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平成２７年度第２回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日 時： 平成２７年９月３日（木）１４時００分から１６時００分 

場 所： 草津市アミカホール２階 研修室 

出席委員： 佐藤委員、清水委員、岡田委員、小林委員、奴賀委員、野田委員、  

白井委員、中後委員、大西委員、田中早苗委員、中村委員、 

田中千秋委員 

欠席委員： 馬塲委員、樋上委員、井上委員 

事務局：  太田健康福祉部長、平尾健康福祉副部長、  

【社会福祉課】古川課長、織田副参事、林専門員、寺田主任 

【長寿いきがい課】山際副参事 【介護保険課】福留専門員  

【社会福祉協議会】奥村事務局長、佐本主任  

【ジャパンインターナショナル総合研究所】菅原  

傍聴者： ０名 

 

１．開会                                   

【事務局】 

お忙しい中、御出席を賜りまして誠にありがとうございます。それでは、ただ今か

ら「平成２７年度第２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申し上げます。 

２．健康福祉部長あいさつ                           

【健康福祉部長】 

皆様、こんにちは。日頃は、委員の皆様方には地域福祉の推進に格別の御尽力、御

支援いただいておりますことに、この場をお借りまして厚くお礼を申し上げます。ま
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た、本日は、大変皆様お忙しい中、また雨が降っております足元の悪い中、委員会に

御出席いただきまして、本当にありがとうございます。  

さて、８月１９日、２０日ですけれども、ワークショップを開催させていただいた

ところでございます。当日は、各学区で地域福祉を推進いただいている皆様方をはじ

めとしまして、ボランティアの方、公募に参加応募いただきました市民の方、子育て

や障害福祉関係団体の方や視覚障害がある方、協働のまちづくりを進めている関係組

織である草津市社会福祉協議会や草津市コミュニティ事業団の職員、また市のほうか

らは障害や子育て、高齢者に関わる課の職員など、２日間で約１５０名を超える多く

の方々に御参加をいただいたところでございます。委員の皆様方からも御参加をいた

だきまして、本当にありがとうございます。  

御参加いただきました皆様方には、グループの中に入っていただきまして、熱心に

話し合いを進めていただきました。私もグループワークの様子でありますとか、皆様

が出されたいろいろな意見でありますとか課題等、大変多くの御意見を見させていた

だいたのですけれども、日頃から各地域で活動されている市民の皆様方のパワーをあ

らためて感じさせていただいたところでございます。  

このワークショップの最後でも、紹介をさせていただいたことなのですけれども、

１つエピソードということで御紹介させていただきますが、参加されました視覚障害

者の方で、１日目のワークショップが終わりましたときに、一生懸命活動されている

地域の方と出会えて、お話ができて、とても良かったというお話をされておられまし

た方が、２日目のワークショップにもぜひ参加をしたいという思いを持たれていただ

いて、今までそういうことをされたことがなかったのですけれども、初めてお隣の方

にお子さんを預かっていただけないかということを御相談されまして、そのお隣の方

が快く引き受けていただけたことによりまして、２日目も御参加をいただけたという

ことがございまして、その方は大変喜んでおられました。  

こういったご縁が、次から次へとつながっていくことが地域福祉なのではないかと
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感じたところでございます。あらためて、地域で活動いただいております支援者の方

や当事者の方、関係団体、行政機関のお互いの顔の見える関係づくりというのは大切

だなということを痛感させていただきました。  

本日は、第２回目の委員会ということになりますけれども、次第に書かさせていた

だいております３つの議事につきまして、御審議いただきたく考えております。委員

の皆様方には、それぞれのお立場で忌憚のない御意見を頂きますようお願い申し上げ

まして、開会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。  

本日も、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

【事務局】 

では、議事に入ります前に、３点報告事項を申し上げたいと思います。  

まず、傍聴者の報告でございます。会議の公開につきまして、本日、配布させてい

ただきました次第を表紙としました資料でございますが、こちらの１３ページをご覧

ください。ここで、草津市市民参加条例施行規則第１８条の規定に基づきまして、会

議の開催の案内をさせていただきましたところ、本日傍聴の方はいらっしゃいません

ということを、まず御報告申し上げます。 

２点目に、議事録の公開状況についてでございます。前回の委員会の議事録の公開

状況につきましては、平成２７年６月２５日の委員会の議事録を草津市のホームペー

ジに掲載させていただいておりますことを御報告申し上げます。簡単でございますが、

前回委員会の議事録の公開状況についてでございます。  

３点目についてでございますが、会議の成立の報告でございます。同じく、配布資

料の１８ページをご覧ください。草津市付属機関運営規則第６条第１項の規定でござ

いますが、「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名のなか１２名の出席でございます。本委

員会が成立していますことを御報告いたします。また本日、樋上委員様でございます

が、今、駐車場等が混雑している関係で遅れられているのではないかと思います。後
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ほど、会議中に御出席いただけるものと思っております。よろしくお願いいたします。  

また、運営規則の第６条第２項でございますが、会議の議事につきましては、出席

いただきました委員の過半数をもって決しまして、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、併せて御確認をお願いいたします。  

次第３の議事に移らせていただきます。運営規則第５条第２項によりまして、佐藤

委員長に会議の議長となっていただきまして、以後の進行をお願いいたします。  

それでは、佐藤委員長、よろしくお願いいたします。  

【委員長】 

委員の皆様、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。  

【事務局】 

事務局から、資料の確認をさせていただきます。まず、資料につきましては５種類

ございます。 

１つ目は、本日お配りしたもので、次第を表紙とさせていただきました資料になり

ます。裏面に「計画策定にあたってのスケジュール」、以降、委員名簿、本日の席次

表、関係条例等々となったものの資料でございます。２つ目は、事前に各委員の方に

配布をさせていただいたものになります。右肩に資料１と書いている「アンケート調

査結果の報告書」でございます。３つ目は資料２、Ａ３横の資料で、左右に現行計画

と次期計画を掲載しており、比較していただけるようにしているものです。４つ目は、

本日配布させていただいた資料１（別冊）と右上に書かせていただいた資料になりま

す。こちらにつきましては、アンケート調査結果のうち、自由筆記回答を取りまとめ

た資料となっております。最後の５つ目は、資料３、ワークショップの実施結果を取

りまとめさせていただきました資料になります。  

以上、５点、お手元の資料に不足等ございましたら、事務局までお知らせいただき

ますようお願いいたします。 
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【委員長】 

御手元に、今紹介のあった資料はございますでしょうか。 

それでは、議事に移りたいと思います。「草津市地域福祉推進の取り組みに関する

アンケート調査結果について」を、事務局より御説明お願いします。 

 

３．議事                                   

（１）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結果について  

【事務局】 

まず、議事の１つ目、アンケート調査の結果でございますけれども、この後詳しく

は地域福祉計画策定のコンサルティング業務を受託しておりますジャパンインターナ

ショナル総合研究所の菅原のほうから説明をさせていただきます。私のほうからは、

事前に概要を御紹介させていただきます。  

第１回目の会議で御紹介させていただきましたとおり、今回は約７００名の地域で

活動されている方を中心にアンケートを採らせていただきました。一般的にアンケー

ト回収率は大体４割というところでございますが、今回は７６％という状況でござい

ます。その結果の概要につきましては、先ほど、説明させていただいた「資料１」と

書いて事前にお送りしたものと、資料１（別紙）として今日お配りしたもの、この２

つに基づいて説明させていただきます。また、前のスクリーンに同じものを出させて

いただいておりますので、見やすいほうをご覧いただきながら、お話を聞いていただ

けたらと思います。それでは菅原さん、よろしくお願いします。  

 

【事務局】 

皆さん、こんにちは。ジャパン総研の菅原と申します。私のほうからアンケートの

結果について、御説明をさせていただきます。 

お手元の「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」をご覧いただ
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きながら、お聞きいただければと思います。それでは、アンケート調査の内容につい

て、まず、お話しをさせていただきたいと思います。  

今回の第３期草津市地域福祉計画策定にあたりまして、日頃から福祉活動に取り組

んでいただいている関係者の皆様に御意見を伺うというところが目的となっておりま

す。 

調査の概要としましては、草津市全域で活動されている対象者の皆様にアンケート

をお配りし、約２週間、期間を設けて郵送配布・郵送回収で行いました。有効回収率

は７５.７％となっております。 

調査結果に関しましては、御手元の報告書では、御回答いただいた結果をそのまま、

まとめていったものになります。草津市で福祉に携わられている方全体の現時点での

意識や取り組みの状況が見ていただけるものになっております。こちらについては、

事前にお配りさせていただいているものですので、細かな説明は割愛させていただき

ます。 

今日は、このアンケートをさらに詳細な分析をしていく方法について、御紹介させ

ていただきたいと思います。  

本日、お配りした「資料１（別紙）」をご覧ください。本日は、こちらに基づいて

説明させていただきます。表紙の枠囲みの中に書いてありますように、こちらの報告

書につきましては、このアンケート調査の結果について、今後、より詳細に分析して

いく方法をお示しするものになっております。それが、「１）今後の結果分析に向け

て」というところです。また、「２）その他回答まとめ」、「３）自由記述まとめ」

というところには、アンケートの中で「その他」に○を付けていただいた方が書いて

くださった内容や、自由記述欄に書いていただいた内容をまとめたものになっていま

す。 

では、まず、１ページの「１）今後の結果分析に向けて」というところを御説明さ

せていただきます。今後の結果分析に向けまして、アンケート結果につきましては、
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今後、前回行われている５年前の調査との経年比較や性別・年代別・居住地区別など

のクロス集計を行い、より詳細な状況把握を行ってまいります。また、今後の取り組

みの方向性を決定するうえでも活用を進めてまいります。今回はその分析例として、

「Ａ．前回計画との経年比較」、「Ｂ．男女別比較」、「Ｃ．学区別比較」というこ

とで、既に行っている詳細の分析を御紹介させていただきます。 

まずは、「Ａ．前回計画との経年比較」です。こちらは、５年前に同じ質問・選択

肢でアンケートを採ったものについて、答えていただいた皆様の意見がどういうふう

に変化したのかを見るものになっています。  

１ページ目のグラフを見てください。こちらが、「地域で活動する中で、あなたが

住民の福祉に関して課題と感じていることは何ですか」という質問です。１２項目、

課題と考えられる選択肢を設けていますけれども、黒い部分が平成２７年度の調査結

果、グレーの部分が平成２２年度の結果です。ほとんどの項目について、課題と感じ

ていると答えた方が今回の分で減っていることが見ていただけるかと思います。こち

らが１２項目中、１０項目でそのような結果になっているのですけれども、上から２

つ目、「保健・福祉サービスについて住民に知られていない」という項目と、上から

３つ目、「地域コミュニティが希薄化している」という項目、この２つについては、

５年前の結果から、課題と感じてある方が少し多くなっています。ここから見られる

こととしては、全体的に課題と感じているという答えが減っていることから、福祉活

動が進んでいったり、新たな制度ができたりして課題が解決しつつある、改善の方向

にあると感じておられる方が多くなっていると考えられます。また、だからこそ、住

民の意識の部分で、まだ、足りていないのではないかと感じている方が多くなってい

たり、「無縁社会」という言葉が広まったことによって、地域コミュニティの希薄化

を実際に課題ではないかと感じている方が増えていると言えるのではないかと思われ

ます。 

続いて、２ページ目をお開きください。「地域住民がいきいきと安心して暮らせる
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ようにするために、地域での取り組みで必要だと思うことは何ですか」という質問で

す。こちらについても、こういうことをしていったらいいのではないかという項目を

たくさん挙げていますが、これもほとんどの項目で今回調査のほうが「そう思う」と

答えた方が減っているのに対して、上から２つ目の「ひとり暮らしの高齢者や、障害

のある人、子育て中の母親等の地域での孤立防止のための見守り・支援活動」と、上

から３つ目の「お互いに顔の見える関係をつくるためのあいさつ運動などの推進」、

この２つについては、５年前の調査と比較して増えているのが見ていただけると思い

ます。こちらについても、身近な地域での見守り・支援活動とか、それを担保する顔

の見える関係づくりというところが、さらに大事になってきていると考えている方が

多くなっていることが分かります。こちらについても、先ほどの「無縁社会」という

言葉と同様、「孤独死」という言葉が広まってきたことも関係しているのではないか

と思われます。この２つのグラフが前回５年前の調査との比較の部分になっています。 

続いて、２ページの下半分が「Ｂ．男女別比較」で、「あなたが仕事や活動をする

ときに、やりがいや楽しさを感じるのはどんなときですか」という質問をさせていた

だきました。黒いほうが男性、グレーのほうが女性の回答です。見ていただくと分か

るように、上から２つ目の「誰かに喜んでもらえるとき」にやりがいや楽しさを感じ

るとお答えいただいているのは女性が多くなっています。また、上から５つ目の「地

域の問題を解決できたと実感するとき」とお答えいただいているのは男性が多くなっ

ています。必ずしも男女で差があると言うことはできないと思いますが、今後の地域

活動の担い手とか、継続的な取り組みを行っていくうえで、実際に楽しみながら活動

していくというところを考えれば、男女の感じ方の違いも押さえていくべき点と言え

るのではないかと思っています。  

続いて、３ページは「Ｃ．学区別比較」です。アンケート調査の中でお住まいの地

域、活動されている地域をお聞きしているのですけれども、地域別に結果を見ていっ

たものです。「自分が住んでいる地域の活動や行事について、活発であると感じてい
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ますか」という質問です。一番色の濃い部分が「大変活発に活動している」とお答え

いただいた方の割合です。玉川地区では５６ .５％の方々が大変活発に活動していると

お答えいただいています。顕著に結果が出てきているところですが、このように活動

されている方自身の満足感とか、もっとできるのではないかという課題も見え、そう

いうところも地区別に見ていくことで、さらに詳細な分析ができると考えております。 

続きまして、４ページの「２）その他回答まとめ」の説明をさせていただきます。

アンケートの中で様々な項目に○を付けていただく中で、「その他」というところが

あったのですが、その中で実際に記述いただいたものをまとめたものです。細かいこ

となので、また、お時間あるときに見ていただければと思うのですけれども、その他

回答の中では、活動されている皆様が課題と感じられていることについて、担い手に

ついての記述が多かったかという感想を持っております。  

６ページの問７－１、「自分が住んでいる地域の活動や行事をより活発にするため

には、何が必要だと思いますか」というところでは、若い人に任せていくことが大切

だろうという方が多くいらっしゃいました。９ページの「仕事や活動をする中で困っ

たこと、苦労したことがありますか」という質問では、「担い手不足。若い人のなり

手がない」という記述を頂いております。  

１２ページをお開きください。問１３「あなたは、住民同士が地域で支え合い、助

け合う関係を構築するためには、どのようなことが大切だと思いますか」と、こちら

は自由に記述していただくところですが、多く御意見が集まったところを紹介させて

いただきます。上から「隣近所との付き合い・関係づくり」、「日頃の挨拶を大切に

すること」が重要だろうということで、住民同士の触れ合いとか顔の見える関係づく

りをまず行っていくことが大切だろうとお答えいただいたところが多くなっています。 

あと、目立つところは、１３ページの「情報の共有等について」のところで、情報

の公開・共有をもっと進めるべきという御意見や、個人情報やプライバシーが重視さ

れるようになってから、住民とどこまで深くかかわっていけばいいのかというところ
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で少し戸惑いがあるけれども、必要な情報は共有していかなければいけないという御

意見が６件ほどありました。その他回答については以上になります。  

１４ページは、「３）自由記述のまとめ」です。「次のような項目について、御意

見や御提案がありましたら、自由に御記入ください」ということで、市に期待するこ

と、市社会福祉協議会に期待すること、地域での福祉活動を活発にするためにどうい

うことをしたいと思いますかということ、地域で福祉活動を行う人を増やすためにど

ういうことをしていったらいいと思いますかというところで、御意見を頂きました。 

まず、「福祉全般について」というところでは、「住民の福祉問題に対する意識を

高めること」がまずは大事だろうという御意見がありました。アンケート本編でも頂

いていた御意見です。皆さん、いろいろなことを書いていただいていたのですけれど、

似た意見をまとめた形になっています。  

１７ページの「ボランティアについて」のところで、一番上に「ボランティアにも

ある程度の報酬が必要ではないだろうか」と、有償ボランティアを進めていくべきで

はないかと、御提案の形での御意見も頂いております。 

次の「民生委員・福祉委員について」のところでは、「民生委員だけではなく福祉

委員の役割や活動について明確にするべき」ということで、実際に活動されている方

自身がどういう活動をしていくかという役割の部分をしっかり進めていくべきではな

いかという御意見を頂いております。 

あとは、細かな意見になるのですけれども、皆様、貴重な意見をたくさん書いてい

ただいております。自由記述については以上になります。この後、このアンケート結

果につきましては、さらにクロス集計等、分析を始めてまいります。こういうクロス

集計があれば、もっと結果が見えるのではないかとか、この自由記述の部分は重要で

はないかとか、そういうところで皆さんの御意見をお聞かせいただければと思います。 

【委員長】 

どうもありがとうございました。ポイントを絞って御報告いただいたと思います。
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非常に限られた時間の中での御議論ということになって恐縮なのですけれども、委員

の皆さんから、御質問、御意見を出していただければと思います。  

【委員】 

１７ページに民生委員、福祉委員とありますが、福祉委員というのは全学区にいて

くださるのでしょうか。 

【事務局】 

福祉委員の制度自体については、市の社会福祉協議会が各学区の社会福祉協議会さ

んにお願いしながら地域で進めていっていただいている事業ですので、社会福祉協議

会から報告させていただきます。  

【社会福祉協議会】 

草津市社協の佐本と申します。よろしくお願いします。今、１３学区ある中で、各

学区によって呼び名が多少異なるのですけれども、地域の学区社協と共に地域福祉活

動をされたり、民生委員さんと一緒に見守り活動をされておられます福祉委員さんは、

今、１３学区中１１学区で、一応、委員が設置されていると、こちらでは把握させて

いただいています。 

委員の数につきましては、各学区でまちまちでございまして、中には学区社協で委

嘱されて各町内会から１名ないし数名挙げていただいている所もありますし、ある学

区につきましては、学区として福祉委員会という組織をつくられて活動されている所

もございます。先日、数を数えてみたのですけれども、今、１１学区全てで大体５０

０名くらいの委員さんが、各地域でそれぞれの学区の要求に応じて活動されていると

把握しております。 

【委員長】 

よろしいですか。ちなみに、福祉委員のいらっしゃらない学区はどことどこですか。 

【事務局】 

把握しているところでは、渋川学区が立ち上がっていないです。あと、大路学区は、



－ 12 － 

一応、設置要綱とかは以前設置されたのですけれども、今のところ活動されていない

と把握しております。 

【委員長】 

今の御意見に対して、何かございますか。  

【委員】 

「民生委員だけでなく」と書いてあるのですけれども、実際問題、その地域によっ

てはすごく住民が多くて、その中で民生委員お１人のときは、全員の方をみるという

のは本当に大変なので、福祉委員さんの役割というのは、これからますます重要にな

ってくると思うのです。 

そういったことで、役割を明確化するということはできないのでしょうか。  

【事務局】 

福祉委員につきましては、民生委員さんだったら国から委嘱されたりとか、そうい

う形で役割がある程度明確にされているのですけれども、もともと福祉委員さんにつ

きましては、各学区の中で、福祉委員さんとか学区社協が活動されている中で、一緒

に見守りをしていただく役割であったり、中には敬老会事業について、一緒に協力し

て高齢者とつなぐきっかけをつくったりとか、学区によって多少役割が異なっており

ます。各学区に合わせた形で福祉委員さんの役割、形をつくって進んでいる経過があ

ります。市の社会福祉協議会でも福祉の推進ということで、手引きであったりとか、

こういうことを念頭に活動してくださいという形ではお伝えしておりますけれども、

実際の福祉委員さんの役割等につきましては、各学区のほうで検討していただいて、

進めていただいているという形ではあります。  

【委員長】 

今の質問と関連してですが、福祉委員さんが所属するのは各学区ですか。福祉委員

さんの活動とかについて、こういうことをしていただくという規定はありますか。  

【事務局】 
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役割といたしましては、各学区のほうで要綱等を定めておられまして、その中で、

先ほど、言いました民生委員さんと一緒に見守り活動であったり、敬老会事業に関し

て各社協の活動等に協力すると、学区によって役割についての明記は若干異なる形で

はあります。 

【委員長】 

学区ごとに要綱が作られているということですね。市社協としては、その要綱自体

は把握されているのですか。  

【事務局】 

一応、こちらのほうで確認させていただいております。大きく異なることはないの

ですけれども、今、言いましたような活動をベースにされていると把握しています。 

【委員長】 

今までのお話を伺うと、かなり学区の自主的な活動に委ねられていると理解してよ

ろしいですか。 

そういうことなので、もし、福祉委員さんの活動をもっと活発にしていただこうと

なると、学区のところでの御議論で、それは市社協とかがある程度指導するとか、そ

ういうことは多分、必要になってくるのではないかと私は思っています。  

【委員】 

それに関連しまして、前回、宿題がございました「福祉活動推進委員の育成講座に

ついて」ということで、いろいろ調査いただきまして、活動されている内容は、福祉

委員として共に頑張っていただいているという方もおられますし、学区によってそれ

ぞれ違うのです。福祉委員の手引きがございまして、そこには書いてあるのですが、

福祉員専門という形でございますので、あとは学区によって、それぞれ今の事業に対

する協力、福祉活動に対するとか、地域同士の社会福祉協議会の事業に関わってのお

手伝いもございますし、民生委員と共に活動されている学区もございます。先ほども

言いましたように、講座の方々が福祉委員として活動をされておられます。  
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この中で、学校でのコミュニティカフェとかのスタッフですけれども、ケアハウス

ぽぷら、御夫妻や、先ほどのボランティアの担い手、また、日曜カフェのスタッフも

多いと思います。そして、医療福祉を考える会のメンバー、町の公民館のスタッフの

方がこの会の一員として、福祉の活動をされているということでございます。  

５日間の、５回ですけれども、１年に２回、取り組んでいます。福祉を考える会を

実施されている学区も多いです。また、学校の地域サロンやふれあいサロンの運営に

携わる方についても複数学区ございます。それから、座談会なども設置して福祉委員

として活動している人もあり、これも複数学区ございます。  

そのような形の中で、民生委員児童委員が地域福祉施設の職員に来てもらうとか、

また、市民が地域福祉を学習して教養を高めると、そういうところで地域福祉活動へ

の参加をきっかけとして、取り組みにつなげられておられます。 

以上が講座に行って、このような形の中で福祉委員としての活躍をされておられる

方々ということです。 

【委員長】 

社協のほうは、学区での事業の状況を把握されて、そういうものを御紹介していた

だきました。いかがでしょうか。  

【委員】 

今、言われたように、学区によってですけれども、私どもの学区では、充て職とし

て社会福祉協議会に振り分けをされる。その中で福祉委員というのが、３年ですけれ

ども、私どもの学区の福祉委員という形です。また、福祉委員専属で活動されている

方もいらっしゃいます。 

【委員】 

草津学区ですけれども、福祉委員さん、これは、草津学区ではあくまでも自治会で

選出していただいて、学区社協が委嘱するという形を取らせていただいております。

それはなぜかというと、基本的には自治会活動の中で向こう三軒両隣ということが課
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題としてたくさん出てきています。だから、自治会単位でいろいろな行事をするとき

に、「あなたは福祉担当ですよ」ということで福祉委員さんということを制度化して、

学区社協が委嘱しているという形でございます。  

地域福祉の推進は、町内ごとに福祉委員さんが担当ということで、うちの学区では

やらせていただいています。だから、夏祭りであるとか、運動会であるとか、敬老会

であるとかいろいろな行事、これは福祉とは直接関係のない行事、あるいは草刈りで

あるとか、川掃除であるとか、そういうことを全て福祉委員さんは福祉という観点か

ら、その行事に積極的に参加してもらってる。運動会であればお年寄り、障害者の方

に一緒に見に行こうかと声掛けて、皆さんと町内が仲良くなるために、コミュニティ

が深まるために活動する。これが福祉の基本なので、その担当ですよということで、

特別に地域福祉の事業ですとか、そういうことは分けていない。  

敬老会事業につきましても、記念品を配る。この記念品を配るということが地域福

祉を推進するためのものであって、お年寄りにそれを喜んでもらって、何か配るのだ

ということではなく、それを配ることによって、うちの地域にはこういうお年寄りが

いらっしゃる。この人は耳が少し遠いと、もう歩けないのだなと、それを通じていろ

いろなことを知って、地域の福祉、災害時の避難であるとか、そういうところへ活か

せていくということを基本とさせていただいております。  

したがって、うちは各町内、大体５０所帯につき１人ということで、これは、町内

会で選出をお願いしています。こちらから「あなた、したいですか。してください」

とか、そういうことは一切ないです。町内会の一役員として選出していただいており

ますから、町内会の役員会には出て、いろいろな行事に直接参加して福祉を担当する

という立場で動いていただいております。  

うちの学区では、今現在、６６人の福祉委員さんがいらっしゃいますので、大体、

３,５００から３,６００所帯ありますから、大きい町内では、３人、４人、５人とい

う町内ももちろんあります。 
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ですから、いろいろな活動で、今おっしゃった民生委員さんというのは、あくまで

国に委嘱されていますから、個人情報というのが福祉委員さんには、この方は介護何

とか、要介護とかいう十分な情報は一切ありません。と同時に、そういうことを必要

としない地域福祉をしてくださいと。つまり、今、個人情報いろいろ言われています

けれども、そんなのは隣組になってよくしゃべるようになったら、そんな個人情報は

要らないと。そういうところまで進めてほしいということで、今、事業を展開してい

るところです。 

課題としては、あくまで個人情報というのは、どうしたらいいのかというところが

一番大きい課題ではあるのですけれども、とにかくそれを乗り越えていこうというこ

とで今、進めています。 

【委員長】 

田中委員に、草津学区の取り組みを御紹介いただきました。今のお話の中で、町内、

自治体というのは非常に大事な単位だということを伺いました。  

この「Ｃ．学区別比較」のところで、質問項目が「自分が住んでいる地域の活動や

行事について、活発であると感じているか」というときに、このアンケートを応えら

れた方が地域というのはどこを念頭に置いて答えられたかということです。こういう

ふうに、今、田中委員のお話を伺って、いろいろな活動で、草津学区では、多分、将

来というか、そういうイメージでもって答えられた方が多いのかなという感じはしま

す。地域と言っても、それは人によってイメージするのは違ってくるのではないかと

思います。 

【委員】 

その福祉委員というのは、町内会で選出されるのですけれども、その任期というの

はあるのでしょうか。 

【委員】 

それは、町内会に全てをお願いしています。うちの町内は２年任期です、うちの町
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内は５年任期ですとなったら、それは町内にお任せしています。社会福祉協議会とし

ては、そういうあれは何もありません。  

【委員】 

連携上のことで言いますと、組長さんが兼任しているのが良いという考え方もある。

しかしそうなると、福祉委員としての役割とまでできないと言ったらおかしいですけ

れども、一歩踏み込んだ支援はなかなかできないのではないかなというところがある

と思いました。 

【委員】 

あくまで町内会役員としてですので、１年交代もあります。だけど、１年交代の所

は、やはり１年交代と５年交代としたら、５年の間、５人が経験されるのですから、

ある意味ほとんどの人が経験されることになるのです。だから、１年交代なら１年交

代のメリットというのはあります。だけど、あまり慣れていないから、また一からと

いうこともあるのですけれども、同じ人がずっと１０年やっておられたら、１人しか、

それは経験できてない、担当していない。その内、１人ずつ交代していけば、１０人

の人がこういうことをしているのだなと、こうするんだなということを知ることがで

きるというメリットがありますので、それはあくまでも町内会にお任せしています。  

【委員長】 

よろしいですか。他の委員の方はいかがでしょうか。  

【委員】 

先ほど質問させていただいたときに、社協さんが渋川学区と大路学区とおっしゃい

ましたが、私は笠縫東学区ですけれども福祉委員は知らないです。１５年前にボラン

ティアをさせていただいてときに、福祉委員というのであれば、名前があまりにも責

任が大きすぎて、みんな受けないということで、ボランティア委員という名前でやっ

ています。その辺をはっきりしておいたほうがいいのかなと、今思っています。  

【委員長】 
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笠縫東では、福祉委員はボランティア委員というふうにおっしゃっているというこ

とですか。 

【委員】 

はい。 

【委員長】 

それは、それぞれの学区がですね。  

【委員】 

それは、学区によって、名称が違うということはあり得ると思います。内容はあま

り変わらないと思います。それは、大体、私どもも同じです。それぞれの任意制です

から、町会長さんが３年で替わる場合は、３年で民生委員さんも替わる。町会長が替

わらなくても、役員が替わるから。課題を感じることもありますね。 

【委員長】 

今、お話が福祉委員に集中しているのですが、他のことで、何か御意見、御質問は

ありませんか。 

アンケートの中身ではなくて、その全体の確認なのですけれども、今回のアンケー

トは対象が一般住民ではなくて、社協の方だとか個人ではない人たちですね。だから、

ある意味ではそれなりの自覚を持って、それなりの経験を積まれて、それなりの見識

のある方を対象としたアンケートとなっているから、これは一般市民の意識というふ

うに誤解をしてはいけないというふうに考えておかないといけないのではないですか。 

【委員】 

いいですか。この９ページの「地域福祉を支えるしくみについて」ですが、ここの

「市社会福祉協議会に今後、充実してほしいものはありますか」というのは、前回の

場合は「市」と書いていなかったですね。「社会福祉協議会に今後、充実してほしい

ものはありますか」という流れで、パーセントが少し落ちているのです。  

【委員長】 
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前回、「市」が付いていなかったのですね。  

【委員】 

市社会福祉協議会とは全然違う考え方なので、前回よりも少し全体的に下がってい

るということですね。市社会福祉協議会と社会福祉協議会というものの、市民の取り

方、捉え方が少し違うのかなと思います。  

【委員長】 

一般市民の人は、社会福祉協議会というとどこを。 

【委員】 

市です。だから、あえて「市」と付けていたから。これは、何か理由があったので

すか。 

【事務局】 

今回、学区社協というところと、市社協というところの区分をしっかりと分けて見

せようというところだったのです。  

【委員長】 

そういう意味ですね。学区社協と区別してということですね。  

これは、前回の調査対象は同じ属性の方ですか。  

【事務局】 

はい、そうです。加えて、介護の事業所の方とかを、今回、追加しています。  

【委員】 

回答が前回４０％あったのですが、今回２８％まで下がっています。今回は、はっ

きりと分けてしまったから、ということで原因がこれで分かりますね。  

【委員長】 

他に、今日、御紹介いただいたアンケート結果について、御質問や御意見はござい

ませんか。今後、クロス集計も含めて、もっとより細かい分析をされるということで

すので、また何か分からない点、気が付いた点があれば、個別におっしゃっていただ
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ければと思います。あまり時間がないですけれども、他に御意見はございませんか。 

委員長の私があまり話すのはよくないと思うのですけれども、今日の資料１（別紙）

の１ページの「Ａ．前回の計画との経年比較」というところで、大方は「課題と感じ

ているところは何ですか」というところの各項目で、平成２７年度、今回は減ってい

て増えているのは２つです。「保健・福祉サービスについて住民に知られていない」、

「地域コミュニティが希薄化している」という、この２つの項目が前回に比べて増え

ているのです。このことの意味を、気を付けて見ていく必要があるかと思います。  

本当いうと、アンケートの回答者が、福祉についてそれなりの考え方を持っていら

っしゃる方であれば、当然課題として、もっと地域についての認識が深まったという

理解も可能かなと思いますけれども、それはあくまでも私が主観的にそう思っている

だけで、そこはどうなのかなと思いました。 

【委員】 

普通に考えれば、アンケート調査を出した人たちというのは、福祉に関係する方で

すから、一般市民に比べると、少しは認識があるのではなかろうかなと思います。  

【委員長】 

それから、２ページの男女別比較のところで、「あなたが仕事や活動をするときに、

やりがいや楽しさを感じるのはどんなときですか」という中で、「地域の問題を解決

できたと実感するとき」というところが、女性のところが極端に少ないです。これも、

また私の独断の推論ですけれども、それなりに地域で福祉のことについて考えて何か

の活動をしても、なかなかそのことが問題解決にまで至っていないということの反映

かもしれないなと。そのことは、特に女性のほうで、実感するときが少ないというと

ころで出ているということは、女性のほうが多分、担い手としては数が多いです。な

ので、そういうふうにやっていただいても、なかなか十分な成果を実感するには、ま

だいろいろな課題があるのかもしれないなと、ふと思っているのです。  

それと、それぞれこの資料をもう少し読み込んでいただくと、いろいろな考えが浮
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かんでくるかもしれませんので、ぜひとも持ち帰っていただいて、よく読んでおいて

いただければと思います。  

アンケート調査については、いかがでしょうか。これは、次回はクロス集計の結果

が出てくるのですか。 

【事務局】 

クロス集計等をさせていただいたものを、計画書のほうに反映します。  

【委員長】 

計画書のほうに反映するのですね。  

議題の１、アンケートの調査結果について、よろしいでしょうか。では、時間が予

定よりも超過をしていますので、次にいきたいと思います。次が、「第３期草津市地

域福祉計画策定にかわるワークショップの結果について」の説明を、事務局、よろし

くお願いします。 

 

（２）第３期草津市地域福祉計画策定にかかるワークショップ結果について  

【事務局】 

それでは、次第の２番目につきましては、今日配布させていただきました資料３を

ご覧いただきながら、また先ほどと同じように、菅原のほうから説明をさせていただ

きたいと思うのですけれども、この地域福祉計画を策定するにあたりまして、第１期、

第２期と、共にワークショップを繰り返してきました。１期では、全１３小学校区を

２回ずつ回って２６回、大体三百数十人くらいの参加をいただきながら、地域の課題

や、これから何をすべきかということについて御議論をいただいた。２回目について

は、２日間にわたって総勢７０名ほどで、同じように課題とこれから何をなすべきか

ということについて御議論をいただいたと。いずれも、地域で支え手になっていただ

く活動者が集まっていただいて、議論いただいたというのが１回目、２回目の特徴で

ございます。 
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今回の３回目につきましては、地域の活動者に加えまして、当事者でありますとか、

当事者の団体さん、民生委員さんも含め市の各職員でありますとか、中間支援組織と

いっているコミュニティ事業団、社協さんなども入っていただきながら、要は、当事

者の方、地域の方、行政や中間支援の方、いろいろな立場の方に参加をいただきなが

ら、地域の課題について御議論をいただいたというのが特徴かなと考えております。  

このあと、詳細について報告させていただきますけれども、最後の感想のところで

は、普段、話せない、話していないような方とお話しすることができて、大変良かっ

たというような感想もございまして、そのことも含めて御紹介をさせていただければ

と思います。それでは、菅原さん、よろしくお願いします。  

【事務局】 

ワークショップについて報告をさせていただきます。まずはスクリーンのほうをご

覧いただいて、ワークショップの様子を少し御紹介させていただけたらと思います。 

１３グループに分かれてお話し合いをしていただきました。班ごとに和気あいあい

と、お話をしていただきながら進めていくような形を取らせていただきました。ワー

ルドカフェ形式という形で、グループの中で話し合っていただきながら、またさらに

違うグループの意見も見に行くようなお時間を取らせていただいて、皆さんでお話を

しながら、より考えを深めていくという時間も取っていきました。最後は、発表の時

間も設けまして、順に御発表いただいて、さらに情報を共有していくという形で進め

てまいりました。最後には、皆様にワークショップを通じて感じたこと、御意見をた

くさん書いていただきました。 

では、お手元の資料３をご覧いただきながら、説明をさせていただきたいと思いま

す。この資料３は、当日、皆様にお配りをした資料になります。この「参加者」の部

分だけ、今回の資料用に追加をしております。さまざまな団体さんから、２日間で、

のべ１４８名にご参加いただきました。  

まず、２日間に分けて開催したのですけれども、１日目のプログラムから御紹介い
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たします。 

まず、オリエンテーションとしまして、資料の２ページから５ページの内容ですが、

草津市の統計データを皆様に御紹介させていただきました。そのあとに、特別講演と

いうことで、若者と介護をつなぐというのをモットーに活動されています、森近さん

という方に来ていただきまして、国の新しい制度とか、福祉の現場についてお話をい

ただきました。ここで、今回重要になってくる地域包括ケアシステムというところの

お話をいただきました。必ずしも介護だけの仕組みではなくて、地域福祉の中での地

域包括ケアシステムというのを考えていくことが必要ですねというお話をいただきま

した。 

そして、グループワークといたしまして、８ページに載っています内容を、皆様グ

ループに分かれて話し合っていただきました。  

テーマとしては、「草津の地域資源や地域の取り組みについて考えてみよう」とい

うことで、皆さんに思いつく限りの草津市にある資源を書いていただきました。考え

ていく上では、７ページに載っている、草津市の地域福祉活動圏域イメージというの

を見ていただきながら、まず、町内会ではどんな取り組みが、今されているのか。小

学校区ではどうなのか、中学校区ではどうかな、草津市全体ではどうかなというとこ

ろで、４つの層に分けて考えていただきました。  

考える上では、２つ、まずは地域で生かせる資源、地域で既にある取り組み、自分

の町内会では今、こんな取り組みがあるよといったこととか、あとは、今ないけれど

も、こんなものがあったらいいなということを、それぞれ皆様、思いつく限り考え出

していただくというのが、この項目のところでした。 

こちらの結果が、今回お配りしているＡ３の資料です。１３グループ全ての内容に

なっているのですけれども、町内会に既にあるもの、町内会にあるといいものという

ことで出していただいたものを、似た御意見をまとめたものになります。既にあるも

のとしては、人が集まる場所とか、機会とかはたくさんあるという話があったりとか、
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さまざまな活動や仕組みについては、ボランティア活動の立ち上げがあったりとか、

民生委員さんの訪問があったりとか、そういうところは、もう既にある生かしていけ

る取り組みですよねというお話が出てきました。その他のところでは、個人的にこん

なことをやっていますよというお話も出てきました。  

２ページ目は、小学校区で既にあるもの、あるとよいと思うものについて書いてい

ただいています。ここでも、人が集まる場所とか機会とかについて、既にあるという

ことで、お話が出てきています。あるとよいと思うものでは、さまざまな活動や仕組

みのところで、生活支援ボランティアとか、送迎ボランティアとか、学区内でボラン

ティアがもっと増えていくといいよねというような御意見が多く出てきました。  

続いて、中学校区で既にあるもの、あるとよいと思うものです。中学校区というの

が、地域包括ケアシステムの枠組みになるところですけれども、皆さんが実際に活動

される中ではイメージがしにくいところかなとは思うのですけれども、例えば、お祭

りがあるとか、事業所があるといったところで御意見が出てきました。 

最後、３ページ、草津市全体で見てみるとどうかなということを考えてみると、既

にあるものとしては、ＮＰＯの活動であったり、学生のボランティアというのが出て

います。あるといいと思うものもたくさん出てきたのですけれども、行政との連携で

すとか、行政の支援といったところの御意見が多く出てきました。あとは、バスの運

行であったりとか、道路をもう少し歩きやすくしてほしいという、ハードの面での御

意見も出てきました。 

これが１日目の様子です。こんな形で、それぞれ各グループで作っていただいて、

まとめていただきました。  

続いて２日目についてですが、２日目のプログラムは資料３の９ページをご覧いた

だけますでしょうか。２日目は、具体的なシチュエーションを皆様に見ていただいて、

そのシチュエーションごとにどんな支援ができるかというのを考えていただきました。 

１０ページに、その割り振りが載っているのですけれども、１つ目が、シチュエー
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ションＡということで、新規入居者の多い（あ）地区での、若い母親の孤独な育児生

活。シチュエーションＢは、２０２５年、高齢化が進んだ（い）地区の高齢者の生活。

シチュエーションＣは、（う）地区に住む少年と母親の生活ということで、それぞれ

具体的なシチュエーションを挙げて、それについて話し合っていただくという形でワ

ークショップを進めていきました。  

具体的なシチュエーションが、１１ページから１２、１３と載っているのですけれ

ども、またお時間あるときに見ていただければと思います。具体的なシチュエーショ

ンについて話し合うということで、皆さん、本当に真剣に考えていただきました。  

最終的なまとめとしては、こんな形で、それぞれのまた層ごとに考えてくださいと

いうことでしたのですけれども、町内会で今既にやっている取り組みで、この人をど

んなふうに支援できるかなということと、自分が実際にその困っている方の立場だっ

たら、こんな支援が欲しいかなというところの２つを挙げていただきました。  

こちらについてまとめたものが、Ａ３の資料の折り込みの２日目というところでご

ざいます。地域で困っている人に対しての具体的な支援を考えてみようというところ

で、シチュエーションＡでは、４つの班に話し合っていただく中で、もう既に自分た

ちがやっていること、地域の中でやっていることでこんな助け合いができるよねとい

う話とか。でも、実際に自分が困っている立場だったら、今はこんな支援はないけれ

ども、もっとこんなのがあったらすごく助かるな、うれしいなということを挙げてい

ただきました。それが３ページにわたって、つながっている形になっております。  

実際に、この２日間のワークを通して、皆さんに、感想ですとか、これから自分が

こんなことをしていかなければいけないなと思ったということを、最後、９ページに

書いていただいたのですけれども、この内容が最後のところになっております。  

「感想」というところでまとめている部分を見ていただくと、お話しできない方と

お話しできてよかったですとか、立場の異なる方の考えが聞けて面白かった。少し後

半に飛びますと、マンパワーが大事という意見を頂いていたり、新しい情報収集がで
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きる機会になったとか、福祉に対する取り組みのいい勉強になりましたといったよう

な、前向きな御意見をたくさん頂きました。  

要望とか、不満のところを見ていただくと、もう少し参加者の輪を広げてみればど

うだったのだろうかとか、若い人材育成の視点を入れていくならば、対象者として、

子ども会とか、青少年育成に関わる団体を入れたらどうだったかというような提案も

頂いています。 

「決意」の部分では、自分はこれからこうしていきたい、どんなことを学んでいき

たい、誰々と連携したいというような強い想いの部分での御意見を頂いています。 

最後の「目指したい地域の姿」としてまとめているところでは、目指していきたい

地域として、私がこの場所に居ていいのだと思える地域という言葉とか、向こう３軒

両隣の推進をもっと進めるべきとか、実効性のある仕組みをつくっていけるような地

域が大事なのではないかなど、そういった御意見を頂きました。 

たくさんの御意見を頂く中で、細かなものから大きなものまで、似た意見もあれば、

個々人の御意見もありましたし、学区別での特徴なども出てきましたので、このあた

りも細かく分析を進めまして、計画書に取り入れていきたいと考えております。  

報告は以上になります。 

【委員長】 

ありがとうございました。当初の予定時間よりも３０分少し延びております。予定

では、事務局からの案では３時半くらいに終了予定だったのですが、委員の皆様、ご

都合がよろしければ、４時くらいまで、３０分くらい延長させていただきたいのです

が、ご都合が悪い方はいらっしゃいますか。よろしいですか。もし他の何か用事があ

れば、退席していただければと思います。 

８月１９日と２０日、２日間にわたってワークショップが開催されました。私も１

９日、初日のほうに参加させていただいたのですが、委員の皆様にも参加していただ

いた方が多かったと思うのですけれども、まずは、参加された方から、感想などを、
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率直に出していただいて、それから議論をできればと思いますが、いかがですか。 

【委員】 

全然内容とは別ですけれども、せっかくの講演が、私、すごく後ろのほうでしたの

で聞きづらかったので、すごく残念に思っています。  

【委員】 

私もそうです。それについては、マイクを持ってほしかったですね。初日の分では

森近さん、いいお話をされていたと思う。でもジェスチャーを交えて、マイクから離

れたりされて全然聞こえなかった。内容が全然分からなかったのです。  

【委員長】 

地域包括ケアのいいお話がですね。  

【委員】 

せっかくいいお話だと思うのだけれども、聞いている人は、何のことなのか、音声

についてもちょっと気を遣ってあげられてはいたけれど、ハウリングしてぶーってい

ったから、多分、マイクは上げづらかったのだと思います。それで、話があまり分か

らなかったです。 

【委員長】 

安心いきいきプランの委員会に出ている立場から言わせていただきますと、わざわ

ざ東京から来ていただくことはなかったのです。それだったら、地元の草津の地域包

括支援センターの所長にでもお話ししていただいたほうが、ずっと身近に地域包括支

援センターのことが分かったのではないかと、一参加者としては思いました。  

【委員】 

専門家が集まっているので、地域包括支援センターの話をされたけれども、もう少

しつっこんだ話をしてもらってもよかったのではないかと思いました。  

【委員】 

当日、１日目だけ参加をさせていただきました。今、委員長がおっしゃったように、
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地域包括ケアシステムのことになると、今後どういうふうになっていくのか、そこら

辺を自分が知りたかったので、勉強させていただきたいと思って参加したのですが、

実のところ、小規模多機能の説明が長くて、自分自身、それだったら別にわざわざ遠

く交通費を出して来ていただかなくても、ましてや草津を知らない方を呼んでまで説

明していただく必要はなかったのではないかなと思って、少しもったいないなと、も

う少しお金を大事にしてほしいなと思いました。  

【委員長】 

厳しいご指摘を頂きましたが、他に参加された方、ご感想を。 

【委員】 

講演につきましては、参加させていただいた私たちは、ほとんどの方が福祉に関わ

るという方なので、地域包括のこともある程度知っているといったらあれですが、分

かっている人が多かったので、内容を少し変えてもらうとよかったかなと思いました。 

【委員長】 

ワークショップについては、当委員会で、あらかじめ中身について検討する機会が

なかったですよね。もう済んでしまったことですから、言ってもせんないところもあ

るのですけれども、本来ワークショップも地域福祉計画策定の１つのプロセスなわけ

ですから、それは我々委員としても、責任を持ってその内容については、やはり関わ

っていくということが必要ではなかったかなと、委員さんの話も含めて思います。  

【委員】 

だから、今年特に、そういうふうな関係で、法律が改正されたこととか、特別支援

とか今いろいろデータがありました認知症…５人に１人が認知症になるという話もあ

ります。そんなことも踏まえて、そういうようなことについて、地域包括センターと

して、このような取り組みをしていかなければならないというような内容が本来はほ

しかったです。 

確かに見ていただくだけだったら、障害を持っておられるということから、その障
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害を持っておられる方の中でしていくということについては、悪くないと思うのです

が。 

【委員長】 

草津にも、そういう小規模多機能の事業所さんもあるわけですから、我々自身が、

草津のそれぞれの経験を生かした上で、地域福祉計画の中に反映させてくる、それが

役割かなと思います。 

【委員】 

逆にそういうことだと思うのです。一番高齢化の都市ですから。そういう意味では、

悪くはないと思うのですが。  

【委員長】 

他、ワークショップのあり方とか、そういったものを含めて、何かご感想、御意見

などはございますか。 

【委員】 

私も１日目だけ参加させていただいたのですけれども、講演につきましては、皆さ

んと同じ意見で、そう思いました。  

グループワークのほうは、全然違う学区の方々に、いろいろな活動を、各自分たち

でやっている団体のお話とか、障害者の方もいらっしゃって、とても最後は盛り上が

って、これで終わり……みたいな感じで、ものすごく、だんだん和気あいあいとなっ

ていって、すごくいい機会ができて、皆さんも、明日は来られないです、残念ねみた

いな感じで解散しました。本当に、グループワークに行って、皆さんとお話しできて

よかったなと思いました。  

【委員長】 

その盛り上がったエネルギーを、どうやって生かしたらいいかなと。  

【委員】 

そうですね。 
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【委員】 

現状に対する意見とか、そういうものも、個々にみんながいろいろな意見を持って

いますから、これをまとめてもらったほうが、非常に、僕は成果だと思うのです。そ

れで、次にどういうふうに動くかというのが出てくる。  

なぜなら、一人一人の意見が、自分が必要とするもの、してほしいもの、自分だけ

かもしれないけど大事な意見とか、多分個々にね。そういうことがワークショップす

ることによって、みんなそういう意見をまとめられると思います。それがよかったな

と思います。次は、その課題についての取り組み、それをどうするかということ。  

多分、今、そのまま羅列していただいていますので、これをどういうふうにまとめ

ていただけるのか。だから、これは、みんなが書いたものを見せていただいていると

いうものだけですね。このあと、これはどのようにされるのですか。  

【事務局】 

それぞれの要素を分析しながら、課題にも入れていきたいですし、次回の取り組み

の部分でも反映していきたいと考えております。  

【委員】 

この第３期に、地域福祉の策定についてですけれども、考えるに素案を、どういう

ふうに私たち委員が、ある程度このようなものが出てきてやっていただいているけれ

ども、１、２、３期について時代が変わっていく中で、どういうふうにという作り方。

これはもう計画にどのように生かしていくかという、ここに骨子がありますけれども、

その骨子の中に、結局、言われていたように、その辺のウイークポイントを、この話

をしていて、この素案にどうつながっていくかという。  

【委員長】 

だから、社協の立場として、何かもう少し大胆な提供があれば。  

【委員】 

提供というか、本来は市の計画があっての社協計画なのだが。  
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【委員長】 

この地域福祉活動計画は、１年ずれて準備されていたのでしょう。  

【委員】 

はい。それは、これを市のほうから、３期はこうでしたと出ているから、それを基

に次にまた策定する。市社協でまた第３期の策定を進めると。それに基づいて、また

学区で取り組みを書いていく。こういうことでまとめて、ある程度まとめられてもら

うと、それも第３期で、こういうものをやってもらうという筋書きかなと思うのです。

そういうことができるのだけど、では進める上で、もう次に素案が出てくるのではな

いですか。 

【委員長】 

いや、それは我々の宿題ではあるけれど、ひと月くらいの間を置いて、予定として

は年６回でしょう。 

【事務局】 

５回です。 

【委員長】 

なおさら、だから、こういう場で議論するということは、これは非常に限られた時

間で限られた項目でしかできないのです。本来、もっと頻繁にやれと言われたら、頻

度にもよるけれど、やってやれないことはないけれど、もともとそういう計画でやっ

ているから。そうすれば、各委員がこの場で十分言えなかったことは、次の委員会ま

でのところできちんと用意してきていただいて、できればメモ程度の文書で提出して

いただくと、まとめる側としては非常に役に立つのかなと思います。  

【委員】 

言われたように、そういうタイミングに合わせて、足らないところ、必要なところ

など、そこが終わっていても、試行錯誤したり何かそういうのをしたり、その辺は続

いていると思うわけです。それについては、こういうものが出てきましたと、こうい
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うものについては、今どうにかして、こういうものを今度総論の中に組み込んで入れ

る。いろいろなことを入れていいですかというか、こういう意見を頂いたほうが……

このアンケートとワークショップで上がってこなかったらどうなるのかなと思います。 

【委員長】 

清水委員の意見は、つまりこの委員会の進め方についての意見だとして頂きますけ

れど、つまり私たち委員が、本当に計画を策定しているという実感がありますかとい

うことでしょう。 

【委員】 

そうです。 

【委員長】 

報告をしていただいたというだけで、何か積極的に計画を策定したという……  

【委員】 

質問を委員の人がですね。報告をいただくわけではないから。次の回では、素案を

ご提示いただいて、こういう報告しますから、これでいきましょう、で終わるでしょ

う。この次には、もう 11 月にパブリックコメントが入るでしょう。最終案にいってパ

ブリックコメント、最終案自体がそのパブリックコメントに入りますものね。  

それでこれは３月だから、６月議会になるでしょう。  

【事務局】 

議会に諮って計画確定というわけではないので、３月に……  

【委員長】 

今年度中に策定して、来年度からの計画ですね。  

【委員長】 

だから、市の予算と能力にもよるけれど、もっと委員会の頻度を多くしてというこ

とです。これは、委員の方がつらいのです。  

つまり、本当に委員として責任に関わるならば、それこそ、それぞれが責任を分担
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して、この項目については、自分がよく見て意見をやるとか、そのくらいのことをし

ないと。事務局が基本的な骨子を作って、指標としてのアンケートという、従来の指

標を受け継いで、その中に新たな工夫をしてきたということではないかと。  

それに案外そういった、我々非常勤の委員ですので、それに乗っかってやってきた

というところに対しての一定の反省を、清水委員のほうから言っていただいたと思う

のです。 

【委員】 

残念なのは、吸い上げで終わってしまって、そして、自分の意見を言うだけなので

す。それについて、先ほど言ったように、市に対してどのように提示するか、どのよ

うに削除するかが。 

この最初の文面については、あまり変わってないかなというところですね。  

【委員長】 

私の司会のやり方も、私ばかり話して申し訳ないので、そこはできるだけ参加され

た委員の方、全てに御発言を頂きたいと思うのですけれども、やはり、もう今日のと

ころで、今日、出してもらった付属資料もあって、ここで十分見えない部分もあるの

で、これは持ち帰って次回の時に、各委員さんにそれぞれ意見を言ってもらうのが望

ましいと思うのです。きっと、集約をしたあとで、委員それぞれの立場から、こうい

ったものを付け加えてほしいとかいう御意見を頂ければ、委員として計画策定に参加

したという、そういうものを、多分つくっていただけるのではないかなと思います。  

ただ聞いて、「はい、どうですか」では、委員のおっしゃるとおりですね。  

【事務局】 

今回の議事の、３つのうちの２つについては報告でしたので、今、お考えのことで

すけれども、次の３項目目から、今おっしゃられたような第３期計画をどういうふう

に考えていくのかということについて、骨子案をお示しした中で、委員の皆様から御

議論を頂きたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。  
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【委員長】 

では、第３議題に移ってよろしいですか。  

では、第３議題の説明を事務局からお願いします。  

 

（３）第３期草津市地域福祉計画骨子（案）について 

【事務局】 

それでは、次第の３番目、計画の骨子案につきまして、担当の寺田のほうから説明

をさせていただきたいと思います。資料は、事前に配布させていただいておりますＡ

３版の資料で、資料２と書いたものでございます。こちらの資料は、見開いて左手側

が旧の２期計画、現行の３月までの計画です。右側が第３期の計画になっておりまし

て、対比ができるように右左で見比べていただけるような格好になっております。特

に変更点であるとか、そういうふうに、今、作業を進めようと考えていますけれども、

これについて、委員の皆様から御意見を頂きたいと考えております。 

それでは、説明のほうお願いします。  

【事務局】 

それでは、議題の３の「第３期草津市地域福祉計画骨子（案）について」というこ

とで説明をさせていただきます。  

本日は、計画の骨子案ということで、計画策定の変化につきましてご報告させてい

ただきまして、皆様方から御意見等を頂ければと考えております。計画策定の方向性

等について説明をさせていただいた後に、委員の皆様から御意見等を頂戴できればと

思っております。 

まず、次期計画の構成についてでございますが、第３期計画につきましても、現行

の第２期計画と同様構成を予定しておりまして、１つ目は基本理念等の計画の基本的

な考え方をお示しする総論の部分、２つ目は統計やアンケートの調査結果などから課

題分析を行った部分、３つ目は具体的な施策を掲載する各論の部分の３部構成という
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形で予定しております。 

また、今説明がありましたように、本日の資料につきましては、現行の計画と、今

骨子案ということで計画策定を進めておりますものを、左右で見比べていただけるよ

うな資料となっておりますので、よろしくお願いします。  

次に、次回以降の当委員会での御議論についての内容を、簡単に確認させて頂きた

いと思います。 

本日２回目の委員会では、総論の部分の掲載内容について御意見を頂ければと思っ

ております。次回３回目の１０月の委員会では、本日頂いた御意見と、各関係所属の

具体的な施策等を盛り込みました計画素案ということで、内容を確認いただき、御意

見を頂戴できればと思っております。４回目ですけれども、１１月に当委員会をさせ

ていただきまして、こちらでも１０月に確認いただきました計画素案につきまして、

御意見を提示させていただき、詳細部分を決めたあと計画案を再度ご確認いただく予

定でございます。こちらの計画案につきましては、１２月から１月にかけてパブリッ

クコメントを行う計画案とさせていただきたいという形で予定しております。  

それでは、説明につきましては、資料２、Ａ３横の資料を、座らせていただきまし

て、説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。  

まず、ページをめくっていただきますと、「目次」となっております。それぞれ、

左側に第２期計画の目次と、右側に第３期計画の目次の案を、事務局の段階という形

で書かせていただいております。  

次の２ページから４ページにかけては、地域福祉計画がどういうものかという形の

説明文と、５ページから７ページにかけましては、地域福祉計画は何に基づいて計画

を作るものなのかという背景についての説明を加えさせていただいている部分になり

ます。なお、現在の文章表現等、ボリュームにつきましては、引き続き事務局のほう

で精査を行っているところでございまして、次回の計画素案を閉めさせていただくま

でに、充実させていただきたいという形で思っております。現時点では、このような
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ことを記載していくということで、本日の説明につきましては御理解いただきますよ

うに、よろしくお願いします。  

それでは、５ページから７ページをご覧ください。地域福祉計画は、何に基づいて

計画していくのかという部分になります。この部分につきましては、今回の計画から

新たに３つの項目について追加させていただく予定にしております。  

まず１つ目は、「３ 第２期計画期間中の地域福祉計画に関わる国の動き」という

ものを、次期計画では追記をさせていただきたいと思っております。  

２つ目については、同じく５ページの「４  地域包括ケアシステムの推進」という

ところで、平成２３年度の介護保険法の改正に伴い、高齢者のおける目指すべき方向

性が打ち出されたところでございます。その中で、地域包括ケアシステムについてと

いうのが述べられておりまして、本計画でも地域包括ケアシステムの推進について、

盛り込んでいきたいというところでございます。  

最後の３つ目ですけれども、７ページをご覧ください。一番下に、「⑥草津市生活

困窮者自立支援制度について追記」ということで、書かせていただいております。こ

ちらにつきましては、本年４月１日から法施行となりました「生活困窮者自立支援制

度」について、草津市での事業ついて追加させていただきたいと考えております。  

申し訳ございません。１ページ戻っていただきまして、６ページをご覧ください。

第３期計画では、第２期計画のほうでも載せさせていただいていました各学区で策定

していただいております学区住民福祉活動計画や、７ページの草津市協働のまちづく

り条例の策定の記述につきまして、第２期計画中での動きや、現在の状況に合わせま

して内容を改めてまいりたいと思っております。  

８ページから９ページの説明です。こちらは、地域福祉計画の位置づけを掲載して

おります。８ページには、②で社会福祉法制定以降に国から出ています地域福祉計画

に関わる通知内容等の記述をさせていただいております。  

また、９ページは地域福祉計画との関係でございます。第２期計画の図からの見直
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しを行いました。左側の現行の図では、上位計画である総合計画の下に地域福祉計画

がくる形になりまして、その下に各関係の計画がぶら下がっている図になっているか

と思います。今回の第３期計画におきましては、見直しをさせていただきまして、総

合計画の下に地域福祉計画を含めた各関係の計画がぶら下がっておりまして、地域福

祉計画が各関係計画の地域福祉の分野につきまして、横串を刺すような形であること

が分かるように、図を改めさせていただいたものでございます。  

その他の項目につきましても、先ほどの項目と同じように、第２期計画と同様の内

容とさせていただいておりまして、今後、必要に応じまして、文言の修正・整理等を

行ってまいりたいと思います。  

１０ページ、「４ 計画の期間」ということで、それぞれの関係計画の図が載って

いるものになります。こちらにつきましても、現行と同様の内容にしておりまして、

第３期計画の計画期間であります平成３２年までの他計画との関係を示した図となっ

ております。 

１１ページから１３ページ、「５ 計画の策定方法」ということで、現行計画と同

様に計画策定の体系図やアンケート結果、ワークショップの実施内容、１３ページに

ついては、パブリックコメントの実施についての記載というものになっております。  

１１ページの「計画策定の体系図」ですが、左側の現行図では、計画策定の流れ等

が分かりにくい図となっているため、今回の計画では右側にあります図のように、計

画策定の流れをフローチャートのような図に替えて、掲載をさせていただきたいと考

えております。 

１４ページから１８ページ、「第２章 草津市の現状」ということで、課題分析の

部分となってまいります。こちらの部分については、先ほどアンケートやワークショ

ップの説明を報告させていただいたのですけれども、現在、統計等の各資料の分析を

合わせて進めているところでございまして、具体的な記載内容を載せておりませんの

で、あらかじめ御理解していただきたいと思います。本日につきましては、どういっ
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た内容を掲載しているかという方向性についてお示しをさせていただき、その方向性

ついて御意見を頂ければと思います。  

まず、１４ページをご覧ください。統計データを用いた現状分析及びアンケート結

果の分析となっておりまして、統計データについては、現行計画と同様の分析を行っ

た部分を載せてまいります。また、現行の計画に合わせて、他計画で行われた統計等

も合わせて掲載させていただければと思っております。  

その下の「２  福祉関係者アンケート調査からみる草津市の状況」ということで、

先ほど報告させていただきました、アンケートの調査結果について、より詳細にクロ

ス集計等をしまして、掲載させていただき、こちらのほうで現状の分析、課題の把握

をさせていただきたいと思っております。  

１５ページから１７ページは、「第２期草津市地域福祉計画」の重点プログラムを

中心とした各施策の成果の分析したものを掲載してまいります。こちらについては、

可能な範囲で各施策の実績の値など、具体的な成果を用いた分析結果を掲載してまい

りたいと考えております。  

１８ページは、「第３期計画に向けた課題」として、先ほどの１４ページから１７

ページのアンケートや統計データ等の各分析結果を提示し、まとめたものを第３期計

画の主な課題として、こちらのほうに掲載してまいりたいと考えております。  

１９ページ以降については、最終の２５ページまででございますけれども、本計画

の基本的な考え方等について、掲載させていただく予定となっております。  

まず１９ページについては、「１  計画の基本理念」についての記載となっており

まして、草津市が目指す地域福祉の姿を言葉で表現したものが、こちらの基本理念に

ついては、次回の計画素案を示させていただく際に、計画の素案の本体の中でお示し

させていただきたいと考えておりまして、現行の基本理念を継続する案も含め、事務

局で２案から３案程度お示しをさせていただきまして、委員の皆様から御意見を頂け

ればと考えております。 
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２０ページ、「２ 計画推進の基本的な視点」ということで、第２期計画から新た

に加わった言葉、視点でございます。こちらについては、本計画を推進する上でどう

いった視点で物事を考えていくかを示したものとなっておりまして、現在は現行計画

を継続するような形で、引き続き掲載させていただきたいと考えております。  

基本理念について提供いただいた際に、基本的な視点というものも関連して変更す

ることも考えながら、現在は同じような内容で掲載をさせていただいております。  

２１ページ、「３ 計画の基本目標」を書かせていただいています。  

１つ目は、「みんなで育てあう人づくり」でございまして、人づくりやつながりづ

くりに関する目標となっております。  

２つ目は、「みんなで支えるまちづくり」でございまして、まちづくりや環境づく

りについての目標となっております。  

３つ目は、「みんなで創る 人にやさしい福祉のまち」でございまして、仕組みづ

くりについての目標を掲載させていただいています。  

こちらについても、先ほどの基本的な視点と同じく第２期計画を継続するような形

で、現在載せさせていただいておりまして、基本理念を含め検討を進めてまいりたい

と思っております。 

２２ページは、本計画の体系を図化したものになりまして、１９ページ、２１ペー

ジに記載がございました基本理念や基本目標を、こちらの体系図のほうに載せさせて

いただいたものになります。基本方向であったり、基本施策については、現在庁内の

関係課による庁内検討会等で協議を行い、体系の見直しについて調整を行っていると

ころでございます。 

２点目ですけれども、国からの通知により、地域福祉計画で書いております生活困

窮者の支援方策について、右側の基本目標３の基本方向のところに「４）生活困窮者

の自立支援対策の推進」という形で掲載させていただきたいと、現在考えております。  

次に、生活困窮者の自立支援方策と同じく、実施計画においてポイントとなる地域
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包括ケアシステムの掲載についてでございます。先ほども説明させていただいたよう

に、平成２３年度の介護保険料の改正によりまして、高齢者における目指すべき方向

性が打ち出され地域包括ケアシステムの推進というものが、地域福祉計画の中におい

ては各施策の全体に及ぶことから、体系図の枠内に位置付けるのではなく、上にござ

います重点プログラムの１つとして、「地域包括ケアシステムの構築」を入れさせて

いただいております。 

続きまして、２３ページから２５ページをご覧ください。まずは、左側の現行の計

画に定められております、重点プログラムについて確認させていただきたいと思いま

す。 

現行では４つの重点プログラムがございまして、１点目が「住民が進める地域福祉」

となっておりまして、市民コーディネーターや幅広い担い手の育成、身近な地域での

ボランティア活動の仕組みづくりといった内容となっております。  

２点目が「草津市社会福祉協議会のつなぎ機能を活用したセーフティネット（安全

網）の強化」という項目になっておりまして、市社会福祉協議会によりまして地域住

民や各種関係団体同士の連携につきまして、支援を行っていただいているものになり

ます。 

３点目が「要援護者支援体制づくり」ということで、第２期策定時に県からの推進

によりまして、地域福祉計画で盛り込むこととされました要援護者対策について、重

点プログラムに定め、２期計画中に体制づくりを行ってきたというものでございます。 

最後の４点目は、「身近な地域での相談・情報提供・ふれあいの場づくり」という

ものになり、地域で気軽に集まれる場所や地域サロン等の活動の場づくりを進めてい

くという内容になっております。  

これらの４点が第２期計画での重点プログラムとして掲げられておりまして、第３

期計画におきましても、第２期計画の重点プログラムの内容を引き継ぎながら、内容

を一部集約させていただき、新たに地域包括ケアシステムの構築、生活困窮者の自立
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支援という２項目を重点プログラムに加えさせていただきまして、数としては同じく

４つの重点プログラムという形で計画に挙げさせていただきたいと考えております。  

第３期計画での重点プログラムの１点目でございますけれども。 

【委員長】 

事務局、もういいです。これはあらかじめ送っていただいた資料ですね。これを読

んでくることを前提にして、委員会を開催すると決まっているわけです。なのに、今、

ずっとあなたはこれを、言ってみれば、読み上げているだけなわけです。  

事務局だけではなくて、地域福祉グループの方に聞きたいのですけど、この委員会

で私たちから何を聞き出したいのですか。それが伝わらないのです。皆さんそれぞれ、

お仕事やそれぞれの活動をされている中で、貴重な時間を割いてここに来ていただい

ているのです。そこをちょっとお聞かせいただきたい。今回の第３期計画、今日は２

回目ですけど、ここでの課題は何ですか。  

【事務局】 

今おっしゃられたこと、大変申し訳なく感じております。今回につきましては、第

１回目の検討会、委員会を受けまして、その経過報告として、アンケートの報告であ

りましたり、ワークショップの結果をご報告させていただいて、今現在進めておりま

すけれども、地域福祉計画策定の進め方、内容、方向性について御議論いただきたい

と考えておりました。 

説明については、より分かりやすく、詳しくということで、重複して申し上げたと

いうつもりでおったのですけれども、委員の皆様には事前にお送りして見ていただい

ていて、その中で再度というようにお感じになられているということについては、大

変申し訳ないと思っております。  

この内容について、今、各関係課と庁内検討委員会を持ちながら、具体策について、

継続する事業もあれば、新たな展開を考える事業などもあるのですけれども、現状分

析でありますとか、これまでの計画の流れなども受けながら、市のほうは市のほうで
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事業として考えているのですけれども、委員の皆様にもまた別の目線でいろいろな意

見を賜ればと思って、今日、開催させていただいたということでございますので、ど

うぞよろしくお願いいたします。  

【委員長】 

意見を聞くときにも、漠然と聞いてもなかなか言いづらいものなのです。具体的に

焦点を絞って、こういう点についていかがですかという聞き方をしていただかないと、

限られた時間の中で、意見が十分集約されないということになると思います。 

それで、私が思うに、第２期計画の進捗状況というのが、これは第２回会議でも確

認したことだと思うのですけれど、２期計画で立てたそれぞれのこの計画で、何がで

きて何ができないのか、どの程度できたのかということは、一応基本的に整理されて

いるわけですよね。それを基に、委員さんそれぞれの立場から、各項目については市

の評価としてはこうだけれどどうですかとか、そういう聞き方をしてもらえれば、そ

れぞれの委員さんの選出母体というか、そこの状況から御意見を頂けるだろうと思い

ます。 

そこは、委員長として、もう少し事前に事務局と詰めておくべきだったかなと反省

をしております。市の皆さんはプロです。仕事、業務としてやっているから、ややき

つめな言い方ですけれど、マニュアルどおりやっていけば、それなりのものはできる

わけです。そういう能力も含まれているわけですから、必要なのは、委員の皆さんか

らそれ以上のものを引き出すことではないですか。そこが大事なわけですね。そのた

めには、それぞれの委員会で何を獲得目標とするのか。何を委員の皆さんから知恵を

出していただくのかという、そういう意識を持って議論を進めていきたいし、委員長

としては、そうしないといけないと思っています。  

ややきつめのことを言いましたが、他の委員の方、いかがでしようか。第３期計画

の策定に対して、こういうことはもう少ししっかりと盛り込んでほしいとかいう御意

見を頂ければ、次回のところで用意していただけると思います。  
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【委員】 

時間配分が少し悪かったですね。アンケートはこんなことがありました、でよかっ

たのです。そういう必要なことをここに盛り込んでいくという話で、説明を簡単にし

てもらうと言われたけれど、３０分も説明しなくても、５分ほどで終わってしまうの

です。１時間半がアンケートとワークショップの話で終わってしまって、実際、委員

会自体が１時間半で終わりました。３０分延長してもらってこの状況だから、実質、

何が聞きたいかということに対して、２期目からはこう変わりたいとか。だから、策

定する条例等も変わるのだから、そういう必要なことをこんな感じで書いてきて、理

念等については以前と変わらないでもいいし、皆さんから御意見を頂いたものを並べ

てもらって、それを委員会で進めるといいかなと思います。 

もちろん、アンケートも悪くはないですが、ちょっと時間配分が悪かったなと思い

ます。結果的に、今日は何だったのだろうで終わってしまいます。  

【委員長】 

ぜひとも、それで時間が終わらないように、委員の皆様からもう少し、こういうこ

とはどうですかという御意見を頂ければと思います。  

【委員】 

たくさん説明をお聞きしたので、頭にすらすら入っていかないのが現状なのですが、

今の第２期の部分で、何ができて何ができてなかったのでしょうか。それをお聞きし

たいのが１つと、第３期も骨子が出来上がっているようなのですが、これは庁内で、

皆さんで協議されているというお話ですけれど、この骨子の部分で、委員として異議

なしとなったら、もうこれで通ることなのでしょうか。そこをお聞きしたいです。  

 

【事務局】 

１つ目の御質問にあります、２期目の計画の重点プログラムであるとかの進捗状況

などにつきましては、この資料の中でまだ未掲載になっている部分でございまして、
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それについては次回の会議のところで御説明をしたいと考えております。  

２つ目の質問にあります、これが即決定かということにつきましては、まだ骨子案

として御提案させていただいているもので、内容の記述もさらに充実させていく予定

でございまして、２回目のところで、おおむねこれが案だということでお示しをする

ということになります。 

策定作業が、もともとの計画どおりではあるのですけれども、２回目の今日は、ア

ンケートの結果であるとかワークショップの状況であるとか、骨子案の、こんな方向

だということを示すのが、もともとの今日の目的でしたので、そこまで作業を進めら

れてなかったというのは大変申し訳ないのですけれども、第３回目の会議の時に、今

おっしゃっていただいたようなことが出てくるというふうに御了解いただければ、あ

りがたいと思います。 

【委員長】 

今頃はどこでもそうですけれど、ＰＤＣＡサイクルというのをやっているのです。

Plan、Do、Check、Action、これの繰り返しの中で、行政でも議事でもそうですが、よ

り良いものを進めていこうという発想で、多分この計画の仕組みもそういう発想がベ

ースにあると思うのです。それで、第２期計画で計画を立てて、計画に基づいて実行

して、その過程でチェックをする。進捗状況はどうなのか、ということで、２期計画

が終わった時点で、再度、３期計画につなぐという、今、そういう状況なのです。  

ですから、今、委員から御質問があったように、２期計画のところで計画に対して

どれだけのことができたのかということをきちんと出していただく。それは、一応、

２期計画が終わったところで、先ほども少し求めましたけれど、進捗状況と一覧表で

各担当課から出してもらった状況でもうまとめたものがありますから、ただそれも、

全部ぱっと出しても、委員の方は全部一度に飲み込むのは難しいので、そちらのほう

は、ここはやはりしっかり今回のところで委員の皆さんから意見を聞いた上で、３期

計画で充実しようというところを、そちらのほうで重点を絞って出してください。  



－ 45 － 

【事務局】 

今おっしゃっていただいた、実績をまとめたものはございますので、分かりやすく

提示ができたらと思います。  

【委員長】 

この地域福祉計画策定委員会に、今回、第３期で初めて参加された委員の方は、そ

もそもこの地域福祉計画のイメージがまだ十分ではない中で説明を聞かれているので、

なかなか発言もしにくいのかなと思います。そういう点では、大変ですけれども、勉

強していただくということも非常に必要になってまいります。そういう点で言うと、

かなり大きな労力をお掛けすることになるのですが、その上で、やはり委員として積

極的に御発言を頂ければと、あらためてお願いしたいと思います。 

【委員】 

やはり私が一番気になるのは、草津は地域差がものすごくありますよね。本当に街

中から田舎まで。そういう地域差をどういうふうに考えておられるのか、その地域さ

をいかにこの骨子に組み込まれていくのかということをお聞きしたいと思います。す

ごく差があって、うちの学区などは福祉と言われても、うちの学区では今、高齢者で

車も乗れないですから、どこにも出られないというふうな地域です。そんな所から、

本当に少し歩けばバスもＪＲもあるという所もあります。本当に差が大きいところで

こういう計画を立てられるときに、頭の中にどのくらい入っているのですか。住みよ

い草津で考えられたら、大変困ることなのです。  

【委員長】 

第２期の委員会でも、地域差というか、いわゆる農産地域と急に人口が増えた地域

の違いみたいなことは、各委員さんから出していただいたのですが、ただ、草津全体

の地域福祉計画ということで、計画の中ではそういう地域差、ある意味、地域格差と

いうと、そういうことを意識された計画にはなっていないようです。  

だから多分、地域のところをよく具体的に見ていくと、地域のそれぞれの個性とい
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うのがあって、それぞれに対応した福祉のあり方という課題が出てくるのではないか

と思いますので、今言っていただいた、地域差の視点を、地域差自体が悪いとは言え

ないものもあると思うのですね。そういうところは、どう３期の地域福祉計画で考え

るかという、そういう論点も付け加えれば、それは大変意義のあることではないかと

思います。 

【事務局】 

今の御意見に対して、今、委員長がおっしゃいましたけれど、地域福祉計画そのも

のは全体計画ですので、目指すべき方向性を示してあります。一方で、市社協が作る

地域福祉活動計画であるとか、各学区の社協さんが作っていただく住民福祉活動計画

などが、自分の地域の状況に応じて、関連する計画が求めていることを目指して、今

の立ち位置がここだから、さらにこう進めよう、みたいに、地域の状況に応じた計画

を作っていかれることになっていきます。  

つまり、いろいろな地域が現状、さまさまだと思うのですが、どの地域であっても

おおむね目指すべき方向はこういうものなのだろうというような全体像を示すのが地

域福祉計画だと考えているのが、まず１つで、先ほど委員長がおっしゃっていただい

た、各論について、地域差について細かく規定をしていないというのが現状でありま

す。 

一方で、そういう地域差、市街化区域とか、駅が近いとか、農村地域とか、住民の

状況、転入・転出の多さとかいうことも含めて、そういった草津市の状況があるとい

うことも含めて、そういった記載を追加するというのも、計画の１つではあるので、

今おっしゃったことも含めて検討させていただけたらと思います。  

 

【委員長】 

だから、そこは、今回の委員会の１つの課題として、目標は同じでも現状は違うの

だから、到達の仕方というか、ルートは当然違ってきますよね。そこをどこまで書き
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込むかですね。そういう意識はやはり持っておく必要があるかもしれません。  

【委員】 

今、このプロジェクトに掲げている４本柱ありますよね。それは、前回の事業自体

の取り組みの目安を評価していくうえでも分かりやすいかなと思います。本来は、今

言われたように、小さな農村地域や市街化地域がございますので、そこの高齢化率が

違う、そういうのも大変な資料になります。  

【委員】 

頂いたこの資料ですけれども、これの２期と３期との対比の部分で、２期にこうい

う計画を立てました、そういう項目でということしか書いてないので、２期に立てた

計画のここに問題点がありましたとか、ここはきちんとできましたとかいう対比をこ

れに書かれたら、家で読んでいますので、もう少しよく分かったのではないかと思い

ます。 

【委員長】 

その資料が今度出てくるそうです。もうできているものだから、事前に、早めに委

員の方に送っていただければと思います。  

【事務局】 

実は、地域福祉計画にぶら下がっている事業がたくさんあるので、その隙間に少し

ずつ入れるというのは、事実上はなかなか難しいですので、事業の成果ばかりを集め

たような表でもって御説明をさせていただけたらと考えております。  

【委員長】 

第２期計画があって、計画の項目があって、それについて進捗状況という形で、○

△×だったかどうか覚えてないけれど、そういうふうに各担当課が評価をしているの

です。これはできたから○とか、そういう一覧表があるので、それを資料として見て

いただくと、個々の項目のところで、２期計画でどこまでできたのかというのがある

程度分かると思います。 
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【委員】 

 事業評価の一覧ですよね。あれは見にくいのです。 

【委員長】 

そこを、少し見やすく。 

【委員】 

もう少し要約みたいな形でされたら、分かりやすいと思います。  

【事務局】 

今考えておりますのが、全ての事業を網羅すると、説明としては詳しいけれども、

分かりにくいということになりますので、重点事業でありますとか、特に２期計画で

力を入れた項目について抽出して、御説明ができたらと、今御意見を頂きながら思い

ました。そこは少し知恵を絞って考えたいと思います。  

【委員】 

前の頂いたものを見ますと、ほとんどの項目は○なのです。ということは、一応は

できているということなのでしょうか。△は１つくらいしかありません。  

【事務局】 

「できている」の中に、難しいことを言うと、アウトプットとアウトカムというの

があって、こんな会議をやった、研修会をやった、何人参加してもらった、がアウト

プット。それと、例えばボランティアの数が実際に何人増えたとか、地域活動がどれ

だけ活発になったというのがアウトカムというのですけれど、つまり、実際の成果と

いうのがあります。 

各課が○にしているのは、自分たちがこれだけの回数、こんな事業をやりたいとい

うことに対して、実際やった、頑張ったという意味で、成果を出しているので、○と

いうことになるのです。 

【委員】 

それは、関わっている方々がみんなで、こういうふうな評価をされているのですか。 
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【事務局】 

そうです。例えば、簡単なことを言うと、地域福祉を進めるための担い手づくりと

いうので、福祉の市民コーディネーターを養成しましょうというものがあって、年５

回の連続講座で、オプションで２つの会議があって、例えば 400 人の方に受講しても

らったというのであれば、たくさんの方に受講してもらったので、担当課としては○

という形になります。 

実際、その方が、今まで活動していなかったのに、地域で活動することになったの

かというのは、なかなかつかめないけれども、でも、そういうボランティアの登録数

が増えていくとか、地域のいろいろな活動の輪が広がっていくとか、そういったこと

の成果などが、見える化とか指標化ができれば、より分かりやすく伝えることができ

るので、可能な範囲ですけれど、まず１つは、こういう養成講座を何人受講されたか

というような実績もお示ししながら、ボランティア数が全体でどれだけ増えているの

かというのも同時にお示しすることができたら、今おっしゃっていただいていること

が少し考えられたらと思います。 

【委員長】 

今の説明で少し理解が進んだかと思うのですが、とはいえ、これは自己評価で、担

当課が自分の事業について評価したわけだから、評価は自己評価だけではなくて、第

三者評価というのも必要なわけです。それは本来市民がすべきことで、市民の代表と

しての当委員会の委員さんの仕事はそういうところだろうと思うのです。  

それと、評価が難しいのは、数字で、例えば受講者が何名というのは分かりやすい

ですよ。でも、おっしゃったように、その受講された方が、その成果を地域の中でど

う生かされたかというのが本来的な評価になるわけです。これは担当課ではなかなか

把握できない。だから、地域の中で、代表として委員の皆さんが、私の担当ではこう

ですよということをおっしゃっていただくと、より正確な評価に近づいていくという、

そういうふうに理解していただければと思います。  
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【事務局】 

そうですね。だから、アンケート結果なども、そのアウトカムの中で、例えば、活

動している、自分の地域は頑張っているというふうに思っていただいている方がすご

い割合で、先ほどのアンケートの報告の中でも、全学区で８割以上の方が、自分たち

の地域は「大変頑張っている」もしくは「おおむね頑張っている」というふうに思っ

ていらっしゃるという状況もアンケートの中から分かっています。そういうものもあ

ります。 

【委員長】 

他にございませんか。 

【委員】 

今話しているボランティアだけで言いますと、今日、こうして 400 人くらいボラン

ティアが増えているのです。そんな状況で、やはり変わってくる。先ほど、有償ボラ

ンティアやるという意見もありましたが、今の段階で、２６年度でも４ ,８１５人、

草津市民の約３.７％がボランティアをされている。これは、センターで掌握されてい

る調査だけですから、もっと多いかもしれませんね。  

【委員長】 

それでは、十分御意見を頂けなくて、申し訳ございませんでした。以上で、「第３

期草津市地域福祉計画（骨子案）について」を終了させていただきます。  

すみません、１つ。皆様方にもこの冊子は配っていただきましたか。これは、前回、

私のほうがお願いして、草津の未来的にどういうところが大事かということに活用さ

せてほしいとをお知らせいただいたのですけれど、この黄色い冊子のもう１年前に、

「草津市の医療福祉のあり方に関する調査研究報告書－質の高い生活を支える医療と

介護との連携のあり方を探る－」という、２年間の研究プロジェクトの成果がこうい

う形になって出ているのです。私が言いたいのは、よく頑張りましたというのではな

くて、せっかくこれを作ったのに、少なくとも私たちの関係する委員会では、十分に
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生かされてない。 

そういう点では、そういう研究というのは、基礎資料としてこういうものがもっと

早く伝わっていれば、それも私たちの議論する機会にもあったのですけれど、それが

十分にできてないということで、つまりこれは、開いて見ると、草津市の機関なので

す。そこのせっかくの成果が、担当の社会福祉だけに限らず、今日も、他の係も来て

いただいていますけれど、そういうものが伝わっているのかどうかというのは、非常

に疑問です。 

実はこれは、立命館大学、私の所属するところが関わっているのです。所長が確か

立命館大学の先生だったような気がするのですが、その私も全然知らなかった。縦割

りは草津市役所だけではなくて、大学にもあったということなのですけれど、やはり、

立命館大学と草津市、あるいは草津市民の協力、協働は本当に大事だし、いろいろな

面で大切なのですけれど、そういう点で言えば、ぜひとも、この委員会でもこういう

ものをぜひ生かしていただきたいし、市の中でもこういう成果は共有していただきた

いです。ちょっと、余計なことですが。  

では、「その他」について、事務局からお願いします。  

 

４．その他                                  

【事務局】 

ありがとうございました。その他については、特にございません。  

次回日程等の確認をさせていただけたらと思います。次回の委員会ですが、１０月

８日、木曜日、本日と同じく１４時から、場所もこの会場、アミカホール２階の研修

室ということになっております。  

出欠の確認については、本日、机に資料と一緒に封筒を置いておりまして、先ほど

からも、何人かの方からお話しいただいたということもございますが、本日分からな

い方があれば、また、郵送、電話等でご回答をいただけたらと思っております。９月
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２５日までに出していただけたら幸いでございます。  

次回の議題につきましては、計画素案の検討について予定をしておりまして、先ほ

ど申し上げましたような資料を事前に送付させていただきながら、委員の皆様から御

意見を頂けたらと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。  

【委員長】 

他に連絡事項はございませんか。  

それでは、長時間、どうもありがとうございました。これで委員会を終了させてい

ただきます。 

 


