
 ■第２期草津市地域福祉計画の進捗状況

※地域福祉計画書３０ページ

人権学習資料発行 ○

各校で定めた人権教育推進計画や年
間指導計画に基づき、適切に人権教
育の推進が図られるように努めてい
る。

「部落問題学習草津市モデルプラン」
の更なる見直しに向けて、授業研究会
や各校の実践を持ち寄り意見交換を
実施する。

学校教育課

町内学習懇談会 ○

毎年実施いただいており、町内会の取
り組みとして定着している。身近な人
権問題の学習をとおして、差別の無い
まちづくりへの取り組みにつなげてい
ただいている。

平成２７年度も同様に実施の予定
(今後も人権問題の学習・懇談をとおし
て、まちづくりにつなげていただくよう
啓発していく。)

人権センター

教育啓発教材「めざめ」の
発行

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、教材資料及び啓発冊子と
して、一定の役割を果たした。

平成２７年度も同様に実施の予定
（内容は、市同推協啓発部会で検討）

人権センター

広報をはじめさまざまな広
報媒体を活用した啓発活
動の展開

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民へ一定の啓発が図れ
た。

平成２７年度も同様に実施の予定
(「広報くさつ」をはじめ、広報媒体の活
用について今後も検討していく。)

人権センター

草津市部落解放女性のつ
どい

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、参加者や実行委員へ、一
定の啓発を図れた。

平成２７年度も同様に実施の予定 人権センター

草津市部落解放青年集会 ○

これまで、事業概要のとおり取り組ん
できたことで、人権教育・啓発リーダー
の育成や、市民への一定の啓発を図
れた。

平成２７年度も同様に実施の予定 人権センター

企業内同和教育推進事業 ○
これまでどおり、訪問・研修会の開催
に取り組んだことによって、事業所等
に対して啓発を行うことが出来た。

平成２７年度も同様に事業を実施する
予定。

商工観光労政課

いのち・愛・人権のつどい ○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民へ一定の啓発が図れ
た。

平成２７年度も同様に実施の予定
(じんけんフェスタしが2015と共同開催

人権センター

人権尊重と部落解放をめ
ざす市民のつどい

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民へ一定の啓発が図れ
た。

平成２７年度も同様に実施の予定 人権センター

人権セミナー ○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民へ一定の啓発が図れ
た。

平成２７年度も同様に実施の予定 人権センター

「人権センターだより
ぴーぷる」の発行

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民へ一定の啓発が図れ
た。

平成２７年度も同様に実施の予定 人権センター

草津市平和祈念フォーラ
ム

○
平和祈念フォーラムを開催することに
より、市民に平和の大切さと命の尊さ
を啓発することができた。

Ｈ27年の戦後７０年を契機に、追悼式
と一本化し「草津市平和祈念のつど
い」として合同開催することで、戦没者
や過去の歴史があってこそ現在の平
和があるという基本的な考えのもと、
恒久平和の願いを次世代に引き継ぐ
取り組みとしたい。

人権政策課
社会福祉課

今後の予定

事業所等における人権
教育の推進

啓発活動の推進

学校における人権教育
の推進

市民に対する人権啓発・
教育の推進

担当課進捗度事業名

基本目標１　みんなで育てあう人づくり
基本方向１　福祉意識の醸成
基本施策１　人権教育・啓発活動の推進

進捗度の理由主な施策

資料２

1



基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３１ページ

外国人児童生徒等教育相
談員設置事業

○

進路相談や期末懇談で、依頼に応じ
て通訳者を派遣できたため、児童生
徒・保護者との相談や指導助言が適
切に行われた。また、学校からの文書
や通信票の翻訳対応により、学校から
の連絡や児童生徒の学習・生活状況
等を、児童生徒・保護者に正しく伝え
ることができた。

来年度も事業を継続する。 学校教育課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

○
地域交流等の事業実施をすることで、
市民への理解が図られた。

今後も引き続き、障害者福祉センター
を中心として、さまざまな事業を展開
し、障害者理解を深めていく。

障害福祉課

障害児保育実技研修、
発達支援研修、
障害児保育研修（Ｈ２４
～）

○

時には対象者を絞ったり、拡大したり
しながら研修会を開催し、特別支援教
育に関する理解を深め、実践につな
げた。

今後も引き続き研修を積みあげ、就学
前における特別支援教育の質の向上
を目指したい。

幼児課

介護保険制度啓発（出前
講座：みんなの介護保険
制度）

○
　継続して出前講座を行ってきたこと
により、市民に対して一定の介護保険
制度の周知が図れた。

　平成２７年度も出前講座（みんなの
介護保険制度）を継続し、市民への介
護保険制度の周知を行う。

介護保険課

国際交流推進事業 ○

草津市国際交流協会へ運営支援を行
い、国際理解講座・交流イベントの開
催等、市民に国際交流の場を提供す
ることで、地域の国際化を推進するこ
とができた。

今後も引き続き、草津市国際交流協
会へ運営支援を行い、国際交流の推
進していく。

まちづくり協働課

草津市同和教育研究大会
（Ｈ２３）
草津市人権・同和教育研
究大会（Ｈ２４～）

○

参加者からのアンケート結果では、全
体会および分科会とも約９０％の方か
ら「よかった」との回答を得ており、概
ね好評であるととらえている。

平成２７年度も事業を継続する。
開催予定日：平成２７年８月１日（土）

学校教育課

男女共同参画セミナー ○

平成２４年度・２５年度は、事業の企
画・運営を「草津市男女共同参画市民
会議い～ぶん学舎」と、平成２６年度
は「ファザーリング・ジャパン滋賀」との
協働で実施している。協働の効果とし
て、幅広い層へ事業がPRでき、１回あ
たりの参加者を増やすことができてい
る。

平成２７年度は、地域における女性の
活躍を迅速かつ重点的に推進するた
めの地域女性活躍推進交付金が交付
されることが決まった。今年度の意識
啓発は、より力を入れて行う。

男女共同参画室

男女共同参画について
の意識啓発

外国人や障害のある人
との交流促進

基本施策２　互いに分かりあえる人づくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　福祉意識の醸成
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３２ページ

DV防止に関する啓発 ○

「DV」の防止に向けた啓発の促進は、
第３次草津市男女共同参画推進計画
でも重点施策に設定しています。引き
続き、展示・広報・啓発紙といった媒体
を活用し、啓発に努める。

平成２６年度も継続して実施する。 男女共同参画室

児童虐待防止啓発活動 ○

これまでの事業概要のとおりの取り組
みを実施し、市民へ一定の周知が図
れている。
あわせて、児童虐待の未然防止のた
め、CAP研修や子育て講座を実施して
いる。

　今後も児童虐待防止啓発活動を推
進していく。
　地域向けの児童虐待防止啓発研修
として、CAP研修を実施する。

子ども家庭課

民生委員との研修交流会 ○

民生委員との研修交流会を継続して
実施し、啓発と共に地域の見守りにつ
いても情報交換や検討を行なってい
る。高齢者の見守り気づきシートを作
成する。

民生委員との研修交流会は、来年度
は見守り気づきシートを完成させ、活
用して連携を取っていき、高齢者の見
守りネットワークについて情報交換や
検討を行っていく。

長寿いきがい課

ケアマネージャー研修
（Ｈ２３）
高齢者虐待防止講演会の
開催
（Ｈ２４）
圏域地域包括支援セン
ター職員研修（Ｈ２５）
→「高齢者虐待防止に関
する研修会」に事業名を
変更した。

○

圏域地域包括支援センター職員やケ
アマネジャーを対象に研修を行なった
ことにより、認知症予防、虐待の防止・
早期対応への意識を深めることがで
きた。

今後も認知症予防・高齢者虐待の防
止・早期対応について理解を深め、活
動できるように関係機関等に向けた研
修会や事例検討会の充実を図る。

長寿いきがい課

実地指導、集団指導 ○
地域密着型サービス事業所の実地指
導に身体拘束ゼロの観点からチェック
を行い、指導を実施している。

平成２７年度も介護サービス事業所に
おいて、高齢者虐待などが起こらない
ように、介護保険法に定める実地指導
や集団指導の機会に啓発し、特に地
域密着型サービス事業所に対しては、
集団指導時に研修やマニュアルの整
備状況の確認等を実施する。

介護保険課

障害者虐待防止対策支援
（Ｈ２４～）

○
啓発活動を進めるとともに一時保護所
を確保することで、障害者が安心して
暮らせるよう進めてきた。

今後も引き続き、障害者への虐待防
止について市民等への啓発を進める
とともに、通報等があった場合は、迅
速に調査を進め、関係機関と連携を
図りながら、一時保護所への保護や
適切な支援を行う等、障害者が安心し
て暮らせるよう進める。

障害福祉課

配偶者等に対する暴力
の防止

児童・高齢者・障害のあ
る人に対する虐待の防
止

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　福祉意識の醸成
基本施策３　あらゆる暴力の防止
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家庭児童相談業務 ○

○平成２５年度に家庭相談員を１名
増、平成２６年度に家庭相談員を１名
増員し、関係機関との連携や虐待の
早期発見、迅速な対応等相談体制の
充実が図れた。

平成２７年度には、さらに家庭相談員
を１名増員し、相談体制を充実させ
る。

子ども家庭課

要保護児童対策地域協議
会運営業務

○

○平成２５年度に家庭相談員を１名
増、平成２６年度に家庭相談員を１名
増員し、関係機関との連携や虐待の
早期発見、迅速な対応等相談体制の
充実が図れた。

平成２７年度には、さらに家庭相談員
を１名増員し、相談体制を充実させ
る。

子ども家庭課

心配ごと相談所の開設 ○

市民の身近なくらしの相談窓口として
心配ごと相談所を開設し、相談機能の
充実を図った。
年４回発行の市社協広報誌「社協くさ
つ」に開設案内を毎回掲載し、周知に
努めた。
相談員連絡協議会を年６回開催し、相
談員同士の情報共有を図り、またスキ
ルアップのための研修会を実施した。

継続実施する。 市社会福祉協議
会

市民相談室運営 ○
事業計画に基づき、適切に対応できて
いる。

平成２６年度から、女性相談員（兼務）
の配置を行い、女性が相談しやすい
体制を整備し、今後も継続して実施す
る。

生活安心課

ＤＶ相談（女性問題に関す
る相談）
ＤＶ相談機関連絡会議の
開催

○

第３次男女共同参画推進計画におい
ても「DVの防止に向けた啓発の推進」
および「DV被害者への相談等の支援
体制の整備」は、重点施策として位置
づけている。
引き続き啓発と相談しやすい体制づく
りに努める。

平成２７年度は、女性のワンストップ支
援体制を充実させるために、女性の総
合相談窓口を設置した（職員配置）。

男女共同参画室

障害者虐待防止対策支援
（Ｈ２４～）

○
啓発活動を進めるとともに一時保護所
を確保することで、障害者が安心して
暮らせるよう進めた。

今後も引き続き、障害者への虐待防
止について市民等への啓発を進める
とともに、通報等があった場合は、迅
速に調査を進め、関係機関と連携を
図りながら、一時保護所への保護や
適切な支援を行う等、障害者が安心し
て暮らせるよう進めていく。

障害福祉課

権利擁護事例検討会 ○

今年度は、スーパーバイザーとして社
会福祉士に参加してもらったことによ
り、本人・家族・地域の課題を明確化
しながら、支援方法について検討する
ことができた。

Ｈ２７年度より終了 長寿いきがい課

高齢者虐待判定・対応方
針会議

○
多分野の専門家に助言してもらったこ
とで、多方面から総合的に今後の支
援を検討することができた。

継続実施する。 長寿いきがい課

担当課今後の予定進捗度の理由進捗度事業名主な施策

相談体制の充実
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３４ページ

学校ボランティア ○

各学校が、読書ボランティア、環境整
備ボランティア等を募集し、計画的に
活動をしている。立命館大学等と連携
して学生ボランティアを受け入れてい
る。

学校が主体となり継続的にボランティ
ア等を募集し、計画的に活動するとと
もに、立命館大学等との連携について
も継続して実施する。

学校政策推進課

福祉体験教室の実施 ○

オムロンデー、小学校・中学校、学区
社協行事へ出向き、ボランティア相談
受付や社会福祉施設との連携による
ボランティア体験、福祉体験などを通
して福祉やボランティアの理解を広げ
るために実施した。

継続実施する。
オムロン以外の企業にも積極的にア
プローチし、移動ボランティアセンター
開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議
会

いきいき百歳体操サポー
ター養成講座

○
いきいき百歳体操を地域に広めるサ
ポーターを育成し、市内全域に普及啓
発を行っている。

継続実施する。
長寿いきがい課

独居高齢者の電話訪問事
業（Ｈ２３～）
おしゃべりボランティア活
動の支援（H２４～）

○

・利用者が３名増加。
・月１回傾聴ボランティア連絡会を開
催し、平成２６年度より精神保健福祉
士をアドバイザーとして迎え、スキル
アップを行った。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

草津市ゆうゆうびとバンク
草津市ゆうゆうびと講座

○

（公財）草津市コミュニティ事業団と連
携し、生涯学習人材バンクとして、市
内市民センター（公民館）等に設置し、
広く市民へ情報提供をすることができ
た。

引き続き、生涯学習人材バンクとし
て、市民へ情報提供するとともに、(公
財)草津市コミュニティ事業団と連携を
深め事業展開を深めるとともに、バン
ク登録者のコーディネートや活動場所
の提供など、より一層「草津市ゆうゆう
びとバンク」が活用されるよう努める。

生涯学習課

認知症サポーターの養成
講座

○
講座開催回数と認知症サポーターは
年々増えてきている。

継続実施する。
対象を学校や企業など、若い人たち
の層にさらに拡大し、普及啓発の一層
の充実を図る。

長寿いきがい課

☆
レイカディア大学受講生の
ボランティア受け入れ

○ 毎年同様の内容で実施している。 継続実施する。
市社会福祉協議

会

市ボランティアセンター事
業

○

ボランティアの需給調整をすることで、
社会福祉施設等のボランティアの紹
介や情報提供をし、実践の場を提供し
た。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

【重点プログラム１-②】
団塊の世代等の参画促
進のための研修の実施

社会福祉施設や医療機
関等との連携によるボラ
ンティア実践の場の提供

☆
【重点プログラム１-②】
学校等教育機関と地域
との連携強化

地域のニーズに応じた
ボランティアの育成

認知症サポーターの養
成と活動の促進

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向２　担い手の育成
基本施策１　ボランティアの育成
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活動の担い手づくり事業 ○

小地域福祉活動の担い手や地域ボラ
ンティアを育成した。
・福祉委員の役割や必要性について、
地域の懇談会で講演をおこなった。
・老上学区おしゃべりボランティアの定
例会に参加し支援。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

○

育成講座は、修了者が合計１３２人に
なった。参加者は、個人の意思による
方もあるが学区社協の紹介も多く、既
活動者や関心のある市民が地域福祉
について学ぶこの講座は、学区社協
などから活動者育成のために積極的
に活用されている。
今年度は講座のテーマ、講師ともにリ
ニューアルして実施。既修了生の再受
講も多く見られた。
また、ステップアップ講座を開催したこ
とで、地域福祉活動の機運が高まっ
た。

継続実施する。
学区社協の担い手や後継者不足が問
題となっている現状を解消すべく、学
区社協の担い手、地域の活動者とな
る「福祉活動推進員」（住民福祉活動
計画の具現化に取り組むなど地域福
祉推進のための中核的役割を担う方）
の育成のため実施する。具体的に、①
地域で福祉活動をする人を増やす。
②地域福祉活動について理解者を増
やすために、５日間の講座を通して学
習を深める。

市社会福祉協議
会

地域サロン活動支援員の
設置

◎

身近な地域で社会参加が困難となっ
た高齢者や閉じこもりがちな高齢者が
孤立・孤独に陥らないよう参加者とボ
ランティアが企画、運営するふれあい
の場の活性化と、新たな立ち上げに
対し支援し、企画の助言や調整、情報
提供を行った。また、地域サロンごとを
対象に調査を実施し、現状の把握を
行った。調査は地域サロン報告書とし
て取りまとめている。

継続実施する。
今年度は同じ中間支援組織の市コ
ミュニティ事業団との連携事業として、
事業団が指定管理を受けている施設
にて開催する地域サロン限定のバス
ツアーを企画・実施し、地域サロン活
動を支援する。

市社会福祉協議
会

☆

【重点プログラム１-③】
学区・地区ごとの地域ボ
ラティアの登録・活動の
機会の提供等の仕組み
づくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３５ページ

地域協働合校推進事業 ○

各推進組織の実情に合わせて事業を
実施し、地域福祉活動の理解を広げ
るきっかけとなった。（資源回収や環
境整備作業、地域の清掃活動などを
実施した。）

今後も各推進組織の実情に合わせて
実施する。

生涯学習課

子ども福祉活動事業 ○

「草津市子ども会指導者連絡協議会」
が実施する福祉活動事業に対して助
成を行い、子どもたちが福祉体験を通
して自主的に学び、考える機会を提供
し、豊かな人間性を育むことを目的と
して実施した。福祉体験は台風のため
中止したが、赤い羽根共同募金の街
頭啓発に参加いただき、リーダーボラ
ンティア活動の支援を行った。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社会福祉協議

会

新しい老人クラブ創造推
進員配置補助

○

連合組織としてのスケールメリットが
期待できる事業へシフトしていくよう、
推進員との調整を図っていくとともに、
介護予防や生活支援の分野において
老人クラブがその担い手となるよう、
連携を図っている。

来年度も同様の内容で実施予定。 長寿いきがい課

寝たきり・認知症にならな
いための予防事業

○

草津市老人クラブ連合会が実施する、
高齢者を対象とする健康増進事業に
対して助成を行い、寝たきり・認知症
にならないための予防事業の推進を
行った。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社会福祉協議

会

移動ボランティアセンター
の実施

○

オムロンデー、小学校・中学校、学区
社協行事へ出向き、ボランティア相談
受付や社会福祉施設との連携による
ボランティア体験、福祉体験などを通
して福祉やボランティアの理解を広げ
るために実施した。

継続実施する。
オムロン以外の企業にも積極的にア
プローチし、移動ボランティアセンター
開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議
会

ボランティアフェスティバル
の開催（Ｈ２４～）

◎

ボランティア活動者同士の交流と、市
民へのボランティア活動の啓発として
実施した。子どもへの福祉啓発として
福祉映画の上映、市民や介護・看護・
福祉関係者を対象に地域医療福祉講
演会を行った。
市内の中学・高校の学生、市内外の
大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また
飲食・物販・啓発ブースには福祉施
設、企業の出店を呼びかけ、１８ヶ所
の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催す
るボラ連加入グループの交流会を同
日に行い、市民に向けてもボランティ
ア活動の啓発を行うことで、ボランティ
ア同士の交流だけではなく、広く市民
にボラ連の活動を紹介でき、ボラン
ティアグループに参加された方もあっ
た。

今年度はさらに内容を充実し実施する
予定。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉
施設や企業の出店を呼びかけ、両者
のつながりづくりを進める。ボランティ
アフェスティバルのボランティア募集に
ついては、市社協広報誌「社協くさつ」
やホームページ、SNS等で周知啓発
し、市内の中学・高校生、市内外の大
学生、社会人に広く呼びかける。（大
学生の募集においては、周辺大学の
立命館大学や龍谷大学のボランティ
アセンターにも募集依頼をする。）

市社会福祉協議
会

福祉を考える市民のつど
いの開催[パワフル交流市
民の日と同時開催]

○

民生委員児童委員の活動紹介、ボラ
ンティア活動紹介コーナーを設置、地
域サロン活動のための備品を展示し、
地域サロンの啓発やボランティアフェ
スティバルの啓発を行った。また、「ガ
チャガチャ共同募金」なども行い、つど
い全体を通して福祉について考える
きっかけの場を提供した。
８階大会議室では、社会福祉功労者
表彰式を行ったまた、社協キャラク
ターの啓発にあたり、草津中学校の学
生にボランティアとして参加・協力いた
だいた。

今年度も同様の内容で実施予定。
（ただし、開催場所によってはパワフ
ル交流・市民の日とは別開催になる可
能性あり。）

市社会福祉協議
会

老人クラブ活動の促進

大学と社会福祉施設、
地域団体、企業、商店
等の連携による若者の
地域福祉活動の参加機
会の提供

親子でボランティアに参
加できる機会の提供

基本施策２　活動のきっかけづくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向２　担い手の育成
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近所力アップ講座 ○

市の実施事業である「みんなでトーク」
のテーマの一つに掲げ、地域に出向
き地域の福祉が高まるよう支援した。
徐々にではあるが、地域の中で広まり
つつあり、依頼件数も増えてきてい
る。目に見えた成果が得られることは
少なく地道だが継続が大事だと考えて
おり、幅広く講座・研修に協力してい
る。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社協職員が地域に出向き、より身
近な福祉の専門職として、住民同士
のつながりや地域福祉活動の大切さ
をテーマに、誰もが地域で安心して暮
らしていくことについて参加者と一緒
に考えその方法について学ぶ講座に
する。

市社会福祉協議
会

みんなでトーク
（地域福祉は、ご近所の底
力）

○

本年度から、市社会福祉協議会が行
う「近所力アップ講座」での実施に変
更し、より地域の実情に対応した内容
で実施した。

市社会福祉協議会が行う「近所力アッ
プ講座」で実施。

社会福祉課

福祉を考える市民のつど
いの開催[パワフル交流市
民の日と同時開催]

○

民生委員児童委員の活動紹介、ボラ
ンティア活動紹介コーナーを設置、地
域サロン活動のための備品を展示し、
地域サロンの啓発やボランティアフェ
スティバルの啓発を行った。また、「ガ
チャガチャ共同募金」なども行い、つど
い全体を通して福祉について考える
きっかけの場を提供した。
８階大会議室では、社会福祉功労者
表彰式を行ったまた、社協キャラク
ターの啓発にあたり、草津中学校の学
生にボランティアとして参加・協力いた
だいた。

今年度も同様の内容で実施予定。
（ただし、開催場所によってはパワフ
ル交流・市民の日とは別開催になる可
能性あり。）

市社会福祉協議
会

福祉を考える啓発イベン
ト等の開催

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３６ページ

地域サロン活動支援員の
設置

○

身近な地域で社会参加が困難となっ
た高齢者や閉じこもりがちな高齢者が
孤立・孤独に陥らないよう参加者とボ
ランティアが企画、運営するふれあい
の場の活性化と、新たな立ち上げに
対し支援し、企画の助言や調整、情報
提供を行った。また、地域サロンごとを
対象に調査を実施し、現状の把握を
行った。調査は地域サロン報告書とし
て取りまとめている。

継続実施する。
今年度は同じ中間支援組織の市コ
ミュニティ事業団との連携事業として、
事業団が指定管理を受けている施設
にて開催する地域サロン限定のバス
ツアーを企画・実施し、地域サロン活
動を支援する。

市社会福祉協議
会

地域福祉コーディネーター
の配置

○

地域福祉コーディネートは、担う者が
知識と経験と地域感覚が培われ関係
者との関係を図り市社協という組織の
もとで充実ができる。平成２３年度から
配置しているコーディネーターによる
地域福祉活動の推進はこれらの条件
の整備が図られつつコーディネーター
の専門性が組み合わされ、また地域
担当制によって、地域(学区社協など)
への支援回数が増えている。

今後も市社協に地域福祉コーディネー
ターの配置を予定している。市社協は
重点地区を定め、外部協力者の参画
を図り地域福祉コーディネーターと連
携して学区社協を通して住民の活動
の充実や組織の整備などへの支援に
よる地域福祉活動を推進する。

市社会福祉協議
会

社会福祉課

☆

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

◎

育成講座は、修了者が合計１３２人に
なった。参加者は、個人の意思による
方もあるが学区社協の紹介も多く、既
活動者や関心のある市民が地域福祉
について学ぶこの講座は、学区社協
などから活動者育成のために積極的
に活用されている。
今年度は講座のテーマ、講師ともにリ
ニューアルして実施。既修了生の再受
講も多く見られた。
また、ステップアップ講座を開催したこ
とで、地域福祉活動の機運が高まっ
た。

継続実施する。
学区社協の担い手や後継者不足が問
題となっている現状を解消すべく、学
区社協の担い手、地域の活動者とな
る「福祉活動推進員」（住民福祉活動
計画の具現化に取り組むなど地域福
祉推進のための中核的役割を担う方）
の育成のため実施する。具体的に、①
地域で福祉活動をする人を増やす。
②地域福祉活動について理解者を増
やすために、５日間の講座を通して学
習を深める。

市社会福祉協議
会

☆
【重点プログラム１-①】
市社協のコーディネート
機能の充実

【重点プログラム１-①】
市民コーディネータの育
成

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向２　担い手の育成
基本施策３　コーディネーターの育成
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３８ページ

福祉体験教室の実施 ○

オムロンデー、小学校・中学校、学区
社協行事へ出向き、ボランティア相談
受付や社会福祉施設との連携による
ボランティア体験、福祉体験などを通
して福祉やボランティアの理解を広げ
るために実施した。

継続実施する。
オムロン以外の企業にも積極的にア
プローチし、移動ボランティアセンター
開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議
会

ハンディキャップ・施設体
験学習

○

各小中学校で、市社会福祉協議会と
連携したハンディキャップ体験学習や
各校区の福祉施設に協力いただい
て、訪問・交流なども取り入れた福祉
学習に取り組んでいる。

継続実施する。 学校政策推進課

地域協働合校推進事業 ○

各推進組織の実情に合わせて事業が
実施され、地域福祉活動の理解に取
り組んだ。（小中学校などにおいて福
祉体験学習を実施した。）

今後も各推進組織の実情に合わせて
実施する。

生涯学習課

福祉体験教室の実施 ○

オムロンデー、小学校・中学校、学区
社協行事へ出向き、ボランティア相談
受付や社会福祉施設との連携による
ボランティア体験、福祉体験などを通
して福祉やボランティアの理解を広げ
るために実施した。

継続実施する。
オムロン以外の企業にも積極的にア
プローチし、移動ボランティアセンター
開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議
会

地域協働合校推進事業 ○
各推進組織の実情に合わせて事業を
実施されている。

今後も各推進組織の実情に合わせて
実施していく予定。

生涯学習課

親子学習の機会づくり

福祉体験学習の推進

基本施策１　学校教育

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　福祉学習の推進
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３９ページ

地域協働合校推進事業 ○

各推進組織の実情に合わせて事業を
実施し、地域福祉活動の理解への
きっかけとなった。（小中学校などにお
いて福祉体験学習を実施した。）

今後も各推進組織の実情に合わせて
実施する。

生涯学習課

学習情報誌「誘・遊・友」の
発行

○

冊子を作成、配布することにより、学
習情報の提供を図ることにより、市民
の福祉教育等への計画的な学習の一
端を担った。

今後についても、(公財)草津市コミュニ
ティ事業団と連携し冊子を作成し、配
布場所を増やすなど、冊子の活用機
会や活用方法を工夫しながら市民へ
の生涯学習への推進を図る。

生涯学習課

福祉体験教室の実施 ○

オムロンデー、小学校・中学校、学区
社協行事へ出向き、ボランティア相談
受付や社会福祉施設との連携による
ボランティア体験、福祉体験などを通
して福祉やボランティアの理解を広げ
るために実施した。

継続実施する。
オムロン以外の企業にも積極的にア
プローチし、移動ボランティアセンター
開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議
会

学校教育モデルプラン推
進事業（Ｈ２３・２４)
学校教育パイオニアス
クールくさつ推進事業（Ｈ２
５）

◎

学校改革につながる独自の取組を各
校が計画、実施する中で、スペシャル
授業を教育課程に位置づけて、行うこ
とができた。

スペシャル授業は、パイオニアスクー
ルくさつ推進事業の中で継続実施す
る。

学校政策推進課

近所力アップ講座 ○

市の実施事業である「みんなでトーク」
のテーマの一つに掲げ、地域に出向
き地域の福祉が高まるよう支援した。
徐々にではあるが、地域の中で広まり
つつあり、依頼件数も増えてきてい
る。目に見えた成果が得られることは
少なく地道だが継続が大事だと考えて
おり、幅広く講座・研修に協力してい
る。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社協職員が地域に出向き、より身
近な福祉の専門職として、住民同士
のつながりや地域福祉活動の大切さ
をテーマに、誰もが地域で安心して暮
らしていくことについて参加者と一緒
に考えその方法について学ぶ講座に
する。

市社会福祉協議
会

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

○

育成講座は、修了者が合計１３２人に
なった。参加者は、個人の意思による
方もあるが学区社協の紹介も多く、既
活動者や関心のある市民が地域福祉
について学ぶこの講座は、学区社協
などから活動者育成のために積極的
に活用されている。
今年度は講座のテーマ、講師ともにリ
ニューアルして実施。既修了生の再受
講も多く見られた。
また、ステップアップ講座を開催したこ
とで、地域福祉活動の機運が高まっ
た。

継続実施する。
学区社協の担い手や後継者不足が問
題となっている現状を解消すべく、学
区社協の担い手、地域の活動者とな
る「福祉活動推進員」（住民福祉活動
計画の具現化に取り組むなど地域福
祉推進のための中核的役割を担う方）
の育成のため実施する。具体的に、①
地域で福祉活動をする人を増やす。
②地域福祉活動について理解者を増
やすために、５日間の講座を通して学
習を深める。

市社会福祉協議
会

みんなでトーク
（地域福祉は、ご近所の底
力）

○

本年度から、市社会福祉協議会が行
う「近所力アップ講座」での実施に変
更し、より地域の実情に対応した内容
で実施した。

市社会福祉協議会が行う「近所力アッ
プ講座」で実施。

社会福祉課

福祉学習への参加 ○ 小・中学校で実施されている。 今後も引き続き実施する。  学校教育課

地域福祉に関する講座
の開設

行政職員及び教職員の
福祉学習の推進

地域での子どもの体験
学習の開催

福祉教育についての啓
発

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　福祉学習の推進
基本施策２　生涯学習（社会教育）
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書４０ページ

自主教室 ○

市民センター（公民館）の円滑な運営
を図ることおよび自主的なまちづくり活
動ならびに社会教育活動を推進する
ことを目的とし、市民センターにおいて
健康体操やコーラス・ダンスなどの登
録団体が活発に活動している。

市民センター（公民館）の円滑な運営
を図ることおよび自主的なまちづくり活
動ならびに社会教育活動を推進する
ことを目的とし、市民センターにおいて
健康体操やコーラス・ダンスなどの登
録団体の活発に活動を推進していく。

まちづくり協働課

総合型地域スポーツクラ
ブの推進

◎

これまでの取り組みで、年々会員数の
増加が図れている。また、それに伴い
各種事業の開催回数や参加人数が増
加している。

市とクラブが連携した広報活動の充実
やボランティアスタッフの確保等により
充実したサークル等を開催し、参加者
の確保を図る。

スポーツ保健課

食育推進計画の推進
次期計画の策定（Ｈ２５）

◎

　昨年度策定した第２次草津市食育
推進計画の推進のため、立命館大学
をはじめ、その他関係団体と連携した
「くさつヘルスアッププロジェクト２０１
４」事業の実施ができたため。

　平成２７年度は、「くさつヘルスアップ
プロジェクト」のさらなる充実と拡充を
目指して事業を実施する。

健康増進課

「いきいき百歳体操推進
事業」「草津歯・口からこん
にちは体操」

○

「いきいき百歳体操」「草津市・口から
こんにちは体操」実施団体が増えてお
り、地域で自主的に健康づくりに取り
組める人が増加しているため。

今後も継続して実施予定。 長寿いきがい課

地域協働合校推進事業 ○

各推進組織の実情に合わせて事業を
実施し、地域福祉活動の理解への
きっかけとなった。（小中学校などにお
いて福祉体験学習を実施した。）

今後も各推進組織の実情に合わせて
実施する。

生涯学習課

地域子育て支援センター
の職場体験（中学生）の受
け入れ

△
今年度についても、中学校より依頼が
無かったことから実施していない。

今後についても、引き続き子ども青年
層の体験の機会があれば、積極的に
受け入れていく。

子ども子育て推進
室

幼稚園、保育園における
中学生保育体験の受け入
れ

○
各幼稚園・保育所において受け入れ、
中学生の保育体験の機会を提供し
た。

引き続き、取り組む予定。 幼児課

こどもエコクラブの充実 ○

新しく近隣の子供たちで構成されるク
ラブが参加し、登録数が増加。また既
存登録クラブにおいても活動が活発に
行われているため。

今後も継続して環境教育部会での周
知を行い、また、合わせて幼保施設に
おいて園長会、所長会などでの周知
に取り組み、こどもエコクラブの活動の
輪を広げていく。

環境課

パワフル交流・市民の日 ○

市制６０周年関連事業として位置づ
け、イベントの規模を拡大し、多様な
市民活動団体と連携しながら事業を
実施することができた。

今後も引き続き、市民活動団体等と連
携で事業を実施し、市民公益活動の
活性化を図っていく。

まちづくり協働課

健康づくりや食育等を視
点とした世代間交流の
促進

子どもや青年層の多様
な体験・参加の場の提
供

地域での世代を超えた
サークル活動の促進

基本施策３　交流・ふれあいの場づくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　福祉学習の推進
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地域密着型サービス事業
所と地域とのネットワーク
化に向けての支援

○

市内の地域密着型サービス事業所
が、サービス内容の向上を図るため、
それぞれの職域に分かれての会議の
開催を支援している。この会議の中
で、地域住民が認知症に対して気軽
に相談できる方法を協議し、市内のグ
ループホームならびに小規模多機能
型居宅介護事業所に認知症何でも相
談所を開設している。

平成２７年度も継続して事業所が立地
する地域と事業所とのネットワークの
充実を進めるため、情報提供や機会
の提供等を行う。

介護保険課

草津市いきいきふれあい
大運動会

○
いきいきふれあい大運動会を実施す
ることで、障害者の健康づくりや交流
の場づくりを進めた。

引き続きいきいきふれあい大運動会を
実施する。

障害福祉課

ふれあいまつり ○
前年度と同様に１３学区において、「ふ
れあいまつり」が開催され、地域交流
の場となった。

地域のふれあいの場づくりを促進する
ため、引き続き財政的支援を行ってい
く。

まちづくり協働課

ボランティアフェスティバル
の開催（Ｈ２４～）

◎

ボランティア活動者同士の交流と、市
民へのボランティア活動の啓発として
実施した。子どもへの福祉啓発として
福祉映画の上映、市民や介護・看護・
福祉関係者を対象に地域医療福祉講
演会を行った。
市内の中学・高校の学生、市内外の
大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また
飲食・物販・啓発ブースには福祉施
設、企業の出店を呼びかけ、１８ヶ所
の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催す
るボラ連加入グループの交流会を同
日に行い、市民に向けてもボランティ
ア活動の啓発を行うことで、ボランティ
ア同士の交流だけではなく、広く市民
にボラ連の活動を紹介でき、ボラン
ティアグループに参加された方もあっ
た。

今年度はさらに内容を充実し実施する
予定。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉
施設や企業の出店を呼びかけ、両者
のつながりづくりを進める。ボランティ
アフェスティバルのボランティア募集に
ついては、市社協広報誌「社協くさつ」
やホームページ、SNS等で周知啓発
し、市内の中学・高校生、市内外の大
学生、社会人に広く呼びかける。（大
学生の募集においては、周辺大学の
立命館大学や龍谷大学のボランティ
アセンターにも募集依頼をする。）

市社会福祉協議
会

地域支え合い体制づくり
事業

◎

今年度より、高齢者や障害者等を地
域で支える仕組みのひとつとして地域
支え合い運送支援事業を実施した。
今年度は山田学区と志津南学区に車
両の貸出しを行い、各学区で事業が
実施され、住民間で支える仕組みの１
つである送迎活動が始まった。
また、周知を目的とした調印式や研修
会の開催、運行実施学区を対象とした
安全運転講習会や意見交換会を実施
し、円滑かつ安全に事業実施できるよ
う支援した。

昨年度に続き、高齢者や障害者等を
地域で支える仕組みのひとつとして地
域支え合い運送支援事業を実施する
予定である。今年度は新たに２学区に
車両の貸出しを行い、各学区で事業
が適正に実施されるよう支援する。

市社会福祉協議
会

社会福祉課

社会福祉施設の地域へ
の開放や地域住民との
交流の促進

☆
【重点プログラム４-①】
身近な地域での交流の
場づくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４２ページ

民生委員児童委員活動に
関するPR

○
草津市ホームページに民生委員の役
割等について掲載を行い周知を行っ
た。

・草津市ホームページに民生委員の
役割等について掲載する。
・民生委員児童委員活動の理解が進
むよう「広報くさつ」特集記事への掲載
を行う。

社会福祉課

民生委員児童委員協議会
事務局

◎

市社協は、市民児協事務局として民
生委員児童委員による個別援助活動
が円滑に行えるよう情報提供やアドバ
イスを行い、活動を支援した。
市社協ホームページに民生委員児童
委員福祉実態調査の掲載や、福祉を
考える市民のつどいで、市社協ブース
の中に民生委員児童委員の学区活動
紹介コーナーを設置して市民へ民生
委員児童委員の周知を図った。（学区
活動紹介で使用したパネルは、各学
区の行事等で啓発を行うために使用
されている。）
単位民児協ごとに民生委員児童委員
活動の周知を行う情報誌「こばと」を作
成するための支援を行った。

今年度も、民生委員児童委員の事務
局として、民生委員児童委員の活動
支援を行う。

市社会福祉協議
会

学区・地区・区社協活動推
進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

◎

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。
また、２６年度より取り組んでいる学区
社協への支援強化事業について、今
年度は２学区をモデル地域として重点
的に支援を行い、地域福祉活動の中
核を担う学区社協の役割、重要性を
再認識するきっかけとなっている。

今年度も継続的に実施する。
地域福祉推進の中核である学区社協
が、まち協と連携し民生委員児童委員
協議会や地域の福祉活動関係団体な
どと協働して地域福祉の向上に関す
る活動を円滑に行えるよう、実践活動
を検証しながら、「地域福祉活動推進」
に必要な方策の充実を図り、学区社
協活動を推進する。そのために、本会
に福祉関係団体・関係者や学識経験
者などで構成する「地域福祉活動推進
委員会」を設置する。また、平成２６年
度に続き山田学区と老上学区を重点
対象学区として、継続的に支援を行
い、加えて、新たに２学区を重点対象
学区とし、学区社協活動の支援強化
を図っていく。

市社会福祉協議
会

民生委員児童委員活動
の市民に対する周知

地域懇談会への各種地
域団体や社会福祉施設
等の参加促進

基本方向１　地域のネットワークづくり
基本施策１　各種活動団体の連携強化

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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徘徊SOSネットワーク事業 ○

昨年度に引き続いて「地域安心声か
け訓練」を実施し、普段から地域で高
齢者を見守る意識を醸成することがで
きた。

今後もＳＯＳネットワークの加入事業
者を増やし、見守り体制の強化を図る
とともに、地域安心声かけ訓練を継続
的に実施し、地域の決め細やかな見
守り体制を強化していく。

長寿いきがい課

要保護児童対策地域協議
会運営業務

○

○平成２５年度に家庭相談員を１名
増、平成２６年度に家庭相談員を１名
増員し、関係機関との連携や虐待の
早期発見、迅速な対応等相談体制の
充実が図れた。

平成２７年度には、さらに家庭相談員
を１名増員し、相談体制を充実させ
る。

子ども家庭課

学区・地区・区社協活動推
進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

◎

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。
また、２６年度より取り組んでいる学区
社協への支援強化事業について、今
年度は２学区をモデル地域として重点
的に支援を行い、地域福祉活動の中
核を担う学区社協の役割、重要性を
再認識するきっかけとなっている。

次年度も継続的に実施する。
市社会福祉協議

会

セーフティネットの構築

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４３ページ

身近な相談者としての民
生委員児童委員のスキル
アップのための研修の参
加や開催

◎

市社協は市民生委員児童委員協議会
事務局を担い、情報提供やアドバイス
を行うとともに、個別援助活動が円滑
にできるよう次の研修などの開催や支
援を行った。
委員の資質の向上のため、県や県社
協が主催する研修会の参加の促進、
市社協と共催で傾聴研修を実施する
など、市民の多様な相談に対応できる
スキルの向上をめざした。

今年度も民生委員児童委員のスキル
アップのための活動支援を行う。

市社会福祉協議
会

福祉のあらましの配布
新任民生委員児童委員を
対象とした福祉のあらまし
研修会の開催（Ｈ２５）

○

市民から相談に適切に対応できるよ
う、健康福祉部、子ども家庭部、市民
センター、隣保館職員を対象とした「草
津市福祉のあらまし研修会」を実施し
た。

今後も市民から相談に適切に対応で
きるよう、健康福祉部、子ども家庭部、
市民センター、隣保館職員を対象とし
た「草津市福祉のあらまし研修会」を
実施する。

社会福祉課

要保護児童対策地域協議
会運営業務
ひとり親家庭支援事業

○

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
平成２５年度に家庭相談員を１名増、
平成２６年度に家庭相談員を１名増員
し、関係機関との連携や虐待の早期
発見、迅速な対応等相談体制の充実
が図れた。
○母子・父子自立支援員を２名体制と
し、ひとり親家庭の全般的な相談業務
および就業支援等充実が図れた。

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
平成２７年度には、さらに家庭相談員
を１名増員し、相談体制を充実させ
る。
○ひとり親家庭支援事業
相談業務および就業、自立支援機関
との連携等を推進する。

子ども家庭課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

○
障害者が安心して暮らせるよう相談支
援を実施しするとともに、専門機関と
連携を図った。

今後も引き続き、障害者福祉センター
を中心として、障害者や家族に対し
て、相談支援を充実させていくととも
に、成年後見制度について専門機関
と連携を図りながら啓発および利用促
進を行う。

障害福祉課

人権相談 ○
相談体制の充実により、相談者が増
加している。

今後も引き続き実施する。 人権センター

総合相談事業（Ｈ２３、Ｈ２
５）
地域ケアシステムに関す
る研修会（Ｈ２４）

○

各圏域地域包括支援センターに専任
の専門職３名を配置することにより、
地域の高齢者の身近な総合相談窓口
として相談機能強化および高齢者を
支える関係機関とのネットワークの構
築や地域づくりを支援する拠点として
の体制が整備できている。

各圏域地域包括支援センターは、地
域の身近な高齢者の総合相談窓口と
して機能強化及び関係機関との連携
強化に向けてさらなる体制強化を図
る。

長寿いきがい課

心配ごと相談所の開設 ○

市民の身近なくらしの相談窓口として
心配ごと相談所を開設し、相談機能の
充実を図った。
年４回発行の市社協広報誌「社協くさ
つ」に開設案内を毎回掲載し、周知に
努めた。
相談員連絡協議会を年６回開催し、相
談員同士の情報共有を図り、またスキ
ルアップのための研修会を実施した。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

専門相談機関と市行政
各担当窓口、専門相談
機関同士の連携強化

地域の身近な相談窓口
と市行政の各担当窓口
等との連携強化

市社協の心配事相談の
充実

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　地域のネットワークづくり
基本施策２　相談・対応ネットワーク体制の
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☆

学区・地区・区社協活動推
進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

◎

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。
また、２６年度より取り組んでいる学区
社協への支援強化事業について、今
年度は２学区をモデル地域として重点
的に支援を行い、地域福祉活動の中
核を担う学区社協の役割、重要性を
再認識するきっかけとなっている。

今年度も継続的に実施する。
地域福祉推進の中核である学区社協
が、まち協と連携し民生委員児童委員
協議会や地域の福祉活動関係団体な
どと協働して地域福祉の向上に関す
る活動を円滑に行えるよう、実践活動
を検証しながら、「地域福祉活動推進」
に必要な方策の充実を図り、学区社
協活動を推進する。そのために、本会
に福祉関係団体・関係者や学識経験
者などで構成する「地域福祉活動推進
委員会」を設置する。また、平成２６年
度に続き山田学区と老上学区を重点
対象学区として、継続的に支援を行
い、加えて、新たに２学区を重点対象
学区とし、学区社協活動の支援強化
を図っていく。

市社会福祉協議
会

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

【重点プログラム２-①】
市社協による福祉分野
のプラットホームの場づ
くりの促進
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４４ページ

学区社協の活動と社会福
祉施設や企業、商店との
連携の促進（Ｈ２４～）

○

草津学区社協のゆかい家は、元喫茶
店舗を再現し学区の社会福祉・地域
福祉・まちづくりの住民の拠点として民
児協の参画を得て運営している。
医療福祉を考える会議に参画するとと
もにメンバーである学区社協を側面的
に支援している。(老上学区、笠縫東
学区、山田学区)

継続実施する。
また、新たに社会福祉施設の建物な
どを活用した住民による交流の場づく
りへの協力を進める。

市社会福祉協議
会

基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４６ページ

地域サロン活動支援員配
置事業補助

○
地域サロンの実施件数が増加してい
る。

従来のサロンに加え介護予防の内容
が充実できるよう働きかけていく。

長寿いきがい課

学区社協活動 ○

２６年度より取り組んでいる学区社協
への支援強化を実施しており、今年度
は２学区をモデル地域として重点的に
支援を行い、地域福祉活動の中核を
担う学区社協の役割、重要性を再認
識するきっかけとなっている。

今後も継続して実施予定。
市社会福祉協議

会

「いきいき百歳体操推進
事業」「草津歯・口からこん
にちは体操」

○

「いきいき百歳体操」「草津市・口から
こんにちは体操」実施団体が増えてお
り、地域で自主的に健康づくりに取り
組める人が増加しているため。

今後も継続して実施予定。 長寿いきがい課

健康相談 ○

今年度はプレ特定健診（１９～３９歳）
にてメタボ該当項目が保健指導域で
ある人に健康相談の案内を送り、若い
世代の生活習慣病予防を図った。しか
し、健康相談につながった人は少数で
あった。

H２６年度と同様に定例の健康相談、
生活習慣病相談、栄養相談を行う。そ
の中で、プレ特定健診にて保健指導
域の人や特定健診受診者の４０代で
HbA1cが保健指導域の人に対しても
健康相談案内を送り、若い世代の生
活習慣病予防を図っていく予定。

健康増進課

健康教育
○

健康教育でテーマ設定を行ったこと
で、地域の方が健康について考える
機会を持ってもらうことができ、地域活
動を進めることができた。

「みんなでトーク」でテーマ設定に絡め
て、成人の生活習慣病予防の教育を
行う。そして、健康教育の内容を①自
殺予防②歯の健康③乳幼児の健康に
設定変更し、その他は継続実施する。

健康増進課

市社会福祉協議会による
活動団体の紹介

○

年４回発行（社協くさつ）
学区社協やボランティア活動などがさ
らによりわかりやすく紹介できるように
写真を多く取り入れ、住民に身近な地
域の福祉活動や話題を掲載するなど
内容の充実に努めた。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

○

育成講座での学習を踏まえ、地域で
熱心に活動を進めている実践者の経
験から学び、身近な地域で福祉活動
に一歩踏み出すための知識や技術を
身につけていただくためのステップ
アップ講座を開催する。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

広報くさつにて活動団体
の紹介

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きた。

今後も、適宜、実施する。 社会福祉課

地域の特性に合った小
地域福祉活動の促進

地域福祉活動等の先進
事例の情報提供

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

地域と社会福祉施設や
企業、商店との連携の
促進

基本方向２　地域資源の有効な活用
基本施策１　住民活動の促進

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　地域のネットワークづくり
基本施策３　サービス提供事業者や企業、
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学区社協広報発行 ○ 毎年同様の内容で実施している。 継続実施する。
市社会福祉協議

会

ボランティア情報紙「よ
みーな」発行

○

市ボランティアセンターの啓発、ボラン
ティア活動の支援や情報提供を充実
して、年２回発行した。活動助成金の
案内やボランティア募集、社協事業紹
介等、内容の充実を図った。ボラン
ティアセンター登録グループや市内福
祉施設、学区社協、民児協、各関係施
設等に配布した。

今年度のテーマを 「ボランティアさん
が得する情報紙」とし、活動に役立つ
情報やコラム等を掲載し、年３回発行
する。

市社会福祉協議
会

市社協広報紙「社協くさ
つ」の発行
社協のしおりの発行
ホームページの運営
学区・地区・区社協便覧の
作成

○

「社協くさつ」を年４回発行し、全戸配
布した。地域サロンやボランティア活
動、社協事業をわかりやすく紹介し
た。
社協事業を紹介し地域福祉活動を広
めるため携帯サイズの社協のしおりを
２，０００部作成した。
ホームページにタイムリーな地域福祉
活動の情報を掲載し、住民の関心を
高めた。
市内１３学区・地区・区社協活動をまと
めた小冊子「学区社協便覧」を作成し
た。

市社協広報紙「社協くさつ」を年４回発
行し、全戸配布する。地域サロンやボ
ランティア活動、社協事業をわかりや
すく紹介し、興味・感心をもってもらえ
るよう紙面に工夫を凝らす。
ホームページは誰にとっても見やす
く、タイムリーな地域福祉活動の情報
を掲載し、住民の関心が高まるような
画面のリメイク立案を行う。また、社協
キャラクター「ふくちゃん」を活用し、
SNSによるリアルタイムな情報を子ど
もから大人まで幅広く市民に発信し、
届ける。
社協事業を分かりやすく紹介したハン
ディサイズのしおりを作成する。
市内１３学区・区社協活動を詳細にま
とめた小冊子「学区社協便覧」を作成
する。

市社会福祉協議
会

ふれあいまつり ○
前年度と同様に１３学区において、「ふ
れあいまつり」が開催され、地域交流
の場となった。

地域のふれあいの場づくりを促進する
ため、引き続き財政的支援を行ってい
く。

まちづくり協働課

地域活動のＰＲ

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４７ページ

ボランティア活動者交流会
での大学生の参画（Ｈ２３）
ボランティアフェスティバル
の開催（Ｈ２４～）

◎

ボランティア活動者同士の交流と、市
民へのボランティア活動の啓発として
実施した。子どもへの福祉啓発として
福祉映画の上映、市民や介護・看護・
福祉関係者を対象に地域医療福祉講
演会を行った。
市内の中学・高校の学生、市内外の
大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また
飲食・物販・啓発ブースには福祉施
設、企業の出店を呼びかけ、１８ヶ所
の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催す
るボラ連加入グループの交流会を同
日に行い、市民に向けてもボランティ
ア活動の啓発を行うことで、ボランティ
ア同士の交流だけではなく、広く市民
にボラ連の活動を紹介でき、ボラン
ティアグループに参加された方もあっ
た。

今年度はさらに内容を充実し実施する
予定。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉
施設や企業の出店を呼びかけ、両者
のつながりづくりを進める。ボランティ
アフェスティバルのボランティア募集に
ついては、市社協広報誌「社協くさつ」
やホームページ、SNS等で周知啓発
し、市内の中学・高校生、市内外の大
学生、社会人に広く呼びかける。（大
学生の募集においては、周辺大学の
立命館大学や龍谷大学のボランティ
アセンターにも募集依頼をする。）

市社会福祉協議
会

企業等の社会貢献の促進
・賛助会費の募集
・寄付の窓口
・社会福祉功労者表彰式
典の開催
収集ボランティアのすすめ

○

賛助会員として社協の地域福祉活動
の推進に協賛することが社会貢献の
一つであり、その理解を深めるための
募集啓発し、１３学区社協が協力依頼
した。
また、現金や物品の寄附を受付け、寄
附金品を地域福祉活動に活かすこと
で社会貢献をすすめられるよう、寄附
目的の明確化と種別の複数設置、広
報紙へ氏名掲載を行った。なお、公表
可のものはＨＰでも紹介している。
社会貢献の継続と促進のため、長年
にわたり地域福祉活動に寄与した人
や団体を表彰し、寄附者・団体に感謝
の意を伝え、社会福祉功労者として表
彰する式典を開催した。
身近にできるボランティア活動として
収集ボランティアを紹介し、気軽にで
きることから社会貢献につながるよう
啓発した。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

附属機関等への参画 ○
附属機関の委員としての参画、研修
の講師として活躍されている。

社会福祉法人の専門的な知識の活用
や地域懇談会等への参加を促進する

社会福祉課

大学との連携による学
生ボランティアの活動促
進

企業や商店、社会福祉
法人等の社会貢献の促
進

社会福祉法人の人材活
用

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向２　地域資源の有効な活用
基本施策２　民間事業者の地域貢献の促進
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４８ページ

地域支え合い体制づくり
事業

○

今年度より、高齢者や障害者等を地
域で支える仕組みのひとつとして地域
支え合い運送支援事業を実施した。
今年度は山田学区と志津南学区に車
両の貸出しを行い、各学区で事業が
実施され、住民間で支える仕組みの１
つである送迎活動が始まった。
また、周知を目的とした調印式や研修
会の開催、運行実施学区を対象とした
安全運転講習会や意見交換会を実施
し、円滑かつ安全に事業実施できるよ
う支援した。

昨年度に続き、高齢者や障害者等を
地域で支える仕組みのひとつとして地
域支え合い運送支援事業を実施する
予定である。今年度は新たに２学区に
車両の貸出しを行い、各学区で事業
が適正に実施されるよう支援する。

市社会福祉協議
会

社会福祉課

社会体育、公民館行事、
空き教室利用

○

利用者数・団体数ともに高い水準で
年々推移しており、利用者数・団体数
を増加させていくことは困難な面もあ
る。

学校開放事業については、今後も引
き続き実施していく。

スポーツ保健課

土曜日学びの教室（Ｈ２４
～）

○

募集定員８０名中、市内の全小中学
校より６５名の参加があったことや昨
年度に比べて中学生の出席率が向上
していることなどから、市民の認知度
やニーズの高まりが感じられた。

次年度は、市費単独事業として展開
し、土曜日２会場、平日２会場の合計
４会場で、小学５年生から中学３年生
までを対象とした学力補充教室を行
う。募集人数も増やす予定をしてい
る。

学校教育課

草津市空き店舗対策事業
補助金（Ｈ２３）

空き店舗対策事業補助金交付要綱
は、Ｈ２３年度末に失効しており、今後
も要綱改正の予定はないため事業廃
止の方向。

商工観光労政課

まちづくり協議会事務局運
営

○

まちづくり協議会が雇用する職員の経
費に対する支援を1名分から２名分に
拡大し、まちづくり協議会事務局の機
能強化を図った。

今後も引き続き、まちづくり協議会の
事務支援を継続し、雇用経費に対す
る支援も行っていく。

まちづくり協働課

小地域福祉活動の拠点
の確保

☆
【重点プログラム４-①】
学校や空き店舗等の有
効活用

市民センターの機能強
化

基本方向２　地域資源の有効な活用
基本施策３　地域福祉活動の場づくり

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５０ページ

草津市社会福祉協議会事
務局運営補助、各種事業
補助

○
市社協に地域福祉コーディネーターを
配置したことでコーディネート機能の
充実が図れた。

市社協の中間支援組織としての役割
を明確にし、地域福祉推進への取組
みに対して支援を行う。

社会福祉課

地域福祉コーディネーター
の配置

○

地域福祉コーディネートは、担う者が
知識と経験と地域感覚が培われ関係
者との関係を図り市社協という組織の
もとで充実ができる。平成２３年度から
配置しているコーディネーターによる
地域福祉活動の推進はこれらの条件
の整備が図られつつコーディネーター
の専門性が組み合わされ、また地域
担当制によって、地域(学区社協など)
への支援回数が増えている。

今後も市社協に地域福祉コーディネー
ターの配置を予定している。市社協は
重点地区を定め、外部協力者の参画
を図り地域福祉コーディネーターと連
携して学区社協を通して住民の活動
の充実や組織の整備などへの支援に
よる地域福祉活動を推進する。

市社会福祉協議
会

社会福祉課

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

○

育成講座は、修了者が合計１３２人に
なった。参加者は、個人の意思による
方もあるが学区社協の紹介も多く、既
活動者や関心のある市民が地域福祉
について学ぶこの講座は、学区社協
などから活動者育成のために積極的
に活用されている。
今年度は講座のテーマ、講師ともにリ
ニューアルして実施。既修了生の再受
講も多く見られた。
また、ステップアップ講座を開催したこ
とで、地域福祉活動の機運が高まっ
た。

継続実施する。
学区社協の担い手や後継者不足が問
題となっている現状を解消すべく、学
区社協の担い手、地域の活動者とな
る「福祉活動推進員」（住民福祉活動
計画の具現化に取り組むなど地域福
祉推進のための中核的役割を担う方）
の育成のため実施する。具体的に、①
地域で福祉活動をする人を増やす。
②地域福祉活動について理解者を増
やすために、５日間の講座を通して学
習を深める。

市社会福祉協議
会

☆

学区・地区・区社協活動推
進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

◎

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。
また、２６年度より取り組んでいる学区
社協への支援強化事業について、今
年度は２学区をモデル地域として重点
的に支援を行い、地域福祉活動の中
核を担う学区社協の役割、重要性を
再認識するきっかけとなっている。

次年度も継続的に実施する。
市社会福祉協議

会

☆

学区・地区・区社協活動推
進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

◎

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。また、２６年
度より取り組んでいる学区社協への支
援強化を実施しており、今年度は２学
区をモデル地域として重点的に支援を
行い、地域福祉活動の中核を担う学
区社協の役割、重要性を再認識する
きっかけとなっている。

次年度も継続的に実施する。
地域福祉推進の中核である学区社協
が、まち協と連携し民生委員児童委員
協議会や地域の福祉活動関係団体な
どと協働して地域福祉の向上に関す
る活動を円滑に行えるよう、実践活動
を検証しながら、「地域福祉活動推進」
に必要な方策の充実を図り、学区社
協活動を推進する。そのために、本会
に福祉関係団体・関係者や学識経験
者などで構成する「地域福祉活動推進
委員会」を設置する。また、平成２６年
度に続き山田学区と老上学区を重点
対象学区として、継続的に支援を行
い、加えて、新たに２学区を重点対象
学区とし、学区社協活動の支援強化
を図っていく。

市社会福祉協議
会

☆
【重点プログラム１-①】
地域福祉活動の支援体
制の強化

【重点プログラム２-①】
地域福祉懇談会の継続
支援

【重点プログラム２-①】
分野を超えた各種関係
機関・団体などとのつな
ぎ機能の強化

基本方向３　関係団体の活動強化
基本施策１　草津市社協の機能強化

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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福祉委員の手引書作成
（Ｈ２３）
福祉委員制度の推進
福祉委員手帳の作成

○

福祉委員は多くが町内会の一つの役
割として位置づけられるなど１１学区
で設置されており、活動の進め方や研
修会の開催などへの支援を行ってき
た。その際、市社協が作成した福祉委
員の手引き・手帳の活用を進めた。
（平成２６年度５００部増刷。）

継続実施する。
また、新たに福祉委員の制度を進め
る学区の支援を行う。その際、市社協
が作成した福祉委員の手引き・手帳
の活用を進め、学区社協や民生委員
児童委員と連携した福祉委員の活動
がより効果的に行われるよう支援して
いく。

市社会福祉協議
会

市社会福祉協議会職員の
学区担当制の導入

◎

地域福祉活動コーディネーターを核に
して正規職員等による地域担当制を
整備し、学区社協を通した地域福祉活
動を支援した。
特定の事業、支援から総合的な支援
ができるようになってきている。
担当を明確にすることで支援意識が
職員の中で強くなっている。
平成２６年度は２学区をモデル学区と
して指定し、重点的に支援を実施でき
ている。

継続実施する。
今年度も、「地域福祉活動推進の支
援」事業を実施し、学区社協の支援強
化を行う。

支援対象地区：２学区→４学区

市社会福祉協議
会

地域住民の主体的な活
動支援

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５１ページ

ボランティア活動者交流会
（Ｈ２３）
ボランティアフェスティバル
の開催（Ｈ２４～）

◎

平成２６年１１月８日（土）開催。
約６０名のボランティアに参加・協力い
ただいた。
来場者は約７００名。
市との共催事業として、また市制６０
周年記念連携事業として子ども福祉
映画会を開始脚、より一層充実した事
業を展開した。

今年度はさらに内容を充実し実施する
予定。

市社会福祉協議
会

ボランティア活動者交流会
（Ｈ２３）
地域サロン活動者交流会
（Ｈ２３）
ボランティアフェスティバル
の開催（Ｈ２４～）

◎

・ボランティアフェスティバル
ボランティア活動者同士の交流と、市
民へのボランティア活動の啓発として
実施した。子どもへの福祉啓発として
福祉映画の上映、市民や介護・看護・
福祉関係者を対象に地域医療福祉講
演会を行った。
市内の中学・高校の学生、市内外の
大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また
飲食・物販・啓発ブースには福祉施
設、企業の出店を呼びかけ、１８ヶ所
の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催す
るボラ連加入グループの交流会を同
日に行い、市民に向けてもボランティ
ア活動の啓発を行うことで、ボランティ
ア同士の交流だけではなく、広く市民
にボラ連の活動を紹介でき、ボラン
ティアグループに参加された方もあっ
た。

・地域サロン活動者交流会
サロン活動中の思いなどを話し合い、
他のサロンと横のつながりを持ち課題
を共有するワークショップの開催。ま
た、ウェルカム演奏や「脳を若々しく保
つには」の講演開催。

・ボランティアフェスティバル
今年度はさらに内容を充実し実施する
予定。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉
施設や企業の出店を呼びかけ、両者
のつながりづくりを進める。ボランティ
アフェスティバルのボランティア募集に
ついては、市社協広報誌「社協くさつ」
やホームページ、SNS等で周知啓発
し、市内の中学・高校生、市内外の大
学生、社会人に広く呼びかける。（大
学生の募集においては、周辺大学の
立命館大学や龍谷大学のボランティ
アセンターにも募集依頼をする。）

・地域サロン活動者交流会
サロン活動中の思いなどを話し合い、
他のサロンと横のつながりを持ち課題
を共有することで、これからの活動に
つなげていただく。

市社会福祉協議
会

ボランティア連絡協議会の
支援

○

ボランティアコーディネーターは、ボラ
ンティア連絡協議会が主体的に開催さ
れている研修会や交流会をとおして、
草津市内のボランティア同士の交流を
深め、お互いの悩みを共有し、つなが
りをつくることでボランティア活動の意
義を再確認し、活動の活性化を支援し
た。
ボランティアフェスティバルでボラン
ティア連絡協議会の紹介コーナーを設
けた。
ボランティア連絡協議会に加入したボ
ランティアグループにはボランティア保
険の一部助成を行った。
ボランティア連絡協議会からの相談に
対し、助言を行った。

継続して支援する。
市社会福祉協議

会

ボランティア団体やＮＰ
Ｏなどの相互交流や連
携の場づくり

ボランティア研修の充実

基本施策２　ＮＰＯ・ボランティア等への

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　関係団体の活動強化
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☆
ボランティアコーディネー
ターの配置

○

ボランティアセンターに、社会福祉士
資格をもったボランティアコーデイネー
ターを配置することによりセンター機能
をさらに強化した。
ボランティア紹介、ボランティアグルー
プリストの作成を行った。
ボランティアのきっかけづくりとしてボ
ランティア入門講座を開催した。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

（公財）草津市コミュニティ
事業団運営費補助

○
（公財）草津市コミュニティ事業団を支
援し、協働のまちづくりを推進した。

平成２６年７月に施行した草津市協働
のまちづくり条例に基づき、本市の中
間支援組織として指定したことから、
今後、さらに連携を深めながら協働の
まちづくりを推進していく。

まちづくり協働課

（仮称）市民公益活動推進
計画（現：市民協働推進計
画）策定（Ｈ２３）
市民協働推進計画の推進
（Ｈ２５～）

○

草津市協働のまちづくり行動計画と草
津市市民協働推進計画を統合した、
草津市協働のまちづくり推進計画を平
成２７年３月に策定した。

草津市協働のまちづくり推進計画に基
づき、地域のコミュニティ活動や市民
公益活動を推進する。計画の対象と
なった事業については、審議会に実績
を報告し進捗管理を行う。

まちづくり協働課

コミュニティビジネスに係
る調査・研究（Ｈ２４）
コミュニティビジネス育成
事業（Ｈ２５）

○

平成２６年度に、コミュニティビジネス
を行う事業者を育成するため「草津市
コミュニティビジネス育成費補助金」制
度を創設し、補助金制度について市
ホームページや広報への掲載等によ
る情報提供を実施し、チャレンジ事業
１件の補助金交付を行った。

今後においても、ホームページや広報
くさつへの掲載等により、「草津市コ
ミュニティビジネス育成費補助金」の
活用について周知するとともに、関係
課と連携を図りながら、コミュニティビ
ジネスを新たに起こそうとする者に対
して支援を行っていく。
対象：市民・市内に活動拠点を有する
NPO法人・任意団体等
内容：①チャレンジ助成費
        ②立ち上げ支援費

商工観光労政課
社会福祉課

まちづくり活動に対する
支援

コミュニティビジネスなど
についての研究、検討

【重点プログラム１-③】
ボランティアセンター機
能の充実

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５３ページ

ケアマネージャー研修（Ｈ
２３）
高齢者虐待防止講演会の
開催（Ｈ２４）
圏域地域包括支援セン
ター職員研修（Ｈ２５）
→「地域福祉権利擁護事
業の利用検討に関する事
例検討会」

○

圏域地域包括支援センター職員やケ
アマネジャーを対象に研修を行なった
ことにより、認知症予防、虐待の防止・
早期対応への意識を深めることがで
きた。

今後も認知症予防・高齢者虐待の防
止・早期対応について理解を深め、活
動できるように関係機関等に向けた研
修会や事例検討会の充実を図る。

長寿いきがい課

地域福祉権利擁護事業の
啓発
地域福祉権利擁護事業専
門員の複数制

○

自立生活支援専門員を３人体制にし
た。
市社協広報紙「社協くさつ」にて生活
支援員の募集を行い、相談支援体制
の充実を図り、より一層利用者との関
係を深めきめ細かな支援を実施した。
地域福祉権利擁護事業の相談にとど
まらず、幅広い生活問題にも、関係機
関と連携し対応した。

全戸配布する市社協広報誌「社協くさ
つ」に、支援を必要としている市民が
相談してみようと思うような事業説明
を行う。また、既存のパンフレットを見
直し、クリアな事業啓発に努め、地域
の人や専門職の集まりなどを通じ、周
知啓発のための主たるアイテムとして
活用する。
また、関係者と密に連携をし、地域福
祉権利擁護事業利用者の生活支援の
充実を図る。

市社会福祉協議
会

成年後見制度利用支援事
業

○

・市ホームページや広報くさつ、「福祉
を考える市民のつどい」及び「認知症
ケアシンポジウム」でのパネル展示、
等で制度利用の啓発を実施した他、
各圏域でケアマネジャー向けの研修
会を実施した。
・ＮＰＯ法人へ成年後見制度の利用に
かかる相談・支援等を委託。

引き続き、ＮＰＯ法人への委託を継続
する。

長寿いきがい課
障害福祉課

権利擁護事業利用者から
成年後見制度への移行

○

地域福祉権利擁護事業利用者におい
て判断能力が著しく低下した方などに
対し、行政関係課や医療機関などと連
携して成年後見制度に移行している。
また、必要によっては成年後見制度の
利用者で、地域福祉権利擁護事業を
利用者する方もある。
随時実施される行政関係課の検討会
に積極的に参加し、地域福祉権利擁
護事業実施者としての意見を発言して
きた。

今後も地域福祉権利擁護事業利用者
において判断能力が著しく低下した方
などに対し、行政関係課や医療機関
などと連携しながらスムーズに成年後
見制度に移行できるよう図る。
また、必要により成年後見制度利用
者で地域福祉権利擁護事業を利用す
ることについても取り組む。

市社会福祉協議
会

成年後見制度の普及
と、福祉・医療・介護の
連携した利用しやすい

体制の構築

地域福祉権利擁護事業
の周知と利用促進

進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　福祉サービス利用の支援
基本施策１　権利擁護の推進

主な施策 事業名

26



基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５４ページ

事業所情報の提供 ○

市内の地域密着型サービスに関する
概要情報をホームページに掲載して
いる。また、事業所が自ら行った介護
保険サービス評価表を介護保険課の
窓口に設置し、市民が閲覧できるよう
にしている。

平成２７年度も継続して介護サービス
事業者の自己評価情報等については
窓口で公開し、また滋賀県情報公開
システムの周知を行う。

介護保険課

制度の周知・啓発 ○

認知症関係の各種研修に関して地域
密着型サービス事業所に情報提供を
行い、研修受講希望者については市
から推薦を行っている。

平成２７年度も継続して県社会福祉協
議会が実施している研修の案内、情
報提供を行う。

福祉施設
所管課

地域密着型サービス事業
所への情報提供

○

認知症関係の各種研修に関して地域
密着型サービス事業所に情報提供を
行い、研修受講希望者については市
から推薦を行っている。

平成２７年度も継続して県社会福祉協
議会が実施している研修の案内、情
報提供を行う。

介護保険課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

○
相談支援を通じて、ニーズ・課題の把
握するとともに、自立支援協議会を通
じて、課題解決を図る。

今後も引き続き、障害者福祉センター
を中心として、相談支援を進める中
で、障害者のニーズ等の把握に努め
る。また、自立支援協議会を通じて、
課題解決を図るとともに事業所等への
情報発信に努める。

障害福祉課

地域での新たな福祉
ニーズの掘り起こしと
サービス事業者への発
信

事業者のサービスの自
己評価の促進

第三者評価制度の利用
啓発

事業者職員やサービス
提供者の研修充実につ
いての働きかけ

基本方向１　福祉サービス利用の支援
基本施策２　サービスの評価と質の向上

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５５ページ

市民センターの相談窓口
の充実

○
年度当初に市民センターに新規で配
置される職員を対象に市民センター諸
証明発行業務研修を実施した。

諸証明の発行業務、講座の運営、ご
み袋の引き換えなど、幅広い業務に
対応し、身近な地域の窓口として充実
を図っていく。

まちづくり協働課

市社協事務局の相談受付
(体制)

○

市民や学区社協、民生委員児童委員
などから生活問題に関する相談や福
祉サービス利用に関する相談を常時
受けている。また、学区社協の事業や
運営についても相談に応じる。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

権利擁護事例検討会、専
門相談（～Ｈ２５）
包括支援事例検討会（Ｈ２
６）

○

包括支援事例検討会をアドバイザー
を交えて圏域地域包括支援センター
の事例検討を行ったことにより、権利
擁護事業について理解が深まり、相
談対応の充実や関係機関のネット
ワークを広げて支援することの意識を
強化することがでできた。

Ｈ27年度より終了 長寿いきがい課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

○

各圏域地域包括支援センターに専任
の専門職３名を配置することにより、
地域の高齢者の身近な総合相談窓口
として相談機能強化および高齢者を
支える関係機関とのネットワークの構
築や地域づくりを支援する拠点として
の体制が整備できている。

各圏域地域包括支援センターは、地
域の身近な高齢者の総合相談窓口と
して機能強化及び関係機関との連携
強化に向けてさらなる体制強化を図
る。

長寿いきがい課

心配ごと相談所の開設 ○

市民の身近なくらしの相談窓口として
心配ごと相談所を開設し、相談機能の
充実を図った。
年４回発行の市社協広報誌「社協くさ
つ」に開設案内を毎回掲載し、周知に
努めた。
相談員連絡協議会を年６回開催し、相
談員同士の情報共有を図り、またスキ
ルアップのための研修会を実施した。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

まちづくり協議会事務局運
営

○

まちづくり協議会が雇用する職員の経
費に対する支援を1名分から２名分に
拡大し、まちづくり協議会事務局の機
能強化を図った。

今後も引き続き、まちづくり協議会の
事務支援を継続し、雇用経費に対す
る支援も行っていく。

まちづくり協働課

身近な地域での相談窓
口の充実

専門相談機関と地域で
の相談窓口との連携

市民センターの機能
の強化

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　福祉サービス利用の支援
基本施策３　相談体制の充実
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要保護児童対策地域協議
会運営業務、ひとり親家
庭相談業務

○

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
平成２５年度に家庭相談員を１名増、
平成２６年度に家庭相談員を１名増員
し、関係機関との連携や虐待の早期
発見、迅速な対応等相談体制の充実
が図れた。
○母子・父子自立支援員を２名体制と
し、ひとり親家庭の全般的な相談業務
および就業支援等充実が図れた。

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
平成２７年度には、さらに家庭相談員
を１名増員し、相談体制を充実させ
る。
○ひとり親家庭支援事業
相談業務および就業、自立支援機関
との連携等を推進する。

子ども家庭課

学区の医療福祉を考える
会議（Ｈ２４～）

○

地域の支援者や医療・福祉・介護の関
係者と、地域の高齢者の現状や課題
を共有や、会議メンバーを拡大して地
域での活動の情報交換などを通じネッ
トワークを広げることができた。。新た
な学区での開催については地域関係
者と協議を行っている。

開催をしていない学区については、介
護保険改正に伴う新たな事業実施と
認知症ケアパス作成に向けて地域関
係者と開催に向けて調整を行う予定
である。

長寿いきがい課

ひとり親家庭支援事業
児童虐待防止推進業務

○

○家庭児童相談指導業務
平成２５年度に家庭相談員を１名増、
平成２６年度に家庭相談員を１名増員
し、関係機関との連携や虐待の早期
発見、迅速な対応等相談体制の充実
が図れた。
○母子・父子自立支援員を２名体制と
し、ひとり親家庭の全般的な相談業務
および就業支援等充実が図れた。

○家庭児童相談指導業務
　平成２７年度には、さらに家庭相談
員を１名増員し、相談体制を充実させ
る。
○ひとり親家庭支援事業
相談業務および就業、自立支援機関
との連携等を推進する

子ども家庭課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

○

市ホームページやチラシ、「高齢者を
支えるしくみ」などの冊子において各
圏域地域包括支援センターの周知を
行なった。
また、各圏域地域包括支援センターで
は、、地域住民や関係者への周知活
動を積極的に行なった。

次年度以降も継続して地域包括支援
センターの啓発を行なう。

長寿いきがい課

市社協広報、ホームペー
ジに掲載
心配ごと相談所チラシの
作成（Ｈ２４)

○

年４回発行する市社協広報紙「社協く
さつ」や市社協パンフレット「社協のし
おり」、ホームページに相談所の紹介
ページを掲載。
住民の皆さんの身近なくらしの相談窓
口として、草津市役所において週１回
出張相談所を開設し、より多くの市民
に気軽に利用してもらえるよう取り組
んだ。

年４回発行する市社協広報紙「社協く
さつ」や市社協パンフレット「社協のし
おり」、ホームページに相談所の紹介
ページを掲載する。相談受付日時や
相談内容例等を詳しく掲載し、市民が
気兼ねなく悩みなどを相談できる窓口
として啓発する。
市役所における出張相談所は廃止す
るが、新たなチラシの作成などを通し
て周知啓発に努める。

市社会福祉協議
会

関係課や関係機関との
連携の強化

相談窓口の住民に対す
る周知

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５６ページ

CS向上事業 ○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、職員の接遇の向上につな
がっていると考えられる。

今後も接遇技術の向上に向けた取り
組みを継続する。

職員課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

○
昨年度に引き続き、地域サロンやいき
いき百歳体操、地域の社会資源につ
いて情報収集に取り組んだ。

今後は、これらの社会資源の情報に
ついてマップ作成を含め、市民や地域
の関係者向けに分かりやすい情報提
供について検討していく。

長寿いきがい課

福祉のあらまし職員研修
会の開催

○

市民から相談に適切に対応できるよ
う、健康福祉部、子ども家庭部、市民
センター、隣保館職員を対象とした「草
津市福祉のあらまし研修会」を実施し
た。

今後も市民から相談に適切に対応で
きるよう、健康福祉部、子ども家庭部、
市民センター、隣保館職員を対象とし
た「草津市福祉のあらまし研修会」を
実施する。

社会福祉課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民等へ一定の周知が図
れた。

今後も、更新をしながら、継続実施予
定。
更に、更新内容については、ケアマネ
会議等で周知を図る。

長寿いきがい課

高齢者をささえるしくみの
印刷

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、市民等へ一定の周知が図
れた。

今後も、更新をしながら、継続実施予
定。
更に、更新内容については、ケアマネ
会議等で周知を図る。

長寿いきがい課

草津市子育て支援サイト
構築事業（Ｈ２３）
情報発信事業（H２４～）

○

子育て専用サイトの構築により、官民
の子育て情報の発信の強化に繋がっ
た。また、子育てサイトから一部のイベ
ントの応募の受付を行うことにより、多
様な媒体での応募形態を取るこがで
きた。

官民関わらず、子育て情報の発信力
を高める。

子ども子育て推進
室

学区社協便覧の作成 ○

各学区の特徴や学区社協の活動状況
が詳しく分かる内容、情報交換を図る
ための資料として記載内容を工夫し、
各学区の住民福祉活動計画の進捗状
況をまとめ、ふりかえりをした。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社会福祉協議

会

ボランティア情報紙「よ
みーな」発行

○

市ボランティアセンターの啓発、ボラン
ティア活動の支援や情報提供を充実
して、年２回発行した。活動助成金の
案内やボランティア募集、社協事業紹
介等、内容の充実を図った。ボラン
ティアセンター登録グループや市内福
祉施設、学区社協、民児協、各関係施
設等に配布した。

今年度のテーマを 「ボランティアさん
が得する情報紙」とし、活動に役立つ
情報やコラム等を掲載し、年３回発行
する。

市社会福祉協議
会

地域福祉活動ステップアッ
プ講座（Ｈ２４～）

○

育成講座での学習を踏まえ、地域で
熱心に活動を進めている実践者の経
験から学び、身近な地域で福祉活動
に一歩踏み出すための知識や技術を
身につけていただくためのステップ
アップ講座を開催する。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

高齢者や障害のある人
などに対する情報の提
供

パソコンや携帯情報の
活用

市社協における地域福
祉関連情報の共有化

窓口担当職員の接遇の
向上

基本施策４　利用者の立場に立った情報発信

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向１　福祉サービス利用の支援

30



基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５８ページ

独居高齢者の電話訪問事
業（Ｈ２３～）
おしゃべりボランティア活
動の支援（H２４～）

○

・利用者が３名増加。
・月１回傾聴ボランティア連絡会を開
催し、平成２６年度より精神保健福祉
士をアドバイザーとして迎え、スキル
アップを行った。

継続実施する。
市社会福祉協議

会

民生委員児童委員におけ
る見守り活動の推進

◎

訪問活動、高齢者のつどい等のサロ
ン活動の実施。
草津市災害時要援護者避難支援プラ
ンの推進に協力。
学区社協、自治連（町内会）、福祉委
員など地域の福祉活動者と協力し、顔
見知りの関係を築けるよう高齢者ふれ
あいサロンや敬老会などの機会を捉
え、見守り活動を展開。
「安心のバトン」の設置、緊急通報シス
テムの普及を通じて地域ぐるみの見
守り体制をつくっている。

継続して支援する。
市社会福祉協議

会

家庭児童相談指導業務、
ひとり親家庭支援事業

○

○家庭児童相談指導業務
平成２５年度に家庭相談員を１名増、
平成２６年度に家庭相談員を１名増員
し、関係機関との連携や虐待の早期
発見、迅速な対応等相談体制の充実
が図れた。
○母子・父子自立支援員を２名体制と
し、ひとり親家庭の全般的な相談業務
および就業支援等充実が図れた。

○家庭児童相談指導業務
　平成２７年度には、さらに家庭相談
員を１名増員し、相談体制を充実させ
る。
○ひとり親家庭支援事業
相談業務および就業、自立支援機関
との連携等を推進する

子ども家庭課

福祉委員の推進 ○

福祉委員は多くが町内会の一つの役
割として位置づけられるなど１１学区
で設置されており、活動の進め方や研
修会の開催などへの支援を行ってき
た。その際、市社協が作成した福祉委
員の手引き・手帳の活用を進めた。
（平成２６年度５００部増刷。）

継続実施する。
また、新たに福祉委員の制度を進め
る学区の支援を行う。その際、市社協
が作成した福祉委員の手引き・手帳
の活用を進め、学区社協や民生委員
児童委員と連携した福祉委員の活動
がより効果的に行われるよう支援して
いく。

市社会福祉協議
会

学区社協活動の推進 ○

２６年度より取り組んでいる学区社協
への支援強化を実施しており、今年度
は２学区をモデル地域として重点的に
支援を行い、地域福祉活動の中核を
担う学区社協の役割、重要性を再認
識するきっかけとなっている。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社会福祉協議

会

町内会加入チラシの配
布、開発での町内会加入
指導

○
これまで事業概要のとおり取り組んで
きたことで、町内会加入について一定
の周知が図れた。

継続して、市民課で転入者に町内会
加入チラシを配布する。
住宅開発においては、適宜、開発事
業者に対して入居予定者の町内会加
入または、町内会設立に向けて必要
な支援・説明が行えるよう取り組んで
いく。

まちづくり協働課

災害時要援護者登録制度 ○

災害時要援護対象者リストを毎年度
作成し、新規対象者および未登録者
へ制度の案内を行った。また、民生委
員やケアマネージャー、ハイリスク要
因世帯などに、各関係機関と協力しな
がら制度の説明を行い、個別支援プラ
ン作成の推進に取り組んだ。

一人暮らしや要介護度が高い人など
必要度が高い未登録者に対しては民
生委員の協力のもと、登録いただくよ
う促すほか、情報提供に関する協定
が未協定の町内会とも協定が締結で
きるよう促していく。

社会福祉課

挨拶（あいさつ）運動推進
愛の声かけパトロール

○
１３学・地区民会議、委員会、まちづく
り協議会の部会の方々が、精力的に
地域のパトロール活動に取り組んだ。

青少年の健全育成と、非行防止を図
るため、今後も同取組みを継続して取
組んでいただけるよう、草津市青少年
育成市民会議への支援・連携してい
く。

生涯学習課

孤立死防止等の見守り
活動の促進

子どもの登下校時の見
守り等防犯活動の促進

ひとり暮らし等高齢者世
帯の見守り

地域の生活課題や支援
を必要としている人の把
握

自治会への加入の促進

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり
基本施策１　セーフティネット機能の強化

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５９ページ

災害時要援護者避難支援
プラン推進事業

◎

災害時要援護対象者リストを毎年度
作成し、新規対象者および未登録者
へ制度の案内を行った。民生委員や
ケアマネージャー、ハイリスク要因世
帯などに、各関係機関と協力しながら
制度の説明を行い、個別支援プラン作
成の推進に取り組んだ。
また、町内会への要援護者情報提供
に関しては、協定締結が進み、町内会
で要援護者マップを作成するなど独自
の取り組み事例も出てきている。
さらに、消防署への要援護者提供に
関して今年度中に協定締結予定。

災害時要援護者制度の開始から５年
が経過し、様々な課題や見直すべき
点が出てきたことから、市事務局と民
協とで検討委員会を設け、課題解決
に向けて協議を重ねていく。

危機管理課
社会福祉課

災害時要援護者対策の推
進

◎

災害時要援護者制度の開始から５年
が経過し、様々な課題や見直すべき
点が出てきたことから、市事務局と民
協とで検討委員会を設け、課題解決
に向けて協議を重ねた。

引き続き課題解決に向けて関係機関
と協議を重ねていく。

市社会福祉協議
会

☆
自主防災組織事業補助
金、減災協働コミュニティ
事業補助金

◎

ご近所力見える化調査で各町内会の
防災力についての課題を浮き彫りに
し、それらの課題解決の1つとして平
成２６度から３０年度までの５年間資機
材購入補助率を１/３から１/２、限度
額を１０万円から２０万円に引き上げ
たところ、備品の補助金を利用した町
内会が昨年度の７９から８５に増加し
た。

平成２７年度より西消防署・コミュニ
ティ防災センターの運用が開始される
に伴い、放水訓練や資機材取扱い訓
練等、施設を利用した訓練メニューを
新たに追加しより実践的な訓練を通し
て、地域防災力の強化に取り組む。

危機管理課

災害ボランティアコーディ
ネーターの育成支援

○

小学校（志津南学区・南笠東学区）で
の避難所体験訓練にて、段ボールに
よる避難所スペースの作り方を講義い
ただくなど、ノウハウを生かしてもらえ
るような活動の場を提供した。

今後も市と社会福祉協議会が連携し
て、育成支援を行っていく。

危機管理課

災害ボランティアセンター
運営協議会

◎

今年度、草津市と災害ボランティアセ
ンター運営に関する協定を締結。草津
市災害ボランティアコーディネーター
会をはじめとした草津市災害ボラン
ティアセンター運営協議会と連携し、
有事の際のネットワークを強固にする
ため、会議の開催と災害ボランティア
センター運営訓練を実施。訓練では、
民間の災害時支援活動を学ぶ時間も
設けた。

草津市災害ボランティアコーディネー
ター会をはじめとした草津市災害ボラ
ンティアセンター運営協議会と連携し、
有事の際のネットワークを強固にする
ため、会議の開催と災害ボランティア
センター運営訓練を実施する。

市社会福祉協議
会

☆ 福祉避難所の指定 ◎

平成２６年度は庁内の関係課と連携し
民間事業所２４に対して福祉避難所指
定についての説明を行い、３月に協定
締結した。

今後については、関係課と連携し福祉
避難所の充実に向けて、継続実施し
ていく。

危機管理課

【重点プログラム３-①】
地域の防災体制づくり、
防災訓練の促進

災害ボランティアコー
ディネーターの養成

【重点プログラム３-①】
福祉避難所の確保

☆
【重点プログラム３-①】
災害時要援護者避難支
援プランの推進

基本施策２　要援護者対策の推進

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６０ページ

放置自転車対策事業 ○
毎年、放置自転車台数が減少傾向に
あるため。

今後、撤去の多い箇所について、重点
的に対策等を講じ、放置自転車がなく
なるよう啓発に努める。

交通政策課

まめバス実証運行事業
（～Ｈ２４）
まめバス運行事業（Ｈ２５）

○

まめバス利用者を増やすため、まめ
バスを普段利用されない高齢者の方
などにアンケート調査を実施し、利用
促進を実施しているため。

目標値を収支率から利用者数に変更
し、利用者を増やすため新たなサービ
スを検討していく。
また、普段まめバスを利用されていな
い方の意見などを聞き、利用しやすい
時間帯へのダイヤ改正等を行う予定
である。
今後、利用実績を踏まえ、まめバス特
集号などを作成し、周知活動等努め
る。

交通政策課

笠縫団地２期建設工事（Ｈ
２３）
芦浦団地建替え工事（Ｈ２
３）
陽ノ丘団地建替え事業（Ｈ
２４～）

○

公営住宅整備基準（バリアフリー化
等）に基づいた設計を行ったため、基
本施策であるユニバーサルデザイン
の推進に十分に寄与した。

○陽ノ丘団地建替え事業の継続
平成２７年度末に、新たな陽ノ丘団地
の竣工を行う。
平成２８年度末までに、既存の陽ノ丘
団地を解体し、撤去する。

住宅課

基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６２ページ

第２期草津市地域福祉計
画の周知

○
事業概要のとおり取り組んできたこと
で、地域福祉計画の周知が図れてい
る。

今後も周知を図っていく。 社会福祉課

要保護児童対策地域協議
会運営業務

○

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
平成２５年度に家庭相談員を１名増、
平成２６年度に家庭相談員を１名増員
し、関係機関との連携や虐待の早期
発見、迅速な対応等相談体制の充実
が図れた。

○要保護児童対策地域協議会運営業
務
　平成２７年度には、さらに家庭相談
員を１名増員し、相談体制を充実させ
る。

子ども家庭課

地域福祉推進連絡会議
草津市高齢者虐待判定会
議
地域福祉権利擁護事例検
討会
認知症施策推進ワーキン
グ-権利擁護-への参画
（Ｈ２４～）

○
事業概要のとおり取り組んできたこと
で、連携・協働を進め、課題や情報の
共有ができた。

今年度も同様の内容で実施予定。
市社会福祉協議

会
社会福祉課

草津市障害児（者）自立支
援協議会

○

草津市障害児（者）自立支援協議会を
定期的に開催し、福祉、保健、医療、
教育、就労等のサービスを総合的に
調整し、効果的なサービスの提供を図
ることができた。

引き続き草津市障害児（者）自立支援
協議会を開催し、福祉、保健、医療、
教育、就労等のサービスを総合的に
調整し、効果的なサービスの提供を
図っていく。

障害福祉課

ケアマネジャー連絡会議
の開催
居宅介護支援事業所長会
議の開催
地域密着型サービス事業
所運営推進会議への参加

○

○ケアマネジャー連絡会議の開催
計画通り実施し、ケアマネジャーに必
要な情報提供を行っている。
○居宅介護支援事業所長会議の開催
計画通り実施し、居宅介護支援事業
所長と地域の課題の共有やネットワー
クづくりに取り組んでいる。
○地域密着型サービス事業所運営推
進会議への参加
圏域地域包括支援センターと介護保
険課の職員が会議に参加し、事業所
の運営や地域との交流推進について
協議している。

○ケアマネジャー連絡会議の開催
Ｈ27年度は４月のみの開催とし、必要
時、臨時開催する予定。。
○居宅介護支援事業所長会議の開催
今後も継続実施予定。
○地域密着型サービス事業所運営推
進会議への参加
圏域包括により参加。

長寿いきがい課

行政と社協との定期的
な連絡会議

行政とサービス事業者と
の連絡会議

地域福祉計画の職員へ
の周知

保健・福祉部門間、他部
門との連携・調整

進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　協働の推進
基本施策１　行政の推進体制の強化

主な施策 事業名

歩道や道路、交通安全
施設の計画的な整備

公共バスの利便性の向
上

施設の改良・整備

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり
基本施策３　ユニバーサルデザインの推進

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６３ページ

第２期草津市地域福祉計
画の周知

○
事業概要のとおり取り組んできたこと
で、市民および職員に地域福祉計画
の周知が図れた。

今後も周知を図る。 社会福祉課

地域福祉推進市民委員会
の開催

○
地域福祉計画の進捗状況の確認や成
果の評価、および具体的な地域課題
について議論されている。

今後も進捗状況の確認や成果の評
価、検証、提言する組織として草津市
地域福祉推進市民委員会を設置す
る。

社会福祉課

地域福祉推進市民委員会
での評価、ホームページ
等での結果公表

○ ホームページに公表する。 今後も公表する。 社会福祉課

学区社協活動推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

○

医療と福祉を考える会議について、学
区社協、町内会、民生委員児童委員、
福祉委員、市社協、行政などが一堂
に会し、地域の課題や活動の展開に
ついてともに考える機会となった。現
在、３学区で実施されているが、他学
区からも会議開催の予定がきかれ、こ
の会議が地域内でのネットワークをつ
くるきっかけとなっている。
また、２６年度より取り組んでいる学区
社協への支援強化事業について、今
年度は２学区をモデル地域として重点
的に支援を行い、地域福祉活動の中
核を担う学区社協の役割、重要性を
再認識するきっかけとなっている。

次年度も継続的に実施する。
地域福祉推進の中核である学区社協
が、まち協と連携し民生委員児童委員
協議会や地域の福祉活動関係団体な
どと協働して地域福祉の向上に関す
る活動を円滑に行えるよう、実践活動
を検証しながら、「地域福祉活動推進」
に必要な方策の充実を図り、学区社
協活動を推進する。そのために、本会
に福祉関係団体・関係者や学識経験
者などで構成する「地域福祉活動推進
委員会」を設置する。また、平成２６年
度に続き山田学区と老上学区を重点
対象学区として、継続的に支援を行
い、加えて、新たに２学区を重点対象
学区とし、学区社協活動の支援強化
を図っていく。

市社会福祉協議
会

市民との協働による進
行管理

進捗状況の評価、検証
と結果の公表

地域福祉懇談会の継続
開催

地域福祉計画の普及啓
発

基本施策２　市民との協働による計画の進行

主な施策 事業名 進捗度 進捗度の理由 今後の予定 担当課

基本方向３　協働の推進
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 ■第２期草津市地域福祉計画の事業実績

※地域福祉計画書３０ページ

人権学習資料発行

人権学習資料の発行は行わないが、教育委員会の指導主事が、市内の小中
学校に人権教育の計画訪問に年１回以上出向き、全学級の授業を参観すると
ともに、管理職および人権教育主任等に人権教育に関して指導を行った。

教育委員会の指導主事が、市内の小中学校に人権教育の計画訪問に年１回以上
出向き、全学級の授業を参観するとともに、管理職および人権教育主任等に人権教
育に関して指導を行った。また、平成２４年度に改訂を終えた人権教育実践資料「部
落問題学習草津市モデルプラン」に基づいた授業実践を各校で積み重ね、情報や
意見の交換を実施した。

教育委員会の指導主事が、市内の小中学校に人権教育の計画訪問に年１回以上出向き、
全学級の授業を参観するとともに、管理職および人権教育主任等に人権教育に関して指導
を行う。また、平成２４年度に改訂を終えた人権教育実践資料「部落問題学習草津市モデル
プラン」に基づいた授業実践を各校で積み重ね、情報や意見の交換を実施する予定であ
る。 学校教育課

町内学習懇談会

【対象】各町内会、自治会
【頻度】年１回（９月～３月）
【場所】各町内会集会所、自治会館または市民センター
【内容】学習資料「めざめ」やビデオ・ＤＶＤ教材を活用したり、講師による講話・
話題提供をもとにしたりして同和問題や人権問題について学習する。町内会役
員や推進委員、行政協力者も参加して、推進者事前研修（第１～４講座）を経
て、各町内会ごとに学習会を行い、学区・地区ごとに総括（総括研修、実践発表
のつどい等）を行う。
【決算額】５７２千円

【対象】各町内会、自治会
【頻度】年１回（９月～２月）
【場所】各町内会集会所、自治会館または市民センター
【内容】学習資料「めざめ」やビデオ・ＤＶＤ教材を活用したり、講師による講話・話題
提供をもとにしたりして同和問題等の人権問題について懇談する。町内会役員や推
進委員、行政協力者も参加して、推進者事前研修（第１～４講座）を経て、各町内会
ごとに懇談会を行い、学区ごとに総括（総括研修、実践発表のつどい等）を行う。
【決算額】原課はなし。（まちづくり交付金に含む。）

【対象】各町内会、自治会
【頻度】年１回（９月～２月）
【場所】各町内会集会所、自治会館または市民センター
【内容】学習資料「めざめ」やビデオ・ＤＶＤ教材を活用したり、講師による講話・話題提供をも
とにしたりして同和問題等の人権問題について懇談する。町内会役員や推進委員、行政協
力者も参加して、推進者事前研修（第１～４講座）を経て、各町内会ごとに懇談会を行い、学
区ごとに総括（総括研修、実践発表のつどい等）を行う。
【予算額】原課はなし。（まちづくり交付金に含む。）

人権センター

教育啓発教材「めざめ」の
発行

「めざめ３６集」を９月１５日に全戸配布。
人権・同和問題の解決のための教育啓発資料。
【内容】
・いじめ・差別をなくすために、一緒に考えましょう
・これも人権侵害
・それっておかしいやん
・同和問題、同和教育とは
【決算額】１，０００千円

「めざめ３７集」を９月１５日に全戸配布。
人権・同和問題の解決のための教育啓発資料。
【内容】
・戸籍の不正取得や身元調査をなくすためにできることを考える
・同和問題の解決に向けてできることを考える
・「人権・同和問題」に関する市民意識調査の結果や日常生活の場面などから、み
んなが幸せに生きていける社会をつくるためにできることを考える
【印刷部数】５８,５００部
【決算額】１，０１３千円

「めざめ３８集」を９月１５日に全戸配布。
人権・同和問題の解決のための教育啓発資料。
【内容】
・戸籍の不正取得や身元調査をなくすためにできることを考える
・同和問題の解決に向けてできることを考える
・平和への思い、取り組みを考える。
・共に生きる社会をめざして、自分たちにできることを考える
【印刷部数】５９，０００部
【予算額】１，２５６千円

人権センター

広報をはじめさまざまな広
報媒体を活用した啓発活
動の展開

○「広報くさつ」毎月１日号の『差別のない明るいまちに』の掲載。
・同和問題をはじめさまざまな人権問題をテーマに原稿を作成し、市民に啓発し
ている。
【決算額】原課はなし。
○会報「市同推協」の発行
・草津市同和教育推進協議会の活動内容を掲載し、年２回（１０月１５日号・４月
１日号）全戸配布した。
【決算額】４００千円

○「広報くさつ」毎月１日号の『差別のない明るいまちに』の掲載。
・同和問題をはじめさまざまな人権問題をテーマに原稿を作成し、市民に啓発してい
る。
【予算額】原課はなし。
○会報「市同推協」の発行
・草津市同和教育推進協議会の活動内容を掲載し、年２回（１０月１５日号・４月１日
号）全戸配布した。
【決算額】３８８千円

○「広報くさつ」毎月１日号の『差別のない明るいまちに』の掲載。
・同和問題をはじめさまざまな人権問題をテーマに原稿を作成し、市民に啓発している。
【予算額】原課はなし。
○会報「市同推協」の発行
・草津市同和教育推進協議会の活動内容を掲載し、年２回（１０月１５日号・４月１日号）を市
同推協委員や市民センターなど関係各所に配布する。
【予算額】１１８千円

人権センター

草津市部落解放女性のつ
どい

○第３２回草津市部落解放女性のつどいの開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営をした。
【参加対象】全市民
【日時】平成２５年１１月１０日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津市立サンサンホール
【内容】部落問題の一日も早い解決をめざし、また女性の人権についても考える
機会としてメッセージ、歌、映像、寸劇等の啓発活動を行った。
【決算額】３６３千円
【参加者数】３７０人

○第３３回草津市部落解放女性のつどいの開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営をした。
【参加対象】全市民
【日時】平成２６年１１月９日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津アミカホール
【内容】部落問題の一日も早い解決をめざし、また女性の人権についても考える機
会としてメッセージ、歌、映像、寸劇等の啓発活動を行った。
【参加者数】３０３人
【決算額】３６４千円

○第３４回草津市部落解放女性のつどいの開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営を行う。
【参加対象】全市民
【日時】平成２７年１１月１５日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津アミカホール
【内容】部落問題の一日も早い解決をめざし、また女性の人権についても考える機会として
メッセージ、歌、映像、寸劇等の啓発活動を行う。
【参加者数】３００人（予定）
【予算額】３７１千円

人権センター

草津市部落解放青年集
会

○第３０回草津市部落解放青年集会の開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営をした。
【参加対象】全市民
【日時】平成２６年１月１２日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津市立サンサンホール
【内容】同和問題をはじめ、様々な人権問題について考え、話し合い、この集会
が差別解消につながるきっかけとなり、具体的な行動に結びつくことをめざして
啓発発表・人権コンサート等の啓発活動を行った。
【参加者数】２２３人
【決算額】４１６千円

○第３１回草津市部落解放青年集会の開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営をした。
【参加対象】全市民
【日時】平成２７年２月１日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津アミカホール
【内容】同和問題をはじめ、様々な人権問題について考え、話し合い、この集会が差
別解消につながるきっかけとなり、具体的な行動に結びつくことをめざして啓発劇・
人権コンサート等の啓発活動を行った。
【参加者数】２５９人
【決算額】４２１千円

○第３２回草津市部落解放青年集会の開催
・実行委員を募集・組織し、企画・運営を行う。
【参加対象】全市民
【日時】平成２８年１月３１日（日）１３：３０～１５：３０
【場所】草津アミカホール
【内容】同和問題をはじめ、様々な人権問題について考え、話し合い、この集会が差別解消
につながるきっかけとなり、具体的な行動に結びつくことをめざして啓発発表・人権コンサー
ト等の啓発活動を行う。
【参加者数】２５０人(予定)
【予算額】４２４千円

人権センター

主な施策 担当課平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績

基本方向１　福祉意識の醸成

基本施策１　人権教育・啓発活動の推進

基本目標１　みんなで育てあう人づくり

学校における人権教育
の推進

事業名

市民に対する人権啓
発・教育の推進

平成２５年度　事業実績

資料２
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※地域福祉計画書３０ページ

企業内同和教育推進事
業

対象：市内事業所
頻度：研修会（年５回）、企業訪問（７月）
場所：市内、県外等
内容：企業内における同和（人権）教育の推進を図るため、草津市企業同和教
育推進協議会と連携を図り研修会を開催した。また、企業内同和問題研修啓
発推進班員による企業訪問等を実施した。
実績：研修会実施回数５回
　　　  参加企業延べ２６３社、参加人数延べ３３６人
決算額：１，４９６千円

対象：市内事業所
頻度：研修会（年６回）、事業所訪問（７月）
場所：市内、県外等
内容：事業所内における同和（人権）教育の推進を図るため、草津市企業同和教育
推進協議会と連携を図り研修会を開催した。また、事業所内公正採用選考・人権啓
発推進班員による事業所訪問等を実施した。
実績：研修会実施回数６回
　　　  参加事業所延べ３３０社、参加人数延べ３７３人
決算見込額 ：１，４５４千円

対象：市内事業所
頻度：研修会（年５回）、事業所訪問（７月）
場所：市内、県外等
内容：事業所内における同和（人権）教育の推進を図るため、草津市企業同和教育推進協
議会と連携を図り研修会を開催する。また、事業所内公正採用選考・人権啓発推進班員に
よる事業所訪問等を実施する。

予算額：１，６３４千円
商業観光労政課

いのち・愛・人権のつどい

対象：一般市民
頻度：毎年９月２３日開催
場所：しが県民芸術創造館
内容：「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言、「草津市人権擁護に関す
る条例」などに基づき、すべての人の人権を尊重するまちづくりのため、市民が
一堂に会する事業として開催した。
テーマ：「子どもの人権」
決算額：１，６６３千円

対象：一般市民
頻度：平成２６年９月２３日開催
場所：草津市役所２F特大会議室
内容：「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言、「草津市人権擁護に関する条
例」などに基づき、すべての人の人権を尊重するまちづくりのため、市民が一堂に会
する事業として開催した。
テーマ：「高齢者の人権」
決算額：１，１２２千円

対象：一般市民
頻度：平成２７年９月２３日開催
場所：草津クレアホール
内容：「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言、「草津市人権擁護に関する条例」など
に基づき、すべての人の人権を尊重するまちづくりのため、市民が一堂に会する事業として
開催する。
なお、本年度は県主催の「じんけんフェスタしが2015」と共同開催とする。
テーマ：「人権と平和」
予算額：１，８２９千円

人権センター

人権尊重と部落解放をめ
ざす市民のつどい

対象：一般市民
頻度：毎年２月１１日
場所：しが県民芸術創造館
内容：「草津市人権擁護に関する条例」などに基づき、同和問題の解決などす
べての人の人権を尊重するまちづくりのため、市民が一堂に会する事業として
昭和６３年から開催している。
テーマ：「中西和久　ひとり芝居～しのだづま考～」
決算額：１，５７４千円

対象：一般市民
頻度：平成２７年２月１１日
場所：草津クレアホール
内容：「草津市人権擁護に関する条例」などに基づき、同和問題の解決などすべて
の人の人権を尊重するまちづくりのため、市民が一堂に会する事業として昭和６３年
から開催した。
テーマ：映画「ある精肉店のはなし」他
決算額：９６４千円

対象：一般市民
頻度：平成２８年２月１１日
場所：草津クレアホール
内容：「草津市人権擁護に関する条例」などに基づき、同和問題の解決などすべての人の人
権を尊重するまちづくりのため、市民が一堂に会する事業として昭和６３年から開催してい
る。
テーマ：未定
予額：１，０３１千円

人権センター

人権セミナー

対象：一般市民
頻度：７月～１０月の間　９回開催
場所：人権センター等
内容：「草津市人権擁護に関する条例」に基づき部落差別をはじめとするあらゆ
る人権問題について、市民の学習の場を確保し、市民の自主的参画のもとに
人権セミナーを実施することにより市民の人権意識の高揚を図った。
予算額：６４４千円

対象：一般市民
頻度：７月～１０月の間　９回開催
場所：人権センター等
内容：「草津市人権擁護に関する条例」に基づき部落差別をはじめとするあらゆる人
権問題について、市民の学習の場を確保し、市民の自主的参画のもとに人権セミ
ナーを実施することにより市民の人権意識の高揚を図った。
決算額：６３１千円

対象：一般市民
頻度：７月～１１月の間　９回開催
場所：人権センター等
内容：「草津市人権擁護に関する条例」に基づき部落差別をはじめとするあらゆる人権問題
について、市民の学習の場を確保し、市民の自主的参画のもとに人権セミナーを実施するこ
とにより市民の人権意識の高揚を図る。
予算額：９９８千円

人権センター

「人権センターだより
ぴーぷる」の発行

対象：全戸配布
頻度：Ａ４版　６ページ　６月と１月の発行（年２回）
内容：人権作品の紹介、シリーズ人権ってなんだろう、本人通知制度、人権ライ
ブラリー紹介、「つどい」のお知らせ
決算額：７２４千円

対象：全戸配布
頻度：Ａ４版　６ページ　６月と１月の発行（年２回）
内容：人権作品の紹介、パワハラ、ブラック企業とは、障害者の人権、人権ライブラ
リー紹介、「つどい」のお知らせ
決算額：７５６千円

対象：全戸配布
頻度：Ａ４版　６ページ　６月と１月の発行（年２回）
内容：人権作品の紹介、女性の人権、人権ライブラリー紹介、「つどい」のお知らせ他
予算額：８７６千円 人権センター

草津市平和祈念フォーラ
ム

○草津市平和祈念フォーラム
開催日：平成２５年１０月２６日（土）
場所：草津小学校体育館　　実績：参加人数２５０名　決算額：４７８千円
開会：「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言文唱和
　　　　平和メッセージ発表（市内中学生）
合唱：メロディーキッズ・ピッコロによる合唱
テーマ：未来をつくりだす力～世界平和のためにひとりひとりができること～
講師：特定非営利活動法人テラ・ルネッサンス
理事：鬼丸　昌也さん
同時開催として、草津市立高穂中学校の平和パネル展

○草津市平和祈念フォーラム
開催日：平成２６年１１月２２日（土）
場所：草津アミカホール　　実績：参加人数２００名　予算額：６５０千円
開会：「ゆたかな草津　人権と平和を守る都市」宣言文唱和
　　　　平和メッセージ発表（市内中学生）
合唱：少年少女合唱団「星の子」による合唱
講演テーマ：次世代に伝えたい被爆体験　～忘れられた歴史は繰り返す～
講師：公益財団法人広島平和文化センター・広島平和記念資料館
被爆体験証言者　梶本淑子さん
終了後、アミカホール外にてバルーンリリースを実施

○草津市平和祈念のつどい
開催日：平成２７年１１月２８日（土）
場所：草津アミカホール（予定）　予算額：２，０５０千円
内容
　戦没者追悼式典：挨拶、追悼文、献花、黙とう等
　歌による追悼
　講演：テーマ「戦後７０年　つなぐ平和への願い」（仮）
　　　　 講師　北島令司さん（元伍長、知覧特攻基地）
　　　　 　　　　鳥濱明久さん（仮：ＮＰＯ法人知覧特攻の母鳥濱トメ顕彰会特別顧問）

人権政策課
社会福祉課

基本方向１　福祉意識の醸成

基本施策１　人権教育・啓発活動の推進

事業所等における人権
教育の推進

平成２６年度　事業実績 担当課平成２７年度　事業予定主な施策 事業名

啓発活動の推進

基本目標１　みんなで育てあう人づくり

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３１ページ

外国人児童生徒等教育
相談員設置事業

在籍者数の多いポルトガル語・スペイン語を母語とする児童生徒等の対応につ
いて、ポルトガル語・スペイン語の堪能な人に教育相談の通訳等の業務を委託
し、児童生徒と保護者に対する相談・指導、および教職員の相談補助等を実施
した。
決算額：３７６千円

市内小中学校に在籍する、外国語を母語とする児童生徒等の対応について、ポルト
ガル語・スペイン語を主として外国語に堪能な人に、教育相談の通訳等の業務を委
託し、児童生徒と保護者に対する相談・指導、および教職員の相談補助等を実施す
る。
予算額：３７８千円
決算額：３６９千円

市内小中学校に在籍する、外国語を母語とする児童生徒等の対応について、ポルトガル
語・スペイン語を主として外国語に堪能な人に、教育相談の通訳等の業務を委託し、児童生
徒と保護者に対する相談・指導、および教職員の相談補助等を実施する。
予算額：３８９千円

学校教育課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

・デイサービス事業
　入浴サービスを中心としたデイサービス
・入浴サービス事業
・機能回復、社会適応訓練事業
　身体的機能訓練、創作的活動　等
　家庭生活や地域生活に有効な社会適応訓練
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等
・就労支援事業
　喫茶コーナーの運営、センター内の清掃

・デイサービス事業
　入浴サービスを中心としたデイサービス
・入浴サービス事業
・機能回復、社会適応訓練事業
　身体的機能訓練、創作的活動　等
　家庭生活や地域生活に有効な社会適応訓練
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等
・就労支援事業
　喫茶コーナーの運営、センター内の清掃

・デイサービス事業
　入浴サービスを中心としたデイサービス
・入浴サービス事業
・機能回復、社会適応訓練事業
　身体的機能訓練、創作的活動　等
　家庭生活や地域生活に有効な社会適応訓練
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等
・就労支援事業
　喫茶コーナーの運営、センター内の清掃

障害福祉課

障害児保育実技研修、
発達支援研修、
障害児保育研修（Ｈ２４
～）

○障害児保育実技研修
対象：公私立保育所保育士、市立幼稚園教員
頻度：２日間日程を３回
内容：湖の子園の療育を実習し、障害児保育にかかわる実技・知識を身につけ
た。
予算額：０円
○発達支援研修
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員
頻度：１回
場所：市役所８F会議室
内容：個別支援計画の立案、作成の仕方について研修した。
予算額：０円
○障害児保育研修
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員・認可外保育施設・児童育成ク
ラブ職員等
頻度：１回
場所：人権センター会議室
内容：乳幼児の発達について研修した。
決算額：２０千円

○障害児保育実技研修
対象：公私立保育所保育士、市立幼稚園教員
頻度：２日間日程を３回
内容：湖の子園の療育を実習し、障害児保育にかかわる実技・知識を身につける。
予算額：０円
○発達支援研修
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員
頻度：３回
場所：市役所８F会議室
内容：①個別支援計画の立案、作成の仕方について研修する。　　　　　　　　　　②
特別支援コーディネーターの役割について学びあう③言葉の教室の取り組みに学
ぶ（言語における支援について）
予算額：０円
○障害児保育研修(発達支援センターと共催）
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員・認可外保育施設・児童育成クラブ
職員等
頻度：２回
場所：市役所８階大会議室
内容：障がい児保育をすすめていくための発達的視点について①３歳半頃の発達
②１歳半ごろの発達
決算額：２０千円

○障害児保育実技研修
対象：公私立保育所保育士、市立幼稚園教員
頻度：1日間
内容：湖の子園の療育を実習し、障害児保育にかかわる実技・知識を身につける。
予算額：０円
○発達支援研修
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員
頻度：３回
場所：市役所８F会議室
内容：①個別支援計画の立案、作成の仕方について研修する。　　　　　　　　　　②特別支援
コーディネーターの役割について学びあう③言葉の教室の取り組みに学ぶ（言語における
支援について）
予算額：０円
○障害児保育研修(発達支援センターと共催）
対象：公私立保育所保育士、公私立幼稚園教員・認可外保育施設・児童育成クラブ職員等
頻度：２回
場所：市役所８階大会議室
内容：障がい児保育をすすめていくための発達的視点について①３歳半頃の発達②１歳半
ごろの発達
予算額：４０千円

幼児課

介護保険制度啓発（出前
講座：みんなの介護保険
制度）

介護保険制度の概要
　・介護保険料
　・要介護認定申請
　・介護保険サービス
　・地域密着型サービス
などの説明を職員が地域に出向いて実施する。
実施件数：10件

介護保険制度の概要
　・介護保険料
　・要介護認定申請
　・介護保険サービス
　・地域密着型サービス
などの説明を職員が地域に出向いて実施した。
実施件数：６件

介護保険制度の概要
　・介護保険料
　・要介護認定申請
　・介護保険サービス
　・地域密着型サービス
などの説明を職員が地域に出向いて実施する。
実施予定件数：１０件

介護保険課

国際交流推進事業

草津市の姉妹・友好交流都市との交流および地域の国際交流の推進を図るた
め、本市の中核的国際交流団体として国際交流を推進する草津市国際交流協
会に対して運営補助を行った。
草津市国際交流協会補助金（交付決定額）：６，４４０千円

草津市の姉妹・友好交流都市との交流および地域の国際交流の推進を図るため、
本市の中核的国際交流団体として国際交流を推進する草津市国際交流協会に対し
て運営補助を行った。
草津市国際交流協会補助金（確定額）：６，４０９千円

草津市の姉妹・友好交流都市との交流および地域の国際交流の推進を図るため、本市の
中核的国際交流団体として国際交流を推進する草津市国際交流協会に対して運営補助を
行う。
草津市国際交流協会補助金（交付決定額）：６，４７４千円 まちづくり協働課

草津市同和教育研究大
会（Ｈ２３）
草津市人権・同和教育研
究大会（Ｈ２４～）

「差別の現実に深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」を研
究主題に、市民の人権意識の向上に向けて、８月に市庁舎等で大会を開催し
た。内容としては、「命の大切さ」についての講演を聞いたり、学校教育分野、社
会教育分野から実践を報告し、意見交流をしたりした。
開催日：８月３日（土）
場所：草津市庁舎、さわやか保健センター、草津アミカホール、草津小学校
参加者数：９７１名
決算額：７６１千円

「差別の現実に深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」を研究主
題に、市民の人権意識の向上に向けて、市庁舎等で大会を開催した。内容として
は、部落差別解消に向けての講演を聞いたり、学校教育分野・社会教育分野から実
践を報告し、意見交流をしたりした。
開催日：８月２日（土）
場所：草津市庁舎、さわやか保健センター、草津アミカホール、草津小学校
参加者数：９４７名
決算額：７５７千円

「差別の現実に深く学び、生活を高め、未来を保障する教育を確立しよう」を研究主題に、市
民の人権意識の向上に向けて、市庁舎等で大会を開催する。内容としては、部落差別解消
に向けての講演を聞き、学校教育分野・社会教育分野から実践を報告し、意見交流をする。
開催日：８月１日（土）
場所：草津市庁舎、さわやか保健センター、草津アミカホール、草津小学校
参加見込数：約１０００名
予算額：８８３千円

学校教育課

男女共同参画セミナー

【対象】草津市民
【開催日・テーマ・講師・参加者】
第１回　９月７日（土）「笑いできづこうみんなのまちを！」
社会人落語家　切磋亭 琢磨（せっさてい たくま）さん、３０人
第２回　１１月１６日（土）「変わるのは、今」
立命館大学教授　二宮 周平さん、２７人
第３回　２月１日（土）「これからのまちづくりにだいじなものは」
東京未来大学准教授　石阪 督規さん、４０人
【場所】第１回、第３回は市民交流プラザ、第２回は草津市役所
【決算額】１７９千円

【対象】草津市民
【開催日・テーマ・講師・参加者】
第１回　９月１３日（土）「イクパパ・イクママ・イクジイ・イクバア、みんな集まれ！」
大阪教育大学准教授　小﨑 恭弘さん、６０人
第２回　１１月２６日（水）「イクボスでいこう！～イクボス10か条のススメ～」
ＮＰＯ法人ファザーリング・ジャパン代表理事　安藤 哲也さん、６０人
第３回　２月２１日（土）「女性を輝かせる３つの輪」
ワーク・ライフ・バランスコンサルタント　瀧井 智美さん
【場所】第１回は草津市役所、第２回・第３回は市民交流プラザ
【予算額】１６８千円

 くさつ女性活躍応援事業「女性のチャレンジ応援塾」と統合。
【対象】草津市民
【開催日・テーマ・講師・参加者】
記念講演　７月１８日（土）　「自分らしく生きる勇気」
心理カウンセラー　心屋　仁之助さん、６５０人
講座
第１回～第４回
９月～１２月（予定）
【場所】記念講演は草津クレアホール、講座全４回は未定
【予算額】１５４０千円　(県費　8/10)
【補足】「くさつ女性活躍応援事業」として、これからの地域社会の活性化を見据えた女性の
活躍推進により、男女がともにいきいき活躍できる男女共同参画社会の実現に向け、女性
の社会進出を応援する実践学習の場を提供し、人材発掘、人材育成を積極的に行う。

男女共同参画室
（旧：企画調整課）

基本施策２　互いに分かりあえる人づくり
基本方向１　福祉意識の醸成

平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績

男女共同参画について
の意識啓発

担当課主な施策

外国人や障害のある人
との交流促進

事業名 平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３２ページ

DV防止に関する啓発

「女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）」中に、市役所ロ
ビーおよび市民交流プラザにおいてパネル展示を行った。また、広報くさつにて
ＤＶ防止に関する特集記事を掲載した。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）」中に、市役所ロビーお
よび市民交流プラザにおいてパネル展示を行った。また、広報くさつにてＤＶ防止に
関する特集記事を掲載した。

「女性に対する暴力をなくす運動期間（１１月１２日～２５日）」中に、市役所ロビーおよび市
民交流プラザにおいてパネル展示を行う。また、広報くさつにてＤＶ防止に関する特集記事
を掲載する。 男女共同参画室

民生委員との研修交流会

○民生委員との研修交流会
各圏域地域包括支援センターが、小学校区ごとの民生委員児童委員協議会に
参加し、高齢者虐待防止についての研修の実施と情報交換を行なう。
期間：１月～６月

○民生委員との研修交流会
各圏域地域包括支援センターが、小学校区ごとの民生委員児童委員協議会に参加
し,民生委員と包括の連携や見守りネットワークの強化について考える。「仮称　見守
りチェックシート」を題材に、気づきのポイントや包括へのつなぎ方などを考える交流
会とする。
期間：１２月～３月

○民生委員との研修交流会
各圏域地域包括支援センターが、小学校区ごとの民生委員児童委員協議会に参加し,民生
委員と包括の連携や見守りネットワークの強化について考える。「仮称　見守りチェックシー
ト」を題材に、気づきのポイントや包括へのつなぎ方などの共有を行う。

長寿いきがい課

ケアマネージャー研修（Ｈ
２３）
高齢者虐待防止講演会
の開催（Ｈ２４）
圏域地域包括支援セン
ター職員研修（Ｈ２５）

○圏域地域包括支援センター職員研修
開催日：平成２５年４月３・１０・１１日（３回）
場所：草津市役所
内容：高齢者虐待の理解と対応　権利擁護事業とは
講師：高齢者・障害者虐待対応支援ネット　澤和清氏
決算額：６１千円

○ケアマネジャー研修
・開催日：平成２６年８月２８日
　場所：草津市役所
　内容：高齢者虐待予防
　講師：さわ社会福祉士共同事務所“ほっと”澤　和清氏
　決算額：２１千円

・開催日：平成２７年３月１７日
　場所：草津市役所
　内容：認知症予防
　講師：滋賀医科大学医学部臨床看護学講座　畑野　相子教授
　決算額：６２千円

○ケアマネジャー研修
・開催日：平成２７年７月
　場所：草津市役所
　内容：高齢者虐待予防
　講師：未定
　予算額：３１千円

・開催日：平成２７年１０月
　場所：草津市役所
　内容：認知症予防
　講師：未定
　予算額：６２千円

長寿いきがい課

実地指導、集団指導

介護サービス事業所において、高齢者虐待などが起こらないように、介護保険
法に定める実地指導や集団指導の機会に啓発し、特に地域密着型サービス事
業所に対しては、集団指導時に研修やマニュアルの整備状況の確認等を実施
した。
実地指導件数：１０件
集団指導実施回数：年１回

介護サービス事業所において、高齢者虐待などが起こらないように、介護保険法に
定める実地指導や集団指導の機会に啓発し、特に地域密着型サービス事業所に対
しては、集団指導時に研修やマニュアルの整備状況の確認等を実施した。
実地指導件数：１５件
集団指導実施回数：年１回

介護サービス事業所において、高齢者虐待などが起こらないように、介護保険法に定める
実地指導や集団指導の機会に啓発し、特に地域密着型サービス事業所に対しては、集団
指導時に研修やマニュアルの整備状況の確認等を実施する。
実地指導予定件数：１０件
集団指導実施回数：年１回

介護保険課

障害者虐待防止対策支
援
（Ｈ２４～）

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専
門的な支援体制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障
害者が安心して暮らせる体制を構築する。
事業費：５７３千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託２７千円
　　　　・啓発用パンフレット作成４６千円

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専門的
な支援体制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障害者が安
心して暮らせる体制を構築する。
事業費：６４９千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託１４９千円

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専門的な支援体
制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障害者が安心して暮らせる体
制を構築する。
事業費：６４３千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託１４３千円

障害福祉課

事業名

１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（約5,000人にリーフレット･啓発物品等を配布）
　・街頭県下一斉啓発日に実施　1回
　　　　（内容）日時　11月20日（水）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　・その他玉川学区民生委員･社協の方が萩祭りで街頭啓発（のぼり旗・ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄ等）
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙11/1号に特集記事掲載　「身近に起こっている児童虐待の現状を
知ろう」と題して、中央子ども家庭相談センター所長のインタビュー記事を掲載
した。
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（11月中）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（11月7日（木））
　・JR草津、南草津駅、市役所にのぼり旗、横断幕を掲出（11月中）
　・毎日新聞11月26日朝刊滋賀版「ﾏｲﾀｳﾝ草津市」に児童虐待防止ﾒｯｾｰｼﾞ掲
載
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発
○児童虐待防止啓発研修の実施（要対協委員、関係機関、市職員向け）
　・児童虐待に関する意識の向上を図り、虐待予防及び早期発見・対応の取組
を推進するため、全体研修を実施した。参加者　　１２０名
　　　　実施日　８月８日（木）午後2時～4時　　　場所　　市役所2階大会議室
　　　　演題　　「子どもの虐待を取り巻く現状について」
　　　　講師　　　幸重社会福祉士事務所代表・社会福祉士　幸重　忠孝さん
○CAP研修
　・大人ワークショップ（幼稚園、保育園･所の保護者と職員を対象）
　　　１２園･所（幼稚園５、保育園･所７）で実施（H24年度１６園･所実施）
　　　受講者（保護者３６０人、職員１２７人）
　・子どもワークショップ（幼稚園･保育所の5歳児を対象）
　　　３園･所（幼稚園２、保育園１）で実施　　子ども８１人受講
○CSPを使った楽しい子育て講座
　　3回連続講座を2ｸｰﾙ実施（第1回目5.6.7月　第2回目9.11.12月）
　　参加者　５２人（　第1回目30人　第2回目　22人）

●１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（リーフレット･啓発物品等を配布）
  　・街頭県下一斉啓発日に実施　１回
　 　　（内容）日時　11月20日（木）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　　　　　　　　市民約４，０００人に街頭啓発を実施
　・その他玉川学区・笠縫東学区のふれあい祭りで地域の民生委員等が街頭啓発
（のぼり旗・ﾘｰﾌﾚｯﾄ等）
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙１１月１日号に特集記事掲載
　　「子どもを暴力から守るために～周りの大人たちができること、地域でできること
～」と題して、CAP（子どもを暴力から守る人権教育プログラム）を実施しているCAP
ひまわり座代表のインタビュー記事を掲載した。
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（１１月）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（１１月１３日放送）
　・市役所の壁面に大きなｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝを映し出すﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞを実施（12月9
日）
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発
○児童虐待防止啓発研修の実施（要対協委員、関係機関、市職員向け）
　・児童虐待に関する意識の向上を図り、虐待予防及び早期発見・対応の取組を推
進するため、全体研修を実施した。　　参加者　　８０名
　　　　実施日　１１月２８日（金）午後2時～4時　　場所　　市役所2階大会議室
　　　　演題　　「増え続ける児童虐待
　　　　　　　　　　　　　　　　～予防・介入・援助　私たちにできることは～」
　　　　講師　　　立命館大学産業社会学部教授　櫻谷　眞理子さん

●CAP研修
・大人ワークショップ（幼稚園、保育園･所の保護者と職員を対象）
　　　５園･所（幼稚園２、保育園･所１、民協２）で実施
　・子どもワークショップ（幼稚園･保育所の5歳児を対象）
　　　１園･所（幼稚園１）で実施　　子ども４７人受講
●子育て講座の実施
　3回連続講座を2ｸｰﾙ実施（第1回目6/6,6/20,7/4　第2回目2/20,3/6,3/13）
　　参加者　４３人（　第1回目24人　第2回目　19人）

●１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（リーフレット･啓発物品等を配布）
  　・街頭県下一斉啓発日に実施　１回
　 　　（内容）日時　11月20日（金）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　　　　　　　　市民対象に街頭啓発を実施
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙１１月１日号に特集記事掲載
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（１１月）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（１１月中）
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発
○児童虐待防止啓発研修の実施（要対協委員、関係機関、市職員向け）
　・児童虐待に関する意識の向上を図り、虐待予防及び早期発見・対応の取組を推進する
ため、全体研修を実施
　　　　実施日　１１月　　場所　　草津市役所
　
●CAP研修
  ・大人ワークショップの実施
       幼稚園、保育園･所の保護者と職員を対象に15回実施
       地域の団体、子育てサークル等を対象に15回実施
  ・子どもワークショップ（幼稚園･保育所の5歳児を対象）の実施
●子育て講座の実施
　  　3回連続講座を2ｸｰﾙ予定

平成２７年度　事業予定

児童・高齢者・障害のあ
る人に対する虐待の防
止

主な施策 平成２６年度　事業実績

基本施策３　あらゆる暴力の防止
基本方向１　福祉意識の醸成

担当課

子ども家庭課児童虐待防止啓発活動

配偶者等に対する暴力
の防止

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３２ページ

家庭児童相談業務

○家庭児童に関する相談指導業務を強化することにより、家庭における適切な
児童養育を推進し、もって児童福祉の向上を図った。
相談体制：嘱託家庭相談員５名（専属配置）
　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
児童虐待相談件数４０６件
その他の相談件数３１０件

○家庭児童に関する相談指導業務を強化することにより、家庭における適切な児童
養育を推進し、もって児童福祉の向上を図った。
相談体制：嘱託家庭相談員６名（専属配置）
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
児童虐待相談件数536件
その他の相談件数465件
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）

○家庭児童に関する相談指導業務を強化することにより、家庭における適切な児童養育を
推進し、もって児童福祉の向上を図る。
相談体制：嘱託家庭相談員７名（専属配置）
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）

子ども家庭課

要保護児童対策地域協
議会運営業務

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回
　　実務者会議　年６回
　　個別ケース検討会議　年１２２回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　年１３７回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　随時実施
　　関係機関連絡調整会議　年11回
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）

子ども家庭課

心配ごと相談所の開設

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　ゆかい家）
日曜相談：毎月第二日曜日、１３時～１６時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
２カ月に一度相談員連絡協議会を開催し、相談員同士の情報共有を図り、また
スキルアップのための研修会を実施した。
決算額：１，７６３千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設し、相談機能の
充実を図った。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　草津市役所社会福祉課前相談室）
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
相談件数：４４５件
・年４回発行の市社協広報誌「社協くさつ」に開設案内を毎回掲載し、周知に努め
た。
・相談員連絡協議会を年６回開催し、相談員同士の情報共有を図り、またスキル
アップのための研修会を実施した。
　＜相談員研修会＞
　　開催日：平成２６年１１月１９日（水）
　　場所：草津市立アミカホール
　　内容：「離婚」についての講義
　　講師：京町法律事務所　弁護士　田口勝之　氏
　　対象：相談員
　　参加者：５人

決算額：１，６２９千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設し、相談機能の充実を図
る。
定例相談：月曜日～金曜日、１０時～１５時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
・年４回発行の市社協広報誌「社協くさつ」に開設案内を毎回掲載し、周知を行う。
・相談員連絡会は年６回開催する。相談員同士が相談内容の傾向や対応について共有し、
相談活動の充実を図る。
・相談員のスキルアップのため、相談内容の傾向に沿った研修会を実施する。

予算額：１，７３１千円
市社会福祉協議会

市民相談室運営

対象：市民
実績：５０８件／年間　月～金曜日　午前９時～午後４時３０分
場所：市民相談室
内容
（１）市民の暮らしの相談（①家族関係、②不動産関係、③契約・保証・損害賠
償、④行政・労働関係、⑤その他）
（２）専門相談（①弁護士による法律相談、②行政相談員による行政相談、③近
畿税理士会草津支部会員による税務相談）
決算額：３，５０１千円

対象：市民
実績：４４７件／年間　月～金曜日　午前９時～午後４時３０分
場所：市民相談室
内容
（１）市民の暮らしの相談（①家族関係、②不動産関係、③契約・保証・損害賠償、④
行政・労働関係、⑤その他）
（２）専門相談（①弁護士による法律相談、②行政相談員による行政相談、③近畿税
理士会草津支部会員による税務相談）
決算額：３，５７６千円

対象：市民
予定：４５０件／年間　月～金曜日　午前９時～午後４時３０分
場所：市民相談室
内容
（１）市民の暮らしの相談（①家族関係、②不動産関係、③契約・保証・損害賠償、④行政・
労働関係、⑤その他）
（２）専門相談（①弁護士による法律相談、②行政相談員による行政相談、③近畿税理士会
草津支部会員による税務相談、④滋賀県行政書士会湖南支部会員による行政書士相談）
予算額：３，６７１千円

生活安心課

ＤＶ相談（女性問題に関す
る相談）
ＤＶ相談機関連絡会議の
開催

DV被害者への相談と合わせ、相談・支援に関わる機関との連携と情報の共有
を図ります。
【DV相談】
１７件
【DV相談機関連絡会議の開催】　年３回

DV被害者への相談と合わせ、相談・支援に関わる機関との連携と情報の共有を図
ります。
【DV相談】
１２件（平成２６年年度）

DV被害者への相談と合わせ、相談・支援に関わる機関との連携と情報の共有を図ります。

男女共同参画室

障害者虐待防止対策支
援
（Ｈ２４～）

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専
門的な支援体制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障
害者が安心して暮らせる体制を構築する。
事業費：５７３千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託２７千円
　　　　・啓発用パンフレット作成４６千円

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専門的
な支援体制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障害者が安
心して暮らせる体制を構築する。
事業費：６４３千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託１４３千円

事業：障害者虐待防止対策支援
内容：障害者虐待防止法に基づき、障害者に対する虐待を防止するために専門的な支援体
制の強化、一時保護所の確保および啓発活動を行うことで、障害者が安心して暮らせる体
制を構築する。
事業費：６４３千円
　　　　・一時保護所委託５００千円（湖南４市で２，０００千円）
　　　　・弁護士や社会福祉士からなる専門職種による相談業務委託１４３千円

障害福祉課

権利擁護事例検討会

対象：圏域地域包括支援センター職員、長寿福祉課高齢者支援Ｇ員
頻度：１２回
場所：市役所
内容：成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の利用、その他必要な支援方法
について、個別のケース検討
決算額：１３４千円
　（長寿いきがい課が担当）

○包括支援事例検討会
対象：圏域地域包括支援センター職員
頻度：６回
場所：市役所
内容：アドバイザーを交えて圏域地域包括支援センターが事例提供を行い成年年後
見制度や地域福祉権利擁護事業の利用、その他必要な支援方法について検討を
行う。
決算額：１００千円

事例検討会についてはＨ26年度で終了。

長寿いきがい課

高齢者虐待判定・対応方
針会議

メンバー：（定期）虐待判定・対応方針会議スーパーバイザー＋（長寿いきがい
課長・高齢者支援G、中央地域包括支援センター所長・虐待担当、担当学区圏
域地域包括支援センター）
（随時）高齢者虐待対応支援ネット（弁護士・社会福祉士・）、成年後見センター
＋（長寿いきがい課長・高齢者支援G、中央地域包括支援センター所長・虐待
担当者、担当学区圏域地域包括支援センター）
頻度：定期　６回　　　随時　７回
場所：市役所
内容：内容：虐待の判定や今後の支援方針・支援内容の決定・協議。
決算額：８９７千円（権利擁護事例検討会含む）

メンバー：（定期）虐待判定・対応方針会議スーパーバイザー＋（長寿いきがい課
長・高齢者支援G、中央地域包括支援センター所長・虐待担当者、担当学区圏域地
域包括支援センター）
（随時）高齢者虐待対応支援ネット（弁護士・社会福祉士・）、成年後見センター＋
（長寿いきがい課長・高齢者支援、中央地域包括支援センター所長・虐待担当者、
担当圏域地域包括支援センター）
頻度：定期　６回　　　随時　１０回
場所：市役所
内容：内容：虐待の判定や今後の支援方針・支援内容の決定・協議。
決算額：１，２９３千円

メンバー：（定期）虐待判定・対応方針会議スーパーバイザー＋（長寿いきがい課長・中央地
域包括支援G長、虐待担当者、担当学区圏域地域包括支援センター）
（随時）高齢者虐待対応支援ネット（弁護士・社会福祉士・）、成年後見センター＋（長寿いき
がい課長・中央地域包括支援Ｇ長、虐待担当者、担当圏域地域包括支援センター）
頻度：定期　６回　　　随時　１５回
場所：市役所
内容：内容：虐待の判定や今後の支援方針・支援内容の決定・協議。
予算額：１，２９０千円

長寿いきがい課

基本方向１　福祉意識の醸成
基本施策３　あらゆる暴力の防止

事業名 平成２６年度　事業実績 平成２７年度　事業予定 担当課

相談体制の充実

主な施策 平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３４ページ

学校ボランティア

各学校が、読書ボランティア、環境整備ボランティア等を募集し、計画的に活動
をした。
学校図書館運営サポーター設置
決算額：１，８５５千円

各学校が、読書ボランティア、環境整備ボランティア等を募集し、計画的に活動をし
ている。また、立命館大学教職支援センターと連携し、大学生の学校ボランティアを
受け入れた。
学校図書館運営サポーター設置
決算額：１，９４０千円

各学校が、読書ボランティア、環境整備ボランティア、学校安全ボランティア等を募集し、各
種の活動を計画している。また、立命館大学教職支援センター・滋賀大学教育学部等と連
携し、市内小中学校において、大学生の学校ボランティアを受け入れる。
学校図書館運営サポーター設置　　　予算額：１，９６６千円

学校政策推進課

福祉体験教室の実施

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付
や社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉
やボランティアの理解を広げるために実施した。
１企業、１学区社協、９小・中学校、１団体（市子連）で実施。（Ｈ２５．１２月末現
在）

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や
社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボラ
ンティアの理解を広げるために実施した。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学校、２団体（市子連・学区子ども会）で実施。

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や社会福祉
施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボランティアの理解を
広げるために実施する。オムロン以外の企業にも積極的にアプローチし、移動ボランティア
センター開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議会

いきいき百歳体操サポー
ター養成講座

対象：市民
頻度：年２回/火曜日、金曜日　各６回講座
場所：市社会福祉協議会
内容：高齢者の介護予防のために考案されたいきいき百歳体操を地域に広め
るサポーターを２４人養成し、ボランティアグループの立ち上げ支援をした。
実績：講座修了者２４人（火曜日１６人、金曜日８人）
決算額：８３千円（市社会福祉協議会委託）

対象：市民
頻度：年２回/火曜日、水曜日　各６回講座
場所：草津市役所
内容：高齢者の介護予防のために考案されたいきいき百歳体操を地域に広めるサ
ポーターを養成し、いきいき百歳体操ボランティアグループの立ち上げ支援をした。
実績：サポーター養成　３３人
決算見込額：委託から直接執行に切り替えた。

対象：市民
頻度：年２回/水曜日、木曜日　各６回講座
場所：草津市役所
内容：高齢者の介護予防のために考案されたいきいき百歳体操を地域に広めるサポーター
を養成し、いきいき百歳体操ボランティアグループの立ち上げを支援する。

平成２７年度も直営執行の予定。

長寿いきがい課

独居高齢者の電話訪問
事業（Ｈ２３～）
おしゃべりボランティア活
動の支援（H２４～）

○独居高齢者の電話訪問事業
対象：１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で独居高齢者に対し話し相手となることによ
り、孤立・孤独に陥らない様見守る。傾聴ボランティア連絡会を月一回開催。
予算額：９８千円
○おしゃべりボランティア活動
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問した。民生委員児童委員
と連携を密にして高齢者の見守り活動を実施した。

○一人暮らし高齢者の電話訪問事業
対象：市内に住まいする７０歳以上の１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で一人暮らし高齢者に対し話し相手となることに
より、孤立・孤独に陥らないよう見守る。
担当民生委員児童委員とは対象者を紹介していただいたり、直接申し込まれた人に
ついては紹介するなどの連携を図った。
　利用者：１１人
　傾聴ボランティア：７人
　電話訪問回数：１５７件
＜傾聴ボランティア連絡会＞
年１２回開催。電話訪問の報告や意見交換を行い、精神保健福祉士による助言を
受けて、傾聴ボランティアのスキルアップを図った。

決算額：５４千円

○おしゃべりボランティア活動への支援
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問した。月１回の定例会では、市
社協から情報提供や助言をした。

○一人暮らし高齢者の電話訪問事業
対象：市内に住まいする７０歳以上の１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で一人暮らし高齢者に対し話し相手となることにより、孤
立・孤独に陥らないよう見守る。
担当民生委員児童委員とは対象者を紹介していただいたり、直接申し込まれた人について
は紹介するなどの連携を図る。
傾聴ボランティア連絡会を月一回開催し、電話訪問の報告や意見交換を行い、精神保健福
祉士による助言を受けて、傾聴ボランティアのスキルアップを図る。

予算額：１０１千円

○おしゃべりボランティア活動への支援
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問する。月１回の定例会では、市社協か
ら情報提供や助言を行う。

市社会福祉協議会

草津市ゆうゆうびとバンク
草津市ゆうゆうびと講座

○ゆうゆうびとバンク
対象：自分の知識や経験を、地域で活かすことができる人。
頻度：ゆうゆうびとバンクを年１回発行
場所：市役所、市民センター（公民館）、図書館など市内公共施設や、学校等に
設置
内容：さまざまな技術や特技、学習活動をする個人や団体を学習ボランティアと
して登録し、広く市民の学習活動を支援する。
○ゆうゆうびと講座
内容：ゆうゆうびとバンクの中から講師経験の少ない学習ボランティアに対し、
開催場所の提供や受講生募集などのサポートを行い、講座を開催し活動を支
援する。
対象：バンク登録者で講師経験の少ない方
受講者：市民等
場所：市民センター（公民館）、アミカホールほか
実績：９講座、受講生８９人
決算額：１０８千円

○ゆうゆうびとバンク
対象：自分の知識や経験を、地域で活かすことができる人。
頻度：生涯学習人材バンク「草津市ゆうゆうびとバンク」を年１回発行
場所：市役所、市民センター（公民館）、図書館など市内公共施設や、学校等に設置
内容：さまざまな技術や特技、学習活動をする個人や団体を学習ボランティアとして
登録し、中間支援組織である草津市コミュニティ事業団と連携し、広く市民の学習活
動を支援した。また、バンク登録者を対象に「チラシの作り方」など講座開設支援を
行った。
○ゆうゆうびと講座
内容：ゆうゆうびとバンクの中から講師経験の少ない学習ボランティアに対し、開催
場所の提供や受講生募集などのサポートを行い、講座を開催し活動を支援した。
対象：バンク登録者で講師経験の少ない方
受講者：市民等
場所：市民センター（公民館）、アミカホールほか
実績：８講座、受講生８８人
決算額：２２０千円

○ゆうゆうびとバンク
内容：さまざまな技術や特技、学習活動をする個人や団体を学習ボランティアとして登録し、
中間支援組織である草津市コミュニティ事業団と連携し、広く市民の学習活動を支援する。
また、バンク登録者を対象に講座の自主企画・自主運営をめざし、講座開設支援講座等を
実施し、支援を行う。
対象：自分の知識や経験を、地域で活かすことができる人。
発行頻度：生涯学習人材バンク「草津市ゆうゆうびとバンク」を年１回発行
設置場所：市役所、市民センター（公民館）、図書館など市内公共施設や、学校等に設置
○ゆうゆうびと講座
内容：ゆうゆうびとバンクの中から講師経験の少ない学習ボランティアに対し、開催場所の
提供や受講生募集などのサポートを行い、講座を開催し活動を支援する。
対象：バンク登録者で講師経験の少ない方
受講者：市民等
場所：市民センター（公民館）、アミカホールほか
予算額：２６５千円

生涯学習課

認知症サポーターの養成
講座

「認知症サポーター養成講座」を各地域や企業等に対して実施し、認知症の正
しい理解を啓発し、認知症の人やその家族が地域の中で疎外されることなく安
心して暮らせるまちづくりを進める。今年度は新たに市職員向けや小学生向け
にも実施した。
各種団体に随時開催、出前方式、講師役の「認知症キャラバン・メイト」が進行
１５回、１，００９名

「認知症サポーター養成講座」を各地域や小学生、企業、市職員等に対して実施し、
認知症の正しい理解を啓発し、認知症の人やその家族が地域の中で疎外されるこ
となく安心して暮らせるまちづくりを進めた。
各種団体に随時開催、出前方式、講師役の「認知症キャラバン・メイト」が進行した。
４５回　１，３２７名（H２７．３末時点）

「認知症サポーター養成講座」を各地域や小学生、企業、市職員等に対して実施し、認知症
の正しい理解を啓発し、認知症の人やその家族が地域の中で疎外されることなく安心して暮
らせるまちづくりを進める。
各団体に出前方式で随時開催、講師役の「認知症キャラバン・メイト」が進行する。

長寿いきがい課

☆
レイカディア大学受講生
のボランティア受け入れ

対象：レイカディア大学受講生
頻度：年１回以上（ひとり年２回）
場所：市社会福祉協議会、市内
内容：受講生が一同に会し、「ボランティア活動のてびき」を資料として説明し、
ボランティアリストを基に希望するボランティア活動を選び、ボランティアグルー
プの紹介をすることにより、ボランティア活動の体験を通じて社会貢献につなげ
た。
調整数２５人

対象：レイカディア大学受講生
頻度：年１回以上（ひとり年２回）
場所：市社会福祉協議会、市内
内容：受講生対象の講座を開催し、「ボランティア活動のてびき」（ボランティアリス
ト）を基に希望するボランティア活動を選び、ボランティアグループの紹介をすること
により、ボランティア活動の体験を通じて社会貢献につなげた。
調整数２６人

対象：レイカディア大学受講生
頻度：年１回以上（ひとり年２回）
場所：市社会福祉協議会、市内
内容：受講生対象の講座にボランティア活動のきっかけづくりを組みこむなどの充実を図り、
社会貢献につなげるとともに、ボランティア活動への参画を促す。

市社会福祉協議会

市ボランティアセンター事
業

内容：ボランティアの受給調整をすることで、社会福祉施設等のボランティアの
紹介や情報提供をし、実践の場を提供する。
登録ボランティア：個人８人、２０７団体 ４，３４９人（Ｈ２５．１２月末現在）

ボランティアの受給調整をすることで、社会福祉施設等へのボランティアの紹介や
情報提供をし、実践の場を提供した。
登録ボランティア：個人２２人、３０９団体４，７９３人（Ｈ２７．３月末現在）
年間受給調整数：７８件（H２７．３月末現在）

ボランティアの受給調整をすることで、社会福祉施設等へのボランティアの紹介や情報提供
をし、実践の場を提供する。

市社会福祉協議会

事業名主な施策

☆

担当課

認知症サポーターの養
成と活動の促進

社会福祉施設や医療機
関等との連携によるボラ
ンティア実践の場の提
供

平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績

基本施策１　ボランティアの育成
基本方向２　担い手の育成

地域のニーズに応じた
ボランティアの育成

【重点プログラム１-②】
団塊の世代等の参画促
進のための研修の実施

【重点プログラム１-②】
学校等教育機関と地域
との連携強化

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３４ページ

活動の担い手づくり事業

内容：小地域福祉活動の担い手や地域ボランティアを育成した。
・福祉委員の役割や必要性について、地域の懇談会で講演をおこなった（３回
実施）
・老上学区おしゃべりボランティアの定例会に参加し支援（１１回参加）

小地域福祉活動の担い手や地域ボランティアを育成した。
・福祉委員の役割や必要性について、地域の懇談会で講演をおこなった（４回実施）
・老上学区おしゃべりボランティアの定例会に参加し支援（１１回参加）

小地域福祉活動の担い手や地域ボランティアを育成する。
・市社協作成の「福祉委員の手引き」等を活用し、福祉委員の役割や必要性などについて、
地域の懇談会や福祉委員研修会で講演をおこなう。
・老上学区おしゃべりボランティアの定例会に参加し、助言等を行い支援する。

市社会福祉協議会

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○福祉活動推進員育成講座
対象：市民、地域福祉活動者
　　　申込者９２人、延べ参加者２７５人、全講座修了者４０人（合計修了者９９
人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：社会福祉・地域福祉活動について他
○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○福祉活動推進員育成講座
地域福祉推進のための中核的役割を担う「福祉活動推進員」の育成をすすめ、また地域福祉活動者の
拡大を目的として講座を開催した。
地域福祉を推進するために必要な知識の習得と地域福祉活動の理解を深めるための講座として、地
域福祉に関心のある方や地域の役員の方、役員ＯＢの方が多数参加した。地域福祉活動の初心者入
門講座から実践者の応用講座として活用いただき、修了者の情報は学区社協会長に伝え、地域活動
への参加を呼び掛けた。
対象：市民、地域福祉活動者
　　　申込者７３人、延べ参加者２２２人、修了者２３人（合計修了者１２２人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
講師：京都ノートルダム女子大学　准教授　酒井久美子　氏
内容：①今！福祉時代　～現代社会の変化を知る～
　　　　②協働・連携の意味を知ろう　～今なぜ地域福祉なのか～
　　　　③どうする？どうなる！地域福祉　～私たちのまちを実感しよう～
　　　　④地域とくらしの課題、人のつながりの再構築　～地域福祉活動の大切さ～
　　　　⑤学区社協活動の必要性　～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～

○地域福祉活動ステップアップ講座
　育成講座での基本的な学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験発表から学び、
身近な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ
講座を開催した。
①対象：学区社協関係者、民生委員児童委員、地域福祉活動者、介護・福祉関係者、行政職員、市議
会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：草津総合病院副理事長　小山　茂樹　氏
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：大谷大学教授　山下　憲昭　氏
　内容：草津市の地域福祉活動を知る　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～

○福祉活動推進員育成講座
学区社協の担い手や後継者不足が問題となっている現状を解消すべく、学区社協の担い手、地域の
活動者となる「福祉活動推進員」（住民福祉活動計画の具現化に取り組むなど地域福祉推進のための
中核的役割を担う方）の育成のため実施する。具体的に、①地域で福祉活動をする人を増やす。②地
域福祉活動について理解者を増やすために、５日間の講座を通して学習を深める。

対象：市民、地域福祉活動者、学区社協関係者、民生委員児童委員、介護・福祉関係者、
　　　行政職員、県内社協職員など
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：①演題：福祉の風を感じよう！～知っておこう変化する社会とコミュニティデザイン～
　　　　　　講師：神戸女子大学　健康福祉学部　社会福祉学科　教授　小笠原　慶彰　氏
　　　　②貧困の時代に向き合う～子どもの貧困から考える～
　　　　　　講師：佛教大学　社会福祉援助技術　講師　佐藤　順子　氏
　　　　③２１世紀は心の時代～認知症や心の病になっても地域で暮らすこと～
　　　　　　講師：龍谷大学　社会学部　地域福祉学科　教授　荒田　寛　氏
　　　　③地域の暮らしの課題と人のつながりの再構築～地域福祉活動の大切さとは～
　　　　　　講師：福井県立大学　看護福祉部　社会福祉学科　教授　瓦井　昇　氏
　　　　④学区社協活動の必要性～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～
　　　　　　講師：大谷大学　文学部　社会学科　教授　山下　憲昭　氏

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近な地域で
福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ講座を開催
する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中

市社会福祉協議会

地域サロン活動支援員の
設置

内容：身近な地域で孤立・孤独に陥らないため、地域サロン立ち上げを支援し
企画の助言や情報提供を行う。
地域サロングループ数１２０グループ（Ｈ２５．１２月末現在）
決算額：２，１６２円

身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤
独に陥らないよう参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化と、
新たな立ち上げに対し支援し、企画の助言や調整、情報提供を行った。また、介護
保険の改正に伴い、新しい介護予防・日常生活支援総合事業に取り組むことが求
められていることを受け、サロンの特徴や実態を改めて検証するとともに新しい展開
を考えるために、地域サロンごとを対象にアンケート調査を実施し、現状の把握を
行った。調査は地域サロン実態調査報告書として取りまとめている。
調査数：１２６地域サロン

決算額：２，１４７千円

身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤独に陥
らないよう参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化と、新たな立ち上
げに対し支援し、企画の助言や調整、情報提供を行う。
平成２６年度に地域サロンを対象に実態調査を実施し、現状の把握と準介護予防型サロン
への移行について検討を行い完成する。
また、今年度は同じ中間支援組織の市コミュニティ事業団との連携事業として、事業団が指
定管理を受けている施設にて開催する地域サロン限定のバスツアーを企画・実施し、地域
サロン活動を支援する。
＜市社協・市コミュニティ事業団連携「とく・得バスツアー」＞
開催頻度：４日
開催場所：ロクハ荘、なごみの郷
参加予定人数：各日６０人

予算額：２，０４４千円

市社会福祉協議会

基本方向２　担い手の育成

平成２６年度　事業実績

【重点プログラム１-③】
学区・地区ごとの地域ボ
ラティアの登録・活動の
機会の提供等の仕組み
づくり

基本施策１　ボランティアの育成

事業名 担当課平成２７年度　事業予定主な施策

☆

平成２５年度　事業実績

41



基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３５ページ

地域協働合校推進事業

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業にお
いて、親子でボランティアに参加できる機会を提供した。
１３学区地域の実施事業数８３事業、参加者数１０，２９７人
１３小学校の実施事業数２９２事業、参加者数１１３，０９５人
６中学校の実施事業数８８事業、参加者数２６，２８９人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、
点字など親子でボランティア体験に参加できる機会を提供した。
・１３学区地域の実施事業数５５事業、参加者数１５，４５５人
・１３小学校の実施事業数２９８事業、参加者数１１５，４５９人
・６中学校の実施事業数７７事業、参加者数２１，９８４人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、親子で
ボランティア体験に参加できる機会を提供する。

生涯学習課

子ども福祉活動事業

「草津市子ども会指導者連絡協議会」が実施する福祉活動事業に対して助成を
行い、子どもたちが福祉体験を通して自主的に学び、考える機会を提供し、豊
かな人間性を育む事を目的とする。親子で福祉体験（車椅子・点字・手話）、赤
い羽根共同募金の街頭啓発に参加いただいている。
決算額：６５千円
実績：福祉体験　小学生２３名　親２０名参加
　　　　街頭啓発　　小学生２９名　親３０名参加

「草津市子ども会指導者連絡協議会」が実施する福祉活動事業に対して助成を行
い、子どもたちが福祉体験を通して自主的に学び、考える機会を提供し、豊かな人
間性を育むことを目的として実施した。福祉体験は台風のため中止したが、赤い羽
根共同募金の街頭啓発に参加いただき、リーダーボランティア活動の支援を行っ
た。
実績：福祉体験　※台風のため中止
　　　　街頭啓発　　小学生１７名　保護者３２名参加

決算額：６５千円

「草津市子ども会指導者連絡協議会」が実施する福祉活動事業に対して助成を行い、子ど
もたちが福祉体験を通して自主的に学び、考える機会を提供し、豊かな人間性を育むことを
目的とする。親子で気軽に体験できる福祉体験（車椅子・点字・手話）、赤い羽根共同募金
の街頭啓発に参加していただくことで、リーダーボランティア活動の支援を行う。

予算額：６５千円
市社会福祉協議会

新しい老人クラブ創造推
進員配置補助

老人クラブが自主的な活動を支援するため、コーディネーターの役割として創
造推進員を配置し、さらに事業の推進を図るため、県の補助金基準に則り１名
分の補助金を交付した。（１名、４８０千円）

老人クラブが行う、高齢者の健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりを目的とした活
動を支援するため、コーディネーターの役割として創造推進員を配置し、さらに事業
の推進を図るため、、県の補助金基準に則り１名分の補助金を交付した。（１名、４８
０千円）

老人クラブが行う、高齢者の健康づくりや生きがいづくり、仲間づくりを目的とした活動を支
援するため、コーディネーターの役割として創造推進員を配置し、さらに事業の推進を図る
ため、、県の補助金基準に則り１名分の補助金を交付する。（１名、４８０千円）

長寿いきがい課

寝たきり・認知症にならな
いための予防事業

内容：草津市老人クラブ連合会が実施する、高齢者を対象とする健康増進事業
に対して助成を行い、認知症にならないための介護予防事業の推進を行った。
決算額：９０千円

草津市老人クラブ連合会が実施する、高齢者を対象とする健康増進事業に対して
助成を行い、寝たきり・認知症にならないための予防事業の推進を行った。

決算額：９０千円

草津市老人クラブ連合会が実施する、高齢者を対象とする健康増進事業に対して助成を行
い、寝たきり・認知症にならないための予防事業の推進を行う。

予算額：９０千円

市社会福祉協議会

移動ボランティアセンター
の実施

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付
や社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉
やボランティアの理解を広げるために実施した。
１企業、１学区社協、９小・中学校、１団体（市子連）で実施。（Ｈ２５．１２月末現
在）

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や
社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボラ
ンティアの理解を広げるために実施した。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学校、２団体（市子連・学区子ども会）で実施。

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や社会福祉
施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボランティアの理解を
広げるために実施する。オムロン以外の企業にも積極的にアプローチし、移動ボランティア
センター開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議会

ボランティアフェスティバ
ルの開催（Ｈ２４～）

対象：ボランティアセンター登録ボランティア（地域サロンボランティア）と市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発とし
て実施。市内の中学・高校の学生が多数ポランティアとして参加。また飲食・物
販・啓発ブースには企業の出展を呼びかけた。
決算額：５７７千円

対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実
施した。子どもへの福祉啓発として福祉映画の上映、市民や介護・看護・福祉関係
者を対象に地域医療福祉講演会を行った。
参加者：市内の中学・高校の学生、市内外の大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また飲食・物販・啓発ブースには福祉施設、企業
の出店を呼びかけ、１８ヶ所の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催するボラ連加入グループの交流会を同日に行
い、市民に向けてもボランティア活動の啓発を行うことで、ボランティア同士の交流
だけではなく、広く市民にボラ連の活動を紹介でき、ボランティアグループに参加さ
れた方もあった。

決算額：６８６千円

対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実施する。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉施設や企業の出店を呼びかけ、両者のつながりづくり
を進める。ボランティアフェスティバルのボランティア募集については、市社協広報誌「社協く
さつ」やホームページ、SNS等で周知啓発し、市内の中学・高校生、市内外の大学生、社会
人に広く呼びかける。（大学生の募集においては、周辺大学の立命館大学や龍谷大学のボ
ランティアセンターにも募集依頼をする。）

予算額：７０１千円

市社会福祉協議会

福祉を考える市民のつど
いの開催[パワフル交流
市民の日と同時開催]

対象：市民
頻度：年１回
場所：草津市役所
内容：社会福祉活動やボランティア活動を体験し学習することで、福祉について
考えるきっかけとなる気づきの場を提供する。
決算額：４３８千円

対象：市民
頻度：年１回
場所：草津市役所
参加者：１，８００人
内容：民生委員児童委員の活動紹介、ボランティア活動紹介コーナーを設置、地域
サロン活動のための備品を展示し、地域サロンの啓発やボランティアフェスティバル
の啓発を行った。また、「ガチャガチャ共同募金」なども行い、つどい全体を通して福
祉について考えるきっかけの場を提供した。
８階大会議室では、社会福祉功労者表彰式を行った。

決算額：３１１千円

対象：市民
頻度：年１回
場所：未定
※開催場所によってはパワフル交流・市民の日とは別開催になる可能性有。
内容：地域福祉活動やボランティア活動などを知り、いろいろな活動を通じて「福祉」につい
て考えるきっかけの場として実施する。大人から子どもまで、幅広い年齢層の市民が気軽に
参加体験できる内容にする。
・社協事業、地域サロン活動の紹介（社協が取り組んでいる事業のパネル展示や地域サロ
ンの活動紹介、貸出備品の展示）
・ガチャガチャ共同募金
・ボランティア活動紹介（ボランティア連協主催）
・民生委員児童委員活動紹介（市民児協主催）
・市社協キャラクター「ふくちゃん」による地域福祉に関する啓発
・社会福祉功労者表彰式

予算額：２２７千円

市社会福祉協議会

近所力アップ講座

対象：市民
頻度：６回開催
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出
向き地域の福祉が高まるよう支援する。

対象：市民
頻度：１１回開催
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き
地域の福祉が高まるよう支援した。

対象：市民
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ実施する。
市社協職員が地域に出向き、より身近な福祉の専門職として、住民同士のつながりや地域
福祉活動の大切さをテーマに、誰もが地域で安心して暮らしていくことについて参加者と一
緒に考えその方法について学ぶ講座にする。

市社会福祉協議会

みんなでトーク
（地域福祉は、ご近所の
底力）

市民等で構成される団体やグループ（自治会、老人会、女性会、ボランティアグ
ループ等）からの要請に基づき、市職員が直接現地へ出向き、市の施策や事
業について説明、話し合い、互いに理解を深める「みんなでトーク（社会福祉課
テーマ：地域福祉は、ご近所の底力）」を実施する。
内容：地域福祉計画の目標や取り組みなどを、みんなで共有して、地域での人
と人とのつながりを大切に、共に生き、支え合う社会の実現について考えた。
１回開催
参加人数：３５人

本年度から、市社協で行う「近所力アップ講座」と一本化し、市社会福祉協議会職員
によるより地域性に応じた内容で実施した。
頻度：１０回開催

内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き
地域の福祉が高まるよう支援した。

市社協で行う「近所力アップ講座」と一本化し、市社会福祉協議会職員によるより地域性に
応じた内容で実施する。
頻度：随時開催

内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き地域の
福祉が高まるよう支援する。

社会福祉課

福祉を考える市民のつど
いの開催[パワフル交流
市民の日と同時開催]

対象：市民
頻度：年１回
場所：草津市役所
内容：社会福祉活動やボランティア活動を体験し学習することで、福祉について
考えるきっかけとなる気づきの場を提供する。
決算額：４３８千円

対象：市民  頻度：年１回
場所：草津市役所
内容：民生委員児童委員の活動紹介、ボランティア活動紹介コーナーを設置、地域
サロン備品を展示し、サロンの啓発やボランティアフェスティバルの啓発を行った。
また、ガチャガチャ共同募金を行い、福祉について考えるきっかけとなる気づきの場
を提供した。８階大会議室では、社会福祉功労者表彰式を行った。

決算額：３１１千円

対象：市民　頻度：年１回　場所：未定
※開催場所によってはパワフル交流・市民の日とは別開催になる可能性有。
内容：地域福祉活動やボランティア活動などを知り、いろいろな活動を通じて「福祉」につい
て考えるきっかけの場として実施する。大人から子どもまで、幅広い年齢層の市民が気軽に
参加体験できる内容にする。
・社協事業、地域サロン活動の紹介（社協が取り組んでいる事業のパネル展示や地域サロ
ンの活動紹介、貸出備品の展示）
・ガチャガチャ共同募金
・ボランティア活動紹介（ボランティア連協主催）
・民生委員児童委員活動紹介（市民児協主催）
・市社協キャラクター「ふくちゃん」による地域福祉に関する啓発
・社会福祉功労者表彰式

予算額：２２７千円

市社会福祉協議会

平成２６年度　事業実績 平成２７年度　事業予定

基本方向２　担い手の育成

事業名

老人クラブ活動の促進

大学と社会福祉施設、
地域団体、企業、商店
等の連携による若者の
地域福祉活動の参加機
会の提供

主な施策

親子でボランティアに参
加できる機会の提供

福祉を考える啓発イベ
ント等の開催

担当課

基本施策２　活動のきっかけづくり

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３６ページ

地域サロン活動支援員の
設置

内容：身近な地域で孤立・孤独に陥らないため、地域サロン立ち上げを支援し
企画の助言や情報提供を行った。
地域サロングループ数１２０グループ（Ｈ２５．１２月末現在）
決算額：２，１６２千円

身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤
独に陥らないよう参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化と、
新たな立ち上げに対し支援し、企画の助言や調整、情報提供を行った。また、介護
保険の改正に伴い、新しい介護予防・日常生活支援総合事業に取り組むことが求
められていることを受け、サロンの特徴や実態を改めて検証するとともに新しい展開
を考えるために、地域サロンごとを対象にアンケート調査を実施し、現状の把握を
行った。調査は地域サロン実態調査報告書として取りまとめている。
調査数：１２６地域サロン

決算額：２，１４７千円

身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤独に陥
らないよう参加者とボランティアが企画、運営するふれあいの場の活性化と、新たな立ち上
げに対し支援し、企画の助言や調整、情報提供を行う。
平成２６年度に地域サロンを対象に実態調査を実施し、現状の把握と準介護予防型サロン
への移行について検討を行い完成する。
また、今年度は同じ中間支援組織の市コミュニティ事業団との連携事業として、事業団が指
定管理を受けている施設にて開催する地域サロン限定のバスツアーを企画・実施し、地域
サロン活動を支援する。
＜市社協・市コミュニティ事業団連携「とく・得バスツアー」＞
開催頻度：４日　開催場所：ロクハ荘、なごみの郷　参加予定人数：各日６０人

予算額：２，０４４千円

市社会福祉協議会

地域福祉コーディネー
ターの配置

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域を
つなげる役割を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティ
ア活動者を育成するため、市社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターとし
て社会福祉士２名を配置した。地域福祉コーディネーターが中心になり、市社
協正規職員等を加えて学区を単位に２名の複数担当制をとって支援した。
支援回数実績：約１５５回／年

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域をつな
げる役割を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティア活動者
を育成するため、市社協に地域福祉コーディネーターとして社会福祉士２名を配置
していたが、今年度からは市社協職員８名が地域福祉コーディネーターとなり、学区
を単位に２名以上の複数担当制をとって支援した。
支援回数実績：２５２回／年

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域をつなげる役割
を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティア活動者を育成するため、
市社協職員８名が地域福祉コーディネーターとなり、学区を単位に２名以上の複数担当制を
とって年間を通じて学区社協活動に参加協力支援していく。 市社会福祉協議会

社会福祉課

☆

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○福祉活動推進員育成講座
対象：市民、地域福祉活動者
　　申込者９２人、延べ参加者２７５人、全講座修了者４０人（合計修了者９９人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：社会福祉・地域福祉活動について他
○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○福祉活動推進員育成講座
地域福祉推進のための中核的役割を担う「福祉活動推進員」の育成をすすめ、また地域福祉活動者の
拡大を目的として講座を開催した。
地域福祉を推進するために必要な知識の習得と地域福祉活動の理解を深めるための講座として、地
域福祉に関心のある方や地域の役員の方、役員ＯＢの方が多数参加した。地域福祉活動の初心者入
門講座から実践者の応用講座として活用いただき、修了者の情報は学区社協会長に伝え、地域活動
への参加を呼び掛けた。
対象：市民、地域福祉活動者
　　　申込者７３人、延べ参加者２２２人、修了者２３人（合計修了者１２２人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
講師：京都ノートルダム女子大学　准教授　酒井久美子　氏
内容：①今！福祉時代　～現代社会の変化を知る～
　　　　②協働・連携の意味を知ろう　～今なぜ地域福祉なのか～
　　　　③どうする？どうなる！地域福祉　～私たちのまちを実感しよう～
　　　　④地域とくらしの課題、人のつながりの再構築　～地域福祉活動の大切さ～
　　　　⑤学区社協活動の必要性　～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～

○地域福祉活動ステップアップ講座
　育成講座での基本的な学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験発表から学び、
身近な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ
講座を開催した。
①対象：学区社協関係者、民生委員児童委員、地域福祉活動者、介護・福祉関係者、行政職員、市議
会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：草津総合病院副理事長　小山　茂樹　氏
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：大谷大学教授　山下　憲昭　氏
　内容：草津市の地域福祉活動を知る　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～

○福祉活動推進員育成講座
学区社協の担い手や後継者不足が問題となっている現状を解消すべく、学区社協の担い手、地域の
活動者となる「福祉活動推進員」（住民福祉活動計画の具現化に取り組むなど地域福祉推進のための
中核的役割を担う方）の育成のため実施する。具体的に、①地域で福祉活動をする人を増やす。②地
域福祉活動について理解者を増やすために、５日間の講座を通して学習を深める。

対象：市民、地域福祉活動者、学区社協関係者、民生委員児童委員、介護・福祉関係者、
　　　行政職員、県内社協職員など
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：①演題：福祉の風を感じよう！～知っておこう変化する社会とコミュニティデザイン～
　　　　　　講師：神戸女子大学　健康福祉学部　社会福祉学科　教授　小笠原　慶彰　氏
　　　　②貧困の時代に向き合う～子どもの貧困から考える～
　　　　　　講師：佛教大学　社会福祉援助技術　講師　佐藤　順子　氏
　　　　③２１世紀は心の時代～認知症や心の病になっても地域で暮らすこと～
　　　　　　講師：龍谷大学　社会学部　地域福祉学科　教授　荒田　寛　氏
　　　　③地域の暮らしの課題と人のつながりの再構築～地域福祉活動の大切さとは～
　　　　　　講師：福井県立大学　看護福祉部　社会福祉学科　教授　瓦井　昇　氏
　　　　④学区社協活動の必要性～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～
　　　　　　講師：大谷大学　文学部　社会学科　教授　山下　憲昭　氏

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近な地域で
福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ講座を開催
する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中

市社会福祉協議会

基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３８ページ

福祉体験教室の実施

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付
や社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉
やボランティアの理解を広げるために実施した。
１企業、１学区社協、９小・中学校、１団体（市子連）で実施。（Ｈ２５．１２月末現
在）

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や
社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボラ
ンティアの理解を広げるために実施した。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学校、２団体（市子連・学区子ども会）で実施。

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や社会福祉
施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボランティアの理解を
広げるために実施する。オムロン以外の企業にも積極的にアプローチし、移動ボランティア
センター開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議会

ハンディキャップ・施設体
験学習

各小中学校で、市社会福祉協議会とも連携し、ハンディキャップ体験学習や施
設訪問なども取り入れて、福祉学習に取り組んだ。

各小中学校で、市社会福祉協議会とも連携し、ハンディキャップ体験学習や施設訪
問なども取り入れて、福祉学習に取り組む。

各小中学校で、市社会福祉協議会とも連携し、ハンディキャップ体験学習や施設訪問なども
取り入れて、福祉学習に取り組む。主な活動として、目隠し体験、車いす体験、地域にある
ユニバーサルデザインを見つける、等が予想される。

学校政策推進課

地域協働合校推進事業

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業にお
いて、福祉体験学習の推進を図った。
１３学区地域の実施事業数８３事業、参加者数１０，２９７人
１３小学校の実施事業数２９２事業、参加者数１１３，０９５人
６中学校の実施事業数８８事業、参加者数２６，２８９人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、
バリアフリー体験など福祉体験学習の推進を図った。
・１３学区地域の実施事業数５５事業、参加者数１５，４５５人
・１３小学校の実施事業数２９８事業、参加者数１１５，４５９人
・６中学校の実施事業数７７事業、参加者数２１，９８４人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、福祉体
験学習の推進を図る。

生涯学習課

福祉体験教室の実施

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付
や社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉
やボランティアの理解を広げるために実施した。
１企業、１学区社協、９小・中学校、１団体（市子連）で実施。（Ｈ２５．１２月末現
在）

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や
社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボラ
ンティアの理解を広げるために実施した。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学校、２団体（市子連・学区子ども会）で実施。

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や社会福祉
施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボランティアの理解を
広げるために実施する。オムロン以外の企業にも積極的にアプローチし、移動ボランティア
センター開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議会

地域協働合校推進事業

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業にお
いて、親子学習の機会づくりを行った。
１３学区地域の実施事業数８３事業、参加者数１０，２９７人
１３小学校の実施事業数２９２事業、参加者数１１３，０９５人
６中学校の実施事業数８８事業、参加者数２６，２８９人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、
点字体験など親子学習の機会づくりを行った。
・１３学区地域の実施事業数５５事業、参加者数１５，４５５人
・１３小学校の実施事業数２９８事業、参加者数１１５，４５９人
・６中学校の実施事業数７７事業、参加者数２１，９８４人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、親子学
習の機会づくりを行う。

生涯学習課

平成２６年度　事業実績

平成２６年度　事業実績

担当課

平成２７年度　事業予定 担当課

事業名

事業名

【重点プログラム１-①】
市民コーディネータの育
成

基本施策１　学校教育

主な施策

【重点プログラム１-①】
市社協のコーディネート
機能の充実

基本方向３　福祉学習の推進

福祉体験学習の推進

主な施策

基本施策３　コーディネーターの育成

平成２７年度　事業予定

☆

基本方向２　担い手の育成

親子学習の機会づくり

平成２５年度　事業実績

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書３９ページ

地域協働合校推進事業

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業にお
いて、福祉教育についての啓発を行った。。
１３学区地域の実施事業数８３事業、参加者数１０，２９７人
１３小学校の実施事業数２９２事業、参加者数１１３，０９５人
６中学校の実施事業数８８事業、参加者数２６，２８９人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、
福祉教育についての啓発を行った。
・１３学区地域の実施事業数５５事業、参加者数１５，４５５人
・１３小学校の実施事業数２９８事業、参加者数１１５，４５９人
・６中学校の実施事業数７７事業、参加者数２１，９８４人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、福祉教
育についての啓発を行う。

生涯学習課

学習情報誌「誘・遊・友」
の発行

内容：市等で行う講座やイベントの情報を集めた「生涯学習ガイドブック」の冊子
を発行し、広く市民に配布する。
発行頻度：年２回（６月と１１月　ともに７００部）
設置場所：市役所、市内市民センター、図書館など市内公共施設 に配布（１，４
００部）
決算額：２９４千円

内容：市等で行う講座やイベントの情報を集めた「生涯学習ガイドブック」の冊子を発
行し、広く市民に配布した。また市ＨＰにも公開した。
発行頻度：年２回（６月と１２月　ともに７００部）
設置場所：市役所、市内市民センター、図書館など市内公共施設 に配布（１，４００
部）
決算額：３０３千円

内容：市等で行う講座やイベントの情報を集めた「生涯学習ガイドブック」の冊子を発行し、
広く市民に配布した。また市ＨＰにも公開する。
発行頻度：年２回（６月と１０月　ともに７００部）
設置場所：市役所、市内市民センター、図書館など市内公共施設 に配布（１，４００部）
予算額：３０３千円

生涯学習課

福祉体験教室の実施

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付
や社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉
やボランティアの理解を広げるために実施した。
１企業、１学区社協、９小・中学校、１団体（市子連）で実施。（Ｈ２５．１２月末現
在）

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や
社会福祉施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボラ
ンティアの理解を広げるために実施した。
１企業、３学区社協、１３幼・小・中学校、２団体（市子連・学区子ども会）で実施。

オムロンデー、小学校・中学校、学区社協行事へ出向き、ボランティア相談受付や社会福祉
施設との連携によるボランティア体験、福祉体験などを通して福祉やボランティアの理解を
広げるために実施する。オムロン以外の企業にも積極的にアプローチし、移動ボランティア
センター開設の機会の増加を図る。

市社会福祉協議会

学校教育モデルプラン推
進事業（Ｈ２３・２４)
学校教育パイオニアス
クールくさつ推進事業（Ｈ
２５）

スペシャル授業推進事業
対象：市内各小中学校
頻度：８６回（１３回（市教委主催）＋73回（学校主催））
場所：各小中学校
内容：社会で活躍されている専門家の方を招き、直接指導いただくことによっ
て、将来の夢を描き社会への関心を広げ、学習意欲が高まった。
決算額：２，７７４千円

スペシャル授業推進事業
対象：市内各小中学校
頻度：95回　　（１9回（市教委主催）＋76回（学校主催））
場所：各小中学校
内容：社会で活躍されている専門家の方を招き、直接指導いただくことによって、将
来の夢を描き社会への関心を広げ、学習意欲を高める。
予算額：２，８００千円

「夢・未来を描くスペシャル授業in草津」事業　　対象：市内各小中学校
頻度：５５回程度　（７回（市教委主催）＋４５～５０回（学校主催））
場所：各小中学校
内容：社会で活躍されている専門家の方を招き、直接指導いただくことによって、将来の夢
を描き社会への関心を広げ、学習意欲を高める。今年度は各校のテーマに応じて各界から
著名人を招聘する予定。その一人にパラリンピック出場経験のある選手も予定している。
予算額：２,８０１千円

学校政策推進課

近所力アップ講座

対象：市民
頻度：６回開催
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出
向き地域の福祉が高まるよう支援する。

対象：市民
頻度：１０回開催
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き
地域の福祉が高まるよう支援した。

対象：市民
内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ実施する。
市社協職員が地域に出向き、より身近な福祉の専門職として、住民同士のつながりや地域
福祉活動の大切さをテーマに、誰もが地域で安心して暮らしていくことについて参加者と一
緒に考えその方法について学ぶ講座にする。

市社会福祉協議会

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○福祉活動推進員育成講座
対象：市民、地域福祉活動者
　　申込者９２人、延べ参加者２７５人、全講座修了者４０人（合計修了者９９人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：社会福祉・地域福祉活動について他
○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○福祉活動推進員育成講座
地域福祉推進のための中核的役割を担う「福祉活動推進員」の育成をすすめ、また地域福祉活動者の
拡大を目的として講座を開催した。
地域福祉を推進するために必要な知識の習得と地域福祉活動の理解を深めるための講座として、地
域福祉に関心のある方や地域の役員の方、役員ＯＢの方が多数参加した。地域福祉活動の初心者入
門講座から実践者の応用講座として活用いただき、修了者の情報は学区社協会長に伝え、地域活動
への参加を呼び掛けた。
対象：市民、地域福祉活動者
　　　申込者７３人、延べ参加者２２２人、修了者２３人（合計修了者１２２人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
講師：京都ノートルダム女子大学　准教授　酒井久美子　氏
内容：①今！福祉時代　～現代社会の変化を知る～
　　　　②協働・連携の意味を知ろう　～今なぜ地域福祉なのか～
　　　　③どうする？どうなる！地域福祉　～私たちのまちを実感しよう～
　　　　④地域とくらしの課題、人のつながりの再構築　～地域福祉活動の大切さ～
　　　　⑤学区社協活動の必要性　～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～

○地域福祉活動ステップアップ講座
　育成講座での基本的な学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験発表から学び、
身近な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ
講座を開催した。
①対象：学区社協関係者、民生委員児童委員、地域福祉活動者、介護・福祉関係者、行政職員、市議
会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：草津総合病院副理事長　小山　茂樹　氏
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：大谷大学教授　山下　憲昭　氏
　内容：草津市の地域福祉活動を知る　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～

○福祉活動推進員育成講座
学区社協の担い手や後継者不足が問題となっている現状を解消すべく、学区社協の担い手、地域の
活動者となる「福祉活動推進員」（住民福祉活動計画の具現化に取り組むなど地域福祉推進のための
中核的役割を担う方）の育成のため実施する。具体的に、①地域で福祉活動をする人を増やす。②地
域福祉活動について理解者を増やすために、５日間の講座を通して学習を深める。

対象：市民、地域福祉活動者、学区社協関係者、民生委員児童委員、介護・福祉関係者、
　　　行政職員、県内社協職員など
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：①演題：福祉の風を感じよう！～知っておこう変化する社会とコミュニティデザイン～
　　　　　　講師：神戸女子大学　健康福祉学部　社会福祉学科　教授　小笠原　慶彰　氏
　　　　②貧困の時代に向き合う～子どもの貧困から考える～
　　　　　　講師：佛教大学　社会福祉援助技術　講師　佐藤　順子　氏
　　　　③２１世紀は心の時代～認知症や心の病になっても地域で暮らすこと～
　　　　　　講師：龍谷大学　社会学部　地域福祉学科　教授　荒田　寛　氏
　　　　③地域の暮らしの課題と人のつながりの再構築～地域福祉活動の大切さとは～
　　　　　　講師：福井県立大学　看護福祉部　社会福祉学科　教授　瓦井　昇　氏
　　　　④学区社協活動の必要性～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～
　　　　　　講師：大谷大学　文学部　社会学科　教授　山下　憲昭　氏

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近な地域で
福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ講座を開催
する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中

市社会福祉協議会

みんなでトーク
（地域福祉は、ご近所の
底力）

市民等で構成される団体やグループ（自治会、老人会、女性会、ボランティアグ
ループ等）からの要請に基づき、市職員が直接現地へ出向き、市の施策や事
業について説明、話し合い、互いに理解を深める「みんなでトーク（社会福祉課
テーマ：地域福祉は、ご近所の底力）」を実施する。
内容：地域福祉計画の目標や取り組みなどを、みんなで共有して、地域での人
と人とのつながりを大切に、共に生き、支え合う社会の実現について考える。
１回開催　参加人数：３５人

本年度から、市社協で行う「近所力アップ講座」と一本化し、市社会福祉協議会職員
によるより地域性に応じた内容で実施した。
頻度：１０回開催

内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き
地域の福祉が高まるよう支援した。

市社協で行う「近所力アップ講座」と一本化し、市社会福祉協議会職員によるより地域性に
応じた内容で実施する。
頻度：随時開催

内容：市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ、地域に出向き地域の
福祉が高まるよう支援する。 社会福祉課

福祉学習への参加
各小中学校にて実施されている。 各小中学校で実施されている。 各小中学校で実施されている。

学校教育課

平成２６年度　事業実績 担当課

福祉教育についての啓
発

地域福祉に関する講座
の開設

行政職員及び教職員の
福祉学習の推進

主な施策

基本施策２　生涯学習（社会教育）

事業名

基本方向３　福祉学習の推進

地域での子どもの体験
学習の開催

平成２７年度　事業予定平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書４０ページ

自主教室

市民センター（公民館）の円滑な運営を図ることおよび自主的なまちづくり活動
ならびに社会教育活動を推進することを目的とし、市民センターにおいて健康
体操やコーラス・ダンスなどの登録団体が活発に活動している。
登録団体：２６３団体

市民センター（公民館）の円滑な運営を図ることおよび自主的なまちづくり活動なら
びに社会教育活動を推進することを目的とし、市民センターにおいて健康体操や
コーラス・ダンスなどの登録団体が活発に活動している。
登録団体：２５７団体

市民センター（公民館）の円滑な運営を図ることおよび自主的なまちづくり活動ならびに社会
教育活動を推進することを目的とし、市民センターにおいて健康体操やコーラス・ダンスなど
の登録団体が活発に活動している。
登録団体：２５０団体

まちづくり協働課

総合型地域スポーツクラ
ブの推進

草津市および周辺在住者、または在勤者・在学者を対象に年間延べ１，４７１回
のスポーツの各種サークル、教室、イベントなどを開催し、参加者は延べ２２，５
４１人。
総合型地域スポーツクラブ「くさつ健・交クラブ」への補助金１，２００千円。
会員数：４５３人

草津市および周辺在住者、または在勤者・在学者を対象に年間延べ１，４４８回のス
ポーツの各種サークル、教室、イベントなどを開催し、参加者は延べ２５，４４３人。
総合型地域スポーツクラブ「くさつ健・交クラブ」への補助金１，１００千円。
会員数：５０２人（H27.3末）

草津市および周辺在住者、または在勤者・在学者を対象に年間延べ１，８０９回のスポーツ
の各種サークル、教室、イベントなどを開催し、参加者は延べ３１，７７３人を予定。
総合型地域スポーツクラブ「くさつ健・交クラブ」への補助金１，４００千円。
会員数：５５０人を予定。

スポーツ保健課

食育推進計画の推進
次期計画の策定（Ｈ２５）

○草津市食育推進計画策定委員会を設け、第２次草津市食育推進計画の策
定を行った。
委員会名：草津市食育推進計画策定委員会
開催回数：４回　委員人数：１７名（内　市民公募委員２名）
内容：第２次草津市食育推進計画の策定
決算額：４４６千円
○草津栗東守山野洲歯科医師会主催の「かむカムフェスタ２０１３」にてパネル
展示啓発を行い、滋賀県歯科医師会主催の「歯～トフル淡海２０１３」で食育
ブースを設け、食育の推進を行った。
参加者数：歯～トフル淡海２０１３　２７０人
○地域栄養士団体とらいあんぐるに委託を行い、幼児食を親子に学んでもらう
機会として「食を通した健康づくり推進事業」を実施した。
実施学(地)区：矢倉、玉川、志津南、渋川、笠縫
参加者数：大人４３人、幼児５１人
決算額：２００千円
○草津市健康推進員連絡協議会への委託により、「食育推進事業」および「離
乳食レストラン実施業務」を行い、乳幼児から高齢者までの食育に取り組んだ。
食育推進事業および健康づくり啓発事業実績：実施回数１７６回、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者延べ２３，１１１人
離乳食レストラン実績：２０回
決算額：１，４１９千円

Ａ．第２次草津市食育推進計画の推進のため、くさつヘルスアッププロジェクト
２０１４～食育推進事業～を立ち上げ、立命館大学協力のもと、様々な関係団体と
協力して事業の実施を行った。
　①食に関する意識調査
　草津市民３，０００人に対し、食生活状況や身体活動状況、けん診の受診など健康
づくりに関わる実態調査を実施。回答数８３２人。回答率２７．７％。
　②生活習慣に関する啓発
　主に青壮年期（３９歳まで）をターゲットとして、体力チェックや栄養相談などを大型
商業施設にて実施。（８～１２月　１回/月）５回開催　参加人数４０４人。
　③食生活に関する啓発
　青壮年期を対象とした料理教室を実施。
　　（９月コース平日夜３回　参加延人数５５人、１０月コース休日昼３回　参加延人
数５２人）
　④ヘルシーランチの提供事業
　草津市内のホテルレストラン２か所で、ヘルシーランチの提供事業を実施。５５２食
提供。
（１０～２月）
　⑤“食育の日”の取組み
　毎月１５日、大型商業施設に草津市産の野菜コーナーを設け、レシピ配布と試食
の提供を行い、地産地消および野菜摂取の啓発を実施。（５～３月　１回/月）
Ｂ．草津市食育推進懇話会
　食育関係団体の連携を目的として、懇話会を開催。
（２回/年８月と１月実施　委員人数１６名）
Ｃ．草津市健康推進員による食育
　草津市健康推進員連絡協議会への委託により、「食育推進事業」および「離乳食
レストラン実施業務」を行い、乳幼児から高齢者までの食育に取り組んだ。
食育推進事業および健康づくり啓発事業実績：実施回数９４回、
　参加者延べ８，１８４人　　離乳食レストラン実績：２０回
決算額Ａ１，３３６　千円、　Ｂ．１０４千円、　Ｃ１，３８３　千円

Ａ．くさつヘルスアッププロジェクト２０１５の実施【食と運動のヘルスチェックデー】
　①生活習慣に関する啓発
　主に青壮年期（３９歳まで）をターゲットとして、体力チェックや栄養相談などを大型商業施
設（２ヵ所）にて実施。（９～１２月　６回/年）
　②食生活に関する啓発【ヘルスアップ料理教室】
　青壮年期を対象とした料理教室を実施。
　　（５回／年）
　③“食育の日”の取組み【食育推進デー】
　大型商業施設（２ヵ所）の指定する食育の日に草津市産の野菜コーナーを設け、レシピの
紹介と配布を行い、地産地消および野菜摂取の啓発を実施。（５～３月　１回/月）
Ｂ．草津市食育推進懇話会
　食育関係団体の連携および情報交換を目的として、懇話会を開催。
（１回/年）
Ｃ．草津市健康推進員による食育のとりくみ
　草津市健康推進員連絡協議会への委託により、「食育推進事業」および「離乳食レストラ
ン実施業務」を行い、乳幼児から高齢者までの食育に取り組む。
予算額Ａ．Ｂ１，３３５　千円、　Ｃ１，４２５　千円

健康増進課

「いきいき百歳体操推進
事業」「草津歯・口からこ
んにちは体操」

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能
低下に陥ることを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるた
めに「いきいき百歳体操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域
活動グループ支援などを実施。
（地域介護予防活動支援事業費５，６０８千円）
いきいき百歳体操継続団体数：８９団体
草津歯・口からこんにちは体操継続団体数：４２団体
平成２５年度はいきいき百歳体操交流会を実施。また、出前講座・体操指導の
DVDを作成。体力評価をいきいき百歳体操サポーター虹に委託した。

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能低下
に陥ることを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるために「い
きいき百歳体操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域活動グループ
支援などを実施。
（地域介護予防活動支援事業費３，６８７千円）
・いきいき百歳体操継続団体数：１０３団体（H27.3.31末現在）
・草津歯・口からこんにちは体操継続団体数：５４団体（H27.3.31末現在）
・いきいき百歳体操交流会・・各団体の交流や親睦、地域での介護予防の意欲向上
を目的に実施した。（５３団体　１６３人参加）

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能低下に陥る
ことを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるために「いきいき百歳体
操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域活動グループ支援などを実施す
る。
（地域介護予防活動支援事業費６，６６９千円）
・いきいき百歳体操交流会・・各団体の交流や親睦、地域での介護予防の意欲向上を目的
に実施する。

長寿いきがい課

地域協働合校推進事業

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業にお
いて、子どもや青年層の多様な体験・参加の場の提供を行った。。
１３学区地域の実施事業数８３事業、参加者数１０，２９７人
１３小学校の実施事業数２９２事業、参加者数１１３，０９５人
６中学校の実施事業数８８事業、参加者数２６，２８９人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施しているふれあいまつり
などにおいて、子どもや青年層の多様な体験・参加の場の提供を行った。
・１３学区地域の実施事業数５５事業、参加者数１５，４５５人
・１３小学校の実施事業数２９８事業、参加者数１１５，４５９人
・６中学校の実施事業数７７事業、参加者数２１，９８４人

市内の１３学区の地域と小中学校による各推進組織が実施している事業において、子ども
や青年層の多様な体験・参加の場の提供を行う。

生涯学習課

地域子育て支援センター
の職場体験（中学生）の
受け入れ

子育て支援センターに中学校２年生の職場体験を受け入れ予定でしたが、中
学校より依頼が無かった。

子育て支援センターに中学校２年生の職場体験を受け入れ予定でしたが、中学校
より依頼が無かった。

子ども子育て推進室（子育て支援センター）に、子育て支援意識の高揚とキャリア教育のた
め、中学生等の若者世代の職場体験を積極的に受け入れていく。 子ども子育て推進室

幼稚園、保育園における
中学生保育体験の受け入
れ

対象：市立中学３年生および２年生生徒
場所および頻度：各幼稚園・保育園で５日間日程で１回
内容：、家庭科の授業の一環で、または、職場体験として、乳幼児保育を体験
し、将来の子育てに役立てることを目的に、市内各幼稚園・保育所で受け入れ
た。
決算額：０円

対象：市立中学３年生および２年生生徒
場所および頻度：各幼稚園・保育園で中学２年生５日間日程で１回及び中学３年生
１日日程で１回
内容：市内各幼稚園・保育園で家庭科の授業の一環で、または、職場体験として、
乳幼児保育を体験し、将来の子育てに役立てることを目的に受け入れた。
予算額：０円

対象：市立中学３年生および２年生生徒
場所および頻度：各幼稚園・保育園で中学２年生５日間日程で１回及び中学３年生１日日程
で１回
内容：中学生の保育の体験の機会を提供

幼児課

こどもエコクラブの充実

公益財団法人日本環境協会により展開されている事業であり、家族、学校のク
ラス、友達同士等でグループをつくり、登録ができるものである。平成１３年度に
は「こどもエコクラブの全国フェスティバル」が市内で開催され、それを契機に多
数のこどもエコクラブが活動をしている。情報誌や付録などを登録クラブへ配布
し、活動の活性化を図るとともに、広く周知し環境活動を体験するきっかけをつ
くる。
草津市内の登録クラブ数は７２クラブ、３，３４８名。

公益財団法人日本環境協会により展開されている事業であり、家族、学校のクラ
ス、友達同士等でグループをつくり、登録ができるものである。平成１３年度には「こ
どもエコクラブの全国フェスティバル」が市内で開催され、それを契機に多数のこども
エコクラブが活動をしている。情報誌や付録などを登録クラブへ配布し、活動の活性
化を図るとともに、広く周知し環境活動を体験するきっかけをつくる。
草津市内の登録クラブ数は７４クラブ、３，３５４名。

引き続き小学校においては環境教育部会、また、幼保施設においては園長会、所長会など
での周知に努めてこどもエコクラブの活動の輪を広げるとともに、登録クラブに対しては、環
境情報誌等を配布し、環境活動体験のきっかけづくりに取り組む。

環境課

パワフル交流・市民の日

「パワフル交流・市民の日」を実施し、市民協働に関する情報発信や交流、学習
の場づくり、市民主体のまちづくり活動への理解を深めることで、市民活動への
参加者や支援者を増やすとともに、市民活動と行政における協働のまちづくり
の推進を図った。
また、「くさつ市民アート・フェスタ」や「福祉を考える市民の集い」等との同時開
催により、幅広い分野や年齢層を対象とし、体験やふれあいの場をつくることが
できた。（イベント総称：市民ふれあい秋まつりinくさつ）

「パワフル交流・市民の日」を開催し、市民協働に関する情報発信や交流、学習の
場づくり、市民主体のまちづくり活動への理解を深めることで、市民活動への参加者
や支援者を増やすとともに、市民活動団体と行政における協働のまちづくりの推進
を図った。
本年は市制６０周年関連事業に位置づけ、「くさつ市民アートフェスタ」「福祉を考え
る市民のつどい」「くさつ子どもフェスタ」「上水道５０周年記念事業」「耐震化セミ
ナー」も同時開催し、幅広い分野や年齢を対象とし、体験やふれあいの場をつくるこ
とができた。（イベント総称：市民ふれあい秋まつりinくさつ）

　「パワフル交流・市民の日」を開催し、市民協働に関する情報発信や交流、学習の場づく
り、市民主体のまちづくり活動への理解を深めることで、市民活動への参加者や支援者を増
やすとともに、市民活動団体と行政における協働のまちづくりの推進を図る。
　平成３０年度には、（仮）市民総合交流センターがオープンすることから、今年度は、実行
委員会とイベントのあり方を再検証しながら開催する。

まちづくり協働課

平成２６年度　事業実績事業名

地域での世代を超えた
サークル活動の促進

基本方向３　福祉学習の推進

平成２７年度　事業予定

健康づくりや食育等を視
点とした世代間交流の
促進

担当課主な施策

子どもや青年層の多様
な体験・参加の場の提
供

基本施策３　交流・ふれあいの場づくり

平成２５年度　事業実績
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基本目標１　みんなで育てあう人づくり

※地域福祉計画書４０ページ

地域密着型サービス事業
所と地域とのネットワーク
化に向けての支援

事業所が立地する地域と事業所とのネットワークの充実を進めるため、情報提
供や機会の提供等を行った。

事業所が立地する地域と事業所とのネットワークの充実を進めるため、情報提供や
機会の提供等を行った。

事業所が立地する地域と事業所とのネットワークの充実を進めるため、情報提供や機会の
提供等を行う。

介護保険課

草津市いきいきふれあい
大運動会

市内の障害児者とボランティア及び地域住民が一堂に会し、スポーツを通じて
相互の親睦と体力の維持・増強を図り、地域社会との交流を深めることを目的
とする。
内容：５０ｍ走、パン食い競争、玉入れ　等
　　　　模擬店の開催

市内の障害児者とボランティア及び地域住民が一堂に会し、スポーツを通じて相互
の親睦と体力の維持・増強を図り、地域社会との交流を深めることを目的とする。
内容：５０ｍ走、パン食い競争、玉入れ　等
　　　　模擬店の開催

市内の障害児者とボランティア及び地域住民が一堂に会し、スポーツを通じて相互の親睦と
体力の維持・増強を図り、地域社会との交流を深めることを目的とする。
内容：５０ｍ走、パン食い競争、玉入れ　等
　　　　模擬店の開催

障害福祉課

ふれあいまつり
開催数：１３回 開催数：１３回 開催数：１３回

まちづくり協働課

ボランティアフェスティバ
ルの開催（Ｈ２４～）

対象：ボランティアセンター登録ボランティア（地域サロンボランティア）と市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発とし
て実施。市内の中学・高校の学生が多数ポランティアとして参加。また飲食・物
販・啓発ブースには企業の出展を呼びかけた。
決算額：５７７千円

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置することによりセ
ンター機能をさらに強化した。
ボランティア紹介、ボランティアグループリストの作成を行った。
ボランティアのきっかけづくりとしてボランティア入門講座を開催した。

＜ボランティア入門講座（ボランティアはじめま専科）＞
○第１回「ボランティア入門基礎講座」
場所：市社協大１階会議室
内容：住民参加「お互いさま」のまちづくり
講師：大谷大学　教授　山下　憲昭　氏
対象：市民
参加者：２７人

○第２回「ボランティア入門体験Ⅰ」
場所：市社協１階大会議室
内容：①点字体験
　　　　②身近な物で手づくり体験
講師：①点字グループあゆみ会
　　　　②地域福祉サポーターとんかち
対象：市民
参加者：１３人
　
○第３回「ボランティア入門体験Ⅱ」
場所：市社協１階大会議室
内容：傾聴ボランティア体験
講師：子ども子育て応援センター
　　　　心のダイヤル相談員　高橋　美恵子　氏
対象：市民
参加者：１８人

○第４回「ボランティア入門体験Ⅲ」
場所：市社協
内容：ボランティアフェスティバル
　　　　市ボランティア連絡協議会交流会での体験
対象：市民
参加者：１０人

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置する
ことによりセンター機能を強化。
ボランティアの受給調整、ボランティアグループリストの作成を行う。

市社会福祉協議会

地域支え合い体制づくり
事業

人と人とのつながりづくりを目的に整備した地域活動拠点において、地域特性
に合った活動を展開する。
草津学区　立ち寄りカフェゆかい家
・地域に住むみんなが主役となって考え、支え合い協力して、誰もが安心してく
らせるまちづくりの実現に向けた活動や事業をすすめる。
志津南地区　ふれあいハウス「絆」
・平成２２年３月に志津南地区住民福祉活動計画を策定し、基本理念である「ふ
れあいを大切にして人にやさしい人づくり・まちづくり」～楽しく暮らそう老いても
健康　子どもたちもいきいきと遊び学べる地域づくり～を掲げ、その活動プログ
ラムのひとつであるふれあいの場所を確保し、各町内会に小さなふれあいグ
ループを結成した。

今年度より、高齢者や障害者等を地域で支える仕組みのひとつとして地域支え合い
運送支援事業を実施した。今年度は山田学区と志津南学区に車両の貸出しを行
い、各学区で事業が実施され、住民間で支える仕組みの１つである送迎活動が始
まった。
また、周知を目的とした調印式や研修会の開催、運行実施学区を対象とした安全運
転講習会や意見交換会を実施し、円滑かつ安全に事業実施できるよう支援した。

＜調印式＞
場所：市社協
対象：市社協理事・評議員、単位民児協会長、事業実施学区の住民、市社会福祉
課
参加者：４４人

＜安全運転講習会＞
場所：市社協
内容：送迎運転の心得
講師：草津警察署交通安全課職員、市社協職員
対象：送迎ボランティア
参加者：２５人
　
＜研修会＞
場所：市社協
内容：地域支え合い運送事業～草津市でスタートした新たな地域福祉活動～
講師：山田学区社会福祉協議会会長　岡　顯朗　氏
　　　　志津南学区社会福祉協議会会長　小野　栄祐　氏
対象：学区社協関係者、まち協役員、民児協地域福祉部会員、市行政　等
参加者：６０人

昨年度に続き、高齢者や障害者等を地域で支える仕組みのひとつとして地域支え合い運送
支援事業を実施する予定である。今年度は新たに２学区に車両の貸出しを行い、各学区で
事業が適正に実施されるよう支援する。

予算額　４，０７２千円

市社会福祉協議会
社会福祉課

基本方向３　福祉学習の推進
基本施策３　交流・ふれあいの場づくり

社会福祉施設の地域へ
の開放や地域住民との
交流の促進

主な施策

【重点プログラム４-①】
身近な地域での交流の
場づくり

平成２７年度　事業予定 担当課平成２６年度　事業実績平成２５年度　事業実績

☆

事業名
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４２ページ

民生委員児童委員活動に
関するPR

市民に民生委員児童委員の活動について理解をしていただき、各地域での連
携を図り、福祉の推進に努める。
草津市ホームページに民生委員児童委員の活動について掲載しいる。
イベント等において、草津市民生委員児童委員協議会がブースを設置し、民生
委員児童委員について市民への周知を図る。
平成２５年１２月の一斉改選に伴い、地域の担当民生委員について広報くさつ１
２月１５日号にて周知を行った。

・民生委員児童委員の活動について理解をしていただき、社会福祉制度の適切な
活用が図られるよう、周知に努めた。
・草津市ホームページに民生委員児童委員の役割等について掲載した。
・イベント等において、草津市民生委員児童委員協議会がブースを設置し、民生委
員児童委員について市民への周知を図った。

・民生委員児童委員活動の理解が進むよう、「広報くさつ」特集記事への掲載等を行う。
・草津市ホームページに民生委員児童委員の役割等について掲載する。
・イベント等において、草津市民生委員児童委員協議会がブースを設置し、民生委員児童
委員について市民への周知を図る。

社会福祉課

民生委員児童委員協議
会事務局

市社協は、民児協事務局として学区担当制を導入し、個別援助活動が円滑に
行えるよう情報提供やアドバイスを行い、活動を支援した。
市社協ホームページに民生委員児童委員活動について掲載。福祉を考える市
民のつどいにおいては、市社協ブースの中に民生委員児童委員の学区活動紹
介コーナーを設置し、市民への周知を図った。
市民児協としては、民生委員児童委員の活動を地域の住民に知ってもらうた
め、学区民児協の広報紙を作成し、全戸配布しており、また、児童虐待防止や
高齢者を狙った悪質商法など、その年その年に注目する話題を掲載したリーフ
レット「こばと」を作成し、全戸配布している。

市社協は、市民児協事務局として民生委員児童委員による個別援助活動が円滑に
行えるよう情報提供やアドバイスを行い、活動を支援した。
市社協ホームページに民生委員児童委員福祉実態調査の掲載や、福祉を考える市
民のつどいで、市社協ブースの中に民生委員児童委員の学区活動紹介コーナーを
設置して市民へ民生委員児童委員の周知を図った。（学区活動紹介で使用したパ
ネルは、各学区の行事等で啓発を行うために使用されている。）
単位民児協ごとに民生委員児童委員活動の周知を行う情報誌「こばと」を作成する
ための支援を行った。
・市民児協５部会２委員会１連絡会の支援
・総務委員会３回、総務会９回

事務局担当の職員を配置し、毎月１回の総務会開催（必要に応じ総務委員会を開催）や他
の市社協職員が５部会２委員会１連絡会を担当し、活動を支援する。
情報提供やアドバイスを行い、円滑な個別援助活動を支援していく。
市社協ホームページや関連イベント等で、工夫をして市民に広く民生委員児童委員の活動
の周知を行う。
単位民児協ごとに民生委員児童委員活動の周知を行う情報誌「こばと」を、今年度は市民
児協で一本化して作成し、市民の方々に手に取ってもらいやすい広報誌づくりを目指し、民
生委員児童委員のさらなる周知を図る。

市社会福祉協議会

学区・地区・区社協活動
推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協
がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐ
るみの見守り、支えあい活動を推進。特に医療と福祉を考える会議は、老上学
区、笠縫東学区が継続して実施しており、山田学区は平成２５年度から実施し
ている。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。

・地域福祉活動推進委員会　３回　　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

徘徊SOSネットワーク事業

認知症の徘徊症状により行方不明になる高齢者が出た場合に、迅速にＳＯＳ
ネットワーク機関に情報提供し、早期発見につなげた。「安心」が得られるまち
づくりに関する協定の締結事業者にもＳＯＳネットワークに加入いただき、ＳＯＳ
ネットワークの見守り体制の強化を図った。
また、認知症サポーター養成講座等により、市民にも認知症の理解を啓発し、
地域での見守り体制の強化を図った。今年度、地域の見守り体制の強化を図る
ため、新たに「地域見守り声かけ訓練」を駒井沢町内で実施した。

認知症の徘徊症状により行方不明になる高齢者が出た場合に、迅速にＳＯＳネット
ワーク機関に情報提供し、早期発見につなげた。新しく「認知症の人にやさしいお
店」になった事業所にもSOSネットワークへの加入を呼びかけ、ＳＯＳネットワークの
見守り体制の強化を図った。
また、認知症サポーター養成講座等により、市民にも認知症の理解を啓発し、地域
での見守り体制の強化を図った。地域の見守り体制の強化を図るため、昨年度に引
き続いて「地域安心声かけ訓練」を駒井沢町内で実施した。

認知症の徘徊症状により行方不明になる高齢者が出た場合に、迅速にＳＯＳネットワーク機
関に情報提供し、早期発見につなげる。また、事前登録制により、さらに迅速な対応ができ
るようにする。
新しく「認知症の人にやさしいお店」になった事業所にもSOSネットワークへの加入を呼びか
け、ＳＯＳネットワークの見守り体制の強化を図る。また、認知症サポーター養成講座等によ
り、市民にも認知症の理解を啓発し、地域での見守り体制の強化を図る。地域の見守り体
制の強化を図るため、「地域安心声かけ訓練」の開催場所を増やす。

長寿いきがい課

要保護児童対策地域協
議会運営業務

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回
　　実務者会議　年６回
　　個別ケース検討会議　年１２２回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　年１３７回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　随時実施
　　関係機関連絡調整会議　年11回
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）

子ども家庭課

学区・地区・区社協活動
推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

・くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社
協がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域
ぐるみの見守り、支えあい活動を推進する。
・市社協プロジェクト会議を実施し、地域での学区社協活動の位置や役割につ
いて検討する。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。

・地域福祉活動推進委員会　　３回　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

セーフティネットの構築

地域懇談会への各種地
域団体や社会福祉施設
等の参加促進

主な施策

基本施策１　各種活動団体の連携強化

民生委員児童委員活動
の市民に対する周知

平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績 担当課

基本方向１　地域のネットワークづくり

事業名 平成２５年度　事業実績
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４３ページ

身近な相談者としての民
生委員児童委員のスキル
アップのための研修の参
加や開催

・生活課題に直面した住民への個別援助活動への対応、生活福祉資金等の貸
付等、生活困窮者の相談に連携して対応する。
・心配ごと相談所の周知を行う。
・各学区民児協の担当性と市民児協部会担当性をとり、民児協への支援を高
めた。

市社協は市民生委員児童委員協議会事務局を担い、情報提供やアドバイスを行う
とともに、個別援助活動が円滑にできるよう次の研修などの開催や支援を行った。
・県民児協連主催の研修会
・市社協主催の研修会（福祉活動推進員育成講座、ステップアップ講座等）
・湖南４市会長等交流会
・湖南４市主任児童委員交流会
・部会委員会連絡会研修
・総務委員研修を２月に実施。湖南３市にも声をかけ、合同で開催。
　参加者：湖南４市の民生委員児童委員会長・副会長

市民生委員児童委員へ制度・施策等についての情報提供を行うとともに、個別援助活動が
円滑にできるよう次の研修などの開催や支援を行う。
・県民児協連主催の研修会
・市社協主催の研修会（福祉活動推進員育成講座、ステップアップ講座等）
・湖南４市会長等交流会
・湖南４市主任児童委員交流会
・部会委員会連絡会研修

市社会福祉協議会

福祉のあらましの配布
新任民生委員児童委員を
対象とした福祉のあらまし
研修会の開催（Ｈ２５）

○「草津市福祉のあらまし」の配布
草津市健康福祉部および子ども家庭部において、 乳幼児から高齢者まで、 市
民生活に関かわりの深い福祉 、健康 、年金、保険などの施策・事業を実施し
ており、これらの施策・事業を取りまとめ、市民に活用していただくために、毎年
「草津市福祉のあらまし」を作成。この冊子が、市民の多様な相談に対応する
際の参考となるよう民生委員児童委員に配布する。また、平成２５年１２月の民
生委員児童委員一斉改選にあわせ、全民生委員を対象とした福祉のあらまし
研修会を１２月１７日に開催した。

・市民からの相談に適切に対応できるよう、健康福祉部および子ども家庭部におい
て実施している、 市民の生活に関かわりの深い「福祉」、「健康」 、「年金」、「保険」
などの施策・事業などを取りまとめた「草津市福祉のあらまし」の冊子を作成した。

・健康福祉部、子ども家庭課、市民センター、隣保館、草津市社会福祉協議会の職
員、ＮＰＯ法人等福祉関係者を対象に研修会を開催した。

　平成２６年６月２４日開催　　参加延べ人数５３人

・市民からの相談に適切に対応できるよう、健康福祉部および子ども家庭部において実施し
ている、 市民の生活に関かわりの深い「福祉」、「健康」 、「年金」、「保険」などの施策・事業
などを取りまとめた「草津市福祉のあらまし」の冊子を作成する。

・健康福祉部、子ども家庭課、市民センター、隣保館、草津市社会福祉協議会の職員、ＮＰ
Ｏ法人等福祉関係者を対象に研修会を開催する。 社会福祉課

要保護児童対策地域協
議会運営業務
ひとり親家庭支援事業

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回
　　実務者会議　年６回
　　個別ケース検討会議　年１２２回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立機関との連携
　　母子自立支援員２名、５，２４９千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　年１３７回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，５８５千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　随時実施
　　関係機関連絡調整会議　年11回
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，６４２千円

子ども家庭課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

障害者福祉センターを中心として、他の相談支援事業所とも連携して包含的な
相談支援体制の強化に努める。
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

障害者福祉センターを中心として、他の相談支援事業所とも連携して包含的な相談
支援体制の強化に努める。
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

障害者福祉センターを中心として、他の相談支援事業所とも連携して包含的な相談支援体
制の強化に努める。
・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

障害福祉課

人権相談

常設相談：毎週火～土曜日　ＡＭ９時～ＰＭ４時
人権擁護委員相談：毎週第一、第二火曜日　ＰＭ１時３０分～４時３０分
弁護士相談：毎週第４火曜日　ＰＭ１時３０分～４時３０分（原則、事前予約要）
予算額：３，４５６千円

常設相談：　　　毎週火～土曜日　ＡＭ９時～ＰＭ４時
人権擁護委員相談：毎週月曜日　ＡＭ９時～ＰＭ４時
弁護士相談：毎週第４火曜日　ＰＭ１時３０分～４時３０分（原則、事前予約要）
決算額：３，２０９千円

常設相談：　　　毎週火～土曜日　ＡＭ９時～ＰＭ４時
人権擁護委員相談：毎週月曜日　ＡＭ９時～ＰＭ４時
弁護士相談：毎週第４火曜日　ＰＭ１時３０分～４時３０分（原則、事前予約要）
予算額：３，５４０千円

人権センター

総合相談事業（Ｈ２３、Ｈ２
５）
地域ケアシステムに関す
る研修会（Ｈ２４）

○総合相談事業
平成２５年７月から各中学校区に１カ所ずつ圏域地域包括支援センターを新た
に設置し、地域の高齢者の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、
医療・福祉・介護などの関係機関とのネットワークの構築を図った。
予算：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１５７,１３２千円
決算額：１５０，２４６千円

○総合相談事業
各中学校区に１カ所ずつ設置している圏域地域包括支援センターにおいて、地域の
高齢者の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、医療・福祉・介護などの
関係機関とのネットワークの構築を図った。
予算：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１４３，０４９千円
決算額：１４２，４６６千円

○総合相談事業
各中学校区に１カ所ずつ設置している圏域地域包括支援センターにおいて、地域の高齢者
の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、医療・福祉・介護などの関係機関との
ネットワークの構築を図った。
予算：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１４３，７３８千円

長寿いきがい課

心配ごと相談所の開設

対象：市民
内容：住民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　ゆかい家）
日曜相談：毎月第二日曜日、１３時～１６時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
２カ月に一度相談員連絡協議会を開催し、相談員同士の情報共有を図り、また
スキルアップのための研修会を実施した。
決算額：１，７６３千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設し、相談機能の
充実を図った。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　草津市役所社会福祉課前相談室）
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
相談件数：４４５件
・年４回発行の市社協広報誌「社協くさつ」に開設案内を毎回掲載し、周知に努め
た。
・相談員連絡協議会を年６回開催し、相談員同士の情報共有を図り、またスキル
アップのための研修会を実施した。
　＜相談員研修会＞
　　開催日：平成２６年１１月１９日（水）
　　場所：草津市立アミカホール
　　内容：「離婚」についての講義
　　講師：京町法律事務所　弁護士　田口勝之　氏
　　対象：相談員
　　参加者：５人

決算額：１，６２９千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設し、相談機能の充実を図
る。
定例相談：月曜日～金曜日、１０時～１５時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
・年４回発行の市社協広報誌「社協くさつ」に開設案内を毎回掲載し、周知を行う。
・相談員連絡会は年６回開催する。相談員同士が相談内容の傾向や対応について共有し、
相談活動の充実を図る。
・相談員のスキルアップのため、相談内容の傾向に沿った研修会を実施する。

予算額：１，７３１千円
市社会福祉協議会

平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績 担当課

地域の身近な相談窓口
と市行政の各担当窓口
等との連携強化

市社協の心配事相談の
充実

専門相談機関と市行政
各担当窓口、専門相談
機関同士の連携強化

基本方向１　地域のネットワークづくり

主な施策

基本施策２　相談・対応ネットワーク体制の

事業名 平成２５年度　事業実績
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４３ページ

☆

学区・地区・区社協活動
推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

・くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社
協がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域
ぐるみの見守り、支えあい活動を推進する。
・市社協プロジェクト会議を実施し、地域での学区社協活動の位置や役割につ
いて検討する。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。
　
・地域福祉活動推進委員会　３回　　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４４ページ

学区社協の活動と社会福
祉施設や企業、商店との
連携の促進（Ｈ２４～）

・草津学区社協のゆかい家は、元喫茶店舗を再現し学区の社会福祉・地域福
祉・まちづくりの住民の拠点として民児協の参画を得て運営している。
・医療福祉を考える会議に参画するとともにメンバーである学区社協を側面的
に支援している。(老上学区、笠縫東学区、山田学区)

・草津学区社協のゆかい家は、元喫茶店舗を再現し学区の社会福祉・地域福祉・ま
ちづくりの住民の拠点として民児協の参画を得て運営している。
・医療福祉を考える会議に参画するとともにメンバーである学区社協を側面的に支
援している。(老上学区、笠縫東学区、山田学区)

・草津学区社協のゆかい家は、元喫茶店舗を再現し学区の社会福祉・地域福祉・まちづくり
の住民の拠点として民児協の参画を得て運営しており、今年度も継続的に支援を行う。ま
た、新たに社会福祉施設の建物などを活用した住民による交流の場づくりへの協力を進め
る。
・医療福祉を考える会議に引き続き参画するとともに、メンバーである学区社協を側面的に
支援していく。(老上学区、笠縫東学区、山田学区)
なお、新たな学区の会議（草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区）への参画を図ってい

市社会福祉協議会

基本方向１　地域のネットワークづくり
基本施策２　相談・対応ネットワーク体制の

主な施策 事業名 平成２５年度　事業実績 平成２６年度　事業実績

平成２６年度　事業実績 平成２７年度　事業予定

【重点プログラム２-①】
市社協による福祉分野
のプラットホームの場づ
くりの促進

平成２５年度　事業実績主な施策

平成２７年度　事業予定

基本方向１　地域のネットワークづくり

担当課

担当課事業名

基本施策３　サービス提供事業者や企業、

地域と社会福祉施設や
企業、商店との連携の
促進
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４６ページ

地域サロン活動支援員配
置事業補助

町内会単位で実施される地域サロンの普及啓発、活動推進のため支援員を市
社会福祉協議会に配置した。
決算額：２，１６２千円　１名

町内会単位で実施される地域サロンの普及啓発、活動推進のため支援員を市社会
福祉協議会に配置した。
決算額：２，１４７千円　１名

町内会単位で実施される地域サロンの普及啓発、活動推進のため支援員を市社会福祉協
議会に配置する。
予算額：２，０５４千円　１名

長寿いきがい課

学区社協活動

小地域福祉活動の中心的な役割を担う学区・地区・区社会福祉協議会の支援
を行う。
実績：学区社協会長会の開催（月１回）
　　　　学区・地区・区社協が実施する事業に対する助成（１学区３６万）
　　　　定期的な学区・地区・区社協からの相談

地域福祉活動の中心的な役割を担う学区・区社会福祉協議会の支援を行う。
実績：学区社協会長会の開催（月１回）
　　　　学区・区社協が実施する事業に対する助成（１学区３６万円）
　　　　学区・区社協からの相談対応（２５２回）
　　　　福祉活動推進員育成講座、地域福祉活動ステップアップ講座
　　　　地域支え合い運送支援事業
　　　　学区社協活動共同募金助成
　　　　地域福祉コーディネーターによる学区社協活動支援
　　　　福祉委員設置促進
　　　　地域福祉活動推進の支援強化
　　　　地域福祉活動集作成（便覧）

地域福祉活動の中心的な役割を担う学区・区社会福祉協議会の支援を行う。
学区社協会長会の開催（月１回）
学区・区社協が実施する事業に対する助成（１学区３６万円）
学区・区社協からの相談対応
福祉活動推進員育成講座、地域福祉活動ステップアップ講座
地域支え合い運送支援事業
学区社協活動共同募金助成
地域福祉コーディネーターによる学区社協活動支援
福祉委員設置促進
地域福祉活動推進の支援強化
地域福祉活動集作成（便覧）

市社会福祉協議会

「いきいき百歳体操推進
事業」「草津歯・口からこ
んにちは体操」

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能
低下に陥ることを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるた
めに「いきいき百歳体操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域
活動グループ支援などを実施。
（地域介護予防活動支援事業費５，６０８千円）
いきいき百歳体操継続団体数：８９団体
草津歯・口からこんにちは体操継続団体数：４２団体
平成２５年度はいきいき百歳体操交流会を実施。また、出前講座・体操指導の
DVDを作成。体力評価をいきいき百歳体操サポーター虹に委託した。

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能低下
に陥ることを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるために「い
きいき百歳体操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域活動グループ
支援などを実施。
（地域介護予防活動支援事業費３，６８７千円）
・いきいき百歳体操継続団体数：１０３団体（H27.3.31末現在）
・草津歯・口からこんにちは体操継続団体数：５４団体（H27.3.31末現在）
・いきいき百歳体操交流会・・各団体の交流や親睦、地域での介護予防の意欲向上
を目的に実施した。（５３団体　１６３人参加）

地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能低下に陥る
ことを予防し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるために「いきいき百歳体
操」「草津歯・口からこんにちは体操」の出前講座や地域活動グループ支援などを実施す
る。
（地域介護予防活動支援事業費６，６６９千円）
・いきいき百歳体操交流会・・各団体の交流や親睦、地域での介護予防の意欲向上を目的
に実施する。

長寿いきがい課

健康相談

・定例健康相談
　旧地域改善対策特別措置法第１条による健康相談
　（３地域：１回/週、１地域：１回/月。１地域は夜間相談１回/２カ月）
　開催回数：１６９回　来所者数：１，８３５人（延べ人数）
・生活習慣病相談
　実施回数：４回　相談者数：４人
・栄養相談
　実施回数：１６回　相談者数：１８人
決算額：１１千円

・定例健康相談
　旧地域改善対策特別措置法第１条による健康相談
　（３地域：１回/週、１地域：１回/月。１地域は夜間相談１回/２カ月）
　開催回数：１７０回　来所者数：２１８３人（延べ人数）
・生活習慣病相談
　実施回数：１０回　相談者実数：９人
・栄養相談
　実施回数：２２回　相談者実数：１８人
決算額：６千円

・定例健康相談
　旧地域改善対策特別措置法第1条による健康相談
　（３地域：１回/週、１地域：１回/月）
　開催回数１７１回予定
・生活習慣病相談
　設定相談回数　３４回
・栄養相談
　設定相談回数　３４回
予算額：１９千円

健康増進課

健康教育

・依頼による健康教育　　開催回数：２３回　　参加者数：５７３人（延べ数）

・健康増進課主催の健康教育
　・禁煙チャレンジ（個別健康教育）　開催回数：０回
　・離乳食レストラン　　開催回数：２０回　参加者数：５７９人
　・ツインズフレンズ　　開催回数：４回　　参加人数：１５３人（延べ数）
　・健康推進員研修会・養成講座等　開催回数：１９回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数：６４８人（延べ数）
決算額：８００千円(健康教育費）

・依頼による健康教育　　開催回数：１８回　　参加者数：３７７人（延べ数）

・健康増進課主催の健康教育
　・禁煙チャレンジ（個別健康教育）　　開催回数：２ 回
　・離乳食レストラン　　開催回数２０回　参加者数：５７３人
　・ツインズフレンズ　　開催回数：４回　参加人数：１１４人（延べ数）
　・健康推進員研修会・養成講座等　　開催回数：２１回
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者数：６４３人（延べ数）
決算額：７４６千円（健康増進費　健康教育費）

・依頼による健康教育：設定内容は①自殺対策②歯の健康③乳幼児の健康の３項目。

・健康増進課主催の健康教育
　・禁煙チャレンジ（個別健康教育）　　設定相談回数：３４回
　・離乳食レストラン　開催回数２０回
　・ツインズフレンズは平成２７年度より、子ども子育て推進室が担当する。
　・健康推進研修会・養成講座等開催予定

決算額：９２０千円（健康増進費　健康教育費）

健康増進課

市社会福祉協議会による
活動団体の紹介

年４回発行（社協くさつ）
学区社協やボランティア活動などがさらによりわかりやすく紹介できるように写
真を多く取り入れ、住民に身近な地域の福祉活動や話題を掲載するなど内容
の充実に努めた。

年４回発行（社協くさつ）
学区社協やボランティア活動などがさらによりわかりやすく紹介できるように写真を
多く取り入れ、住民に身近な地域の福祉活動や話題を掲載するなど内容の充実に
努めた。

年４回発行（社協くさつ）
学区社協やボランティア活動などがさらによりわかりやすく紹介できるように写真を多く取り
入れ、住民に身近な地域の福祉活動や話題を掲載するなど内容を充実させる。

市社会福祉協議会

地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○地域福祉活動ステップアップ講座
　育成講座での基本的な学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の
経験発表から学び、身近な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身
につけていただくためのステップアップ講座を開催した。
①対象：学区社協関係者、民生委員児童委員、地域福祉活動者、介護・福祉関係
者、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：草津総合病院副理事長　小山　茂樹　氏
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、行政職員、市議
会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：大谷大学教授　山下　憲昭　氏
　内容：草津市の地域福祉活動を知る
　　　　　　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～
　参加者：９６人

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近
な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップ
アップ講座を開催する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中

市社会福祉協議会

広報くさつにて活動団体
の紹介

毎年、広報くさつにおいて、福祉特集を組み、福祉の制度等について掲載して
おり、今年度はコミュニティ・ビジネスについて紹介し、ＮＰＯ法人寝屋川あいの
会理事長三和清明氏を招いた講演会の案内を行った。

福祉関係者からの相談はなく、「草津市コミュニティビジネス育成費補助金」の利用
はなかった。

　関係機関と連携し、今後も「草津市コミュニティビジネス育成費補助金」の周知、啓発を行
う。

社会福祉課

平成２７年度　事業予定

基本施策１　住民活動の促進

主な施策

地域福祉活動等の先進
事例の情報提供

平成２６年度　事業実績 担当課事業名

基本方向２　地域資源の有効な活用

地域の特性に合った小
地域福祉活動の促進

平成２５年度　事業実績
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４６ページ

学区・地区・区社協広報
発行

学区社協の広報を発行することで、地域の福祉活動等のＰＲにつながってお
り、学区社協の活動を紹介することで、地域福祉活動への理解を深める。各学
区で年２・３回発行し、学区民全世帯に配布する。

学区社協の広報を発行することで、地域の福祉活動等のＰＲにつながっており、学
区社協の活動を紹介することで、地域福祉活動への理解を深める。各学区で地域
の各種団体と連携・協力し、年２・３回発行している。

学区社協の広報を発行することで、地域の福祉活動等のＰＲにつながっており、学区社協の
活動を紹介することで、地域福祉活動への理解を深める。各学区で地域の各種団体と連
携・協力し、年２・３回発行している。
また、今年度より市の各担当課にも学区社協の広報紙を配布し、学区社協活動のより広い
啓発を図る。

市社会福祉協議会

ボランティア情報紙「よ
みーな」発行

ボランティアセンターの啓発、ボランティア活動の支援や情報提供として、年３
回発行。

市ボランティアセンターの啓発、ボランティア活動の支援や情報提供を充実して、年
２回発行した。活動助成金の案内やボランティア募集、社協事業紹介等、内容の充
実を図った。ボランティアセンター登録グループや市内福祉施設、学区社協、民児
協、各関係施設等に配布した。

今年度のテーマを 「ボランティアさんが得する情報紙」とし、活動に役立つ情報やコラム等を
掲載し、年３回発行する。

市社会福祉協議会

市社協広報紙「社協くさ
つ」の発行
社協のしおりの発行
ホームページの運営
学区・地区・区社協便覧
の作成

市社協広報紙「社協くさつ」を年４回発行し、全戸配布した。地域サロンやボラン
ティア活動、社協事業をわかりやすく紹介した。
ホームページにタイムリーな地域福祉活動の情報を掲載し、住民の関心を高め
た。社協キャラクター「ふくちゃん」を活用し、ＳＮＳによる情報発信を行った。
市内１３学区・地区・区社協の小地域福祉活動をまとめた小冊子「学区社協便
覧」を作成した。

・「社協くさつ」を年４回発行し、全戸配布した。地域サロンやボランティア活動、社協
事業をわかりやすく紹介した。
・社協事業を紹介し地域福祉活動を広めるため携帯サイズの社協のしおりを２，００
０部作成した。
・ホームページにタイムリーな地域福祉活動の情報を掲載し、住民の関心を高め
た。
・市内１３学区・地区・区社協活動をまとめた小冊子「学区社協便覧」を作成した。

・市社協広報紙「社協くさつ」を年４回発行し、全戸配布する。地域サロンやボランティア活
動、社協事業をわかりやすく紹介し、興味・感心をもってもらえるよう紙面に工夫を凝らす。
・ホームページは誰にとっても見やすく、タイムリーな地域福祉活動の情報を掲載し、住民の
関心が高まるような画面のリメイク立案を行う。また、社協キャラクター「ふくちゃん」を活用
し、SNSによるリアルタイムな情報を子どもから大人まで幅広く市民に発信し、届ける。
・社協事業を分かりやすく紹介したハンディサイズのしおりを作成する。
・市内１３学区・区社協活動を詳細にまとめた小冊子「学区社協便覧」を作成する。

市社会福祉協議会

ふれあいまつり
開催数：１３回 開催数：１３回 開催数：１３回 まちづくり協働課

基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４７ページ

ボランティア活動者交流
会での大学生の参画（Ｈ２
３）
ボランティアフェスティバ
ルの開催（Ｈ２４～）

○ボランティアフェスティバルの開催
対象：ボランティアセンター登録ボランティア（地域サロンボランティア）と市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発とし
て実施。市内の中学・高校の学生が多数ポランティアとして参加。また飲食・物
販・啓発ブースには企業の出展を呼びかけた。
決算額：５７７千円

○ボランティアフェスティバルの開催
対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実
施した。子どもへの福祉啓発として福祉映画の上映、市民や介護・看護・福祉関係
者を対象に地域医療福祉講演会を行った。
参加者：市内の中学・高校の学生、市内外の大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また飲食・物販・啓発ブースには福祉施設、企業
の出店を呼びかけ、１８ヶ所の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催するボラ連加入グループの交流会を同日に行
い、市民に向けてもボランティア活動の啓発を行うことで、ボランティア同士の交流
だけではなく、広く市民にボラ連の活動を紹介でき、ボランティアグループに参加さ
れた方もあった。　　決算額：６８６千円

○ボランティアフェスティバルの開催
対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実施する。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉施設や企業の出店を呼びかけ、両者のつながりづくり
を進める。ボランティアフェスティバルのボランティア募集については、市社協広報誌「社協く
さつ」やホームページ、SNS等で周知啓発し、市内の中学・高校生、市内外の大学生、社会
人に広く呼びかける。（大学生の募集においては、周辺大学の立命館大学や龍谷大学のボ
ランティアセンターにも募集依頼をする。）

予算額：７０１千円

市社会福祉協議会

企業等の社会貢献の促
進
・賛助会費の募集
・寄付の窓口
・社会福祉功労者表彰式
典の開催
収集ボランティアのすすめ

賛助会員として社協の地域福祉活動の推進に協賛することが社会貢献の一つ
であり、その理解を深めるための募集啓発し、１３学区社協が協力依頼した。
また、現金や物品の寄附を受付け、寄附金品を地域福祉活動に活かすことで
社会貢献をすすめられるよう、寄附目的の明確化と種別の複数設置、広報紙
へ氏名掲載を行った。なお、公表可のものはＨＰでも紹介している。
社会貢献の継続と促進のため、長年にわたり地域福祉活動に寄与した人や団
体を表彰し、寄附者・団体に感謝の意を伝え、社会福祉功労者として表彰する
式典を開催した。
身近にできるボランティア活動として収集ボランティアを紹介し、気軽にできるこ
とから社会貢献につながるよう啓発した。

賛助会員として社協の地域福祉活動の推進に協賛することが社会貢献の一つであ
り、その理解を深めるための募集啓発し、１３学区社協が協力依頼した。
また、現金や物品の寄附を受付け、寄附金品を地域福祉活動に活かすことで社会
貢献をすすめられるよう、寄附目的の明確化と種別の複数設置、広報紙へ氏名掲
載を行った。なお、公表可のものはＨＰでも紹介している。
社会貢献の継続と促進のため、長年にわたり地域福祉活動に寄与した人や団体を
表彰し、寄附者・団体に感謝の意を伝え、社会福祉功労者として表彰する式典を開
催した。
身近にできるボランティア活動として収集ボランティアを紹介し、気軽にできることか
ら社会貢献につながるよう啓発した。

賛助会員として社協の地域福祉活動の推進に協賛することが社会貢献の一つであり、その
理解を深めるための募集啓発し、１３学区社協が協力依頼する。
また、現金や物品の寄附を受付け、寄附金品を地域福祉活動に活かすことで社会貢献をす
すめられるよう、寄附目的の明確化と種別の複数設置、広報紙へ氏名掲載を行う。なお、公
表可のものはＨＰでも紹介していく。
社会貢献の継続と促進のため、長年にわたり地域福祉活動に寄与した人や団体を表彰し、
寄附者・団体に感謝の意を伝え、社会福祉功労者として表彰する式典を開催する。
身近にできるボランティア活動として収集ボランティアを紹介し、気軽にできることから社会
貢献につながるよう啓発する。

市社会福祉協議会

附属機関機関等への参
画

認知症サポーター要請講座等の研修講師や福祉施策を検討する附属機関の
委員として参画し、活躍いただいている。

　福祉施策等の研修会の講師として、また市の附属機関や地域の懇談会等へ参画
いだいたた。

今後も、福祉施策等の研修会の講師として、また市の附属機関や地域の懇談会等へ参画
いただけるよう働きかける。 社会福祉課

基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書４８ページ

地域支え合い体制づくり
事業

人と人とのつながりづくりを目的に整備した地域活動拠点において、地域特性
に合った活動を展開する。
草津学区　立ち寄りカフェゆかい家
・地域に住むみんなが主役となって考え、支え合い協力して、誰もが安心してく
らせるまちづくりの実現に向けた活動や事業をすすめる。
志津南地区　ふれあいハウス「絆」
・平成２２年３月に志津南地区住民福祉活動計画を策定し、基本理念である「ふ
れあいを大切にして人にやさしい人づくり・まちづくり」～楽しく暮らそう老いても
健康　子どもたちもいきいきと遊び学べる地域づくり～を掲げ、その活動プログ
ラムのひとつであるふれあいの場所を確保し、各町内会に小さなふれあいグ
ループを結成した。

今年度より、高齢者や障害者等を地域で支える仕組みのひとつとして地域支え合い
運送支援事業を実施。今年度は山田学区と志津南学区に車両の貸出しを行い、各
学区で事業が実施され、住民間で支える仕組みづくりを進めるきっかけとなった。
　市社会福祉協議会が実施する地域支え合い運送支援事業に対して補助金を支出
し、支え合い体制づくりを支援した。
　決算額　３，１１８千円

　引続き高齢者や障害者等を地域で支える仕組みのひとつとして地域支え合い運送支援事
業を実施。今年度は新たに、２学区で事業実施が予定され、住民間で支える仕組みづくりを
一層進める。
　市社会福祉協議会が実施する地域支え合い運送支援事業に対して補助金を支出し、支え
合い体制づくりを支援する。
　予算額　４，０７２千円

市社会福祉協議会
社会福祉課

社会体育、公民館行事、
空き教室利用

学校開放事業として、学校の運動場や体育館を地域団体等で利用いただくこと
で、地域でのふれあいの場を提供した。
利用者、団体数：運動場８３１人、４５団体　体育館２，８２４人、１４８団体

学校開放事業として、学校の運動場や体育館を地域団体等で利用いただくことで、
地域でのふれあいの場を提供した。
利用者、団体数：運動場７７０人、４５団体　　体育館２，８２８人、１５２団体

今年度も引き続き、学校開放事業として、学校の運動場や体育館を地域団体等で利用いた
だくことで、地域でのふれあいの場を提供する。 スポーツ保健課

土曜日学びの教室（Ｈ２４
～）

学びのセーフティーネットの一つとして、土曜日に人権センターと市民交流プラ
ザを会場に、小学６年生および中学生を対象に学習補充教室を開催した。
回数：小学６年生、中学生とも２５回
参加者数：小学生３０名、中学生１９名
内容：小学生　漢字検定６級の合格をめざした取組、計算練習
　　　　中学生　漢字検定４級、英語検定４級の合格をめざした取組
決算額：３，４１０千円

学びのセーフティーネットの一つとして、土曜日に人権センターと市民交流プラザを
会場に、国の「地域の豊かな社会資源を活用した土曜日の教育支援体制等構築事
業」を受託し、小学６年生および中学生を対象に学習教室（作文教室と体験教室）を
開催した。
回数：25回（作文15回、体験10回）、参加者数：小学６年生３９名、中学生２６名
講師：作文指導は学研エデュケーショナル、体験教室は立命館大学、ラインズ、大
阪ガス、街道交流館に依頼　　　　　決算額：３，０４１千円（内、国県補助１,９９２千
円）

学びのセーフティーネットの一つとして、土曜日に人権センターと市民交流プラザを会場に、
小学５・６年生および中学生を対象に学習補充教室を開催する。なお、平成２７年度より同
様の内容で、西一教育集会所と芦浦教育集会所を会場にして「草津市放課後学びの教室」
を平日の放課後に開催する。
回数：小学５・６年生、中学生とも年間３０回
募集数：各会場　各学年２５名
内容：小学生…国語・算数　　　中学生…英語・数学　　予算額：６，８８０千円

学校教育課

草津市空き店舗対策事業
補助金（Ｈ２３）

商業観光労政課

まちづくり協議会事務局
運営

平成２５年度からまちづくり協議会による地域職員の雇用制度を創設し、地域
雇用に必要な経費について支援を行った。
１０市民センター　各１名

平成２５年度に引き続き、市民センター職員が、まちづくり協議会事務局を支援して
いくとともに、まちづくり協議会による地域職員の雇用制度を拡大し、地域雇用に必
要な経費について、支援を行った。
１３市民センター　各１名～２名

平成２６年度に引き続き、市民センター職員が、まちづくり協議会事務局を支援していくとと
もに、まちづくり協議会による地域職員の雇用制度を拡大し、地域雇用に必要な経費につい
て、支援を行う。
１３市民センター　各１名～３名

まちづくり協働課

平成２６年度　事業実績

基本施策２　民間事業者の地域貢献の促進

基本施策３　地域福祉活動の場づくり

平成２５年度　事業実績

基本方向２　地域資源の有効な活用
基本施策１　住民活動の促進

担当課

平成２７年度　事業予定

平成２６年度　事業実績

平成２６年度　事業実績

担当課

主な施策

主な施策 事業名

担当課

平成２７年度　事業予定

平成２７年度　事業予定

地域活動のＰＲ

基本方向２　地域資源の有効な活用

企業や商店、社会福祉
法人等の社会貢献の促
進

市民センターの機能強
化

主な施策

事業名

大学との連携による学
生ボランティアの活動促
進

事業名 平成２５年度　事業実績

基本方向２　地域資源の有効な活用

【重点プログラム４-①】
学校や空き店舗等の有
効活用

社会福祉法人の人材活
用

小地域福祉活動の拠点
の確保

☆

平成２５年度　事業実績
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５０ページ

草津市社会福祉協議会
事務局運営補助、各種事
業補助

草津市社会福祉協議会に対し運営費ならびに事業費の補助を行い地域福祉
の推進への取組みに対して支援しました。
地域福祉コーディネーターを配置し、コーディネート機能の充実を図りました。
決算額：３９，３４３千円

草津市社会福祉協議会に対し運営費ならびに事業費の補助を行い地域福祉の推
進への取組みに対して支援した。
地域福祉コーディネーターを配置し、コーディネート機能の充実を図った。
決算額：４４，２８５千円

草津市社会福祉協議会に対し運営費ならびに事業費の補助を行い地域福祉の推進への取
組みに対して支援します。
地域福祉コーディネーターを配置し、コーディネート機能の充実を図ります。
予算額：４７，０４５千円

社会福祉課

地域福祉コーディネー
ターの配置

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域を
つなげる役割を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティ
ア活動者を育成するため、市社会福祉協議会に地域福祉コーディネーターとし
て社会福祉士２名を配置する。地域福祉コーディネーターが中心になり、市社
協正規職員等を加えて学区を単位に２名の複数担当制をとって支援している。
支援回数実績：約１５０回／年（１２月末実績：１２４回）
決算額：５，７６３千円

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域をつな
げる役割を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティア活動者
を育成するため、市社協に地域福祉コーディネーターとして社会福祉士２名を配置
していたが、今年度からは市社協職員８名が地域福祉コーディネーターとなり、学区
を単位に２名以上の複数担当制をとって支援している。
支援回数実績：２５２回／年

小地域福祉活動を推進していくために、地域福祉の課題を発見し、人と地域をつなげる役割
を担うとともにボランティア活動に関する企画や啓発、ボランティア活動者を育成するため、
市社協職員８名が地域福祉コーディネーターとなり、学区を単位に２名以上の複数担当制を
とって年間を通じて学区社協活動に参加協力支援していく。 市社会福祉協議会

社会福祉課

福祉活動推進員（市民
コーディネーター）の育成
事業（Ｈ２３～）
地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○福祉活動推進員育成講座
対象：市民、地域福祉活動者
　　申込者９２人、延べ参加者２７５人、全講座修了者４０人（合計修了者９９人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：社会福祉・地域福祉活動について他
○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○福祉活動推進員育成講座
地域福祉推進のための中核的役割を担う「福祉活動推進員」の育成をすすめ、また地域福祉活動者の
拡大を目的として講座を開催した。
地域福祉を推進するために必要な知識の習得と地域福祉活動の理解を深めるための講座として、地
域福祉に関心のある方や地域の役員の方、役員ＯＢの方が多数参加した。地域福祉活動の初心者入
門講座から実践者の応用講座として活用いただき、修了者の情報は学区社協会長に伝え、地域活動
への参加を呼び掛けた。
対象：市民、地域福祉活動者
　　　申込者７３人、延べ参加者２２２人、修了者２３人（合計修了者１２２人)
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
講師：京都ノートルダム女子大学　准教授　酒井久美子　氏
内容：①今！福祉時代　～現代社会の変化を知る～
　　　　②協働・連携の意味を知ろう　～今なぜ地域福祉なのか～
　　　　③どうする？どうなる！地域福祉　～私たちのまちを実感しよう～
　　　　④地域とくらしの課題、人のつながりの再構築　～地域福祉活動の大切さ～
　　　　⑤学区社協活動の必要性　～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～

○地域福祉活動ステップアップ講座
　育成講座での基本的な学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験発表から学び、
身近な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ
講座を開催した。
①対象：学区社協関係者、民生委員児童委員、地域福祉活動者、介護・福祉関係者、行政職員、市議
会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：草津総合病院副理事長　小山　茂樹　氏
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　講師：大谷大学教授　山下　憲昭　氏
　内容：草津市の地域福祉活動を知る　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～

○福祉活動推進員育成講座
学区社協の担い手や後継者不足が問題となっている現状を解消すべく、学区社協の担い手、地域の
活動者となる「福祉活動推進員」（住民福祉活動計画の具現化に取り組むなど地域福祉推進のための
中核的役割を担う方）の育成のため実施する。具体的に、①地域で福祉活動をする人を増やす。②地
域福祉活動について理解者を増やすために、５日間の講座を通して学習を深める。

対象：市民、地域福祉活動者、学区社協関係者、民生委員児童委員、介護・福祉関係者、
　　　行政職員、県内社協職員など
頻度：５日間
場所：市社協２階研修室
内容：①演題：福祉の風を感じよう！～知っておこう変化する社会とコミュニティデザイン～
　　　　　　講師：神戸女子大学　健康福祉学部　社会福祉学科　教授　小笠原　慶彰　氏
　　　　②貧困の時代に向き合う～子どもの貧困から考える～
　　　　　　講師：佛教大学　社会福祉援助技術　講師　佐藤　順子　氏
　　　　③２１世紀は心の時代～認知症や心の病になっても地域で暮らすこと～
　　　　　　講師：龍谷大学　社会学部　地域福祉学科　教授　荒田　寛　氏
　　　　③地域の暮らしの課題と人のつながりの再構築～地域福祉活動の大切さとは～
　　　　　　講師：福井県立大学　看護福祉部　社会福祉学科　教授　瓦井　昇　氏
　　　　④学区社協活動の必要性～今だからこそ大切な住民主体と地域福祉活動～
　　　　　　講師：大谷大学　文学部　社会学科　教授　山下　憲昭　氏

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近な地域で
福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップアップ講座を開催
する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中

市社会福祉協議会

☆

医療福祉を考える会議
（Ｈ２４～)
地域福祉活動推進委員
会（Ｈ２６～)

くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協
がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐ
るみの見守り、支えあい活動を推進。特に医療と福祉を考える会議は、老上学
区、笠縫東学区が継続して実施しており、山田学区は平成２５年度から実施し
ている。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。

・地域福祉活動推進委員会　　３回　　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

担当課平成２６年度　事業実績 平成２７年度　事業予定

【重点プログラム１-①】
地域福祉活動の支援体
制の強化

基本施策１　草津市社協の機能強化
基本方向３　関係団体の活動強化

事業名

【重点プログラム２-①】
地域福祉懇談会の継続
支援

主な施策

☆

平成２５年度　事業実績
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５０ページ

☆

学区・地区・区社協活動
推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協
がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐ
るみの見守り、支えあい活動を推進。特に医療と福祉を考える会議は、老上学
区、笠縫東学区が継続して実施しており、山田学区は平成２５年度から実施し
ている。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。

・地域福祉活動推進委員会　　３回　　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５０ページ

福祉委員の手引書作成
（Ｈ２３）
福祉委員制度の推進
福祉委員手帳の作成

福祉委員は多くが町内会の一つの役割として位置づけられ１１学区で設置され
ており、活動の進め方や研修会の開催などへの支援を行ってきた。その際、市
社協が作成した福祉委員の手引き・手帳の活用を進めた。
推進回数：１６回／年

福祉委員は多くが町内会の一つの役割として位置づけられるなど１１学区で設置さ
れており、活動の進め方や研修会の開催などへの支援を行ってきた。その際、市社
協が作成した福祉委員の手引き・手帳の活用を進めた。（平成２６年度５００部増
刷。）
＜研修会＞
①福祉委員の役割について 志津社会福祉協議会 ２５人
①福祉委員の役割について 老上学区福祉委員会 ３４人
①福祉委員の役割について 追分南町内会福祉委員会 １７人
①高齢者が地域で元気に暮らし続けるために
　 草津学区社協地域福祉協力委員会 ４０人

福祉委員は多くが町内会の一つの役割として位置づけられるなど１１学区で設置されてお
り、活動の進め方や研修会の開催などへの支援を今後も行う。また、新たに福祉委員の制
度を進める学区の支援を行う。その際、市社協が作成した福祉委員の手引き・手帳の活用
を進め、学区社協や民生委員児童委員と連携した福祉委員の活動がより効果的に行われ
るよう支援していく。

市社会福祉協議会

市社会福祉協議会職員
の学区担当制の導入

地域福祉活動コーディネーターを核にして正規職員等による地域担当制を学区
に整備し、学区社協を通した地域福祉活動支援した。
担当職員数：８名
１学区担当人数：２名（４チームが複数学区を担当している。）
支援回数実績：約１５０回／年（１２月末実績：１２４回）

地域福祉活動コーディネーターを核にして正規職員等による地域担当制を整備し、
学区社協を通した地域福祉活動を支援した。
担当職員数：８名
１学区担当人数：２名（４チームが複数学区を担当している。）
支援回数実績：約２５２回

地域福祉活動コーディネーターを核にして正規職員等による地域担当制を整備し、学区社
協を通した地域福祉活動を支援していく。今年度も、「地域福祉活動推進の支援」事業を実
施し、学区社協の支援強化を行う。

市社会福祉協議会

基本方向３　関係団体の活動強化
基本施策１　草津市社協の機能強化

主な施策 事業名 平成２６年度　事業実績平成２５年度　事業実績 平成２７年度　事業予定 担当課

基本施策１　草津市社協の機能強化

主な施策 事業名 平成２７年度　事業予定平成２５年度　事業実績 平成２６年度　事業実績 担当課

地域住民の主体的な活
動支援

【重点プログラム２-①】
分野を超えた各種関係
機関・団体などとのつな
ぎ機能の強化

基本方向３　関係団体の活動強化
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５１ページ

ボランティア活動者交流
会（Ｈ２３）
ボランティアフェスティバ
ルの開催（Ｈ２４～）

○ボランティアフェスティバルの開催
対象：ボランティアセンター登録ボランティア（地域サロンボランティア）と市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発とし
て実施。市内の中学・高校の学生が多数ポランティアとして参加。また飲食・物
販・啓発ブースには企業の出展を呼びかけた。
決算額：５７７千円

対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実
施した。子どもへの福祉啓発として福祉映画の上映、市民や介護・看護・福祉関係
者を対象に地域医療福祉講演会を行った。
参加者：市内の中学・高校の学生、市内外の大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また飲食・物販・啓発ブースには福祉施設、企業
の出店を呼びかけ、１８ヶ所の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催するボラ連加入グループの交流会を同日に行
い、市民に向けてもボランティア活動の啓発を行うことで、ボランティア同士の交流
だけではなく、広く市民にボラ連の活動を紹介でき、ボランティアグループに参加さ
れた方もあった。
決算額：６８６千円

対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実施する。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉施設や企業の出店を呼びかけ、両者のつながりづくり
を進める。ボランティアフェスティバルのボランティア募集については、市社協広報誌「社協く
さつ」やホームページ、SNS等で周知啓発し、市内の中学・高校生、市内外の大学生、社会
人に広く呼びかける。（大学生の募集においては、周辺大学の立命館大学や龍谷大学のボ
ランティアセンターにも募集依頼をする。）

予算額：７０１千円

市社会福祉協議会

ボランティア活動者交流
会（Ｈ２３）
地域サロン活動者交流会
（Ｈ２３）
ボランティアフェスティバ
ルの開催（Ｈ２４～）

○ボランティアフェスティバルの開催
対象：ボランティアセンター登録ボランティア（地域サロンボランティア）と市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発とし
て実施。市内の中学・高校の学生が多数ポランティアとして参加。また飲食・物
販・啓発ブースには企業の出展を呼びかけた。
決算額：５７７千円

○ボランティアフェスティバル
対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実
施した。子どもへの福祉啓発として福祉映画の上映、市民や介護・看護・福祉関係
者を対象に地域医療福祉講演会を行った。
参加者：市内の中学・高校の学生、市内外の大学生、社会人の５７人に当日ボラン
ティアとして参加していただいた。また飲食・物販・啓発ブースには福祉施設、企業
の出店を呼びかけ、１８ヶ所の参加があった。
今年度は、ボランティア連協が主催するボラ連加入グループの交流会を同日に行
い、市民に向けてもボランティア活動の啓発を行うことで、ボランティア同士の交流
だけではなく、広く市民にボラ連の活動を紹介でき、ボランティアグループに参加さ
れた方もあった。
決算額：６８６千円

○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロン参加者
頻度：年１回
参加者数：８８人
内容：サロン活動中の思いなどを話し合い、他のサロンと横のつながりを持ち課題を
共有するワークショップの開催。また、ウェルカム演奏や「脳を若々しく保つには」の
講演開催。

○ボランティアフェスティバル
対象：ボランティアセンター登録ボランティア・地域サロンボランティア、市民
頻度：年１回
場所：市社会福祉協議会
内容：ボランティア活動者同士の交流と、市民へのボランティア活動の啓発として実施する。
啓発・飲食・物販ブースを設け、福祉施設や企業の出店を呼びかけ、両者のつながりづくり
を進める。ボランティアフェスティバルのボランティア募集については、市社協広報誌「社協く
さつ」やホームページ、SNS等で周知啓発し、市内の中学・高校生、市内外の大学生、社会
人に広く呼びかける。（大学生の募集においては、周辺大学の立命館大学や龍谷大学のボ
ランティアセンターにも募集依頼をする。）
予算額：７０１千円

○地域サロン活動者交流会
対象：地域サロンボランティア・地域サロン参加者
頻度：年１回
参加者数：１００人
内容：サロン活動中の思いなどを話し合い、他のサロンと横のつながりを持ち課題を共有す
ることで、これからの活動につなげていただく。
予算額：６３千円

市社会福祉協議会

ボランティア連絡協議会
の支援

ボランティア連絡協議会の主体的な研修会や交流会をとおして、草津市内のボ
ランティア同士の交流を深め、お互いの悩みを共有し、つながりをつくることで
ボランティア活動の意義を再確認し、活動の活性化を図る。この主体的な活動
を推進するため、市社協職員がボランティアコーディネーターとして支援する。
・交流会支援２回
・研修会支援２回

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置することによりセ
ンター機能をさらに強化した。
ボランティア紹介、ボランティアグループリストの作成を行った。
ボランティアのきっかけづくりとしてボランティア入門講座を開催した。

＜ボランティア入門講座（ボランティアはじめま専科）＞
○第１回「ボランティア入門基礎講座」
場所：市社協大１階会議室
内容：住民参加「お互いさま」のまちづくり
講師：大谷大学　教授　山下　憲昭　氏
対象：市民
参加者：２７人

○第２回「ボランティア入門体験Ⅰ」
場所：市社協１階大会議室
内容：①点字体験
　　　　②身近な物で手づくり体験
講師：①点字グループあゆみ会
　　　　②地域福祉サポーターとんかち
対象：市民
参加者：１３人
　
○第３回「ボランティア入門体験Ⅱ」
場所：市社協１階大会議室
内容：傾聴ボランティア体験
講師：子ども子育て応援センター
　　　　心のダイヤル相談員　高橋　美恵子　氏
対象：市民
参加者：１８人

○第４回「ボランティア入門体験Ⅲ」
場所：市社協
内容：ボランティアフェスティバル
　　　　市ボランティア連絡協議会交流会での体験
対象：市民
参加者：１０人

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置する
ことによりセンター機能を強化。
ボランティアの受給調整、ボランティアグループリストの作成を行う。

市社会福祉協議会

平成２６年度　事業実績事業名

ボランティア団体やＮＰ
Ｏなどの相互交流や連
携の場づくり

ボランティア研修の充実

担当課平成２７年度　事業予定主な施策

基本施策２　ＮＰＯ・ボランティア等への
基本方向３　関係団体の活動強化

平成２５年度　事業実績

ボランティア団体やＮＰ
Ｏなどの相互交流や連
携の場づくり
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基本目標２　みんなで支えるまちづくり

※地域福祉計画書５１ページ

☆
ボランティアコーディネー
ターの配置

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーター
を配置することによりセンター機能をさらに強化する。
地域の取り組みを促進するための事業を検討する。

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置することによりセ
ンター機能をさらに強化した。
ボランティア紹介、ボランティアグループリストの作成を行った。
ボランティアのきっかけづくりとしてボランティア入門講座を開催した。

＜ボランティア入門講座（ボランティアはじめま専科）＞
○第１回「ボランティア入門基礎講座」
場所：市社協大１階会議室
内容：住民参加「お互いさま」のまちづくり
講師：大谷大学　教授　山下　憲昭　氏
対象：市民
参加者：２７人

○第２回「ボランティア入門体験Ⅰ」
場所：市社協１階大会議室
内容：①点字体験
　　　　②身近な物で手づくり体験
講師：①点字グループあゆみ会
　　　　②地域福祉サポーターとんかち
対象：市民
参加者：１３人
　
○第３回「ボランティア入門体験Ⅱ」
場所：市社協１階大会議室
内容：傾聴ボランティア体験
講師：子ども子育て応援センター
　　　　心のダイヤル相談員　高橋　美恵子　氏
対象：市民
参加者：１８人

○第４回「ボランティア入門体験Ⅲ」
場所：市社協
内容：ボランティアフェスティバル
　　　　市ボランティア連絡協議会交流会での体験
対象：市民
参加者：１０人

ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーデイネーターを配置する
ことによりセンター機能を強化。
ボランティアの受給調整、ボランティアグループリストの作成を行う。

市社会福祉協議会

（公財）草津市コミュニティ
事業団運営費補助

コミュニティ振興や市民公益活動団体を支援する（公財）草津市コミュニティ事
業団に対して補助金を交付した。
（公財）草津市コミュニティ事業団補助金：５０，９５４千円
【（公財）草津市コミュニティ事業団が行った主な事業】
・ひとまちキラリまちづくり活動助成事業
・パワフル交流・市民の日
・まちづくり相談事業
・市民活動実務講座、コミュニティビジネス講座　等

コミュニティ振興や市民公益活動団体を支援する（公財）草津市コミュニティ事業団
に対して補助金を交付している。
（公財）草津市コミュニティ事業団補助金：６９，６６９千円
【（公財）草津市コミュニティ事業団が行った主な事業】
・ひとまちキラリまちづくり活動助成事業
・パワフル交流・市民の日
・まちづくり相談事業
・市民活動実務講座、コミュニティビジネス講座　等

コミュニティ振興や市民公益活動団体を支援する（公財）草津市コミュニティ事業団に対して
運営費にかかる補助金を交付する。また、同事業団を平成２６年７月に施行した草津市協働
のまちづくり条例に基づき、本市の中間支援組織として指定したことから、協働のまちづくり
を促進するため、同事業団が行う中間支援事業に対し、補助金を交付する。
（公財）草津市コミュニティ事業団補助金：５３，７０８千円
【主な補助対象事業】
・ひとまちキラリまちづくり活動助成事業
・パワフル交流・市民の日
・まちづくり相談事業
・市民活動実務講座、コミュニティビジネス講座　等

まちづくり協働課

（仮称）市民公益活動推
進計画（現：市民協働推
進計画）策定（Ｈ２３）
市民協働推進計画の推
進（Ｈ２５～）

市民協働推進計画に基づき、中間支援組織と役割分担を行い、連携を図りな
がら市民公益活動の活性化に向けて取組む。

草津市協働のまちづくり行動計画と草津市市民協働推進計画を統合した、草津市
協働のまちづくり推進計画を平成２７年３月に策定した。

平成２７年３月に策定した草津市協働のまちづくり推進計画に基づき、地域のコミュニティ活
動や市民公益活動を推進する。計画の対象となった事業については、審議会に実績を報告
し進捗管理を行う。 まちづくり協働課

コミュニティビジネスに係
る調査・研究（Ｈ２４）
コミュニティビジネス育成
事業（Ｈ２５）

①※コミュニティビジネス講座：入門編（７月３０日）
②※コミュニティビジネス講座：福祉部門（８月１９日）
③コミュニティビジネス講座：職員向け（８月２１日）
④コミュニティビジネス講座：企業向け（８月３０日）
⑤※コミュニティビジネス講座：福祉編（２月７日）
⑥コミュニティビジネスに係る支援機関や支援制度等について市ホームページ
への掲載、コミュニティビジネスの概要について広報への掲載による情報提供
の実施。
 　※草津市コミュニティ事業団と共催
参加者数①１５０名、②１６０名、③６１名、④１００名、⑤８１名
決算額：２６７千円

草津市コミュニティビジネス育成費補助金を創設し周知と本補助金を活用した育成
支援を行った。
［周知の方法］
・草津市ホームページに掲載
・庁内およびコミュニティ事業団の関連窓口への周知・調整・情報共有
・広報くさつ掲載（６月１日号）
・（公財）草津市コミュニティ事業団主催のコミュニティビジネス講座における制度案
内
［補助金交付実績］
・チャレンジ事業　１件　２５０千円

今後においても、ホームページや広報くさつへの掲載等により、「草津市コミュニティビジネ
ス育成費補助金」の活用について周知するとともに、関係課と連携を図りながら、コミュニ
ティビジネスを新たに起こそうとする者に対して支援を行っていく。
対象：市民・市内に活動拠点を有するNPO法人・任意団体等
内容：①チャレンジ助成費
        ②立ち上げ支援費
目標：交付件数　2件（チャレンジ助成費2年目1件、新規1件）
予算額：２，５００千円

商工観光労政課
社会福祉課

平成２７年度　事業予定

基本方向３　関係団体の活動強化

平成２６年度　事業実績

コミュニティビジネスなど
についての研究、検討

【重点プログラム１-③】
ボランティアセンター機
能の充実

基本施策２　ＮＰＯ・ボランティア等への

【重点プログラム１-③】
ボランティアセンター機
能の充実

担当課事業名主な施策 平成２５年度　事業実績

まちづくり活動に対する
支援
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５３ページ

ケアマネージャー研修（Ｈ
２３）
高齢者虐待防止講演会
の開催（Ｈ２４）
圏域地域包括支援セン
ター職員研修（Ｈ２５）
→「地域福祉権利擁護事
の利用検討に関する事例
検討会」に変更したい。

○圏域地域包括支援センター職員研修
開催日：平成２５年４月３・１０・１１日（３回）
場所：草津市役所
内容：高齢者虐待の理解と対応　権利擁護事業とは
講師：高齢者・障害者虐待対応支援ネット　澤和清氏
決算額：６１千円

○包括支援事例検討会
対象：圏域地域包括支援センター職員
頻度：６回
場所：市役所
内容：アドバイザーを交えて圏域地域包括支援センターが事例提供を行い成年年後
見制度や地域福祉権利擁護事業の利用、その他必要な支援方法について検討を
行う。
決算額：１００千円
○ケアマネジャー研修
・開催日：平成２６年８月２８日
　場所：草津市役所
　内容：高齢者虐待予防
　講師：さわ社会福祉士共同事務所“ほっと”澤　和清氏
　決算額：２1千円

○ケアマネジャー研修
・開催日：平成２７年７月
　場所：草津市役所
　内容：高齢者虐待予防
　講師：未定
　予算額：３１千円

長寿いきがい課

地域福祉権利擁護事業
の啓発
地域福祉権利擁護事業
専門員の複数制

全戸配布する市社協広報紙「社協くさつ」にて事業説明し啓発する。自立生活
支援専門員を複数設置し、相談支援体制の充実を図り、より一層利用者との関
係を深めきめ細かな支援を実施する。地域福祉権利擁護事業の相談にとどま
らず、はば広い生活問題にも、関係機関と連携し対応する。
実績：
全戸配布する市社協広報紙「社協くさつ」にて事業説明し啓発した。（年１回掲
載）
自立生活支援専門員を複数設置し、相談支援体制の充実を図り、より一層利
用者との関係を深めきめ細かな支援を実施した。地域福祉権利擁護事業の相
談にとどまらず、はば広い生活問題にも、関係機関と連携し対応した。
生活支援員：２０人（男性７人、女性１３人　　相談件数：５２３件

自立生活支援専門員を３人体制にした。
市社協広報紙「社協くさつ」にて生活支援員の募集を行い、相談支援体制の充実を
図り、より一層利用者との関係を深めきめ細かな支援を実施した。
地域福祉権利擁護事業の相談にとどまらず、幅広い生活問題にも、関係機関と連
携し対応した。

生活支援員：２０人（男性５人、女性１５人）
相支援談件数：１，３９６件

全戸配布する市社協広報誌「社協くさつ」に、支援を必要としている市民が相談してみようと
思うような事業説明を行う。また、啓発用のパンフレットやパネルを用いてクリアな事業啓発
に努め、地域の人や専門職の集まりなどを通じ、周知啓発のための主たるアイテムとして活
用する。
また、関係者と密に連携をし、地域福祉権利擁護事業利用者の生活支援の充実を図る。
また、新規に５名の生活支援員が就任したこともあり、生活支援員対象の研修の実施に強
化して取り組む。

市社会福祉協議会

成年後見制度利用支援
事業

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者の権利を擁護するため、成年後見制
度の利用にかかる相談業務や申立支援業務、啓発業務等を専門的な支援機
関であるＮＰＯ法人に委託した。（４市の広域事業として）
平成２４年度から相談対象者を一般市民に拡大した。
委託料：４，６２３千円（高齢者相談・支援：70人、3回）、１，２１７千円（障害者相
談・支援：22人、啓発1回）

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者の権利を擁護するため、成年後見制度の
利用にかかる相談業務や申立支援業務、啓発業務等を専門的な支援機関であるＮ
ＰＯ法人に委託した。（４市の広域事業として）
委託料：３，６３７千円（高齢者相談・支援）、７０９千円（障害者相談・支援）

認知症高齢者や知的障害者・精神障害者の権利を擁護するため、成年後見制度の利用に
かかる相談業務や申立支援業務、啓発業務等を専門的な支援機関であるＮＰＯ法人に委
託する。（４市の広域事業として）
委託料：４，２１４千円（高齢者相談・支援）、１，１４７千円（障害者相談・支援） 長寿いきがい課

障害福祉課

権利擁護事業利用者から
成年後見制度への移行

権利擁護事業利用者において判断能力が著しく低下した方に対し、行政関係
課や医療機関などと連携しながら成年後見制度に移行している。成年後見制
度の利用者で、地域福祉権利擁護事業利用者数は６人であり、状況を確認しな
がら利用者の自立生活を支援する。
実績：毎月一回実施されている行政関係課の検討会に積極的に参加。

地域福祉権利擁護事業利用者において判断能力が著しく低下した方などに対し、
行政関係課や医療機関などと連携して成年後見制度に移行している。また、必要に
よっては成年後見制度の利用者で、地域福祉権利擁護事業を利用者する方もあ
る。（４人）
実績：随時実施される行政関係課の検討会に積極的に参加し、地域福祉権利擁護
事業実施者としての意見を発言してきた。

今後も地域福祉権利擁護事業利用者において判断能力が著しく低下した方などに対し、行
政関係課や医療機関などと連携しながらスムーズに成年後見制度に移行できるよう図る。
また、必要により成年後見制度利用者で地域福祉権利擁護事業を利用することについても
取り組む。

市社会福祉協議会

基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５４ページ

事業所情報の提供

介護サービス事業者の自己評価情報等については窓口で公開し、また滋賀県
情報公開システムの周知を行った。

介護サービス事業者の自己評価情報等については窓口で公開し、また滋賀県情報
公開システムの周知を行った。

介護サービス事業者の自己評価情報等については窓口で公開し、また滋賀県情報公開シ
ステムの周知を行う。

介護保険課

制度の啓発、周知
事業者、サービス利用者へ制度の周知を図った。 県社会福祉協議会が実施している認知症に係る研修の案内、情報提供。

認知症介護実践者研修等への推薦を行った。
７名

県社会福祉協議会が実施している研修の案内、情報提供。
認知症介護実践者研修等への推薦を行う。
１０名

福祉施設
所管課

地域密着型サービス事業
所への情報提供

県社会福祉協議会が実施している認知症に係る研修の案内、情報提供。
認知症介護実践者研修等への推薦。
６名

県社会福祉協議会が実施している認知症に係る研修の案内、情報提供。
認知症介護実践者研修等への推薦を行った。
７名

県社会福祉協議会が実施している研修の案内、情報提供。
認知症介護実践者研修等への推薦を行う。
１０名

介護保険課

草津市障害者福祉セン
ターの運営
（平成１９年５月開所）

・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

・相談支援事業
　障害福祉サービスの利用援助（情報提供、相談、契約補助）
　専門機関の紹介
　権利擁護、成年後見制度利用のための援助　等

障害福祉課

主な施策 事業名

基本施策２　サービスの評価と質の向上

事業者のサービスの自
己評価の促進

主な施策 事業名

事業者職員やサービス
提供者の研修充実につ
いての働きかけ

基本方向１　福祉サービス利用の支援

地域福祉権利擁護事業
の周知と利用促進

平成２６年度　事業実績 担当課

担当課平成２６年度　事業実績

第三者評価制度の利用
啓発

基本施策１　権利擁護の推進

地域での新たな福祉
ニーズの掘り起こしと
サービス事業者への発
信

基本方向１　福祉サービス利用の支援

地域福祉権利擁護事業
の周知と利用促進

平成２７年度　事業予定

平成２７年度　事業予定

平成２５年度　事業実績

成年後見制度の普及
と、福祉・医療・介護の
連携した利用しやすい
体制の構築

平成２５年度　事業実績
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５５ページ

市民センターの相談窓口
の充実

年度当初に市民センターに新規で配置される職員を対象に４月に市民センター
諸証明発行業務研修を実施した。

身近な地域での窓口として、諸証明の発行業務、講座の運営、ごみ袋の引き換えな
どを行った。

身近な地域での窓口として、諸証明の発行業務、講座の運営、ごみ袋の引き換えなどを行
う。

まちづくり協働課

市社協事務局の相談受
付(体制)

市民や学区社協、民生委員児童委員などから生活問題に関する相談や福祉
サービス利用に関する相談を常時受けている。また、学区社協の事業や運営
についても相談に応じる。

市民や学区社協、民生委員児童委員などから生活問題に関する相談や福祉サービ
ス利用に関する相談を常時受けている。また、学区社協の事業や運営についても相
談に応じる。

市民や学区社協、民生委員児童委員などから生活問題に関する相談や福祉サービス利用
に関する相談を常時受けている。また、学区社協の事業や運営についても相談に応じる。 市社会福祉協議会

権利擁護事例検討会、専
門相談（～Ｈ２５）
包括支援事例検討会（Ｈ２
６）

・権利擁護事例検討会
対象：圏域地域包括支援センター職員、長寿福祉課高齢者支援Ｇ員
頻度：１２回
場所：市役所
内容：成年後見制度や地域福祉権利擁護事業の利用、その他必要な支援方法
について、個別のケース検討
決算額：１１９千円
　（長寿いきがい課予算）

○包括支援事例検討会
対象：圏域地域包括支援センター職員
頻度：６回
場所：市役所
内容：アドバイザーを交えて圏域地域包括支援センターが事例提供を行い成年年後
見制度や地域福祉権利擁護事業の利用、その他必要な支援方法について検討を
行う。
決算額：１００千円

　
　

Ｈ26年度で終了。

長寿いきがい課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

○総合相談事業
平成２５年７月から各中学校区に１カ所ずつ圏域地域包括支援センターを新た
に設置し、地域の高齢者の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、
医療・福祉・介護などの関係機関とのネットワークの構築を図った。
予算：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１５７,１３２千円
決算額：１５０，２４６千円

○総合相談事業
各中学校区に１カ所ずつ設置している圏域地域包括支援センターにおいて、地域の
高齢者の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、医療・福祉・介護などの
関係機関とのネットワークの構築を図った。
予算額：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１４３，０４９千円
決算額：１４２，４６６千円

○総合相談事業
各中学校区に１カ所ずつ設置している圏域地域包括支援センターにおいて、地域の高齢者
の総合相談窓口として相談支援を実施するとともに、医療・福祉・介護などの関係機関との
ネットワークの構築を図る。
予算：介護保険事業特別会計（保険事業勘定）
　　　　総合相談事業費　　　　１４３，７３８千円（プラン料除く）

長寿いきがい課

心配ごと相談所の開設

対象：市民
内容：住民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　ゆかい家）
日曜相談：毎月第二日曜日、１３時～１６時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
２カ月に一度相談員連絡協議会を開催し、相談員同士の情報共有を図り、また
スキルアップのための研修会を実施した。
決算額：１，７６３千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設。
定例相談：火曜日～金曜日、１０時～１５時
出張相談：月曜日１０時～１５時、（相談場所　草津市役所社会福祉課前相談室）
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
２カ月に一回相談員連絡協議会を開催し、相談員同士の情報共有を図り、またスキ
ルアップのための研修会を実施した。
決算額：１，６２９千円

対象：市民
内容：市民の身近なくらしの相談窓口として心配ごと相談所を開設し、相談機能の充実を図
る。
定例相談：月曜日～金曜日、１０時～１５時
法律相談：毎月第一・第三水曜日、１０時～１２時
・年４回発行の市社協広報誌「社協くさつ」に開設案内を毎回掲載し、周知を行う。
・相談員連絡会は年６回開催する。相談員同士が相談内容の傾向や対応について共有し、
相談活動の充実を図る。
・相談員のスキルアップのため、相談内容の傾向に沿った研修会を実施する。

予算額：１，７３１千円

市社会福祉協議会

まちづくり協議会事務局
運営

平成２５年度からまちづくり協議会による地域職員の雇用制度を創設し、地域
雇用に必要な経費について支援を行っていく。
１０市民センター　各１名

平成２５年度に引き続き、市民センターにまちづくり協議会事務局を設置し、市民セ
ンター職員が、まちづくり協議会事務局を支援していくとともに、まちづくり協議会に
よる地域職員の雇用制度を拡大し、地域雇用に必要な経費について、支援を行っ
た。
１３市民センター　各１名～２名

平成２６年度に引き続き、市民センター職員が、まちづくり協議会事務局を支援していくとと
もに、まちづくり協議会による地域職員の雇用制度を拡大し、地域雇用に必要な経費につい
て、支援を行う。
１３市民センター　各１名～３名

まちづくり協働課

要保護児童対策地域協
議会運営業務、ひとり親
家庭相談業務

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回
　　実務者会議　年６回
　　個別ケース検討会議　年１２２回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立機関との連携
　　母子自立支援員２名　５，２４９千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　年１３７回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，５８５千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　随時実施
　　関係機関連絡調整会議　年11回
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，６４２千円

子ども家庭課

学区の医療福祉を考える
会議（Ｈ２４～）

学区社会福祉協議会単位による地域の支援者とサービス事業者、医師などが
集まり地域の高齢者の実態や課題、互いに取り組めることを話ある場としてＨ２
４年度から継続して笠縫東学区、老上学区、山田学区で開催した。
笠縫東学区３回、老上学区３回、山田学区１回

学区社会福祉協議会単位による地域の支援者とサービス事業者、医師などが集ま
り地域の高齢者の実態や課題、互いに取り組めることを話あえる場としてＨ２４年度
から継続して笠縫東学区、老上学区、山田学区で開催した。
今年度は、介護保険法改正に向けた地域支援事業構築のためのモデル事業の実
施を、笠縫東学区の医療福祉を考える会議を拡大し実施、また草津市認知症ｱｸｼｮ
ﾝﾌﾟﾗﾝに基づく認知症ケアパス作成を老上学区の医療福祉を考える会議を拡大して
開催・検討するなど、この会議を中心に地域の各関係機関とのネットワークを構築し
ながら各事業推進を行った。
笠縫東学区３回、老上学区３回、山田学区３回

地域資源ＭＡＰや草津市認知症ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝに基づく認知症ケアパスを、医療福祉を考える
会議を拡大し実施、６小学校区で地域資源ＭＡＰを全中学校区で認知症ケアパスを作成し、
地域の社会資源の発掘と、地域交流を図る。

長寿いきがい課

事業名

基本施策３　相談体制の充実

平成２６年度　事業実績 担当課平成２７年度　事業予定

基本方向１　福祉サービス利用の支援

専門相談機関と地域で
の相談窓口との連携

市民センターの機能
の強化

身近な地域での相談窓
口の充実

主な施策

関係課や関係機関との
連携の強化

平成２５年度　事業実績
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５５ページ

ひとり親家庭支援事業
児童虐待防止推進業務

●１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（約5,000人にリーフレット･啓発物品等を配布）
　・街頭県下一斉啓発日に実施　1回
　　　　（内容）日時　11月20日（水）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　・その他玉川学区民生委員･社協の方が萩祭りで街頭啓発（のぼり旗・ﾘｰﾌﾚｯ
ﾄ等）
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙11/1号に特集記事掲載　「身近に起こっている児童虐待の現状を
知ろう」
　　　と題して、中央子ども家庭相談センター所長のインタビュー記事を掲載し
た。
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（11月中）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（11月7日（木））
　・JR草津、南草津駅、市役所にのぼり旗、横断幕を掲出（11月中）
　・毎日新聞11月26日朝刊滋賀版「ﾏｲﾀｳﾝ草津市」に児童虐待防止ﾒｯｾｰｼﾞ掲
載
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発

●ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立機関との連携
　　母子自立支援員２名　　５，２４９千円

●１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（リーフレット･啓発物品等を配布）
  　・街頭県下一斉啓発日に実施　１回
　 　　（内容）日時　11月20日（木）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　　　　　　　　市民約４，０００人に街頭啓発を実施
　・その他玉川学区・笠縫東学区のふれあい祭りで地域の民生委員等が街頭啓発
（のぼり旗・ﾘｰﾌﾚｯﾄ等）
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙１１月１日号に特集記事掲載
　　「子どもを暴力から守るために～周りの大人たちができること、地域でできること
～」と題して、CAP（子どもを暴力から守る人権教育プログラム）を実施しているCAP
ひまわり座代表のインタビュー記事を掲載した。
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（１１月）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（１１月１３日放送）
　・市役所の壁面に大きなｵﾚﾝｼﾞﾘﾎﾞﾝを映し出すﾌﾟﾛｼﾞｪｸｼｮﾝﾏｯﾋﾟﾝｸﾞを実施（12月9
日）
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発

●ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，５８５千円

●１１月児童虐待防止啓発月間の啓発推進
○街頭啓発、イベント（リーフレット･啓発物品等を配布）
  　・街頭県下一斉啓発日に実施　１回
　 　　（内容）日時　11月20日（金）16時～17時
　　　　　　　　場所  JR草津駅前・JR南草津駅前の2箇所
　　　　　　　　参加者：草津市要対協代表委員、関係機関職員、事務局
　　　　　　　　市民対象に街頭啓発を実施
○広報・ポスター・放送・その他
　・市広報紙１１月１日号に特集記事掲載
　・国リーフレットを全戸回覧
　・市内公共施設などに国ポスター掲示、リーフレット設置（１１月）
　・えふえむ草津ラジオ市政広報番組にて啓発（１１月中）
○市職員の取り組み、周知（11月中）
　・全部長、副部長および関係機関課職員を中心にオレンジリボン着用を要請
　・公用車に啓発用マグネットを添付啓発

●ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，６４２千円

子ども家庭課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

平成２５年７月から各中学校区に１カ所ずつ圏域地域包括支援センターを設置
したことに伴い、市の広報・ホームページ・「高齢者をささえるしくみ」・リーフレッ
ト等で啓発を行なった。
圏域地域包括支援センターは、担当圏域内の医療機関や地域サロンなどへ直
接出向き、関係者や地域住民への啓発を取り組んでいる。来所による相談だけ
でなく、訪問による相談も可能である周知も行なった。
平成２５年度の相談延べ件数月平均：９９２件

圏域地域包括支援センターについて、市のホームページ・「高齢者をささえるしく
み」・リーフレット等で周知を行なった。
圏域地域包括支援センターは、担当圏域内の医療機関や民生委員児童委員、地域
サロン、いきいき百歳体操のグループなどへ直接出向き、関係者や地域住民への
啓発に取り組んでいる。また、認知症の人と家族の会や地域密着型サービス運営
推進会議などの会議に参加することで、圏域地域包括支援センターの周知を行っ
た。
平成２６年度の相談延べ数月平均１，４６４件

圏域地域包括支援センターについて、市のホームページ・「高齢者をささえるしくみ」・リーフ
レット等で周知を行なった。
圏域地域包括支援センターは、担当圏域内の医療機関や民生委員児童委員、地域サロ
ン、いきいき百歳体操のグループなどへ直接出向き、関係者や地域住民への啓発に取り組
んでいる。また、認知症の人と家族の会や地域密着型サービス運営推進会議などの会議に
参加することで、圏域地域包括支援センターの周知を行う。

地域包括支援センター

市社協広報、ホームペー
ジに掲載
心配ごと相談所チラシの
作成（Ｈ２４)

年４回発行する市社協広報紙「社協くさつ」、ホームページに相談所の紹介ペー
ジを掲載。住民の皆さんの身近なくらしの相談窓口としての「心配ごと相談所」
を草津学区社協活動拠点ゆかい家にて週１回開設し、出張相談を実施してい
る。

年４回発行する市社協広報紙「社協くさつ」や市社協パンフレット「社協のしおり」、
ホームページに相談所の紹介ページを掲載。
住民の皆さんの身近なくらしの相談窓口として、草津市役所において週１回出張相
談所を開設し、より多くの市民に気軽に利用してもらえるよう取り組んだ。

年４回発行する市社協広報紙「社協くさつ」や市社協パンフレット「社協のしおり」、ホーム
ページに相談所の紹介ページを掲載する。相談受付日時や相談内容例等を詳しく掲載し、
市民が気兼ねなく悩みなどを相談できる窓口として啓発する。
市役所における出張相談所は廃止するが、新たなチラシの作成などを通して周知啓発に努
める。

市社会福祉協議会

基本方向１　福祉サービス利用の支援
基本施策３　相談体制の充実

主な施策 事業名 平成２５年度　事業実績 平成２６年度　事業実績 平成２７年度　事業予定 担当課

相談窓口の住民に対す
る周知
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５６ページ

CS向上事業

『接遇能力は、職務遂行能力の一つである』との認識のもと、改善することによ
り最も効果がみられる窓口応対に着目し、市民満足度向上を目指すための応
対実践事項を定め、各所属長ならびにＣＳ推進員を中心に取り組みを進めると
ともに、各所属の推進員を対象に職場の実態に応じた研修を実施した。
また、さらなる接遇能力向上を図るために、窓口調査による外部評価を実施し、
結果を全庁的に周知した。
決算額：CS推進員研修、窓口調査　５５５千円

『接遇能力は、職務遂行能力の一つである』との認識のもと、改善することにより最
も効果がみられる窓口応対に着目し、市民満足度向上を目指すための応対実践事
項を定め、各所属長ならびにＣＳ推進員を中心に取り組みを進めるとともに、各所属
の推進員を対象に職場の実態に応じた研修を実施した。
また、さらなる接遇能力向上を図るために、窓口調査による外部評価を実施し、結
果を全庁的に周知した。
さらに、市の窓口における職員応対について、市民の評価を把握し、職員一人ひと
りの応対等接遇能力の向上を図り、窓口サービス等について必要な改善を図るた
め、アンケート調査を実施した。
決算額：CS推進員研修、窓口調査　５６５千円

所属長およびＣＳ推進員が中心となり、職場の実態に応じた研修を実施するとともに、応対
実践事項を定めるよう通知するなど、市民満足度向上を目指すための取り組みに対して、
支援を行います。
予算額：消耗品費（職場研修用教材等）　１６０千円

職員課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

特に実施なし 特に実施なし 特に実施なし

長寿いきがい課

福祉のあらまし職員研修
会の開催

対象：健康福祉部、子ども家庭課、市民センター、隣保館、草津市社会福祉協
議会の職員、ＮＰＯ法人等福祉関係者
内容：福祉や健康、年金、保険、介護などの施策・事業を把握し、迅速で適切な
案内や助言、サービスの提供ができるよう健康福祉部および子ども家庭部の
事業についての研修会を２日間にわたり開催した。延べ１４０人受講。

対象：健康福祉部、子ども家庭課、市民センター、隣保館、草津市社会福祉協議会
の職員、ＮＰＯ法人等福祉関係者
内容：福祉や健康、年金、保険、介護などの施策・事業を把握し、迅速で適切な案内
や助言、サービスの提供ができるよう健康福祉部および子ども家庭部の事業につい
ての研修会を２日間にわたり開催した。延べ人数５３人受講

対象：健康福祉部、子ども家庭課、市民センター、隣保館、草津市社会福祉協議会の職員、
ＮＰＯ法人等福祉関係者
内容：福祉や健康、年金、保険、介護などの施策・事業を把握し、迅速で適切な案内や助
言、サービスの提供ができるよう健康福祉部および子ども家庭部の事業についての研修会
を開催する。

社会福祉課

総合相談事業（地域包括
支援センターでの相談機
能）

平成２５年７月から開設された圏域地域包括支援センターの職員が、高齢者の
日常生活に必要なさまざまなサービスや地域のボランティア活用などの社会資
源について、一覧にまとめ、地域包括支援センター内で共有し、相談業務の中
で市民に情報提供を行なった。それらの情報の更新と新たに地域サロンの情
報収集にも取り組んだ。

圏域地域包括支援センターの職員が、高齢者の日常生活に必要なさまざまなサー
ビスや地域サロン、ボランティア、いきいき百歳体操などの社会資源について、一覧
にまとめ、地域包括支援センター内で共有し、相談業務の中で市民に情報提供を
行った。情報については、随時、更新を行なっている。

圏域地域包括支援センターの職員が、高齢者の日常生活に必要なさまざまなサービスや地
域サロン、ボランティア、いきいき百歳体操などの社会資源について、一覧にまとめ、地域包
括支援センター内で共有し、相談業務の中で市民に情報提供を行う。情報については、随
時、更新を行う。

長寿いきがい課

高齢者をささえるしくみの
印刷

介護保険制度だけでなく、長寿福祉課や市社会福祉協議会等が実施している
高齢者に関わる制度等をまとめた冊子「高齢者をささえるしくみ」を毎年更新し
て印刷し、市民に提供し活用。
実績：１，８６９千円（１０千部）

介護保険制度だけでなく、長寿いきがい課や市社会福祉協議会等が実施している
高齢者に関わる制度等をまとめた冊子「高齢者をささえるしくみ」を更新して印刷し、
市民に提供し活用した。
実績：１，７２８千円（８千部）

介護保険制度だけでなく、長寿いきがい課や市社会福祉協議会等が実施している高齢者に
関わる制度等をまとめた冊子「高齢者をささえるしくみ」を毎年更新して印刷し、市民に提供
する。
予算額：１，８１５千円（８千部）

長寿いきがい課

草津市子育て支援サイト
構築事業（Ｈ２３）
情報発信事業（H２４～）

○情報発信事業
対象：草津市の子育て情報を必要とする人（メール配信登録者　５７３人、サイト
閲覧数　約１，０００件／日）
頻度：メール配信（月３回程度）、トピックス掲載（月１５件程度）
内容：平成２４年３月に子育て支援情報を総合的に発信する子育て応援サイト
「ぽかぽかタウン」を開設し、イベントの告知をメールやサイトでお知らせすると
ともに、イベントの参加の申込みや、レポートを掲載し、子育て支援情報の発信
を行った。また、Ｈ２５は、引き続き民間団体と協働で、子育てサークル等の取
材をし、サイトに記事を掲載した。また、子育てサークル交流会を開催し、サー
クル同士の情報交換を行った。
決算額：サイト運営保守費　９５１，３００円
　　　　　　情報発信事業費　５００，０００円

○情報発信事業
対象：草津市の子育て情報を必要とする人（メール配信登録者　７４３人、サイト閲覧
数　約１，０００件／日）
頻度：メール配信（月３回程度）、トピックス掲載（月１５件程度）
内容：平成２４年３月に子育て支援情報を総合的に発信する子育て応援サイト「ぽか
ぽかタウン」を開設し、イベントの告知をメールやサイトでお知らせするとともに、イベ
ントの参加の申込みや、レポートを掲載し、子育て支援情報の発信を行った。また、
子育て支援施設や子育てサークル等の情報発信を推進するため、積極的に周知・
啓発を図った。
決算額：サイト運営保守費　９７８，４８０円

○情報発信事業
対象：草津市の子育て情報を必要とする人（メール配信登録者　７８８人、サイト閲覧数　約
１，０００件／日）
頻度：メール配信（月３回程度）、トピックス掲載（月１５件程度）
内容：平成２４年３月に子育て支援情報を総合的に発信する子育て応援サイト「ぽかぽかタ
ウン」を開設し、イベントの告知をメールやサイトでお知らせするとともに、イベントの参加の
申込みや、レポートを掲載し、子育て支援情報の発信を行う。また、子育て支援施設や子育
てサークル等の情報発信を推進するため、積極的に周知・啓発を図る。
予算額：サイト運営保守費　９７８，４８０円

子ども子育て推進室

学区・地区・区社協便覧
の作成

学区社協活動の情報交換を図るため記載内容を工夫し、住民福祉活動計画の
進捗状況を掲載した。

各学区の特徴や学区社協の活動状況が詳しく分かる内容、情報交換を図るための
資料として記載内容を工夫し、各学区の住民福祉活動計画の進捗状況をまとめ、ふ
りかえりをした。

各学区の特徴や学区社協の活動状況が詳しく分かる内容、情報交換を図るための資料とし
て記載内容を工夫し、各学区の住民福祉活動計画の進捗状況をまとめ、ふりかえりをする。 市社会福祉協議会

ボランティア情報紙「よ
みーな」発行

ボランティアセンターの啓発、ボランティア活動の支援や情報提供として、年３
回発行。

市ボランティアセンターの啓発、ボランティア活動の支援や情報提供を充実して、年
２回発行した。活動助成金の案内やボランティア募集、社協事業紹介等、内容の充
実を図った。ボランティアセンター登録グループや市内福祉施設、学区社協、民児
協、各関係施設等に配布した。

今年度のテーマを 「ボランティアさんが得する情報紙」とし、活動に役立つ情報やコラム等を
掲載し、年３回発行する。

市社会福祉協議会

地域福祉活動ステップ
アップ講座（Ｈ２４～）

○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動について
　参加者：１４９人
②対象：修了者・学区社協関係者など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：社会福祉・地域福祉活動の実際について他
　参加者：５８人

○地域福祉活動ステップアップ講座
①対象：修了者、学区社協関係者、民生委員児童委員、
　　　　　地域福祉権利擁護事業生活支援員、地域福祉活動者、
　　　　　介護・福祉関係者、行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：地域医療福祉講演会
　参加者：１７８人
②対象：修了者・学区社協関係者、福祉委員、民生委員児童委員、
　　　　　行政職員、市議会議員など
　頻度：１日
　場所：市社協２階研修室
　内容：草津市の地域福祉活動を知る！
　　　　　　　～今の時代を生きぬく活動　そして活きる活動～
　参加者：９６人

○地域福祉活動ステップアップ講座
育成講座での学習を踏まえ、地域で熱心に活動を進めている実践者の経験から学び、身近
な地域で福祉活動に一歩踏み出すための知識や技術を身につけていただくためのステップ
アップ講座を開催する。
対象：市民、地域福祉活動者
頻度：２日間
場所：市社協２階研修室
内容：調整中 市社会福祉協議会

平成２６年度　事業実績 担当課事業名

基本方向１　福祉サービス利用の支援

高齢者や障害のある人
などに対する情報の提
供

窓口担当職員の接遇の
向上

パソコンや携帯情報の
活用

基本施策４　利用者の立場に立った情報発信

市社協における地域福
祉関連情報の共有化

主な施策 平成２７年度　事業予定平成２５年度　事業実績
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５８ページ

独居高齢者の電話訪問
事業（Ｈ２３～）
おしゃべりボランティア活
動の支援（H２４～）

○独居高齢者の電話訪問事業
対象：１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で独居高齢者に対し話し相手となることによ
り、孤立・孤独に陥らない様見守る。傾聴ボランティア連絡会を月一回開催。
予算：９８千円
○おしゃべりボランティア活動
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問する。民生委員児童委員
と連携を密にして高齢者の見守り活動を実施。

○一人暮らし高齢者の電話訪問事業
対象：市内に住まいする７０歳以上の１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で一人暮らし高齢者に対し話し相手となることに
より、孤立・孤独に陥らないよう見守る。
担当民生委員児童委員とは対象者を紹介していただいたり、直接申し込まれた人に
ついては紹介するなどの連携を図った。
　利用者：１１人
　傾聴ボランティア：７人
　電話訪問回数：１５７件
＜傾聴ボランティア連絡会＞
年１２回開催。電話訪問の報告や意見交換を行い、精神保健福祉士による助言を
受けて、傾聴ボランティアのスキルアップを図った。
決算額：５４千円

○おしゃべりボランティア活動への支援
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問した。月１回の定例会では、市
社協から情報提供や助言をした。

○一人暮らし高齢者の電話訪問事業
対象：市内に住まいする７０歳以上の１人暮らし高齢者
頻度：対象者一人あたり月１回～２回
場所：市社会福祉協議会
内容：傾聴ボランティアにより電話で一人暮らし高齢者に対し話し相手となることにより、孤
立・孤独に陥らないよう見守る。
担当民生委員児童委員とは対象者を紹介していただいたり、直接申し込まれた人について
は紹介するなどの連携を図る。
傾聴ボランティア連絡会を月一回開催し、電話訪問の報告や意見交換を行い、精神保健福
祉士による助言を受けて、傾聴ボランティアのスキルアップを図る。
予算額：１０１千円

○おしゃべりボランティア活動への支援
対象：学区内の一人暮らし高齢者
内容：ボランティアが２人１組になり、高齢者宅を訪問する。月１回の定例会では、市社協か
ら情報提供や助言を行う。

市社会福祉協議会

民生委員児童委員におけ
る見守り活動の推進

訪問活動や、高齢者のつどい等のサロン活動の実施。
学区社協、自治連（町内会）、福祉委員など地域の福祉活動者と協力し、顔見
知りの関係を築けるよう高齢者ふれあいサロンや敬老会などの機会を捉え、見
守り活動を展開。
特に「安心のバトン」活動を通じて地域ぐるみの見守り体制をつくっている。

訪問活動、高齢者のつどい等のサロン活動の実施。
草津市災害時要援護者避難支援プランの推進に協力。
学区社協、自治連（町内会）、福祉委員など地域の福祉活動者と協力し、顔見知り
の関係を築けるよう高齢者ふれあいサロンや敬老会などの機会を捉え、見守り活動
を展開。
「安心のバトン」の設置、緊急通報システムの普及を通じて地域ぐるみの見守り体制
をつくっている。

高齢者・障害者等への訪問活動、子育てサロンへの参加、
草津市災害時要援護者避難支援プランの推進に協力。
学区社協、自治連（町内会）、福祉委員など地域の福祉活動者と協力し、顔見知りの関係を
築けるよう高齢者ふれあいサロンや敬老会などの機会を捉え、見守り活動を展開。
「安心のバトン」の設置、緊急通報システムの普及を通じて地域ぐるみの見守り体制をつくっ
ていく。

市社会福祉協議会

家庭児童相談指導業務、
ひとり親家庭支援事業

○家庭児童に関する相談指導業務を強化することにより、家庭における適切な
児童養育を推進し、もって児童福祉の向上を図った。
　　相談体制：嘱託家庭相談員５名（専属配置）
　　※平成２５年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立機関との連携
　　母子自立支援員２名　５，２４９千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　年１３７回
　　関係機関連絡調整会議　年９回
※平成２６年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化した。
　家庭児童相談室運営費（２０，１５４千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母・父子自立支援員２名、５，５８５千円

○要保護児童対策地域協議会の開催
　　代表者会議　年２回実施
　　実務者会議　年６回実施
　　個別ケース検討会議　随時実施
　　関係機関連絡調整会議　年11回
※平成２７年度から家庭相談員を１名増員し支援体制を強化する。
　家庭児童相談室運営費（２４，０１０千円）
○ひとり親家庭の全般的な相談業務および就業、自立支援機関との連携
　　母子・父子自立支援員２名、５，６４２千円

子ども家庭課

福祉委員の推進

地域の見守りの役のひとりとしての役割を担う福祉委員の支援を行う。
実績：福祉委員の役割や必要性について、地域の懇談会で講演を行った（３回
実施）。
１３学区中１２学区に福祉委員が設置された。

福祉委員は多くが町内会の一つの役割として位置づけられるなど１１学区で設置さ
れており、活動の進め方や研修会の開催などへの支援を行ってきた。その際、市社
協が作成した福祉委員の手引き・手帳の活用を進めた。（平成２６年度５００部増
刷。）
＜研修会＞
①福祉委員の役割について 志津社会福祉協議会 ２５人
①福祉委員の役割について 老上学区福祉委員会 ３４人
①福祉委員の役割について 追分南町内会福祉委員会 １７人
①高齢者が地域で元気に暮らし続けるために
　 草津学区社協地域福祉協力委員会 ４０人

福祉委員は多くが町内会の一つの役割として位置づけられるなど１１学区で設置されてお
り、活動の進め方や研修会の開催などへの支援を今後も行う。また、新たに福祉委員の制
度を進める学区の支援を行う。その際、市社協が作成した福祉委員の手引き・手帳の活用
を進め、学区社協や民生委員児童委員と連携した福祉委員の活動がより効果的に行われ
るよう支援していく。

市社会福祉協議会

学区社協活動の推進

学区民や福祉委員、民生委員児童委員など学区社協構成員による情報が集ま
る。
具体的な活動には、ネットワークの仕組みに地域包括支援センターが中心に
なって取り組む医療福祉を考える会議に参画する学区社協がある。(老上学
区、笠縫東学区、山田学区)

地域福祉活動の中心的な役割を担う学区・区社会福祉協議会の支援を行った。
実績：学区社協会長会の開催（月１回）
　　　　学区・区社協が実施する事業に対する助成（１学区３６万円）
　　　　学区・区社協からの相談対応（２５２回）
　　　　福祉活動推進員育成講座、地域福祉活動ステップアップ講座
　　　　地域支え合い運送支援事業
　　　　学区社協活動共同募金助成
　　　　地域福祉コーディネーターによる学区社協活動支援
　　　　福祉委員設置促進
　　　　地域福祉活動推進の支援強化
　　　　地域福祉活動集作成（便覧）
※平成２６年度は、老上学区と山田学区を重点対象地区として活動の支援をおこ
なった。

地域福祉活動の中心的な役割を担う学区・区社会福祉協議会の支援を行う。
学区社協会長会の開催（月１回）
学区・区社協が実施する事業に対する助成（１学区３６万円）
学区・区社協からの相談対応
福祉活動推進員育成講座、地域福祉活動ステップアップ講座
地域支え合い運送支援事業
学区社協活動共同募金助成
地域福祉コーディネーターによる学区社協活動支援
福祉委員設置促進
地域福祉活動推進の支援強化
地域福祉活動集作成（便覧）

重点対象地区：２学区→４学区

市社会福祉協議会

町内会加入チラシの配
布、開発での町内会加入
指導

市民課で、転入者に町内会加入チラシを配布した。
住宅開発においては、開発事業者に対して入居予定者の町内会加入または、
町内会設立に向けて必要な支援・説明を行うよ開発条例に基づき取り組みを進
めた。

市民課で、転入者に町内会加入チラシを配布した。
また、８月１日には草津駅・南草津駅で町内会加入を促すため、街頭啓発を行った。
住宅開発においては、開発事業者に対して入居予定者の町内会加入または、町内
会設立に向けて必要な支援・説明を行うよう開発条例に基づき取り組みを進めた。

引き続き、市民課で転入者に町内会加入チラシを配布を行う。
また、住宅開発においては、開発事業者に対して入居予定者の町内会加入または、町内会
設立に向けて必要な支援・説明を行うよう開発条例に基づき取り組みを進める。

まちづくり協働課

担当課平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績

自治会への加入の促進

地域の生活課題や支援
を必要としている人の把
握

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり

主な施策

基本施策１　セーフティネット機能の強化

ひとり暮らし等高齢者世
帯の見守り

事業名 平成２５年度　事業実績
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５８ページ

災害時要援護者登録制
度

災害時要援護者登録制度の推進をすることにより、地域コミュニティの希薄化
等から、情報共有が困難であった要援護者情報について、登録申請時に要援
護者本人に同意を得ることで、とりまとめた個人情報を町内会へ提供すること
が可能になり、地域ぐるみの助け合いや地域福祉に活かしてもらう。
Ｈ２５．７現在要援護者全体数８，６８４人、うち要援護者登録者数３，１６４人、Ｈ
２６．２現在登録有町内会数１８７町内会、うち協定町内会数１７１町内会

災害時要援護者登録制度の推進をすることにより、地域コミュニティの希薄化等か
ら、情報共有が困難であった要援護者情報について、登録申請時に要援護者本人
に同意を得ることで、とりまとめた個人情報を町内会へ提供することが可能になり、
地域ぐるみの助け合いや地域福祉に活用された。
Ｈ２６．７現在要援護者全体数９，０７８人、うち要援護者登録者数３，２１１人、Ｈ２
６．２現在登録有町内会数１８７町内会、うち協定町内会数１７１町内会

災害時要援護者登録制度の推進をすることにより、地域コミュニティの希薄化等から、情報
共有が困難であった要援護者情報について、登録申請時に要援護者本人に同意を得ること
で、とりまとめた個人情報を町内会へ提供することが可能になり、地域ぐるみの助け合いや
地域福祉に活用してもらう。
　また、制度開始から５年が経過し、制度進めていく上での課題等について民生委員等関係
者との意見交換を行い、制度の見直し等を行っていく。

社会福祉課

挨拶（あいさつ）運動推進
愛の声かけパトロール

事業主体：草津市青少年育成市民会議
●挨拶（あいさつ）運動推進
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり
協議会の部会などが、学校の登下校時や地域のパトロール活動においてあい
さつや声かけを行っている。
決算額：まちづくり協議会事業として地域一括交付金化　３０千円
●愛の声かけパトロール
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり
協議会の部会などが、地域の大型量販店、ゲームセンター、インターネットカ
フェ等への巡回を行っている。合計のべ５７６回、参加者２，４０２人
決算額：草津市青少年育成市民会議への委託料　１６千円
　　　　　　　　１３学（地）区の活動費についてはまちづくり協議会事業として
　　　　　　　　地域一括交付金化　１３６千円

事業主体：草津市青少年育成市民会議
●挨拶（あいさつ）運動推進
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり協議
会の部会などが、学校の登下校時や地域のパトロール活動においてあいさつや声
かけを行った。
　・まちづくり協議会事業として地域一括交付金

●愛の声かけパトロール
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり協議
会の部会などが、地域の大型量販店、ゲームセンター、インターネットカフェ等への
巡回を行った。
　・まちづくり協議会事業として地域一括交付金
　　合計のべ５８８回、参加者２，６０９人

事業主体：草津市青少年育成市民会議
●挨拶（あいさつ）運動推進
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり協議会の部
会などが、学校の登下校時や地域のパトロール活動においてあいさつや声かけを行う。
　　・まちづくり協議会事業として地域一括交付金

●愛の声かけパトロール
年間を通じて、１３学・地区の青少年育成学（地）区民会議、委員会、まちづくり協議会の部
会などが、地域の大型量販店、ゲームセンター、インターネットカフェ等への巡回を行う。
　　・まちづくり協議会事業として地域一括交付金

生涯学習課

基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書５９ページ

災害時要援護者避難支
援プラン推進事業

平成２５年度は、新たに対象となった要援護者や、未登録者のうち優先度の高
い人について、制度案内を行うとともに、平成２３年度から開始した、要援護者
登録者情報の町内会提供についても、さらに進めた。
決算見込み額：２８０千円
Ｈ２５．７現在要援護者全体数８，６８４人、うち要援護者登録者数３，１６４人、Ｈ
２６．２現在登録有町内会数１８７町内会、うち協定町内会数１７１町内会

平成２６年度は、新たに対象となった要援護者や、未登録者のうち優先度の高い人
について、制度案内を行うとともに、平成２３年度から開始した、要援護者登録者情
報の町内会提供を進めた事に加え、消防署への要援護者情報の提供に関して協定
を締結した。

決算見込み額：１８０千円
Ｈ２６．７現在要援護者全体数９，０７８人、うち要援護者登録者数３，２１１人、Ｈ２
６．１２現在登録有町内会数１９０町内会、うち協定町内会数１７６町内会

平成２７年度は新たに対象となった要援護者や、未登録者のうち優先度の高い人に対して、
制度案内を行うとともに、平成２３年度から開始した、要援護者登録情報の町内会提供に加
え、消防署への要援護者情報の提供を行う。

予算額：２１０千円
Ｈ２６．７現在要援護者全体数９，０７８人、うち要援護者登録者数３，２１１人、Ｈ２６．１２現
在登録有町内会数１９０町内会、うち協定町内会数１７６町内会

危機管理課
社会福祉課

災害時要援護者対策の
推進

災害時要援護者避難支援プランの周知・推進のため、学区社協や民生委員児
童委員との連携を支援する。

災害時要援護者制度の開始から５年が経過し、様々な課題や見直すべき点が出て
きたことから、市事務局と民協とで検討委員会を設け、課題解決に向けて協議を重
ねた。

引き続き課題解決に向けて関係機関と協議を重ねていく。
市社会福祉協議会

☆
自主防災組織事業補助
金、減災協働コミュニティ
事業補助金

自主防災組織が行う防災訓練等への取り組み補助として、運営補助金定額１９
千円、および資機材等購入補助（補助率１/３、補助金上限１００千円）を実施。
Ｈ２３年度からは、かまどベンチに対しても助成を開始。災害時要援護者対策と
して、要援護者マップづくりや避難訓練救出訓練などに取り組む町内会も出て
きている。
また、学区・地区毎での防災訓練等をはじめとした防災、減災事業を支援した。
決算額：運営補助　　　　　　  ２，８３１千円（１４９町内会）
　　　　　資機材補助　 　　　　４，００４千円（７６町内会）
　　　　　かまどベンチ補助　　　４２９千円（９町内会）
　　　　　減災協働事業補助　　　７０６千円（７学区・地区）

自主防災組織が行う防災訓練等への取り組み補助として、運営補助金定額１９千
円、および資機材等購入補助を実施。Ｈ２６年度からは、資機材の補助率を1/3から
1/2に、限度額を１００千円から２００千円に引き上げ自主防災組織の強化に努め、
学区での防災訓練等をはじめとした防災、減災事業を支援した。
またご近助力見える化調査を実施し、各町内会の防災力を可視化し、弱点や課題
の解決について消防署と連携し、助言を行った。
決算見込み額：運営補助　　　　　　  ３，１１６千円（１６４町内会）
　　　　　　　　　　資機材補助　 　　　　７，８９３千円（８５町内会）
　　　　　　　　　　減災協働事業補助　　　３０１千円（5学区・地区）

自主防災組織が行う防災訓練等への取り組みとして、運営補助金定額１９千円、および資
機材等購入補助を実施。平成２６年度から平成３０年度までは資機材の補助率を１/３から１
/２に、補助限度額を１００千円から２００千円に引き上げ、自主防災組織の強化に努め、学
区での防災訓練をはじめとした防災事業を支援する。
また、学区ごとでの防災訓練等をはじめとした防災・減災事業を支援する。

予算額：運営事業補助金　　　３，０４０千円（１６０町内会）
　　　　　資機材補助　　　　　　８，２００千円（８２町内会）
　　　　　減災協働事業補助　　　　６５０千円（１３学区）

危機管理課

災害ボランティアコーディ
ネーターの育成支援

平成１６年度から平成１８年度にかけて、市で養成した災害ボランティアコーディ
ネーターが「災害ボランティアコーディネーター会」を設立。併せて社会福祉協
議会をはじめとした関係機関が参画した災害ボランティアセンター運営協議会
が設立され、災害ボランティアセンター設置運営訓練が実施された。
また、災害ボランティアコーディネーター養成講座を開催した。
決算額：６３千円

平成１６年度から平成１８年度にかけて、市で養成した災害ボランティアコーディ
ネーターが「災害ボランティアコーディネーター会」を設立。併せて社会福祉協議会
をはじめとした関係機関が参画した災害ボランティアセンター運営協議会が設立さ
れ、災害ボランティアセンター設置運営訓練が実施された。小学校での避難所体験
訓練にて、段ボールによる避難所スペースの作り方を講義いただくなど、ノウハウを
生かしてもらえるような活動の場を提供した。
平成２６年７月　南笠東小学校避難所体験訓練
平成２６年８月　志津南小学校避難所体験訓練
平成２７年１月　災害ボランティアセンター運営訓練

平成１６年度から平成１８年度にかけて、市で養成した災害ボランティアコーディネーターが
「災害ボランティアコーディネーター会」を設立。併せて社会福祉協議会をはじめとした、関
係機関が参画した災害ボランティアセンター運営協議会が設立され、災害ボランティアセン
ター設置運営訓練を実施する。

危機管理課

災害ボランティアセンター
運営協議会

市が開催する災害ボランティアコーディネーター養成講座に協力し、新たな人
材育成を行う。
また、草津市災害ボランティアコーディネーター会をはじめとした草津市災害ボ
ランティアセンター運営協議会と連携し、有事の際のネットワークを強固にす
る。

今年度、草津市と災害ボランティアセンター運営に関する協定を締結。草津市災害
ボランティアコーディネーター会をはじめとした草津市災害ボランティアセンター運営
協議会と連携し、有事の際のネットワークを強固にするため、会議の開催と災害ボ
ランティアセンター運営訓練を実施。訓練では、民間の災害時支援活動を学ぶ時間
も設けた。

＜災害ボランティアセンター運営訓練＞
平成２７年１月
場　所：市社協
内　容：・災害ボランティアセンターの運営に係る活動業務の確認
　　　　　・【草津総合病院】講話
　　　　　　災害時の民間の支援活動　ＤＭＡＴ・災害拠点病院について
　　　　　・【県社協】県社協の取り組みと地域に期待すること
　　　　　・【草津市赤十字奉仕団】大規模災害被災地での活動について・炊き出し
対　象：災害ボランティアセンター運営協議会構成団体
参加者：６３人

草津市災害ボランティアコーディネーター会をはじめとした草津市災害ボランティアセンター
運営協議会と連携し、有事の際のネットワークを強固にするため、会議の開催と災害ボラン
ティアセンター運営訓練を実施する。

市社会福祉協議会

☆ 福祉避難所の指定

平成２４年４月に災害時に要援護者を収容するための福祉避難所を４箇所（な
ごみの郷、長寿の郷ロクハ荘、市立障害者福祉センター、市立発達支援セン
ター）設置した。
これに加え民間の介護施設や障害者福祉施設を福祉避難所として指定できる
か等を関係各課と協議を行い、民間事業所を対象にアンケート調査を行った。

庁内の関係課と連携し民間事業所に対して福祉避難所指定についての説明を行
い、３月に協定締結した。

関係課と連携し、さらに福祉避難所の充実に向けて継続実施する。

危機管理課

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり
基本施策１　セーフティネット機能の強化

主な施策 事業名 平成２５年度　事業実績 担当課

平成２６年度　事業実績平成２５年度　事業実績

平成２６年度　事業実績

Ｈ

【重点プログラム３-①】
福祉避難所の確保

災害ボランティアコー
ディネーターの養成

【重点プログラム３-①】
地域の防災体制づくり、
防災訓練の促進

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり

事業名

【重点プログラム３-①】
災害時要援護者避難支
援プランの推進

主な施策

孤立死防止等の見守り
活動の促進

子どもの登下校時の見
守り等防犯活動の促進

担当課平成２７年度　事業予定

平成２７年度　事業予定

☆
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６０ページ

放置自転車対策事業

景観を損ねたり、歩行者の通行の妨げになる放置自転車について、公共の場
所の良好な環境に努めるため、ＪR草津駅・南草津駅周辺の自転車等放置禁止
区域内において、啓発・撤去・保管・返還等の対策を実施しています。
撤去業務回数：週３回
返還業務回数：週４回
ただし、日曜日、国民の祝日、年末年始（１２/２９～１/３）は除く
決算額：８，７２８千円

景観を損ねたり、歩行者の通行の妨げになる放置自転車について、公共の場所の
良好な環境に努めるため、ＪR草津駅・南草津駅周辺の自転車等放置禁止区域内
において、啓発・撤去・保管・返還等の対策を実施しました。
撤去業務回数：週３回
返還業務回数：週４回
ただし、日曜日、国民の休日、年末年始（１２/２９～１/３）は除く
決算額：９，０２５千円

景観を損ねたり、歩行者の通行の妨げになる放置自転車について、公共の場所の良好な環
境に努めるため、ＪR草津駅・南草津駅周辺の自転車等放置禁止区域内において、啓発・撤
去・保管・返還等の対策を実施します。
撤去業務回数：週３回
返還業務回数：週４回
ただし、日曜日、国民の休日、年末年始（１２/２９～１/３）は除く
予算額：９，０３７千円

交通政策課

まめバス実証運行事業
（～Ｈ２４）
まめバス運行事業（Ｈ２５）

本市の課題である公共交通空白地・不便地を解消し、高齢者などの交通弱者
の社会参加の機会を確保するため、コミュニティバス「まめバス」の実証運行を
平成２１年度から実施。平成２５年度から本格運行に移行。
路線数：６路線７系統
運休日：日曜日・国民の休日・年末年始（１２/２９～１/３）
運賃：大人２００円、小学生１００円、幼児（６歳未満）無料
割引制度：障害者割引、往復割引、回数券
決算額：４１，６３２千円
利用者数：７，５２１人/月（まめバス実績 H25.4～H26.3）

本市の課題である公共交通空白地・不便地を解消し、高齢者などの交通弱者の社
会参加の機会を確保するため、コミュニティバス「まめバス」の実証運行を平成２１年
度から実施。平成２５年度から本格運行に移行。平成２５年１０月から栗東市と共同
運行を実施。
平成２６年度には目標値を収支率から利用者数に変更した。
路線数：６路線７系統
運休日：日曜日・国民の休日・年末年始（１２/２９～１/３）
運賃：大人２００円、小学生１００円、幼児（６歳未満）無料
割引制度：障害者割引、往復割引、回数券
決算額：３４，４６３千円
利用者数：８，５９２人/月（まめバス実績 H26.4～H27.3の平均）

本市の課題である公共交通空白地・不便地を解消し、高齢者などの交通弱者の社会参加
の機会を確保するため、コミュニティバス「まめバス」の実証運行を平成２１年度から実施。
平成２５年度から本格運行に移行。平成２５年１０月から栗東市と共同運行を実施。
路線数：６路線７系統
運休日：日曜日・国民の休日・年末年始（１２/２９～１/３）
運賃：大人２００円、小学生１００円、幼児（６歳未満）無料
割引制度：障害者割引、往復割引、回数券
予算額：３９，４２９千円
利用者数：８，６００人/月（まめバス目標利用者数）   

交通政策課

笠縫団地２期建設工事（Ｈ
２３）
芦浦団地建替え工事（Ｈ２
３）
陽ノ丘団地建替え事業（Ｈ
２４～）

○陽ノ丘団地建替え事業
【実施設計】
　３６戸の高層耐火住宅
　公営住宅整備基準（バリアフリー化等）に基づいた設計を実施
実績額：１７，４７６千円

○陽ノ丘団地建替え事業
【工事着手】
　３６戸（６階建て）の高層耐火住宅
　平成２６年１０月から工事に着手した。平成２７年度中に新たな陽ノ丘団地の竣工
を行い、平成２８年度で事業の完了を予定している。
契約額（平成２６年度から平成２８年度まで）
　建築　７０２，０００千円（平成２６年度支払実績：１００，０００千円）
　機械　７７，１６６千円（平成２６年度支払実績：３０，８６０千円）
　電気　７２，９００千円（平成２６年度支払実績：２９，１６０千円）
　監理　９，０１８千円（平成２６年度支払実績なし）

○陽ノ丘団地建替え事業
【本体工事】
　建替工事を継続し、年度中に新陽ノ丘団地の竣工を行う。また、平成２８年度で既存の陽
ノ丘団地の解体を含めた事業の完了を予定している。
平成２７年度予算額
　建築　４７８，３０２千円
　機械　４６，３０６千円
　電気　４６，５６９千円 住宅課

基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６２ページ

第２期草津市地域福祉計
画の周知

草津市ホームページ、草津市共有フォルダにて第２期草津市地域福祉計画書
および概要版を掲載。
第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布した。。

・草津市ホームページ、庁内ネットワーク（公開羅針盤）に第２期草津市地域福祉計
画およびその概要版を掲載し、周知を図った。
・第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布した。

・草津市ホームページ、庁内ネットワーク（公開羅針盤）に第２期草津市地域福祉計画およ
びその概要版を掲載し、周知を図る。
・第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布する。

社会福祉課

要保護児童対策地域協
議会運営業務

●健康増進課、子育て支援センターとの連携
すこやか訪問事業や乳幼児定期健診等の情報をもとに意見交換することで、
児童虐待の未然防止、早期発見を図った。
① すこやか訪問調整会議（毎月１回実施　情報共有、取り組みの検討）
②乳幼児リスクアセスメント会議（毎月1回実施　健診拒否、すこやか訪問未訪
問・キャンセル等の気になる家庭について情報共有とその対応を検討）
●幼稚園、保育所(園)、小・中学校との連携・情報交換
①学校および保育所から市への定期的な情報提供（児童の出欠状況等）によ
る連携
② 児童生徒問題行動対策委員会（中学校）への出席（毎週月曜日）
③小中学校生徒指導主事主任会議への出席（年６回）
●ＤＶ関係課連絡会議による情報交換（年２回）　6月12日、3月24日

●健康増進課、子育て支援センターとの連携
すこやか訪問事業や乳幼児定期健診等の情報をもとに意見交換することで、児童
虐待の未然防止、早期発見を図った。
① すこやか訪問調整会議（毎月１回実施　情報共有、取り組みの検討）
②乳幼児リスクアセスメント会議（毎月1回実施　健診拒否、すこやか訪問未訪問・
キャンセル等の気になる家庭について情報共有とその対応を検討）
●幼稚園、保育所(園)、小・中学校との連携・情報交換
①学校および保育所から市への定期的な情報提供（児童の出欠状況等）による連
携
② 児童生徒問題行動対策委員会（中学校）への出席（毎週月曜日）
③小中学校生徒指導主事主任会議への出席（年６回）

●健康増進課、子育て支援センターとの連携
すこやか訪問事業や乳幼児定期健診等の情報をもとに意見交換することで、児童虐待の未
然防止、早期発見を図る。
① すこやか訪問調整会議（毎月１回実施　情報共有、取り組みの検討）
②乳幼児リスクアセスメント会議（毎月1回実施　健診拒否、すこやか訪問未訪問・キャンセ
ル等の気になる家庭について情報共有とその対応を検討）
●幼稚園、保育所(園)、小・中学校との連携・情報交換
①学校および保育所から市への定期的な情報提供（児童の出欠状況等）による連携
② 児童生徒問題行動対策委員会（中学校）への出席（毎週月曜日）
③小中学校生徒指導主事主任会議への出席（年６回）

子ども家庭課

地域福祉推進連絡会議
草津市高齢者虐待判定
会議
地域福祉権利擁護事例
検討会
認知症施策推進ワーキン
グ-権利擁護-への参画
（Ｈ２４～）

行政・市社協が実施する各種会議へ互いに積極的に参加し、連携・協働に努め
た。
・地域福祉推進連絡会議（定期的に市社会福祉課と事業連絡会議を実施）
・草津市高齢者虐待判定会議（年６回開催）
・地域福祉権利擁護事例検討会（年１２回開催）
・認知症施策推進ワーキング-権利擁護-への参画（年２回開催）

行政・市社協が実施する各種会議へ互いに積極的に参加し、連携・協働に努めた。
・地域福祉推進連絡会議（定期的に市社会福祉課と事業連絡会議を実施）
・草津市高齢者虐待判定会議（年６回開催）
・地域福祉権利擁護事例検討会（随時）
・認知症施策推進ワーキング-権利擁護-への参画（年２回開催）

行政・市社協が実施する各種会議へ互いに積極的に参加し、情報共有を密にするとともに
効果的な取り組みに向けてさらなる連携・協働に努める。
・地域福祉推進連絡会議（月１回、市社会福祉課と事業連絡会議を実施）
・草津市高齢者虐待判定会議（年６回開催）
・地域福祉権利擁護事例検討会（随時）
・認知症施策推進ワーキング-権利擁護-への参画（年２回開催）

市社会福祉協議会
社会福祉課

草津市障害児（者）自立
支援協議会

市内に居住する障害児（者）が、住み慣れた地域で安心して自立した社会生活
を営むことができるよう、相談支援事業者、福祉サービス事業者、障害者関係
団体および行政等の関係機関が福祉、保健、医療、教育、就労等のサービス
を総合的に調整し、効果的なサービスの提供を図る。
開催頻度：２カ月に１回程度
実績：５回

市内に居住する障害児（者）が、住み慣れた地域で安心して自立した社会生活を営
むことができるよう、相談支援事業者、福祉サービス事業者、障害者関係団体およ
び行政等の関係機関が福祉、保健、医療、教育、就労等のサービスを総合的に調
整し、効果的なサービスの提供を図った。
開催頻度：２カ月に１回程度
実績：５回

市内に居住する障害児（者）が、住み慣れた地域で安心して自立した社会生活を営むことが
できるよう、相談支援事業者、福祉サービス事業者、障害者関係団体および行政等の関係
機関が福祉、保健、医療、教育、就労等のサービスを総合的に調整し、効果的なサービス
の提供を図る。
開催頻度：２カ月に１回程度
実績：５回（予定）

障害福祉課

ケアマネジャー連絡会議
の開催
居宅介護支援事業所長
会議の開催
地域密着型サービス事業
所運営推進会議への参
加

○ケアマネジャー連絡会議の開催
対象：市内・市外のケアマネジャー
頻度：年６回
場所：草津市役所
内容：情報提供
○居宅介護支援事業所長会議の開催
対象：市内居宅介護支援事業所長
頻度：年６回
場所：草津市役所
内容：地域の課題共有とネットワークづくり
○地域密着型サービス事業所運営推進会議への参加
対象：地域密着型サービス事業所
頻度：各事業所ごとに２カ月に１回開催
場所：各事業所
内容：事業所の運営についての協議
実績：１３カ所で開催

○ケアマネジャー連絡会議の開催
対象：市内・市外のケアマネジャー
頻度：年４回
場所：草津市役所
内容：情報提供
○居宅介護支援事業所長会議の開催
対象：市内居宅介護支援事業所長
頻度：年６回
場所：草津市役所
内容：地域の課題共有とネットワークづくり
○地域密着型サービス事業所運営推進会議への参加
対象：地域密着型サービス事業所
頻度：各事業所ごとに２カ月に１回開催
場所：各事業所
内容：事業所と地域の交流に関する助言など
実績：１３カ所で開催

○ケアマネジャー連絡会議の開催
対象：市内・市外のケアマネジャー
頻度：年３回
場所：草津市役所
内容：情報提供
○居宅介護支援事業所長会議の開催
対象：市内居宅介護支援事業所長
頻度：年６回
場所：草津市役所
内容：地域の課題共有とネットワークづくり
○地域密着型サービス事業所運営推進会議への参加
対象：地域密着型サービス事業所
頻度：各事業所ごとに２カ月に１回開催
場所：各事業所
内容：事業所と地域の交流に関する助言など
実績：１３カ所で開催

長寿いきがい課

平成２６年度　事業実績

平成２７年度　事業予定平成２６年度　事業実績

平成２７年度　事業予定 担当課

平成２５年度　事業実績 担当課事業名

事業名

主な施策

基本施策１　行政の推進体制の強化
基本方向３　協働の推進

歩道や道路、交通安全
施設の計画的な整備

地域福祉計画の職員へ
の周知

保健・福祉部門間、他部
門との連携・調整

行政と社協との定期的
な連絡会議

基本方向２　安全に暮らせる地域づくり

公共バスの利便性の向
上

施設の改良・整備

行政とサービス事業者
との連絡会議

主な施策

基本施策３　ユニバーサルデザインの推進

平成２５年度　事業実績
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基本目標３　みんなで創る　人にやさしい福祉のまち

※地域福祉計画書６３ページ

第２期草津市地域福祉計
画の周知

草津市ホームページ、草津市共有フォルダにて第２期草津市地域福祉計画書
および概要版を掲載。
第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布した。。

・草津市ホームページ、庁内ネットワーク（公開羅針盤）に第２期草津市地域福祉計
画およびその概要版を掲載し、周知を図った。
・第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布した。

・草津市ホームページ、庁内ネットワーク（公開羅針盤）に第２期草津市地域福祉計画およ
びその概要版を掲載し、周知を図る。
・第２期草津市地域福祉計画書概要版を窓口にて配布する。

社会福祉課

地域福祉推進市民委員
会の開催

地域福祉推進市民委員会を３回開催し、地域福祉計画の進捗状況について検
証を行うとともに、地域福祉の具体的な推進について協議を行った。

地域福祉推進市民委員会を開催し、地域福祉計画の進捗状況について検証を行う
とともに、地域福祉の推進を図るために協議、検討を行った。

２回開催（第１回：平成２６年１１月１３日、第２回：平成２７年２月１６日）

地域福祉推進市民委員会を開催し、地域福祉計画の進捗状況について検証を行うととも
に、第３期草津市地域福祉計画の策定にかかり、計画への提言をいただく。
５回開催 社会福祉課

地域福祉推進市民委員
会での評価、ホームペー
ジ等での結果公表

草津市地域福祉推進市民委員会にて検証された第２期草津市地域福祉計画
の結果について、ホームページ等で市民に公表した。

草津市地域福祉推進市民委員会にて検証された第２期草津市地域福祉計画の進
捗状況等について、ホームページで市民に公表した。

草津市地域福祉推進市民委員会にて検証された第２期草津市地域福祉計画の進捗状況お
よび、第３期草津市地域福祉計画の策定状況について、ホームページで市民に公表する。 社会福祉課

学区・地区・区社協活動
推進事業
サポートネットワーク活動
（Ｈ２３)
地域福祉懇談会（Ｈ２５)

・くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社
協がこれまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域
ぐるみの見守り、支えあい活動を推進する。
・市社協プロジェクト会議を実施し、地域での学区社協活動の位置や役割につ
いて検討する。

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこ
れまで取り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見
守り、支えあい活動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学
区、山田学区が継続して実施している。
＜医療福祉を考える会議＞
・老上学区社会福祉協議会　　　 ３回　　・笠縫東学区社会福祉協議会　　３回
・山田学区社会福祉協議会　　 　３回

○地域福祉活動推進委員会
平成２６年度協働のまちづくり条例が施行され、地域福祉推進の中核である学区社
協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域の福祉活動関係団体などと
協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実践活動を検証しなが
ら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を推進した。そ
のために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域福祉
活動推進委員会」を設置した。また、平成２６年度は山田学区と老上学区を重点対
象学区とし、それぞれの地域でも「推進委員会」を設置し、学区社協活動の柱である
住民福祉活動計画の見直しをベースとして学区社協活動の支援強化を図った。
また、その取り組みについては福祉活動推進員育成講座ステップアップ講座２にお
いて報告いただいた。

・地域福祉活動推進委員会　３回　　・老上学区地域福祉活動推進委員会　　５回
・山田学区地域福祉活動推進委員会　　３回

○医療福祉を考える会議
くらしの課題の共有と住民福祉活動計画の具現化を話しあう場として学区社協がこれまで取
り組んできた地域福祉懇談会に地域の専門職等も交えて地域ぐるみの見守り、支えあい活
動を推進。特に医療福祉を考える会議は、老上学区、笠縫東学区、山田学区が継続して実
施しており、今年度実施予定の草津学区、渋川学区、矢倉学区、笠縫学区も新たに支援し
ていく。

○地域福祉活動推進委員会
地域福祉推進の中核である学区社協が、まち協と連携し民生委員児童委員協議会や地域
の福祉活動関係団体などと協働して地域福祉の向上に関する活動を円滑に行えるよう、実
践活動を検証しながら、「地域福祉活動推進」に必要な方策の充実を図り、学区社協活動を
推進する。そのために、本会に福祉関係団体・関係者や学識経験者などで構成する「地域
福祉活動推進委員会」を設置する。
平成２６年度に続き山田学区と老上学区を重点対象学区として継続的に支援を行い、加え
て、新たに２学区を重点対象学区とし、学区社協活動の支援強化を図っていく。
また、実践を通して得た特徴のある「地域福祉活動推進支援」を事例報告としてまとめる。

市社会福祉協議会

平成２５年度　事業実績 平成２６年度　事業実績 担当課平成２７年度　事業予定

地域福祉懇談会の継続
開催

基本施策２　市民との協働による計画の進行

主な施策

市民との協働による進
行管理

地域福祉計画の普及啓
発

進捗状況の評価、検証
と結果の公表

事業名

基本方向３　協働の推進
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