
第５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５月２６日（木）１７：３０～１９：１５ 

○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・黒田委員・三上委員・藤原委員・秋元委員・川野

委員・佐々木委員・菅原委員・野原委員・杉田委員・大河内委員・今野委員 

【欠席】佐藤委員・高橋委員・高橋委員（院長）・木津谷委員・坂本委員・三戸委

員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・木下准教授・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 

  保健福祉課職員６人 

  総務課 １人 

 

○前回話し合われた内容 

【配布された会議録により確認】 

 

○北星学園大学木下先生を紹介。 

【木下先生より自己紹介】 

 

○杉岡先生 

これまで皆さんに何回か話し合いをしていただきましたが、そろそろ具体的な問題

解決について見通しを立てながら、どんなことにどんな解決策を考えて、どういう協

力体制を作るのかということ、そしてもうひとつ除雪の仕組みや取り組みについても、

今やれていることとやれそうなこと、あるいは、実際にこれから新しくやるためには

どうすればいいのか等、だんだん近づいてきています。買い物についても、実際には、

宅配になるのか、移動販売になるのか、商店を自分たちで守る方法はないのか。ごく

限られた選択肢しかなくなってくるわけで、そのうちのどういうものをどの地区でと

いう具体的な話し合いをしていきたいなと思っていますし、皆さんの地域で、地域懇

談会という形で、この地域に合った問題解決策はどのようなことか。除雪は、川野さ

んの所とか宮崎さんの所は、地域としては、何とかやっているということなのですけ

ども、他の所ではどういうふうに取り組んで行ければいいのか、可能性があるのか。

町内会館も色々あるのですが、なかなか財政難で活用できないということなのですけ

ども。やはり普段できるだけ外出して、みんなと話をする機会が、いろいろ語る場が

必要だという話で、全国各地でサロン活動が盛んに行われているわけですけども、こ

れもやっているところと、その成功例をご紹介できると思いますし、やる場合は、人



が集まりやすく、世話人は誰がするのか、維持はどのようにやったら良いのか、それ

も具体的に話し合っていかなければならないのですけども、今、震災で、いろんな専

門家が東北地域に出かけて個別に相談をしていくと、やはり福祉の問題ですね。介護

を必要としている人たちがたくさん避難をされていて、どういうサービスをやってい

ったらいいのか、医療の問題をどうやって解決したらいいのかということで取り組ん

でいる。歌志内としては、福祉とか、医療というものをどのように活かしたらいいの

か。せっかくいろんな福祉施設とか、グループホームもありますし、福祉を専門とし

ている人たちが仕事をしているし、地域で相談に乗れる。そういう人たちの力をどの

ように活用していけるのか。あるいは、私は、同級生がここのお寺にいまして、お寺

が歌志内には、けっこうあるのですよね。お寺の役割というのは、震災なんかでも大

阪市の活動が結構注目されていまして、お寺がサロンの代わりになっている。お寺を

どういう風に、有効に地域の中で協力してもらえるのかという未開拓なのですね。本

当は、つながってもらいたいけども、子どもたちとつながるためにはどうしたらいい

のか。その辺も含めて、これからのことを、どんな選択肢が考えられるかというのを

含めて、4・5人のグループになっていただいて、買い物の問題ですとかサロンの問題

について、どんな選択肢があるのか、また支え合いについても考えられるのかという

事を 20分から 30分くらい具体的に考えてもらいながら話し合っていただきたいと思

います。前回お話ししたときは、買い物については、結構寒かったので、地域に行っ

て車がいつ来るかもわからないですし、どのくらいの人が利用しているのかもわから

ないし、移動販売の話であまりまだスムースでなかったと思いますので、暖かくなっ

てきましたのでこれからは利用しやすくなるんじゃないかと思いますが、いろいろお

話を聞かせていただければと思います。 

 

○宮崎委員長 

 今先生の方からのお話がありました。それではこれから 3つのグループに分かれま

して討議したいと思いますので、30分の討議のあと 30分の報告、10分の質疑を受け

たいと思います。事務局よりメンバーをお知らせください。 

 

〈グループメンバー発表〉 

 

 

 

 

 

 

 

 

○課題の対策について 

課題：買い物支援、サロンについて     

① グループ ４人 

細谷委員 

藤原委員 

秋元委員 

今野委員 

②グループ ４人 

黒田委員 

佐々木委員 

野原委員 

杉田委員 

③ グループ ５人 

関 委員 

三上委員 

川野木委員 

菅原委員 

大河内委員 

 



【約 40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 

○北星学園大学木下准教授より発表 

【内容：別紙報告書のとおり】 

②グループ 

○北星学園畠山氏より発表 

【内容：別紙報告書のとおり】 

③グループ 

○北星学園大学杉岡教授より発表 

【内容：別紙報告書のとおり】 

 

○宮崎委員長 

 どうもありがとうございました。皆さんから質問ありませんでしょうか。 

 

○事務局 

それぞれのグループから報告された内容に対しまして皆様から質問ありませんで

しょうか。 

 

○野原委員 

 チロルの湯で売店をするとか。物を売るというのは、法律上、何か問題はあるので

しょうか。例えば、なんこをパックにするとか、酢の物とか、温泉に入った帰りにそ

れを買って夕食にできるようなおかずをチロルの湯で売るということに対しては、問

題があってできないのかなと思いまして。レストランの方でもできないのかなと思い

まして。皆さん、ロビーで休んで、何回も温泉に入ってバス時間に合わせて帰るので

すよね。そのときにおかずを持って帰れば、家でお食事ができる。そう考えましたが、

何か問題があるのかなと思いまして質問しました。 

 

○荒岡課長 

 専門ではないですが、可能だと思います。ただし食品衛生法の関係がありまして、

保健所の許可を頂いて、食べ物を提供するのと加工品を売るのと違いがあるので、そ

れらの基準がありますので、それをクリアできれば問題ないと思います。 

 

○宮崎委員長 

他にございませんか。 



 

○杉岡教授 

 先ほどのバスのお話で、幼稚園のバスを使うとか、チロルの湯の無料バスをついで

に使うというのはどうなのですか。 

 

○荒岡課長 

 道内で実践されているところがあります。当別町が、以前路線バスが走っていたの

ですが、業者が撤退してしまいました。それで行政で考えられたのが、東日本学園と

いう大学があって、大学へ行っているバス、施設や病院に行っているバス、それと市

内でバスを持っている業者さんなどのバスをうまくリンクして、行っている実例があ

ります。皆さんで検討すれば可能なことかなと思います。ただ現在は、中央バスが路

線バスを走っておりますので、それ以上のものをどうやっていくかというのは、課題

ですけども、仮にこの路線バスがなくなった場合に可能です。ただ、バスを持ってい

る業者の理解が得られることが大前提となりますが、実践例がございますので考えて

おりました。チロルの湯ですとか、病院のバスですとかがあります。また、水産会社

のバスなどもありますね。そこと契約を締結して行っていくことになりますが、先進

地の事例は大変参考になると思います。 

 

○宮崎委員長 

 課長にお聞きしますが、それは、バス路線に重なって問題になりませんか。 

 

○荒岡課長 

 これは、営業行為にはならないので、クリアできるのではないか。また、今現在当

別町がやっているということです。 

 

○宮崎委員長 

 当別町は、バスの走っていないところを走っていると思う。 

 

○荒岡課長 

 それも含めて、いろんなバスが動いているところの事業者と行って、基本的には、

路線バスとは関係ないところで行っている。 

 

○宮崎委員長 

 他にありませんか。それではないということです。 

 

○事務局 

 それでは、最後に杉岡先生の方からまとめをお願いします。 

 

○杉岡教授 



 少しずつ、具体的な意味合いをいろいろと提案して、今行われていることと、まだ

やっていないけども使えるものはないか、代わりになるものはないのかというのもあ

りますので、実際には、皆さんが安心して、医療とか、買い物とか、娯楽を楽しめる

とか、楽しく暮らすためにはどうしたらいいのかというところを、具体的に、イベン

トや場所の問題もあったと思いますが、これから具体化していくときには、地域で楽

しく暮らすためにどういったものが良いのか。やはり地域では、スポーツ大会とか、

ゲームをやったりということをいろいろと企画しているところもありますので、なる

べく楽しみを作るためのイベントも議論しながら、実際には、地域の人たちが、ごく

普通につながりを持って生活できるような仕組みを地域福祉計画の中でどんな風に

メニューを作っていったらいいのかということを、次回以降は、地域で懇談会を行っ

たり、全体のまとめ方についても、皆さんに要望を確認していただいて、どういう計

画づくりをした上で、具体的に行政と市民と事業者と関係者が協力し合って、まちを

良くしていくのかということを見えやすくしていきたいなと思っていますのでよろ

しくお願いします。 

 

○宮崎委員長 

 どうもありがとうございました。 

 

○事務局 

これで今日のスケジュールはすべて終了いたしましたが、次回の開催は、調整を図

ってご案内いたしますのでよろしくお願いします。 

 

○宮崎委員長 

その他で何かございませんか。 

 

○今野委員 

要望なのですが、地域福祉計画に関わらず、当町内会としては、行政とともに高齢

者の方を支え合っていくというまちづくりは、異論はないです。ただ、それと合わせ

て協働のまちづくりという言葉が出て 10 年くらいになるでしょうか。この言葉が定

着しているのですけども、実態として、行政側の考えと地域住民との受け止め方に差

がある。やはり協働のまちづくりとはなんぞやという部分での概念というか、そうい

うものが明らかにされていないと思うのです。4月 5月の広報では、自助・共助・公

助ということで 2町内会の取り組み状況を照会されていますけども、これらについて

も自助・共助・公助ということについて今ひとつ行政側と共通理解にたっていると言

い難いと思います。実際には、市の企画サイドになると思いますが、協働のまちづく

りということについての定義づけといいますか、考え方というものをこの地域福祉計

画の策定といいますか、地域住民との話し合いの機会もあると思いますから、それく

らいまでは、示していただきたいなと要望いたします。 

 



○宮崎委員長 

私は、そうは思わないのですよね。現実に今やっていることがまちづくりだと思う

のです。将来もそうだと思います。お互いに出し合って物事が進んでいくのだから、

私はこれも協働のまちづくりの一つだと思うのですけども。それぞれの考え方もある

と思います。 

 

○事務局 

貴重なご意見ありがとうございます。まさに今会長がお話ししたとおりですね、こ

の地域福祉計画の策定が、協働のまちづくりの大きなものになってきます。いろいろ

なものがこの計画の中でも出てくるわけでありますし、行政も行政なりに周知を致し

ますけども、今日集まり頂いています委員の皆様個々にも、それぞれの横の連携で趣

旨などを話し合っていただければ、少しずつ歩み寄って頂けるのかなと思っておりま

すのでよろしくお願いします。 

 

○宮崎委員長 

今野委員そういうことで、よろしくお願いします。 

 

○今野委員 

総論では理解しつつも、各論の例えばこの地域福祉計画の中で、それぞれの事業に

よって、事業の内容を分担するのと、大きな事業のくくりの中で分担するのといろい

ろ出てくると思うのです。それを地域住民と行政が話し合っていく時に、基本的な考

え方が行政側から示されないと、やはりそれぞれの立場の考え方になり、同じことを

行っているのだけど、違うことを考えている。特に私どもの町内会には、いろいろな

考え方の方がいるものですから、我々は、自助・共助でやっているのだけれども、公

助の部分でどんな支援があるのか、それが現実的に見えない。やること全部、市の財

政が苦しいからということで、あれもこれも全部町内会に押しつけているのではない

かという声があるものですから、当然そうではないという話し合いをして理解はして

いるのですけども、役員の方にはできますが、地域住民、市民と考えたときに、果た

して同じようにスタートラインに立てるのかというと難しい面があるので、特に行政

側の考え方を示していただく必要があるのではないかと常々感じているものですか

らあえてお話ししました。 

 

○宮崎委員長 

ありがとうございました。本日は長時間にわたりありがとうございました。これを

もちまして会議を終了いたします。 

 

 

終了１９：１５ 



第５回歌志内市地域福祉計画策定委員会WG 

第一グループ報告 

 2011年 5月 26日 

                   参加者 細谷亘・藤原忠行・秋元邦子・今野達雄  

記録：木下 

 

１．買物問題対策について 

１）移動販売車の現状 

 中村地区では、澤田商店が４月で閉店になったことで、生協の移動販売車の停車箇

所が１ヶ所から３ヶ所に増えたこともあり、販売滞在時間がまだ定まっていない。3

カ所のうち１ヶ所は、予定時間内に歌志内を循環する販売車がカバーすることが困難

なため、ルート的に上砂川を回っている販売車がきている。 

中村地区では町内会で生協と話し合いをして買物対策に取り組んでいる。 

 歌神地区では、火曜日と金曜日の１７時１０分ごろにだいたい移動販売車が来るが、

町内会で移動販売車がどこで停まるかというようなことを話したことはない。「はや

かわ商店、きたに商店」の近くでは、町内会で停車を断っている。 

 このように、移動販売車に対して、距離をおいている自治会と、協力をしようとす

る自治会との温度差がある。 

 

２）移動販売車の影響 

 移動販売車は、事業として取り組まないといけないので、赤字になると撤退されて

しまう。そのため、撤退されないように利用を促す等の取組み、または撤退されても

買物ができるような取組みが必要になってくるかもしれない。 

 だいぶ以前には、「モーちゃん牛乳」という移動販売車があった（夜７時頃）。しか

し、いまは見かけなくなっている。 

 生協の移動販売車ができて、コンビニの売り上げが減ったという話を聞いた（道新

にも載った）。 

 

３）移動販売車以外の買物対応 

①移送援助： 町内会長や民生委員が買物のために、支援の必要な高齢者を連れてい

く支援をしている地域はある。しかし、事故のリスクを考えると実際にはかなり危な

い・リスクは高い。特に、冬場は道路も危なく、事故が起きることはかなり心配しな

がら買物支援をしている状態である。 

②買物代行： 買物の代行は容易ではない。買物支援の必要がある人は、高齢女性の

1人暮らし世帯で、買物に行くのは男性の場合が多い。しかし、女性は商品を頼む場

合でも食材や産地、鮮度等を気にかける人が多いが、男性はそうでもない。そのため、

商店に行って同じ種類の商品がいくつかあると、依頼者に対して代行者が携帯電話等

で希望を詳しく聞かないと、要望にあったものを買うことができないという難しさが



ある。 

③その他： 砂川ではシルバー人材センターで車を出して高齢者の買物を支援をして

いるという話（これは運行方法を含めて確認が必要）を聞いた。 

また、皆でお金を出し合って、車を出している地域も全国にはあるという。住民同士

で助け合って店を作った話もある。しかし、歌志内は炭鉱町だったので、住民同士だ

けでやっていくのは難しいのではないか。 

 

４）町内会での買物実態の把握が必要 

 そもそも普段、買物の困難を聞くことはあまりない。除雪や見守りについては支援

をしているなかで具体的な必要性を理解しているが、買物についてはこれまであまり

要望が聞かれなかった。 

 買物の実態は複雑で、家の近くに商店があるところもあれば、近所の人に頼む場合

もあり、週に１度子どもに買物にいくのを助けてくれる場合もある。また、町内会で

バスを借りて買物をしているところもある。移動販売車が出てきたこともあり、町内

会レベルで買物の困難について実態を把握しなければならない。 

 

２．サロン作りについて 

１）お寺の活躍に期待する 

歌志内はお寺の檀家のつながりは強い。そのため、お寺を通して、サロンを作るこ

とは良いアイデア。すでに安楽寺では、檀家の人を集めて、合唱サークルを作って活

動をしている。ただ、これは檀家さんだけを対象としている。そのため、参加対象を

広げてほしいと住職に話をしたことがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第５回歌志内市地域福祉計画策定委員会 WG 

第二グループ報告 

 2011 年 5 月 26 日 

                 参加者 黒田征子・佐々木勝代・野原純子・杉田義之 

記録：畠山 

 

１，買い物の現状について 

① 生協の移動販売車について（4月導入後の経過） 

・ 停車場所を希望に沿って増加してくれている。 

・ 販売車が来たことを知らせる音は聞こえやすくなった。 

・ 前の停車場所で時間がかかると、その後の停車予定場所に到着する時刻に遅れて

しまう。（その間、利用者は待たされている。） 

・ 販売車のなかに一度に入って買い物ができるのは 4人くらいが限度である。 

・ 狭い車内であるので、他に買い物をしている人に自分の購入する物品が知られて

しまうプライバシーの問題が指摘されている。 

・ 販売車で売られている商品は食品のみであるが、購入時に必要な品物がなかった

場合、次回にはその品物を揃えてきてくれる。食品以外も対応する。（ただし、

生協で取り扱っている商品のみ。） 

・ 移動販売で売られている物品のなかで、仏花があり助かっているという声があが

っている。 

・ 移動販売は買い物難民対策の一翼を担っていると言えるが、利用者は限定されて

いる傾向にある。 

・ 役立っている一方で、利用者のなかには不満もあるようだ。 

 

② 買い物の介助について 

・ 民生委員の方が近所の高齢者などを車で店舗へ送迎し、買い物に付き合うなどの

支援を担っている。（広い店内で多様な品物を購入したいという思いがある。） 

・ 車の運転、乗降時の介助、店舗内を回って歩く際など、怪我や事故がないように

する配慮や送迎の回数がふえることの不安もある。（しかし、感謝されるとむげ

に断ることはできないので続けている。） 

 

③ 課題について 



・ 移動販売が来るまで外で待っている際の対応。（これからの時期は良いが、冬期

間、外で待機することは厳しい。） 

・ まちの集約化が必要？（販売車の停車場所を減尐することで利用者の待機時間を

縮小できる。また、除雪も効率的に行えるのでは。しかし、高齢者がこれから転

居することにはかなりの負担を強いられることになる。） 

・ 今後、購入者数・購買量が低下すると、移動販売が撤退してしまうのではないか。

（移動販売の利用者１人あたり 1回の購入額は千円前後。） 

 

④ 問題解決の方法 

○ 皆が集まれる場所で食料品を販売する 

○ 一つの方法に頼るのではなく、多様な方法を組み合わせて市民を守る方法を考え

る 

＜具体案＞ 

・ 買い物バスの運行（市内の幼稚園や小学校にあるバスを運行していない時間帯に

充てて走行させる。） 

・ チロルの湯での総菜販売（施設内にはレストランもあることから、単身者用とし

てなんこやサラダ、酢の物などを尐量パックに詰めて製造・販売し、温泉利用と

合わせて活用してもらう。その際、食品衛生法の問題はどうなるか？なお、チロ

ルの湯では、週三回（月水金）一日三往復の無料送迎バスを運行しており、温泉

に来ることで、買い物や市民が集まる拠点としての位置づけを期待できる。現在

は、道の駅でのみ売られている漬け物も一緒に売れないか？） 

 

２，サロン活動の現状について 

・ 地域によっては、老人クラブの活動（例えば、女性のみが集まる会や清掃活動、

昼食会を実施するなど）や町内会行事が交流の場としての役割を担っている。 

・ 女性は盛り上げ役など積極的な活動参加の姿勢が見られるが、男性は参加も尐な

い。 

・ 歌志内でサロンを展開するにもやはりまちの地形が参加の障壁となり、そこの場

所まで行くことが困難な高齢者も多いのではないか。（自分の居住している地域

内に複数箇所サロンがあり、徒歩で通うことができるのならよいが。） 



第５回歌志内市地域福祉計画策定委員会WG 

第三グループ報告 

 2011年 5月 26日 

              参加者 関武雄・三上洸二・川野敏夫・菅原久芳・大河内隆子  

記録：杉岡 

 

１．買物問題対策について 

１）移動販売車の現状 

大河内委員：東光地区は、セイコーマートの場所が利便性あり、移動販売車の利用は

見かけない。移動販売車の方が高いのでは？（金額は店舗の販売価格と差がないとい

う指摘あり）。訪問は水曜日と土曜日の週 2 回。 

菅原委員：神楽岡に住んでいるが、早川商店が 1日おきに営業しているが移動販売車

もそれなりに客が入っている（買い物をする人は限られているが）。自分は砂川の病

院に行ったときに生協によって買い物をしている。トドックも利用している人あり。 

関さん：中村地区に住む。71 世帯が中村に生活している。移動販売車は 3 カ所に止

めて売っている。品物は豊富で、利用者もいる。近くには道の駅の売店しかない。バ

スも 1時間に 1本。 

川野委員：川向かいに住む。常連客もいる。セイコーマートにも行く人あり。自分で

買い物に行けない人はトドック。こちらは、火曜日と金曜日の週 2回。セイコーマー

トは、野菜もネギ 1本から売るので、1人で生活している人には具合がいい。生協の

配達は 2000 円以上なら無料で配達。移動販売車に無いものは、頼めば次のときに持

ってきてくれる。 

 結局、移動販売はいままでよりは買い物の便は改善したといえる。特に新鮮な野菜

や魚についての評判はよく、これから定着の見込み。セイコーマートは少人数世帯を

意識した品揃えの工夫をしている。 

 

２．サロンづくりについて 

困った男たち 

パークゴルフにしか出かけない男性。老人クラブも 65 名くらいいるが集まるのは

10～12 名程度。年に 1 回の旅行会と老人クラブ主催の高齢者スポーツ大会には人が

集まる。 

だいたい高齢になれば、1時間程度の運動が限界。なので、グランドゴルフはいい。

サロン会場の候補としては、生活館になるが、月に 1 度の老人クラブの例会は活発。

遊んだ後の生活館での反省会がいい。 

赤歌地区では宮崎会長の提案で、「夕方散歩」企画を実施している。これは防犯を

かねているので効果的。人数は 19 人くらいが参加している。男性向けのサロン活動

へは、まずは軽い運動やスポーツから反省会を取り込んでなんとか。 


