
第１１回歌志内市地域福祉計画策定委員会(会議録) 

 

○日 時 平成２４年５月１９日（土）１４：００～１６：１０ 

○場 所 公民館２階会議室 

○出席委員 

宮崎委員・細谷委員・黒田委員・佐藤委員・三上委員・藤原委員・野原委員・大

河内委員・上坂委員・川野委員・杉田委員・今野委員・菅原委員 

【欠席】秋元委員・高橋委員（院長）・木津谷委員・坂本委員・佐々木委員・三戸

委員・関委員 

○北星学園大学 

  杉岡教授・岡田准教授・木下准教授・畠山（大学院）氏・学生１１名 

○事務局 

虻川保健福祉課課長・長野保健福祉課主幹 

社会福祉協議会山川局長 

  保健福祉課職員１０人 

 

【開会】 

○宮崎委員長 

土曜日ということでお忙しい中お集まり頂きありがとうございます。本日は、計画

の素案が示されましたのでその検討と言うことになると思いますので、よろしくお願

いします。それでは事務局から日程についてお願いします。 

 

○事務局 

 皆様に配付している資料の確認ですが、すでに歌志内市地域福祉計画（素案）は送

付しております。本日は、黄色の表紙で「コミュニティーワーク実践研究２０１１」

という冊子をお配りしております。 

本日の日程は、この後、木下先生から「コミュニティーワーク実践研究２０１１」

の説明を頂き、その後、素案の説明をして、グループワークで施策等について話し合

って頂きたいと思います．それでは、木下先生よろしくお願いします。 

 

○木下先生 

木下先生より「コミュニティーワーク実践研究２０１１」について概要説明。 

 

○事務局 

（事務局より素案について概略を説明。） 

それでは、各グループでこの素案について話し合って頂きたいと思いますのでよろ

しくお願いします。先ずは、学生の皆さんも委員の皆さんと顔を合わせるのが初めて

ですので自己紹介をして進めて頂ければなと思います。それでは時間は６０分間とし

ますよろしくお願いします。 

 

 



 

【グループワーク開始】 

〈６０分間〉 

【グループワーク終了】 

 

○事務局 

それでは、それぞれのグループの発表者からお願いします。第１グループからでよ

ろしいでしょうか。たまには、第３グループから始めた方がいいという声ありました

ので、第３グループからお願いします。 

 

■第３グループ 

発表者：北星学園大学学生 

 第３グループで話し合ったことですが、第４章の「気遣い心遣い向こう三軒両隣」

について、いろいろと議論したのですが、まず、このことについて問題になってくる

のはプライバシーの問題があると議論しました。それをどのようにカバーして対策を

取っていくかというのが問題になると話し合いました。一番多かったのは新しく入っ

てきた人たちが地域で住みやすくするためには、どういった工夫が必要なのかについ

て話し合ったのですが、実際に町内会長さんが、新しく入ってきた人たちに対して話

しかけるのが良い方法だという意見があったのですが、新しく入ってきた人たちの情

報が個人情報保護法の関係で教えてもらえないという現状があって、やはり、そうい

う情報が、何人家族で何歳の人たちが入ってくるというのが分からないと、町内会と

しても町内活動がしにくくなってしまったりするので、それを防ぐためにも、歌志内

市では、新しく入ってきた人たちも住みやすくする活動を推進しますと宣言して頂い

て、新しく入ってきた人たちの情報も、民生委員の方達や町内会で共有できるような

条例のようなものがあればもっと地域間の関わりなどが歌志内の人たちの情報につ

いてもよくわかりますし、安心した地域作りができるのではないかということを話し

合いました。条例などについては、難しい面も多いと思うのですが、このようなこと

を行うことが大切になってくると思います。向こう三軒両隣というまちづくりなので

すけども、三軒両隣というのも、共通点で子育てをしているとか、高齢者を支えると

かという共通点を活かしていけるのではないか。また、若い人を取り入れるのも大切

なのですけど、生活に必要な施設などを整えることも大切なのではないかと話し合わ

れました。私も６５歳になったら歌志内に住みたいなと考えていますので、このよう

な話し合いでの活動が実施されればもっとよいマチになると思いました。 

 

■第２グループ 

発表者：北星学園大学学生 

 歌志内市では高齢者が約半分いますので、買い物とか除雪という問題があると思う

のですが、そういうものに対応するには、やはり動ける若い人たちが必要不可欠では

ないかなと思いましたので、人材の呼び込みというのが必要ではないかと考えてきま

した。それを提案させて頂いたのですが、実際に、現在歌志内市に働いている方もい

ますが、滝川市・砂川市に通勤している方が多くて、住んでいたとしても車を持って



いるので、滝川市・砂川市も生活圏内ということで、あまり困っているという意識で

はないのかなというお話を頂いて、やはり、今一番困っている方は歌志内に住んでい

る高齢者の方で、例えば買い物があっても行けないという現状があって、そういうと

きにボランティアさんとか、社協さんの事業とかのサービスで対応できないのかなと

考えましたが、やはり、助けが必要な方の人数が多いということで、助ける人と助け

が必要な人とのバランス、比率が容易じゃないということで、なかなか、その困って

いる人たちを支えきれないという現状があります。歌志内市の状況を解決する方策は

まとめることはできなかったのですが、サロン活動とかボランティアを活発にして、

現在困っている方の支援を充実させていきたいということで、内容はまだできていな

いのですが、それらを中心に考えて行く必要があるのではないかなという結論に至り

ました。 

 

■第１グループ 

発表者：北星学園大学学生 

第１グループでは、大方の計画は作成できているということで、細かい点でもう少

し言い回しとかを変えた方がいいのではないかという所を中心に述べたいと思いま

す。先ず１点目は、４ページの計画の位置づけというところで、下から４行目の社会

福祉協議会は行政の不備を最終的に補うという記述が書かれているのですが、実際、

社会福祉協議会は行政の不備を最終的に補う存在なのか、というところが、違うので

はないかという意見が出ました。２点目ですが、第４章の３８ページの給食サービス

の記述というのは、給食サービスの充実は、基本目標１の「目配り気配りのまちづく

り」に入っているのですが、実際は、この括りではなく、次のページの「お互い様と

言えるまちづくり」に組み込まれる必要があるのではないかという意見が出ました。

それと同様に２―（１）の「町内会や老人クラブなど各種団体への普及・啓発活動の

実施」が「お互い様のまちづくり」から「目配り気配りのまちづくり」の方がニュア

ンスとして正しいのではないかということで、入れ替える必要があるのではないかと

いう意見が出ました。それと同じ所なのですが、３８ページで給食サービスの充実の

所では、給食サービスは、市から社会福祉協議会に委託されている事業なので、社会

福祉協議会の独自の事業ではないということなので、社会福祉協議会の記述が必要な

いのでは、という意見が出ました。４３ページの基本目標を見て下さい。基本目標５

の施策５－（１）で「市民・事業者・行政等との連携・協働の関係づくり」というこ

となのですが、市民と行政が協働するという際に、市と町内会との連携を考えるとき

に、町内会側からすると情報の開示という点で、行政から町内会に向けての情報開示

という点で不満がありますが、行政側にも、もちろん個人情報の点で開示できないと

いう意味でジレンマが発生しているというのはあるのですけども、ある程度、市から

町内会や市民の方に向けて情報の部分で、開示に向けた方向性で行かなければならな

いのではないかという意見です。具体的には、個人の情報と言うことではなくて、全

体として集計としてまとめた情報なども行政側はそらす傾向にあるので、そういうも

のを開示する方向でよいのではないかということが話し合われました。 

 

○事務局 



それぞれのグループから意見を出して頂きました。まず、第３グループの出された

内容に対しまして皆さんの方からご質問等ありますでしょうか。第３グループでは、

安心して暮らしていけるまちづくりのために、向こう三軒両隣に入ってきた人の情報

について開示できるような条例などを作ってはどうかというご意見であったと思い

ますが。第３グループの方では、この計画素案の内容について話し合われてはいなか

ったでしょうか。 

 

○第３グループ 

向こう三軒両隣のまちづくりが、どうかというのを話し合いました。昔から住んで

いた方にとっては、受け入れられやすいことだという意見が出ていたのですが、新し

く来た人にとってはプライバシーの問題とかがあって受け入れににくい状態ではな

いかという意見が出ていました。向こう三軒両隣というスローガンはこのままで良い

として、それをできるようにするためには、住んでいる方のことがわからないと不安

ではないかという意見がありました。先ほど土砂崩れの所を見たのですが、災害の時

に避難するときの名簿というのがあると思うのですが、それを地域で共有できるもの

があればもっと地域に溶け込めるのではないかと話し合いました。きっかけ作りが大

切になってくるのではないかという意見も出ました。例えば、花植えであったり、餅

つき大会であったり、そういったきっかけ作りがあることによって、地域とのコミュ

ニケーションの場ができると思うのですけども、そういったコミュニケーションがで

きることによって信頼関係も徐々に築いていけるので、それをどんどん積み重ねて行

ってから、向こう三軒両隣というまちづくりを目指していくということが大切なので

はないかと話し合いました。それを運営していくために、社協や民生委員の方、市役

所の方達も協力を得て、町内会を下支えするという人たちの育成がやはり大切になっ

てくるのではないかと考えました。やはり職員の方々も地域の方々のお話を実際に聞

くことによって把握できることで、歌志内という小さなまちだからこそできることな

のではないかと思いましたので、そのような活動があればいいという意見が出ていま

した。そのようにしていくことで歌志内の市民の方も住みやすくなっていくと思いま

した。 

 

○事務局（虻川保健福祉課長） 

向こう三軒両隣の話しは、基本理念として検討された段階にも、今言われたように

お子さんをお持ちの方は、子どもを外に出さないようにしているのではないか。それ

を、基本理念の向こう三軒両隣を実現するためにどういう方策を作っていったらいい

のかという課題のところで前回は終わりましたが、向こう三軒両隣のまちづくりを目

指そうという話し合いであったと思います。それで、今回の施策の中にも、その辺を

具体的にどのように盛り込んでいったらいいのかということを考えていましたが、安

心安全のまちづくりで、現在も行われている子ども達の見守り活動を行って頂いてい

ます。また、高齢者であれば緊急通報装置もありますし、災害についても安心安全な

まちづくりの中で災害時の組織作りということで施策に盛り込んでいましが、それだ

けでは不足でありますので、それでどのような施策を盛り込んでいくかということを

この場でもう少し話し合っていかなければならないととらえています。 



第２グループですが、人材発掘について、当市には若い人が少ないというお話では

なかったかと思います。それについて、皆さんからご質問ありませんでしょうか。若

い人は地域であまり困っていない。やはり高齢者が困っているので、ボランティアや

社協のサービスで対応しなければならない。人口のバランスが悪いので平等ではなく、

支えきれないのが現状であるというご意見でした。そして、最後に第１グループで、

計画について細かくご指摘頂きました。先ず、計画の位置づけのご指摘で、社協は市

の不備を補うという組織ではないという部分ですが、行政で行う部分、社協で行う部

分、また、行政でできない部分を社協で行うという関係ではないかなと思います。表

現の中では不備を補うとしておりますが、それだけではないということだと思います

が、確かにそれだけではありません。社協独自の事業を興して、社会福祉協議会の中

で必要なものを取り扱っていくことになっていくのかなと思います。それと給食サー

ビスですが、基本目標１の「目配り気配りのまちづくり」に入っていますが、基本目

標２の「お互いさまと言えるまちづくり」ではないかというご意見です。これは基本

目標１の目配りに入れたのは、給食サービスというのは、一人暮らし高齢者の方々に

夕食をお配りして、何か変わったことがないですかという声かけの部分が強いのかな

と考え、目配り気配りのまちづくりの方に入っています。ただ、これがお互いさまの

まちづくりであると言うことであれば、そこに入れることも可能かなと思います。そ

れと２－(1)の町内会や老人クラブなど各種団体への普及・啓発活動の実施は基本目

標２のお互いさまと言えるまちづくりではなくて、基本目標１の目配り気配りのまち

づくりの方に入れた方が良いのではないかというご意見かと思います。この部分でお

互いさまと言えるまちづくりに入っているというのは、町内会や老人クラブの活動の

中で、お互いさまと言えるまちづくりを普及・啓発していければいいのかなと考えて、

お互いさまと言えるまちづくりに入れています。これについても目配り気配りのまち

づくりの方へと言うことですので検討していきたいと思います。最後は、給食サービ

スの充実というのは、社会福祉協議会事業となっているけれども、これは市の事業で

はないかというご指摘だったかと思います。確かにこの事業は、市から社会福祉協議

会に委託している事業になっていますが、ここに社会福祉協議会委託事業と入れると

わかりやすかったのですが、これについては、社会福祉協議会の方から社協としてこ

の地域福祉計画に入れていく事業としてどのような事業がありますかと問いかけた

中で、社協から出して頂いた事業です。確かに給食サービスは、市の委託事業であり

ますのでわかりづらかったのかなと思います。最後に４３ページの市民・事業者・行

政等との連携・協働の関係づくりのところで情報開示という意味でまとめた情報を行

政から出せるようにしてはどうかという意見ですが、それはごもっともで、そのため

にここの施策に載せています。ここの基本目標が「在宅生活を支えるための各関係機

関と地域住民活動の協働による地域支援の展開」ですので、ここに、今お話し頂いた

ようにその辺の情報をみんなで支え合う体制を強化しましょうという施策でここに

入れています。それの実現を目指すという意味でこの部分に入れています。この第 1

グループのご意見についてご質問があればと思います。どうでしょうか。 

無いようですね。それでは、今それぞれご指摘頂いた部分や気づいた点を手直しし

たいと思います。 

 



○事務局（長野保健福祉課主幹） 

 第１グループはプライバシーのことをいっていました。個人情報のことはなかなか

難しいのではないかというお話ですが、プライバシーの保護より大事なものは、命を

守ることであり、そのために必要だということをいっていくとプライバシーの問題も

解決できるのではないかと思います。つまり地域福祉計画というのは、ここの見守り

の問題や命に関わることを言っているわけです。そのことで解決できるのではないか

と思っています。そのような記述が必要なのかなと思いました。それと民生委員の

方々がしっかり活動できるような条例を作るべきではないかというご意見ですが、そ

のためには、歌志内の中にまちづくり基本条例を作らなければならないと思います。

現在議論している地域福祉計画は、まちづくり基本条例の福祉版が地域福祉計画とい

う位置づけです。これがしっかりできれば民生委員さんの活動もプライバシーをあま

り考えずに進めることができるのではないかと思います。そのような記述にすること

が必要ではないかと思います。若い人があまり入ってこないということですが、この

地域福祉計画を作ることによって、お年寄りや障がい者など支援する人はやはり若い

人なので、その若い人たちを何らかの形で、歌志内の中に取り入れていくということ

は、いろいろと方策を考えていかなければならないと考えています。 

第２グループの方は、人材の発掘に力を入れるというご意見がありましたが、また、

除雪などには若い人たちの力が必要であるというものでした。これも計画的に行って

いかないと歌志内の将来はないと思います。しかし時間が掛かりますので、その辺を

皆さんに考えて頂きたいと思います。例えば主婦の方々に若い人たちが入るまで助け

てもらう等はどうかなのかなと思っています。それと滝川・砂川を生活圏にしている

方々がいます。でも歌志内のことはわかっていない。この辺も情報の開示も必要では

ないかと思っています。そして、目先の問題は、やはり高齢者の問題だということで

すね。ボランティアの人はいるけども助けてもらう人の方が多いので、支えきれない

のではないかということですね。支えられないのであればどうすればいいのかという

ことをこの計画に載せなければならない。例えばボランティアをいかに増やすか等で

すね。そのような工夫がなされればいいのかなと思います。第１グループは、社協が

行政の不備を補うというのは違うのではないかというご意見ですが、一般的に地域福

祉計画というのは、理念計画を行政で作り、その行動をするのが社協の計画で、車の

両輪となって進めるということのようですが、歌志内では車の両輪になり得るかどう

かというのは難しいかなと思います。岡田先生たちが作られた報告書では、思い切っ

て社協に市の職員を 20 名くらい出向させて、各町内会に貼り付けさせて、町内会の

サポートと同時に、それをきっかけに事業を行ってはどうかという報告書です。まさ

しく本来社協の持っている力を市がサポートしてあげて、車の両輪ですので、ここを

補うということです。社協としてきちっとやれる仕組みを考えたらどうかと思ってい

ます。それと給食サービスも社協の事業として委託をしていますが、今の給食サービ

スの形でよいのかどうか。弁当代 600円の内、市が 200円補助し、自己負担 400円で

す。例えばの話しですが、学校の給食センターが、少子化により子どもが少なくなっ

て、設備は、従来のままであるので、その設備をうまく使って、希望者だけではなく

高齢者の全員に渡ってく配食サービスを行ってみようなどというアイディアがこの

中に盛り込まれるなど、お金の掛かる問題ですので、できるかどうかは別ですが、そ



のようなことも解決方法かと思います。これらも社協に行ってもらうためには、どの

ような仕組みが良いのかということも議論していけばいいのかなと思いました。それ

と協働のまちづくりで情報開示しないというのは、基本的になっていないまちなので、

行政は地域福祉計画が策定された暁には、しっかり情報を開示してもらうということ

で、さらに良い計画になっていけばいいのではないかなと思います。各グループから

貴重なご意見を頂きました。今後、先生からのご意見を頂きながら計画を作っていき

たいなと思います。 

 

○川野委員 

第３グループの話し合いの中にも出たのですけども、学識経験者の蘊蓄としてお聞

きしたいのですけども、安全・安心という括りと安心・安全のまちづくりと表示が逆

になっています。これは地域福祉計画的には、どちらを前にしてうたった方が良いの

かお聞きしたいと思います。 

 

○杉岡先生 

今日はかなり熱心にお話しして頂き、あと１回か２回くらいで最後を迎えるかと思

うのですが、今のお話を含めて３分くらいでまとめたいと思います。北海道の大きな

共通点というのは、過疎で高齢化してきているということで、これは日本全国同じよ

うな問題があって、最初に話題になりましたけども、歌志内が一番早く進んでおり、

人口減少も進む。日本の高齢化の 20年後 30年後というのが、今の歌志内を象徴して

いる問題です。歌志内で、この問題を解決しなければ、日本の将来のパースというの

はないというわけです。それがどういったことが共通なのかというと、北海道で歌志

内のまちは、自然にも恵まれていますし、快適なのですけども、やはり、働く場所が

非常に少ない。北海道はそうですよね。そうすると実際にはですね、働く機会を何と

かしなければならない訳なのですけども、それはやはり、大企業や優良企業を呼んで

きて仕事を創り出すというのはなかなか難しい。そうするとやはり、今、中心となっ

てくるのは、支え合う中で必要とされるサービスを基盤にするというのが基本になる

と思います。そして、それが快適であれば人が集まってくることになりますので、福

祉の問題を解決する中で、仕事を作り出せるようなことを考えようと、これが今、福

祉の事業の拡大ということで雇用創出を推進するというのがいわれていますし、障が

いのある人たちの働く場所も拡大してきていますので、障害のある人の雇用を推進す

るための条件が引き上げられてきています。そういう意味では、福祉問題を中心にし

た快適なまちづくりをどのように造るか、というのが一つのポイントになると思いま

す。それと、困っていることというのが、歌志内は、孤独死はなく、大都会には孤独

死があるよねというのではなく、何処へ行っても孤独死というのは生まれやすいと言

われています。そういう意味では日本全国、困っていることは共通して発生するとい

うことなので、田舎か都会かということはないのではないかと思います。その安心・

安全というのは、災害の問題ですね。これは自然災害の時もそうなのですが、さまざ

まな災害が発生しています。これを未然に防止するというのはなかなか難しいので、

やはり減災という、あるいは災害が発生したときにどう私たちが守らなければならな

いか。災害に対応するにはどうしたらいいのかというのと、備蓄をどうするかとか。



いろいろと準備を進めるということですね。それから、防犯という問題も非常に顕在

化していまして、いろいろな場面で被害に遭っている人が増えてくるので、防犯が重

要になってきます。それから、認知症になっている人たちを対象にした消費者被害と

いうのも、すごく出てくるので、これをやはり周りの人たちがサポートしていくとい

うことからするとですね。この「安心・安全のまちづくり」というのは、安心・安全

のまちづくりなのか、安全・安心のまちづくりなのかというのは、地域福祉の問題か

らするとですね。むしろ安全というのは、行政が市民の生命の安全を補償するという

ことで、行政とすると安全なのですね。しかし、安心を創り出すとなれば、やはり市

民が先ず課題として受け止めるということになりますので、地域福祉の視点からすれ

ば、「安心・安全のまちづくり」ということを基本にするということになるのではな

いかと思います。今、やはり暮らしの問題は、困っていることは共通しているという

ことなのですけども、困っている人同士で助け合えばいいのではないかというのも簡

単ではないですよね。除雪の問題も隣近所みんな困っているけども助け合えば良いと

いうのも、なかなか難しいので、町内会長さんが積極的にやってくれる、宮崎さんや

川野さんの所は結構大丈夫だという話しになりますけども、この辺の所は、有志の方

にやってもらっているということは、一つ背景にあるのですけども、やはり仕組みと

して、困っていることを解決するということは、行政とか社協が、積極的に関与しな

いと、住民が何とかしてと、住民同士が何とかしようとはならないかと思います。そ

こら辺は、仕組みを作ってみんなが参加するというところに、係わっていくというこ

とになってくると、やはり組織を作ったり、運営したりするという所に行政がもう少

し積極的に関わるような段階に来ているのではないか。そこは共通した問題を受け止

めているところも多く、行政が、その地域の一大企業なので、行政が仕掛ける段階な

のではないかと思いますので、地域福祉を支えたり、問題を発見したりですね。それ

から、チェックするという役割も、住民としては、大きいわけですけども、行政と共

にやるということになると、行政にもいろいろな課題を取り組めるような要請も考え

てもらう。そのあたりを施策の展開の中に、こんな組織を作りたいというのを入れて、

市民が係わる場面を造るということをぜひ工夫して頂ければと思います。 

 

○宮崎委員長 

先生のお話も頂きましたが、安心・安全なまちづくりではないかと思います。何を

するにも安心・安全が関係してくると思います。第１グループから第３グループの意

見をお聞きしましたが、確かに歌志内には、若い人はいません。高齢者には高齢者な

りの考えというのもありますので、あと１回か２回ありますけども、歌志内市のため

に皆さんよろしくお願いします。長時間にわたりありがとうございました。 

お帰りの際はお車に気をつけてお帰り下さい。これで終了致します。 

 

 

終了１６：１０ 


