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第１回地域福祉推進市民委員会のふり返りから

テーマ１

テーマ５

○地域福祉計画のイメージを委員で共有していく視点
○要点をしぼった議論

地域の中で活動する人をひろげます。

地域での担い手づくり（若い世代の担い手づくりなど）

重点プログラム１

１

テーマ２
住民同士の暮らしに根ざした交流を深めます。

地域のつながり（地縁の希薄化・マンションでの難しさなど）

重点プログラム２

テーマ３
地域包括ケアシステムの構築に向けた仕組みづくりを進めます。

複合化する暮らしの問題（包括的な相談支援体制の仕組みづくりなど）

重点プログラム３

テーマ４
生活困窮者の暮らしを守り、災害への備えを進めます。

災害時の支援体制（要援護者への対応、地域の防災体制づくりなど）

重点プログラム４

地域共生社会の実現に向けた取組を進めます。

地域課題を地域で考える仕組み（学区の医療福祉を考える会議など）

重点プログラム５



本日の意見交換のテーマについて

テーマ１

テーマ２

●第１回草津市地域福祉推進市民会議の意見を踏まえて

２

○地域福祉の担い手として多くの方が活動
○地域のつながりづくりの事例も多い

地域の中で活動する人をひろげます。

地域での担い手づくり（若い世代の担い手づくりなど）

重点プログラム１

住民同士の暮らしに根ざした交流を深めます。

地域のつながり（地縁関係の希薄化・マンションでの難しさなど）

重点プログラム２

草津では

とても貴重な財産

次の時代へと、担い手や地域のつながりを
つなげ・育てていくためには

本日意見交換・共有していきたいこと



担い手づくりと地域のつながりを考える前に

３



ＮＨＫ総合テレビ 2018年6月6日放送

実は今、健康寿命を延ばすために最も効果的とされているのは、禁煙よりも、運

動よりも、肥満解消よりも、

「人とのつながりを作ること」
アメリカで発表された148研究（対象者約30万人）をメタ解析した研究結果より

筋肉＆血管を強くる！世界が証明した
“最強の寝たきり予防法”

人とのつながりがもたらす効果

出典：「つながり」と健康格差（ポプラ社）
村山洋史著（東京大学高齢社会総合研究機構）
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いきいきとした毎日をおくるために必要な５つの要素

健康であり続けるため
に、規則正しい生活、
食事、睡眠、適度な運

動に
気を配る

普段から集まりの場に行
く、友人や仲間をつくっ
て気軽におしゃべりでき
る関係性を保ち、地域や
社会とのつながりを維持

する。

「前向きな気持ち」「明
るさ」「挑戦する」「好
奇心を持つ」など、マイ

ナスではなく
プラスの気持ちを心がけ

る。

ゆとりのある余暇時間を、
テレビや昼寝に振り向けるのではなく、
「やりがい」「いきがい」を探し、

実行する。

ボランティア活動や社会貢献活動
を通じて、自分（経験）を活かし

たい、
社会とつながっていたいという思

いをかなえる。

大修館書店 シニアボランティアハンドブックより秘訣１ 秘訣２
秘訣３

秘訣４ 秘訣５

５
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地域のつながりの希薄化

1988年1988年

2014年

64.4%

31.9%



平成29年度に実施した「シニア

の社会参加に関する調査」※に

よると、65歳以上の草津市民のう

ち、なんらかの社会参加活動を

行っている人（図1）は、53.7%と

なっています。

なんらかの社会参加活動を

行っている人の活動内容（図2）

は、「健康・スポーツ」が最も多く

58.0%、続いて、「地域行事」の

30.8%、「趣味」の28.4%、「生産・就

業」の17.7%となっています。

社会参加活動に参加して良

かったこと（図3）は、「新しい友人

を得ることができた」が45.5%で最

も多く、「生活に充実感ができた」

が44.7%、続いて、「健康や体力に

自信がついた」が38.6%、「地域社

会に貢献できた」が36.0%となって

います。

※シニアの社会参加に関する調査…

平成29年度に、滋賀県社会福祉協

議会、滋賀大学社会連携研究セン

ター、草津市、米原市の4者が、高齢

者の社会参加の実態やニーズを把

握することを目的に実施した調査。

対象は、草津市・米原市の65歳以上
の市民2,500人。

社会参加活動を行っている人の割合は53.7%
行っている

行っていない

図1 社会参加活動の実態

図2 社会参加活動の内容

図3 社会参加活動に参加して良かったこと

生活に充実感ができた
新し自分の技術、経験を

生かすことができた

新しい友人を得ることができた

社会への見方が広まった

健康や体力に自信がついた

お互いに助け合うことができた

地域社会に貢献できた

その他

特にない

趣味
健康・スポーツ

障害・就業
教育関連・文化啓発活動

生活環境改善
安全管理

高齢者への支援
子育て支援
地域行事
その他
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テーマ１）地域のつながり
～居場所づくりの市内事例から
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志津南：ふれあいハウス絆

９

事例１

ボランティア数 ： 約５０名
ふれあい喫茶・ふれあい麻雀・喫茶歌声
映画会・子どもコーナー
居場所や交流の場であるとともに支援活動の拠点



志津南：支え合い活動（垣根剪定）

before

after
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事例１

高齢者日常生活支援事業
草刈りや垣根剪定
日常生活の困りごと支援



志津南：支え合い活動（地域支え合い運送）
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事例１

高齢者日常生活支援事業
病院や薬局、行政機関、買い物

などへの送迎



草津：立ち寄りカフェゆかい家
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事例２

ボランティア数 ： 約２０名
ランチの提供
居場所や交流の場であるとともにボランティ

ア活動の拠点として活動が広がっています。



志津南学区
ふれあいハウス「絆」

草津学区
立ち寄りカフェゆかい家

住所
滋賀県草津市若草６－２－２

草津市草津３丁目１３－７０
レステージビル１階

実施主体 志津南学区社会福祉協議会 草津学区社会福祉協議会

開所時間 １０：００～１６：００
定休日：金曜日

１０：００～１６：００
定休日：月曜日

メニュー コーヒー・紅茶・アイスコーヒー・
アイスティ・アイスクリーム各種

（６月～９月）

コーヒー、紅茶、カルピス、
日替わりランチ

値段 コーヒー・紅茶・アイスコーヒー・
アイスティ１００円(お菓子付き）
アイスクリーム各種１５０円

ランチ５００円、ドリンク付き６００円、コー
ヒー・紅茶２００円、カルピス１００円

事例１・２の比較（全体の概要）
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志津南学区
ふれあいハウス「絆」

草津学区
立ち寄りカフェゆかい家

ボランティア数
約５０名 約２０名

ボランティア
年齢層 ５０代～８０代 ６０代～７０代

ボランティアの
所属 社協（福祉委員・喫茶ボランティ

ア）・民児協・健推
健推、民児協、所属無し

１日に必要な
ボランティア数 ４人（２名×午前・午後２回交代） ４名

スタート時のボラン
ティアの体制

スタート時は不明
平成２３年度は福祉部員が中心

（５０名）
学区社協の役員や委員（福祉協力員）

その後のボランティア
の広がり

スタッフが声かけ

・声かけ
・ゆかい家に参加していた方が活動者に。
・学区社協の委員や団体に
所属していない方が増えている

事例１・２の比較（ボランティア）
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志津南学区
ふれあいハウス「絆」

草津学区
立ち寄りカフェゆかい家

活動 喫茶部門、子育て支援、
高齢者生活支援（日常困りごと相談・

垣根剪定・送迎支援）

ゆかい家ランチ
講座

普段の過ごし方 マージャン・いきいき体操帰りの茶話会・
町内会会合・各団体の打ち合わせなど

ＰＴＡの集まり・女子会・手話サークル・
その場で出会った方による談話等

会話

イベント 老人会誕生会・喫茶「歌声」・家庭菜園談義・植物
談義・読書談義・映画の日・オカリナミニ演奏会
春夏休みこども映画会・マージャン大会・チャリ
ティバザー・お花見・子どもイベント・クリスマス

会など

健康バンド、蓄音機コンサート、囲碁カフェ、
歌声カフェカラオケカフェ、

グラウンドゴルフ大会、ゆかい家市

拠点があったことによ
る地域への影響 だれもが気軽に立ち寄れる場所、

居場所としてなくてはならない
地域の拠点となっている

地域サロン、ボランティアサークル、各種団体
の集まりに気軽に利用していただいている。
障害をおもちの方は

「安心して利用できる」と好評です。

悩み
ボランティアの高齢化に伴い若手の確保
訪問客の固定化（拡がりが見えない）

・ボランティアの確保
・調理ができるボランティアさん求む！！

事例１・２の比較（イベントや悩み）
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志津南：かがやきの丘 ふれあい広場
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事例３

ふれあいハウスのサテライトと
して、かがやきの丘「きらり」
会館で多世代交流の場として立

ち上げられました。


