
第２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２月８日（火）１７：３０～１９：００ 

○場所 公民館２階会議室 

○出席委員 

宮崎委員・今野委員・黒田委員・関委員・佐藤委員・高橋委員・川野委員・木津

谷委員・佐々木委員・三戸委員・杉田委員・秋元委員 

【欠席】高橋委員（院長）・坂本委員・細谷委員・三上委員・藤原委員・菅原委員・

野原委員・大河内委員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・大学院生佐藤氏・同大学生２名（鎌田・西沢） 

○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 

 

○議題 

（１）地域課題についての話し合い 

 

○宮崎委員長 

 皆様、お忙しい中お集まりいただきありがとうございます。本日は第２回目となり

ます。早速ですが、前回のまとめということで、北星学園大学の杉岡教授よりお願い

します。 

 

○杉岡先生 

前回いろいろとご質問を頂きました。それを整理したものを用意しました。皆様方

から出して頂いたアンケート用紙の結果と札幌市でも同じようなアンケート調査を

行っており、だいたい同じようなアンケート結果が出ていると思いますので、最初に

札幌市の状況も含めて少し紹介させて頂き、その後、市民の皆さんがどのようなこと

を心配されているのかというのをアンケートの結果で紹介させて頂きまして、それと

アンケートには、自由意見がありまして、それを今日のグループでの話し合いの内容

に合わせましてまとめたものがありますので、それは、正面の画面で説明させて頂け

ればと思います。最初にお手元にお配りしている資料をご覧ください。左側に歌志内

市があり、右側に札幌市があります。地域活動というのは、歌志内市には、町内会、

老人クラブ、それから婦人会、ボランティア団体の活動というのがあります。活動し

たことのない人は、だいたい４人に１人くらいかと思いますが、札幌の場合は、活動

したことのない人は４０％ということで、歌志内市に比べると倍くらいの方が、地域

の活動はやったことがない。町内会は、少ないということなので、それを比較すると

歌志内市は、半分以上が町内会の行事に参加しています。札幌市民の人は、地域活動

にほとんどつながっておらず、子ども会や PTA活動が若干ありますけども、取り組み



としては少ないというのがわかります。次のページは、日常生活での悩みや不安です

けども、これは意外と共通したところがあるとわかります。回答年齢は、歌志内市の

方が、高齢者の方が多かったのですが、半分以上が、老後の問題と健康のことですよ

ね。札幌の場合は、除雪の問題を入れ忘れていまして、それ以外に関しては、札幌で

一番心配なのは、老後の問題が５２％で歌志内市と似ていると思います。それと健康

の事も共通しています。それと経済的な収入に関しては、歌志内では３０％くらいな

のですが、札幌の場合は、半分くらいが収入のことに関して心配だということが見え

ています。そういう意味では、けっこう類似性もありますし、多少の違いもあるとは

思います。主として札幌の人との違いは少ないというのを見て頂けると思います。札

幌で特徴的なことといえば、最近注目されていますけども、最後のページを見て頂け

ればと思いますが、歌志内市では、近所付き合いが、254 人中 146 人の方が選んでい

る。６割以上ですね。それと地域医療の充実とか、福祉サービスの充実とか見守りで

すね。それを課題として指摘しています。札幌でも、声かけとか、近所付き合いと半

分以上の人がいっていますが、札幌市の人は、福祉サービスの充実ということもいっ

ていると思います。地域医療に関してはほぼ同じですね。むしろ札幌で気にしている

のは、先般地震もあったので災害時に援助する人の体制の整備であるとか、コンビニ

などで犯罪が頻繁に起きているということもありまして、４割以上の方が、犯罪防止

ということを選んでいます。そういうことで地域における生活上の不安や問題につい

て、アンケートの比較をさせて頂きました。これから正面に画像で歌志内市民がどの

ようなことを考えているかということを紹介していまいります。最初に今日来ている

生徒をご紹介します。（大学院の佐藤氏、今度４年生になる鎌田氏、同じく４年生の

西沢氏を紹介） 

【鎌田氏と西沢氏より「福祉のまちづくりのための市民アンケート」についてパワー

ポイントによって説明。】 

 

○杉岡教授 

簡単にアンケートの概要について紹介させて頂きました。お手元の資料にも全体の

回答の内容についてはメモがありますので、これを元に話し合いを進めて頂ければと

思います。それで、今回は、どのようにすれば住みやすい街にしていけるのかについ

て、普段皆さんは話し合っている方ばかりだと思うのですが、実際には、そのために

はどうしたらいいかということと、買い物についてもいろいろな工夫が必要ですし、

問題点をみんなが充分共有しているということでもありませんので、これからどうし

ていけばいいのかということについても、やれることをいろいろ工夫して、役所にも

取り組んでもらう課題も出てくると思いますし、自分たちはこのようなことができる

というのも出てきますし、少しずつ詰めていく必要があると思います。それで、本日

は人数も少なかったので、三つくらいのグループに分かれて懇談をしてもらい、最初

は進行役を決めて、自己紹介をしてから話し合ってもらう。学生が記録のお手伝いを

しますので、こんな話をしたというのを皆さんに報告してもらい、議論できるように

したいと思います。それで、三つというのは、このように分けたいと思います。「地



域活動をどう進めていったらいいのか」というのが一つと、二つ目のグループは、「近

所付き合い」というのが大事だと、実際にはどういう風にしたら近所で困っている人

たちをお互いに助け合えるような活動が必要なのかと。実際に今やっていることでも

ありますし、これからどのようなことを考えていかなければならないのか。三つ目は、

「除雪」のことですね。これは何処の街でも、どういう風に考えていったらいいのか

ということは、それなりの対策を考えていかなければならない。 

〈グループメンバー発表〉 

分科会・話し合いのテーマ 

① 地域活動への参加 

川野委員(報告者) 

坂本委員 

杉田委員 

佐藤委員 

（書記）北星佐藤 

② 近所との付き合い 

黒田委員 

高橋委員 

木津谷委員 

秋元委員 

山川事務局長(報告者) 

(書記)北星西沢 

③ 除雪支援のあり方 

三戸委員(報告者) 

関委員 

佐々木委員 

今野委員 

(書記)北星川田 

 

【約 30分懇談】 

 

○杉岡教授 

それでは、そろそろ各グループの皆さんから、どのような内容が出たかというのを

紹介して頂きたいと思います。それで、紹介して頂いた方に聞きたいことがあれば質

問を若干して頂きたいと思います。それでは、最初に地域活動への参加ということで、

第 1グループの方に紹介して頂きたいと思います。 

 

○川野委員(第 1グループ発表者)【地域活動への参加】 

地域活動への参加のあり方ということで、話し合いました。参加というのが漠然と

しているので、さきほどのアンケートで、参加したことのない人が 47 人いたという



ことで、この 47 人の人の理由がどういうものがあるのかなということで、話し合っ

てみた。行く気はあるのだけどもきっかけがないのではないか。また、関心はあるけ

ども、ちょうど誘われたときに、たまたま、今日は病院に行く日であるとかで、他の

用事で参加できなかったとかという人も多いのでなはないか。絶対行きたくないとい

う事じゃなく、そういうきっかけを作ってあげれば参加できるという話が出ていまし

た。ただ、その中でアンケートの 47 人というのがどの程度信用できるのか。アンケ

ートの収集の仕方が、１世帯に１枚のアンケートを配布したが、例えば、１世帯に３

人の方が住んでいたとすれば、誰がアンケートを書いたのか。７５才以上の方が６

０％くらい回答していますけども、お父さんとお母さんが住んでいて、お母さんの意

見で書いたとか。あるいは、お父さんの意見で書いたとかということで話に出ました。

今お話ししたのは、参加したことのない人の話ですけども。この次に一番参加の多か

った町内会行事ですが、ちょうど私たちのグループには、文珠第３の方、文珠第２の

方と本町川向としらかば荘の施設長がグループに入っています。行事内容として参加

しやすいのは、何か物を食べたり飲んだりする会が結構人が集まるのではないかと。

それから清掃や草刈り、資源ゴミの回収などには集まってくれるという意見もありま

した。また、本町川向の場合は、普段の草刈りとか清掃には、ほとんど出てこないけ

ども、ジンギスカンやビールを出すよと、それから花火大会するよというときには、

普段は出ない人も参加してくれます。町内会行事として食事の絡んだ催しをやりなが

ら、最初にいったきっかけを作るというものを促進できるのじゃないかという話し合

いでした。それから、しらかば荘の入所者の方も、盆踊りなど食べるものが多い行事

には、参加率が高い。また、近所へのドライブなどにも参加率が多い。町内会におい

ても食べるものが多い行事を行えば参加率が上がるのではないか。だいたいそういう

ような意見になりました。以上です。 

 

○杉岡教授 

地域活動は、例えば、文珠とか本町とか地域ごとの内容でもあるのですけども、歌

志内全体で行っている活動については話題にはなりませんでしたか。 

 

○川野委員 

ボランティアという活動で話が出ましたが、やはり出てきてくれる人が少ないし、

勧誘しても増えていないという話は出ていました。一例として、はまなす会ですが、

目の不自由な方に広報の朗読ボランティアを行っています。これに出てきて頂く方は

ほとんど同じ方で、広がっていない。 

 

○杉岡教授 

皆さんの方から何かありませんか。 

 

○今野委員 

町内会と老人クラブそれぞれの参加状況を聞きますと、カラオケですとか飲食です



とか、新年会、忘年会、総会ですとか、老人クラブの行事には参加するけども、町内

会には参加が少ないということを聞きますが、その違いは何でしょうか。そういう視

点での話はされなかったのか。 

 

○川野委員 

具体的に今聞かれた内容になるかどうかわかりませんが、話し合いの中では、老人

クラブの会員ないしは役員、それと町内会の役員ないしは会員、これがイコールなの

です。ですから、同じところで行事を行うということがでてきます。ですから、町内

会の行事は少ないけども、老人クラブだけ多いのだというのは、私としては違いはな

い。 

 

○今野委員 

総会などを合同で開催しているというのを聞いたことがあるので、聞いてみたいと

思ったのです。これは、また、個々でお聞きしたいと思います。 

 

○宮崎会長 

私の町内会も老人クラブの役員イコール町内会の役員です。ただし、今野さんが言

われるように新年会を町内会と老人クラブとで分かれて行うところもあります。私ど

もの町内会のように老人クラブとイコールで行うと 45 人くらい参加してきます。お

そらくこれからは、老人クラブと別々にすることは出来なくなると思います。なぜか

と言いますと、老人クラブは、他の町内会の方も入っている場合がある。仲の良いと

ころに入りたいと言いますが、それでは単位町内会がつぶれてしまいますので、私は、

あくまでも老人クラブは、この町内に入ってくださいと言っている。 

 

○杉岡教授 

それでは、次のグループから報告願います。 

 

○山川(社協事務局長) (第２グループ発表者)【近所との付き合い】 

 このグループでは、私が進行役になり報告することをお許しください。まず、近所

付き合いについて話し合った結果では、やはり近所付き合いは減ってきている。その

原因はいくつかありますが、一つが、葬儀を葬儀屋さんが行うことにより、その場で

の付き合いが減った。それと、昔は、各地区に共同のお風呂があったが今はなくなり、

会話の場所がなくなった。商店街が消滅しているに等しい。また、住宅も歯抜け状態

で、隣が空き家になっている。現代は、プライバシー保護という面で近所付き合いが

行われにくくなっている。会話はぼけ防止にもなるので、近所付き合いは、必要であ

る。それと町内会行事が近所付き合いにつながっていくので、活発にする必要がある。 

 

○杉岡教授 

私が、以前に帯広の方でお話をお伺いしたときは、一人暮らしをしている方のとこ



ろにちょっとしたおかずなんかを持って行った人がいて、それを遠くに住んでいる子

どもが聞きつけて、「私の親に色々やって頂くと私たちが何もしないように思われる

からやめてほしい」と、子どもから隣近所の人に苦情が来たという話もあり、親しく

するのもなかなかやっかいなこともあるのだなと。そういう話もあるので、親しくし

たい人も親しくできない。あるいは、うまくいかなくなったときに仲介をする人がい

ない。除雪の事もそうなのですけども、隣だけには、なかなか難しいという問題もあ

りまして。先ほどの町内活動を行っていれば、近所付き合いもうまくいくのではない

かということですよね。これは都会もそうですし、歌志内もそうですが、孤独死の問

題が話題になったりしますので、やはり声をかけるようにするなど、みんなで申し合

わせが出来ればよいのかなということで、隣近所の付き合いにつながる「こつ」とい

うのを次回でも話し合って頂ければと思います。それでは次のグループからお願いし

ます。 

 

○三戸委員(第３グループ発表者)【除雪支援のあり方】 

 歌志内には、市営住宅と個人の住宅がありまして、それぞれによって除雪の仕方が

違う。雪が降ったときは、みんないっぺんに除雪をしないといけないので、大変な問

題だと思います。除雪ヘルパーにつきましては、いろいろ制限がありますけども、も

う少し対象を広げて出来たらいいなという提案もございました。先生の方からもお話

がありましたけれども、団地で除雪をしなければならないときに、若い人は、仕事に

行くのでなかなか一緒に出来ない。そうすると、いやな思いをするということもあり

ますので、大変だなと思います。それと、雪は、捨てる場所を考えないといけないの

で、それで少し違いがあるのかなと思います。個人で除雪機を持ってやられている方

もいますけれども、除雪機は、動きが遅いということもございまして、歌志内では、

個人的に重機を持ってやられている方、宮崎委員長とか、川野委員も重機を持ってや

られているので、基本的に行政に頼む方も最近はいますけども、地域の中で重機を持

って出来ないか。これには、大きな資金も必要になりますから、今すぐにできない部

分もありますので、その辺をどうすればいいかという問題もあります。市としてもい

ろいろ考えて、良い方法があればと思っています。 

 

○杉岡教授 

台風などは、来る年と来ない年がありますが、除雪は、毎年必ず来て、みんなが工

夫しなければいけないということで、先ほど言いましたが、真夜中にせっせと除雪す

る人もいますし、仕事をしている方は早く行かなければなりませんし、除雪は実際に

困っている方の方が多いわけで、除雪に不安がないようにするためには何が必要なの

か。やはり地域ごとに解決策をとっているところもあるので、これからどういうこと

を考えていけばよいのか。業者に対してどのようなことをお願いすればよいのか。ボ

ランティアの体制ですとか、除雪機を買うときの補助はどうすると良いのかなど。実

際問題は出来るのではないかと思います。この件に対して皆さんから御質問はありま

すでしょうか。なければ、今、三つのグループをつくって、お話しして頂いたものを、



学生がメモをとっていますので、あとで事務局にお届けします。今日のまとめについ

ても紹介できるようにしたいと思います。それで、地域福祉計画というのは、これか

らどうしたらいいかということで、今まで盛り上がっているところもあれば、盛り下

がっているところもありますので、地域活動でこういうことをおこなっていったらど

うかという提案を、また、地域活動を円滑に進めていくための工夫やアイディア等を

どのように考えていったらいいかを、これから地域に中でも話題にしてもらおうと思

いますので、さらに深めていきたいなと考えています。また、近所付き合いもどうい

う提案を考えて行けば近所付き合いがうまくいくのか。他の地域の活動を参考にしな

がら話し合いをお願いしたいと思います。除雪の事についても、いろいろなところで

解決策を行っていますので、これから生活していく上で、問題を解決していけるのか

ということで、考えるきっかけを作って、具体的な提案を考えて頂ければと思います。

それと次回は、買い物問題をとりあげて、新聞などマスコミでは、買い物難民を取り

上げていて、全国的には買い物難民は、何百万人もいるわけですけども、実際に移動

販売車を運行していたり、スーパーが巡回でバスを手配してお客を集めて買い物をす

るようなサービスをしたり、それと宅配のサービスですね。例えば、手ぶらで行って、

夕方までに配達してもらうとかもあります。FAXでお店に送ると配達してくれるので、

来たときにお金を払うとか、買い物について、いろいろな対策を工夫しています。買

い物に出かけるための足が必要だったり、買った物を持って帰れなかったりというこ

とも、いろいろと工夫されていることもあると思いますので、買い物の解決策につい

ても、意見交換をして頂ければと思います。今日は、３つの話題でお話をして頂いた

わけですが、今度は、グループを変えて、話し合いのテーマを変えて、グループワー

クを行い、少しずつ自分たちの中でどんなことが問題になっているのかを共有する。

要領がわかってきて少しずつつめていけるようにする。そして、解決策をまとめてい

けるようにする。そのために、どのようなことを取り組んだらよいのか。計画の中に

も福祉サービスが、充実した方が良いのではないかとかいう話題もあったかと思いま

すので、次回に行っていきたいと思います。 

 

※事務局より次回開催日を２月 22日、午後５時 30分から開催することを案内。 

 

○宮崎委員長 

本日は、これで終了いたします。 

 

 

終了１９：００ 



 

 

第２回歌志内市地域福祉計画策定委員会 

グループワーク報告書 

 

１グループ    

テーマ：地域活動への参加   

参加者メンバー：○川野、杉田、佐藤、坂本 

記録：北星佐藤 

 

１．地域活動をしたことがない理由は何かをグループで検討された 

 ・何かしらの地域活動をしたい気持ちは市民にはある。  

・忙しい人もいるが、極端に忙しい人はいない。 

 ・上手に地域活動へ引き出すことが必要。 

 ・高齢者の場合、通院の日時が重なると活動が合わない。 

 ・少なくとも、アンケートに回答いただいた方は地域活動には関心があるのはないか。 

 ・アンケートは世帯単位で実施された。これは個人での回答であったため、 

  実際に回答をした人のみの意見になるのではないか。個人の思いはどうであるのか。 

・若い人たちは地域活動に関心があるのか。 

・地域活動への「きっかけ」が少ない。きっかけがあれば地域活動につながるのでは。 

・老人クラブ・婦人部など、団体は違っても、集まるメンバーは同じ。 

・７５歳以上の市民活動の参加者が少ない理由に「通院」がある。 

・冬期間は外に出ていくことも大変。 

・地域活動出来ない人にはそれぞれ理由がある。 

 

２．アンケートで「町内会行事」への参加が多い結果から 

 ・食事会、食生活の勉強会をテーマとした地域行事は参加者が多い。 

 ・市の管理栄養士に簡単、安い、歌志内で買い物ができる食材を使った料理を習う。 

 ・町内会掃除は地域によって人の参集にばらつきがある。 

 ・飲食を含めた地域行事は人が集まりやすい。 

 ・「特養しらかば」では地域行事には利用者は全員参加、お食事会関係は人気が高い。 

リフトバスで近郊ドライブも実施している。 

※地域住民との盆踊り、太鼓ボランティアの募集、介助ボランティアなど地域との 

交流も実施されている。 

 

３．はなます会ボランティアについて 

・社協の登録ボランティアを中心に活動を実施している。 

 ・市内在住の２名の視覚障害者へ「声の図書」として広報誌を音読している。 

 ・音読ボランティアはペアで実施。 

 ・はまなすも、社協にも来る登録ボランティアも、だいたい顔触れは同じ。 

 ・ボランティア活動や地域活動にお誘いするが人が集まらない。 

 



第２回歌志内市地域福祉計画策定委員会 

グループワーク報告書 

 

２グループ  

テーマ：近所との付き合い 

参加メンバー：○山川、高橋、黒田、秋元、木津谷 

 

１、高橋さん 

・まだ歌志内に来て 1年経っていない。 

・企業誘致住宅、2世帯住宅 

・従来の町内会とは現在は違うと感じている（古くからのとは違う） 

・隣でも顔が見えない→行動の時間帯が違う 

・折に触れてあいさつをする意識、目を合わせたら声かけをしている 

・自分から声をかけないと付き合いが発展しない 

・町内会は班があるが、きっかけの時間がほしい 

・人と話すことでボケ防止に繋がる 

 

２、黒田さん 

・近所づきあいは割とある方だと感じている。 

・お茶飲みの文化が割と残っている。 

・外に出るのが億劫な人は老人クラブに入っている人が多い。 

・町内会の行事も多い。  

・しかし、男 1人暮らしの人もいて、老人クラブにも入っていないので、縁遠い。 

・葬儀が会社で行われているため、無くなってきた、昔は町内会で行っていた。 

・昔は長屋であったから、自然と付き合いがあった。やはり町内会の行事が大事。 

・話だけではなかなか集まらない。買い物などの用事があると、話して買い物をして帰る

ことができるので、そのような施設がほしい。 

・高齢だと町内会館まで行けないことが多い。 

・町内の集まりは時間帯によっては参加できない人もいる（昼なら良いが、夜は出たくな

い、特に冬場）。 

 

３、秋元さん 

・自分の町内会は全体としてはいい。 

・班体制で行っている。 

・わざわざ話には行かない。 

・町内の会報を回す時に顔を出したり、話す程度。 



・全体としては、町内会の行事は活発な方。 

・町内は上の世代ばかりで、あまり同世代がいない。 

・重大なことがない限りは町内で集まらない。 

・会報が回ってくるだけである。 

・同世代が集まる公営住宅など、（子どもがいる家庭の集まりでは学校のそばに作るなど）

の工夫がほしい。 

・町内の掃除も無くなった。 

・昔は炭鉱住宅で、共同の風呂があり、付き合いがあったが、今はなくなっている。 

・公共の場で集まるところがほしい、義務が発生するとなかなか集まらない。 

 

４、木津谷さん 

・奥さんがパートで出ていて、本人も仕事のため、付き合いが薄いと感じている。 

・月 1回班長が回ってくる（回覧、市の広報）。 

・普段の町内活動には参加していない、清掃活動は手伝うことがある。 

・年配者が多い、同世代はあまりいない。 

・声かけが出来るような近所付き合いが望ましい。 

・ある都市でスーパーがやっていることですが、高齢者の居場所として、催事場でカラオ

ケ大会など自由に参加して交流の場を深めている。 

・どこかに集まる場所がほしい。 

 

５、山川さん(社協) 

・プライバシー保護の問題が関わってくる。 

・揉め事になる可能性。 

・入り込み過ぎたら、後で問題があるかも。 

・町内会で運動会や家族レク、もちつき大会がある。月 1,2回老人クラブ。 

・親しくすると厄介なこともあり、うまくいかなかった時に仲介してくれる人がいない。 

 

まとめ 

１、高齢で人が集まらない、特に葬儀のときなど 

共同風呂やお店が無い（会話をする場所が無い）。 

 

２、住宅が歯抜けしている所が多い。隣が空き家であるとか 

プライバシー保護の問題。 

 

３、町内会の行事を大事に、活発にする→近所付き合いに繋がる。 



第２回歌志内市地域福祉計画策定委員会 

グループワーク報告書 

 

３グループ 

テーマ：除雪支援のあり方 

参加メンバー：今野、三戸、関、佐々木 

記録：北星鎌田 

 

●除雪の現状(それぞれが住んでいる地区の課題を中心に) 

・除雪ヘルパーについて 

 →今の段階では１０センチ雪が降ったら、玄関から道路まで１メートル幅で除雪をし

ている。しかし、屋根の雪下ろしや屋根から落ちた雪の処理など対象範囲を広げて

いくべきではないか。また、ヘルパー(またはボランティア)も高齢者なので、自分

の家も除雪して他人の家の除雪もするとなると体力の限界がある。（人力の限界） 

 

・団地と個人住宅での除雪の問題の違いについて 

 →特に団地では集団で除雪をするところが多い。そうすると、高齢者は朝早く雪かき

をして、仕事があって朝早くから雪かきをするのが難しい若年層との間でトラブル

が絶えない。高齢者だけではなく、若年層も雪かきで困っていると認識する必要が

ある。 

 

・除雪機が入らない生活道路の除雪の問題 

 →道が狭く大きい除雪機が入れないので、結局近所の人が雪かきをして道を確保して

いる 

 

・雪捨て場がある場所ない場所でわけて考えていく必要がある 

 →大きい道に面している家だと、除雪の範囲が狭くて比較的楽。でも、奥まった場所

にある家だと除雪する範囲が広くなって大変。雪を捨てられる場所があるかどうか

でも変わってくる。団地と個人住宅でわけて考えるだけではなくて、除雪しやすい

場所とそうでない場所にわけて考える必要もある。 

 

●解決策 

・町内会で除雪する人たちでグループ化(除雪隊を組織) 

 →する方も高齢化、雪が降ればみんな同時に除雪をするのだから人力では限界に近い

のではないか。 

 



・機械の導入 

 →個人で所有している人もいる。町内会で１つ購入などはできないだろうか。コスト

面も考えていく必要がある。市から助成金があれば購入しやすい。メリットデメリ

ットを考えてく必要がある。 

 

 

●１グループに対する質疑、意見 

・町内会役員と老人会役員が同じところが多い。しかし、会合の時間帯は別々、行事(新

年会など)を別々にやっているところが多いと聞く。現状としてはどうなのか、グルー

プでは話し合ったか 

 →グループでは話題に出なかった。しかし、現状としてはその通りである。例えば町

内会の新年会には数名しか集まらなかったのに町内会と老人会合同にすると数十

人集まるなど、合同で行事を行っていった方がいいと思う。また、老人会だけ入っ

ている人も多いのでできれば町内会にも入ってほしい。また、それぞれの会の役割

を見極めた上で、合同で行事や会議をやっていく必要があると思う。 

会合の時間帯が別々な点については、町内会役員の中には働いている人がいるため

夕方から行うところが多く、老人会の会合は高齢者なので、夜の寒い時間帯に外に

出たくないので日中にやるところが多いのではとの声もあがっていた。 
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問11   住みよいまちづくりへの希望（3つまで）
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　計

上歌 度数 16 8 4 7 2 7 3 2 3 7 0 22

東光 (%) 72.7 36.4 18.2 31.8 9.1 31.8 13.6 9.1 13.6 31.8 0

度数 22 7 4 8 1 12 3 5 9 8 1 29

(%) 75.9 24.1 13.8 27.6 3.4 41.4 10.3 17.2 31 27.6 3.4

度数 21 7 7 9 4 6 7 8 4 7 1 32

(%) 65.6 21.9 21.9 28.1 12.5 18.8 21.9 25 12.5 21.9 3.1

度数 20 7 3 10 5 13 5 3 2 12 2 32

(%) 62.5 21.9 9.4 31.3 15.6 40.6 15.6 9.4 6.3 37.5 6.3

度数 18 6 3 9 3 8 4 5 5 10 1 28

(%) 64.3 21.4 10.7 32.1 10.7 28.6 14.3 17.9 17.9 35.7 3.6

度数 49 15 11 26 12 16 12 19 13 25 1 72

(%) 68.1 20.8 15.3 36.1 16.7 22.2 16.7 26.4 18.1 34.7 1.4

計 度数 146 50 32 69 27 62 34 42 36 69 6 215

問11では、あなたの住む地域をより住みやすくするためにどのようなことが必要だと思いますかと訪ねると、「地域住民

同士の声かけ、助け合いなどの近所づきあいがあること」(146件)、続いて「高齢者、障害者、子育てなどの福祉サービス

が充実していること」(69件)、「民生委員を中心として高齢者の見守り・訪問活動」(69件)が多かった。
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その他

問11 住みよいまちづくりへの希望（3つまで）


