
第４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４月２５日（月）１７：３０～１９：００ 

○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・佐藤委員・三上委員・高橋委員・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・三戸委員・杉田委員・今

野委員 

【欠席】高橋委員（院長）・黒田委員・坂本委員・秋元委員・大河内委員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・大学院生畠山氏・同大学生２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事務局長 

  保健福祉課職員８人 

  総務課 １人 

 

○議題 

（１）課題の対策について 

 

○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４回目とな

ります。早速ですが、前回のまとめということで、事務局よろしくお願いします。 

 

○杉岡教授 

北星学園がまとめた「コミュニティワーク実践研究 2010―歌志内市・もみじ台地区

調査―についての見方を説明。 

・７P昨年北星学園で実施されたアンケート調査について説明。 

・９P 除雪問題、買い物ボランティアに関連して、問題解決に関わる取り組み、除

雪についても今後どのように考えられるのかを議論されていた。今後解決策をお

話し合いしていただければと考えている。そのほか緊急通報システムをどうする

べきか。 

・10P 地域活動を活性化するためにどうするべきか。サロンの必要性。その運営の 

仕方の検討。 

・21P歌志内市の市民アンケート結果について記載。 

・80P行政とまちづくりへの参加を促進するために。 

・86P 歌志内市の地域福祉計画の策定に向けてということで、市民の方達の意見交

換内容をまとめたもの。 

・95P歌志内市の地域課題の解決方法並びに地域福祉計画策定への提案。 



・107Pからは、参加した学生の感想を掲載している。 

・アンケートの集計結果がどうなっているかを数字で 111P から載せている。118P

以降に市民の皆さんからの自由意見を掲載。 

これらについて、読んでいただいて、ご意見、ご質問を出していただきたいと思い

ます。 

 

○宮崎委員長 

どうもありがとうございます。調査報告書について杉岡教授から説明がありました。

この件について聞いてみたいことはありませんか。今日配布されて急には無理かと思

いますが、何かありませんか。 

 

○杉岡教授 

ありましたら、事務局の方に寄せられてもよろしいです。 

 

○宮崎委員長 

それでは、次に事務局の方に移らせていただきます。内容は、配布した大きい紙の

資料です。 

 

○虻川主幹 

【配付資料の説明と資料の基づき前回話し合われた内容の確認】 

資料は、1 回目から 3 回目まで皆様から出された課題についてまとめたものでござ

います。左の方に会議の回数がありその横が除雪の問題、近所付き合いの問題、地域

活動への参加、そして最後に買い物となっています。２回目については、前回の会議

でお話しした内容をまとめたものでありますので、３回目の買い物について見ていた

だければと思います。前回話し合っていただいた内容です。（読み上げて説明）。４月

からコープさっぽろが、移動販売車を運行することになりまして、ここに書かれてあ

りますように歌神市街と上歌地区については、地元に商店があるということや赤平の

スーパーと独自にやっているということで、それ以外の地区で時間を決めて運行して

いるということで、それが前回からの変更かと思います。最後のページの方に買い物

の支援ということが書かれております。これを見ていただいて今日のグループ討議を

それぞれ課題への施策ということで話し合っていただければなと思います。よろしく

お願いします。 

 

○宮崎委員長 

事務局の方からご説明がありましたが、このことについて何かご質問はありません

か。今説明がありましたように移動販売車が入りまして、私は、買い物難民もだいぶ

ん無くなったのではないかと思っておりますけども、皆さんどうですか。二校橋の所

には、最近やっと入った。町内会との連絡の遅れがあったようだ。 

 



○細谷委員 

 私の家の前辺りで販売している。しかし、上の方まで行っていないのでその方達の

対応が出来ているかは疑問です。週に２回は入っています。その時間に待っている人

もいるが。 

 

○宮崎委員長 

私は、音楽もそこについてからではなく、入っていく前から鳴らしてほしいと要望

した。 

 

○佐々木委員 

音楽は、家の中にいたら全然聞こえないです。わかっている人は、時間を見て出た

り入ったりしていますけど、それでなければ聞こえない。 

 

○三戸委員 

私は神威町内会ですけども、説明会に出られなかった。事前にこういう事をやりま

すというのが一切無い。みんなにわかるように宣伝をした方が良い。商売だからもっ

と宣伝すると思ったが、一切無いので、どこに入るか、どこで売るのかもわからない。

団地ならわかるが、私の町内会のようにお年寄りが点在しているところでは、真ん中

に止まっても端の方からは、距離があるのでお年寄りは絶対来ません。それと歌志内

は、小沢が多い。けっこう小沢の方にお年寄りがいるのです。そこに入っていけない

というのであればあまり意味がないのではないか。その辺を商売として一所懸命やっ

てくれているのかと思います。 

 

○宮崎委員長 

急な話であり、チラシを撒きながら行うようなスタイルであった。 

 

○三戸委員 

チラシは撒いたのか。 

 

○宮崎委員長 

行くところには、撒いたようだ。自然に広がるのではという考えのようだ。 

 

○三戸委員 

買い物に行けない人の所に行ってほしい。本当に買い物難民で錦ヶ丘の上の方にい

ますけどあそこまでは絶対に行かない。我々でも冬に坂を登るのに躊躇するくらいだ

から。なかなか困っている人の所に行けない。それでも、来てくれれば少しでも解決

になるので続けてほしいですけども、本当に買い物に困っている人の所に行ってくれ

るようにしてほしい。 

 



○宮崎委員長 

 他に何かありませんか。除雪の問題もあります。 

 

○三戸委員 

除雪の問題も、上歌と本町川向の様な団地の所ではやりやすいですが、我々の町内

会のように一軒一軒の所では、ショベルカーは使い物にならないと思う。そこそこで

みんな違うので、せっかく高いショベルカーを買っても使いようがないのでは意味が

ない。 

 

○宮崎委員長 

民協の方でも意見は出ていないですか。 

 

○細谷委員 

除雪ヘルパーは民生委員の方からとなっていますので、結構あがってきますけども、

前にも述べていますが、重ね型住宅は該当しない。それと公営住宅の方も取り付け道

路までの除雪となっており６軒長屋で一番奥の方が除雪ヘルパーを依頼するとヘル

パーさんが大変なのですね。でも、件数的には、少なくなりつつあるのではないか。

ある程度集約されてきているのではないかと思います。 

 

○宮崎委員長 

近所付き合いについても、大変な問題である。町内会の役員をやる人もいなくなっ

てくる。町内会と老人クラブが両輪にならないと出来なくなっている。各町内会同士

が連携をとりながら、運営していかないとこれからはうまくいかない。除雪の問題も

私の町内会では機械で行っていますが、「ここをちょっと押してくれますか」といわ

れれば「はい行きますよ」という町内会でなければならないと思います。ですから町

内会同士がお互いに協力しながら行っていかなければならないと思います。そうしな

ければ高齢者は支えていかれません。 

 

○三上委員 

グループ討議の議題はどういう議題でしょうか。絞るのでしょうか。 

 

○宮崎委員長 

 事務局の方でこれからお話しします。それではこれからグループ討議に入っていき

ます。 

 

○事務局 

 それでは、グループ討議に入りますが、今日は、欠席者が５名いますので、当初は、

６人と５人５人で分かれる予定でしたが、一つのグループが４人のグループになりま

すのでご了承ください。まず、第１グループが、細谷委員と三上委員と、川野委員、



菅原委員の４人でお願いします。第２グループに関委員、高橋委員、木津谷委員、三

戸委員、今野委員の５人でお願いします。第３グループは、佐藤委員、藤原委員、佐々

木委員、野原委員、杉田委員の５人でお願いします。議題につきましては、先ほどご

説明した、これまで出された課題の除雪、近所つき合い、地域活動ということで、こ

れら課題への施策について、それぞれのグループで絞って話し合っていただければな

と思います。議題は集まった方々で選択していただきたいと思います。時間につきま

しては、２０分間の討議で、残った時間で報告の時間にしたいと思います。よろしく

お願いします。 

 

○宮崎委員長 

それでは、机の移動をお願いします。 

 

○課題の対策について 

〈グループメンバー発表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

課題：除雪、近所つき合い、地域活動への参加など     

【約 20分懇談】 

 

○宮崎委員長 

それでは時間となりましたので討議を閉じていただきたいと思います。第 1グルー

プの方から発表して頂きたいと思います。 

 

①グループ 

○北星学園大学福田氏より発表 

【内容：近所つきあい。別紙報告書のとおり】 

②グループ 

○北星学園大学日高氏より発表 

【内容：地域活動への参加。別紙報告書のとおり】 

③グループ 

○北星学園大学畠山氏より発表 

【内容：買い物（移動販売）に対する対応策。別紙報告書のとおり】 

 

① グループ ４人 

細谷委員 

三上委員 

川野委員 

菅原委員 

②グループ ５人 

関 委員 

高橋委員 

木津谷委員 

三戸委員 

今野委員 

③ グループ ５人 

佐藤委員 

藤原委員 

佐々木委員 

野原委員 

杉田委員 

 



○宮崎委員長 

ありがとうございました、今、買い物についてのお話がでていましたが、先ほどの

移動販売についてですが、行政がチラシを入れて、宣伝するということは出来ないと

思います。なぜかというと市内の商店のこともあります。市の方では、商工会議所の

方に全部連絡しました。何かあればということでしたが、特になかったそうです。市

の方から、移動販売がありますから買ってくださいとは言えない。移動販売車は、行

く先々でチラシを回している。だんだん広まって行くと思います。それでは、杉岡教

授よろしくお願いします。 

 

○杉岡教授 

 今までは、除雪とか、近所つきあいとか、地域活動とかを話し合ってきました。こ

れ以外にも子育て支援はどうするのかとか、あるいは、医療とか、保健とか福祉サー

ビスですね。介護していても安心して暮らしていくためには、どのようなことを行わ

なければならないのか。施設についてもどうしていかなければ行けないのかの議論も

必要ですが、今日お話いただいた、近所つきあいのお話は、介護している方にいろい

ろお話をお聞きすると、介護が必要なので、皆さん朝から除雪に入るのですが、介護

疲れをして朝起きられないと、結局みんなが除雪しているときに参加できない。する

と、何もしない人のように思われると自分も困る。近所付き合いに参加できにくい人

が、ますます近所つきあいから取り残されていく。さきほど話題になったところがあ

りまして、そういう方々の問題からすると、困っている人に除雪、近所つきあいをど

うするかという難しいところがあります。どんなときにサポートが必要なのかという

のを誰かが、民生委員の方が把握して、問題を解決するようにする話ですとか、町内

会の会館が、世帯の数が減ってもかかる費用が同じだから、どのように維持を考えて

行くのか。これは第２グループの方で町内会の安定というお話もあったのですけども、

集まる場所、そこに通う方法をどうするかというお話を混ぜて、その運営の仕方につ

いてどういうことを行うのか。それは、お世話する人の問題もあれば、あるいはイベ

ントをいろいろ工夫して、昼食会などを行ったらよいのかなど、工夫して企画するグ

ループも必要になってきます。その辺の話題も次回に触れていければいいなと思って

います。それと、買い物に関しては、事業者の生活というのもあるので行政が介入し

にくいという話もあるのですけども、これは、地域で生活していく上では、買い物が

どうしても必要だということからすれば、周知徹底をする、それと除雪の問題も協力

し合って対応しなければ、買い物にも出てこられないというお話もあったので、やは

りアナウンスの仕方を考えたり、生協との話し合いを継続的に行ったりしていかない

と、結果として双方ともうまくいかなかったという結果に終わってしまわないように

しないといけないと思います。かなりリアルなお話にたどり着いたと思いますので、

今度は、対策についてこのようなことを行ったらよいのではないかということをだし

ていく。しかし、これには、賛成意見も反対意見もありますという話題を作ったり、

それからプランをＡプラントかＢプラントいうことでいくつか出したりしてどっち

が良いのかというのを具体的にどうしていくのかという話も、さらに突っ込んだ対策



などをイメージしていけるかなと思います。だいぶん皆さんは、具体的なイメージを

共有できるようになってきたと思いますので、次回に向けて今日お話ししたことを学

生にレポートをまとめていただいて、皆さんに確認していただけるようにしていきつ

つ次回につなげて行ければと思います。それとご質問もいただければと思います。 

 

○宮崎委員長 

どうもありがとうございました。今教授の方からいろいろとご説明がありましたけ

ども、確かにこれから町内会も合併することも確かにあります。これからは、町内会

と民生委員さんが一体になっていかなければならないと思います。また町内会連合会

も役割が相当重くなってくると思います。小中学校と連合町内会で行事を行う予定で

す。町内会に子どもがどれだけいるのか。高齢者がどれだけいるのか。各町内がわか

ると思います。それをすることによって各町内会の連携がとれると思います。それで

は、その他について事務局お願いします。 

 

○事務局 

予定の時刻となりましたが、次回の日程はまだ決まっておりませんので、決まりま

したら皆様にご連絡いたします。 

 

○宮崎委員長 

それでは、今日はいろいろと活発なご意見がありました。本当にありがとうござい

ました。これで第４回目の策定委員会を終了いたします。 

 

 

 

終了１９：００ 



第 4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 

 

2011年 4月 25日（月） 

第１グループ（細谷、三上、川野、菅原） 

 

〈テーマ：近所づきあい〉 

現状と課題 

1. 高齢者だと町内会会館まで行けない事が多い。 

町内会会館まで行く手段を提供するべき。 

隣近所で一緒に行く人がいれば町内活動の参加者も増えるのではないか。 

 

2. 公共の場で集まる場所がほしい 

サロン的な感じで囲碁・麻雀やおしゃべりができる気軽に集まれる場所を作るべきだ。

町内会会館をいつでも集えるように解放すればよいのではないか。 

【課題】会館を開けっ放しにするのはどうか。管理方法が課題である。 

 

3. 住宅が歯抜けしているところが多い 

住宅が歯抜けの状態である。団地も空き部屋が多い。集約するのはどうだろうか。 

【課題】引っ越しとなると住んでいる人が承諾してくれるだろうか。住んでいる人の気持

ちを考えると難しいかもしれない。 

 

○町内会活動について【現状・課題】 

町内会を活発にしても参加者に偏りがでてしまっている。いくら町内会活動を活発にし

ても、参加しない人はしない。参加しないと近所づきあいも希薄になってしまう。 

さらに、同じ町内会の活発なメンバーだけが集まってしまい、ますます新しい人が入っ

て来づらくなる。また、いくら誘っても出てこないとき、町内会役員さんも敬遠気味にな

ってしまう。 

 

○町内会会館について【現状・課題】 

町内会会館の維持費が大変である。住んでいる住民は減っているのに維持費は同じだけ

かかる。また、会館でお葬式なども挙げなくなったため、会館利用料の収入も入ってこな

い。市の方で援助はできないか。 

 

○まとめ 

 初めは、「町内会の活動を活発にすれば、近所づきあいも良くなる」という考え方で話し

合いが行われた。しかし、町内会活動をいくら活発にしても、積極的に参加をしない「孤



立している人をどうするかが大切だ」という話し合いに移行していった。近所づきあいが

良くなり、町内会に一緒に参加する人ができれば、町内会活動も活発になるのではないか。 

 そのためには、住民が気軽に集まることができる場所を提供したらどうだろうかという

提案が出た。町内会館開放などの案が出たが、予算の関係で難しく、頭を悩ましていた。

また、隣近所が遠かったり、住んでいなかったりすることが多く近所づきあいを活発にす

るには、まだまだ課題がありそうだ。 

 私は、グループワークの記録を初めてしたが、話が詰まったときにうまく新しい意見が

出てくることに驚いた。とても有意義な方法だと感じた。近所づきあいについては、まず

はきっかけがなければ始まらないと思う。町内会行事の宣伝を工夫し、より多くの住民に

興味を持っていただけるようになれば良いなと感じた。 

（記録 北星学園大学 福田綾香） 

 



第 4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 

 

2011年 4月 25日（月） 

第２グループ（関、高橋、木津谷、三戸、今野） 

 

〈テーマ「地域活動への参加」について〉 

○討議内容 

第２グループでは「地域活動への参加」というテーマのもと議論が行われた。最初に現

状と課題の確認が行われたが、各町内会共通した課題としては「地域活動に参加するメン

バーがいつも同じであること」「参加するきっかけがない」などということであった。その

課題に対して、現在の地域活動は固定化してしまっていることが原因の一つなのではない

かという意見あり、そこから、活動を固定化せず、柔軟な活動ができる仕組みづくりを行

っていけばという対策の立案がされた。具体的には、年齢に合わせて入りやすい活動をし

ていけばいいのではないか、高齢者と子どもが関係性を築くことができる世代間交流がで

きればよいのではないか、参加率の高いお食事会のような行事をもっと増やせばよいので

はないか、まずは隣りの住民同士が交流できる「５人組」のような仕組みを作ればよいの

ではないかなどという意見であった。 

 次にこのような活動をしていくには、行動を起こせる場所がない、町内会にそれらを行

える財源や人材がいないなどの問題が投げかけられた。そこから、柔軟な運営ができる地

域活動をするための方針を打ち出すことがよいのではという話に繋がり、町内会同士がネ

ットワークをつくり、共同で行事を運営していくことが求められているのではないかとい

う話に至った。このような活動をすることで、人・もの・資金・アイディアなどを町内会

同士で補い合いながらこれまでできなかった多様な活動を作りだすことが可能になるので

はという意見にまとめられた。そして、この活動を機に将来的には町内会同士が合併し、

再編成することで、地域活動のしやすい体制が整うのではということを話し合われた。今

日の町内会同士の横のつながりは希薄なものだという。よって、いきなりと合併いうわけ

ではなく、徐々に関係性を築きながら垣根をとっていくため、施解決しなければならない

問題点を確認しなければならないことを確認し今回のグループ討議は終了した。 

 

○感想 

今回のグループ学習に参加させていただいて、このような会議を積み重ねて土台を作っ

ていくことが地域の課題解決に一歩一歩繋がるのではと感じた。地域の問題は、奥が深く、

問題点を解決するためには、また問題や課題が出てくるといった繰り返しである。しかし、

だからといってそれを「仕方のないこと」とするのではなく、地域の方々が共同して、案

をだし、そこにある問題点を整理、その問題点を解決する案をだし・・・・・ということ

を積み重ね、試行錯誤することで、地域づくりの具体的な構想が見えていき、またそのこ



とをとおしても関係性をつくることができるのではないかと今回の会議で感じた。また、

その中で私にできることを模索していくと、歌志内のことをまず知っていくこと。そして

今の町内会が合併していくにはどのようにしていけばよいのか参考となる先駆となった地

域はどのようにして問題を解決していけばよいのかを調べ、皆さんにアイディアの一つと

してお伝えしていくことなのではと感じた。 

歌志内を初めて訪れて感銘したことは、皆さんの歌志内に対しての愛情が強く伝わって

きたことである。そして、地域福祉を一番していくうえで前提となることはこのような「地

元を愛する心」であり、その愛情が地域の活性化に繋がる道筋のではないだろうかという

ことを今回学ばせていただいた。そのことに感謝しつつ、これから私自身も様々な形の貢

献できるよう日々成長していきたい。 

（記録 北星学園大学 日高朋美） 



 

第 4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 

 

2011年 4月 25日（月） 

第３グループ（佐藤、藤原、佐々木、野原、杉田） 

 

＜テーマ：買い物（移動販売）に対する対応策について＞ 

○現状 

・ 2011年 4月からコープさっぽろの移動販売車が運行を開始した。 

・ 同じ内容の説明を受けても受け止め方が異なっており、実施体制が統一されていない。 

・ 原則、移動販売車の停車位置は決められているが、手を挙げると停車位置にかかわら

ず止まってくれる（徐行運転してくれている）。 

・ 歌志内市内の商店を考慮して、移動販売車の受け入れをしていない町内会（歌神）も

ある。 

・ 車を持っている人は市外へ買いに行くため、移動販売でどのような品物が売られてい

るのかはまだ把握していない。 

・ 現時点では、買い物難民（主に高齢者）対策になっているようだ（自分の目で見て品

物を購入できるという利点）。 

 

○対応策 

 買い物難民への継続的な支援のため、移動販売車の運行は重要である。しかし、売り上

げが減少すると撤退せざるを得なくなり、安定した購買量を維持することが必要となる。 

そこで、移動販売への対応策を 4つ提示する。（1）現在問題となっている停車場所や停

車時間をある程度設定し、利用しやすさを促す（回覧板や市政だよりを通じて住民に伝え

るという意見も出されたが、市内の店舗もあるため、市としての協力は難しいとのことで

あった。徐々に口コミなどで周知されていくのではないか。）。（2）販売車が入っていけな

いために利用できない市民が出てくることのないよう、雪道の除雪や道路事情を鑑みた販

売場所の確保などについて、町内会の協力を求めていく。（3）市外へ買い物に行く人たち

も、買い忘れたものを移動販売で購入するなど、移動販売を支援していく姿勢を持つ。（4）

コープさっぽろ・行政および町内会が連携すること。これらを受けて杉岡教授は、移動販

売に関するアナウンスを工夫することやコープさっぽろと継続的な話し合いを持つことと



 

して整理された。 

 

○感想 

 導入後間もないこともあり、住民のなかでも情報が統一されていなかったり、移動販売

による効果が十分把握されていない状況にあることを知った。移動販売の導入によって市

内商店の経営が危惧されるが、市外で買い物を済ませてしまう住民も市内の商店や移動販

売を意識的に利用するなど、歌志内市が一丸となって買い物難民を支えるという意識を持

つことが大切である。店側の経営の問題等はあると思うが、真に買い物に対する困難さを

持っている人たちに利用しやすいものにすることを第一に考えなければならないと思った。 

（記録 北星学園大学大学院 畠山） 


