
－ 1 － 

平成３０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３１年３月２５日（月）午後１時３０分～午後３時４０分 

場  所： 草津市役所２階特大会議室  

出席委員： 佐藤委員長、清水副委員長、西川委員、諏訪委員、黒川委員、 

北村委員、山本委員、奥井委員、藤田委員、大西委員、竹村委員、 

中嶋委員、西村委員 

欠席委員： 中野委員、増田委員 

事 務 局： 【健康福祉部】溝口理事、西部長、小川総括副部長、居川副部長 

      【健康福祉政策課】川那邉課長、古野課長補佐、田村係長、太田参与 

平尾主査 

【生活支援課】井上課長   【地域保健課】太田課長  

【長寿いきがい課】松永課長  【障害福祉課】黒川課長  

【子ども子育て推進課】河合主査  【子ども家庭課】辻課長 

【まちづくり協働課】角課長  【社会福祉協議会】村山グループ長 

 

傍 聴 者： なし 

 

＜議事概要＞ 

１．開会                                   

【健康福祉部理事】 

 委員の皆様には公私とも大変お忙しい中、今年度第２回目となります草津市地域福

祉推進市民委員会に御出席をいいただきまして、誠にありがとうございます。  

皆様方には日ごろから市政全般、とりわけ地域福祉の推進に格別の御理解と御協力

をいただいておりますことを誠に厚く御礼を申し上げます。また、昨年１０月から２

年間、当委員会の委嘱について、快くお引き受けくださいましてありがとうございま

す。 

 本来ですと、市長の橋川が参りまして御挨拶申し上げるのが本意ではございますけ

れども、あいにくほかの公務と重なっておりますので、御理解を賜りますようお願い

申し上げます。 

 本市では、地域福祉の進める指針としまして、平成２８年３月に第３期草津市地域

福祉計画を策定をしておりまして、その理念に「『地域力』のあるまち草津  未来へ

つなぐ地域福祉 人にやさしい福祉のまち」を掲げておりまして、１０年先あるいは

２０年先の未来を想像し、それぞれの地域の個性を生かしながら、そこに住む全ての

人が力を合わせ、ともに生き、ともに支え合うことができるまちを目指し、市民の皆
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様を始め民生委員・児童委員の皆様、市社会福祉協議会やまちづくり協議会を始めと

したさまざまな団体の皆様と連携をさせていただいて、地域福祉を推進しているとこ

ろでございます。 

 昨年度は国の法改正に伴いまして、地域福祉計画について一部見直しを図らせてい

ただいております。地域共生社会の実現に向けてということで「我が事・丸ごと」の

地域づくり・包括的な支援体制の整備に向けて取り組みを進めているところでござい

ます。 

 本日の委員会では、本市の現状と地域福祉計画の概要など、また来年度の主な取り

組みについて御説明をさせていただきまして、その後、地域におけるつながりや担い

手づくりにつきまして、委員の皆様で意見交換を行っていただきたいと考えておりま

す。 

 委員の皆様におかれましては、それぞれのお立場で忌憚のない御意見をいただきま

すようお願い申し上げまして、開会に当たりましての御挨拶とさせていただきます。

本日はどうぞよろしくお願いいたします。  

【事務局】 

＜傍聴者について報告＞ 

＜委員自己紹介、事務局の紹介＞  

＜草津市付属機関運営規則に基づき、委員会が成立していることを報告＞  

 

２．委員長、副委員長選出                           

・事務局から提案することで了解の声あり。  

・事務局が佐藤委員を委員長に、清水委員を副委員長に提案し、了承を得る。  

 

３．議事（１）                                   

〇平成３１年度における地域福祉計画の主な取り組みについて  

 

【事務局】 

 平成３１年度における地域福祉計画の主な取り組みについての概要説明 

 資料１・２「①本市の現状と地域福祉計画の概要等」および資料３「②平成３１年

度の主な取り組みについて（予算概要抜粋）」に基づき説明  

【委員長】 

 今回は新たに４名の委員の方に就任していただいたということと、前回が昨年の８

月７日であり、もう一度思い起こすために、地域福祉計画の概要とその狙い、前回の

委員の発言を要約した資料により、共通の認識をつくった上で、議論に入っていこう

という趣旨で説明をいただいた。  
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 今の説明について御質問、御意見ありませんか。  

【委員】 

 前回、「よくわからん、もっと簡単にまとめてほしい。」という話をした。今回、

非常に聞きやすいし見やすいと思って聞かせていただいた。ありがとう。 

【委員長】 

 議事録もホームページにアップされている。新しい委員の皆様、ホームページから

当委員会のところをアクセスして、前回どういう議論をされたかを確かめていただけ

ればと思う。 

 一応、１５分くらい議論の時間をとっているが、後半のほうがより具体的な地域に

おけるつながりや担い手づくりについて意見交換をさせていただくので、もしこの今

の時点で先ほどの報告について特に御質問、御意見なければ、議事を進めさせていた

だければと思う。 

 

３．議事（２）                                   

〇地域におけるつながりや担い手づくりについて（意見交換） 

 

【事務局】 

地域におけるつながりや担い手づくりについて（意見交換）についての概要説明 

 資料４「地域におけるつながりや担い手づくりについて（意見交換）」に基づき説

明。 

 

【委員長】 

 パワーポイントを使ってわかりやすい説明をいただいた。中身も非常に入念に準備

をしていただいた。市職員自体が市民の皆さんにわかりやすく語る機会も多くなり、

そういう努力をされてるというふうに思った。 

 テーマが地域におけるつながりや担い手づくりということで、自由に意見を出して

いただければと思う。 

主には地域におけるつながりというのを皆さん方自身がどのように感じ、考えてお

られるのかというのが１つのテーマ。その上で、地域におけるつながりをこれからも

もっといいものにしていこうと思うと、地域でそういうことを意識的につくっていく

人たち、担い手、そういう担い手はどこにいるのか。あるいはどうやってつくってい

くのかというのがもう一つのテーマかと思う。 

 全体の議論の流れとしては、第１のつながりとは何なのかということと、第２の担

い手づくりはどうなのかという、そういう流れを意識しながら意見交換できればいい

と思う。 

【副委員長】 
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 テーマ１の地域での担い手づくりで、私ども社会福祉協議会は、１４学区ある中で

一昨年から地域の懇談会を開催させていただいている。いろいろと地域の今の担い手

を踏まえたり、つながりとかいろんな問題点を聞かせていただいている。 

 問題は２つ。担い手といっても、本当に若い人はお勤めでなかなかお手伝いいただ

けない。ある程度の年になると、また趣味の世界に走られるとかいろいろとあり、ボ

ランティアとして、そういった担い手として活動、活躍していただけないということ

の意見が多い。 

どの学区でもそうだが、団体の役員というのは重複して幾つもされておられること

が多い。いろいろな組織、各種団体があるが、分散した中で役を受けていただくとい

いが、幾つもの役をされていて、そんなところから広がりがちょっと少ないかなとい

うこと。 

なるべく１つの組織には同じ方が重ならないような形の組織づくりも担い手づく

りというか、地域のつながりというものが深まっていくのではないのかという思いは

している。そういう意見も聞かさせていただいている。本当にこれが課題と思う。 

【委員長】 

 最初のパワーポイントの事例報告のところで志津南学区のふれあいハウス「絆」と、

草津学区の立ち寄りカフェ「ゆかい家」、これ実施主体がそれぞれの学区の社会福祉

協議会になっている。 

【委員】 

 今、私はまちづくり協議会の世話役をさせていただいている。 

全国的な問題だと思っているが、今から何十年前、地域、行政いろんなところが子

育ての段階で、社会教育というか、自然とそういったものに染められていった、感化

されていったというか、その地域に住んでる限りはこういったところで活動して先輩

からいろんなことを教えていただいて、将来、私もあのようなお役に立てるような人

間に少しでもなりたいという過程を踏んだ。 

現在、これだけのいろんなボランティアとか世話方を欲しがる世の中にありながら、

行政もやはり財政的にいろんな課題から、できることは地域でやってください、団体

でできることは団体でやってくださいというような方向性を持っている。 

 人を育てないでこういうようなテーマとこういったような課題を出されることは、

出すことも必要だが、市の各種団体、例えば私のまちづくり協議会においても、そう

いった根本的な課題の人づくりが余り進められてない。  

ボーイスカウトも最近はもう余り活発ではない。ガールスカウトもそうだ。昔、頑

張ってた青年団も、もうどこ見ても余りない。ましてや婦人会もどこ見てもサークル

はあるが、地域婦人会としてお互いに地域のことを勉強しながら将来的にはリーダー

になっていこうという人も、社会環境がこういうような状況になって、働くほうが大

切だ、またそういった方々の求めるところも多々あるので、難しい。 
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いろいろな課題があると思うが、やっぱり人づくりを若いうちからというのが無理

であっても、なされないとこういうような形を進めていくのは大変厳しいと理解する。

だから課題の学習というか、お互い議論を深めていくのも大切なことではないか。そ

の辺がものすごく最近、気になっている。 

 今年も秋には市内の民生委員二百何人、全て改選になる。次お願いするにしても、

みんなに逃げられます。今までなら進んでやっていただいた民生委員さんが、最近で

はやっぱりもう堪忍してくださいとか。これをどの程度、行政のほうがとらまえてい

るのか、情報として。また、その課題に対してどのようにできることの指導を考えて

いるのか。その辺のことがあんまり伝わってこない感じもするので、少しこの場でも

議論していただければ。 

【委員長】 

 もういきなり人づくり、担い手づくりのところのテーマに行っているが、議論の流

れを逆にしてもいいかなと思う。 

 今、問題提起をいただいた。多分、人づくりはそれぞれ思っているイメージがひょ

っとすると違うかもしれない。社会の状況の変化があるわけです。  

生活人生を歩んでこられたそれぞれの方は、その中での自分の経験も踏まえた人づ

くりというある程度のイメージはもっておられる。ただ、それが本当にお互いに理解

し合ったものなのかどうかというところから議論ができたらいいかなと今、お話を聞

きながら思った。その点何か御意見あれば。  

【委員】 

 例えば最近の中でこれはいいことだなというのは、サロン的なリーダーが今、それ

ぞれ自分でできるボランティアと言うか、社会活動と言うか、そういった意味で小さ

なサークルであっても、いろんな形で地域に貢献していただく。  

私の町内ですと、サロンが３つ今できてます。お茶を飲むサロンもあれば子育てサ

ロンもあれば１００歳体操サロンもあるわけ。そういった中で我々地域の、本来で言

うと家庭の人間がそれぞれおじいちゃん、おばあちゃんを見守る中を、地域のそうい

った方々が進めてやっていただいているという利点もたくさんある。 

【委員長】 

 そうですね。 

 委員の皆さん、それぞれの身近な経験の中から発言いただければいいと思う。 

【委員】 

このごろテレビを見ていて、虐待とかすごく話題になっている。 

私も子どもを産んだのは三十数年前だが、そのときにお母さんの産む前の講座みた

いなものに行って、最初、滋賀に来たときには友達が全然いなかったのが、そこで友

達ができた。 

初めて子どもができたときに子育ても何もわからないし、親になるっていうことが
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全然わからなかったが、やっぱり市とかそういうところで講座とかやっていただけた

ことがよかった。 

今どういうふうにされているのかわからないが、ただ沐浴をするとか育児がどうだ

とかではなくて、精神的というか、気持ち。子どもを育てるということがどれだけす

ばらしいことか、あと次世代の子どもたちを育てるということが大事なこととか、子

どもが自分の持ち物じゃなくて、ちゃんとした人格のある者だというようなことまで

楽しく教えていただいたり話し合ったりすることができれば、ちょっとは減るのでは

ないかなと思う。 

 来てくださいと言っても多分なかなか来ないと思う。例えばスタンプカードみたい

なものにして講座が幾つかあって、そのかわいいスタンプを押してもらって、スタン

プが全部集まったらおむつの１枚でももらえたりとか、そういうことがあったら、ち

ょっと行こうかなとかいう気持ちになるのではないかなと思う。 

 それと、学童保育。うちは学童保育に行かせてないが、多分今、働くお母さんが多

くて学童保育に行かせておられる方も多いと思う。 

学童保育と老人会とかそういうものとマッチングして、おじいちゃんおばあちゃん

がいて、そこに帰ってくるみたいな形にしたら、お年寄りの方も子どもたちに将棋を

教えたり何か昔の遊びを教えたりとか、そういうこともできるし、おばあちゃんで手

芸の得意な人ならそういうものも教えられる。 

草津市は割とおじいちゃんおばあちゃんと住んでいる方もいるかもしれないが、都

市部ならやっぱり２世代で暮らしている人もいる。おじいちゃん、おばあちゃんと関

係が希薄になっていたりすると、やっぱりそういうものが受け継がれないということ

があると思う。 

 それと、夏休みとかならたくさん長時間、子どもさんが来られると思う。そういう

ときに例えば高校生とか大学生のボランティアの方とか、どういう指導するかわから

ないですけど来てもらって、そしたらまたお兄さんお姉さんと遊んで楽しい記憶が、

子どもたちが高校、大学になったときに自分の経験として、じゃあ自分も行ってみよ

うかなっていうふうにならないかなって、ちょっと思った。 

【委員長】 

 今のこと、恐らく最初の事例紹介で出されたふれあいハウス「絆」はその中でそう

いうふうな活動をされていると思う。 

 ついでに言うと、赤信号、黄色信号の話があった。これ昨年の秋に私の勤めている

立命館大学社会システム研究所でシンポジウムをやって、そこに社会活動家の湯浅誠

さんに来ていただいて、この話を聞かせていただいた。  

子ども食堂の話のときに、子ども食堂の世間一般のイメージは家が経済的に苦しく

て、子どもに十分な食事を与えられてない。そういう子どものためのものだという非

常に狭い見方をされてる。そうではないですよ。もし、そういう見方をされてると、
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そこに行くことが本当にそういう点では苦しい家庭の子は行けない。最初からそうい

うような見方をされていると。そうではなくて、誰にも開かれたもの。  

子どもだけではなくて、お年寄りも小さい子どもを持たれたお母さんも気軽に行け

るような場所として地域の中でそういうものをつくって、地域の人もボランティアの

人も入れかわり立ちかわり来てくれる。  

そういう中で本当に困ったときは最後、行政がちゃんと支援しなければいけないが、

そうなる以前のところ。つまり、黄色信号の方をそのところで黄色信号を走ってると

いうことを地域の皆さんが掴んで、地域でできることは地域でするけども、どうしよ

うもないところはきちっと行政でつなぐ。そういう例として具体的な活動として今、

全国で子ども食堂というものが広がっていますというようなことをおっしゃっていた

のが、今話を聞いて思い出した。  

 草津の中でもやっぱりそういう試みをされているところはいっぱいあると思う。 

そういう事例をどんどんどんどん地域の中で発信していくことが大事だし、当委員

会でもやはり今日の事務局の報告も多分そういう意図があって、こういう紹介をして

いただいたんだと思う。 

【委員】 

 私、代表で老人クラブから出ているので言うことの範囲が狭いかもわかりませんが、

どの団体でも老人クラブを含めて同じようなことを各地域でもやっている。 

先ほど行政の件が出たが、支援と応援とは違うと思う。今、行政がやっているのは

応援の部分であって、支援、その場所に入り込んで金まで出してというような動きを

やっているかというと少々疑問です。 

 老人クラブだけの例で言えば、基本的には各ブロックで独立してやれる動きでそれ

ぞれがやっている。 

しかし、草津市連合という形でいくと、単独で行政の方に話する場面も中にはある

かもしれないが、１つの草津市老人クラブとしてとなると相手が定まってない。どち

らかというと「よし、私、行政のこの部分でどうしてほしい、どうなんですか。」と

いうようなことで入ってくれる部分と知らんという部分とはっきり分かれていて、老

人クラブ全体では３，０００人強の人間が加入しているが、この大きい世帯の中でど

ういうふうに動いていったらいいのか。非常に路頭に迷ってる。中途半端な動きで話

が進まないというような部分がいっぱいあり、お願いしたいのは、もう少し行政が老

人クラブの中に入って現実を見て、どういうふうな手を打ったらいいのかということ

を真剣に考えていただく時期に来てると思う。 

 そうでないと、今現在７学区が入っているが、またやめていくような感じの動きが

最近多々見られる。だから、老人クラブとここにも書いていただいて、いろいろ表現

的には老人クラブ、年寄りが頑張らなあかんし応援しますよ。応援と違って支援をし

ますよと言っていただかないと、中途半端で終わってしまうなというふうに私は１年
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入りまして、もう嫌というほどその場面に行き渡って、悩んでおりまして、非常に難

しいな。これ簡単にできないし、答えが出ないなという部分もある。どうしたらいい

のか悩み、愚痴を言って申し訳ない。答えを私は言えませんが、この中で皆さん、も

っともっとこういうふうにして絡んでいけばいいと教えていただいたら、逆にうれし

いと思っている。 

【委員長】 

 老人クラブ運営についての悩みを出していただいたが、ほかに。 

 今日の委員会は何か結論を出すというそういう位置づけではなく、とりあえず課題

を共有しましょう。今、老人クラブの問題を提起していただいたのは大変いいことで、

その解決に向けて地域福祉という観点から老人クラブというのはどういうふうに位置

づけて、どういう活躍をしていただけるのかという、こういう話に進んでいけばいい

と思う。 

【委員】 

 私は将来的に民生委員になりたいと考えていて、それは何故かというと、子どもが

小さいときに子育てサロンで民生委員の方に非常にお世話になって、そこからこうい

う場はすごく必要だというふうに考え、自分が助ける側に回りたいと考えた。  

それまで引っ越してきたばかりで知り合いも、あまり地域でいなかったが、そこで

顔見知りになったお母さんがやっぱり近くに住んでると思うだけで、目に見えない安

心感になった。それが地域のつながりというところだと思う。大事なところだと思う。  

後半の担い手づくりの部分になってきてしまうが、参加者を増やす、１回でもいい

から参加してもらって、そういう場の必要性を感じてもらったら、将来的に自分が助

ける側に回りたいというふうに、さっきも言われていたと思うが、参加することによ

って将来的には助ける側に回りたいという考えにつながるんじゃないかなと思った。 

【委員長】 

 将来、民生委員になりたいという非常に頼もしい言葉をいただきましたが、何かご

ざいませんか。 

【委員】 

 先ほどと重なる部分があるかと思うが、今、経済が優先で回っている。 

何かが起こると心の問題、ケアを大事にしないかんとか、そういう形にまた戻る。  

今、自治会を見ても町会長、それぞれの役員さん、１年そこそこでずっと変わって

しまう。そこで１つネックが出てきてると思う。  

１つの責任を持ってリーダーとしてどういう形をつくっていくかというものがな

い。だから、手を挙げて、ここの指に集まれという人は共鳴したら来るかもわからな

いが、それを引っ張ってくれる人たちの育て方、これを考えていかないといけないか

なと思う。 

趣味もいっぱいあって、何かやれば集まってくる人があるけども、私が先頭に立っ



－ 9 － 

て次に何をやろうか、こういう提案しようかという形のものがなかなか出てこない。

１年限りで終わってしまうから、去年と同じことをやっていたらという形のものしか

なかなか出てこないという部分がある。またさっきの問題になるが、どうやって社会

と交わっているか、どう支えて大きくならせていただいたか。これから６５、７５か

ら後の人生、１００歳までの後を自分の趣味で活かして生きるのか、ちょっとでも社

会に役立って生きていこうかという考え方も１つ育てていく方法も論じられてもいい

かという気がする。そうでないと、自分だけよかったらいいのか。そういう形の世界

になって、本当に寂しい世界になるのかなという気がする。 

【委員長】 

 町内会だとか一番身近な住民の組織ですが、そういうところもなかなか、なり手、

担い手がいない。どこも多かれ少なかれ苦労されてると思う。これをどうしていった

らいいのかというのも共通の課題。  

【委員】 

 ○○委員みたいな方ももっとおられたらうれしいなと思います。私も民生委員をや

ってますので。 

 はっきり言いますと失敗例かもしれません。会社を定年になり、それまでは夜討ち

朝駆けという職業にいて、朝６時から夜１２時まで、家はもう寝に帰るだけという、

そういう仕事をしていた。町内とのつながりもほとんどなかったが、ある日、役員さ

んと日曜日にしゃべっていて「次お願いします、お願いします」ということをよく言

われてたんですが「わかりました。私が定年になったら何でもしますよ。」とちょっ

と軽い気持ちで、ノリで言ってしまって、そうしたら今現在、自分の仕事も入れて全

部で１３の役を持ってしまいまして、これが大失敗のもとなんです。  

今年の１月は自治会の総会があり、今度２期目、また２年間、町内会長もしないと

いけない。民生委員もしないといけない。  

 なぜ失敗かと言うと、ちょっと私もこれではいかん、何もかも中途半端になったら

いかんと思い、ある人に相談したら、次の担い手の方にもいろいろと声をかけていく

んですが、誰もいい返事が返ってこない。それは当たり前やと言われたんです。あな

たみたいに動ける人はいいけど、そんなに仕事ばっかり町内のために動いてたら誰も

まねはできないと。それはそのとおりだと自分でも深く反省しまして。 

今年からは私は会長ですが、副会長を１人から２人に体制を増やして、あとどんど

んどんどん下におろしていくように、町内会長って大事な仕事だと思われるように、

これからしていこうかなと思っている。そうでないと、やっぱり若い子は育たない。 

 さっき、子ども会の話もあったが、学区の子ども会もうちの町内、実は外れた。今

度、学区で恐らく２５あるが、残る子ども会は恐らく５つぐらいしか残らない。みん

なやめていってると思う。この３月いっぱいでやめるんじゃないか。  

 なぜやめるかというと、やっぱり出ていって、いろんな役を持たされたり、それが
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嫌だ。みんなものすごくそういう役を負担に思っている。 

だから、それがどうしても嫌がるということで子ども会を抜ける。自分たちのやり

たいように、自分たちの子どもは自分たちの町内で守るから、別に学区の子ども会に

入らなくてもいい。そういう考え方の若い人が非常に増えているんじゃないかと感じ

た。 

 だから、私の失敗をされないように、これからも皆さんで考えていただければいい

なと思う。私もこれからちょっと楽させてもらいますので。そうしたら次の担い手も

ちょっとやってやろうかなという元気な方が出てくるんじゃないかなと、そのように

感じている。 

【委員長】 

 町内会長の御苦労はよくわかります。町内会長の仕事が楽しい、少なくとも楽しく

見えるように周りに伝わらないと、次のやっていただける方というのはなかなか生み

出せないというのが私の実感でもあります。  

楽しくやるということが大事なこと。それが何かやらねばならないとなると、何か

苦しくなるから、そこの工夫、お互い知恵を出し合うっていうことが課題だなと思う。 

【委員】 

 私、今のところに嫁いで３０年になるんですが、嫁いできたときはまず婦人会があ

って子ども会があって青年団もあって、婦人会を卒業したらエルダーがあって老人会

があって、お寺の役とかもあってすごく何か一巡回ってここでいろいろなことを教え

てもらって死んでいくんだな、みたいなことがあったんですが、もう見る見る間に青

年団がなくなって、婦人会もなくなって、エルダーもなくなってという、なかなか同

じ町内に住んでるのに出会うことがなくなってくる。 

私も勤めているので、そういうことにもなかなか行けなくて、この間、２０年ぶり

ぐらいに、生産組合の小旅行に行って、町内の方と話をしてたら、みんな、いろいろ

なそういう会がなくなって寂しいっていう気持ちは持っておられる。つながりがなく

なって寂しい、つながりはつくりたいけれども役をするのが嫌っていうのが本音なよ

うで。 

でも何かのつながりは残していきたいという話で、生産組合は何とか残していきた

いという話が出てた。つながりは求めているということがすごくそのときにわかった。

何らかの形でつながりをつくっていくっていうことは必要だなと思う。 

 それがどういう形であれ、求めている。子ども会もなくなりかけてるという話も聞

いたが、でもママ友とかはみんな求めてるということは、つながりは求めるけども責

任を持つのが嫌という形なので、それをどうやって広げていくか、どうやってつくっ

ていくかを考えたら広がっていくかとは思う。 

【委員長】 

 済みません。生産組合って何をつくる組合ですか。 
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（「農業」の声あり） 

【委員長】 

 農業ですか。わかりました。  

 昔は、農業するには１人とか１つの世界でできないから、どうしてもつながりが必

要。これは生きるために必要なつながりだったということ。それが今は、そのつなが

りがなくなってきたということです。  

そういう生きるために、生産のために必要なつながりではないつながりを私たちの

社会がどうやって必要なものとして認識するのかということは、多分、おっしゃった

ことにもつながるのかなというふうに思う。なぜつながらないといけないのか。 

１人で私、勝手に生きていくと言う人が世の中に多いが、その人に何故つながりが

必要とどうしたら理解していただけるのか、根本的な問題と思います。 

【委員】 

 今、青少年のほうもさせていただいているが、やっぱりすごくネット社会であって、

子育ても昔、昔のことを言ったらいかんけど、人から聞いたり心のこもった育て方と

いうか血の通った育て方、そういうことをしていたが、今はもうネットを見てそれで

信じて、それでオーケーという方が結構多いなと思う。 

 青少年ではちょっと子育てに役立つようなセミナー、いろんな方の講座ももちろん

ですけれど、いろんなことを考えて提供するが、友達が行くから行くって言って来て

くれた人は「来てよかった」って言ってくれるが、なかなかそこへ１歩、足を出して

くれない。 

最近、ほかでも聞いたが、新しく小学校に入学して、ＰＴＡの活動には入りたくな

いという方が、これは都会の問題だと思っていたが、この草津市の中でもぼちぼち出

てきているようです。ＰＴＡということの理解がちょっとわかってないんだけれども、

例えば下校ボランティアで小さいとき皆さんにお願いして助けてもらったのに、自分

の子どもが高学年になれば、うちの子どもは別に１人で帰れるから下校ボランティア

しませんとか。そうではなくてお互い様という文化が今まであったと思うが、そうい

うところがちょっと欠けてきてる部分があるかな。だけど、今の子育てをしてる人を

育てた親は誰かというと私たちになるから、その責任は大きいなと思って、もっとも

っとつながりをもってほしいなという思いがある。 

 それともう一つ、更生保護のほうからの立場で言うと、今、高齢者の方で犯罪され

る方が多い。そして、やっぱり犯罪をすると施設のほうに、刑務所に入られて、今度、

戻ってこられたときに社会になかなかなじめない。初めは包括支援センターとかでケ

アもしていただけるが、やはり地域とつながっていかないと、いざというときに支援

されてる方、常に一緒におられるわけではないし、そういうときはやっぱり地域の隣

近所の方が助けてもらわないといけないので、そういう問題をどうしていったらいい

のかなというのがすごく最近思う。今も１０代の犯罪、いろいろあるんです。非行の
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子もいるんですが、高齢者がかなり増えてきている。そういうときの社会、周りの方々

がどのようにかかわっていただけるのかなというところも、ちょっと考えるところで

す。 

【委員】 

 確かに生産組合とかについて私も農業的な地域だったが、地域の変化また職業の多

様化によって農業者の方が私の地域では減っている。  

そうすると、そういう組織を維持するだけの方々が維持できないというのも１つの

大きな欠点。例えば湖南幹線が近江大橋から守山のほうへ行っている、あそこから東

というのは、農地が減っている地域、反対に西側、琵琶湖側はある意味においてまだ

そういった多様化の職業化は少なく、ある程度農家の方が多い。そういった中で、単

位を上げるとか。例えば町内会で１単位を維持しようと思うと大変。それなら、例え

ば近隣の町内会と合併されて生産組合という組織を維持される。ある程度、会費とか

人とかやっぱり組織を維持しようと思うと、そういった要素がないとなかなか維持管

理ができない。 

学区単位でそういう生産組合という組織をつくる。学区単位であれば昔のように各

町内の６０軒とか５０軒あった組織が学区では取れる可能性がある。そういった形を

考えられるのも１つの方法かと、先ほど御質問、御意見に対して思いを持った。 

【委員長】 

 私も勉強になりました。生産組合、農家の組合だっていうのを知りました。  

【委員】 

 私、身体障害者の分野から来てるんですけど、非常に身体障害者というのは草津市

の中でかなり多い人数がおられる。それでも、今現在私ども更生会のメンバーが一生

懸命募集しているが、メンバーが出てこない。 

それは一生懸命、我々が勧誘に行くんです。いろいろ例えて、自動車に乗っている

方なら、車のマークとかいろいろつけて走ってる方もいる。そんな方もいろいろ紹介

されて一生懸命尋ねていくわけです。そうすると門前払いをくらう場合もある。「誰

から聞いて来たんや」とか、「そんな方おられませんよ」とか。 

皆さんと一緒に更生会が身体障害者のために一生懸命何かやろうとやってるが、そ

れはいわゆる身体障害者の人たちには伝わらないというのが現状です。それを何とか

打破したいなということを今、一生懸命考えている。 

【委員長】 

 大変何か大事な課題を提起されたと思います。当事者の方の団体で、だからこそも

っと障害をもった方が集まってより社会に対して働きかけていかないといけないと思

うが、そこの困難というのを改めてお聞きして考えなければいけない課題かなと思っ

た。 

【委員】 
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 私、一開業医でもあるので、草津は非常に学区によっていろいろと特色が随分違う

というふうに思う。 

私が診療所をやっているところと、また別の地域は状況が違うと思うが、やはり全

体的に流入、新しく入ってこられる方が多くて、そういう意味での地域つながりがも

ともと持ってない人が急に来られるということが多い。  

もともとある旧のコミュニティに関しては、非常にやはり強固なコミュニティを感

じるが、そこに新しい人が入ってきたときに、なかなかうまくいかないというような

ことが結構あったりすることもある。  

若い子育て世代で入ってこられる方はまだまだいけるけれども、それこそ７５歳、

８０歳になって新たに入ってこられる方とかになると、医療を受けるにはもちろん診

療所とかに来られるわけですが、何か地域の活動どうですかと言うと全然わからない

みたいなことがある。 

例えば学区の医療福祉を考える会などに出ると、地域サロンって一生懸命いろいろ

やっていただいているが、ただ本当に新しく、本当に高齢になってから初めて草津に

来られた方までなかなか目が行き届かないというのが現状なんだろうと思う。  

 だから、今後の課題としては、新しく入ってこられる高齢の方をいかに地域に取り

込んでいくかというのは、どこも非常に大きな問題なんだろうなと思う。 

１００歳体操であったりとかいろんなことを地域で一生懸命やっていただいてて、

すごい頑張っておられるなと思いながら見ているが、ただ本当にぽっと来られた方は

そんな行ったことないという方もたくさんおられたりする。サロンをやっていただい

ててすごく大変だと思うんですが、新しく来られた方にぜひ声をかけていただいてと

いうようなことを、普段感じる。 

【委員長】 

 改めて学区によってやはりそれぞれ特徴があるなと常々感じる。 

私は駅前のマンションに住んでいるので、それこそまさに新参者で、旧来の町内会

とおつき合いさせていただくのも何かといろいろと勉強になりました。  

やっぱりそれぞれ生活スタイルが違っていますし、当然考え方が違ってる。仕事さ

れてる方、リタイアされてから来られている方、それぞれ生活環境が違うので、そう

いう多様な人が集まって共通で何かするというのは、あまりこれまで私たちの社会で

は経験してこなかったことなのかなと改めて思う。 

 こういう点で私、社会福祉協議会に非常に多く期待をしているが、学区ごとに地域

の医療と福祉を考える会ができて、それぞれコーディネーターを配置して、市社協内

に各学区からもそういう情報なんかも入ってると思うが、そんな中で今の地域の中で

の新しい動きとか変化とか何か教えていただけることがあるといいんですが。 

【副委員長】 

 今、全１４学区のうち１３学区が取り組みをしております。医療福祉を考える会に
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ついて、詳しいことは今、市社協職員が来ておりますので、職員のほうから説明をし

ます。 

【事務局】  

 今、取り組みをしている学区、１３学区ですが高齢者の話題、暮らしの課題を中心

にそれぞれの地域で話し合いを進めています。  

地域の皆さんだけではなく地域にある事業所や行政、社協も一緒になって暮らしの

課題をみんなのものにしていくということで話し合いを重ねている。  

その中で居場所、高齢者の方の話題が中心になっているので、何か相談できる相手

がいること、自分が必要とされてる場所、何か行く場所、何かそこに行くと安心する

なという場所、話題提供しておりました「ゆかい家」でありますとか「絆」というと

ころもそういった居場所であります。  

あと資料に載ってました矢倉学区の「憩（いこい）」というのは地域サロンとはま

た別のものになりまして、地域サロンは市の補助もあるが、「憩」は人がそこにみん

なが集まって、そこで誰か出会える場所、気軽に寄れる場所というので、ちょうど資

料には写真が載っていて、個人宅のガレージで行われているものです。  

「憩」のこの旗を立てて椅子と机を並べたら近所の方が集まってきてくれる。特に

時間も設けてないですが、何となく毎週火曜日の何となくこのぐらいの時間になれば

この旗が出てて、机と椅子が何となく出てきたら、みんな自分で並べてくれるそうで

す。そこに座って、ぼちぼちと話を始める。  

たまたま近くを通られた方がいたら「ちょっと寄っていきな」みたいな感じで声か

けたりして、その方も入ってきてくれる。この時間、この場所でやるという決まりは

なくしておられるんですが、こういった気軽に寄れたり、何となくここに行ったら誰

かに出会えるかな、そういった場所の必要性というのも医療福祉を考える会では話題

に上がって話し合い、こういった場所を大事にしたい、続けていきたいということで

話題に上がっています。  

 社会福祉協議会としては、つながりをつくらないと、と言ってつくるというのはな

かなかしんどいところがある。皆さんが自然とここに行ったら安心するとか、ここで

楽しいなと思ってもらえるような空間づくり、こういった人とのつながりが自然とで

き上がっていけたらいいなと思って今、取り組んでいます。  

【委員長】  

 「憩」って通りに面してこういうふうに開いているんですか。  

【事務局】  

 そうですね。住宅街の角といいますか。  

【委員長】  

 楽しくやっているように見えると、実際に楽しくやることですが、やっぱり人の心

って引きつけられる。これは大事だと思う。見えるという。  
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【事務局】  

 そうですね。見えるというのがすごく大事。  

【委員長】  

 ○○委員、ボランティア連絡協議会から来ていただいていますが、ボランティアと

してこういうような活動を経験されたり、何かあれば御紹介いただけるとありがたい。 

【委員】  

 私自身は１０年以上前にこちらに越してきて、主人が定年になってから引っ越して

きた。主人はこちらの生まれなので、そんなに寂しさとかそういうことはあまり感じ

たことはないですが、やはり初めてここに入ってきて地域の方とちょっと話をしたと

きに雑談で、あの人は入り人やからという、そういう形で聞いてびっくりしたんです。  

地域のきずなが強いだけに、やはりそういうね。きずなが強いのはいいんですけれ

ど、やっぱりちょっと何か区別すると言うか、そういうのがあるんだなと思った。  

 それから、マンションがどんどん建ってるんですが、マンションの方とはもう全然

交流の機会もないし、どうしたらいいのか。どうやったらマンションに住んでる方も、

やっぱりこの地域に住んでるんだから仲よく話し合いができないといかんと思うが、

そのきっかけがなかなかできない。  

 私自身は、点字をお手伝いさせてもらっているが、プライバシーとかはすごく言わ

れてるので、なかなかそういう障害を持ってる方と交流を持つための機会がないとい

うか少ない。必要以上に、皆それぞれ閉じてしまったような状態なので、それはどう

かと思うこともある。  

【委員長】  

 入り人っていう言葉は、私は別のところでは聞いた。きずなが強いということはい

いことだが、その外にいる人にとっては非常に入りづらいというそっちの面もあると

いうこと。そこもちゃんと理解しておかなければいけないなというのも改めて思った。 

 きょうのところは全然、まとめるつもりはないんですが、とは言え、この草津市で

私たち草津市民として生活していく上に、もちろん行政の支援や応援は必要ですけど

も、私たち自身が草津市民として一緒にできることは何なのか。一緒にできることが

いろんなところでいろんな形で広がれば、もっと生活しやすく楽しくなるんじゃない

かという、そういう思いを持っている。  

その思いを具体的な形としてつくっていくということが地域福祉計画の基本的な

役割。計画をつくりそれを実践していくという、この役割ということをきょう改めて

皆さんのお話で感じた。  

 大体の予定の時間が来たが、一応、私、一通り皆さんから御意見をお聞きしたと思

うが、最後に特にもう少しこの点はということがあればお願いしたい。   

【委員】  

 先ほど生産組合という話があったが、確かに縮小はしているが、その中でいろんな
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形でやっぱりつながりがある。  

生産組合といえば特に田んぼという形になるが、水路を整備したり泥上げしたり。

そういう形で皆さん方がまた一緒になって同じ仕事で汗をかくいう部分がある。  

その終わった後に、どろどろになって、１杯飲んで苦労話であるとか世間話である

とか、いろんな形のまた違う分でいい部分もあるし、ぜひそういうつながり自体はつ

ながってほしいなと思う。  

水路とかに、今なら通学路があったり、夏になると草がぼうぼうになる。それなら、

社協の福祉委員の皆様がちょっと集まって通学路の草刈りしようと。その横で夏です

と小学校であるとか中学校であるとか、また同じようなＰＴＡさんがおやりになって

る。そうしたら違う日にやってるのと一緒にしてお互い助け合いしていこうという部

分も生まれてくる。  

私たちのところではそういう形で生産組合の仕事、垣根を超えてつながりを見つけ

る方法が今やっている部分で、ほかの地域もそういう形でできれば。特に小学校、中

学校になってくるとだんだんクラブ活動とかで生徒さんとのつながりがなくなってき

ますから、一緒に親御さんであったり子どもさん、ＰＴＡさんであったり一緒に顔を

合わす機会がちょっとでも増えるような形がつくれたらなというふうに今、頑張って

いるところです。  

 先ほど○○委員さんが言われてました障害のお持ちの方がなかなか集まらない。こ

れは確かに名前もわからないし、なかなか大変だろうと思いますが諦めずにやってい

ただきたい。集まった人たちの中で楽しみを見つける方法、食事するとか、また旅行

をするとか、そういう形でおやりになってるだろうとは思うが、長く続けることによ

って１人でも２人でもつながるような形をつくっていかないと、現状の中では障害を

お持ちの方を増やすということはなかなか難しいだろうなと思うし、その苦労もわか

りますから、ぜひ長い目で見てつながっていただきたいなと思う。  

 マンションの問題も、○○さんはママ友というお話をされていた。マンションに住

む方々もやはりそういう人たちがいるという形で我々が考えながら、そのつき合い方

をどうするかというものをやっぱり結びつけていくと何らかつながっていくのではな

いかと思うし、我々自身が壁をつくらないということも大事ではないかというふうに

思う。  

 きょう聞きたかったのは、２５ページの高齢者福祉の充実という予算案の中のとこ

ろの、言っていいですか。  

【委員長】  

 端的にお願いします。  

【委員】  

 「認知症があっても安心なまちづくり条例」事業の目的、効果という中の「関係者

等の責務や役割などを規定した条例を制定することで、市民、事業者、地域及び行政
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が一体となった地域づくりを進めます。」という部分があるんですが、もう少し詳し

いことがわかれば。  

情報の共有化をするということなのか、その辺をどこまでするのかという部分を含

めて若干お話をいただけたらありがたいと思う。  

【委員長】  

 市のほうから最後のまとめのときに、そのことも触れていただくという形でよろし

いか。  

【副委員長】  

 生産組合の件について、一番大きなのは農業という問題について、されてる方たち、

私たち旧の人たちは農業をされていた。そのときに生産組合を皆さんつくっておられ

る。  

今、私たちは農業はない。でも、生産組合というのは既存として残っている。１つ

には、やはり歴史。伝統とか。その中にはお祭りとか、また氏神さんとか、そういう

ようなものを守っていくためには、昔からおられる方たちが維持をしていくために生

産組合というのは残っている。  

道普請とか田植え時期、これからもう少しすると田んぼのあぜとかの整備をする。

生産組合の人たちが補修、崩れてるところを直したりするというので、そこに水を入

れるために今、逆水という水があるが、昔は家からそのまま入っていたので、その川

の掃除をしたりとかいうようなことも今でもありますが、今の人のつながりという中

と、そしてまた伝統文化という形の中で残っているという現状のところが多い。  

 あとは今の厚生労働省が出してます地域共生社会。挨拶にもありましたが「我が事・

丸ごと」という形の中で２８年７月に閣議決定がされてるが、その方向に今、我が事

のようにものを考えて、地域丸ごとで考えましょうというような意味合いもあります。 

その中でつながりを深めていき、そして高齢者問題も含めた中でのいろんな解決策、

問題点を解決していこうという、医療福祉もかかわりがあるが、そのような形の中で

取り組みを進めていきたい、そんな思いです。  

【委員長】  

 最後に地域共生社会のお話をいただいたが、先ほど一番最初に紹介があった社協主

催の講座のところで強制社会という言葉があり、私は鍵括弧をつけたほうがいいとい

う話をしましたが、きずなってものすごく大事ですが、きずなそのものは個人にとっ

ては強制力として働くという側面もあるのは、これは間違いのない事実です。  

その中にずっと暮らしてる方はそういうことがほぼ気づかない。よそから来たまさ

に入り人はそういう点で言うと、「うちの地域では昔からこうやってるんだよ、だか

らあんたもね」と言われると、それは強制として感じるのが強くなる。それを強制で

なく、本当に「我が事・丸ごと」という形で地域の人々とつながっていくというのを

どうしたらいいのかというのが、この委員会の知恵を絞っていただく課題というのが
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最後のところでかなり鮮明になったかと思う。  

 先ほど○○委員から出された質問も含めて、行政のほうから何かリプライ（回答）

があればお願いします。  

【事務局】  

 御意見、ありがとうございます。「認知症があっても安心なまちづくり条例」とい

うことで制定を考えています。現在、情報共有の部分が入ってるのかというようなこ

とも御質問いただいたが、今後、議論という形にはなるが、今現在、策定をしている

「認知症施策アクションプラン」のほうで基本理念をうたっています。これに類似す

る一つかとは思うが、今後、高齢者が増えていく中で認知症の方への対応というとこ

ろについては、やはり草津市でも大きな問題の１つと捉えています。  

その中で認知症があってもその方が住みやすく暮らしていただけるという形の理

念をうたった形の条例を考えています。それに向けて国がオレンジプラン、こちらの

ほうに掲げております認知症の予防であるとか、また認知症が進んだ場合について介

護サービスをうまく利用されてという形で、それが適材適所、さまざまな方がかかわ

るという意味で一体となった地域づくりというところを理念としてうたいながら大き

な施策も中に組み込みながらという形で今現在考えていますが、具体的な情報共有と

いう部分については、まだそこまで議論はいっていないというところで捉えていただ

きたいと思っています。  

【委員長】  

 どうもありがとうございました。  

【事務局】  

 皆さん、貴重な意見ありがとうございました。今日の意見については、資料２のよ

うにまた振り返りということでまとめて次回分の議論に生かしていきたいと思います。 

 今日はつながりと担い手づくりということで御意見を頂戴しまして、最後、委員長

がおっしゃったように「きょうせい」というキーワードで、決してつながりは強制的

なものではなくて、ともに生きるという意味での共生というところが今後のキーワー

ドになったのではないかなと思いますし、やはりつながりは残していきたいというと

ころと、やっぱり自分のできる範囲であれば何か担ってもいいというそういう側面は

あったかと思います。そういうところも含めて今後、地域福祉の議論を生かしていき

たいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。  

【委員長】  

 どうもありがとうございました。以上で本日の議事は終了しました。  

 これで平成３０年度第２回草津市地域福祉推進委員会が終了ということで、来年度

また改めて開催の御案内いただければと思う。  

 どうも委員の皆さん、お疲れさまでした。  

【事務局】  
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 ありがとうございました。事務連絡だけさせていただきます。  

 委員の皆様におかれましては、平成３２年９月まで２年間の任期となりますけども、

毎年４月になりますと各団体で役員改選のほうが予定されているかと思います。  

また来年度に各団体の方に改めて選任のお願いということで、役員改選に伴いまし

て委員改選かどうか照会をかけさせていただきたいと思いますので、そのときにはま

たどうぞよろしくお願いします。  

 ありがとうございます。  

 

＜閉会＞ 


