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　阪神・淡路大震災では、救助された人の 8 割以上が地域の方々の助け
合いにより救助されたといわれています。地震、台風などの災害が起こっ
た時、地域の方々、とりわけ高齢者や障がい者等の「災害時要配慮者」と呼ばれる方々が　「どのよ
うに避難をするか？」　市内 2 つの自治会で、支援の方法を考えました。 

　この取組は、日本 NPO センターが実施する「SAVE JAPAN プロジェクト」のモデル事業として実施し
ています。NPO と地域が一緒になって災害時要配慮者の支援を考える防災・減災プログラムです。このプ
ログラムは損保ジャパン日本興亜株式会社、日本 NPO センター、地域、NPO、新発田市社会福祉協議会、
新発田市地域づくり支援センター、新発田市が協働して実施しています。
※「災害時要配慮者」・・・自力で避難することが難しく、災害発生情報 ( 避難勧告など ) を入手すること

や周囲からの支援を必要とする方

台風・地震の時　どう行動しますか？

戸別訪問で一人一人のニーズに合った
きめ細かなサポート体制が完成

～　五十公野七軒町自治会　～

自主防災組織が大活躍！
普段からのご近所の力がさらにパワーUP

～ 緑町１・３丁目町内会・自主防災部 ～
　七軒町前区長の山口國男さんと、七軒町の住民でもあ
る NPO のたんぽぽの会代表の大橋京子さんにお話をお
聞きしました。
インタビュアー：要配慮者の方のお宅
に戸別訪問をして聞き取りしたそうで
すね。
山口さん：はじめてお宅にお邪魔する
ときは、少しドキドキしましたね。
大橋さん：でも、皆さん快くお宅にあ
がらせてくれて、2 時間以上も話し込
んだところもありました（笑）。
山口さん：やはり実際にご本人やご家
族の方と話をするのは大切。最後は「あ
りがとうございました」って感謝され
たことは印象的でした。

大橋さん：おかげで、要配慮者それぞ
れの事情も分かりました。その分、支
援する側もしっかり考えなければいけ
ませんが、良いものが出来たと思って
います。
山口さん：本当に災害が起こった時に
備え、これからは避難訓練の内容も考
えていかなければいけないですね！

　緑町１・３丁目町内会の防災部長である石井政治さん
にお話をお聞きしました。
インタビュアー：大きな自治会ですが、どのように進め
たのですか？
石井さん：私たちの町内会はもともと
自主防災組織があり、町内 567 世帯
を７つのブロックに分け、それぞれブ
ロック長１名、班長４名を置いていま
す。この度の災害時の要配慮者を支援
するための計画では、要配慮者に関す
るアンケートを、アパート含めて全世
帯にお願いしました。
インタビュアー：全世帯ですか！？
石井さん：はい。このアンケートで要配慮者の方が想定
より多くおられたことがわかり、家族構成、避難先の確
認もできました。要配慮者の方も、災害時にどうすれば
よいかご心配されていたので、このアンケートによって
喜んでくれたそうです。
インタビュアー：今後はどのように進めていきますか？
石井さん：引き続き、自主防災組織を中心で進めていき
ます。特に要配慮者を誰が支援するか、必要な用具をど
うするか、個人情報をどう対応するか等、ブロック会議
で協議していきたいと考えています。

七軒町前区長
山口 國男さん

緑町１・３丁目
町内会防災部長
石井 政治さん

たんぽぽの会代表
大橋 京子さん
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新しい「まちづくり」始まってます！

　道の駅加治川にある「やまざくら」の新商品“減塩梅干し”のパッケージデザインを敬和学園大学の学生さん達と
一緒に作成したプロジェクト。中心となって活動した「やまざくら」の皆さん、敬和学園大学の皆さんにお話を伺い
ました。
～～～～～～　やまざくらの皆さん　～～～～～～～
インタビュアー：どのような特徴がある商品ですか。
松田さん：地元産の梅を原材料に、酢を使うことで塩を控えめにした、おいしくてカラダにもやさしい自信作です！
インタビュアー：敬和学園大学との協働のきっかけを教えてください。
中野さん：地域づくり支援センターに相談したところ、パッケージとポスター作成について敬和学園大学とコラボレー
ションというアイデアが出て、堀野亘求先生を紹介していただいたことがきっかけでした。

インタビュアー：具体的にどのような活動をしましたか？
布施さん：堀野先生と学生さんに加工現場の視察や試食を行ってもらいイ
メージをお伝えしました。また道の駅加治川で行われた「ふれあいフェスタ」
では試食アンケートを一緒に行い、価格設定にも協力してもらいました。
インタビュアー：今後の活動について教えてください。
松田さん：「やまざくら」の他の会員さんにも梅干しを作ってもらい、販売
をさらに拡大していけたらいいですね。

加治川×敬和学園大学　＝　「すっぱい」出会い
～加治川の減塩梅干しプロジェクト～

（本誌４ページ参照）

地域活性化助成金を
活用しています！

　五十公野地区住民の交流と健康づくりのため、この事業の中心となって活動した五十公野地区
区長会会長の富樫康雄さんにお話を伺いました。
インタビュアー：当日は、雨が降るあいにくの天候だったのですね。
富樫さん：そうなんです。やむなくウォーキングは中止としました。代わりに、五十公野コミュ
ニティセンターで輪投げやゲートボールなどのレクリエーション、血管年齢測定や脳年齢チェッ
ク等を行うこととしました。
インタビュアー：工夫した点はどんなところでしょうか。
富樫さん：やっぱり“段取り”ですね。実は前回も悪天候のためウォーキングと関連の催し物すべて中止にしました。
今回は悪天候を想定して協力団体の皆さんと入念に準備を進めてきま
した。結果、悪天候にも関わらず、子供からお年寄りまで 100 名を超
える参加者が集まり、楽しんでいただくことができたと思います。
インタビュアー：今後考えていることを教えてください。
富樫さん：次回こそウォーキングしたい！（笑）。あとはインストラク
ターを招いてウォーキングの後に健康体操をやりたいと思っていまし
た。将来的には“歴史探訪”をテーマに盛り込んで、史跡を巡りなが
ら専門家の解説を聞き、地元の歴史に触れるのも楽しいかな～と。地
域の皆さんと一緒にいろいろやってみたい事のアイデアが浮かんでい
ます。

地域の交流と健康づくり
～五十公野地区健康ウォーキング～

布施 幸子さん 松田 とみ子さん 中野 美和子さん

五十公野地区
区長会会長

富樫 康雄さん

やまざくらの皆さん

（本誌４ページ参照）

地域活性化助成金を
活用しています！
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　下中自治会は、昔からの集落と新しくできた団地の住民同士が交流する機会があまり多くなかっ
たそうです。昨年、交流の場として初めて開催した夏祭りの中心となって活動した下中自治会会
長の南日伸夫さんにお話を伺いました。
インタビュアー：どのような企画のお祭りだったのですか。
南日さん：皆さんが気軽に参加できるイベントにしたかったのです。ヨーヨー釣り、かき氷、輪投げ、
ビンゴ大会、大抽選会等で大いに盛り上がりました。いわゆる暑気払いですね。

インタビュアー：工夫した点はどんなところでしょうか。
南日さん：自治会、週一クラブ、農家組合、青年会、子供会の関係者で
実行委員会をつくり、自由に意見を出し合ったところでしょうか。会議
を通じて、みんなの“ワクワク感”が高まっていったと感じました。
インタビュアー：今後考えていることはありますか。
南日さん：今回は予想以上に大盛況でしたが、まだ参加していない方も
いらっしゃいます。次回は、その方々にも声掛けし、是非参加していた
だきたいな～と思っています。そして、下中地域を「人の顔が見える、
楽しい地域」にしていけたら良いですね。

～～～～～　敬和学園大学の皆さん　～～～～～
インタビュアー：今回、参画したきっかけを教えてください。
佐藤さん：堀野亘求先生から声を掛けられたことです。元々イラス
トを描くことが好きで、今回、ポスターを担当することになりました。
鎌田さん：私も堀野先生からの声掛けです。別のプロジェクトでパッ
ケージデザインを担当した経験がありました。

インタビュアー：今回のデザインのコンセプトは何です
か。
鎌田さん：減塩で余計なものが入っていないことから、
シンプルなパッケージデザインとしました。
佐藤さん：市外・県外のお客様を呼び込むポスターを心
掛けました。アンケートの８割が新発田市民の方だった
ので、新発田城や桜を盛り込んだデザインにしました。
インタビュアー：今回、学んだこと・感じたことは何で
すか。
鎌田さん：活動のプロセスすべてが大きな学びになりま
した。ありがとうございました！
佐藤さん：梅干し販売に貢献するデザインを自分なりに
実現できたことです。この経験を今後に活かしていきた
いです！
堀野さん：やまざくらの皆さまには、学生たちの学びと
チャレンジの場を提供くださり、本当に感謝しておりま
す。今後も連携できることがあれば、ぜひご協力させて
いただければと思っております。

　ヨリネスしばた札の辻広場を会場に、敬和学園大学主催で開催されまし
た。中心メンバーの渡辺太智さんにお話を伺いました。
インタビュアー：この企画を考えたきっかけは何ですか。
渡辺さん：昨年、災害ボランティアに初めて参加しました。そこで学んだ
ことを活かしたいと思い、防災に関するイベントを企画しようと思いました。
インタビュアー：子ども向けの企画ということで、特に意識したことは何
ですか。
渡辺さん：とにかく“楽しく学ぶ”ということです。例えば、火災の時は煙を避けるために体をかがめて避難する必
要があります。そこで煙の高さをビニール袋で表現した避難迷路を作ってゲーム感覚で煙からの逃げ方を知ってもら
うように工夫しました。参加した子ども達には楽しそうに体験してくれました。
インタビュアー：企画のアイデアはどのように考案したのですか。
渡辺さん：ボランティア活動や創作・企画が得意な仲間が１０数名集まって
アイデアを出し合いました。多様な人材が集まっているのが私たちの強みだ
と思っています！
インタビュアー：今後の抱負を聞かせてください。
渡辺さん：子ども達は楽しそうでしたが、学びの機会としては今ひとつだっ
たかもしれません。次回は、もっと理解度が向上するように完成度を上げた
いと思います！

「顔が見える」地域づくりに向けて
　～下中自治会夏祭り～

防災を若者目線で！  ～ ニゲルネス“防災を学ぼう”～

（本誌４ページ参照）

地域活性化助成金を
活用しています！

下中自治会会長
南日 伸夫さん

敬和学園大学
渡辺 太智さん

佐藤 拓巳さん 鎌田 舞さん 准教授 堀野 亘求さん
敬和学園大学の皆さん
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地域おこし協力隊が皆さんのところへ出張します！
　新発田市地域おこし協力隊（現役・ＯＢ・ＯＧ）が様々な資格やスキルを活かし、皆
さんの地域へ出張します。「新しいことを始めたいけど何をしよう？」、「交流する機会を
作りたいけどどうしたらいいか？」など。まずはお気軽にご連絡ください。

【発行・お問い合わせ】　新発田市地域づくり支援センター（サテライト）
　・所在地　新発田市本町4-16-83　ボランティアセンター内　・開館時間　AM9:00～PM4:00　・休館日　土日祝日、年末年始
　・電話　　0254-28-7164　　　　　・FAX　　　 0254-28-7182 　　　・メール　  chiikizukuri_ss@ybb.ne.jp

新発田市地域づくり支援センターは、新発田市中間支援組織推進協議会（事務局：新発田市、新発田市社会福祉協議会）が運営しています。

出張メニュー
●たき火＆カレー交流会　　　 …… たき火を囲んで本格スパイスカレー食べませんか？（カレー代別途）
●ものづくり講習会　　　　　 …… 手芸、編み物、クラフト製品などを製作します（材料費別途）
●スマートフォンの使い方講座 …… スマホやキャッシュレス決済の方法をわかりやすく説明します
●よもぎオイル体験会　　　　 …… よもぎとごま油でマッサージオイルをつくります（材料費別途）
●歌謡交流会　　　　　　　　 …… 昭和の歌謡曲を聞きながら、ゆっくりとした時間を過ごしませんか
●本気で作る！カレー体験会　 …… カレールゥを使わない本格カレーを作ってみませんか（材料費別途）

＜問い合わせ＞
地域づくり支援センター

電話28-7164

出張は無料！
まずはお電話ください

▲昨年９月の「たき火＆カレー交流会」

僕たちの活動をお知らせしています
★ FM しばた　76.9　毎週月・水・金　11:45 ～

「地域おこし協力隊に聞く！」

▲本気で作る！カレー体験会 ▲川邊直子さんによるものづくり講習会

こっちも見てね！
新発田市地域おこし協力隊

Facebook

ご活用ください！ 地域活性化助成金

　町内会、市民団体、学校、企業などが協力・連携して
取り組む新規事業に対して、経費の一部を助成していま
す。申請は随時受け付けています。
　企画内容についての相談も受け付けています。まずは
支援センターへご相談ください。

～これまでの助成事例～
● 4 つの町内会、農家組合、企業等が連携し地域のお祭
りを開催した取組（金塚地区、加治地区）
●学校、地域、市民団体、民生委員などが連携し防犯や
教育に関する事業を実施した取組（二葉地区、猿橋地区、
東小学校区）
●大学と地域の農業者が連携し農業振興と学生の生活支
援を実施している取組（敬和学園大学と加治川地区）　
※本誌 2 ページ参照 など

名称 助成金額 要件等

モデル事業 ５万円
協力・連携して取り組む事業
のうち、他のモデルとなるよ
うな先進的な取組

連携促進事業 ３万円 協力・連携して取り組む事業


