの本質だと言われているからです。どこかの時点で住民自らがそのこと

に“気づき”覚悟を決めなければならない時がきたのです。 

本書は、その答えを見つけるためのヒントや提案をまとめたものです。三浦市社会福祉協議会

が設置する三浦市民生活向上会議が策定しました。多くの時間と労力が費やされています。 

 “我がまち”のあり方を決めるのは、あなた自身です。 

本書がその一助となることを願ってやみません。 

 

2019 年 7 月 


