
第 1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 1月 24日（月）１７：３０～１９：１５ 

○場所 公民館 2階会議室 

○出席委員 

細谷委員・黒田委員・関委員・佐藤委員・三上委員・高橋委員・宮崎委員・藤原

委員・川野委員・木津谷委員・佐々木委員・菅原委員・野原委員・大河内委員・

三戸委員・杉田委員・秋元委員・今野委員・(欠席)高橋委員・坂本委員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・田辺教授・岡田准教授・同大学院生畠山氏 

○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 

  山川事務局長・塚田係長 

 

○議題 

（１）自己紹介 

（２）役員選出 

（３）地域福祉計画について 

（４）市民アンケート集計結果報告 

その他（１）日程確認 

 

○資料配付 

 １～２４ページ 

 

○荒岡課長 

定刻になりましたのでただいまから第１回歌志内市地域福祉計画策定委員会を開

催いたします。 

はじめに。泉谷市長からご挨拶申し上げます。 

 

○泉谷市長 

本日は、寒い中、また、夕食時の貴重なお時間にもかかわりませず、「第１回歌志

内市地域福祉計画策定委員会」にご出席いただき誠にありがとうございます。また、

杉岡教授をはじめ、北星学園大学の皆さんにも、たいへんご多用の中ご出席頂きお礼

申し上げます。 

 皆様には、各団体からのご推薦、また、公募による委員として、ご承諾して頂きま

したことに厚くお礼申し上げ、本日、委嘱させていただきます。 

私は、平成 22 年度の市政執行方針におきまして、すべての市民が住み慣れた地域



でともに支え合い、安心して暮らすことのできる地域社会を実現するため、市民との

協働による「歌志内市地域福祉計画」の策定に着手することを掲げさせていただきま

した。 

この地域福祉計画は、地域福祉の推進役である市民の皆さんの参加を得て、地域の

要支援者の生活上の解決すべき生活課題とそれに対応する必要なサービスなどを明

らかにし、みんなで支え合う仕組みを作るものです。 

杉岡教授のご協力を頂きながら、昨年１１月から１２月にかけて行った、「福祉の

まちづくりのための市民アンケート」には、市民の皆様が抱える様々な課題などが示

されております。 

この課題を地域の皆様と共有しながら地域における支え合いの仕組みとして「地域

福祉のネットワーク」が作られ、「健康で心ふれあう地域福祉社会」を実現するため、

今後とも委員の皆様のご尽力を賜りますようお願い申し上げ、第１回歌志内市地域福

祉計画策定委員会のご挨拶とさせて頂きます。 

どうぞよろしくお願いします。 

 

○荒岡課長 

 泉谷市長は、このあと所用がございますので退席させて頂きます。 

 

○荒岡課長 

それでは、ここで第１回目の会議でございますので自己紹介をお願いしたいと存じ

ます。 

（座席自由のため、端から順次自己紹介） 

 

○荒岡課長 

 役員選出に入ります。選出方法ですがいかがいたしましょうか。 

（会場より事務局一任の声あり）  

事務局一任との声がありますので、ご指名させて頂きます。委員長には、町内会連

合会会長であります宮崎委員を、そして副委員長に今野委員をご指名いたします。い

かがでしょうか。 

（会場より異議なしの声があり） 

 

○荒岡課長 

それでは、宮崎委員長よろしくお願いします。 

 

○宮崎委員長 

今ご指名頂きました町内会連合会の宮崎です。また、副会長には今野委員さんが選

任されました。よろしくお願いします。それから皆さんご存じと思いますが、北星学

園から杉岡先生をはじめご出席して頂いております。皆さんの知恵をお借りしながら



何とか作成していきたいと存じますのでよろしくお願いします。 

それでは、協議事項（３）の地域福祉計画について、趣旨説明とスケジュールの確認

ということで事務局よろしくお願いします。 

○事務局虻川主幹 

 それでは、趣旨説明につきましては、本日ご出席頂いております岡田先生の方から

ご説明して頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

○岡田先生 

岡田でございます。それでは、今回の地域福祉計画の趣旨説明をしていきたいと思

います。ちょうど二か月前にここで私の方から歌志内市の地域福祉計画とまちづくり

についてお話しをさせて頂きまして、その折に参加して頂いた方については、あのと

き話したことと、少しおさらいしながら、今回の計画づくりの趣旨説明をさせて頂き

たいと思います。後ほど、秋に行われたアンケート調査の結果をご報告させて頂くの

ですけど、それと今回の計画づくりは非常に密接に関係しております。ただ、今回の

調査というのは、全世帯に対して、ご回答頂いたのが１０％程度ですので、まあそれ

がすべてを表しているかどうかは、多少のずれがあると思いますので、その辺につき

まして皆さんの実感、体感している地域の問題とずれがあるかどうかというところを

是非、後で教えて頂きたいということと、データーを解釈・理解していく上でここに

住んでいない我々にするとわかりづらい点がございますので、その辺を教えて頂けれ

ばと思います。今回の調査の結果につきましては、私どもも、３年４年と関わらせて

頂いて、いろんなお話を聞かせて頂いて、歌志内の大きな課題については、例えば買

いものであるとか、除雪であるとか、医療の問題であるとか、交通の問題であるとか

を感じているわけですけども、今回の調査でもその辺が皆さん共通してご指摘頂いて

いる点で、ようやく実証的な結果として、少しはっきりものが言えるのかなと思って

おります。そういった中で、今回報告させて頂く内容は、６つの地区に分けての比較

の報告になるわけですけども、実際に調査では２２の地区で、地区別でわかるように

アンケートを行っておりますので、そういったことについても皆様からの情報提供を

頂きまして、その中で分析を進めていきたいと思っております。今後、地域福祉計画

をどう立てていくのかということについては、市全体の計画である一方で、地区ごと

の計画になっていく。そうしていかないと結局、それぞれの地区の必要性と言います

か、課題に応えていけないと思いますので、今後、計画づくりをしていく上では、地

区ごとの計画づくりというものを頭に入れていただければと思います。その際にそれ

ぞれの地区ごとに、やはり目標の設定というものが必要になってくると思います。地

区ごとに課題が違ってきますので、そういった目標を設定していき、また、その担い

手に誰がなっていくのか。担い手に誰がなっていくのかということは、当然住民とし

ての担い手となってきますけども、これは、住民だけでも、町内会だけでも、出来な

いことですので、やはり公的なもの行政ですとか、あるいは、いろいろなサービスを

提供している事業者、そういったところが組み合わさって相互を補いながら進めてい

く計画だと理解して頂ければと思います。そして、この担い手を明らかにしていきな



がら、どういうプロセスでこの計画を進めていくのか。当初の計画はおそらく５年計

画となると思いますけども。単に５年の計画ではなく、１０年とか２０年とか先を見

通した中で歌志内市をどうしていくのか。その地区をどうしていくのか。維持してい

くのか、変えていくのか。そういった部分についても皆さんに後検討して頂ければと

思っております。その地区ごとの計画というものと、そして、市全体としての計画と

いうものの整合性を図りながら進めていくわけですけども、ただ、地区ごとの、独自

の内容というのがございますので、そういったものがどんなものなのか、ということ

を市全体と同じようにしなければいけない、というのではなくて、それぞれの独自性

というものをはっきりさせていく方が、良いかと思っております。その部分をどうや

って受け止めていくのか、ということも今後の話し合いになっていくと思っておりま

す。そして、おそらくは、皆さんが実感している部分とアンケートの結果とは、かな

り一致してくると思うのですけども、そういった目標がはっきりしていますので、あ

とは、どういう方法でというのは今後検討するとしても、実行あるのみじゃないかと

思っております。そして、前回１１月２２日に私が、お話しさせて頂いたことで、少

し付け加えてお話しさせて頂きますと、やはりこういった地域計画を立てていくとき

に、そのなんといいますか。当番だからとか、役に当たっているからとか、そういう

風になっちゃうとなかなか難しい。その方がたまたまおもしろがってくれる方だと良

いのですが。義務的な、すごくしんどいなと思っている方がやっちゃうとなかなかう

まくいかないという事がありますので、実行して頂く方については、やはり、自分が

おもしろがってくれる方を探す「手上げ方式」で、主役の人を一人二人三人くらい見

つけていきながら進めていくのも一つの方法だろうと思います。それと、地区ごとの

目標ということについても、優先順位をつけて頂いて、出来そうなところから進めて

いく、かなり重たい課題もあると思いますが、それは数年計画で考えて頂いて、まず

一つでもいいから１年で何か達成していくという形で、その地区の住民のパワーとか、

ノウハウを積み重ねていくということで力をつけていくということが、プロセスの中

には必要だと思っております。そして、今度は具体的にどこからやっていくといいの

かということは、漠然としてしまうわけですけども、そういったところは、歌志内に

も事業者さんが入っているわけですから、すでに事業者さんが支援に入っていらっし

ゃる介護の問題ですとか、障害の問題とか色々とあると思うのですけども、一人一人

の生活を支えるという部分から、その地域に連帯、共通していくということで、地域

全体として共通していく課題の中で具体的なケアプランというものがあって、そこに、

どう地域福祉活動を進めていくのかという部分で考えて頂くと、非常に個別の問題も

わかりやすくなってくるし、共通する部分も地区ごとに支えていく仕掛けをどうして

いくのかを考えていければ良いのでないかと思います。もう一つ、やはり、地区の活

動というものが目に見えやすい仕掛けとか、範囲というものをやっていくことが、今

後入って頂く方の協力も得られやすいのではないかと思います。そしてもう一つは、

今までも個々にご参加して頂ける方は、町内会の運営とかでいろいろとご苦労があっ

たと思うのですけども、やはり、いつも支援する側、いつも支援される側という固定



した関係ではなくて、それぞれの人が時には、支援をする側、ときには支援を受ける

側、という役割が変更できると思いますので、そういったことも取り入れながら、住

民が楽しい、おもしろいなというような環境を作って頂ければなと思います。そして、

今回の調査の結果では、非常に若い人たちの回答が少なかったのですけども、今後は、

若い人たちの参加というものも、非常に必要になってきますので、そういった部分で

は、若い人たちが育っていく、やはり子どもたちもうまく巻き込みながら計画を進め

ていけると、少し活気が出てくるのではないかなと思いますし、将来、そういった人

たちが、町内会の活動ですとかいろんな支援の担い手に育つ可能性もございますので、

それを含めて進めて頂ければなと思っております。これは、あくまでも地域福祉計画

でありますので、高齢者の計画ではないということをご理解して頂きながら、まち全

体をどうやっていくのかということを、今日をスタートとしてご検討して頂ければと

思っております。どうぞよろしくお願いします。以上です。 

 

○虻川主幹 

それでは、スケジュールの確認です。 

資料の３ページをご覧ください。歌志内市地域福祉計画策定までのスケジュールが

あります。スケジュールは、昨年の４月から始まっております。一番左から庁内プロ

ジェクト、教育機関との調整、住民との連携、社会福祉協議会との連携とあり、月単

位のスケジュールを表したものです。 

本日は、地域住民との連携の欄の 1月で、策定検討委員会開催にあたります。 

４ページをご覧ください。この策定委員会は、計画案策定の１０月をめどに会議を

開催していきたいと考えております。策定した計画を市民の皆様に公表し、平成２４

年度から計画を実施したいと考えております。先ほど岡田先生から、お話のあったと

おり、地域福祉計画は、地域福祉ネットワークの構築が主なもので、計画の実施は、

日頃の地域のつながりそのものが、計画の実施そのものになると考えております。ま

た、社会福祉協議会との連携では、この地域福祉計画と密接に関係してくる社会福祉

協議会の地域福祉実践計画を合わせておりますので、連携しながら策定することとし

ております。庁内プロジェクトは、市役所内のプロジェクトを示しています。教育機

関との調整は、本日ご出席頂いております北星学園大学との調整を考えております。 

 

○宮崎委員長 

 それでは、（４）市民アンケートの集計結果の報告をお願いします。 

 

○北星学園大学院生 畠山氏 

 （畠山氏より集計結果を問１から説明。問５の集計結果は文珠地区のみのデーター

をグラフにしていたため全体のデーターに修正） 

 

○宮崎委員長 



それでは、アンケート集計結果報告に対する質問をお受けします。何かございませ

んか。 

 

○菅原委員 

アンケートの集計結果は各家庭に伝わっているのか。 

 

○宮崎委員長 

まだ公表していません。 

 

○菅原委員 

アンケートの回答は何パーセントくらいであったか。 

 

○虻川主幹 

失礼しました。一番初めにご説明をすべきでした。アンケートの結果につきまして

は、11月号の広報にて全戸配布させて頂きまして、ご回答頂いたのが２５４通、回収

率は、１１．９％になっております。今ご説明したものが、１１．９％の方から回答

して頂いた中身となっております。 

 

○三上委員 

アンケートを答えた方なのですけど、その中で車の免許を持っている方はどれくら

いいたか。わかりますか。これを見ますと 75 歳以上の方が非常に多くて、何処かに

行くと云うことが非常に困っていて、車の免許を持っていた方がいけなくなったのか、

ほとんど持っていないのか。それでどうだったのかと思いまして。 

 

○荒岡課長 

設問の中には、その項目はございません。基本的にアンケートは、高齢者対象じゃ

なくて、市民全般にわたっての設問としております。これからこの資料を基に策定委

員会の部会という形で地域に降りていきまして、再度、これをベースにいろんな懇談

会などで情報を得たいと考えております。 

 

○杉岡教授 

今の免許を持っているかどうかに関連しては、たまたま、昨年度ですね、会館に集

まって頂いた方とか、市内で協力して頂いた方150人くらいいると思うのですけども、

その方々に週何回くらい出かけて、どういう交通手段で、どういう所に行っているか

とか、どこの病院に行っているかとかというものを地域の選択も入れてまとめたもの

がありますので後ほどお示しさせて頂きたいと思います。 

 

○宮崎会長 



次回に渡したいと思います。 

 

○佐藤委員 

このアンケートに答えた年齢構成というのは。 

 

○宮崎委員長 

問１９です。 

 

○佐藤委員 

問１９にありますけど、この中で、75歳以上の回答率が多かったと思うのですけど

も。この 75歳以上の方で最高齢の方というのは、わかるでしょうか。 

 

○杉岡教授 

それは、75歳以上の所に丸をつけた方です。 

 

○三戸委員 

１１％位ということですので、正確な数字は、なかなか出てこないと思いますけど

も、何処もこのような感じでないかと思うのですけども。先生方でほかの地域でこの

ような形のアンケートを採ったことはありますか。 

 

○杉岡教授 

今回、歌志内市の皆さんにアンケートを行ったのはですね。昨年実施した札幌市の

もみじ台地区の高齢者に対するアンケートと今年札幌市で９月末に 6千人を対象に市

民アンケートを行いまして、３千人が回答したものがだいたい半分くらい一緒になっ

ておりますので、札幌市のアンケートの報告書が出ましたので、次回にそれもご紹介

できると思いますので、合わせて比較して頂くとわかると思います。 

 

○三戸委員 

もう一つよろしいですか。札幌市のアンケートが６千人ということでしたけども。

歌志内は、65歳以上が４０％を超えているような地域ですので、大きな都会とは比較

にならない点があると思うのです。町内会連合会でもいろいろ行っておりますが、基

本的には、町内会の再検討ですとか、町内会の役員のなり手がいないとか、いろいろ

な問題を抱えている中で苦労されているのですが。杉岡先生の方で歌志内の地域を回

って歩いた中で大きく６つですか。基本的には、町内会２２ありますので。町内会っ

て意外に町内会の活動は色々するのですけど、隣の町内会との結びつきが、背中合わ

せでも情報が入らなかったり難しい面もあるのです。そのような中で杉岡先生は、い

ろいろなところに行かれた中で、そのようなことを感じたことはなかったですか。 

 



○杉岡教授 

今いろいろとお話いていただいた中で、町内会というのは、いわゆる任意団体でし

て、思い思いにその地域の関係者が集まって運営されているので、確かに回覧版もそ

の地域の中だけしかありませんし、話し合いも地域の中だけで行っている。まったく

横の町内会とのつながりというのがない。例えばお祭りのようなものを一緒に行うの

であれば関連してくるのですけども。ほとんど町内会単位ではつながっていないとい

うのが実態でないかと思います。ただ、今高齢者の割合が４０％で札幌は２２か２

３％位まで来ていますが、実際に札幌市内の地域の調査を行っても、だいたい買い物

に行くのが大変だったり、病院に行くのが大変だとか、除雪が大変だとかだいたい似

たような問題が指摘されておりまして。あまり歌志内だからという感じではなくて、

札幌でもいろいろと生活するのが大変だということがあって、介護が必要になったと

きに、外出しづらいという意見もありますので、わりと人の生活というのは、限られ

た場所で生活しておりますので、問題もやはり共通してくるものが多いのではないか

なと思います。ただ、特別違うのは、近所の方に困っている方がいるというのをわか

っている人が歌志内はかなり多いのです。５割以上の方が近くに困っている方がいる

というのをわかっている。札幌の場合は、３％とか、隣近所のことは全くわからない

というのがほとんどですが、こちらは、それだけ地域のことを一緒にやりたいとか、

話し相手になりたいとか、そういう特徴がはっきりしていると思います。 

 

○高橋委員 

先生にお聞きしますが、歌志内市の年齢のこともあると思うのですが、アンケート

の回答というのは、どうしても 65 歳以上に集中していると思います。この地域福祉

計画というのは、子どもさんから含めて、若い方から吸い上げる必要があると思うの

ですが、ほかの地域ではどうでしょうか。 

 

○杉岡教授 

若い人たちのアンケートということではですね。美唄市で取り組んだのが、小学生

とか中学生のグループに呼びかけして、小学生に発信させて、これからどうしたらい

いかとか、どんなことが出来るのかということで、子どもたちが意見を出し合うとい

うことをやっている。今回私たちも小学校の方に子どもたちを集めて話をさせて頂き

たいと申し込んだのですが、時間的な調整が出来ないということがありまして、交渉

がうまくいきませんでした。やはり小・中学生に聞くものとか、子育てを行っている

方々を中心に集まって頂いて具体的に話を聞こうかとか、テーマ別に呼びかけして集

まってきて頂いて、高齢者の問題だけでなく、うまく取り込めるように工夫していく

といいと思いますし、この地域福祉計画のテーマについても、どういうテーマでお話

し合いしたいかというものも皆さんにお伺いしておりますので、それをグループに分

かれて、５・６人ずつに分かれて、このことについて私たちの部会で話し合いたいと

いう希望を募って話し合うことも考えられるのではないかと思います。 



○川野委員 

このようなアンケートの回収率１１．９％というのは、並なのですか少ないのです

か。 

 

○杉岡教授 

郵送調査というのは、だいたいパーセントは多くないのですよね。でも、だいたい

３０％から４０％あるとそこそこと云うことになると思うんですけども。パーセント

だけの話をしてもしかたないので、地域での懇談会を入れたり、呼びかけをして別な

グループで集まるとかいろいろな方法で意見を集約して、かつ、やはりアンケートに

答えてもらえないという現実もですね、地域のいろんな問題を反映していると思いま

す。アンケートが難しかったということもあると思うのですが、例えばポストに出し

に行くのが大変で、広報に配られても回収してもらわないと郵便で出せないというよ

うな事もあるかなと思いますのでそれはいろいろと工夫してはと思います。 

 

○細谷委員 

全戸配布で、先生がおっしゃれたようにポストに投函するのが大変だというのです。

それが、回収率の低さに表れていると思います。それから、全体的にこのアンケート

の結果というのは、民生委員児童員協議会の抱えている問題がほとんどで、除雪だと

か買いものだとか、そういう悩み相談という部分の比重が大きいと思っております。 

 

○秋元委員 

各地で取り組んでいると思うのですけども、先生から見て、道内、日本国内、外国

で先進的な街というのは、どのような状況なのでしょうか。 

 

○杉岡教授 

高齢化の問題にどうやって取り組むのが、いちばん重要なのかというのはですね。

全国的にはですね。地域包括ケアという話題があるのですけども。私は、地域の中で

ですね、健康作りなどもそうなのですけども、どういう風にして、いろんな問題を受

け止めながら解決していったらいいのかということで、住民が健康作りをする活動に

どうやって取り組むのかというのは、食生活の改善に関するグループを作って、たと

えば弁当をなるべくとらないように改善委員会で提案するとか、健康診断を受けるよ

うにみんなで呼びかけるとか、住民のグループがやっているのが、長野県で多い。そ

れと、リハビリの取り組みをやるためには、リハビリの関係者に協力してもらわなけ

ればならないので、たとえば脳卒中で入院して退院した後にですね、そのホローをど

うやって行うかというのは、福島あたりでは、病院が患者のグループを作って、いろ

いろと退院後の生活をサポートするというのをやっています。あと、病院の協力が得

られる地域の所は、病院を中心に街作りを進める所もあります。広島県にある泉町と

いう所は、病院の院長が中心となって健康作りをやるという仕組みもあるんですよね。



そうすると、例えば、歌志内では、福祉施設がたくさんありますし、専門スタッフが

光生舎には、いますので、また、勤医協もありますし、医療関係ですとか、リハビリ

に関係のあるものですとか、専門家をサポートして、相談する仕組みですとか予防的

な活動への取り組みというのは、結構作っていけるのではないかなと思います。あと、

学習活動とかというのも当然重要な要素になってきますので、それに対するサポート

をどうすればいいのか。ニーズを少しずつ受け止めて、うまく吸収できるようなもの

を行っていくのが基本になってきますので、それが一つ大きな柱としてあるのですけ

ども、やはり、このように高齢化がものすごいスピードで進んでいるところは、行政

の役割をどうするかという所も、いずれ考えらさると思うのです。行政に全部お任せ

してきているというのは良くないというので少しずつ民間でやらなければならない

とか自主的にということになるのですけども、それを今回、行政がどういうように将

来作っていったらいいのかというものを、先ほど岡田先生も地域ごとに、将来どうい

う生活をしたいかというのをみんなで話し合って、必要なものをみんなで話し合って

取り組んでいこうと、そういう話し合いの中で行政との協力というのも出てくると思

うんです。ですから、これから実際に自分たちで提案して問題解決をするような仕組

みを作るということは、基本なのではないかなと思います。地域ごとにやはり、力の

ある社会福祉法人や病院とかですね、住民活動ですとか、いわゆる社会教育に熱心な

人ですとか、分野ごとに専門の人がいっぱいいますので、この辺は、歌志内市は、い

ろんな分野で活躍されている方がたくさんいますので、人的リーダーやまとまりが結

構大きいのではないかと思っております。ぜひ個々で話し合いを深めていくことで解

決できると思うのですけど、岡田先生も田辺先生も介護に詳しいし、先進的な自治体

も知っていると思いますので、岡田先生と田辺先生からおすすめ情報をお願いします。 

 

○岡田准教授 

北海道ということになりますとまだ、来て３年なので具体的にまだ身近に感じてい

るところはないのですが、私は、大阪でずっと活動しておりましたので、その話をさ

せて頂きますと、私は阪神大震災を体験して、そして、新潟県の中越大震災を調査し

ていったんですよね。その中で、新潟での地震では、かなり、隣近所の活動が一番有

効だったということがわかって、それを大阪に戻って、社協だとかの講演会で話をし

てくれということで、あちこちで話をしていくと、そこで聞いていた町内会の人たち

が、私に来てくれという形で、本当に小学校区のある町内会に行ったんですよね。そ

こから、大阪は災害が地震よりも水害が多いのですね。そういった部分でどうしたら

いいのかという事を一緒に考えてくれてですね、町内会初の取り組みをしたのですね。

そこで私、2年間関わって、その後、北海道に来てしまったので、その後の活動には、

参加できないのですけども。実は、そこの町内会の活動が、住民活動としては、大阪

市では初めてだったのですね。そういう防災計画を作るというのは。そこであちこち

から視察も来るくらいで、非常に注目をされているようなのですけども。つまりは、

住民達が、自分たちで何とかしないといけないと思ったわけで、しかし、その方法が



わかんないという形で私が呼ばれたわけですけども、一番そのときに、町内会の人た

ちが、これからの活動の中で壁にぶち当たった部分で、例えば、個人情報保護の問題

をどうするのだとか、いろんな事があったのですよね。そうなると私がこういう風に

すればいいんじゃないかという形でアイディアを提案することで、それであればうま

くいくわということで、わりとコンセンサスを受けていけたわけなのですね。それぞ

れ皆さん何とかしなければいけない。こういう問題に取り組んでいかなければならな

いという共通しているのですけども、引っかかる部分は個人個人違うのですよね。そ

こを少しずつ少しずつ、そういう問題があるのですけど、やって行かなきゃしょうが

ないよねということでコンセンサスを受けていき、そして出来るところからやってい

きましょう。全員でやりましょうといっても絶対うまくいきませんので、手上げ方式

でやろうと思う人からやっていきましょう、参加したいと思う人だけ進めていきまし

ょうとやったら一気に300人くらいの人が災害時のリストに自分を載せてくれと手を

上げたのですね。だれもそんな３００人もくると思っていなかったのですけども、そ

の中には、子育て中のお母さん達にも実は私たちもそういうのがあったら心配なので

す。リストに加えてくださいというふうに向こうから来たのですね。やはり皆さんが

共通に不安を持ってらっしゃるので、まず、動き出すことが大事なのだと大阪では感

じました。大阪の女性はすごいパワーを持っているのですね。女性が私の話を聞いて

それはおもしろそうだとか、やろうといってくれるとすごく動くのですけども。それ

が北海道に来てだいぶん雰囲気が違うなと思っているので、そこをどうしていこうか

なと私自身が課題を持っているのです。 

 

○田辺教授 

お二人に話をして頂いて、もうあまりないのですが、私が見てきたのは、和歌山と

か島根県の方で見てきたのですけども。やはり高齢化が進んでいる街ではですね。や

はり介護を中心にして街作りをしていくところは、最近ちょっと増えていますね。先

ほど杉岡先生もおっしゃっていましたけれども。社会福祉法人の力のあるところが中

心となってですね。例えば高齢者の介護だけではなくて、社会福祉法人が作ったグル

ープホームとか、小規模多機能施設をですね。例えば、保育所とか学童の子どもたち

も使えるようにしたり、近所で何か NPOをやって、いろんな活動している人たちにも

貸し出しをしたり、いろんな人たちが出入りする場所を作ったりですね。それからそ

ういう住民のなかでいろんな事をやりたいといっている人たちを行政がバックアッ

プして取り入れて、といったことが最近増えていると感じています。ですから、今ま

で、介護であれば、介護で高齢者だけの問題として取り上げるのじゃなくて、いろん

な、ほかの若い世代の活動なんかも一緒に、一緒にするのもどうかという考えもある

と思うのですが、お互いいろんな活動を増やしていく中で、街の活性化を図っていく

という方法を是非考えて頂ければいいなと思います。それで、私も基本的にはですね、

住民の皆さんが、地元でこんな事をやりたいというのをぜひ、言っていただいて、そ

れを実現するための仕組みを考えて頂くというのが、一番いいのじゃないかと思いま



す。歌志内も行政の方もがんばっていますけども、なかなか行政だけに頼っていても

進まないことはあると思います。 

 

○宮崎会長 

ありがとうございます。やはり行政だけに頼ってはだめである。住民も一体となっ

てですね、地域ごとにボランティアなりをやっていく必要がある。高齢化もまもなく

５０％近くになってしまいますので心配だと思います。地域ごとに活力を入れながら、

そして、行政と一体になりながら協動でやっていかなければならないと思います。 

ほかに何かございませんか。 

それでは、その他について事務局よりお願いします。 

 

４，その他 

開催時間については、第１回目と同様に５時３０分とする。 

また、２月３月の開催日は、北星学園大学と調整し決定する事とする。 

 

※次回以降は、資料を事前に配布して頂くよう要望有り。 

 

 

【終了１９：１５】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【以下北星学園大学畠山氏記録】 

 

○ 策定委員会にて 

今後必要な作業 

・ 運転免許の保有率（外出の動向を左右する）…今回の調査では把握していないが、以前に外

出先と交通手段について今後報告予定 

・ 配付資料「歌志内市地域福祉計画の策定へ向けて」について…別途要説明 

 

質疑の内容 

・ アンケートの配布数、回収した数、回収率の把握 

・ アンケート内容が難しく、理解ができない人も多かった。 

・ 最高齢者…具体的な年齢は把握していない。 

・ 回答者は高齢者が多かったため若い世代（子育て家庭、小・中学生の意見）の回答が反映さ

れていない…回収率 11.9%、回答者の約 65%は高齢者であったが、地域福祉計画は高齢者の

ためだけの計画ではない。各地区での懇談会やテーマ別（その場合はそれぞれ 5～6人のグル

ープを設定して話し合う）に意見を聞ける場や機会を設けて対応。美唄の事例紹介。市全体

の計画から地域のレベルでそれぞれの地区の状況を考慮された計画の立案が大切。 

・町内会自体の活動は活発におこなわれているが、横のつながりがない現状 

・他の市町村や海外の高齢化の状況から参考になるまちづくりの例はあるか？…札幌市の地域福

祉計画アンケート、もみじ台地区でのアンケート、大阪府での住民らによる活動についての紹介

→地域包括ケアの確立として医療やリハビリテーション、社会福祉など各専門職がニーズを受け

止める相談体制をつくること、行政がいかに住民と協力するか、住民が自分たちで提案し解決す

るしくみづくりの必要。 

 


