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１ 石 狩 地 域  

（１）地域の概要 

 石狩地域は、古くから鮭漁で栄えた 

 ところですが、明治時代になると近代 

 的な開拓が始まり、昭和初期には市内 

の水田が飛躍的に増加するなど、農業 

 も盛んになりました。 

 その後、昭和30年代には、札幌市 

 の人口の急増から大規模団地として注 

 目されるようになり、昭和39（1964） 

年、現在の花川南地区が「新札幌団地」 

 として造成が開始されて以降、大規模 

住宅地として開発が進み、人口はめざ 

ましく増加しました。 

平成８（1996）年９月には、市制が施行されて石狩市となり、平成17（2005）

年10月、石狩市は厚田村及び浜益村と合併して、「石狩市」となりました。 

 

（２）地域の公共交通の状況 

  市役所庁舎周辺から札幌方面にかけては、比較的バス路線が充実している

ものの、それ以外の地域では公共交通の不便さが認められます。 

 

（３）特色 

【人口データから】 

  平成 21年４月１日現在、人口は 56,834人であり、３年前と比較して 398

人の増となっています。 

なお、高齢化率は、３地域の中では一番低い 20.3％ですが、３年前と比較

して2.6％増となっており、今後も高齢化が進むものと思われます。 

 

 石狩地域の人口データ 

 平成21年  ① 平成18年  ② ①－② 

人口 56,834人 56,436人 398人 

高齢化率 20.3％ 17.7％ 2.6％ 

年少人口率 7.8％ 8.1％ △0.3％ 

 ※各年４月１日現在の住民基本台帳人口を利用。 

 

第５章 地域の方向性 

 

浜益地域 

厚田地域 
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札幌市 

石狩地域 
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【アンケート調査結果から】 

 アンケート調査結果における特徴的な項目は、次のようなものです。 

項目 回答 割合 
健康状態 「きわめて健康」 13.7％ 

（厚田地域10.5％） 
（浜益地域9.1％） 

「夫婦のみ」または「単身」 56.0％ 
（厚田地域89.5％） 
（浜益地域63.7％） 

家族構成 

※うち年齢が６０歳以上 38.1％ 
（厚田地域42.1％） 
（浜益地域45.5％） 

職業 「勤め人」 35.8％ 
（厚田地域20.0％） 
（浜益地域22.2％） 

「自治会・町内会の活動」 19.0％ 
（厚田地域30.0％） 
（浜益地域27.3％） 

参加している地
域活動 

「特に参加していない」 66.0％ 
（厚田地域55.0％） 
（浜益地域45.5％） 

今後参加してみ
たい地域活動 

「自治会・町内会の活動」 14.4％ 
（厚田地域27.8％） 
（浜益地域9.1％） 

近所とのつきあ
い 

「ほとんど顔も知らない」または「顔
は知っているが声をかけたこともな
い」 

3.4％ 
（厚田地域0.0％） 
（浜益地域0.0％） 

ボランティア活
動への参加 
（現在） 

「現在活動に参加している」 7.5％ 
（厚田地域15.8％） 
（浜益地域27.3％） 

ボランティア活
動への参加 
（今後） 

「ぜひ参加したい」または「できれ
ば参加したい」 

35.2％ 
（厚田地域16.7％） 
（浜益地域0.0％） 

高齢期を迎える
ことへの不安 

「除雪について」 45.5％ 
（厚田地域21.1％） 
（浜益地域27.3％） 

地域福祉に望む
こと 

「子どもが健やかに成長できる環境
であること」 

13.4％ 
（厚田地域5.3％） 
（浜益地域9.1％） 

地域で支え合っ
ていく上で必要
なこと 

「ひとりで暮らしている高齢者の見
守りなどの活動」 

57.0％ 
（厚田地域42.1％） 
（浜益地域63.6％） 

 

（４）地域の取り組み事例 

 

 

 

 

 

●地域食堂きずな 

地域の人々が気軽に集い、交流できる「お茶の間」になることを目指し、

平成 19年にオープンしたコミュニティレストランです。「きずな」での交流

を通じて人々が支え合い、助け合う仕組みづくりに取り組んでいます。 
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（５）今後の方向性 

  人口データやアンケート調査結果から得られた地域の特徴をもとに、この

地域については、「世代を超えたふれあいの場づくり」を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・地域内交流を進めるため、町内会や自治会、ボランティア等との連携によ

り、ふれあいサロンなどふれあいの場を積極的につくる。 

・世代を超えた地域内交流を図るため、高齢者はもちろんのこと親子を対象

とする事業を積極的に行うことにより、世代間交流の機会をつくる。 

人口データ 

高齢化が進んでいる。 

職業 

会社員が多い。 

地域福祉に望むこと 

子育て環境の充実を希望する人が多い。 

ボランティア活動 

現在は参加していないものの、参加
を希望する人が多い。 

近所とのつきあい 

近所づきあいが薄い。 

家族構成 

一人暮らしや夫婦のみの世帯が多
い。（高齢者の割合も高い） 

・ボランティアの立場に立って、
活動を展開する。 
・団塊の世代などの定年退職者、
特に男性をボランティア活動
に取り込む。 

きめ細やかなボラン

ティア活動の展開 

・閉じこもりや孤立死を防ぐ。 

世代を超えたふれあいの場づくり 

一人暮らし高齢者 

等に対する支援 

健康状態 

健康な人が多い。 

地域活動 

特に参加していない人が多いもの
の、今後は町内会・自治会の活動に
参加したいという人が多い。 
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２ 厚 田 地 域  

（１）地域の概要 

 厚田地域は、もともと農業と漁業が盛んな 

ところで、ニシン漁で栄え、出稼ぎの漁師で 

にぎわった明治14（1881）年の人口は１万２ 

千人を超えていました。 

その後、ニシン漁は昭和29（1954）年を最 

 後に衰退し、それにより人口も減少の一途を 

辿り、現在も過疎化が進んでいます。 

 

（２）地域の公共交通の状況 

  札幌市と地域を結ぶ路線バスが運行されて 

いるものの、便数が少ないことや山間地の高 

齢者は停留所までの交通手段がないことから、 

一部地域ではスクールバスに混乗している状 

況にあります。 

 

（３）特色 

【人口データから】 

  平成21年４月１日現在、人口は2,484人であり、３年前と比較して214人

の減となっています。 

なお、高齢化率は、３地域の中では真ん中の 33.6％ですが、３年前と比較

して3.7％増となっており、今後もさらに高齢化が進むものと思われます。 

  また、市内には、平成21年４月１日現在で人口の50％が65歳以上の高齢

者である地区が11地区ありますが、５位の安瀬地区（62.5％）を筆頭に３地

区が厚田地域となっています。 

 

 厚田地域の人口データ 

 平成21年  ① 平成18年  ② ①－② 

人口 2,484人 2,698人 △214人 

高齢化率 33.6％ 29.9％ 3.7％ 

年少人口率 8.9％ 10.4％ △1.5％ 

 ※各年４月１日現在の住民基本台帳人口を利用。 

 

浜益区 

厚田区 
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【アンケート調査結果から】 

 アンケート調査結果における特徴的な項目は、次のようなものです。 

項目 回答 割合 
健康状態 「寝たきり」または「病弱」 15.8％ 

（石狩地域8.0％） 
（浜益地域27.3％） 

「夫婦のみ」または「単身」 89.5％ 
（石狩地域56.0％） 
（浜益地域63.7％） 

家族構成 

※うち年齢が６０歳以上 42.1％ 
（石狩地域38.1％） 
（浜益地域45.5％） 

「自治会・町内会の活動」 30.0％ 
（石狩地域19.0％） 
（浜益地域27.3％） 

参加している地
域活動 

「福祉関係のボランティア活動」 10.0％ 
（石狩地域3.6％） 
（浜益地域9.1％） 

今後参加してみ
たい地域活動 

「福祉関係のボランティア活動」 22.2％ 
（石狩地域12.8％） 
（浜益地域18.2％） 

近所とのつきあ
い 

「家族ぐるみで親交を持ち時々家を
行き来する」または「常備品が切れ
た時に貸し借りをすることがある」 

20.0％ 
（石狩地域8.8％） 
（浜益地域36.4％） 

転居したい理由 「買い物など生活に不便だから」 50.0％ 
（石狩地域24.3％） 
（浜益地域33.3％） 

ボランティア活
動への参加 
（現在） 

「現在活動に参加している」 15.8％ 
（石狩地域7.5％） 
（浜益地域27.3％） 

ボランティア活
動への参加 
（今後） 

「ぜひ参加したい」または「できれ
ば参加したい」 

16.7％ 
（石狩地域35.2％） 
（浜益地域0.0％） 

高齢期を迎える
ことへの不安 

「寝たきりや認知症になること」 73.7％ 
（石狩地域67.5％） 
（浜益地域54.5％） 

地域福祉に望む
こと 

「老後も安心して生活できること」 78.9％ 
（石狩地域70.9％） 
（浜益地域72.7％） 

地域で支え合っ
ていく上で必要
なこと 

「地域が行う防災活動などの日常的
な協力活動」 

31.6％ 
（石狩地域27.0％） 
（浜益地域9.1％） 

 

（４）地域の取り組み事例 

 

 

 

 

 

●あつたライフサポートの会 

平成21年に設立されたＮＰＯ法人で、地域の人々がいつまでも安心して住

み続けることができるよう、平成22年４月から地域住民の移送や除雪の手助

けに取り組む予定です。 
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（５）今後の方向性 

  人口データやアンケート調査結果から得られた地域の特徴をもとに、この

地域については、「地域で安心して暮らせるまちづくり」を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者が地域で安心して暮らせるようにするため、町内会や自治会等との

連携により、安否確認が必要な一人暮らし世帯に対する見守り活動を推進

するとともに、地区社会福祉協議会活動を強化し、活動団体との連携によ

り、買物支援など移動手段の確保に取り組む。 

生活 

買い物など生活が不便なために転

居を希望する人が多い。 

高齢期を迎えることへの不安 

寝たきりや認知症になることを不

安に思う人が多い。 

・活動団体との連携を図る。 

・活動団体への支援を図る。 

活動団体を核とする

各種活動の支援 

・生活の手助けを行う。 

・閉じこもりや孤立死を防ぐ。 

地域で安心して暮らせるまちづくり 

一人暮らし高齢者 

等に対する支援 

地域での支え合いに必要なこと 

地域が行う防災活動などの日常的
な協力活動が必要と考える人が多
い。 
 

地域福祉に望むこと 

老後も安心して生活できることを希望する人が多い。 

人口データ 

高齢化が進んでいる。 
地域活動 

現在、町内会や自治会の活動に参加
している人が多い。また、福祉関係
のボランティア活動に参加してい
る人も多い。 

ボランティア活動 

現在は参加していないものの、参加
を希望する人が比較的多い。 

近所とのつきあい 

近所づきあいが比較的濃い。 

家族構成 

一人暮らしや夫婦のみの世帯が特
に多い。（高齢者の割合も高い） 
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３ 浜 益 地 域  

（１）地域の概要 

浜益地域は、江戸時代から漁業が盛んなと 

ころで、ニシン漁で栄えた明治40（1907）年 

 の人口は約６千人でしたが、昭和期に入ると、 

ニシンの漁獲量が大きく変動するようになり、 

それにつれて人口も減少し、昭和15（1940） 

年には５千人台となりました。 

その後、昭和20年以降は、海外からの引 

き揚げなどで９千人台となりましたが、昭和 

 30（1955）年、突然、ニシンが獲れなくなり、 

それにより人口も減少の一途を辿り、現在も 

過疎化が進んでいます。 

 

（２）地域の公共交通の状況 

 札幌市と地域を結ぶ路線バスが運行されているものの、厚田地域よりも便

数が少なく、停車する停留所も多くないことから、一部地域ではスクールバ

スに混乗しているとともに、滝川市まで乗合自動車を運行している状況にあ

ります。 

 

（３）特色 

【人口データから】 

  平成21年４月１日現在、人口は1,873人であり、３年前と比較して154人

の減となっています。 

なお、高齢化率は、３地域の中では一番高い 47.1％であり、３年前と比較

して3.0％増となっており、今後ますます高齢化が進むものと思われます。 

 また、市内には、平成21年４月１日現在で人口の50％が65歳以上の高齢

者である地区が11地区ありますが、１位の床丹地区（90.9％）を筆頭に７地

区が浜益地域となっています。 

 

 浜益地域の人口データ 

 平成21年  ① 平成18年  ② ①－② 

人口 1,873人 2,027人 △154人 

高齢化率 47.1％ 44.1％ 3.0％ 

年少人口率 13.9％ 14.0％ △0.1％ 

 ※各年４月１日現在の住民基本台帳人口を利用。 

 

浜益区 

厚田区 
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【アンケート調査結果から】 

 アンケート調査結果における特徴的な項目は、次のようなものです。 

項目 回答 割合 
「夫婦のみ」または「単身」 63.7％ 

（石狩地域56.0％） 
（厚田地域89.5％） 

家族構成 

※うち年齢が６０歳以上 45.5％ 
（石狩地域38.1％） 
（厚田地域42.1％） 

「自治会・町内会の活動」 27.3％ 
（石狩地域19.0％） 
（厚田地域30.0％） 

参加している地
域活動 

「福祉関係のボランティア活動」 9.1％ 
（石狩地域3.6％） 
（厚田地域10.0％） 

近所とのつきあ
い 

「家族ぐるみで親交を持ち時々家を
行き来する」または「常備品が切れ
た時に貸し借りをすることがある」 

36.4％ 
（石狩地域8.8％） 
（厚田地域20.0％） 

今後の居住 「住み続けるつもり」 72.7％ 
（石狩地域65.3％） 
（厚田地域57.9％） 

「買い物など生活に不便だから」 33.3％ 
（石狩地域24.3％） 
（厚田地域50.0％） 

転居したい理由 

「医療サービスが整っていないか
ら」 

33.3％ 
（石狩地域15.7％） 
（厚田地域16.7％） 

ボランティア活
動への参加 
（現在） 

「現在活動に参加している」 27.3％ 
（石狩地域7.5％） 
（厚田地域15.8％） 

ボランティア活
動への参加 
（今後） 

「ぜひ参加したい」または「できれ
ば参加したい」 

0.0％ 
（石狩地域35.2％） 
（厚田地域16.7％） 

高齢期を迎える
ことへの不安 

「健康について」 81.8％ 
（石狩地域69.8％） 
（厚田地域63.2％） 

地域福祉に望む
こと 

「人と人とが仲良く生活し、助け合
えること」 

45.5％ 
（石狩地域22.2％） 
（厚田地域36.8％） 

地域で支え合っ
ていく上で必要
なこと 

「ひとりで暮らしている高齢者の見
守りなどの活動」 

63.6％ 
（石狩地域57.0％） 
（厚田地域42.1％） 

 

（４）地域の取り組み事例 

 

 

 

 

 

●小地域ネットワーク活動 

小地域ネットワーク活動とは、自治会などの小さな地域において「声かけ

訪問」といった見守り活動を行うことで、浜益村の頃に一時期行われたこと

がありました。 
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（５）今後の方向性 

 人口データやアンケート調査結果から得られた地域の特徴をもとに、この

地域については、「地域で元気に暮らせるまちづくり」を目指します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・高齢者が地域で元気に暮らせるようにするため、自治会との連携に止まら

ず、小規模集落同士による身近な生活支援を推進するとともに、健康づく

り・介護予防などにも取り組む。 

高齢期を迎えることへの不安 

健康を不安に思う人が多い。 

・自治会との連携を図る。 

自治会を核とする 

各種活動の支援 

・生活の手助けを行う。 

・閉じこもりや孤立死を防ぐ。 

地域で元気に暮らせるまちづくり 

一人暮らし高齢者 

等に対する支援 

地域での支え合いに必要なこと 

ひとりで暮らしている高齢者の
見守りなどの活動が必要と考え
る人が多い。 

地域福祉に望むこと 

人と人とが仲良く生活し、助け合えることを希望する人が多い。 

人口データ 

高齢化が進んでいる。 

地域活動 

現在、町内会や自治会の活動に参
加している人が多い。また、福祉
関係のボランティア活動に参加
している人も多い。 

ボランティア活動 

現在、活動に参加している人が多
い。 

近所とのつきあい 

近所づきあいが濃い。 

家族構成 

一人暮らしや夫婦のみの世帯が多
い。（高齢者の割合も高い） 

今後の居住 

今後も現在地に住み続けたい人が
多い。 


