
第１２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６月２１日（木）１７：３０～１９：１０ 

○場 所 社会福祉協議会２階会議室 

○出席委員 

細谷委員・黒田委員・佐藤委員・三上委員・藤原委員・野原委員・川野委員・杉

田委員・菅原委員 

【欠席】宮崎委員・今野委員・秋元委員・高橋委員（院長）・大河内委員・木津谷

委員・上坂委員・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・木下准教授・畠山（大学院）氏・学生２名 

○事務局 

虻川保健福祉課課長・長野保健福祉課主幹・森脇保健福祉課主幹 

社会福祉協議会山川局長 

  保健福祉課職員８人 

 

【開会】 

※宮崎委員長・紺野副委員長が欠席（町内会の葬儀出席）のため挨拶省略 

■素案について訂正箇所の確認 

① １章で地域福祉計画の根拠法令を入れました。 

② その根拠法令の枠外の下から４行目に（以下「地域福祉計画」という。）を入れ

ました。 

③ 3Pの計画の位置づけを文言整理しました。 

④ 4Pの他の個別計画との関係の図を変更しました。 

⑤ 6Pに講演会の開催を別の項として独立させました。 

⑥ 前回の計画書には、第 1章の最後に検討された課題を入れていましたがそれを資

料編に移動させました。 

⑦ 9Pに人口推計を加えました。 

⑧ 19Pに歌志内市の生活課題をいれました。但し、この中からさらに、掘り出した課

題以外の提案としてとらえられる部分を削除していきたいと思いますのでご了承

願います。 

⑨ 25P基本理念の説明を少し簡素化しました。そして、基本理念の文言を「向こう三

軒のまちづくり」から「向こう三軒のまち」に変更しましが、これを「向こう三

軒のまちづくり」に戻します。「づくり」を削除した理由は、基本目標にも「ま

ちづくり」がたくさん使われているのでという理由でしたが、皆さんが造った基

本理念であり勝手に替えられないと言うことで戻します。 

⑩ 26P計画目標（３）安心・安全のまちづくりに修正しました。 



⑪ 32Pで 1-(2)と 1-(4)から社会福祉協議会を削除し、1-(3)に基本目標から「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」を移動させました。そし

て 33Pに 2-(1)として、高齢者等が集まる「地域交流サロン」事業の推進を移動さ

せました。 

⑫ 36Pボランティアの図を修正しました。 

 

以上が変更点です。 

 

■本日の会議の進行について 

今回の話し合いの主旨を説明 

○事務局 

 地域福祉計画ができたことにより、何ができるかについて考えていきたいと思いま

す。先ずは、次の３点に絞って議論していきたいと思います。 

① 住民が外出する機会を増やす。孤立の予防として、サロン活動だと思います。現

在、上歌地区に小さなサロンができました。他の地域で具体的にここならサロン

ができるのではないか。ということを話し合っていきたいと思います。この委員

会では、お寺に檀家さんが集まっていて、それがサロンではないかという意見も

出ていました。サロンは、毎日行うもの。週１回行うもの。月１回行うものなど

いろいろですが、そこに、保健婦や地域包括が出向いて健康診断や介護予防につ

いてお話しをする。例えば、チロルの湯や福祉施設で地域貢献事業として、サロ

ンを行う。また、チロルの湯で総菜バザールを行い市内の商店がそこに参加し買

い物支援する。送迎はチロルの湯のバス。など、可能性があるところを探ってい

く。また、ルール作りも必要かと思います。計画期間の５年間でサロンを５カ所

に増やしていきたいと思います。 

② ２番目は、地域の総合相談窓口を設置することです。これは、生活困難者を早期

に把握することにつながります。行政から考えると、市役所に相談窓口の専門員

を配置するという発想になりますが、それで解決するか。市民はどのようなこと

を相談したいか。どのよう総合相談窓口を望んでいるかを話して頂きたいと思い

ます。 

③ ３番目は、地域支援者と行政・専門職とのネットワーク会議の開催ですが、どの

ようなメンバーで、実施していくのが良いのか。地域福祉計画にも仕組み作りや

ネットワークの構築というのを書いています。それを具体的にどういう組織を作

っていくのがよいのかを具体的にしていきたいと思います。 

 



よろしくお願いします。それと進め方ですが、一つのことを最後まで議論するので

はなく限られた時間でありますので、一定のめどを立てて議題を移していって頂けれ

ばと思います。 

○木下先生 

 身近な地域でどのようにサロンを造っていくか。具体的に話し合って頂きたいと思

います。 

① 地域の問題をどうやって話し合うのか。地域の方が話し合う環境作り。（関西の総

合相談窓口の事例） 

② 地域問題（介護・高齢者虐待・見守り）地域と専門職のネットワークの必要性。

個人情報を出せないということではなく乗り越える場として、どういうふうに具

体的な計画で実行していけるか。 

 

【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。 

 

■発表内容 

発表者：北星学園大学学生によるまとめ 

 

第 1グループ 

① サロンの候補地 

・町内会館 

一番市民が利用しやすい場所。しかし、冬は温めるだけで時間がかかってしまう。 

・スナック 

 夜だけでなく、昼に開けてもらうことはできないだろうか。交渉が難しいかもしれない。 

・施設（親愛の家） 

 施設の方からぜひ使ってくださいという承諾を得られた。もし、まとまればお迎えにも行ける

ということだった。特に冬はいいかもしれない。常に施設は暖めてある状態なので。 

・チロルの湯 

 たまにイベントとして利用するのはどうだろうか。 

・電気屋さんや商店について 

狭いかも・人が集まれるスペースがあるかどうか 

 

・サロンの内容について 

カラオケが人気。食事などを用意すると、人が集まりやすい。持ち寄りが良いのではないだろ

うか。炭鉱町の市民は持ち寄りが得意（漬物など） 

女性は集まっておしゃべりするだけでも楽しいが、男性の場合、将棋、碁、麻雀など目的を作



ったほうが集まりやすいかもしれない。お酒があると男性は集まる？ 

 

ペースは月に１回ぐらい。 

継続するにはお金を集める必要があるかもしれない。 

サロン内に世話人が必要になる。足がない人を迎えに行く人も必要かもしれない。 

町内の枠を超えるのも面白いかも。 

初めは、少人数でも続けて少しずつ輪を広げていきたい。 

 

② 市民が考える「地域の総合相談窓口」について 

・市役所に設置しても、相談に来る人は少ないのでは？ 

・待っているだけでは相談者はこない。実際に相談があるときは、自ら訪ねて行って、「最近お変

わりないですか？」とたずねてやっと口を開くことが多い。 

・電話相談をうけても、匿名を希望する人がいる。 

・相談窓口は積極的に地域に入っていくべきだ。 

・町内会に来てもらう。①で考えたサロンに来てもらうなど。 

・相談を受けることはそれぞれある。一般市民の方が相談員になったとしても何の権限を持って

いるのだろうか。 

 

こんな人に地域の総合相談の窓口になってほしい！！ 

・まず初めは地域に顔が広い人がなるべきではないだろうか。 

・地域住民と共に歩んでいくような相談員がいい 

・相談を受けたあと、適切な機関や専門員につないでくれる。 

 

③ 地域支援者と行政・専門職とのネットワーク会議の具体的な組織について 

・総合相談窓口の担当者には参加してもらいたい。 

地域福祉計画のネットワークの図を見て、大きすぎてもネットワークが作りにくいかもしれな

い。 

・会議の内容について 

 実際に困っている人の情報を共有したい。さらに、一度で終わらせるのではなく経過を知るこ

とができるようにしたい。 

 地域の支援者・・・地域の中で困っている人を見つけ、行政や専門職の方につなぐことができ

る人。見守り活動をしている方 

・予想される行政・専門職に求められる知識や技術 

 認知症について。権利擁護や成年後見制度 

（記録：福田綾香） 

 

第 2グループ 

①サロンの候補地（住民の外出する機会を増やし孤立死を防止）について 

市役所職員中心グループ 

【候補地としてあがった場所】 

町内会館、老人クラブ例会、電気屋さん、商店、福祉施設（親愛の家）、社会福祉協議会、カラオ



ケスナック  

 

【話し合いの内容】 

・今在る、定期的に人が集まる場を利用してはどうか。例えば月に 1 回の班長会議や老人クラブ

の例会など。 

・老人クラブの例会がない地域もあるので、そういうところにサロンがあればいいと思う 

・サロンというのは「楽しみ」が目的のひとつでもある。（老人クラブでは例会とは別にお楽しみ

会がある） 

・新たな場所を確保して作るのはエネルギーがいるので、歩いて行ける距離にあり、かつエプロ

ンでもふらっと行けるような町内会館が使いやすいのではないか。 

・サロン参加者としてお寺へは少し行きにくいかもしれない。 

・サロンに固執しなくても出歩く機会があるのならばそれはそれでいいと思う。 

・滝川市のようなオープンスペースが地域の中にあるといいと思う。 

・日程のしばりは作らず、いつでも行けるサロンもあれば良いと思う。 

 

②市民が考える「地域の総合相談窓口」について 

・来た相談をその場で解決という訳ではなく、その相談内容に応じて専門の各方面へつなぐ役と

なる。つまり相談員は専門職でなくても良い。 

・役所に相談しに行きにくい住民が、相談しに来やすい窓口になるといい 

・今在るところ（シルバーハウジング）を利用したらどうか。民生委員もやっているハウジング

の管理人さんが相談員をやっている。やはり地域の民生委員が相談員であると良い。 

・相談事を相談員として望ましいのは、信頼できる人。 

・「月 1～2 回、または第○何曜日に市役所職員、民生委員で相談受け付けます」という PR も必

要。 

・班長会議の際にいろいろな相談事が持ち込まれることがよくあるので、それの延長線として、

班長会議や町内会の行事の場に、相談員として市役所職員にきてもらうのはどうか。 

・どんな相談事でも受け付けるとなると、相談内容の範囲が広がりすぎるのではないか。 

 

③地域支援者と行政・専門職とのネットワーク会議の具体的な組織について 

・個人情報や守秘義務のことを考えると、まずは警察や福祉施設、行政、民生委員などがネット

ワーク会議の軸になるだろう。その他には、町内会長、民生委員の OB、郵便局職員、学校関

係者、などが考えられる。 

・事例や相談内容にも様々な種類があるので、②の総合相談窓口のように大きな核となるネット

ワーク会議でまずは話し合い、そこから各会議に振り分けたり、地域ごとのネットワーク会議

におろしたりするのはどうか。 

・本人の生命に関わることや不利益を避ける場合であれば話し合えるが、そこの判断が難    

しい。                            （記録：玉木仁美） 

 

第 3グループ グループメンバー：山川、佐々木、櫻庭、佐藤、山崎、 

② 市民が考える「地域の総合相談窓口」について 

（１） 現在、歌志内で実践されている地域における相談対応の状況について 



・民生委員がニーズをキャッチし、それを行政に伝達することはおこなわれている。 

・居住地区内に行政職員が住んでいる場合、相談事を対応する課につないでくれ、行政と地域と

の橋渡しの役割となっている。 

・ニーズを抱えている人たちは、彼らの問題が重症化・複雑化した状態で行政の窓口に相談しに

来る。そのような状態になる前にまず地域で受け止めることのできる体制が必要である。 

※困っていることに関して情報を得ることができたり、確認を取ることができたり、ちょっとし

た心の安心感につながる。 

・一方、施設の利用者・入所者では、行政の対応する窓口を伝え（あるいは対応する課に事前に

電話で要件を説明しておいて）、本人が役所に赴いてもらうようにしている。 

 

（２）「地域の総合相談窓口」のイメージについて 

・生活困難者のニーズは多種多様であるため、相談を受理・対応してくれる交通整理をおこなう。 

・そこに行けば解決の糸口が見つかる。 

※社会福祉に関わる問題以外でも「なんでも」相談できる。 

※道外では、福祉施設の職員が地域貢献を兼ねておこなっているケースもある。 

※困りごとをどこへ相談しに行けばよいかがクリアになる→困りごと相談に関する広報・周知が

必要ではないか。 

 

（３）歌志内で総合相談窓口を展開する上での活用できる社会資源について 

・市内 2 か所のシルバーハウジング（配置されている生活援助員の一人は民生委員も兼ねてい

る） 

※身近な場所にあること、複数箇所にあることなどアクセスしやすいことがポイント 

・行政職員自身もアウトリーチの必要性を実感している→職員の地区担当制。しかし、行政スタ

ッフのみが対応してばかりでは地域組織化・福祉組織化が浸透していかない。 

※地域のニーズを見つけ出す人材を多く作り出すことが重要。 

・一般住民が窓口対応の担い手となりうる可能性→マニュアル・研修が必要。 

 

③地域支援者と行政・専門職とのネットワーク会議の具体的な組織について 

 

※②に時間を割いたため、話し合いはできませんでした。 

（記録：畠山 明子） 

 

○杉岡先生 

総合相談窓口の件で地域包括支援センターのお話は何処もでていませんでしたが

どうでしょうか。 

 

○地域包括支援センター担当者 

相談窓口と言うことでは出向いていかなければならないと思います。その中で総合

相談窓口につながるというのは、地域包括ではなくて、市役所の職員が町内会館に 1

日 2時間くらいそこにいるよと言えば、気軽に行ってその中から吸い上げてきて、各

町内から吸い上げてきたものをネットワーク化して対処していくことはできるのか



なと思います。地域包括としてはまだ機能していない面もありますので、先ずは行っ

て相談を受けやすいようにしていくことかなと思います。 

 

○事務局 

第２グループでは、個人情報を提供する際に守秘義務が課せられているのは、役所、

民生委員、警察などが核になってくる。何でも情報が出せるというのはこの範囲では

ないかという話になっていました。そして、必要があれば地域の町内会などのネット

ワークに落としていくことになるのではないか。やはり最初から町内会長さんを入れ

るとか、住民の方を入れると難しい面もあるという話しをしていました。 

 

○木下先生 

それでもネットワーク会議というのを一月に 1回とか集まる中で、会議の要綱など

できちんと守秘義務を規定しないといけないと思います。参加するからには守秘義務

をきちんと守って下さいというのが必要だと思います。民生委員さんとかじゃないと

だめという話になってくると・・。たぶんケースによってメンバーがある程度変わっ

てもいいと思うのです。見守りの体制とかになってくると地域の人が入った方がいい

となれば、情報の会議に入るということになればきちんと守秘義務を守ってもらうと

いうことを前提に話しをするということになると思います。それが大事じゃないかと

思います。その辺を今後考えてもらえたらなと思います。 

 

○事務局 

守秘義務を課すというルール作りということですね。 

 

○杉岡先生 

最後にまとめということでお話しします。今日ですね。順調に話しが盛り上がって

頂いて、話が弾んだと思うのですけども、やはり具体的に、何を解決しなければなら

ないのかということから始まるというのが話し合いの基本になると思います。サロン

活動も、やはり特別なサロンということではなくて、そこに行ったら誰かと話せる。

あるいは、くつろげるといったところですね。実際に自然に外出しづらくなってくる。

あるいは、出かけにくくなってくるというような中で、出かける場所を作ったり、集

い会える場所を作ったりというのは、サロン活動の一つの狙いになっていますので、

なるべく歩いてでかけられそうな所に、そういう場所をどういう所に作ったらいいの

かということで、まあ、個人が、例えば、家を一週間に 1回、一月に 1回家を解放し

ているという所もありますし、それから床屋さん、パーマ屋さんが自分のお店がいつ

もやっているので、空きスペースでサロンをやってもいいですよみたいなこともあり

ますし、先ほどのカラオケスナックもあれば、施設の空いているスペースを活用して

寄り合いをやるだとか、誰かがいてそこに集まってこられるような場所をできるだけ

５年間の間に年に１から２カ所ずつ増やして、具体的に小さなサロンから発展してい

けるようなきっかけを是非作って頂きたいなと思います。それと、総合相談窓口の話

しとネットワークの話しは、本当に困っている人はですね、外に出かけていって相談

するというのがなかなかできない人が多いのですね。民生委員さん達からいろいろ話



題になっていたのは、やはり訪問していろいろと話している内に実はこういうことで

困っているということが、考えられるということです。それを私たちは出前主義とい

うか、アウトリッチという風に言うのですけども、やはり相談する人が地域の中に入

って、さきほど包括の人もいわれていましたけども、実際にだれがどのように困って

いるのかを見つけてくるという作業が結構重要で、そういう人たちが、どこにつなが

っていけばいいのかが分かってきて、サロンのような場所に、例えば定期的に月一回

とか、二回とかは役所の人が来たり、保健師の人が来たりして血圧を測ってくれる。

あるいは、相談コーナーを設けますよとか。それから、私たちが訪問しているもみじ

台という札幌市の市営住宅の場合は、年金の支給される日に、福祉関係の専門の人た

ちが、イスとテーブルを用意して、年金を下ろしに来る人が、ちょっとついでに相談

に乗ってもらえるような場所を作るということで、その日限りのコーナーを作るとい

う話しでしたので、考えようによっては、出かけていって情報を収集する。それから、

集まっている所にいって相談にのる。そして、だんだん、社会福祉協議会の困りごと

相談のサービスにもなりますので、徐々に、中心になるような所に話しがつながって

いけるような総合相談窓口とネットワークづくりですね。ネットワークづくりのポイ

ントは、守秘義務が強調されてはいるのですけども、わたしはやはり、困りごとを解

決するためにはですね。一人が困っていることについて具体的に解決するということ

をやらなければ、抽象的な人のお話を解決するわけではない。北見のボランティアセ

ンターで行っていたのは、実際に子どもが養護学校に通って、北見から帯広までの送

迎がだんだんできなくなって、誰かに手伝ってもらえないかと言うことで、やはり、

誰が何に困っているかを積極的にアピールして、それじゃ交代で運転しようやという

ことで仲間がチームを組んで取り組みをしたということで、具体的な人の困り毎を具

体的に解決すると言うことを、やはり、歌志内の中でも困っているという話しを誰で

も彼でも広げて相談したら、人が途方に暮れるという事では困りますけども、解決し

なければならない問題は、その解決しなければならない問題を中心にそれを支えられ

る人たちが実際に具体的に解決策を話し合ってどうしようかという所に向かってい

くということになっていかないと、相談しても中途半端に解決できないまま終わると

言うことになると、だんだん頼りにする人がいなくなると言うことなので、ここら辺

は是非、包括の方や社会福祉協議会の関係者も含めて、困ったことは具体的に解決す

るという方針と組み立てにつながっていければいいのではないかと思います。ちょっ

と時間も掛かるのですけども。そうしないと結局家族に相談したり、解決できなけれ

ば施設に入ったりすると引っ越しすることになりますので、なるべく地域の中で解決

できそうな話しにつながるようなことが必要なのではないかと思います。その辺を具

体的に考えるようなきっかけを作って頂きたいなと思います。 

 

○事務局 

質問ありませんか。 

質問がなければ時間が来ましたので、これで終了致します。次回はまたご案内申し

上げますのでよろしくお願いします。本日はありがとうございました。 

 

終了１９：１０ 


