まちづくり事例集

各地域において、事業者・団体、個人の方、行政がまちづくりを進める際、この事例集を参考
として、活動や取組の一助として活用していただくことを目的に作成しました。
●事例集の見方
◆ 集落内での介護システム
「げたばきヘルパー」による取組【長野県栄村】
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雪害などで山間地域が取り残されないよう、村でヘルパー育成
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方都市、③郊外住宅地、④都市中心部）

講座を実施し、約 120 名の訪問介護専門員を養成。下駄履きで駆
けつける範囲をルールに、住民パワーによる訪問介護事業を展開
している。
ヘルパー全員が村の人たちで、村が介護士の資格を取るため
の講習会を開き、資格を取った人が、社会福祉協議会の「げたば
きヘルパー」に登録し、地域の介護にあたる。登録ヘルパー数は
2013 年 4 月 1 日現在で 89 名。その時点での栄村の高齢者
数は、1,010 人であるから、単純計算で下駄履きヘルパー1 人当
たり、高齢者割合は 13 人程度である。ヘルパーは時間に融通の
きく主婦が多いという。
＜参考 URL＞
栄村 「村の取り組み」
http://www.vill.sakae.nagano.jp/shoukai/torikumi.html

げたばきヘルパー

～事例に学ぶ取組のポイント～
高齢社会に対応した、村全体の家族的な絆
を重視した取組

取組の内容、取組のポイント、ホームページアドレス

（①住民、②事業者等、③市町村、④都道
府県）

取組内容や状況を示す写真、図
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