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みんなが見守る風土つくりみんなが見守る風土つくりみんなが見守る風土つくり

　慣れ親しんだ空気、風景、人、モノ、コトに包まれて暮らすことが理想
の老後と言われます。　「年をとる」イメージを聞きますと、足腰が動き
にくくなる、車にのったら危ない、病院通い、認知症、若い人はいない、
年金は少ない・・・とネガティブなイメージ。
　また、自然災害が多発する昨今、有事に備える体制整備があるのか？
高齢化率が40％と、年々増え続けるわが山内、皆さんが心の中で少な
からず持っておられる不安。「年をとっても住み慣れた山内で幸せに暮
らしたい（暮らすしかない）」をどうすれば実現できるのでしょうか。

　平成26年度から『高齢者見守り
支援事業班』として、振興会役員、
福祉推進員、民生児童委員、ボラ
ンティアの方と一緒に話し合いが
始まりました。
　従来から民生児童委員や福祉推
進員を中心に行われているサロン
や見守り訪問の大切さを確認した
うえで、先進地視察研修、ワーク
ショップ、地域課題の抽出、書面
上のシステム化等の作業を進めて
きました。顔と顔を合わすこと、
語ること、相談すること、議論す
ること、初めは役員として来てい
た人も「もう人任せにはできない」
真剣さが出てきました。社会福祉
協議会や地域包括支援センターに
は専門的な支援を受けシステム図
に整理することができました。
　平成 28 年度。いよいよ、“見守
り事業”を区単位で稼動する時期
が来ました。
　でも、ちょっと待ってください。
この“見守り”なのですが、「“見
守り”＝自宅訪問」と考えてしま
うのは間違いです。この考え方で
は「訪問ができていないと見守り
ができていない区」となり、やや
もすると、押し付けの訪問さえも
生まれてくるのです。そして、受

け入れがなければ「せっかくして
（やって）いるのに受け入れが悪
い」という上下関係ができあがり、
本末転倒の始末です。
　従来からある高齢者サロンも大
切な見守り事業のひとつなのです。
「この人にとって何が地域ででき
るかを考える」場所、雰囲気が大
切なのです。

　少し動き出した区の見守り会議
での会話です。
「私たち ( 見守る側 ) は心配だし本
人のお顔を見に訪問に行って“様
子”を確認したいけど、家族の方
はどう思っているのかしら、迷惑
に思わないかしら」
「区民の方に理解してもらわない
と、『なにしに訪問に行っている
んや』と言われるわ」
「受け手の高齢者さんたちも理解

してもらわないと」「親切の押し
付けになるのではないか」こんな
声でした。
　この 2年間でやってきたことは、
役員・役職・専門家で進めてきた
ことで「受け手側となる」区民の
意思や本音を聞くことなく進めて
きたことに気がつきました。
　これでは、どれほど立派な“見
守り隊”ができても受け入れがな
い、続かないなどといった「絵に
描いた餅」で終わってしまい、残
念なことです。そこで、今年度は、
区ごとの“見守り事業”をスター
トする前に、区ごとに「見守り座
談会」を開催し、区民への啓発だ
けでなく、やり取りを行いながら
合意形成を図ることを始めました。
　今までだと、この内容で高齢者
の方とお話をすると、「私らはし
てもらう側」といった発言が多か
ったのですが「私らもできること
があるのかも」という言葉が増え
てきています。
　「できる人が、できる時に、で
きることから」
　これからの将来を見据え、持続
可能なものであるためには、振興
会や役員たちで決めて、作るので
はなく、区民が自分たちのことと
意識して声を出す、区民が担い手
にも受け手にもなる、力の集合・
結集“見守り”を進めていきたい
と思っています。
　大切なのは“見守り”の風土つ
くりです。自分のためのものです。
あなたの声を反映させた山内見守
り事業を始めましょう。
（高齢者見守り支援事業班長 竜王真紀）

シリーズ

人権の窓人権の窓

　山内小学校に勤務して今年で
５年目となります。振り返って
みると、山内の豊かな自然と温
かな地域の中で楽しく過ごさせ
ていただいた毎日でした。
　赴任が決まり、初めて山内を
訪れた４月、猪鼻の交差点を曲
がると、川沿いに咲く美しい桜
が出迎えてくれました。夏にな
ると、緑の田んぼと青い空が美
しく、秋には学校前の銀杏が鮮
やかな黄色に染まります。冬に
なると、子どもたちが元気いっ
ぱいに雪遊びをします。季節が
巡るごとに様々な姿を見せてく

れる山内の自
然に、いつも
元気をもらっ
ています。

　そんな大自然に囲まれた山内
地域は、同時にとても元気で温
かな地域で、外の地域から来た
私には羨ましいほどです。各区
から大勢の人が参加して繰り広
げる学区民運動会の盛り上がり
に圧倒され、やまびこ文化祭で
は出品された作品の素晴らしい
技術に感動しました。個人的に
文化祭での生け花教室や自治振
興会の鹿料理教室に参加させて
いただいたこともあり、とても
楽しい時間を過ごさせていただ

きました。
　また、広い校地の除草作業に
来ていただいたり、授業の講師
として子どもにご指導いただい
たり…大勢の方に支えていただ
いて学校が成り立っており、こ
こがとても温かな地域であるこ
とを実感しています。
　温かな地域と豊かな自然に見
守られた山内で過ごせることを
嬉しく思いながら、毎日を大切
に過ごしていきたいと思います。
どうぞこれからもよろしくお願
いします。

中野由布子
山内小学校
事務主事

　甲賀市では、平
成28年６月31日
現在、高齢化率は
25.7％ で、全 国
と同じように人口
の高齢化、介護期
間の長期化が一段
と進んでいます。
また、要介護老人
の増加で介護内容
がますます複雑化
してきています。
　さらに地域の共
同体としてのまと
まりが薄れ、家族・
地域の扶助機能も

低下しています。
　そんな中で、高齢者のみ世帯の
増加で「老々介護」というような
家庭も増加しています。所得が減り、
生活が継続できないような状況に
あっても、がまんし続けてきた高
齢者。困りごとはこれまでどうし
て解決されてきたのでしょうか。
日本型「イエ社会」や家父長制度

高
齢
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最
も
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高齢者の人権問題高齢者の人権問題
などのもと、
多くは家族や
親戚だけ・女
性だけで解決
しようとして
きたのではな
いでしょうか。
　介護も同じことがいえます。寝
たきりや痴呆の問題、徘徊や暴力
などの問題があっても、世間体が
あって近所の人に相談しにくかっ
たのです。
　そのことが、これまで多くの人
権侵害や悲劇を生んできました。
そのため介護の社会化が図られる
ようになりました。
　人間として対等な関係の中で介
護がなされ、一人ひとりの生き方
が認められ、高齢者の自己決定が
介護の基本に据えられなければな
りません。
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7 月 17日、笹路区見守り座談会

お詫びと訂正
　快晴やまうちvol.14で、地域福
祉部会副部長、文化祭班長 「松岡
さゆり」さんとなっておりました
が、正しくは「馬場照代」さんでし
た。お詫びして訂正します。

鹿料理教室に参加された中野先生（右）

編 集 後 記
　振興会も発足して、早６年目。
快晴やまうちも今号で 15号です。
第１号目から発行に携わっていま
すが、記事に困ったことは一度も
ありません。それだけ活動内容が
豊富ということでしょうか。今後
は持続できるかどうかが一番の課
題になると思います。
　お忙しい中原稿をお寄せいただ
きました皆様にお礼申し上げます。

（会報班班長　松岡）

快晴やまうち快晴やまうち
Vol.15情緒豊かな四季彩の郷やまうち情報紙
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　その前にまず、地域おこし協力
隊としての活動について今一度説
明させて下さい。
　地域おこし協力隊の活動は主に
２つ。〈地域支援活動〉と〈企画
提案活動〉です。
　〈地域支援活動〉は、山内自治
振興会の３つの事業「獣害対策」
「アロニア栽培」「特産品開発」を
部会の皆さんと一緒に活動するこ
とによって支援する活動です。
　〈企画提案活動〉は、地域おこ
し協力隊が自ら企画・実行する活
動です。私は、山内で狩猟・獣害
対策、養蜂、もの作りをすること
で地域活性化のお手伝い、定住に
向けての生業化をしております。

　地域支援活動
◆獣害対策支援
　主に箱わなによる鹿、猪の捕獲
を目指すもので、捕獲した鹿、猪
は解体したり、埋設したりします。
獣害対策と一言で言っても、実際
にやることは大変なことが多いこ
とも活動を通して学びました。毎
日の見回りエサやり、捕獲した獣
の留めさし、その獣を運ぶ時、解
体する時にダニが体についたり、
ヒルが付いたり…。自分より 40
近く年上の皆さんのがんばりを間
近で見て感心してしまうことも決
して少なくありません。

◆アロニア栽培支援
　アロニアの栽培自体初めての経
験でした。（もっと言うと植物の
栽培自体ほぼ初めてでした…）分
からないことも多く部会の皆さん
に教わってばかりです。今年度は、
希望者にアロニア栽培の斡旋も始
まりました。

◆特産品開発支援
　料理歴は部会の皆さんの方が遥
かに長いので、皆さんに教わりな
がらお手伝いをさせて頂いたとい
う結果になりました。どうかん団
子から始まり、アロニアジャム、
こんにゃく、みそ作りなどを行い
ました。

　企画提案活動
◆狩猟・獣害対策
　くくりわなによる鹿、猪の捕獲
に挑戦しました。鹿、猪の捕獲は
初めての経験で、初めの鹿１頭が

捕獲出来た時、胸をなで下ろしま
した。

◆養蜂
　昨年蒔いたヘアリーベッチとい
う花から、この春にハチミツを採
ることに挑戦しました。当初お花
畑の様な光景を期待していたので
すが、この花は葉の方が目立つ植
物だった事が花がついてから判明
…。しかし、何とか少しはハチミ
ツを採ることが出来ました。

◆もの作り
　他の活動に時間を割いていたの
であまり活動が出来ませんでした。
そんな中でも鹿の角を使った商品
作りに取り組んできました。今年
度中には山内の皆さんにもお披露
目できるように頑張って参ります。

　この１年間に取り組むことの出
来た活動には初めての挑戦が沢山
ありました。慣れない環境の中で
もこうして１年過ごすことが出来
たのは地域の皆さんの温かさがあ
ってこそだと思っております。こ
の場を借りてお礼を申し上げます。
今後も微力ではありますが、地域
おこし協力隊として活動して参り
たいと思っております。よろしく
お願い致します！

　山内の皆さん、こんにちは、地域おこし協力隊の合田です。
山内に移住して来てから１年が経ちました。この１年を振り
返りながら皆様に活動報告をさせて頂きたいと思います。

　山内の皆さん、こんにちは、地域おこし協力隊の合田です。
山内に移住して来てから１年が経ちました。この１年を振り
返りながら皆様に活動報告をさせて頂きたいと思います。

地域おこし協力隊より地域おこし協力隊より 合田　大智

　山内自治振興会が遊休農地へ「アロニア」を植えて、早４年目になります。
　「アロニア」はバラ科の落葉低木樹で、寒さに強く、暑さにも負けない小果樹です。原産は北米で、
昭和51年から北海道で栽培されるようになり、日本へ来てまだ40年と比較的新しい小果樹です。
　山内では、この苗木を50本、平成24年から５か所に植え、現在樹高も1.3m～1.5mに成長し、昨
年より多く収穫することが出来ました。
　最近では、食物繊維から抽出した、いろいろなサプリメントが発売されています。「アロニア」には、
目の健康を維持する“ポリフェノール”の一種のアントシアニンや、生活習慣病の予防に効果的とい
われる食物繊維が多く含まれ、中性脂肪の低下、血液をサラサラにする、成人病予防、整腸作用など
の効果があるといわれています。
　山内で採れたアロニアには、一番大事な“ポリフェノール”が、なんと本場北海道の約２倍もあります。
現在アロニアフロンティアグループ９名が、植付けした５か所の草刈作業を年間３回以上し、生育状
況の管理を行っています。収穫時期は、北海道よりは早く、８月上旬から中旬にかけ、実を１粒ずつ
収穫しています。今年も現在順調に育っており楽しみにしています。

　実をそのまま食しても良し、ジャムにしたりジュー
スにしたり色々と加工できます。将来的には、安定し
た量を確保し商業ベースにのせ、副収入が得られれば
と思っています。
　山内地域の皆様も興味がある方は、ぜひ１本植えて
食味してみてはいかがですか。山内自治振興会アロニ
アフロンティアグループと共に山内活性化に努めまし
ょう。         （ふるさと資源活性化事業班班長　黒川善雄）

アロニア栽培4年目
ふるさと資源活性化事業ふるさと資源活性化事業

アロニアフロンティアグループ

草取りボランティア募集 鈴鹿馬子唄全国大会
山内小児童が好成績

８月27日（土）
午前８時から11時まで（小雨決行）

山内地域市民センター
電話　68-0001

一緒に心地いい汗をかいてみませんか？

　本年も引き続き山内学区民運動
会の前に小学校の環境整備のお手
伝いをしたいと思っております。
　趣旨にご賛同いただける方は是
非ご参加下さい。

　第25回鈴鹿馬子唄全国大会が今
年もあいの土山文化ホールで開催
され、オープニングで山内小の22
名の児童が馬子唄を披露しました。
　また少年少女の部に総勢31名が
出場、山内小から12名が出場し、練
習の成果を発揮し好成績を収めま
した。

9月25日（日）

10月 9日（日）

10月23日（日）

11月19日（土）～25日（金）

11月27日（日）

学区民運動会

敬老会

京大オリエンテーリング

やまびこ文化祭
（イベントは20日）

山内名所ウォーク
（山中地先）問合せ

今後の予定

準優勝
４位
10位

小西　風道さん
馬場　吏仁さん
出口さくらさん

▲圃場の草刈り作業

▲糖度検査

平成28年度
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