
第８回歌志内市地域福祉計画策定委員会(会議録) 

 

○日 時 平成２３年１０月１３日（木）１７：４５～１９：３０ 

○場 所 公民館２階会議室 

○出席委員 

宮崎委員・細谷委員・関委員・黒田委員・佐藤委員・三上委員・藤原委員・菅原

委員・野原委員・杉田委員・今野委員・三戸委員 

【欠席】秋元委員・高橋委員（院長）・上坂委員・川野委員・木津谷委員・佐々木

委員・坂本委員・大河内委員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・田邊教授・木下准教授・学院生３名 

○事務局 

荒岡保健福祉課長・虻川保健福祉課主幹 

社会福祉協議会山川局長 

  保健福祉課職員８人 

○自治会のサロン活動の取り組みについて。【杉岡先生より紹介】 

・地域の絆を取り戻し、孤独死をゼロに（月刊地域保健 2010.12月号より） 

パワーポイントを使い千葉県松戸市にある常盤平団地の取り組みを紹介。 

【杉岡先生】 

 千葉県に昭和 35 年くらいに造成された大規模団地が今、高齢化して、一人暮らし

も相当増えている。そういう中でも町内活動で、どのような取り組みを進めているの

か、人のつながりが尐なくなってきて、どのようなことを考えて、どのようにやって

いけば良いのかというところも聞いてきましたので、そのお話しをします。また、北

海道に遠軽町というまちがあるのですが、あそこも、地域福祉を進める中では、さま

ざまなサービスを自分たちで作って、デイサービスやグループホームを作ったり、寄

り合いのようなものをつくったりして取り組んだ事例を尐しご紹介させていただけ

ればと思います。 

最初に皆さんのお手元にある資料についてご説明する前にスクリーンでご紹介し

ておきたいと思います。 

常磐団地は、２万人くらいの団地で、今は１万人を切る９千人と言うことで、ここ

で生まれた方もすでに 52歳ということで、だいたい 50年以上経っているまちですね。

ある面で歌志内が一番人口の多かったときと同じような歴史を持っていて、その後、

徐々にいろんな人が出て行って、団地でも一人暮らしが増えていると話していました。

団地も老朽化して新しい団地に建て直すという計画を反対してやめさせたという歴

史がありますので、そうすると新しい住宅を求める人がたくさん来るということで、

家賃が安くて生活しやすいということで、外国人の方も増え、それから出て行くとい

う人も結構いるということで毎年１割くらいの人が入れ替わりをするという話しを

していました。ここが有名になったのは、孤独死ゼロ作戦と言うことなのですね。最

初、名称をうまく作った訳なのですけども、ここで様子を尐し紹介した後でプリント

を使って尐しご説明したいと思います。（パワーポイントにより常磐団地の写真など

で様子を紹介）ゼロ作戦発祥の地ということですので、10年前くらいから取り組まれ



ており、この中澤さんという方が町内会の会長職で、50年になると言っておりました。

孤独死ゼロ研究会というものを去年立ち上げています。 

千葉県で一番古い交番です。ここのおまわりさんにいろいろとお話を聞きました。

以前は、2 人配置されていたようですが、今は、人員体制が縮小されましておまわり

さん１人と、交通指導員の方と２人でこの事務所を守っているようです。千葉県松戸

東警察署というところの常盤台交番で一番古い交番でここからいろいろ分かれてい

ったということです。ここの団地は、４階建です。30軒くらいのところが、このよう

にあり、松の木もあり、けっこうおしゃれなところです。会長の住んでいる所がこの

建物の 1階ということで、自分の家の前で写真を撮りましょうということで撮った写

真です。ここで町内会の活動の中で、いたるところに看板が建っています。あちこち

に看板を作ってはアピールしているのですけども、地域の合い言葉として「あいさつ

は幸せを作る第一歩」という標語をみんなで作る。そして、まずはあいさつを交わさ

ないと地域の人間関係も始まりませんよねということで、そういうことを一所懸命行

っている。団地にも 50 年以上も住んでいるから仲良くやっているんじゃないかと言

っています。でも尐しずつ入れ替わりがあったり、町内会に入らないという人もいた

りして、町内会の加入率が７割弱といっていましたので、入らない人のためにどうし

たらいいのかという話し合いも行っていました。それと、みんなでつくる向こう三軒

両隣ということなので仲間づくりをちゃんとやっていかなければならないよという

ことと、地域の仲間を作っていこうということで、みんなで呼びかけをして、こうい

うものを張っている。これは、交番の看板なのですけども「振り込め詐欺に注意しよ

う」とか「ひったくりに注意しよう」というものですね。警察に行ったときに伺った

ことですけども、やはり尐し離れたところから市街地に自転車で来た方がひったくり

に遭っているということがあり、そのひったくりを捕まえなければいけないのですけ

ども、交番の人もバイクとかで行くと音がしてなかなか捕まえられないということで、

ひったくりが出そうな所に先回りして、バイクも隠しておいて、かつ、服装も普通の

ものを着て、警察官だとすぐに分からないようにして捕まえることにした。ひったく

りをやめさせなければならないし、検挙もしなければいけないというのに一番苦労し

ている。それから、孤独なためになんとなく万引きをしてしまおう人が非常に多いと

言っていました。スーパーも３軒あるのですけども、あちこちで頻繁に話題になり、

被害届は出さないけども、実際に捕まえられるし、店がちゃんと捕まえてほしいとい

ったら、本当は色々事情があってあまり悪いことをしているわけではないけれども取

り締まりの対象にしなければならないということで、ひったくりだけではなく、高齢

者が万引きしてしまったりするのをどうやって止めたらいいのかと。これは地域の人

間関係がある程度ちゃんと作られていかないと解決しないというのも、不特定多数の

方が言っていました。それから、松戸市で、孤独死で亡くなって何日も経っている写

真を見せていただいたのですが、ミイラ化した写真と骸骨は残っている。おなかが空

洞化して虫に食われているもの。死体は時間が経ってくると皮膚が紫色になって鬱血

したようになってくるのですね。そういう面で早く見つけなければならないし。そう

いう所でもし亡くなった場合には、基本的には、家族の方に引き取ってもらいたいと

交渉するのですけどもなかなか縁もなく、引き取りにも来てもらえない。そういう中

では、NHK のテレビで放送していましたけども特殊清掃会社というのが来て、遺体を



運び出してちゃんと清掃する。臭いとかもけっこうきついので、部屋が何年も使えな

いところもあるし、それから使えるにしてもそこは、死亡部屋という名称で、通常の

家賃の半額になって提供されるという話を聞きました。 

遺骨を共同墓地の様なところに持って行くのですけども、費用をだいたい 20 万円

くらい業者に払う。もし、遺体の所にお金が残っている場合には、支払ってその差額

を支払う。例えば 1 千万円くらい持っていて孤独死と言うことになれば 20 万円をい

ただいて残りを国庫に納入することになっているというお話です。年間何件かは出ま

すので、一人暮らしであれば、孤独死は避けられないということが上げられますので、

なるべく声かけのようなことを行って、不幸なことにならないようにすると言うこと

が重要で、この推進の標語ですね。この松戸市長賞の「あいさつで明るく・・・・ま

ち」ですとか、松戸市議会議長賞の「あいさつで・・・まちづくり」ですとか。教育

長賞とか全部役職の賞をつけて標語を作る。いかに挨拶をして、隣近所のあいさつを

進めていったらいいのかということを進めています。これから皆さんにご紹介するの

が、この団地内の商店で空き店舗を借りて、「いきいきサロン」という名前で、年間

３万円くらいで借りて、自治会の費用で払っていますが、そこで大事なことは、ただ

場所を用意して自由に使ってくださいということではなくて、毎日当番製で、20人く

らい登録してもらって、毎日２人ずつペアで、６時間毎日そこに詰める。それが 365

日ですね。365 日行っている所は全国的にほとんど無いですね。入室料ということで

みんなが来たときに住民の方だけでなく私たちもいったら 100円を払って、ちゃんと

本物のコーヒーをいれてくれまして、そこでみんなで話し合う事ができるようにして

ある。仲間同士が集まるということではなく世話人の人との話しと、いきいきサロン

のティータイムということで、利用をみんなに呼びかける。いきいきのサロン入室料

100 円で、私たちが見ている限りでは、女性４人組３人組が利用されていた。担当の

人に言わせると女性は、何人かで来るのですが、男性はほとんど一人だそうです。一

人で来て、入室料を払ってコーヒーを飲んで時間を過ごして帰る。そして、４、５人

でたまり場のように時間を合わせて約束して集まってくる。頻繁にいろんな人が利用

している。こういう団地の生活の中で一番危惧されている近所付き合いであったり、

ひとり暮らしであったりが増えて、50代くらいから孤独死というのが増えてきていま

す。50 代の人の写真を見たのですが、この人は、晩ご飯を全部テーブルに用意して、

お風呂に入って、その間に具合が悪くなって、ちゃぶ台の近くまでにたどり着いて、

そのまま具合が悪くなって裸のまま横になって死んでしまった。お風呂に入ってご飯

を食べようとして、具合が悪くなって、出てきて、そのまま倒れて見つかったという

話ですね。 

それでプリントの方を見ながらお話ししたいと思います。このようなことが近所付

き合いを考えるきっかけ作りになるのですが、一番衝撃的な事件は、この 69 歳の男

性が死後 3年を経過して白骨死体で見つかる。私も白骨の写真を見ましたけども、た

ぶんミイラ化したものだと思います。それで、自動振り込みで家賃を払っていたため

に、誰も困らないということで、預金が底をついたときに発見されたということで、

結局、両親とも縁を切り、子どもとも長い間連絡も取れなかったということです。 

それとＢさんの事例ですが、Ａさんが発見された翌年に 50 代の方が発見されると

いうことで、孤独死が続いたので孤独死１１０番ということで、向こう三軒両隣の関



係を構築するという意味も込めており、安否確認の必要性が発生したときにどういう

体制を作ったらいいのか。全員が関わってどういう仕組みにしたらいいのかというこ

とで連携を深める。ポイントは新聞が何日も、挟まったまま抜かれていないというこ

とで、倒れているのではないか。まあ、外出していて長期不在にしていることもあり

ますけども、それは問題じゃないかと思います。私たちがこれから考えようとするの

は、新聞を取れなくなる人も多くなりますよね。そうするとますます、普通に暮らし

ていて、何かあったらどうするのだろうということで、もし、亡くなっていても、あ

まり変化が分からなくなってくると思うのです。そういうことがこれから増えてくる

んじゃないかと思います。ここでも歌志内と同じようにあんしん登録カードというの

を作って活用しています。そして、サロンを有償ボランティアでやっています。サロ

ンは、酒やたばこが禁止というのは魅力が弱いのですが、会話を楽しんでもらう。お

酒を持って行ったりすると部屋が汚れてしまったり、後型付けも困ります。早期発見

がなぜ必要なのかという問題なのです。一人でなくなるのも自由じゃないかという事

なのですけども、実際に死後ですね、長時間経って発見された場合には、悲惨なもの

があるのだということで、ウジ虫どころじゃないですね。私が見たハラジロカツオブ

スムシという虫も出る。これは、黄色に黒い縞が入っている蜂のような昆虫ですね。

それがかなり出ます。ですから亡くなったとは、死臭が残ってなかなかとれませんの

で、うまく清掃しても臭いが抜けない。その部屋には、3 年くらい住む人がいなかっ

たというお話もありまして、団地側からしますと、その部屋がなかなか利用されない。

部屋の清掃等を含めると総額 80 万円くらいかかってしまうので、一人で亡くなるの

は自由でないのといっても、亡くなった後にいろいろな問題を皆さんに投げかけると

いうことと、それから生活習慣の中に、社会的背景として、このような問題があるの

ではないかということで、やはりひとり暮らしはこれからどんどん増えて、高齢者の

世代にひとり暮らしが一番多くなっています。核家族になって同居するということが

尐なくなっている。近隣関係の希薄化や長期不況、リストラなどで、そういう方が、

仕事が無くなって収入が尐なくなるので、安い団地に住むということになれば、孤独

死が増えてしまいます。なぜか孤独死の 8割が男性だということで、地域の中でなか

なかなじめない男性をどうしたらいいのか。奥さんが亡くなられて立ち直れないとい

うことで、男性に何とか外出してもらったり、孤独死についても、自分で生活習慣を

守ってもらったりとか、料理ができないとか、ゴミ出しができないとゴミ屋敷のよう

になってしまいますので、何とかその体制を変えなければならない。それで、高齢者

のひとり暮らしが全国で130万人もいるということなので深刻な事態に進んでいるか

と思います。それを一気になくするということは不可能なので、基本は、やはり挨拶

し合うということをちゃんとやろうということをしないと、なかなか次のステップ、

人間関係ができないですね。そういうことを考えると挨拶で向こう三軒両隣を考え、

友達というのは宝なのだということで地域を自分たちで守る、造るということですね。 

例えば、かつての歌志内では、地域の付き合いがたくさんあって心配ないのですけ

ども、やはり声を掛け合わなければ、何か誘い合わなければ自然に関係も切れてしま

うというのが実際なので、やはり自分たちの住むところについては、何かに積極的に

関わろうとしないと街の人間関係が薄くなくなってしまうということです。是非、近

所関係を考えるきっかけにしてもらいたいということで、孤独死というのは、一人で



生活しいて、一人で死ぬので、本人の自由じゃないかということと違う問題を提起し

ているのです。 

常盤平団地町内会会長の中澤さんという人はですね、元々産経新聞の新聞記者でし

たので、せっせとやっている。私が今回伺ってお話をしたのは、毎月 1回行事をやる

といっていました。 

例えば、ここにもスナックがあるのですが、スナックの水割り３杯提供とかを 10

名様までという券を出してもらったり、おそば屋さんがそばの食事券を出してもらっ

たり、毎月いろんな所に、まあ町内会でもお金を出だしますが、くじを出して、はず

れくじがないようにして、人を集めて交流する機会を設けたり、人間関係を造ってい

くという働きかけを町内の運営委員会の人たちがせっせとやり、イベントをやること

を仕掛けていく過程で、町内でいろいろ実務に関わっている役員の人たちの人間関係

なり、そこにある施設や商店の人たちとの繋がりもできてくるということで、イベン

トを毎月やれる１万人の町内会というのは、確かにすごいパワーじゃないかと思いま

す。そういう所をいろいろと聞いていくと、町内会の高齢者の方が全部自分たちでい

ろいろやっているということですね。７０代過ぎの人たちが中心になっている所なの

でが、やはり、自分たちで街づくりに取り組み守っていくというところが、一番大き

な課題ではないかというふうに思いました。 

ここで皆さんからご質問があれば出していただきたいのですが、どうでしょうか。

町内会費は、月２００円で１年分払ってくれる人もいれば、半年ごとに払ってくれる

人もいれば、毎月の人もいる。いろいろだと思います。それでは後でもご質問いただ

くこととして、次に遠軽町の地域福祉を中心に行っている、ビデオの方を見ていただ

きます。 

 

（ＤＶＤ１５分程度放映。ＤＶＤにより遠軽町での取り組みを紹介。） 

 

時間が限られておりますので、一部だけご紹介しまして、やはり介護が必要になる

と病院や施設に入らなければならなくなる。それが、自分のマチに無ければ隣のマチ

に行かなければならなくなる。歌志内ではそういうことがなく、自分たちのマチに施

設があるから心配はしていないのですけども、この施設があるということが大事なこ

とですね。それからグループホームのようなですね、数人で一緒にいろんな事をやっ

て、各役割を仕事も任せられてやるようなのも必要なことではないかと思います。そ

れに通所のものもありますし、平成１８年から介護保険が入ってきまして、増えても

きているのですが、地域の中に、自宅のような場所を自治体でどのように考えて行っ

たらよいか。家族だけで世話をしなければならないというのが、家族の介護者が一番

追い込まれてしまう。つらい気持ちになってしまうという背景で、私も何人かの介護

している方に聞きましたけども、やはり、自分がいつまで介護できるのかということ

で、夫婦で８０歳を過ぎてくると、介護をするにしても、自分は車椅を押している、

外出させられないとか、また、親を見ている娘さんとかも自分が全然出かけられない。

町内のこともできないということで孤立をしてしまう。介護をする家族の方達の苦し

みというのをどのような形でサポートして行けたらいいのか。それは地域の中の支え

合いのですね。普通の居宅サービス、介護保険サービスの中で対応を考えたり、家族



的な環境の中で生活できるようなサービスを考えていたりしていくようになるのか

と思います。もっとこういうのがあった方がいいのということも DVDでご紹介しまし

たけども、この後、皆さんの感想を含めて、グループワークで話し合っていただきた

いと思います。新しい課題を、今まではできないけど、それをできるようにするため

にはどうすればいいのか。あるいは、今はないけど、こういう場合は、サービスを考

えて行く必要があるのではないかとか。無いもの、必要なものを考えるという事を通

じて、計画づくりに生かせるようになっていけば良いかなと思いますし、実際に何か

をやろう思わないと、計画の具体的な道筋につながって行かないので、なるべくやれ

るものから取り組めるようにするということが必要になってくるかと思いますので、

この後、テーブルを広めにしていただきまして、私たちも２人ずつ入って、記録させ

ていただきながら、最後に各グループで話し合った内容を紹介してもらってまとめの

参考にしてもらいたいと思います。 

最後に計画の施策についてこんな風になってきますので皆さんにいろいろと考え

ていただきご意見を頂きたいということを１５分くらいでお話ししたいと思います。 

それでは、話し合いの場所を設定し、７時くらいまで話し合いの時間としたいと思

います。 

 

■グループワーク議題 

○地域福祉計画への取り組み 

・DVDにより、遠軽町での取り組みを紹介。 

○グループワーク 

・紹介されたそれぞれの地域での取り組みについて感想を含め議論を深める。 

〈グループメンバー発表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各グループより発表 

①グループ 

【内容：別紙報告書のとおり】 

②グループ 

【内容：別紙報告書のとおり】 

③グループ 

【内容：別紙報告書のとおり】 

○事務局 

ただいまの各グループからの発表に対してご質問ありますか。 

① グループ  

細 谷 委員 

三 上 委員 

藤 原 委員 

宮 崎 委員 

市職員 

教授、学院生 

②グループ  

関   委員 

今 野 委員 

杉 田 委員 

秋 元 委員 

市職員 

教授、学院生 

③ グループ  

黒 田 委員 

佐 藤 委員 

三 戸 委員 

野 原 委員 

市職員 

教授、学院生 



○宮崎委員長 

緊急通報システムの件で、福祉の方で取り付けたときにどのような説明をしている

のか聞きたいのですが。 

○保健福祉課 

設置したときには、まず使い方について主にご説明します。非常ボタンというのが

ありますのでそれを押すと消防の方に直接通報が入ります。それで消防との会話がで

き、もう一つの相談というボタンを押すと日中であれば市役所に電話が繋がり職員が

電話を取ることができますし、夜間であれば消防の方に繋がって消防の方に相談がで

きますよということをお話ししています。それと、電話以外にもペンダントがありま

して無線で室内であれば２０ｍ以内であれば電波が届くと NTT より聞いております。

それを押すことによって電話を置きながらでも通報ができますよと聞いております。

ということをご本人の方にはご説明させていただいています。 

○宮崎委員長 

そこまでは分かります。私は、その後のことを聞きたいのです。なぜかというと家

を空けるときはどうするのでしょうか。長く留守にするときはどうするのか。２週間

程度。 

○保健福祉課 

長期間に空ける場合には、当市の装置には、行動を感知する機能はついておりませ

んので通常の電話機と同じですので、本来大きな問題は出てきません。特に長期不在

の場合にご連絡してくださいというのは説明していません。 

○宮崎委員長 

そこが私は心配です。私の地区で、家を２週間空けるときにブレーカーを落として

いった人がいます。ブレーカーを落としたら消防に通報が入ってしまうのです。うち

の町内で２回ほどありました。同じ人で何回言ってもだめなのです。家族などに徹底

して指導してもらわないと困るのです。ですから、緊急通報システムはこういうシス

テムになっていますのでブレーカーは落とさないでくださいということを言ってお

かないとだめだと思います。ブレーカーを落とすと消防に通報が入って連絡員が行く

ことになりますよとちゃんと言っておかないとだめだと思います。 

○保健福祉課 

システム的な部分で宮崎会長からお話があったのですが、おっしゃったようにブレ

ーカーを落としたとき停電通報ということになっています。停電になっても消防の方

に通報が入るようになっています。通常はバッテリーに切り替わっているので、２時

間程度通話が可能ですということになっているのですけども、確かに長期に不在にす

るときに、ブレーカーを落としたら通報されるという部分の説明が不足していました。 

○宮崎委員長 

１時間経ってないのだよ。その人が出てから。 

○保健福祉課 

停電通報ということで消防の方に通報が入っていると思います。確認したところ３

分から５分程度の通電がないと消防の方に停電ですということで消防の方に通報が

入る。そして消防が電話機を使って安否確認をするという流れになっています。今後

は、ブレーカーについても説明させていただきます。 



○宮崎委員長 

分かりました。 

○事務局 

緊急通報装置も長期不在でブレーカーを落としてしまいますと冷蔵庫なども通電

が止まってしまうので、不在のときもブレーカーを落とすということもないのかなと

思いますので、それを想定していないものですから、今宮崎委員長からお話がありま

したので、こういうこともあるのかなということで今後の参考にさせていただきます

ありがとうございました。 

このほかに皆様の方から何かございませんでしょうか。それでは、杉岡先生の方か

らお願いします。 

○杉岡先生 

基本は、安否確認の問題は、やらなければならないといわれていますけども、何で

やるのか。どういう風に考えなければならないのかというのも、一番初めに講義しな

ければならないのですけども、それは皆さんに安否確認をすることによって、万一の

時に心配事や不幸な出来事をなるべく回避しようと、私たちのグループで先ほどお話

のあった、何ヶ月も見つからないというのは大変だと。ただ、もし亡くなったとして

も、数日以内に見つけられるような、それくらいの気持ちで行っていく必要があるの

ではないかと思います。絶対なくすというのはほとんど無理なので、万一亡くなって

もすぐに何かのきっかけで見つけられるようにしましょうというところで、それで見

守られる人の気持ちもいろいろ聞いておかなければならないのではないかという話

が出まして。一方的にあんたは見守りの対象になりますよというのではなく。どのよ

うなことが不安で心配なのかということも聞いた上で、支える側の取り組みというこ

とも手がけなければならないと思います。それで、全国各地で見守りのことについて

は、創意工夫がありますので、なるべく皆さんに、こういう見守りの仕組みがありま

すと、それを地域福祉で進めていくときにこんな選択ができますよということで、自

分たちの住んでいる場所で、一番使い勝手のいい見守りの仕組みというのが、参加率

も高まり、安心して生活できるというような状況を作れると思いますので、見守り自

体も一番優れているのが緊急通報システムなのですけども、それに繋がっていくよう

なものもいろいろ工夫するということが必要ではないかと思いますので、実際に、ど

んな見守りを課題として、やはりその心配と思っている人に、郵便局なり新聞配達な

り、宅配の人もいれば、定期的に通ってくる人もあればそのときに見つけられるよう

にしようと。いざというときに、どういう風に見つけることができるのかというのが

分かっていけば、その選択肢をみんなが使えるようになるのではないかと思います。

それで、そのボランティアの方も、健康作り推進員や赤十字奉仕員なんかも、いろい

ろ活動しているわけでして、それぞれのボランティアの活動の中にも考える必要があ

るのではないかと思います。かつては、1 時間 250 円くらいで市が 400 万円くらいか

けて見守りを行っていたのが今は、財政難で無くなっているというお話もありました

ので、それに替わる社協の見守りが成果を上げてきているのではないかというような

話しでしたので、これもやはり継続してやって行くことですね。無理なく支えられる

ような工夫といいますか、それを、いつも見直しをしたりする。また、それぞれ行っ

ている町内についても、町内会連合会の中で情報交換してこのようなことをやってい



るというようなことを知らせることによって、広報の中にも注意喚起することができ

るのではないかと思いますので、継続的にこの問題については、関心を持っていただ

きたいなと思っています。 

それではこの後、施策の体系については事務局どうですか。 

○事務局 

前回、施策の体系について皆様にお渡ししております。今回お配りしたものは、誤

字などを訂正したものです。お気付きの点がありましたら、出していただきたいと思

っていましたが、時間の関係上、尐しだけ触れさせていただきます。 

４ページに推進の方策がありまして編みかけ部分がありますが、これまで皆さんか

らいただいた意見とアンケートの中で心配される部分を掲載しております。次回以降

に、この施策について取り上げたいと考えておりますのでよろしくお願いします。以

上です。 

 

○宮崎委員長 

それでは、今日はこれで終了いたします。 

次回の委員会開催につきましては、日程が決まりましたらご案内することになりま

す。本日はありがとうございました。 

 

 

終了１９：３０ 
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千秋 知佳 

《① グループ》 

 

【孤独死】 

・10年間で 3人の孤独死を発見したことがあるというお話を伺った。 

過去に、家を訪問した 1時間後に亡くなってしまった方がいて、とても残

念な経験をしたことから、独居高齢者など、要注意とされる人がいれば集中

的に見守るようにしている。近所に住む人、アパートならば上や下の住民に、

物音の変化や新聞が溜まっていないかなどに注意をして見てもらっている。

何かあれば連絡してもらい、すぐに駆けつけている。 

・アルコール中毒やプライドの高い方は、訪問に行ってもなかなか受け入れて

くれないため、関わり方が難しい。声かけを中心に行っている。 

 

【サロン、老人クラブ】 

・高齢者の方からの要望もあり、中心部に活動場所が欲しい… 

空いている住宅があれば貸してほしいと頼むが、賃貸や条例の問題があり場

所の確保は困難である。 

・上歌集会所が遠く、上り坂も多いため冬は人が集まりづらい。（11月で一旦

活動を停止する）毎月 1回活動をしており、34、5名が集まる。 

・元気な時は活動に参加するが、足や腰が痛いなど体調が悪くなると 2、3分で

来れる距離でも誘うが来なくなってしまう。回覧板を回して行事の連絡をし

たり、直接誘いに行くが「何しに来た」という態度で受け入れてもらえない。 

 

【感想】 

孤独死の問題から、住民の協力の重要性が改めて感じられた。民生委員やボ

ランティアの訪問時間外を埋められるのは近隣住民の気遣いである。また、見

守り活動を受け入れない方もいて、根気強い関わりが必要となり、担い手のや

る気が失われる危険性もある。（実際に、あまり関わらないようにしていると

いう言葉が聞こえた…）見守り対象者の気持ちを理解するための信頼関係の構

築が難しいと感じた。 



《② グループ》 

 

テーマ 孤独死問題～歌志内市には、どのような課題があって、どう解決する

ことができるか 

 

① 過去に行ってきた孤独死問題への取り組み 

 歌志内市では過去に何件か孤独死が発生していた。その大部分は市営住宅で

暮らす独居高齢者である。新聞配達（新聞社）では、新聞が何日分もたまって

いるようであれば市へ連絡する取り組みが行われていた。しかし、市と新聞社

のコミュニケーション不足（内容がうまく伝達されなかった）や、新聞販売員

へしっかりとその内容が周知されていなかったことなどが原因で、実際には機

能していなかった。郵便局では、郵便物を直接本人に面会をして手渡す取り組

みが行われていた。郵便局が民営化したころから（？）人手や時間がかかるこ

となどから、だんだんと取り組みが薄れていった。 

 健康づくり推進委員会などが集まり、月１回研修のようなものを行っていた。

１時間 250 円ほどを市が負担し、場所を提供していた。ピーク時ではかなりの

人数が集まっていたが、社会福祉協議会ができたことや、財政面の問題から現

在は行われていない。 

 

② 現在行われている孤独死問題への取り組み 

 民生委員～1ヶ月に１回、見守り委員～１ヶ月に２回の安否確認運動が行われ

ている。見守り委員は、全町内会に配置されており、独居高齢者として登録さ

れている高齢者を訪問する。また、安否確認後、報告も行われている。 

 見守り委員による安否確認は効果があり、ここ最近では孤独死は見られない。

これは、役員へのよびかけの成果である。また、孤独死になってしまった場合

でも、比較的早い時期に発見することが出来ている。 

 

③ 問題点、課題 

 見守り委員の精神的なショックやストレス問題、見守られる側（独居高齢者）

の気持ちの理解が挙げられた。 

 

④ まとめ 

 基本的には、隣同士がお互いの存在を気にかけていくことが大切。見守り委

員の活動のほかにも、郵便ポスト（新聞）の状況や除雪状況で安否確認をして

いくなど、多様なしくみをつくっていくことが必要。 

 



《③グループ》 

 

テーマ 孤独死予防対策の現状と対策 

 

 孤独死予防に関連した見守り活動展開上の課題点について話し合われた。

（なお、時間の都合上、課題点に対する解決策を考えることはできなかった） 

 

 現状としては、町内会役員、見守り委員（町内会から推薦し、社協の委嘱

を受けて活動している）、民生委員および行政職員が定期的に見守りをおこな

っており、孤独死に至るケースは少ないという。 

 

孤独死予防および見守り活動の課題 

 

① 安否確認の方法 

 見守り対象者が家を留守にする際、近隣の住民や見守り実施者に伝わらな

いことがある（その理由には、そのような習慣が身についていないこと、隣

近所の人間関係がよくないことが考えられる）。夜中に電気がついている場合、

安否を確認するためのサインとはなりにくい。 

 

② 鍵の管理 

 集合住宅であれば管理会社や管理人がスペアキーを持っており、緊急時に

それを使うことは可能である。しかしながら、それが個人住宅となると、鍵

の管理やその利用時の困難さが出てくる。町内会長のなかには鍵を預かって

いるケースもあるというが、いつでも対応できるわけではない。また、鍵を

預かっていない場合、玄関窓を壊して家の中に入ることについて、子どもか

らの了承を得ているケースもある（現在までのところ、そのように介入した

ことはない）。 

 

③ 緊急通報システムについて 

 現在、約 60 台（シルバーハウジングには全戸、個人宅は 20 件ほど）設置

されている。誤報も多いが、稼働数はひと月 2～3件程度（市役所職員より）。

これは、体調の急変時などに受話器を上げなくても通話ができる電話機また

はペンダント形のボタンを押すことで消防署および指定連絡先に通報される

しくみとなっている。身の危険を知らせる行動を起こす間もなく突然意識を

失ったときなどは早急な発見につながらない。 

 

（記録者 北星学園大学大学院生 畠山 明子） 


