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【団体紹介】 

（パトラン京都） 

内田：福岡県にある NPO 法人改革プロジェクトがパトラン JAPAN として活動を開始し，今年で

８年目になります。きっかけはメンバーの女性が不審者被害にあわれたこと。安全だと思って

いた自分たちのまちで被害が発生したことに何とかしたいと思った当時の代表が，ある時公園

を走るランナーを見てひらめきました。ランナーが街中を走れば犯罪の抑止力になるのではな

いかと。そうしてランニングと防犯活動をかけあわせた活動が始まりました。 

葛山：チーム名のパトランは，パトロールとランニングということですね。 

亀村：そのひらめきを得た代表も走られていたのですか。 

内田：代表はどちらかというと走ることは苦手で，NPO 法人のメンバーも必ずしもランニング

が得意なメンバーがやっていたわけではありませんでした。 

葛山：走らなくても参加できるんじゃないかという気がしてきますね。内田さんは京都にいら

っしゃるんですよね。思いを受け継いで京都で広めていらっしゃるという立場ですか。 

内田：そうですね。他の地域からの紹介があり，京都チームの代表が一緒にやらないかという

ことで２年前から始めました。 

葛山：アンバサダーはたくさんいらっしゃるのですか。 

内田：今は全国で４名。東日本に２名，西日本に２名です。活動を盛り上げる役目として活動

させていただいています。 

亀村：普段伏見のどの辺りをランニングしながらパトロールされているのですか。 

内田：京都では色々な区で毎月合同のパトロールランニングを実施していますが，ここ伏見で

は，伏見港公園さんと一緒に事業をさせていただいており，毎月第３火曜日１９時半から７，

８名くらいで中書島から丹波橋辺りまでをパトロールランニングしています。 

葛山：夜になると人通りは少ないでしょうし，ランニングしながらパトロールしていただける

というのは地域の方にとっては安心ですね。 

内田：昼の賑わいと違い，住宅街に入ると結構人通りが少なく，街灯も LED 化で明るくなって

きているといっても，やはり暗い夜道を駅から家まで歩いていると不安に思うことは結構ある

と思いますので，活動人口が増えることは犯罪の抑止力につながるかと思っています。 

葛山：「パ」と書かれている赤いウェアは，ユニフォームなのですね。 

内田：ユニフォームにも反射はついていますが，メンバーが走るときには基本的にはライトと

反射タスキを身に着けます。 

葛山：メンバーには女性も多いのですか。 

内田：伏見では半分が女性ですね。 

 

（ももネット） 

中西：活動開始のきっかけは，認知症高齢者の行方不明事故や，認知症高齢者世帯の痛ましい

事故が社会的に多発してきた中で，実際に身近で事故が起こったことでした。私たちメンバー

は普段，介護，医療，福祉に携わっているんですが，それらの業界の大切なポイントに，重度

化の予防や自立支援というのがあります。そしてそのためには早期の出会い，発見が大切では

ないかと思いますが，福祉や医療を生業とする私たちがそのように求めるところが一緒なので

あれば，ばらばらで活動するのではなく地域に点在する志を持った事業所さんとネットワーク



化することで，より早期に広く地域の課題をキャッチできるのではないかと思い，団体化しま

した。現在は介護，医療，福祉の事業所さん，そして地域住民の有志の方々，自治連合会の方

なども含めて３６の団体さんと組織化しています。 

葛山：伏見区の中でも桃山の地域を中心にということですか。 

中西：こうした事件，事故は地域に限定する必要はないのかなという思いでスタートしてきて

いますが，はじめにみんなで名称を出し合って投票し，開票した結果，桃山にちなんだ「もも

ネット」という名前が当選したんです。ただ，関わってくれている方々は桃山に限らず参加し

てくださっていますので，今のところは伏見というエリアでみています。 

葛山：地域に愛着という意味で「もも」という名前が入っていますが，理念としては狭い地域

にとらわれず，広い範囲でカバーしていこう，ネットワーク化していこうということですね。

団体ができるまではそのような横のつながりはなかったのですか。 

中西：私も詳しくなかったのですが，驚いたことは，ネットワーク化を皆さんに呼びかけ，集

まった時に，その場で名刺交換が始まったんです。同じ地域の中でやっている者同士なのに。 

葛山：施設は知っていてもどういう方が働かれているかということは知らなかったんですね。 

中西：光景としてびっくりしました。 

葛山：その時点で大変意義深い気がしますね。 

亀村：思いや活動に共通点があると，一度つながってからの活動は速いのではないかと思いま

すが，その点はどうですか。 

中西：ものすごく速いです。理念，思い目指すところが同じなので，やり方自体は思い思いで

あっても，悲しい痛ましい事件を地域からなくしたい，ひいては住みやすい地域をつくろうと

いうところが一緒なので，あとはそれに向けてどうやって動くかを話し合いながら柔軟に動い

ている感じですね。 

亀村：具体的にはどんなことをされているのですか。 

中西：現在３つの事業をしています。１つは「居場所づくりチーム」。早期の発見ができる場所

として，地域におけるサロンの運営を５箇所でしています。また，地域の方が独自で運営され

ているサロンにも後方支援という形で関わっています。２つ目は「SOS ネットワークチーム」。

きっかけになった，行方不明発生時のための捜索ネットワークです。警察の側面的支援をこれ

によってできたらなと考えています。情報が入ると一斉に事業所さんと共有し，それぞれの仕

事の範囲内で地域に目を配ります。ちなみにネットワークではオレオレ詐欺の情報が入った場

合も一気に拡散し，さらにそこからそれぞれが持っているネットワークにまた拡散し，防犯に

つなげています。 

葛山：今伏見区で詐欺の電話がかかってきているという情報がスムーズに伝わるということで

すね。速さがいかされるのはすごく安心ですね。 

中西：そして３つ目は子ども１１０番の家の大人版です。困りごとを持った方や，困りごとを

持った方を見つけた方が駆け込める地域の商店など２００箇所くらいに，「つなぐスポットステ

ッカー」というものを貼ってもらう取組をしており，ステッカーを見られた方が駆け込めば必

ず私たちのような専門家につながっていくという流れです。 

葛山：子ども１１０番の家の大人版というのは斬新ですね。 

 

（にじいろプロジェクト） 

佐藤：にじいろプロジェクトは，向島で，障がいのある当事者の方々が発起人となり，違いを

認め合えるまちづくりを目的に，地域住民や福祉事業者などと共に２０１７年７月に発足した

団体です。経緯としては，向島まちづくりビジョンというのがあるのですが，まちの活性化を

目的に，３年前に策定されたものですが，７つの方針のひとつに「誰もがいきいきと生活でき



るまちの仕組づくり」という方針がありまして，そこから暮らし安心ワーキンググループとい

うものが発足されました。障害のある方や高齢者の暮らしを考えていこうというワーキングで

すが，その中で参加している当事者の方が具体的に活動していく団体を作ろうと立ち上げたの

がにじいろプロジェクトです。活動は主に２つ。１つはシネマとトークです。社会問題をテー

マにした映画を鑑賞し，その後コーヒーやお菓子を頂きながらその映画について語り合ったり，

テーマにまつわる話を聴いて理解促進を図るという取組です。これまで身体障害，視覚障害，

聴覚障害，中国帰国者，薬物依存，認知症などをテーマに６回実施してきました。毎回場所を

変えて地域の集会所などをお借りしていますが，今年度に認知症をテーマにした時には，向島

にある５学区すべてから５０人以上の方に参加していただきました。 

葛山：話題の映画を上映されたのですね。 

佐藤：そうですね。『ぼけますからよろしくお願いします』というドキュメンタリー映画で，テ

レビでも紹介されたものですが，認知度も高く，これを観たいとたくさんの方が来られました。 

葛山：５０人以上の方が５学区すべてから。映画館も昔に比べると減っている中で，また，社

会問題を取り上げるような映画の上映会はなかなかないので，身近なところで観られる機会が

あるとなると，観たかったという方が一気に集まったのですね。 

佐藤：講演会となるとハードルが上がりますが，映画だと観にいこうか，お菓子ももらえるし

と気楽に来てもらえるんです。 

亀村：近いからお友達も誘いやすいというのもあるかもしれないですね。 

葛山：参加費は必要ですか。 

佐藤：区民活動支援事業でまかなわせてもらって無料です。 

葛山：無料だしというのもきっかけになるかもしれませんね。 

亀村：行きやすい状況がたくさんあり，そして映画を観て初めて共感できたりするということ

でしょうか。 

佐藤：そうですね。じゃあ地域でどうしていこうかという話を後半のトークで話してもらうの

で，自分でできることは何だろうなと考える機会になるかと思います 

葛山：映画を観た後に参加の皆さんと一緒に，ではこの地域ではどうだろうというお話をされ

るんですね。そこでぐっと身近なこととして感じられますね。 

佐藤：もうひとつの取組は防災のワークショップです。障害のある方や災害時の要配慮者らと

共に考えていこうと，今年度はタウンウォッチングをしました。向島二の丸学区と藤ノ木学区

を，車いすの方や視覚障害の方，杖歩行の方と一緒に避難所までのルートを歩き，この箇所が

段差が多いとか，歩道の端の柵を手すり代わりに持とうとすると今度は端の側道がでこぼこに

なっているなとか，バリアフリーではない環境が分かってきて，それを地図に落とし込みまし

た。 

葛山：資料を見せていただいていますが，立派な地図をお作りですね。 

佐藤：それをこれからどのように活かしていこうかということが今後の課題です。 

葛山：危険箇所に気付くというのは，障害がなかったとしても気付くことはありますが，障害

がある立場でそれぞれの立場から意見を求めるというのはいいですね。 

佐藤：車いすの方では，通路が狭くて入れない場所が公園にあったり，スロープがきつくてこ

わい場所があったり。視覚障害の方では，物があってつまずいて危ない場所があったり。先ほ

どのパトランさんの話を聞いていて，一緒に何かできたらいいなと思うようになりました。 

 

 

 

 



【クロストーク つながり】 

亀村：伏見の「暮らしやすさ」や「安心」に，皆さんの活動がどのようにつながっているのか。

また，先ほど一緒にやってみたいという声も聞こえたように，活動を通してどんなつながりが

生まれるのかなというところまで話していけたらと思います。 

葛山：先ほど佐藤さんからパトランさんに呼びかけがありましたが，どういうことが浮かびま

したか。 

佐藤：向島で一緒にパトランをやってみたいですね。タウンウォッチングをしてみて色んな危

険箇所がわかったので，それらを一緒に見ていただいて，今後どうしていくのかなどを一緒に

考える仲間を作りたいです。 

葛山：パトランチームではみんな走らなくてもいいんですよね。 

内田：そうですね。参加しているメンバーは必ずしもランニングが得意な方ばかりではないの

で，ウォーキングもありますし，場合によってはウォーキングされる方とランニングされる方

にチームを分けて，それぞれの視点でまちを見るということもやっています。私たちの活動は

大きく２つあると思っていて，１つは地域の方への声掛け。挨拶をしながら困っていらっしゃ

る方がいらっしゃったら声をかけながらという活動です。もうひとつは，まちの変化。先ほど

佐藤さんがおっしゃったように，道路が破損していないかとか，街灯の玉が切れていないかと

か，そういったことを見ながら走る活動です。 

葛山：街灯が切れていたりすると誰に言ったらいいんですか。 

内田：大部分は土木事務所が管理しているのですが，京都市には「みっけ隊」というアプリが

あって，３ステップくらいで簡単に土木事務所に報告できるようになっているんです。 

葛山：街灯などの他には何がありますか。 

内田：例えばガードレールがすごくひしゃげていたり，道路に陥没しているところがあるとか。

写真を撮ればそこの住所が入るので，どなたでも簡単にできます。結構早く対応してもらえて， 

受理や調査，結果など分かるようになっています。 

葛山：発見したことがすぐに反映されるとなるとやりがいがありますね。 

内田：私たちは走って初めて分かりますが，例えば佐藤さんたちの活動と一緒にすることを考

えると，こういうところがあるのでという情報を頂けたら，そこをルートに加えたりなどでき

るのかなと思いました。 

葛山：こうなると桃山にも来てほしいですね，中西さん。 

中西：そうですね。是非うちにもきてほしいですね。先ほどお伝えした「つなぐスポット」を

掲げてくれた商店さんや，その他色んな事業所さんをルート上に加えてもらったりなんかする

と，なんだか地域でのゲームとして広げていくこともできそうだなと思いました。 

内田：街中を走るわけですので，走っていると，こういうお店があるとか色んなことが情報と

して入ってくるんですね。だからまちを知るきっかけにもなると思うので，うまく利用してい

ただけると私たちもやりがいが増えて嬉しいです。 

葛山：パトランチームとしてメンバーを増やしたいということもありますから，来てください

という依頼はありがたいでしょうし，その地域で新たに走るチームを立ち上げるというのもい

いですね。 

内田：私たちは自主参加でやっており，定例のランニング以外は時間も場所も決めていません

ので，皆さんのライフスタイルにあわせてやりたいときにやっていただけたらいいなと思いま

す。回数がとか，時間がとか距離がとかやらなくちゃいけないというのは一切なくて，自分が

住んでいる周りをユニフォームを着て走るだけでも大丈夫なんです。 

葛山：普段メンバーの方は一人でも走られるんですね。 

内田：僕なんかはほぼ毎日近所を走っています。 



葛山：自分自身の健康づくりにもつながり，地域の安心安全にもつながり，そしてまちにも貢

献できますね。全国でこの動きはどのくらい広がっていますか。 

内田：今は３８都道府県で，登録していただいている方の数は１８００名。京都は９０名です。 

葛山：京都市内でも，伏見でも色んなチームがあり，他の行政区でも広がっているんですね。 

内田：そうですね。京都駅周辺の南区や観光地の東山区，左京区，あと上京区，右京区，こう

いった地域では毎月１回，伏見と同じような形で活動し，あとは普段それぞれで活動するとい

うのが実態です。 

亀村：ももネットには３６の団体さんが入られており，佐藤さんも向島５学区から人が集まっ

たりとか，皆さん仲間作りが上手だなと思いました。 

葛山：活動年数も，２年目から３年目，３年目から４年目となっていくとだんだん広がるんで

すかね。 

中西：そうですね。ももネットでは立ち上げの段階では１２事業所くらいでした。しかし普段

やらないこと，仕事では得られない達成感，満足感みたいなものがあったのか，皆さんだんだ

んとやることに意義を感じ出して，その人から誰かにつないだり，つながれて来た方が更に誰

かを連れてこられるといった広がりがこの５年間で３６という数字までもっていったという感

じですね。 

葛山：最初におっしゃった，医療とか福祉とか高齢者，認知症の方に限らず，私は子育て世代

ですが，子育てをしていてもそういう地域だと安心な気がしますね。子どもにまつわる施設，

児童館などの施設とのつながりはいかがですか。 

中西：もちろんあります。始まったきっかけは高齢者の痛ましい事件でしたが，活動を進めて

いくうちに，そうした方々が住みやすいまちをつくろうとすると，結果的にそこに関わってく

る全世代，御病気をもたれている方も高齢の方も小さい子も，みんながそこに関わってくるん

です。つながりかなと思います。なので今では世代を超えて全世代対象のネットワークにしよ

うというのが，私からではなく，メンバーさんからの声として上がってきており，それはすご

く嬉しかったですね。 

葛山：向島でもそういうところは同じではないかと思いますね。色んな課題を共有する活動を

されていますもんね。 

佐藤：そうですね。地域の自治会や民生委員さん，区社協の役員の方などとも関わりを持つよ

うになって，徐々に人と人のつながりが深まっていっていますね。自主防災会にも入らせても

らい一緒に地域の問題を考えていくと，互いに信頼関係が生まれていったりということがあり

ましたね。 

葛山：顔が分かるようになるとどんどん広がってきますね。 

亀村：向島には留学生の方も多いので国籍も豊かですし，障害に対する意識も高く，また，最

近ではスポーツを楽しむ子ども達の姿も見られたりします。色んな違い，暮らし方を見ていく

と，だんだん性格の違いみたいなのとそんなに違わないなと，それでみんな一緒に暮らしてい

るんだなと感じますが，活動していてそう感じられることはないですか。 

佐藤：それは感じますね。今，元向島中学校の跡地を地域で利用できるようになっていますが，

そこで利用している団体は留学生から子どもまでいて，たくさんの子どもが体育館に集まって

バスケットをしたりしている姿が見られます。 

亀村：人生では歳と共に変わることってあるかと思います。体力だったり。今の話を聞いてい

ると，健康でも病気になっても大事なのは，ここなら私はずっと安心できると感じられること，

そういうまちだといいな，寂しくならないといいなとそういうふうに感じますね。 

 

 



【クロストーク 苦労】 

亀村：地域に根差した活動をしていく中で，続けていくことの苦労や乗り越えたいところがあ

れば話してみたいと思います。 

葛山：これは本日集まっていただいた３団体だけでなく，他の活動団体にも通じるところがあ

るかと思いますが，いかがでしょうか。 

内田：パトランでは拠点づくりですね。場所と，そして地域でコンスタントに活動してもらえ

るリーダーさんをどうやって見つけていくかというところに苦労します。ほんとに御縁とタイ

ミングかと思いますので，見つかるまでは元のメンバーが一生懸命そこの地域を盛り上げてい

くという，そういうふうになっています。 

葛山：活動地域も広げていきたいですもんね。 

内田：パトラン JAPAN は全国でやっていますが，京都では２年くらいで，先ほど９０名いる

といいましたが，普段どれだけの人が活動しているかというとそれほどではなく，この伏見の

地域でもパトランの人だと認識してもらえるにはまだ程遠い存在かと思います。 

葛山：赤いユニフォーム目立ちますけどね。 

亀村：１回見たら忘れないですね。 

葛山：そうですね。ああここ走ってはるんだとなりますね。 

内田：それを広めていくのは時間がかかりますし，今日お集りの他の団体の方とご一緒させて

いただく機会なんかも増やしていきたいです。そのように時間をかけて焦らずにやっていくこ

とが大切なのかなと思います。 

亀村：佐藤さんはどうですか。 

佐藤：運営に携わってくれる方が増えないというところが苦労していますね。観には行くけど

運営にはと。 

葛山：そうですね。それは私もそうですし，他の区民活動支援事業の団体さんでも，一人でや

っているんだ，誰かに渡したいけどこれだけたくさんのことを誰かにポンと渡すことはできな

いんだと，そういう声を聞いたことがあります。どの団体にもあるかもしれませんね。中西さ

んはどうですか。 

 中西：ももネットでは，立ち上げのメンバーはそもそも共通するところがあったので，その意

味ではやりやすかったのかなと思います。ただ時間がたってくるとリーダーもそうですが，リ

ーダーを理解する理解者がとても大事なのかなと思います。リーダーをサポートできる理解者

がいないとムーブメントの起こり方も全く違うような気がしましたね。 

 葛山：そうですね。ひとりのお山の大将の力では限界もあり息切れもあるので，パトランさん

がおっしゃった，リーダーを育てるということと，そしてチームワークで支えるということの

両面が大事ですね。 

 亀村：でもみなさんはネットワークを作ることはとても上手そうですね。 

 葛山：苦労がある，課題があるということは次に取り組むことがあるという継続のモチベーシ

ョンにもつながるのではないでしょうか。 

 亀村：地域の方との日頃の付き合いもあるかと思いますが，声をかけて，こういう部分だった

ら手伝うよと言ってもらえることはありますか。 

 佐藤：そうですね。テーマ毎に協力してもらう団体を変える時もあるので，その時はその団体

の方に協力してもらったりしますね。 

 葛山：誰かに相談すると道が開けることはありますね。 

 亀村：そうすると歯車がカチッとあったりすることもありますし。 

 葛山：亀村さんもまちづくりアドバイザーさんですし，頼りにしています。 

 亀村：頑張ります。 



  

【結びに】 

葛山：色々とお話をお聞きしてきましたが，現在活動している他の市民活動の団体，また，こ

れから何か活動してみたいと考えておられるラジオの前の方にとっても参考になるお話があっ

たのではないかと思います。今日お越しの３団体の皆さんに，これからの話を聞いておしまい

にしたいと思います。これからの抱負や楽しみにしていること，期待していることなど。まず

はパトランの内田さんいかがでしょうか。 

内田：防犯活動では，軽犯罪の件数を減らすというところは警察が担うわけですが，もう一つ

「体感治安」というものがあります。これは犯罪の件数云々よりも，まちに住んでいて安心で

きるか，安全かという感覚，これを私たちが活動することによって高めることができるかと思

いますので，今日お会いした団体の方々とも今後何かしら活動を御一緒させていただける機会

があれば結果として体感治安も上がりますし，どんどんこういう輪を広げていきたいなと思っ

ています。 

葛山：ますます広がっていきそうな気がしてわくわくしますね。続いてももネットの中西さん

いかがでしょうか。 

中西：やはり，ここに何が足りないのか気付いた人が動き出していくものだと思うのですが，

先ほどの続きではないですが，それを支える理解者が近くにいればより１歩進みやすいかと思

います。今日ここに来られた皆さん自身も，その活動はいずれの自分に返ってくるのではない

かと思います。私自身も歳をとった時に，いずれ認知症になるかもしれません。でもなっても

いいかなと思えるまちをつくっていきたいので，つながりイコール豊かさかなと思いながらこ

れからもやっていきたいです。 

葛山：にじいろプロジェクトの佐藤さんいかがでしょうか。 

佐藤：シネマとトークを継続し，多様性を理解してもらうということを続けていきたいです。

色んな方が地域にいるということを知ってもらえたら，災害時や緊急時に避難所などでお互い

協力し合える関係性がつくれるのかなと思います。色んなテーマをするので，それにそって地

域の方に来てもらえたらなと思います。 

葛山：そうですね。気楽にね。新年度にはまた新たな動きが色々生まれてくると思うので，大

いに参加してもらえればありがたいですし。そして内田さんのところは一緒に走る仲間を探し

ていらっしゃいますし。 

内田：そうですね。第３火曜日，伏見港公園です。 

葛山：亀村さん，番組いかがでしたでしょうか。 

亀村：楽しいお話で，一緒にやろうという前向きなエネルギーを頂きました。趣味とかは人そ

れぞれだと思うのですが，先ほど佐藤さんも関心のあるところに来てくださいと言われたみた

いに，まちづくりの入口も自分の興味関心からかと思います。そしてその多様さが伏見にはあ

るので，ラジオをお聴きの皆さんも，自分の好きなところから始めてみて，それが伏見でやり

たいことにつながったらいいなと思います。 

葛山：つながりを持っていくと顔が分かるので，ご近所さんに顔が分かる人が増えるというこ

とはほんとに安心安全ですよね。今日はたまたまこの３団体にお集りいただきましたが，ここ

でもコラボレーションが生まれそうです。もっともっと色んな団体が一堂に会すと，もっと色

んな動きが生まれそうですね。 

亀村：そういう場づくりというかそういう場面が伏見で生まれるようにきっかけづくりもした

いなと私自身は思います。 

葛山：ラジオをお聴きの皆さん。伏見のまた色んなところでまたお会いしたいと思います。 

 


