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平成２７年度第３回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日 時： 平成２７年１０月８日（木）１４時００分～１６時００分 

場 所： 草津アミカホール２階 研修室 

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、中村委員、田中千秋委員 

欠席委員： 田中早苗委員、樋上委員、井上委員 

事務局：  平尾健康福祉副部長、古川課長、織田副参事、寺田主任 

      関係各所属担当者 

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、御出席いただきましてありがとう

ございます。本日進行をさせていただきます健康福祉部社会福祉課古川と申します。

どうぞよろしくお願いいたします。開会に先立ちまして、当委員会に就任いただきま

す委員様に交代がございましたので御報告いたします。高齢者関係団体代表といたし

まして、草津市老人クラブ連合会から御就任いただきました北出孝司様でございます。

よろしくお願いいたします。  

【委員】 

 皆さん、こんにちは。草津市老人クラブ連合会北出でございます。どうぞよろしく

お願いいたします。 

【事務局】 

 以上、委員の交代について御報告いたしました。それでは、ただ今から、平成２７

年度第３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、健康福祉部平尾副部長から御挨拶させていただきます。 
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２．健康福祉部副部長あいさつ                         

【健康福祉部副部長】 

 本日はありがとうございます。健康福祉部副部長の平尾と申します。どうぞよろし

くお願い申し上げます。本日、部長につきましては、議会が開会を控えておりまして、

そちらの対応をしておりますので、代わりに挨拶をさせていただきます。委員の皆様

におかれましては、公私ともお忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうご

ざいます。日頃は市政の推進や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、誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。また、先日開催をいたし

ました、地域包括ケアシステムの勉強会でございますが、たくさんの御参加をいただ

きまして、ありがとうございました。さて、本日の議題でございますけれども、次第

にありますように、第３期計画案について次の３点について御議論、御審査いただき

たいと考えております。１点目が第２期重点事業の成果と第３期重点事業について、

２点目が計画の基本理念について、３点目がその他の項目について、でございます。

議題については、後程事務局から説明をさせていただきますが、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

簡単ではございますが、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申

し上げます。 

【事務局】 

 次に会議の公開についてでございます。本日配布いたしました次第を表紙といたし

ます資料の１８ページを御覧ください。本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させていただきましたが、本日は傍聴の方はお一人いらっし

ゃいますことをここに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９月３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、簡単では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。 
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 続きまして、本日の配布資料７ページを御覧ください。本市の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、田中早苗委員様は欠席の御報告をいた

だいております。本日、委員１５名中、１２名の委員様の御出席でございますので、

本委員会は成立しておりますことを御報告いたします。また、運営規則の第６条第２

項によりまして、「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、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７ページ、運営規則第５

条第２項により、委員長が会議の議長になることとなっておりますので、以降の進行

を佐藤委員長にお願いいたします。佐藤委員長、お願いいたします。 

【委員長】 

 あらためまして、皆さんこんにちは。それでは、議事に入りたいと思います、はじ

めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。  

【事務局】 

 それでは、資料の確認をさせていただきます。本日の資料につきましては、４種類

でございます。１つ目が、本日お配りいたしました次第を表紙としました資料となり

ます。２つ目が事前に郵送させていただきました資料となりまして、右上に資料１ -

１と書いてございます「第３期草津市地域福祉計画（案）」でございます。３つ目が

右上に資料１-２と書いてございます資料で「重点プログラムの比較表」となります。

４つ目が資料２と書いてございますもので、第２計画進捗状況事業実績の一覧の資料

になります。資料に不足等ございませんでしょうか。  

ありがとうございます。資料の確認につきましては以上でございます。  

【委員長】 

 ありがとうございます。では、議事に移りたいと思います。議事１は「第２期重点

事業の成果と第３期重点事業について」です。事前に事務局の方と相談をし、できる
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だけわかりやすい資料を作ってもらいました。基本的な重点プログラムの比較表です

ので、これをぜひ御参照の上、委員の方には積極的に御発言いただければと思います。

では、よろしくお願いいたします。  

 

３．議事                                   

第３期草津市地域福祉計画（案）について  

・第２期重点事業の成果と第３期重点事業について  

【事務局】 

 Ａ３横の資料と資料１-１と書いております冊子の２種類を使わせていただきまし

て、説明いたします。まず、お手元にＡ３の資料をご用意いただきたいと思います。

議題１でございますが、第２期計画の重点プログラムの成果と第３期計画重点プログ

ラムの案という形で議題を設けさせていただいております。まず、この資料ですが、

左側に第２期計画の重点プログラムを、右側に第３期計画の重点プログラムの案とい

う形で掲載させていただいております。第２期計画におきましては、重点プログラム

を４つ設けさせていただいておりまして、お手元の資料に記載させていただいている

内容でございます。それぞれの重点プログラムの目指したものを要約しまして書かせ

ていただきましたものが、それぞれの網掛けをしている部分という形で整理をさせて

いただきました。こちらの第２期での重点プログラムの成果につきましては、資料１ -

１の２６ページから３５ページに記載させていただいております。こちらにつきまし

ては、毎年各課から、実績を報告いただいている事業の実績であったり、アンケート

調査、基礎資料を統計等の資料に基づきまして、第２期計画での成果を分析させてい

ただいたところでございます。第２期計画での重点プログラム１につきまして、「住

民の活動を増やす」ということをテーマに第２計画の記載をさせていただいておりま

す。第３期計画におきましても、基本的には第２期計画でかかげております網掛けを

している部分につきましては、第３期計画におきましても継続して重点プログラムに
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あげまして、活動者を増やしたり、地域の要援護者を守るといったキーワードを第３

期の重点プログラムの方でも掲げていきたいと思っております。上２つにつきまして

は、従来の第２期計画で掲げていたものにつきまして、特に今後も重点プログラムと

して掲げさせていただき、進めていくことが重要であるという形のものを継続して挙

げさせていただいているものになります。第３期計画の下２つにつきましては、ＮＥ

Ｗという形で新たに設けさせていただいた項目になります。ただ、第２期計画で「多

様な主体をつなげる」であったり「セーフティネットの強化」であったり、要素とし

て第３期計画でも新たなところに加えさせていただきまして、第３期計画から新たに

取り組もうとする地域包括ケアシステムの推進であったり、生活困窮者の暮らしを守

るといったテーマをあわせまして、重点プログラム３、４という形で設けさせていた

だいております。第３期計画の重点プログラムでは、前回の事前学習会の際にもいろ

いろな御意見をいただいたところでございまして、自分の地域性をもった計画づくり

であったりといった御意見をいただいたところでございますが、こちらの第３期計画

の重点プログラムにそちらの記載を一部入れさせていただいておりまして、資料１ -

１の４３ページを御覧ください。重点プログラムの「住民同士の暮らしに根ざした交

流を深めます。」という部分で重点プログラムを掲げておりまして、こちらには、身

近な地域での集っている場づくりであったりするものを場づくり、地域づくりという

ところで重点プログラムを掲げております。こちらの現状と課題の一番最後のところ

に、「より一層住民同士の交流が進むよう、地域の特性や実績に合わせた、場づくり・

機会づくりが必要となります」というところで課題を掲げ、施策の展開につなげてい

きたいと思っております。本日のまずはじめの議題につきましては、事務局で作らせ

ていただきました第２期計画の重点プログラムの成果課題を踏まえまして作らせてい

ただきました第３期計画重点プログラムの案につきまして、事務局が進めている方向

性に誤りや御意見がないかというところを御議論いただきたいというところと、新た

な視点、今集まっていただいている委員さんの市民としての目、各団体で活動してい
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ただいている視点から加えていくべき視点であったり、要素につきまして、御提案、

御議論いただきたいと思います。簡単ではございますが、議題１の説明を終わらせて

いただきます。 

【委員長】 

 どうもありがとうございました。委員の皆様の御意見等をいただく時間をできるだ

け多く取りたいというところから、非常にコンパクトにしていただきました。という

ことで、これから皆様にそれぞれ御意見をお伺いしたいと思います。特に順番等は問

いませんので、Ａ３の範囲のところで御意見をいただければと思います。一通り御意

見をいただいたところで、一度御意見のポイントをまとめさせていただきという形で

進められたらありがたいと思います。どなたからでも結構です。よろしくお願いいた

します。 

【委員】 

 近年、草津市全体を見てみますとマンションが大幅に増えてきています。特に、草

津駅の近くには大型のマンションが古いマンションと混在しながら建っていて、今後

本当にあの一帯はマンションだらけとなり、ますます増えていくのかと感じています。

できれば１つの公園でもあればと思います。実際には遊び場がほとんどないのが実態

です。今ある広場のところに、休みになれば子ども達が柵を越え中に入り、いろいろ

やっています。中にはゴルフの練習をされている方もおられます。そういったところ

があればなと思います。それと、あれだけマンションが建って、９,０００人から１１,

１００人程度、約８０％がマンション生活者です。３８、３９年前に建てられたマン

ションが、３３９戸ほどありまして、約７００人が住んでおり、一人暮らし、６５歳

以上のみの世帯を含めれば、１戸あたり２．６人ということになり、相当高齢化率が

進んでいます。その中で心配するのが、認知症、閉じこもりがちになる人が多いとい

うところです。今後、たくさんの新しいマンションが将来的に一人暮らし、二人暮ら

し等、介護保険制度もこれからますます厳しくなるでしょうし、認知症患者も増えて
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くると。子どもでもどちらかといえば、行き場のない子どもが多くいるように思われ

ます。そういったところから、一人暮らしで、家に引きこもる人を外へ引き出すため

の何らかの施策が必要ではないかと思っています。今、地域サロンもありますが、老

人会といっても、最近、大分衰退してきています。活動を本当にしているところは少

ないです。老人会、地域サロン、そういったものが必要なところであります。地域サ

ロンでは、住民からの申し出ということでやられているのが今の実態ですけれども、

もう少し積極的に呼びかけを強くして、理解を得た上で、地域サロン的なところを増

やし、外へ出てもらうことに少し重点を置いていかなければいけないのではないかと。

今後これから何年先になるかはわかりませんが、将来に向けて今のうちから、施策を

どちらかといえば、各町内からの申し出というのではなく、今も呼びかけをされてい

ますが、もっともっと積極的に、他にもいろいろ、外へ出る機会を多くしていかない

と先行きが心配だと思います。 

【委員長】 

 どうもありがとうございます。  

【委員】 

 重点プログラムの第２期計画で、防災訓練について書いてありますが、自治会長さ

んが自主防災組織の会長さんを兼任する形になっておりまして、せっかくこういう施

策があっても、自治会長が毎年変わるので、あまり進んでいるように思いません。こ

ういった活動の促進というのは、具体的に市役所の方から何か働きかけがあるのでし

ょうか。 

【事務局】 

 地域の自主防災体制についての支援が市役所からどうあるかということでよろしい

でしょうか。 
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【委員】 

 促進というのも１つの重点プログラムの案として掲げてあるので、それは例えば市

の方から要請があるのか、まち協なりがやっていくのか。 

【事務局】 

 地域での防災訓練の実施や地域の防災活動の促進についてでございますけれども、

現在、全町内会のうち９０％以上、自主防災組織を設置されておりまして、設置する

ときは市へ届出を出していただく形になっております。出された団体さんにつきまし

ては、市の方から自主防災活動の促進の補助金を出させていただいておりまして、訓

練の経費や備品購入について、助成をしているところであります。同時に訓練指導も

消防士さんと共にさせていただけるので、こんな訓練メニューがありますよというこ

とも町内会の方へ御案内をさせていただいているところでございます。ただ、町内会

の大きさによってなかなか活動がしんどいという部分につきましては、学区の防災訓

練をしていただけませんかというような格好で、１５万円になるのですが、学区の防

災訓練に対する助成事業もありまして、また、市の防災訓練として年１回しています

が、各学区に呼びかけて、独自の学区の訓練はしんどいという場合は、市の訓練と共

同でしていただけませんかという格好で、町内会へのアプローチと学区へのアプロー

チを様々しているところでございます。  

【委員長】 

 委員の質問は、つまり、防災委員は町内会で決めるのですよね。 

【委員】 

 自治会によって違います。年に１回のところもあれば、何回もされているところも

あるようです。 

【委員長】 

 質問の御主旨は町内会によって、取り組みの強弱があるけれども、弱いところにも

う少し力を入れたらということでしょうか。  
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【委員】 

 そういうこともあればいいなということです。  

【事務局】 

 そういったお悩みがある場合は危機管理課のところに相談をいただければ、いろい

ろな訓練のアドバイス、どんな活動ができるかということをさせていただけます。 

【委員】 

 もっといい方法があればという気持ちもあります。一応、危機管理課の方に相談す

ればいいということですね。  

【委員】 

 市民コーディネーターの育成というのが出ていますね。前回も市民コーディネータ

ーの育成というのがあり、受けた人の人数もグラフで表されていますが、私の常盤学

区は一番少ないというのが出ているので、例えば、たくさん受けておられるところの

地域的な活動と常盤学区の受けた人が少ない学区の活動の差があるのかどうか。私は

よその学区のことはわかりませんが、常盤学区にしてもそれなりの活動はやっていま

す。町内の地域サロンもやっています。いろんな問題があってもそれなりに活動をし

ていますので、市民コーディネーターの講座を受けた方がどのように活動をされてい

るのか伺ってみたいなと思いました。  

【事務局】 

 市民コーディネーターの育成については、市の社会福祉協議会の方でしていただい

ていますので、そちらの方からお答えさせていただきます。  

【事務局】（社会福祉協議会）  

 市民コーディネーターの育成につきましては、毎年、連続講座ということで、年間

５回となり、今年で５回目を迎えます。各市民さん、学区の社協さんを通じて、市民

の方、広報も踏まえて呼びかけさせていただきまして、毎年１００人近い方から御参

加、御申込みがあります。各学区によって、参加の人数はまちまちというところで、
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例に出させていただきますと、比較的、参加の方が多かった志津南学区さん、山田学

区さんは、草津市内でも高齢者の移動困難という課題があり、地域でどうしていこう

かということで、草津社協からお車を貸して、地域住民で支える仕組みということで、

地域支え合い事業が実施されていたり、山田学区の方では、育成講座を修了した方が

集まって、地域で自分たちが何かできることはないだろうかということで、福祉を考

える会というものを立ち上げられて、そこで学区の地域福祉活動の受託であったり、

学区社協さんの活動、事業への協力であったり、山田学区さんや志津南学区さんは新

しく住民福祉活動計画をリメイクされておりまして、そこに一緒に入られて、共に学

区社協と一緒に地域の活動であったり、課題について考え、どうしていけば、住民さ

んが安心して生活していただけるかということを一緒に参画していただいて、活動を

進められていく部分で比較的参加者が多い学区はそういう活動や関わりを通して、御

活躍されていると把握させていただいております。 

【委員】 

 受けられた方には年代的にはどのくらいの方がいらっしゃいますか。これから活動

をしていこうという方が受けないと意味はないと思いますが。その方は仕事もしてい

らっしゃる方も多いし、自分がしてもらわないといけない立場の方だと意味がないの

かなとも思いますが、どれくらいの方が受けておられますか。 

【事務局】 

 おっしゃる通りで、今平均して御参加されている方は、平均６５歳以上、７０前後

の方が受けておられることが多いかなと把握しております。現在、６０歳を超えた方

でも、６５歳までお勤めをされている方もおられ、なかなか地域に目を向けて活動を

されるのは、６５歳以降にならないと意識が向かないのかなという部分で、地域で活

動される方の高齢化が課題となっておりまして、地域でも次の担い手をどう育ててい

くかを社協さんと一緒に考えさせていただいている現状でございます。  
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【委員】 

 受講された方の男女比率はどんなものでしょうか。  

【事務局】 

 明確な数字は言えませんが、比較的男性の方が多いかなと把握しております。内容

を見ますと、かなり難しいというか、大学の先生が活動について、過去の歴史から今

必要とされているものという部分で、かなり難しい部分も専門的な部分もお話される

のですが、男性の方はそれに興味を示されて、実際山田で活動されて組織化された、

考える会でも男性の方が比較的多いということで、地域に入るきっかけという部分で、

女性の方は日常的な関わりの中で比較的入っていきやすいということもあると思いま

すが、男性の方はこういう講座をきっかけに地域へ入っていかれるのかなと認識をし

ております。 

【委員長】 

 市民コーディネーター育成事業は社協でされて何年目になりますか。  

【事務局】 

 ５年目になります。 

【委員長】 

 修了者の方のデータは持っておられるわけですよね。最初の委員の御質問の主旨は、

市民コーディネーターが地域でどんな御活躍をされていますかということではなかっ

たかなと思ったのです。育成事業はされていますが、そのあとは、追跡調査はされて

いますか。 

【委員】 

 山田の方は会を作っているとのことですが、その他は。  

【委員長】 

 ５年の活動ですから、追跡調査をされて、調査の仕方はいろいろ工夫されたらいい

と思いますが、せっかく、時間とお金をかけてこういう方を育成されたわけですから、
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どういうことをしていただいているのかを評価される時期だと思います。ご当人自身

を評価していただく意味もあると思いますので、その点のところも社協の方でも検討

いただければありがたいと思います。  

【委員】 

 前回、追跡調査をさせていただいた中で報告をいたしましたが、講座を受けた人た

ちには、福祉関係や社会福祉協議会等に参画する方が多くおられます。 

【委員】 

 講座の受講生が学区によって、大きな差があるというのは、ちょっといけないので

はないかと思います。社協の会長会等で会長に発破をかけるというか、学区ごとに何

人くらい出てくださいよと依頼されたら、会長はそれくらいなんとかしますというこ

とで、講座に出てくださると思いますので、むらがないように、山田学区、志津南学

区がこんなにたくさんいて、ここはこんなのだというのではいけないなと思います。

平等性、市全体がうまくいくように人数的な配分を強制的でもいいから考えてみては

いかがでしょうか。 

【委員長】 

 強制でなくてもいいとは思いますが。 

【委員】 

 ばらつきというのはないと思います。  

【委員】 

 去年、５年間の参加状況をみてみると、常盤学区は一人で驚きました。  

【委員】 

 ５回受けていただいたら修了という仕組みで、その人数のみ載っているので、受け

ていらっしゃる方は他にもいらっしゃいます。一人ではないです。  

【委員長】 

 市民コーディネーターに対する期待は大きいと思います。なので、５回受講が難し
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かったりする理由も聞かれて、講座を持つのは社協の方で工夫できることがあるので

あれば、そういうことも相談されてはいいのかなと思います。 

【委員】 

 追跡調査をしていただいてというのはものすごくいいことだと思います。それによ

って、たくさん受けられたところがどういう状態で受けられたのか、そして、そのあ

との活動が発展的な活動をしておられるところが多いわけですから、そのいい例を参

考にしていただいて、それを皆さんに広げてもらう形で、そうすると、こういう形で

なら参加しやすいのだと、こういう状態で地盤ができているから参加しやすく修了し

ている人がたくさん増えているというような例が出てきて、広がっていけばと思いま

す。それの活動方法もデータをみんなにわかるような形で調べていただくと参考にな

ると思います。防災についても、そうだと思います。養成を受けたことだけを知らせ

て講座をしていますではなく、年間プログラムを組み、これだけのプログラムを各自

治会でクリアしてくださいという物が必要ではないでしょうか。そのあとで、どの程

度の活動をしていっているのか、ということを見ていただいたらもう少し広がるので

はないでしょうか。たくさんやっておられるところはやっておられます。ある程度の

基準をクリアするまでは、やってほしいというものがあってもいいのではないでしょ

うか。 

【委員長】 

 防災のプログラムの件で、年間スケジュールを出して、最低、各自主防災会でこれ

だけはやってくださいよというのは現在しているのですか。 

【事務局】 

 ノルマのようなものはありませんが、自主防災の補助金をもらっていただこうとす

ると、事業計画として、各自主防災会がこんなパトロールをします、こんな訓練をし

ますという形で出していただいている状況です。先ほど、町内会の９割くらいが自主

防災会を結成していると言いましたが、そのうちのだいたい７割５分ぐらいが、自主
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防災の補助金をもらっている、具体的には活動があるというイメージで、だいたい全

体の半分くらいが備品の購入補助を申請されているので、さらに具体的な活動がある

のではないかと市の方では把握しているところです。もちろん、お申し出を受けてい

くという形ではなかなか難しいところではありますので、平成１５、１６、１７、１

８、１９と４年か５年くらいかけまして、各学区の防災マップ作りをさせていただい

たときには、全町内会にまわるという形で災害時訓練をさせていただいたことがあり

まして、うろ覚えですけれど、１００数十町内会には４年か５年をかけてさせていた

だきまして、防災に関する訓練を受けていただく過程で、取り組みの御案内をしてき

たところであります。 

【委員長】 

 防災マップ作りはその後どうなっていますか。 

【事務局】 

 毎年２学区、３学区ずつぐらいの町内会を回ってできあがり、成果品としてお配り

する、それを３～４年かけて全学区作り終わったという状況が去年、おととしくらの

ため、また数年経つとデータが陳腐化していきますので、更新作業で同じような格好

を繰り返し継続的に。防災マップは２回目で、前回初めて作り、そのあと２回目がこ

の間終わったという状況です。  

【委員長】 

 補助金での支援以外にもっと自主的に関われる方法の１つがマップ作りかなと思い

ますので、そのあたりをもう少し勉強していければと思います。  

【委員】 

 災害時要援護者とありますが、その支援についてもやはり、誰がされているかとい

うこと、町内会長さんらは知っておくべきじゃないか。もう１つは、高齢者の振込詐

欺、特に、１０月からマイナンバー制度が始まり、さっそく詐欺が出ていました。高

齢者はひっかかりやすい。何かできることはないだろうか。  
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【委員長】 

 振り込め詐欺、実は私も遭いそうになりました。今回、医療保険の制度がかわり、

あなたが払われた医療保険の還付ができると。草津市役所からの電話でした。非常に

優しくて品のいい電話ですっかり信じこみまして、草津市の○○でございますと名乗

って、ＡＴＭに行かれると携帯で還付できるようにお教えしますと言われました。妻

に話したら、草津市に○○さんという方がいるか電話して聞いて見なさいといわれ電

話してみたら、いませんよと。危なかったです。しかし、他の場でお話を聞いたとこ

ろによると、高齢者の方にこういう話をすると、お一人暮らしの方だと、セールスで

あろうとなんであろうと、電話で話をすることが非常に嬉しいとおっしゃっていまし

た。詐欺以前のところで、お一人暮らしで普段、御近所の方となかなか話す機会がな

い人にとっては、たとえ、電話であっても人とコミュニケーションをとることを非常

に嬉しく思う。こんな方を外へ連れ出すことも、そういう観点から声を掛けなければ、

コミュニケーションの場を作っていくことを意識的にしないと、詐欺事件も起こりや

すいのではと思いました。そのあたりもまさに地域福祉の根本のところかと思います。 

【委員】 

 子どもの問題ですが、子どもの貧困について、１０月１日の毎日新聞、居場所をす

べての子にという内容。親が仕事等で夜いない、子どもが一人家ということで、子ど

もを受け入れるトワイライトステイを実施されています。こういった居場所を必要な

子どもが多くいるようです。大津市では、子どもの貧困問題に関して、生活困窮者自

立支援制度にもとづいて、ＮＰＯ等３ヶ所に週１回委託をして、トワイライトステイ

をやっているということです。夜一人で過ごしている小学生から高校生を対象として、

学校などから連絡を受け、本人、保護者の意思を確認の上で行っている。現在６人が

通っている。市内のＮＰＯのメンバーや龍谷大学の学生がボランティアで宿泊をした

り、宿題をみたり、一緒に食卓を囲んだりしている。こういう場を通じて子どもたち

が愛情を感じ、信頼できる大人がいることを感じてもらえるのではないか？こういっ



－ 16 － 

た週に１回、子どもを預かるような事業は草津では実施はないのでしょうか。 

【事務局】 

 ４月から生活困窮者の自立支援については本格施行となりましたが、子どもさん向

けの支援策というところで、学習支援という形で草津でも取り組みをしているところ

ですが、今のところ、７月、８月に市内のＮＰＯ法人さんと協定を結ばせていただき

まして、小中学生の年代の方の、高校進学を目指すというところでサポートいただく

事業を始めさせていただいています。周知の方法もなかなか難しく、応募される方が

なかなか増えないということもありますが、子ども家庭課さんに協力いただきまして、

周知物を増やさせていただき、徐々に参加される方が増えています。宿泊型の体験は

今のところメニューにはなく、学習の方法や日中の居場所づくりというところで取り

組んでいただいているところでございます。まだ始まったばかりということもあり、

試行錯誤でさせてもらっていますので、これから内容を考える必要があり検討を進め

たいと思っております。 

【委員長】 

 確認ですけれど、生活困窮者の支援事業の一環として、子どもの居場所づくりをＮ

ＰＯに委託をされているということでしょうか。  

【事務局】 

 はい。 

【委員】 

 保護司会の方でも、ＢＢＳ会等の団体と連携しています。その中のＢＢＳ会は龍谷

大学の学生さんが中心となり、ともだち活動というのをやっています。目的は非行に

走ったりした子ども達の更生に手助けをしようという団体ではあるのですが、集う場

の提供という意味合いも大きくなっています。ただ、それに出てくる子も少ないです

ので、それ以外でも、非行に走らないまでの段階、非行にならないように寺子屋活動

をやってくださっています。市民センターなんかを利用してやっていると思いますが、
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そこで大学生が何人かみて、そこに集まってきた子ども達と一緒に遊んでやったり、

勉強を教えたりし、そういうことがリンクするような形で手助けをできたらよいと思

います。御両親が仕事で、昼間からも一人でいる子については、学校や学童がある間

はいいですが、夏休み等に利用してもらうような、今のところは、多分、隔週の土曜

日くらいしかやっていないと思いますが、これがもう少し発展させて、曜日も増えて

くれば、うまく守っていけるのではないかなというところもありますので、利用して

いただきたいなと思います。 

【事務局】 

 先ほど協定を結ばせていただいた団体というのが、委員さんがおっしゃっていたＢ

ＢＳ会さんなんです。そこと草津市民センターの方で、学習支援に取り組んでいらっ

しゃるところがあるので、そこと連携させていただいて行わせていただいています。 

【委員長】 

 協定を結んでいるのはＢＢＳ会のみ？ 

【事務局】 

 はい。 

【委員長】 

 この４月から？ 

【事務局】 

 ７月からです。前年、モデル事業ということで６月から取り組み、一旦、モデル事

業としては終了させていただき、成果があるということで今年度実施をさせてもらっ

たということです。 

【委員長】 

 協定をするということは、事業に対して、お金を出しているということですか。 

 

【事務局】 
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 無償での協定となっています。  

【委員長】 

 １年経ったところぐらいで、ぜひ一度聞き取りをしてください。  

【委員】 

 ＢＢＳ会は「Big Brothers and Sisters movement」で大きなお兄さん、お姉さんの

意。全国的に大学生が多いようですね。 

【委員】 

 草津はＢＢＳ会が進んでいます。全国的にも見学に来られたりしています。 

【委員】 

 先日参加した研修のなかでは、貧困家庭に対して食事を提供できるようなものがあ

ればという話が出た。そういったことも少しは推進していかないといけないと思う。 

【委員長】 

 生活困窮者と言うけれど、そういう人たちを私たちはどうやって発見すればいいの

か。それは、特別なことをするというよりも、日常の隣近所の付き合いの中でなんと

なく苦労されている等、大変なことを抱えていらっしゃるようだという形でしか把握

できないのでは。ましてや、想像ですが、そういう方々は自ら言えない方だろうと思

うから、なおさらに、どうやって私たちが日々の暮らしの中で、そういうことに対し

て、敏感であるか、地域の立場から考えないといけないと思います。  

【委員】 

 個人情報保護法の問題がつい先日もあった。マンションの住民は、お隣に住んでい

る方もご存じない。家族構成もわからない。挨拶もないから、誰がお住まいかもわか

らない。昔でいう井戸端会議ができればいいと思うが、今はスーパーや百貨店があり

ますが、昔の商店のように、皆さんがお会いする機会が少なくなってきた。身近なつ

ながりをつくることができれば、そういうことによっていろんなことが解決していく。 

【委員長】 
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 確かにそうなのですが、私もマンション住民で、日々感じていることです。その点

で言うと、地域福祉計画は地域の特性という観点はないですから、草津市をおおざっ

ぱに見ると、もともとは農村で、従来の集落が残っている地域と高度成長期に団地開

発で建った地域と、近年、駅前中心に高層マンションができた、おおざっぱにいうと

３つ区分けができますよね。それぞれに地域での近隣の在り方が違うと思います。そ

こまで踏み込んで、それぞれの中でどう地域をつくっていくかを考えながら、計画づ

くりをしないといけない段階となっています。  

【委員】 

 マンション住民はなかなかつながりをつくろうとしない。民生委員の方も御苦労さ

れています。 

【委員長】 

 特に高層マンションは放置をしておくと、それこそ震災のときには大変な事態が想

定されますので、そういうことを意識しながら、日常的に住まわれている方に啓発を、

いざというときにどうするのですかという問いかけができるような努力は必要ですよ

ね。ただ、それ以上の強制力は無理かなとは思いますが。民生委員さんは情報をいた

だいて、高齢者に限ってですが、様子を見られていますよね。それ以上のプラスαの

ことは、民生委員さんの自主的な努力にかかっているわけですよね。そこのところで、

民生委員の活動の支援ができればということは以前も民生委員の方が強く主張されて

いたと思います。 

【委員】 

 今、国勢調査が実施されていますが、マンションの人たちが対応していただけない

となげいておられます。 

【委員】 

 知らない人だと開けてくれません。それから１つ気になるのですが、私たちのと

ころで７５～８０近いおばあさんで草津駅２階に居場所があり、そこに３人から４人
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集まってお話をして帰って行かれます。そうかと思えば阪急オアシスの１階のスペー

スでは、学生が陣取っていいてなかなか立ち退かない。ずっと座っています。高齢者

の方がよりつくこともできません。そうしたところがあればいいのですが。まちの方

はたくさん空き店舗ができています。飲み屋には不自由しませんが、そういうところ

がもっとできればと思います。管理するのが大変ですけれども。 

【委員】 

 ３点あります。第３期計画重点プログラム（案）の４番の部分ですが、「災害への

備えと生活困窮者の暮らしを守ります。」というところの①②と２つありますが、こ

の生活困窮者の部分については、プログラム５として１つにすることはどうなのでし

ょうか。逆に、①と②になっていますが、これはどういうことで、備えと暮らしを守

るということで１つになさったのでしょうか。今後は生活困窮者自立支援法の部分で

も、こ②の部分がすごく大切な部分だと思います。今、委員さんのお話を聞いても改

めてこれが大事だと思ったのですが、これを１つのプログラムとしてするというお考

えはないのでしょうか。 

 ２点目は、地域包括ケアシステムの部分で、医療と介護の連携についてですが、介

護はわかったのですが、今後は在宅医療がすごく大切になってくると思いますが、こ

この部分で具体的にどういう連携・整備を市としてはこの計画の中に盛り込もうとな

さっているのか伺いたいと思います。  

 ３番目ですが、交流活動の場ということで地域サロンの活性化がすごく大切なこと

だと思いますが、サロンの内容ももちろん大切ですが、環境整備という部分で、手す

りをつけるや、エレベーターをつけることについて、そこまで行くについての交通網、

そのあたりの整備がすごく大切になってくると思います。そうでないと、今言われた

話のように、そこまで行けない、人のお世話になってまでそこには行きたくないとい

う声も聞こえてきます。うちのマンションも先日、地域サロンの活性化ということで、

手すりをつけたいと思いまして、市の方に要望を出し、まちづくり協働課さんの方で
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補助金の部分で毎年８月が締めと言われ、補助金をもらえるのは再来年になるのかな

ということになり、この部分もすごく問題になってくるかと思います。そのあたりま

とめてお伺いしたいと思います。  

【委員長】 

 ３点の質問と提案をいただきました。まず、１番目。生活困窮者をプログラム５に

したらという提案ですが、４つに柱をしたのは、なぜ。 

【事務局】 

 もともと、生活困窮者だけで重点プログラムを作ろうとしていた部分もありますが、

生活困窮者の中に若い人だけではなく、高齢の生活困窮者の方もおられたりする中で、

災害時要援護者という形で障害をお持ちであったり、災害時要援護者と書いているの

で、どうしても災害時のイメージが強くなってしまいますが、こちらの方につきまし

ても、災害時に近所で助けをしあえるような関係づくりをするための日ごろからの環

境を作っていくというのがみそになっている制度になっておりまして、そういうもの

を生活困窮者と災害時に支援が必要となってくる方を一体的に地域で安心して暮らせ

るような体制づくりを目指せないかということで、重点プログラムにあわせて①②と

いう形で書かせていただいているところでございます。  

【委員長】 

 内容的にはプログラム２の方が、生活困窮者については災害時に入れるよりもいい

のではないでしょうか。「住民同士の暮らしに根ざした交流を深めます。」の中で、

誰もが気軽に集える場づくりでしょう。それから幅広い年代が参加できる機会づくり。

生活の面で支援が必要な人が入っていけるようなそういう内容。大きな柱の問題なの

で、大変重要な定義で要検討という形でどうでしょうか。  

 

 

【事務局】 
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 最初考えたときに、４本柱がよくなじみがあるので、４つに一旦整理したいなとい

うのがまずありました。従来も４つであったので、今回も４つにまとめたいなと漠然

とありました。その中で、最初にプログラム１としたのが人づくりのこと、２つ目が

地域づくり、３つ目に地域包括ケアが大事だねとなり、最後残った２つをくっつけた

というところが若干本音の部分がありますが、そのくくりの中で、今提案いただいた

ように５本柱にするのか、生活困窮者のことを重点の２に入れてしまうのかというの

は考え様かなと思います。 

【委員】 

 中身を変えるのではなく、柱を整理するということですよね。  

【事務局】 

 たくさんたくさん柱があってもどうかなというのもあったので、ある程度の４つ４

つの中でどううまく整理すればよいかなと。  

【委員長】 

 今何か御意見があれば、言っていただければ。  

 ２番目の在宅医療について、具体的な取り組みが何かあるのかという主旨だったと

思いますが。 

【事務局】 

 長寿いきがい課です。在宅介護と医療の連携につきましては、今国の方では、在宅

介護の方にシフトしていく中で、医療と介護が連携していなければ、在宅の方にはシ

フトできないという声があがっております。今うまくいっているところもあればいっ

ていないところもあります。基本的なルールというものを病院と介護者、ケアマネさ

んとの間で作り、急に入院された方が病院から出てくれと言われたときに、その出て

くれと言われた方は家で看病するのが大変な状況であっても、出てくれと言われたら

出ていかないとならない。そういった場合に、かかりつけ医をうまく紹介してあげた

り、ルール付けをできているところもありますが、徹底されていない現状がある中で、
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そういった市としてのルールを作っていきたいと思っています。在宅医療はなかなか

難しい問題を抱えておりまして、医師会との兼ね合いもございますため、医師会との

間でうまく調整できるような専門的な相談窓口も設けようと思っています。そういっ

た機関を活用しながら、うまく連携していけるように仕組みづくりをしていこうとい

う思いはあります。 

【委員】 

 たとえば、まず病院から出てきて、今までお世話になっていたかかりつけ医もあり

ますしその人にかかることになるのですが、一つ不安はかかりつけ医の人がすべて往

診をしていない。帰ってきてからさあどこに行ったらいいのかということに成りかね

ない。 

【事務局】 

 そういった情報も必要ですので、今作っているものもありますが、それを新たに更

新いたしまして、この病院は行ってもらいますといった情報を一覧表にしまして公表

したいと思っております。  

【委員長】 

 これからの課題ですが、行政的にいうと、市というのはあまりこれまでは医療と接

するような仕事を持っていませんでした。福祉介護の方は従来からやっていますけど、

地域医療のことを今回市町村がしなさいよという国の大きな方針が出てきて、各市町

村は医療関係者、特に地元の医師介護の方等、病院の方は連携づくりということが大

きな仕事になっています。計画づくりもそういうことが進んでいけば、具体的な中身

ということで計画に反映されるでしょうけど、まだ現時点では充分具体化まではいか

ないのかな。 

 

 

【事務局】 
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 国の示されたメニューはあるのですが、それをこなすというような現状ではありま

す。 

【委員】 

 ここは草津栗東医師会ですね。  

【委員】 

 訪問医療をしてくださるかということですよね。  

【委員長】 

 医師の団体、医師会の問題と個々の先生がどれだけそれぞれ地域医療というものを

自分の診療の中に位置づけられるのかという問題でもあるし、そこは、それぞれの地

域のところで、先生を囲んで、介護関係者や医師の関係者で懇話会的なことをやって

いる学区もあると聞きますし、そういうものが広がっていくことが大事かなと。 

【委員】 

 先生の負担が大きすぎるので、もっと組織的にチームを組んでいただいて、その中

で、お医者さんが何人かでまわって、訪問医療ができるようにシステムができるとい

いかなと思います。 

【委員長】 

 そのことをしっかりと意見交換できる場を市が設定するとかね。  

 ３番目は地域サロンの達成化のために環境整備、手すり、エレベーター、交通につ

いて何か。 

【事務局】 

 地域サロンだけにというわけではないのでしょうが、資料１ -１の７１ページに関連

するようなことが出てくるのかなと考えておりまして、そこにはユニバーサルデザイ

ンの推進ということが位置付けられております。道路のバリアフリーの整備でありま

すとか住宅の手すりのことが掲げられていますが、各担当セクションの方でユニバー

サルデザイン化のことは市としても取り組んでいくというようなところでございます。 



－ 25 － 

【委員長】 

 地域サロンの会場は地域ごとに違っているのでしょうか。  

【事務局】 

 多くは町内会館の１階でされるのだろうと思います。  

【委員長】 

 そういったところの改修となる。 

【事務局】 

 町内会館の改修ということで、まちづくり協働課が用意している補助金のメニュー

がどれだけ使えるかという話ですね。なかなかまわってこないようなところが。枠が

あるみたいで。 

【委員】 

 高齢者の方はやはりだんだん一人では行くのが不安になってこられたりとか、一緒

に行きましょうと言っても、あの人に助けてもらうのが申し訳ないという形もあって、

できたら、自分で行けるところがあったりするので、エレベーター、あるいは手すり

も上りはできるのですが、下るのがやはり怖いというお話をすごく聞きます。逆に下

るのが怖いので、後ろ向きに階段を下りてくる。今はそういう風にしてサロンに通っ

ていらっしゃるという話も聞いたので、それで手すりが必要ですねという話が出てき

たので、これは今後できたら補助金を早く。難しいのでしょうか。何かお金が。 

【事務局】 

 まちづくり協働課です。バリアフリー化に対する補助金が１５０万円を上限にして

ございます。ただし、先ほどから議論出ていますように、その年に必要だからその年

にお金をくださいよということで要望を受けても、枠で予算を取っているわけではご

ざいませんので、残念ながら、御相談いただいた翌年に予算がつけば交付できるとい

うような状態になっておりますので、そういった制度は用意させてもらっております。

また、２年ほど前でございますが、各町内会長さんにあてまして、全体の７割程度の
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町内会が集会場を持っておられますが、大分老朽化が進んでおられます。高齢者の方

も増えておられるということで、そういった改築費用も必要となってきていることも

ありまして、アンケートを取らしていただきまして、今後のバリアフリーの改修だと

か改築計画とか、そういったもののお金の資産計画をさせていただいて、今後、こう

いう風に応えられるようにということで実施させてもらっているところが現状でござ

います。 

【委員長】 

 予算措置を組むのが問題ですので、ハードルは高いかもしれませんね。  

【委員】 

 サロンを２階や３階でされているところはあるのか。集会場ではほとんど１階です

よね。マンションだとエレベーター付いているし、市民センターは全部付きましたし。 

【委員長】 

 各地域サロンの状況というのは、どこで把握されているのですか。 

【事務局】 

 お話のあったように、集会場をベースにサロンをされていることは把握しています

が、２階等で実施されているかまでは把握しておりませんので、集会場で実施されて

いるというところまでしかこの場ではお伝えができないのですが。  

【委員長】 

 地域サロンの運営は社協が事業としている？ 

【委員】 

 市の補助金ですけれども、窓口は市から社協の方に。地域サロンは１３５あるので

すかね。県内で人口的な割合では草津が一番多いですかね。  

【委員長】 

手すりやエレベーターを必要としているサロンがどれくらいあるのでしょうか。 

【委員】 
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 住宅改修と同じように考えて、申請すればある程度枠にはまるのなら、申請すれば

その年にいただけるような簡単に考えていたのですが、今回、周りでそういう話が出

てきて、８月だと今１０月に申請しても来年の８月で申請を締め、その次の年にしか

もらえないとなると、２年越しにしかこれはできないのかなと思うと、やはり、サロ

ンの活性化と言いながら、そこまで足をのばしてもらうようなシステム作りも重要な

部分だと思いますので、御検討いただければと思います。  

【委員】 

 それが市役所の予算の期限なんですよ。 

【委員長】 

 個人の住宅改造、介護保険の給付なら条件が異なります。実態として、今老朽化の

話もありましたが、どれだけ地域サロンに足腰の弱った高齢者でも使えるようなハー

ドの面の整備も必要かということを把握された上で。必要性が高いところから、判断

が必要かと思いますが、実態がどの程度かということをまずは把握していかないと。 

 すみません。話がいろんな御意見が出て。大変委員長としては嬉しいのですが、他

方で時間の制限がございますので、特にこれまで御発言いただいていない委員の方で、

ぜひこの際に発言したいという方にどうぞお願いしたいと思います。いかがですか。 

【委員】 

 １つだけ。いろいろ重点プログラムの中に、住民同士の暮らしに根ざした交流を深

めるとか地域の中で活動する人をひろげるとか、地域というものが書かれているので

すが、いわゆる地域の文化、歴史、財産というものを活用することが、さっき山田や

常盤の話が出ましたから、地域というのは、地域ごとにその特色がいろいろあります。

マンションが多いところもあれば、古い年寄りばかりの場所もあり、いろいろですの

で、地域には関係ないではなく、地域というものを意識して、プログラム作る中でや

っていかないとそれは関係ないという。実は、中心市街地活性化の活動をやっている

のですが、その中で、いわゆる本町や大路も夜は栄えているけれど、昼はがらんとし
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ている、本町筋はシャッター街です。全然何もありません。これを活性化するために

どうするのかということで、貸店舗のいわゆる中心に取り上げて、あくまでも中心市

街地活性化、つまり商店街の活性化ということにこだわるのではなく、ここを活動拠

点として支え合うことにも利用、両方成り立っていくわけですよ。そこをわけずに考

えてほしいということを言っているのですが、商店街の空き店舗の活用ということに

なると、どうしても商売というか、それが頭に入って、お年寄りの支え合い、気軽に

立ち寄れる場所、そういう拠点づくりというものとは関係ない、補助金もそれには使

えません、そこにその区別が入ってくるのですよ。そういうことではなしに、全体と

して考えて、補助金なり、助成なり、いろんな形で応援してもらいたいと思います。

それは関係ないというのではなく、わけずにやってもらえたらなという思いがします。 

 もう１つ、市民センターの活用、どこの市民センターが活用されているとか、統計

的に出ていましたが、これも今後、平成２９年に指定管理ということになり、まちづ

くり協議会に指定管理で渡ってしまいます。そこで、果たして、この地域福祉の拠点

として活用されていくのかということを非常に心配しています。まちづくり協議会か

らこの委員会に出させていただいているので、協働のまちづくりという立場から考え

て、いろいろ区切りをつけずに、まちづくりの１つとして地域福祉計画のことも考え

てもらいたい。これは地域福祉計画だからまちづくりとは直接関係ないのではなく、

全体として、まちづくりとして、今の旧草津川の跡地の問題にしても、すべてそれは

違うではなく、地域のやるいろんなお年寄りの集まりの場、子どもたちの遊ぶ場、い

ろんなものを全部含めて、活用し、考えていかないといけない問題だから、別々だ、

違うということがないように、地域福祉活動計画についても取り組んでいけるような

活動理念、基本理念に入れてもらえたらと思います。 

 

 

【委員長】 
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 今の御指摘について事務局何か具体的にありますか。  

【事務局】 

 まず１つ、学区とか地域ごとに状況が違うということがございますので、冒頭にお

話しさせていただきましたが、重点プログラム２のところ、資料でいうと４３ページ

の真ん中ほどに、「地域の特性や実情に合わせた場づくり・機会づくり」ということ

で書かせていただいているので、もう少し肉厚にするか、表現なんかは考えさせても

らえるとありがたいなということと、私たちの後ろにはいろんな関係の所属が控えて

おりますけれども、委員の方がおっしゃっていただいたことは職員も聞いております

し、また、ここに参加していない担当所属がありましたら、地域福祉を務める所属と

して、そういった課にもこのような話があったということで伝えたいと思います。 

【委員長】 

 資料１-１の８ページのところは、「地域福祉計画と他計画との関係」という図が載

っています。それぞれの計画の整合性はつけるのですか。今の委員さんの御提示から

するとそういうことも必要なのかなと。まちづくりの問題と密接なわけですよね。そ

れはハードの問題にもなるから、地域福祉ではなくてまちづくりだとか。そう言われ

てしまうと、せっかくこちらの方で提示をしてもつなぐようなシステムがないと、そ

れが計画に具体化されないという問題があると今の御発言は汲んでおられるのではな

いかと思います。他の計画づくりと共通するようなものを把握していただき、また御

意見いただければと思います。今日も各課から担当者の方が来ていただいており、そ

ういうことも踏まえて来られていると思いますので、ぜひその点はそれぞれの課のと

ころで、今日出た発言をしっかりと受け止めていただければと思います。 

 他、いかがですか。なければ、２番目の「計画の基本理念について」でよろしいで

しょうかね。 

 

・計画の基本理念について  
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【事務局】 

 続きまして、議事２の第３計画の基本理念について、説明させていただきます。お

手元の資料で１-１の３７ページを御覧ください。こちらにつきましては、地域福祉計

画の基本的な考え方として、第３章で書いておりまして、基本理念ということで、３

つ書かせていただいておりまして、大変申し訳ないのですけれども、上の１と２のと

ころで、案というところが抜けております。上から「『地域力』のあるまち草津 み

んなで広げる地域福祉 人にやさしい福祉のまち」ということで、こちらにつきまし

ては、現行の第２計画の方で掲げさせていただいている基本理念となっております。

その下の真ん中のものですけれども、こちらが今回新たに事務局の方で１案という形

で考えさせていただいたものになりまして、「みんなで広げる地域福祉」というキー

ワードから、今後１０年、２０年後を見据えて地域づくりをしようという意味をこめ

まして、「未来へつなぐ地域福祉」というところでキーワードを変えさせていただい

たものが真ん中の案となっています。一番下の第３案につきましては、書いてござい

ます通り、第１期計画で掲げておりました「みんなで育む」というキーワードをやは

り育て合うことが大事というところで、原点回帰ではないですけれども、第１期計画

の基本理念に戻すという案の３案を設けさせていただきました。本日の委員会では、

この３案を含めまして、委員の皆様から第３期計画でのキーワードを御議論いただけ

ればと思っております。 

【委員】 

 この基本理念は表紙等にも入ってくるのですか。  

【事務局】 

 そうですね。また、こちらの本編の冊子になっているのですが、カラー刷りの概要

版もあわせて作成させていただくにあたりましては、資料１-１でいいますと、４０ペ

ージに計画の基本体系がありまして、計画のこういう形で施策を立てておりますとい

うところで、一番上にこの計画の根本となるものが基本理念ですよという形で持って
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くるような形になります。  

【事務局】 

 ２期計画では表紙のところから２行出てきますので、同じような形で３期計画もこ

こで決まった２行がぽんと出るような格好かと思っております。 

【委員長】 

 私は特にこれというのはないですけれど。  

 要は、大きくわけると、現行のままか、元に戻るか、新しいのかということ。  

【委員】 

 新しいのでいいのでは。  

【委員長】 

 「未来へつなぐ」でいかがでしょうか。御異論がないようですので、基本理念は「『地

域力』のあるまち草津 未来へつなぐ地域福祉 人にやさしい福祉のまち」。  

 これで第２議題を終了させていただきます。次に第３議題、その他の項目について。  

 

・その他の項目について 

【事務局】 

 その他の項目については、特にございませんけれども、後ろに関係課の方が控えて

おりますので、この際何か御意見等があればということで。  

【委員長】 

 私の方からのお願いですが、来年度、社協の方が地域福祉活動計画の策定に入りま

すよね。私の問題意識は、市の実施策定委員会と社協の活動計画策定委員会の連携と

いうか実際の多くの地域福祉の担い手、地域づくりは社協の御尽力なければできない

わけで、こちらの計画は枠を作ったとしても、社協の活動計画そのものに具体化され

ていくというそういう関係だと思います。  

【委員長】 
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 そういう点でいうと、位置付けとして大事なのは、清水委員だと思うのですが、私

たちの方は一応計画づくりが終わってもその後の進捗状況のチェックだとかで、委員

会としては存続するのですけれども、実際上は委員会の開催頻度もぐっと落ちますよ

ね。そうすると、私も含めて誰もが普段あまり考える機会がなくなってしまうという、

こういうことが過去１０年くらい振り返っても思うわけですよね。なのでこれは私の

個人的な希望ですが、あらかじめ社協の方の地域福祉活動計画のスケジュールが決ま

っているのであれば開催日をおっしゃっていただいて。傍聴は可能なのでしょうか。 

【事務局】 

 今まで傍聴という形ではやっていなかったと思うのですが、社協の中で検討をして

広く御意見を頂戴するような必要があればさせていただきます。  

【委員長】 

 ここのところは来てくれる人は少ないけれど、一応公開の場なんですよね。できる

だけ、市民の皆さんに地域福祉について理解をしていただく一つの機会にできると思

います。社協の方も特にプライバシー等の問題で公開できない事情がない限り、基本

的には委員会を公開していただけないかなというお願いです。そこに私たちも一市民

として参加できれば、またこちらの委員会のところで御発言の中に活かしていただけ

るのではないかなと思います。  

【委員】 

 わかりました。問題なければ、という形で提案させていただきます。  

【委員長】 

 こっちの委員会もまだ残りありますので、もしそれまでのところで結果がわかれば

おっしゃっていただければ。  

 

 

【委員長】 
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 他に委員の皆様、御発言何かございませんか。すでに次回の日程は決まっています

よね。一応確認のために。１１月４日（水）午前１０時からですよね。今度は午前か

らですのでお気をつけください。  

【事務局】 

 もう一度確認させていただきます。次回の委員会ですけれども、場所は変わりまし

て市役所２階の特大会議室で会議をさせていただきます。１１月４日（水）朝の１０

時から委員会をさせていただきたいと思います。本日の配布資料とあわせまして、次

回の出席の用紙を置かせていただいております。すでに提出いただいている方もおら

れますけれども、また持ち帰っていただきまして、後日郵送等していただければと思

いますので、よろしくお願いいたします。事務局から次回の委員会につきましては、

以上でございます。 

【委員長】 

 それでは、これで終了とさせていただきます。お疲れ様でした。  


