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平成２７年度第１回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日 時： 平成２７年６月２５日（木）１３時３０分～１５時３０分  

場 所： 市役所２階 特大会議室 

出席委員： 佐藤委員、清水委員、小林由委員、奴賀委員、野田委員、白井委員  

中後委員、馬塲委員、大西委員、田中早苗委員、樋上委員、井上委員 

欠席委員： 岡田委員、田中千秋委員、中村委員 

事務局：  太田健康福祉部長、平尾健康福祉副部長、古川課長、寺田主任  

傍聴者： ３名 

 

１．開会                                   

【事務局】 

定刻になりましたので、ただ今から「平成２７年度第１回草津市地域福祉推進市民

委員会」を開催させていただきます。開会にあたりまして、健康福祉部長の太田がご

あいさつさせていただきます。  

２．健康福祉部長あいさつ                           

【健康福祉部長】 

皆様、あらためまして、こんにちは。健康福祉部の太田でございます。日頃は、皆

様方には、市政の推進、とりわけ地域福祉の推進に、特別の御理解と御協力いただい

ておりますことに厚くお礼を申し上げます。また、委員の皆様方には、大変お忙しい

中、また、暑い中、地域福祉推進市民委員会に御出席いただきまして、誠にありがと

うございます。 

皆様、御承知いただいておりますように、私たちを取り巻く環境は少子高齢化、核

家族化の進展などに伴いまして、さまざまな生活課題が生じてきているところでござ
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います。このような中、本市では、共に支え合う社会を実現し、住み慣れた地域で安

心して生活ができるように地域福祉計画を策定いたしまして、市民の皆様、地域の各

種団体、行政が連携を図りながら地域福祉の推進に取り組んでいるところでございま

す。 

現行の第２期草津市地域福祉計画は、今年度末をもって、その期間が満了いたしま

す。こうしたことから、今年度、これまでの計画の評価を踏まえ、平成２８年度から

５年間を計画期間とする第３期草津市地域福祉計画の策定を行うこととしております。 

本日は、第３期計画の策定概要、スケジュールなどについて、御説明をさせていた

だきますが、委員の皆様方には、次期計画の策定に向けまして、忌憚のないご意見を

頂きますようお願い申し上げまして、簡単でございますが、開会に当たりましてのあ

いさつとさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。  

【事務局】 

次に、会議の公開につきまして、本日、お席にお配りしております資料で、次第を

表紙としました資料の８ページをご覧いただけますでしょうか。こちらは本市の市民

参加条例の抜粋でございます。本条例の第９条、１０ページに審議委員会等の公開等

について規定がされております。本委員会につきましては、公開となります。  

また、資料の１７ページでございますが、今回の委員会の開催につきまして、同条

例の施行規則第８条に基づきまして、会議の公開を御案内させていただきました。そ

のところ、本日の傍聴の方につきましては３名いらっしゃることを御報告申し上げま

す。 

続きまして、配布資料の５ページをご覧ください。こちらは、本市の附属機関運営

規則でございまして、同規則の第６条第１項におきまして「附属機関の会議は、委員

の半数以上の出席がなければ開くことができない」とされております。本日は、委員

１５名のうち、現在１２名の委員様にご出席いただいております。中村委員様につき

ましては、今、遅れていらっしゃいますので、会議の中に御出席いただけるかと思い
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ます。よりまして、当委員会は過半数以上ということになりますので、成立している

ことを御報告申し上げます。 

また、運営規則の第６条第２項によりまして、「会議の議事は、出席した委員の過

半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる」とされております

ので、御確認をお願いいたします。  

それでは、次第３の議事に入りますが、本日配布資料の６ページ、運営規則第５条

第２項によりまして、委員長が会議の議長にお務めいただくこととなっておりますの

で、以降の進行につきましては、佐藤委員長にお願いしたいと思います。委員長、よ

ろしくお願いいたします。  

【委員長】 

皆様、こんにちは。お暑い中、御苦労さまです。 

それでは、議事に入ります。初めに、事務局から資料の確認をお願いします。  

３．議事                                   

（１）第３期草津市地域福祉計画について  

（２）第３期草津市地域福祉計画の策定スケジュールについて  

（３）第３期草津市地域福祉計画の策定体制について  

【事務局】 

事務局の社会福祉課の寺田と申します。よろしくお願いいたします。  

議事に移ります前に、資料の説明、確認をさせていただきます。本日の資料は５種

類ございます。 

１つ目は、次第を表紙としました資料でございます。２枚目以降に、委員の名簿、

本日の席次表、関係条例等をのせております。２つ目は、右肩に資料１と書いてある、

「第３期草津市地域福祉計画の策定について」という資料でございます。３つ目は、

資料２「草津市の現状について」の資料でございます。４つ目は、資料３「「第２期

草津市地域福祉計画」の進捗状況（抜粋）」と書いているものでございます。最後、
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５種類目は、資料４「草津市地域福祉推進の取り組みに関するアンケート調査（案）」

と書いている資料でございます。資料に不足等ございましたら、事務局までお申し出

ください。よろしいでしょうか。  

資料の確認は、以上とさせていただきます。ありがとうございます。  

【委員長】 

委員の皆様、資料を御確認いただけましたでしょうか。よろしいですか。  

それでは、これから資料に基づいて、議事の説明をお願いしますが、大体どのくら

いの時間で説明いただけるのですか。  

【事務局】 

１０分程度です。 

【委員長】 

はい。では、お願いします。  

【事務局】 

そうしましたら、引き続きまして、本日の議事の説明をさせていただきます。  

議事につきまして、次第に、１、２、３、４と議事が載っておりますが、まず議事

１、２、３につきましては資料１で御説明をさせていただきますので、３つの議事に

関しては、続けて説明をさせていただきまして、最後に合わせて御意見を頂ければと

思いますが、よろしいでしょうか。  

ありがとうございます。 

それでは、議事１、２、３について、説明をさせていただきます。資料としまして

は、お手元の資料１を使わせていただきますので、御準備いただけますでしょうか。 

まず議事１の「第３期草津市地域福祉計画について」でございます。資料１の１ペ

ージにございますとおり、地域福祉計画は市民をはじめ、社会福祉協議会や町内会、

民生委員、児童委員や民間の事業者など、さまざまな団体と行政機関が協働し、地域

福祉を進めていく上で共通の理念や目標を定めているもので、その実現に向けて、そ
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れぞれができることに取り組みながら協力をしていくための指針として策定を行うも

のであります。 

また、第３期計画を策定するに当たっては、計画の策定の背景にも記載しておりま

すとおり、社会構造の変化への対応が必要となり、本年４月１日からの生活困窮者へ

の支援を行う「生活困窮者自立支援法」が本施行となったところでございます。この

新たな制度を行うに当たっては、国からの通知により、生活困窮者への支援方策につ

いても、市町村の地域福祉計画に盛り込むこととされているところでございまして、

第３期の策定に当たっては、大きなポイントの１つとなるものでございます。  

また、②「「地域力」の低下への対応」でございますけれども、現行の第２期計画

の策定時からも問題となってきております、核家族化等の進行などによる地域力の低

下への対応がますます重要となってきているところでございます。本年度から始まり

ました「草津あんしんいきいきプラン第６期計画」では、主に高齢者を対象とした地

域で支え合う体制づくりとしまして、基本目標に「地域包括ケアシステムの構築の推

進」が掲げられており、本地域福祉計画でも、地域福祉の視点をもって対象者をより

広く捉え、地域における支え合い、助け合いの体制、仕組みづくりが策定に当たって

重要な視点となってまいります。  

続きまして、資料１、２ページをご覧ください。こちらには計画の位置付けや他計

画との関係について記載させていただいております。本計画につきましては、社会福

祉法第１０７条に規定されている法定計画でございます。また、計画には、図で四角

で囲っているところに記載がございますけれども、３つの事項について盛り込むこと

とされておるところでございます。  

また、本市の地域福祉計画では、「第５期草津市総合計画」を上位計画とし、市の

各種保健・福祉計画や人権教育、都市計画など、地域福祉の視点で横断的につなぐ役

割を担っているものでございます。また、草津市社会福祉協議会で策定をしていただ

いております「草津市地域福祉活動計画」とも相互に連携を図っていくものでござい
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ます。 

以上で議事１の説明を終わらせていただきます。  

続きまして、議事２「第３期草津市地域福祉計画の策定スケジュールについて」の

部分の説明をさせていただきます。資料は同じく資料１の３ページでございます。第

３期計画の策定スケジュールでございますが、表の下に記載がございますとおり、本

日を含めまして、本年度は計５回の委員会を開催させていただきまして、計画の策定

に御意見を頂戴できればと考えております。  

策定手順につきましては、上の表にございますとおり、次期計画では、現行計画の

評価・分析を行うとともに、地域福祉を担っていただいている方へのアンケート調査、

ワークショップ等を開催しながら、広く御意見を頂きたく思っております。また、次

期計画の基礎資料として、以下の今まで説明させていただいたものを用いまして、次

期計画を策定していくものでございます。  

その後、事務局にて作成します計画の骨子案、計画の素案を当委員会で御議論いた

だきまして、１２月から１月にかけまして行いますパブリックコメントの計画案とし

まして、草津市に御提言をいただくものでございます。パブリックコメントを得まし

た計画案について、２月の当委員会で最終の御確認をいただきまして、４月の計画開

始に移ってまいります。 

なお、第２期計画の総括につきましては、平成２７年度が終了しました来年度の当

委員会であらためて御報告するものでございます。あらかじめ、御理解いただきます

ようによろしくお願いいたします。  

以上で、議事２、スケジュールについての説明を終わらせていただきます。  

続きまして、同じく資料１の４ページをご覧ください。議事３「第３期草津市地域

福祉計画の策定体制について」でございます。第３期の策定に当たりましては、図に

ございますとおりの体制で計画策定を行ってまいります。  

まずは、第３期計画の策定においてポイントとなる生活困窮者自立支援について、
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地域包括ケアシステムについて、深く議論するために、関係各課の担当者によるワー

キンググループを行い、意見の聴収を行います。次に、ワーキンググループでの意見

を反映し、現行の第２期計画から各種施策に関係していただいている担当課による庁

内検討会を行い、現行計画からの継続部分を含め、広く意見を聴収してまいります。

そして、ワーキンググループ、庁内検討会での意見を反映させ、当委員会で案を提案

させていただくという流れで計画を策定させていただきます。委員の皆様には御意見

を頂きまして、草津市への提言をいただくものでございます。  

簡単ではございますが、以上で、議事１～３の説明を終わらせていただきます。あ

りがとうございました。 

【委員長】 

どうもありがとうございました。議事１～３を、資料１に基づいて簡潔に御説明い

ただきました。資料１のところに、「計画の概要」「計画策定の背景」「計画の位置

付け」「計画の策定スケジュール」「計画の策定体制」ということで、計画策定の、

基本的な事柄について御説明いただいたわけですが、委員の皆様、いかがでしょうか。  

私たち、何をしていいか分かりますか。率直に御質問いただければと思います。  

委員の皆様からの御質問が出る前に、私のほうから、２、３御質問させていただき

ます。今回、新しく生活困窮者自立支援法ができたことによって、この地域福祉計画

の中にも、生活困窮者への支援方策を盛り込むことになりました。これは新しい課題

ですね。後ほどのアンケートのところでも出てくると思うのですが、私が少し不安に

思うのは、この生活困窮者の方の実態把握をどうするのか。それがないままに支援と

言っても、どうしていいのやら分からないのですけれども、この辺りは今の段階でど

ういうふうにお考えですか。  

【事務局】 

今の生活困窮者の実態把握ということでございますが、もともとこの生活困窮者自

立支援法と申しますのが、今まで社会保障という中で、まず医療保険の仕組み、年金
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の仕組みという中での第一のネットがございまして、その下には、生活保護という最

後のネットが構図であったのですけれども、この４月から自立支援法が施行されまし

て、生活困窮者の自立支援策が盛り込まれることになりました。  

ということで、困窮者の実態把握につきましては、生活保護に陥られる前の方々を

対象にするわけですけれども、正直言いまして、主には所得状況でお困りの方をどう

つかむかというのが、我々のほうでも課題となっているわけでございまして、社会福

祉課に相談窓口をつくらせていただいています。今、市の広報であるとかホームペー

ジ、あとは関係諸課の所にチラシを置くなどして、周知を図っているわけですけれど

も、本人様にそういった施策をしているということが届けばいいのですけれども、な

かなか周知の仕方も浸透しにくいかと思います。そういったところを、例えば、地域

の皆様の見守りの中でお困りの方々にお声掛けをいただきまして、私どもの窓口につ

ないでいける仕組みができればいいのかなと思っているところでございます。  

【委員長】 

どうも、ありがとうございました。今の御説明に対して、御意見、御質問があれば。

いかがですか。 

【委員】 

今のお話によりますと、相談窓口の前には、地域の皆さん、例えば福祉員だとか民

生委員などを通してという感じでしょうか。  

【事務局】 

今、おっしゃっていただきましたように、民生委員様等が中心にはなってくるのか

なとは思うのですけれども、４月から施行させていただきまして、これからそういっ

たネットワークを強化する必要があるかなと考えております。まだまだ地域の資源と

いいますか、団体様のほうに御協力をこれからお願いしていく必要があるのかなと感

じております。 
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【委員長】 

あとの議題でも出てくるのですが、生活困窮者って具体的にどういうような方を念

頭に置かれているかというのは、アンケート案の調査の９ページのところに説明があ

りましたね。「生活困窮者とは、多重債務者、ホームレス、ニート、引きこもり、障

害が疑われる人など」と書いてあります。これだけではないと思いますけれど、一応、

念頭に置かれているのはこういうことかなと思うのです。例えば、地域の中で、民生

委員さんとか、先ほどの相談員さんとか、熱心に活動されているところでは、ある程

度そういう方々の情報が入っておられるとは思いますが、全てではないですね。だか

ら、そういう機能をもっと充実していかなければいけないという課題は多分あるのだ

ろうなと思うのです。 

先ほどの古川課長の御説明では、つまり、医療保険とか年金保険とかという社会保

障制度と、生活保護制度の間にギャップがあるという認識が基本にあると思うのです。

国民年金をもらっているけれど、それだけでは十分生活できる所得がない方。しかし、

生活保護には依存をしたくないと思われている方。実際の生活は苦しいけれども、ど

うしたらいいのか分からないという、例としてはそういうふうなことを考えていただ

ければいいと思うのです。  

そういう方をどうやって地域の中で把握し、どうやって支援していくのかというこ

とが課題になってくると思うのです。もう思い切って生活保護について、福祉事務所

に行って、窓口に行って、相談しようと思われる方は対応できると思うのです。たと

え、生活保護の対応にならなくても、相談窓口に行って他の制度をどう使うかとか、

社協に行って、生活支援資金の制度があるから相談してみたらどうですかなど、そう

いうことができるのですけれど、私が思うに大方の方は生活保護の窓口になかなか行

きませんよね。でも、困窮しているという方が多くいらっしゃって、そこを地域福祉

計画の中で、どうやって施策化していくのかというところが課題になってくるし、こ

れが今回この場ですぐどうのこうのということではないのですけれども、この１年間
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をかけて、皆様方からいろいろ御経験も踏まえた御意見を出していただけると、計画

はもっと具体化されるのではないかと思います。  

【委員】 

先日、ＮＨＫの自立支援法の生活困窮者のところを見ていて、滋賀県草津市で成功

例として「みんなの家」などが取り上げられていて、私、感激したので、みんなの家

に行ってみたのです。こういう時代ですから、例えばリストラにあって、そこから生

活困窮に陥ってしまわれる方は多くいらっしゃると思うのです。そういった方が自信

を取り戻すために、ワークする場を与えるという、そういった試みをしている所が草

津市にもあるというので、すごく感激したのですけれども、こちらの計画の中では、

そういった施設についても扱っていくのでしょうか。  

【委員長】 

私は不勉強で、「みんなの家」については知らないのですが、それはＮＰＯですか。

草津市の方、ご存じですか。 

【委員】 

私も知らないです。 

【委員】 

労協センターの事業団で、ＮＨＫで取り上げられていたのです。１号線の所の……

私も、このテレビを見るまでは全然知らなくて、こういったことで成功例として、わ

ざわざ滋賀県草津市が取り上げられていたので、すごい興味を持って見に行ったので

す。いろいろな事業をされていて、そういった生活困窮に陥っている人がすぐに生活

保護を受けるのではなくて、自信を取り戻して、ワークにつなげるといった試みをさ

れている所のようです。 

【委員】 

日本労働者協同組合（ワーカーズコープ）です。 
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【委員長】 

ご存じですか。 

【事務局】 

はい。実は、今の生活困窮者自立支援法を施策する前、平成２６年度ですけれども、

就労支援事業モデル事業を草津市で行っていく中で、みんなの家さんに委託をさせて

いただきました。就労したいけれどもどうやって活動していいのかとか、例えば、生

活習慣がなかなかうまくいかないことが理由で、就労に結び付かないというようなこ

となどを、今のいろいろな就労についてのノウハウを持っていらっしゃる団体さんを

通じて活用いただき、習慣を整えていただいて、就職しやすいような状況をつくって

いただこうという取り組みをさせていただきました。  

【委員】 

市の委託事業、就労支援ということですね。  

【委員】 

要するに、生活保護に陥らないために、そういったことができる所があるというの

は、すごく草津市としてもプラスになる事業かなと思って、こういった所が幾つかあ

ればなと思いました。 

【委員長】 

ちなみに、これは第２期の事業計画の中に入っていましたか。 

【事務局】 

この事業につきましては、第２期計画の中には入っておりません。新たに、法の体

系が整っておりますので、今回の第３期計画の中に含めていきたいと考えております。 

【委員長】 

他に、御質問、御意見はございませんか。  

【委員】 

平成２３年度から、福祉活動推進員、市民コーディネーターの育成事業をされてい
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ますが、これは今、何人くらいが活動されているのでしょうか。こういう方が各地域

におられたら、その方たちの目によって、生活困窮者の方の情報も少しでも分かるの

ではないかと思いました。  

【事務局】 

こちらにつきましては、平成２３年度から４年間の講座を毎年５回していただいて

おりまして、累計で１３０名の方が修了されています。その方々が学区に帰っていた

だき、自分の地域で学区の社協さん等と協力し合いながら御活躍いただいています。 

また修了された方につきましても、その後のフォローとしまして、ステップアップ

講座を２回、市社協さんで開催していただいており、修了後の支援もしていただいて

いるという状況で、１００名以上の方が修了されて地元で活躍されているというとこ

ろでございます。 

【委員長】 

副委員長、この点について何かありますか。  

【委員】 

平成２３年から４年、今年で５年になりますが、８月から１２月まで第１講座から

第５講座まで毎月１回講座を開催させていただいています。担当の講師、大学の先生

は、毎年変わっていかれるので、市民の方に参加を募集をさせていただいて、大体申

し込みが当初は６０人くらいでしたが、今は１００名くらいが毎年受けていただいて

います。ただ、今言われたように、５回受けていただかなければ修了書をお渡しでき

ません。その年は３回、次の年は２回受けたら５回ということで通算５回を受けてい

ただけます。そして、毎年その後に受けた人たちのステップアップ講座ということで、

少し高等な講座を開催させていただいています。そして、各地域に戻っていただいて、

地域福祉活動の取り組みに協力いただいているというのが現状です。  

ちなみに今年は８月から５回しますが、講師には社会福祉協議会の職員が卒業した

大学から先生に来ていただくようになっております。今年は楽しみがたくさんあるよ
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うです。そのように募集をしていただきますので、受けていただければありがたいと

思います。 

【委員長】 

どうもありがとうございました。  

【委員】 

５回受けて、修了書をもらわれたのはいいのですけれども、その後どういうふうに、

どの地域でどんな活躍をされているのかという把握はされているのでしょうか。  

【委員】 

その辺はまだ検証させていただいていません。それぞれの学区のほうで、各社会福

祉協議会ならびに民生委員児童委員協議会など、いろいろな団体と関わりながら協力

していただきたいということは、お願いをさせていただいていますが、どこまでその

方たちがその事業の推進に対して協力いただいているのかは把握しておりません。申

し訳ございません。修了者の名簿はございますので、各学区、誰が修了したかは把握

しています。その学区内で、こういう方がおられるなら、こういうときはこの方に協

力願おうかというような依頼はされているようでございますが、中身までは社協のほ

うでは把握できていません。申し訳ございません。 

【委員長】 

できればこの１年間の当委員会のどこかで、社協が取り組んでこられた地域福祉コ

ーディネーターの活動の一端でも、御紹介いただけるということがあればいいなと思

いますので、御検討ください。 

【委員】 

はい。持ち帰って、その辺の活動報告ができるように指示を出しておきます。 

【委員長】 

他に、御意見ございませんか。  

私から、もう１つ聞きたいのですけれど、計画策定体制の図がこの資料の最後６ペ
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ージのところに載っていますね。このところで、第３期計画策定庁内検討会というこ

とで各課がずらっと並んでいるところがありますね。この体制をもって計画への関わ

りを持つようになったのは、第２期からですか。第１期からこういう体制で進めてい

ましたか。 

【事務局】 

ここの検討委員会につきましては、基本的には第２期計画を作らせていただいた時

の考えを踏襲しております。  

【委員長】 

他の市がどうしているのか分かりませんが、私は非常に積極的な取り組みだと思い

ます。通常、やはり行政はどうしても守備範囲をそれぞれ持っていて、縦割り的にな

ってしまって、各課を越えたところで共同作業ということはなかなか難しい面もあろ

うかと思うのですが、草津市においてはこのように各課が一堂に集まって、まずこの

策定委員会の前のところで、きちっと情報を共有した上でそれぞれの方が議論をして

いただいていると思うのです。そういうことを踏まえて、ここに提示されますので、

我々としてはそういう点では非常に審議しやすいような体制になっているかと思いま

す。 

先ほど委員会が始まる前に御質問させていただきましたけれども、これまでも２期

計画の中で各課から担当者が出て、２０名から３０名くらい控えていただいて、私た

ちからの質問に関しては担当課から直接答えていただくというようなこともあって、

非常に委員としては助かっているということもありますので、是非こういう強力な体

制を組んで進めていってもらいたいと、私としても個人的に思います。  

それともう１つ、御質問と要望です。これは、寺田さんが私の所に来ていただいた

時にお伺いしたのですが、私、最近まで知らなかったのですが、草津市に未来研究所

という研究機関がありまして、そこが平成２５年度と２６年度の２年間で「草津市の

医療福祉のあり方に関する調査研究報告書」というのを出しているのです。これが今
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年の３月に出たもので、１年前のがこういうものになっています。これには学内の研

究者、立命館の先生も入っていますが、主には草津市の各課長クラスが集まってメン

バーをつくられて検討されたということで、それ以外のこの医療・福祉に関わる民間

の方なども参加いただいているようです。  

読ませてもらったのですけれども、非常に草津市の状況について把握された上で、

課題なども提起されています。私としては、２年間あったのにこれを知らなかったの

は残念です。研究所ですから、役割が違うとはいえ扱っている対象は同じところがあ

るので、メンバーは重なっていると思うのですが、そういう所で研究されたことを庁

内の検討会の中でも反映されて、それがこの策定委員会にも上がってくるという仕組

みがあると、第３期もそういう形になれば、もっと専門的な知見も活かされた計画に

なるのではないかなと思っています。  

もし、まだこの冊子の余分があるのであれば、当委員会の委員の方に、参考資料と

して用意いただければいいかなと、これは私の希望です。 

私ばかりが話す形になって申し訳ございません。議題の（１）～（３）のところの

資料１について、御検討いただきたいと思います。いかがですか。 

【委員】 

先ほど、委員長が言われた私たちは何をするのかという話で、生活困窮者自立支援

法の関係もありますけれども、地域の人たち、民生委員さんなどいろいろ関わってい

ただくのですが、当委員会では具体的な支援の部分までは踏み込まないわけでしょう

か。私たちは今、この一覧におけるワーキンググループがいろいろなことについて、

いろいろ個人で反映して、それを第３期地域福祉計画策定庁内検討会、これだけの部

署をここに書いていますが、ここで検討していただいて、その分がたたき台として上

がってくるわけですね。それについて私たち市民委員会は、そこで上がってきた資料

についての議論をしていただいているという話でいいわけですね。  
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【事務局】 

はい。 

【委員】 

詳細については、その場所でまた言っていただくということだと思います。そうし

ないと、今日の会議は何かなと思ったら、スケジュールでみたら、中身の問題をここ

でしたところで少し難しさがあると思うし、生活困窮者をどのようにして見つけ出す

かとなってくると、やはり個人情報の関係もあったり、また生活の不安の中で、私は

そうじゃないよという人もあるし、やはり就労は、そこからはできないだろうし、そ

の人たちを一固まりにして困窮者とは言えないし、かえって意欲を持たない人も中に

はおられます。仕事をしたいという気持ちがある人と、もう私はしたくないという人

も出てくるので、その辺の区別をどうするかとか。それは、私たちにはできないと思

います。個人の生活等については、個人のプライドというのもある中で生きておられ

ますから。 

支援をするという形から見れば、そういう方たちのケアをしてあげたらいいなと。

そのまま放っておくと、生活保護に陥られてしまうという、その歯止めができるよう

な形が施策だと私は思いますので、今度のこの第３期はそういう分野について、何を

どのようにしていくかという定義付けを踏まえて、ここでもんでいったらいいのでは

なかろうかと、私は思います。 

【委員長】 

副委員長のおっしゃるとおりだと思います。私たちは、素案を検討した上で最終案

を作っていくというのが役割になります。そのときに、私以外の方は、一般公募の方

も含めて、各関係団体の意見を背負われて、あるいは市民一般の声を聞かれて来てい

ただいていると思いますので、ぜひともそういうことで、各関係団体からの意見だと

か情報だとかいうものを計画の策定段階で反映していただけると、計画の中身が非常

に豊かなものになると思いますので、よろしくお願いしたいと思います。  
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【事務局】 

今の素案を作っていく中で、各団体さんからの御意見をというお話がございました

がこの後、福祉の分野で御活躍いただいておられます団体様に対してアンケート調査

を行いますのと、８月ごろになりますが、対象は基本的に同じような団体さんになる

のですけれども、ワークショップを開催させていただきまして、その中で草津市の現

状での課題であるとか、どういった取り組みができるかといったところを御議論いた

だきまして、その中から御意見を頂きまして、第３期計画を策定させていただきたい

と思っております。よろしくお願いいたします。  

【委員長】 

議事の（１）～（３）までのところで、何か御意見、御質問がなければ、次にいき

たいと思います。 

次は、（４）「第３期草津市地域福祉計画の策定にかかる基礎資料について」とい

うことで、御説明をお願いします。  

（４）第３期草津市地域福祉計画の策定にかかる基礎資料について  

【事務局】 

それでは、議事（４）「第３期草津市地域福祉計画の策定にかかる基礎資料につい

て」を説明させていただきます。  

第３期計画では、現行の第２期計画の課題整理を行うとともに、各種統計データや

関係計画の調査結果などを用いて計画策定を行ってまいります。本日、お渡ししてお

ります資料２につきましては、草津市の現状ということで各種統計データから分析を

行った資料でございます。資料２の１、２、３ページを御覧いただきますと、総人口

から見ました人口の特性と高齢者の状況等について、グラフ等を載せたものになって

おります。 

草津市におきましては、人口・世帯数とも増加傾向にあるものの、一世帯当たりの

世帯人員は減少しておりまして、世帯規模の減少がうかがえております。また、高齢
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者におきましては、高齢化率も年々増加しておりまして、第１号被保険者の数につき

ましても、第１号被保険者の数に占めます実際の要介護認定を受けられた方の割合に

ついても、平成２６年にわずかに減少が見られるものの、傾向としては増加の傾向を

見せております。また、３ページの高齢者の世帯の推移からは、ひとり暮らしの高齢

者、高齢者のみの世帯の増加が特に大きいことが見てとれます。  

次に、子どもの状況でございますが、出生数につきまして、草津市では毎年おおむ

ね１,３００人程度の子どもさんが生まれているというところで推移しているところ

でございます。また、児童扶養手当の受給者数につきましては、制度改正による支給

対象者の拡大の影響が見られているところでございます。  

最後に、障害のある方の状況ということで、平成１９～２０年度にかけては大きく

減少しているのですけれども、こちらの減少要因につきましては、手帳の所持者と住

民基本台帳のデータを突合し整備を行ったものでございまして、以後、平成２１年度

に若干減少はしているものの、全体的に高齢化に伴いまして、障害者につきましても

年々増加傾向にあるというのが、草津市の統計から見させていただきました各対象者

の状況でございます。 

続きまして、資料３をご覧いただきたいと思います。資料３でございますが、毎年

度行っております第２期計画の関係施策の進捗状況を取りまとめたものでございます。

第２期計画におきましては、重点プログラムになっているものを、今回抜粋させてい

ただきまして、分析を行ったものを資料とさせていただいているものでございます。

重点プログラムにつきましては、第２期計画では１、２、３、４の４つ置いていると

ころでございます。今日は、先ほど御質問があった部分ですけれども、重点プログラ

ム１について、説明をさせていただければと思います。  

資料の２ページですけれども、「重点プログラム１  住民が進める地域福祉」とい

うことで、草津市では市の社会福祉協議会の職員さんのコーディネート機能を充実さ

せて、地域活動の支援拡大を図るとともに、地域においては地域住民の中から、地域
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づくりを進めるキーパーソンとなる担い手として、先ほどございました市民コーディ

ネーターの育成支援に努めております。また、それぞれの役割分担と協働のあり方に

ついて十分な検討を図るとともに、地域関係機関と連携を深めながら地域の特色を活

かした地域福祉の推進を図るという内容になってございます。  

各年度が終わりまして、進捗状況の報告の中から今後の課題・方向性等を書かせて

いただいたのですけれども、草津市の社協さんのほうでは、地域福祉コーディネータ

ーを配置していただきまして、コーディネート機能の充実を図っていただいていると

ころでございます。平成２３年度から配置している地域福祉コーディネーターにつき

ましては、それぞれの担当地域、小学校区を持っていただきまして、学区の社会福祉

協議会への支援を進めていただいているところでございます。また、福祉活動推進員、

市民コーディネーターの育成講座につきましては、地域福祉の担い手育成に活用され

ておりまして、平成２３年からの４年間で１３０人の方が修了されているという状況

でございます。修了者へのアフターフォローとしまして、ステップアップ講座を開催

し、継続的な支援を行っていただいているところでございます。  

市社協さんのほうでは、地域サロンの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する支援等を行っていただいております。

社会参加が困難となった高齢者や、閉じこもりがちな方が孤立しないように、地域で

サポートをするために、企画の助言や調整、情報提供を行っていただいております。

また、地域サロンごとに現況把握等を行っていただきまして、報告書等の取りまとめ

を行っていただいているところでございます。  

今後としまして、社会福祉協議会のほうでは、昨年の７月１日に中間支援組織とい

うことで、草津市から指定させていただきまして、重点地区を定めて地域福祉コーデ

ィネーターが学区社会福祉協議会や地域の方と協力し、住民活動の充実や組織整備な

どへの支援が、今後必要となってきているところでございます。  

また、地域福祉の担い手や後継者不足などの問題解消については、継続して福祉活
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動推進員の育成講座やステップアップ講座を開催しまして、今後も担い手支援を行う

ことが必要でございます。また、先ほどご意見がございましたように、修了された方

のアフターケアであったり、その後の活躍についても、第３期計画では検討していく

ところになるのかなと思っております。  

続きまして、資料４の説明に入っていきたいと思います。こちらは、先ほどから挙

がっております第３期計画の策定に当たりまして、日頃から地域福祉を担っていただ

いている学区社会福祉協議会、民生委員・児童委員さんや町内会役員の方から、各種

福祉団体などの関係者の方に対しまして、アンケートの意向調査を行い、対象者を支

える方からの意見や課題を抽出していくものでございます。アンケートの内容につき

ましては、第２期計画策定時に行ったものをベースに作っておりまして、当委員会の

開催前に行いましたワーキンググループ、町内検討会での意見を反映させた内容とな

っております。 

資料４でございますが、今回の第３期計画を策定するに当たりまして、新たに加え

た設問等について御紹介させていただきたいと思います。  

前回の計画から、基本的な属性を判断する内容としまして、１ページから年齢であ

ったり性別等があるのですけれども、今回につきましては、問３になるのですけれど

も、実際、アンケートを採らせていただく団体の方、アンケートしていただいた方が、

どの団体で活躍されているかというところを、今回の計画では明確にさせていただき

たく、前回から追加させていただいた設問でございます。 

続きまして、問７ですけれども、こちらは「活動で苦労したこと」ということで、

実際、活動していただいている方がどういうことがネックで活動をしにくくなってい

るのか、また、困っておられるのかというところの意見をお聞きしたいという形で、

新たに加えさせていただいたものでございます。  

続きまして、４ページの問１３をご覧ください。地域福祉計画につきましては、社

協さんに作っていただいております地域福祉行動計画との連携が、密になってくる計
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画でございまして、こちらのアンケート作成におきましても、市社協の職員さんとも

相談をさせていただいたのですけれども、実際、市社会福祉協議会に今後、充実して

ほしいもの、何を求められているのかというところでアンケートに載せさせていただ

いているところでございます。  

続きまして、６ページの問２４をご覧ください。第２期計画でも「あなた自身が住

んでいる地域にどの程度愛着を持っていますか」という形で、地域に愛着を持ってい

ますかという設問があったのですけれども、今回、問２４－１、２４－２で、どうい

った点から愛着を感じておられるのかを聞かせていただきまして、それぞれの属性と

地域別にクロスチェックして、愛着を感じている内容について地域で差が出るのかと

いう検証をさせていただきたいということで、新たに設けさせていただきました。 

８ページ、問３１のコミュニティビジネスなどの取り組みについてということで、

前回も地域通貨などについて記載があったのですけれども、草津市の商工観光労政課

で補助金を創設して、地域の課題を解決する取り組みとしてコミュニティビジネスが

ございます。こちらにつきましても、福祉の分野で活躍している方につきまして、ど

の程度必要性を感じておられるのかということで質問させていただければと思ってお

ります。 

また、その後の９ページからは、生活困窮者のあり方について載せさせていただい

ているものと、１０ページに「地域包括ケアシステム」としまして、地域包括ケアシ

ステムの認知度等を確認させていただいて、第３期計画の施策等に取り込んでいきた

いと思っております。 

また、このアンケートにつきましては、ワークショップをさせていただく対象の方

とほぼ対象が一緒になってきますので、ワークショップの１日目にアンケート結果の

要点・概略を説明させていただきまして、ワークショップを行っていただくための資

料という形でも使う予定をしております。  

簡単ですが、議事４の説明を終わらせていただきます。  
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【委員長】 

どうもありがとうございました。資料２～４に沿って御説明いただきました。いか

がでしょうか。資料２は草津市の現状についてということで、基本的なものをグラフ

で表示していただいたと。資料３が、第２期計画の中間の進捗状況をということで、

これは庁内の担当課による自己評価ということですね。  

【事務局】 

はい、そうです。 

【委員長】 

それから、アンケートの素案になっています。このようなアンケートでよろしいか

ということですね。 

また少し私のほうから、７００名の方にアンケートにご協力いただくということで、

今回については各社会福祉協議会、学区社会福祉協議会をはじめ、民生委員・児童委

員、町内会、関係団体ということで、団体を通じた個人へのアンケートということで

すね。配布のルートも、そういう団体を通じて、手渡しでお願いするということを考

えておられるのですか。 

【事務局】 

はい、委員長に言っていただいたとおり、団体様のほうに依頼を出させていただき

まして、通知をさせていただくという形を考えております。  

【委員長】 

もう内々には、団体にはこういうことに対するお願いしてあるのですか。 

【事務局】 

一応、話はさせてもらっているのですけれども、この委員会を受けまして正式に依

頼を出させていただく予定でおります。 

【委員長】 

７００名をどういう形で配布するというか、各団体におよそ何件くらいとか、その
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辺りのプランはお持ちなのですか。 

【委員】 

今、町内会で２１０人か２１５人くらいですね。せいぜい２００人いますね。あと、

社会福祉関係、民生委員さん。民生委員さんが２５０人。 

【委員長】 

それは各町内、漏れなくお願いをする予定ですか。 

【事務局】 

そうです。ですので、もう５００ないしは６００名近くが社協の関係の方と民生委

員の関係の方、あと町内会の役員の方に対して行わせていただきまして、残りは障害

福祉の団体さんであったり、子育て関係、あと介護におきましてはより地域に密着し

たという形で、地域密着型の事業所等をされている所にお願いしようという形で検討

しております。 

【委員長】 

中身を見ると、アンケートというだけではなくて、説明がかなり丁寧なところがあ

って、啓発の効果も狙っているようですね。 

【委員】 

この回収は、いつまでですか。 

【事務局】 

予定では７月中旬ごろに配布させていただきまして、約２週間の記入期間を頂きま

して、７月末に回収させていただく予定をしております。  

【委員長】 

他にご意見を、どうぞ。 

【委員】 

同じことの繰り返しかもしれないのですけれども、この社会福祉関係団体という団

体は、具体的にはＮＰＯとかそこら辺の部分も入るのでしょうか。 
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【事務局】 

第２期計画のほうでも、実際、そういう団体の方に回答を頂いておりまして、基本

的に第２期計画で答えていただいた団体をベースに考えています。今回、新たに地域

密着型の介護関係という部分で、一部その分野を拡充をしていきたいということで、

今回少し広げさせていただきまして、より幅広く御意見を頂戴できればという形で思

っております。 

【委員】 

民生委員さんとか町内会の会長さんとかは、いろいろなこういう会合とかにたくさ

ん出ていらっしゃるので、できたら、なかなかそこの地域で掘り下げて話ができない

というか、なかなか声が上がってきにくい方々がなるべく対象になれば、このアンケ

ートの結果もより良いものになっていくのではないかと思うので、そこら辺を何か考

えていただけたらいいなと思います。  

【事務局】 

今の御質問の件ですけれども、今回のアンケートにつきましては、実際、地域で福

祉を担っていただいている方、実践していただいている方にスポットを当てて、アン

ケートを採らせていただくというところで作らせていただいています。市が作ってお

ります他の各種関連計画の中で採られたアンケート調査であったりとか、調査結果を

使わせていただきまして、支えられる側の対象になる方の御意見等もそちらから吸い

上げさせていただいて、第３期計画に反映させていきたいと考えております。  

 

【委員長】 

各福祉関係団体とは、具体的にはこのアンケートの２ページ問３の所属いただいて

いる所に出てくる項目で、障害者関係団体、介護サービス事業所、子育て支援関係団

体、ボランティア活動団体を、大体、念頭に置いているということですね。  
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【事務局】 

はい。 

【委員長】 

だから、こういう所の団体を通してアンケートとなると、実際的には団体の幹部の

方がお答えになる傾向があろうかということで、先ほどの御質問は、それよりも、も

っと日常的に一般的なところで活動されている方にも、何とかアンケートが行き渡ら

ないかという御提案ではないかと思います。  

【事務局】 

今、御意見を頂きましたので、実際、団体様に依頼を出させていただくときに、そ

ういった形で幅広く、実際、現場で実践していただいている方の、より現場に近い意

見を頂きたいという旨で依頼文を出させていただきまして、そういう形で対応させて

いただければと思います。  

【委員長】 

いかがでしょうか。では、他には。 

【委員】 

前回の時、アンケートの回収率は何％くらいでしたか。  

【事務局】 

７割程度の回収率でした。 

【委員】 

ちなみに、通常の一般市民向けに出すアンケートは３０％なかったのです。 

【事務局】 

他の一般市民の方に対して行うアンケートよりは、かなり回収率については高くな

ってきているところでございます。  

【委員】 

アンケートを、５０～９０％が書くというのはなかなか難しいです。そうなります
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と、その辺に何か意見がある人、興味のある人、うまく書いているだけで、一般市民

に広げても、結果的には全市民からのアンケート調査になっていないのです。そうな

れば、今、このような団体というところだけで７０％となってくると、やはりその団

体が関わられている福祉関係のいろいろな問題点、どの設問に対しても回答が返って

くるのではないだろうかと。今言われたように、ＮＰＯであっても福祉関係をされて

いる所にも広げるという話で、前回から増やしたということですので、多分、そうい

う所にも実施されるのですね。 

【事務局】 

はい。 

【委員】 

ということですので、逆にそういう所から７、８割の回答が返ってくることによっ

て、次の第３期の計画に何か役に立つことがあるのではなかろうかと私は思います。  

【委員長】 

ちなみに、社協の行動計画を作る際は、特にアンケートを採られる予定は。 

【委員】 

採ってなかったと思います。 

今回、たまたま地域サロンについて、１３５団体ございます。昨年の計画のアンケ

ートの時、１２６団体でしたけれども、１２１の回答が返ってきております。サロン

を活用してのアンケートをさせていただきます。このアンケートは、それぞれ学区に

９０％以上配布しております。市の委託事業ですけれども、その内容、効果、それぞ

れについて、これからどういう方向ですればいいかというような取り組みができると

思います。第３期計画についても、市の行動計画を、社協の方に活かしていければと

思っております。 

【委員長】 

どうもありがとうございます。他に、いかがでしょうか。  
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【委員】 

このアンケートを各種団体さんに出されるということですけれども、御回答がなか

った方はいないということで、沿線の地域という、地域についての問いは、お住まい

のここがこうということをお答えくださいというのですけれども、事業所の方はそこ

で事業をしているけれど、住んでいるとは限っていないと思うのです。整合性はどう

されるのでしょうか。 

【事務局】 

御指摘のとおり、今のままになりますと、草津市に在住していただいているという

ことが前提になっているところでございますので、「お住まいの」というところを「活

動していただいている」と部分で、事業所等で関わっている方につきましても、実際、

事業として活動されている小学校区を対象に、考えていただけるような文言に替えさ

せていただいて、文面を改めさせていただきたいと思います。  

【委員長】 

そこでもう少し要検討かなと思うのは、このアンケートの対象は個人なのか団体な

のかということだと思うのです。私の理解では、団体を通じて個人に答えていただく

ということなので、答えていただく方が個人の立場で、自分たちの団体の活動も踏ま

えてアンケートにお答えになるのかなと思ったのですが、そこはどうなのですか。  

【事務局】 

基本的には、学区社協さんであったりとか、民生委員・児童委員さんの協議会、町

内会という部分で、大きなくくりで考えていた部分がありまして、その団体につきま

しては、基本的に団体を通しまして、団体から実際に活動されている方へのアンケー

トをお願いしたいというものでございます。すみません、団体以外の各個人で答えて

いただくようなところにつきまして、もう少し精査をさせていただきまして、内容を

検討させていただければと思います。  
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【委員長】 

これは要検討ということで、お願いします。他には、どうですか。  

私、個人的な要望ですが、４ページの問１０に自由記述欄がありますね。「自由に

記述してください」と書いてあるけれども、このスペースでは２行くらいしか書けな

いではないですか。もう少しスペースを取っていただいたほうがいいのではないかと

思います。この機会にいろいろ書きたいと思っていらっしゃる方もいるかもしれませ

んので、１１ページの最後に半分近く空白がありますので、このくらいの余裕がある

と良いと思います。 

【委員】 

アンケートですけれども、一応、対象としては学区社協とか、いろいろそういう関

係者ですけれども、例えば一般市民の方を無作為抽出ということは考えておられない

のでしょうか。例えば、私はこれがもし来た場合、どういう立場で書こうか、本当に

一般市民として書くのかどうかとか。自分では、普通にごく一般市民だったら「草津

は良いとこ」とおっしゃるけれども、私は少しも住み良いとは思っていない人間です

から、すみません。だから、すごくどういう立場で書くか悩むと思うのです。だから、

本当に一般市民の人の声を拾うという点ではどうなのかと、今、思いました。 

【委員】 

すみません、その件ですけれども、多分それをしようと思うと、設問を変えていか

ないといけないと思います。  

【委員長】 

市のほうから基本的な考え方を聞いた上で、御意見を。 

【事務局】 

申し訳ございません。今、副委員長がおっしゃっていただきました内容と重なって

くるかとは思うのですけれども、今回のアンケートにつきましては、一般市民さんを

対象とはしておりません。あくまでも福祉活動に携わっていただいています活動者さ
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んに向けて、今までの活動の中でどうかというところを中心にお聞きしたいというこ

とで作らせていただいております。どういう立場で答えたらいいのかというところで

すが、今、活躍しておられます団体さんの立場もありますでしょうし、市民という立

場で見ていただいた中で、本当にこれで良いのかということがあれば、そんなことも

どんどん書いていただければいいかなと思います。 

【委員長】 

それでいいですか。アンケートの狙いは一般市民向けではなくて、関係団体向けと

いうことで、今回はさせていただくと。 

【委員】 

では、すみません。今、言われたように、福祉団体、社会福祉協議会、民生委員・

児童委員、町内会、社会福祉関係団体等と書いていますが、その方たちは、常にその

地域において活動をされているということを勘案して、一時的にされるのではなく、

常時されている方ばかりですので、課題等々についても多分に把握されていると思い

ます。だから、市民の代表という形の中の福祉関係で携わっている方たちからの意見

も大事だと思います。いわゆる、その団体が福祉活動に携わって関わって、そしてい

ろいろな事業を取り組んでいかれるにおいて、やはり市に向けて、来期計画に向けて

こういうことをしてほしいなどのご意見を頂いたほうが、第３期計画を策定するに当

たり、有効的かなとは思います。総合福祉計画の福祉分野の計画の策定ですから、そ

の策定するにあたっての根拠が大事かと思います。 

【事務局】 

ありがとうございます。アンケートの最終ページを御覧いただきたいと思います。

最後に、「御意見や御提案がありましたら」ということで自由に御記入いただく欄を

設けさせていただき、草津市に期待することという形で書かせていただいたりしてお

ります。設問の内容につきましては、あくまでも団体様向けで、団体の活躍していた

だいている方の立場で書いていただきまして、もし個人として何かご意見等がござい
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ましたら、その裏面を少し利用していただきまして、一市民の御意見等をこちらに反

映させていただく形で、使っていただければという形で設けさせていただいておりま

す。 

【委員長】 

他にございませんか。 

【委員】 

今言われたみたいに、関係者の方への質問ということで、この関係者は、福祉のほ

うで言うと、こういう言い方をすると「そんなんはあかん」と言われるかもしれませ

んけれども、私は障害者の団体なので、お手伝いをしてもらう側とする側の２つに分

けると、このアンケートはする側の方のアンケートということでいいのですね。  

【委員】 

ボランティア団体ということですね。 

【事務局】 

おっしゃるように、アンケートを出させていただく対象の方々につきましては、サ

ポートを行っていただく側の方に対してということでございます。  

【委員長】 

そういう性格のものだという、御理解をしていただいておかないといけませんね。

一般市民向けではないと。「一般市民向け」というと変な言い方ですけれども、福祉

にはいろいろな形で関わるわけで、福祉の担い手というのは、もちろん一般市民も当

然のことで含まれていますけれども、今回は特に、各福祉活動に取り組んでいる団体

の、福祉活動の担い手という理解なのかと思います。  

【委員】 

資料２で、草津市の現状について、高齢化が進んでいるということですけれども、

私どもの住んでいる地域も、実は７６０名中２８３名が高齢者という３７％の高齢化

率です。今回の地域福祉計画では平成２８年度から５年の計画と書いてありますので、
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５年経つとどうなっているかなということで、例えば自治会の役員も元気の方がどの

くらいいるかとか、すごく課題を抱えています。  

そういった地域の方には、当然ながら地域のそれぞれの問題を当たるために、今、

地域密着という社会福祉協議会があると思うのです。そういったことも考えつつ、地

域福祉計画というのを策定していると考えてよろしいでしょうか。  

５年間経てば、さらに高齢化が進んでいるということで、そういうことも考えつつ、

この新しい地域福祉計画というものをされるのかなということを。 

【委員長】 

基本的にはそういうことかなと思います。高齢化の予想は、ほぼ正確に立てられま

すので、そういう中で、それが各地域、学区のところで、具体的にどういう地域福祉

の課題を生み出しているのか、そこを分析しながら、どういう活動を市としては計画

の中に入れ込んでいくのかというのは、基本的な考え方だと思うのです。  

【事務局】 

そうでございます。高齢化率というところで、こちらの資料では平成２６年に大体

２０％台ということになっているのですけれども、国・県ではもう少し高いような状

態でございます。ただ、市内のこの２０％というところも、例えば駅の周辺と離れた

所の地域ではやはり格差がございますので、そういった中で、その地域としてどうい

った取り組みができるのかというところも考えていく必要があります。  

【委員長】 

関連して質問ですが、地域福祉計画の場合の「地域」というのは、どこかの注に書

いてあったけれども、小学校区を念頭に置いていて、計画も小学校区レベルでの計画

ということになるのですか。中学校区ですか。  

【事務局】 

計画自体は、市全体での計画がございまして、さらにその地域の取り組みというこ

とになってきますと、社会福祉協議会に取り組みいただいております地域福祉活動計
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画のほうで、さらに具体的に地域の取り組みというところを市の計画と連携していく

形になるかと思います。 

【委員長】 

私も不勉強というのもあるのだけど、例えば、介護保険では一応中学校区を念頭に

置きながら生活圏域ということで、草津市も中学校区ごとに数値等、データをそろえ

ていろいろ推計などをしています。だから、この地域福祉計画ではその点をどう考え

るかということなのです。  

【事務局】 

御質問いただいた件ですけれども、介護保険課が策定した計画では、地域包括ケア

システムというところで圏域を考えますと、中学校区という形になってきます。地域

包括ケアシステムは、住んでいることを中心に考えて、住んでいる地域でいかに支え

合えるかという地域福祉計画の理念と同じ部分があります。そこについては、違う小

学校区に行ったりとか、違う町内会の予防活動に行くというのはなかなか考えにくい

点もあって、基本的には中学校圏域と言いながらも、実際の予防とかでサロンに行っ

たりする部分については小学校区域と捉えておられます。その他のデイサービスの介

護部分であったり、病院であったりという部分が、なかなか小学校区にない部分があ

って、それを今、中学校区という形で介護保険の計画では中学校区を圏域として設け

ています。 

介護の計画でも、基本的には小学校区で分析等は進められておりますし、地域福祉

計画では、小学校区という捉え方をして、各地域の課題などの問題を抽出させていた

だいた上で、市の計画としてまとめていきたいというところでございます。  

【委員長】 

どうもありがとうございました。  

【委員】 

今の、草津市の第５次総合計画も草津市全体を見据えた中でされていると思います
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が、今、学区で言えば１３学区。平均で今、高齢化率２０％ですけれども、低い所で

は１７％、高い所では３０％近くいっております。その全体でというのは、難しくな

るということで、多分、この中にはその地域も少しそういうところを把握して、その

中で計画を作っていくのではなかろうかと。小学校区単位で作っていこうとすると、

いろいろ難しさが出てくると思います。市としての取り組み方、社会福祉、福祉関係

に関わる施策についての計画ということで、５年間を見据えてやるという意味合いで

あると私は思います。第２期がそうですから、第３期目はパート２だとは思います。

それで良かったですね。 

【事務局】 

はい。 

【委員】 

それともう１つ、今ここにデータであるように、高齢化率が高くなっているので、

今はひとり住まいの高齢者世帯が本当に増えているのです。人口は増えていますが、

私どもの学区は１７％くらいです。でも、ひとり住まい、高齢者世帯が草津で２年間

で２番目に上がってきました、全体も多いのですが、流れについても、高齢者も結構

その流れを継いでいるのです。若者がいますから、平均を出しますので高齢化率はそ

う高まらずに。そのような状況下にあるし、かえって農村の地域なりますと、高齢者

ばかりになってきます。そういうこともございますので難しいです。それを全体でま

とめていくという。そういうふうにしていただけますね。  

【委員長】 

どうもありがとうございます。第４議題はいかがでしょうか。  

【委員】 

この草津市の地域福祉計画は、一応、草津市全体の考えということでよろしいです

ね。この間、東京が、２０１５年に老人が１３万人介護できなくなるから、調整でと

ありましたけれども、この草津でも、例えば１０年後、老人が増えてきて、訪問看護
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師さんとか介護の方の手が足りるのかなど、そこまで考えて計画を立てるということ

はあるのでしょうか。もっと増やすために養成しないといけないとか、そういうこと

をしないと、草津もいずれそういうふうになってくるのではないかと思うのです。  

【委員長】 

今の御質問について、現時点で何か、お答えできることはありますか。  

【事務局】 

おっしゃるとおり、課題は想定されるのかなと考えるのですけれども、今、これか

らどうするかという中では、高齢部門のほうの所管とも連携を取りながら検討させて

いただきます。 

【事務局】 

御質問いただきました件については、確かに、市のほうでも今年度から３年間とい

う計画期間で「第６期草津あんしんいきいきプラン」を、昨年度策定いたしました。

その中で、国は７５歳に団塊の世代の方が全て到達される２０２５年を見据えて、各

市町が地域包括ケアの体制を整備していくこと、ということで、今回の第６期計画も

そういう位置付けで、２０２５年を見据えて計画の策定をしたわけでございます。 

その中でも２０２５年というところは、今、委員がおっしゃられたように、国が出

しました推計で、草津市も東京の中央区等と変わらないような状況で、介護施設が不

足するということも出ております。７５歳以上の高齢者の方が、２０２５年には６５

歳からの方を上回る率になる。将来的には、未来研究所のほうで研究した昨年の研究

結果の中にも、２０４０年には７５歳以上の高齢者の方が約２倍に増えるという推計

も出ております。 

そういった中で、将来を見据えた部分を地域包括ケアの中でどういうふうに進めて

いくかということで、その根本にあります地域での支え合いということが言われてお

ります。そういう部分は、今回のこの地域福祉計画の中で、地域包括ケアも取り込ん

でいくということになっておりますので、検討しながら進めていきたいと思います。  
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ただ、介護人材という部分に関しては、国も県も取り組んでおります部分もござい

ますので、そういったことを見据えて、市として取り組める部分ということでの検討

になるかと思います。 

【委員長】 

私も「あんしんいきいきプラン」に関わっているので、その関連で少し申し上げま

すと、介護保険事業計画は、需要の予測をした上で、それに見合う供給量を予測しま

す。要は、供給量というのはサービスの担い手ですから、要は人材の人数に換算でき

ることなのです。施設サービス、在宅サービス、地域包括サービスの３類型あって、

それぞれの需要量と供給量を予測した上で介護保険料を算定するわけです。そうする

と、どのくらいの人数が必要かということはおよそ推測できるのですけれども、具体

的にその人材をそろえるということまでは市は責任を負っていないのです。そういう

システムではないのです。それは、民間の事業者にお任せするということなのです。  

ここからは私の個人的意見ですが、それで本当に草津市の介護のきちんとしたニー

ズに人材の面で応えられるかどうかというのは、今後、非常に心配な点であることは

確かだと思います。 

時間が押してきております。今、議題の４を資料２～４に沿って議論していただい

ていますが、他にございませんか。ないようでしたら、次の議題ですが、「４．その

他」の議題を、事務局のほうから、よろしくお願いします。 

 

４．その他                                  

【事務局】 

たくさんの御意見を頂きまして、ありがとうございました。その他の事項というこ

とで事務局から２点、お知らせをさせていただきます。  

まず、１点目でございますが、本日、御議論いただきましたアンケート調査に加え

まして、福祉関係者の方に対し、地域福祉の関係のある方等々に集まっていただき、
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直接ご意見を頂くためのワークショップの開催を予定しております。日程につきまし

ては、８月中旬ごろ、計２日間を予定しております。内容や手法につきましては、現

在作成中ですので、後日、あらためまして御案内させていただきます。アンケート調

査に加え御負担をおかけいたしますが、御理解いただき、御参加いただきますように

よろしくお願いいたします。  

次に、２点目でございますが、次回の委員会の日程の確認でございます。９月３日

（木）１３時半から、アミカホール２Ｆの研修室で予定しております。場所が変わり

ますので御注意ください。８月に入りましたら、あらためまして開催通知を送らせて

いただきまして、出欠の確認をさせていただきます。よろしくお願いいたします。  

次回の議題につきましては、まずアンケート調査、ワークショップの結果報告をさ

せていただきます。それと、計画の骨子案を提示させていただき、御検討いただくと

いう形でお願いしたいと思っております。  

本日は、御意見等頂きましてありがとうございました。事務局からの連絡事項は以

上でございます。 

【委員長】 

ワークショップ開催の件ですが、委員の皆様に８月１９、２０日、２日間御参加を

お願いしたいという趣旨ですか。  

【事務局】 

はい、そうです。 

【委員長】 

御都合が付けばということですので、よろしくお願いします。案内は、また後ほど

ですね。 

【委員】 

委員会は、９月３日ですか。時間はまだ分からないのですか。  
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【事務局】 

はい。１３時半からです。 

【委員】 

木曜日ばかりというのは、大学の先生がおられるからですね。 

【委員長】 

すみません。時間はもう少し遅くても、朝早くからでも構いません。大学の講義を

休むと、必ず補講をしないといけませんので、講義のないところで入れさせてもらっ

ています。 

【委員】 

いえ、木曜日は構わないけれど、時間が少し早いので。 

【委員長】 

皆さん、他のお仕事もされていますので、時間帯のところで調整が付くのであれば、

この時間が一番、他のお仕事をされていると、確かに来づらい時間かもしれませんの

で、夕方からでも朝早くからでも、私は構いませんので。 

【委員】 

１４時とかはどうかなと思ったのですが。 

【委員長】 

今、この場で皆さんの御都合を聞いたほうが手っ取り早いと思うのですが。 

【委員】 

１０時からとか、午前中でも構いません。 

【委員長】 

時間は事務局で調整してください。 

それでは、今日は熱心に御議論いただき、どうもありがとうございました。あと４

回ございますので、今後ともよろしくお願いします。  

本日はどうもありがとうございました。  


