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平成２７年度第４回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日 時： 平成２７年１１月４日（水）１０時００分～１２時００分 

場 所： 草津市役所２階 特大会議室 

出席委員：佐藤委員、清水委員、岡田委員、小林委員、奴賀委員、野田委員、  

白井委員、中後委員、北出委員、大西委員、田中千秋委員、田中早苗委員 

事務局： 太田健康福祉部長、平尾健康福祉副部長、古川課長、織田副参事、 

林専門員、寺田主任 

 

１．開会                                   

 

【事務局】 

 皆さん、こんにちは。本日は、何かとお忙しい中、御出席いただきありがとうござ

います。進行をさせていただきます健康福祉部社会福祉課長の古川でございます。ど

うぞよろしくお願いいたします。それではただ今から、平成２７年度第４回草津市地

域福祉推進市民委員会を開催させていただきます。開会にあたりまして、健康福祉部

長の太田が御挨拶させていただきます。  

 

【部長】 

 健康福祉部長の太田でございます。日頃は、市政の推進、とりわけ地域福祉の推進

に格別の御理解と御協力をいただきまして、厚くお礼申しあげます。委員の皆様には、

公私ともお忙しい中、当委員会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。さ

て本日の議題につきましては、次第にございますが、次の３点について、御議論いた

だきたいと考えております。１点目が、第３回地域福祉推進市民委員会でいただきま
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した御意見の反映状況および修正箇所について。２点目が計画（案）のデザインにつ

いて。３点目がパブリックコメントの実施についてでございます。議題については後

ほど、事務局から説明をさせていただき、委員の皆様から御意見を頂戴いたしたいと

考えておりますのでどうぞよろしくお願いいたします。以上簡単ではありますが、開

会の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。  

 

【事務局】 

 次に、会議の公開につきまして、本日配布いたしました、次第を表紙とした資料の

18 ページを御覧ください。 

 草津市市民参加条例施行規則第１８条の規定に基づき、会議の開催を案内したとこ

ろ、本日は傍聴の方が、御予約で１名おられます。現時点ではお見えになっておりま

せんが、御報告申し上げます。 

 続きまして、「前回委員会の議事録の公開状況」について、御報告いたします。平

成 27 年 10 月８日の委員会の議事録につきましては、草津市のホームページに掲載さ

せていただいておりますことを御報告申し上げます。以上、簡単でございますが「前

回委員会の議事録の公開状況」についてでございます。  

 続きまして、本日の配布資料の７ページを御覧ください。「草津市附属機関運営規

則」第６条第１項の規定では、附属機関の会議は、委員の半数以上の出席がなければ

開くことができない。とされておりますが、本日は、委員１５名中１２名の出席でご

ざいますので、本委員会が成立していますことを御報告いたします。  

 また、運営規則第６条第２項により、会議の議事は、出席した委員の過半数をもっ

て決し、可否同数のときは議長の決するところによる。とされておりますのであわせ

て、御確認をお願いいたします。  

 それでは、次第３の議事に入りますが本日の配布資料の７ページを運営規則第５条

第２項により、委員長が会議の議長となることとなっておりますので、以後の進行を
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佐藤委員長にお願いいたします。委員長、お願いします。 

 

【委員長】 

 それでは、議事に入ります。はじめに、事務局から資料の確認をお願いします。  

 

【事務局】  

 それでは、資料の確認からはじめます。本日の資料につきましては、７種類ございまし

て、事前にお配りしたものが４種、本日お配りしましたのが３種類。まず、事前にお配り

しましたものが、資料１、資料２、資料３、資料４。続きまして、本日お配りしたものが、

次第を表紙としたホッチキス留めの資料および、資料５、資料６でございます。お手元の

資料に不足等ございませんでしょうか。資料の確認は以上です。  

 

【委員長】  

 では、議事に移ります。議事１、「第３回地域福祉推進市民委員会  意見反映状況・修

正箇所について」。事務局より説明をお願いします。  

 

【事務局】  

 では、資料３をもとに、前回の第３回の委員会で頂いた御意見を反映し修正した箇所に

ついて説明させていただきます。  

 まず意見１、「地域福祉計画の推進や行政的な課題のところで、縦割りになりがちなと

ころがあって、なかなか協働して計画が進んでいかないというところで御指摘をいただい

たところでございます。今回、本計画の策定においては、関係２５課、社会福祉協議会を

含め、全庁的な意見照会を行ってまいりました。前回委員会でも多くの課が同席し、皆様

の御意見をお伺いしましたので、整合をしっかりと図っていきたいと考えております。そ
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の中でも、「地域福祉計画と他の分野別計画」の説明文がわかりにくいと考えられるため、

改めさせていただいております。資料３の３ページに、その内容を記載させていただいて

おります。「追記」となっている箇所については、地域福祉計画と他の分野別計画の関係

についてよりわかりやすいように修正を加えたものでございます。また、②の「個別の分

野別計画との関係」の文章についても、下線部のように修正を行い、他の計画との整合を

図りながら、連携して一緒に草津市の地域福祉の推進を図っていくということをよりわか

りやすくなるように修正を加えたものです。  

 続いて、意見２ですが、こちらについてはこれまで３回開いてきた市民委員会のなかで

数多く出てきた御意見をもとに修正したものでございます。草津市のなかでもマンション

開発が多く、旧の町内会と混在する駅前地域、一斉に宅地開発がされ同世代が住まう地域、

旧来からある農村地域など、京阪神のベッドタウンとして人口が増加した地域など、様々

な地域の個性がある、というところがございます。そのことについては、地域の個性を生

かしたまちづくりをしていくために、計画の根本となる基本理念の文章に加えています。

５～６ページにあるような下線部を修正させていただいております。  

 続きまして、意見３でございますけれども、こちらは、前回の委員会のなかで、今年度

から本施行となりました生活困窮者の制度と、災害時要援護者を合わせて重点プログラム

としておりましたが、今後生活困窮者支援がさらに重要になってくることも考え、生活困

窮者自立支援については独立させて、重点プログラムとしたほうがよいのではないかとい

う御意見をいただきました。こちらについては、内部での検討、委員長、御意見をくださ

った委員との相談を踏まえ、重点プログラムの数を４から５にすることも検討をいたしま

したが、５つにしてしまうと重点プログラムの意図が薄れてしまうのではないかというこ

ととなりました。重点プログラム４の柱建て自体は変更せず、文言のところで、生活困窮

者の自立支援がより目立つように改めさせていただきました。同じく資料３の７～８ペー

ジを御覧下さい。記載のとおり、「生活困窮者の暮らしを守り、災害への備えを進めます。」

という表記に変更いたしました。説明文等についてもあわせて見直しを行っております。 
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 また、生活困窮者の支援体制等につきましては、資料１の 47 ページ、こちらの最下段

に、基本目標４のところで、「生活困窮者自立支援対策の推進」というところで、新たな

基本方向を設けさせていただいております。また、具体的な内容については 86 ページに

施策等を掲載しております。  

 最後に、前回の委員会から主な修正を行った箇所の説明をさせていただきます。資料１

を御確認ください。８月のワークショップの結果を、30～34 ページに記載しております。

また、本編の最後、87～104 ページに、用語解説や本委員会の関係条例等を追加させてい

ただいております。続きまして、施策の展開と主な施策のところに重点プログラムの追加、

ということで、資料１の 59～86 ページ、こちらの主な施策のなかで、重点プログラムに

連動する内容については、マークをつけさせていただいております。  

 続きまして、先ほどの草津市の地域包括ケアシステムの姿、災害時要援護者のサポート

体制のイメージのところで、本編の 52 ページ、56 ページのところで、それぞれイメージ

していただきやすいように、文章と合わせて図を追加させていただいたところございます。 

続きまして、市民コーディネーターの活動状況の把握について追記をさせていただきまし

た。65 ページを御覧ください。こちらにつきましても、本委員会で御議論となりました、

市民コーディネーターの修了者の地域での活動状況を知らなければいけないのではない

か、というところで、市社協との連携のもと、把握していきたいという旨、追記させてい

ただいております。  

 最後に、本編資料１の 72 ページ、こちらについては「地域福祉の推進」ということで、

主な施策として重点２となっている、市社協の「地域支え合い運送支援事業」が入ってい

るのですが、こちらの内容について、「運送支援」の記載が漏れておりましたので、ゴミ

だしや買い物ボランティア、のあとに「運送支援事業」について追記をしていきたいと考

えております。  

 以上、前回の委員会で頂きました御意見の反映状況と、修正箇所について御説明させて

いただきました。ありがとうございました。  
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【委員長】  

 前回委員会で意見を出して頂いた委員、いかがでしょうか。  

 

【委員】  

 結構です。ありがとうございます。  

 

【委員長】  

 それ以外には？概要版についても御意見があればぜひお願いしたいのですが。  

 

【委員】  

 重点施策がどれなのか、概要版ではわかりにくいです。  

 

【委員長】  

 たくさん項目があるなかで、「重点」が何なのか、わかるようにお示ししていただきた

いと思います。  

 

【事務局】  

 概要版の黒丸のところが、本編における「施策」のレベルになると思いますが、本編で

も、「重点」にかかる施策は「重点」マークをつけているので、概要版でも同様に、対応

するものについては、「重点」マークをつけさせていただくようにしたいと思います。  

 

【委員長】  

 わかりやすく示す、というところと、基本的な考え方として、計画の体系をみても、特

にやりたいものを４つピックアップして、重点プログラム、としています。それぞれのプ

ログラムにかかる施策が、どのように対応しているかわかりやすくしてほしいと思います。
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市民の皆さんには、概要版で理解してもらうことが基本になるのだということもしっかり

押さえておいてほしいです。  

 

【事務局】  

 例えば、重点プログラムの上の段に、「各施策のところに“重点”という印をつけてい

ます」というリード文を入れてみるのはいかがでしょうか。本来ならば、重点プログラム

のページに、施策を並べられるとよいのですが、あくまでも概要版なので、施策のところ

では記号をつけさせていただければと思います。  

 

【委員長】  

 あるいは、重点プログラム、基本的な施策、体系という順番で、体系を最後にもってき

ても良いかもしれません。これは個人的な意見ですが。委員会全体の要望としては、重点

プログラムと基本施策のつながりを示してほしいというところです。具体的な方法につい

ては事務局に任せようと思いますがよろしいですか。  

 

【事務局】  

 これから、デザインを入れて、色付けしてみやすくなった状態で、パブリックコメント

に出していきたいと思っておりますのでお願いいたします。  

 

【委員】  

 資料１の 16 ページに、草津市の統計データ・現状が出ていますが、これは直近のデー

タなのでしょうか。高齢者世帯は、最新の数値が平成 22 年になっていて、これ以降もか

なり数値が変わっているのではないかと思うのですが、直近のものは出せないのでしょう

か。  
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【事務局】  

 そちらのデータについては、国勢調査をもとに取ってきているものです。平成 27 年が

直近になりますが、その数値はまだ出ていないため、平成 22 年の数値が直近となってい

ます。  

 

【委員長】  

 高齢者世帯の推移が住民基本台帳の数値に基づいてできるか？ということだと思いま

すが。  

 

【事務局】  

 昨年度策定されたあんしんいきいきプランから持ってきている数値ですので、少し内部

で協議させていただきたいと思います。  

 

【委員】  

 第３期をつくるにあたっては直近のものを使用すべきだとは思いますが、国勢調査の数

値は間に合わないということだと思います。  

 

【事務局】  

 はい。最新データが住民基本台帳で出せたとしても、住基と国調では数値の取り方が違

うので、直近データのみ住基でそれまでの分を国勢調査、ということにはできないと思い

ます。  

 

【委員長】  

 数値は新しいものが望ましいと思いますが、ただし技術的に難しければ仕方がないので、

そこについては事務局で検討して欲しいです。 
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【委員】  

 16 ページには住基で世帯数が出てきていますが？  

 

【事務局】  

 16 ページの数値は住民基本台帳の登録状況で出すことができるのですが、19 ページの

ように高齢者の世帯か、などの詳細な数値は、住基で出すことはできないのです。  

 

【委員長】  

 国勢調査はより細かいところまで踏み込んで聞いている部分ではあるので、統計が取れ

るのですが、住民基本台帳では難しい、とのことです。  

 

【事務局】  

 そのため、一部の資料については平成 22 年の国勢調査の数値が最新となってしまうこ

とは御了承いただきたいと思います。  

 

【委員】  

 平成 22 年から５年経っている今、現状はかなり異なっているというところはしっかり

とおさえておくべきだとは思います。  

 

【委員】  

 民生委員による調査で、世帯の状況がわかるデータはあるかもしれないが、推移をみら

れるような資料にはならないと思います。同一敷地内に住んでいても、世帯分離をしてい

るなど、複雑なところもある。そのあたりの基準もしっかりしていないので比較はなかな

か難しいでしょう。  
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【委員長】  

 他に御意見ございませんか。みなさんのなかでなければ、表現上のことで私から２点ほ

ど意見させていただきたいと思います。資料２の概要版、３ページでは、「重点プログラ

ム３」が「しくみづくり」と平仮名表記であるのに対して、４ページでは、「仕組みづく

り」と漢字表記になっています。漢字表記の方が見やすいと思いますので、あわせてもら

えたらと思います。  

 

【事務局】  

 全編点検して見直したいと思います。  

 

【委員長】  

 「３．みんなで創るまちづくり」のなかで、○で囲んだところは、「市全体が主役の仕

組みづくり」となっていますが、この「市全体」は、何を示しているのでしょうか。私は

一般的に「市」というと行政的なイメージになってしまうと思うので表現を改めた方がよ

いと思うのですが。このままだと、「自分のこと」として考えられないのではないでしょ

うか。意図としては「すべての人々が」というような表現にしたほうが伝わりやすいので

は。いかがでしょうか。私が事前に配付いただいた資料の中で気づいた点は以上です。  

 

【委員】  

 内容面で、生活困窮者自立支援制度に関することです。子どもの学習支援に関する記述

がありますが、貧困連鎖をくいとめるための施策など、もう少しつっこんだ内容について

記載することはできないでしょうか。他市での取り組みにもあるように、週に１回でも子

どもがのびのびできて、大人に対する信頼関係を持つことができるような場を設けて、仕

組みをつくることができると良いと思います。  

 



－ 11 － 

【委員長】  

 今の御発言に対応するのは、資料１の 86 ページ、「（４）生活困窮者自立支援対策の

推進」の主な施策で重点４がついている、「具体的な支援」というところになると思いま

すが、この中身についてですが、事務局いかがでしょうか。  

 

【事務局】  

 子どもの学習支援については、前回の委員会でも御説明させていただいているように、

BBS 会の方と連携して実施をしております。さらに踏み込んだところの話をさせていただ

くと、先月、10 月に入ってから、子ども家庭部とともに進めている話がございます。子

どもの学習支援だけでなく、居場所づくりという面で、子どもたちが落ち着くことができ

る場所をつくっていこうという動きがあり、他市では、そういう場で、食事の提供を実施

しているところもあるため、そういった支援も、外部団体と連携して進めていきたいと考

えております。  

 

【委員】  

 社協でも対応できると良いと思うが、人がいないという問題があります。BBS 会は学生

の力を借りられるのでよいと思いますが。  

 

【委員長】  

 計画にはそこまで具体的なところは書けないのでしょうか。  

 

【事務局】  

 計画への書きこみは難しいと思いますが、これからも研究は続けていきたいと思ってい

ます。  
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【委員長】  

 計画を実際に進めていくうえで、重点プログラムはじめ、各施策は、委員の皆様の御意

見をしっかりと反映させていってほしいと思います。  

 

【委員】  

 ２点あります。１点目は計画案の P.9、関連計画の図のところ、“元気”と“うるおい”

の表記がおかしくなっているので確認をお願いしたいと思います。２点目は、単語に※印

がついているところがあるが、これは用語集に載っているということでしょうか。  

 

【事務局】  

 ありがとうございます。“元気”“うるおい”が正しいので修正します。目次のところ

に、用語集と※印について、記載しております。それぞれ用語の右上に※印が書いてある

ものについては本編後ろの資料編で説明書きをさせていただいております。  

 

【委員長】  

 次の議事に入ります。計画の概要版デザインについて、事務局より説明をお願いいたし

ます。  

 

【事務局】  

 本日配付いたしました資料５をご覧ください。資料には２案、掲載させていただいてお

ります。左側の白黒のものが本編の表紙、右側のカラーになっているものが、概要版の表

紙でございます。前回委員会で決定した基本理念を表紙に載せております。  

 また、現行の概要版表紙は、原稿の表紙にある「地域福祉とは」「地域福祉計画とは」

が入っていない状態となっていますが、その部分は記載が加わると考えていただけたらと

思います。デザイン２案について、皆さまから御意見いただければと思います。  
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【委員】  

 スローガンとなる基本理念は、ページの上にある方が良いと思います。未来に向かって

いく意味がしっかり含まれているような気がします。  

 

【委員長】  

 案１の方が、バンザイをしていて明るい印象があると思います。今回は本編の方にもこ

のイラストを入れていくのでしょうか。  

 

【事務局】  

 現計画はイラストに統一感がなかったので、このタッチのイラストを本編・概要版とも

に入れていきたいと考えております。  

 

【委員長】  

 表紙については、当委員会としては案１でお願いしたいと思います。  

 

【委員長】  

 今後のスケジュールについて考えると、今回修正したものを庁内の会議にかけたあと、

パブリックコメントに出すことになるので、パブコメ前に皆さんに直接御意見をいただけ

るのが今回で最後の機会になります。加えて何か御意見があればお願いしたいと思います

がいかがでしょうか。  

 

【委員】  

 未来につながる地域福祉という理念になりましたが、市民センターが地域の取り組みに

つながっていったり、まちづくりセンターができたりと、地域福祉の取り組みが進んでき

ている現状があるので、「未来」という考え方や、そういった言葉が出てきたのはよかっ
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たと思います。  

 

【委員長】  

 理念について、高い評価をいただきました。少々話が広がりますが、あんしんいきいき

プランは、介護保険との連動で、策定は３年ごと。地域福祉は５年なので、間が長すぎて

進捗管理が難しいところがあると思います。委員の皆様の任期はこのあとも続いていくと

思いますので、私の要望も含めて申し上げると、新たな委員の皆さんには、計画が進んで

いく過程もしっかりチェックして頂きたいと思います。  

 

【委員】  

 ひとつの事業を継続するのに、予算等との相談もあって大変だとは思いますが、長期的

な視点も必要だろうと思います。  

 

【委員長】  

 続いて、パブリックコメントの実施について。事務局より説明をお願いいたします。  

 

【事務局】  

 説明させていただきます。お手元の資料４と、本日お配りした資料６、あわせて資料１

の 12、13 ページを御参照ください。計画本編 13 ページにパブリックコメントの実施につ

いて掲載しております。パブリックコメントは、草津市において、平成 17 年から実施し

ているもので、一般市民の皆様から広く御意見を頂戴して、計画に反映するものです。13

ページの方では、パブリックコメントの実施概要や結果について掲載します、ということ

で記載しております。最終の計画には載せた状態でお示しいたします。  

 続いて資料４を御確認ください。こちらは市のホームページ等に掲載するパブリックコ

メントについて。上から、地域福祉計画に関する説明文、体系、意見の募集期間を掲載し
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ております。12 月 15 日号の広報において、本年度策定している市の他計画とともに、パ

ブリックコメントの実施について掲載する予定です。本年 12 月 18 日から来年１月 18 日

までの１か月間を期間とすることを考えております。意見の提出方法については、市役所

社会福祉課まで直接でも良いし、郵送、 FAX、Ｅメール等でお寄せいただきたいと考えて

おります。提出の内容にあたっては、四角囲みの内容についてということで案内をしてお

ります。計画の閲覧場所としては、学区市民センター、市民交流プラザ、草津市社協等と

なる予定です。また頂いたパブリックコメントについては、内容を確認し、事務局の方で

対応し、次回２月の市民委員会までに取りまとめ、計画へ反映等させていただき、御提示

していくことになります。  

 資料１に戻っていただき、12 ページを御確認ください。計画の策定方法ということで、

ちょうど真ん中のところに、草津市地域福祉市民委員会という記載がございますが、こち

らから第３期地域福祉計画の提言を市に対していただいて、このものについてパブリック

コメントを頂いていくことになります。  

 資料６は、提言書案としてつけさせていただいているものです。計画の本編と概要版に

つきまして、本日の意見を反映させていただいたうえで、市に提言をいただくことになり

ます。資料６については、提言書の文面案となっております。鑑文にこちらを付けて、当

委員会から市に対して提言いただく、という流れになります。説明は以上です。  

 

【委員長】  

 前回、パブコメの件数は何件くらいだったのでしょうか。一般的にはパブリックコメン

トで多くの意見が集まることはないと思います。件数を増やす努力をするかどうかは事務

局に任せますが。  

 

【委員】  

 連絡先も聞くのですか？  
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【事務局】  

 御意見をいただく方には、連絡先もうかがうことになっていますが、これは、頂いたコ

メントについて正しく反映するため、場合によっては連絡を取らせていただきたいと思っ

ているためです。  

 

【委員長】  

 パブリックコメント自体は、基本的には、意見に対して市ではこう考えています、とい

う回答をするものです。  

 

【委員長】  

 当委員会からの提言については、これでよいと思います。  

 

【事務局】  

 また内部で確認し、先生に御相談したいと思います。  

 

【委員長】  

 議事は以上になりますが、最後に「その他」、いかがでしょうか。 

 

【事務局】  

 最後に、先ほど先生から御意見をいただいた、資料２の４ページ、「市全体」の表現に

ついて、どうさせて頂いたらよろしいでしょうか。御意見いただければ幸いですが。  

 

【委員長】  

 一人ひとり、団体・地域、市全体  となっているので、段階としては規模が大きくなっ

ていくイメージ。一人ひとりの市民が市をつくっているという表現が良いと思うのですが。 
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【委員】  

 「市民みんなが」ではどうでしょうか。  

 

【委員長】  

 それで決定したいと思います。ありがとうございました。  

それでは、他に御意見がなければ、次第の４、「その他」に移ります。事務局から連

絡事項等あればお願いしたいと思います。  

 

【事務局】 

 はい。提言をいただいてから、市内部で調整し、計画案として決定後、議会に説明、パ

ブコメに提出、ということになります。パブリックコメントをまとめたのち、２月にはも

う一度本委員会で確認をして、計画を確定、３月には印刷に入って参ります。  

 次回の委員会の日程は、場所と時間が変わり来年２月４日（木）14 時から、草津ア

ミカホール 研修室で予定しております。なお改めて、12 月末ごろに開催通知を送付

する予定でございます。 

 次回の議題につきましては「パブリックコメントの実施結果について、計画案の確

認」を予定しておりますので、また御意見等よろしくお願いいたします。事務局から

の連絡事項は以上です。 

 

【委員長】 

 それでは、これで草津市地域福祉推進市民委員会を終了いたします。ありがとうご

ざいました。 

 

 


