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平成３０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３０年８月７日（火）午後１時３０分～午後３時３０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、矢野委員、小寺委員、 

谷口委員、奥井委員、藤田委員、竹村委員、中野委員、中嶋委員 

西村委員 

欠席委員： 大西委員、増田和美委員、増田幸一委員  

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 

谷岡主任 

【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  【まちづくり協働課】角課長  

【危機管理課】新庄係長   【社会福祉協議会】馬場主任  

傍 聴 者： ２名 

 

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１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ただき、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に、厚く御礼申し上げます。  

 本市では、みんなで地域福祉を進める指針として、平成２８年３月に第３期草津市

地域福祉計画を策定し、基本理念に「「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、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、そこに住むすべての人が力を合わせ、共

に生き、共に支え合うことができるまちを目指し、市民の皆様をはじめ、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などの各団体の皆様と連携し、

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、地域福祉計画について一部見直しが必要となりまし

たことから、地域共生社会の実現に向け、「我が事・丸ごと」の地域づくり・包括的

な支援体制の整備を進めるため、新たに、地域福祉計画を福祉の各分野における共通

事項を定める上位計画として位置付けるとともに、草津市の各計画と整合性を図るた

め、他の関連計画についても共通して取り組むべき事項を盛り込み、策定や見直しを

行ったところでございまして、今後は、これらの計画の内容を踏まえ、誰もが住み慣

れた地域で安心して暮らせるよう、地域共生社会の実現に向けて取組を進めてまいる
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ものであります。 

本日の委員会では、当計画の平成２９年度の取組状況と平成３０年度の事業計画に

ついて、また、昨年度に行いました地域福祉計画の見直しにより新たに設定をしまし

た「重点プログラム５」の「地域共生社会の実現に向けた取組」について、それぞれ

御説明させていただきまして、御意見をいただきたいと思っております。  

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、開会にあたりましての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申し上げます。  

【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．議事（１）                                   

〇第３期草津市地域福祉計画にかかる事業の平成２９年度実施状況および  

平成３０年度事業計画について  

 

【事務局】 

 第３期草津市地域福祉計画についての概要説明。  

資料「平成３０年度第１回草津市地域福祉推進市民委員会においてご確認いただき

たい事項について（論点整理）」および資料１「重点プログラム１、２」に基づき説

明 

【委員長】 

 事務局で大量の資料をまとめていただいた。これを読みこなして論点を話し合うの

は、１回目であるので難しいと思う。まず地域福祉計画のイメージを共有した方がよ

いと思う。 

 地域福祉計画については、社会福祉法の規定に基づく法定計画であり、草津市だけ

でなく全国の市町村が作ることを義務付けられている。地域福祉というのは、非常に

幅広い内容であり、できるだけ数値目標を示して、ＰＤＣＡサイクルでやっていこう

ということになっている。委員の皆様それぞれの立場から御意見をいただきたい。 

【副委員長】 

 今説明いただいた中の多くが草津市社会福祉協議会の事業である。説明いただいた

中で御理解いただけたかなと思うが、まだわかりにくい点がたくさんあると思う。そ

の中で御意見を賜りながら進めていきたい。 

【委員】 

 今学区のまちづくり協議会を受け持ち、色々な立場で活動しているが、できる人に
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はたくさんの役が回ってくる。先日、志津学区の市長とまちづくりトークを「人づく

り」というテーマで、地域で主催していただいた。いろいろな意見がでたが、私が話

そうと思っていたのは、「学校教育の中で地域の人づくりについて話し合える場をも

てないかな」ということである。なぜかというと、私の住む地域では、立命館大学の

学生がたくさん住んでおられるので、今後そういった方々がボランティア活動をして

いただけるような機会を作っていきたい。そのために、志津学区では平成３０年、３

１年にかけて住民アンケートを実施し、地域の皆さんが何を求めているのかを調査さ

せていただき、その結果を平成３２年、３３年のまちづくり計画に活かしていきたい

と思っている。人づくりのために、３０～４０代の方に応援していただこうと思って

も、やはり仕事があるので、６０～７０代の方に偏ってくる。その中でも、同じ人に

たくさんのお願いがいくような状況である。私の町内会でも、毎日サロンでお世話い

ただくのは元民生委員をされていた方、現在地域福祉推進委員長が毎朝８時３０分か

ら９時に来て準備をしている。私も地域の代表であり、他も考えなければならないが、

やっぱり無理である。そのようなことを考えると、学校教育の中で、地域の人づくり

という草津市独特の取組ができないかという思いをもっている。 

【委員】 

 ボリュームある資料を作っていただき、説明をしていただいたがあまりよくわから

ない。これだけたくさん書く必要はあるのか、要点を絞って、基本的な意思表示の部

分をもっと訴えてもらったらわかり易いと思う。次回からは焦点を絞ってほしい。先

ほども意見があったが、人づくりというのは、役をする人は重複するし、役をしない

人は全然やらない。今の４０～６０代までの人はあまり地域活動に入ってこない。子

育てで大変な時期かと思うが、我々も子育てをしながら役もやってきたことから、言

い訳にできないと町内で言っているが、やはり個人的な動きを優先される。役をやる

人は高齢になってきているし、役をやらない人は家庭中心になっている。もう少し地

域活動に貢献していただけたら、それがきっかけで輪が広がり、人が集まってくる。

何かおもしろい部分、これを目玉にして全体を引っ張っていくようにできることがあ

ればなと思う。皆様にこういう場で考えていただき、１つでも２つでもサークルのよ

うな輪を広げていくと大きな輪になって展開できると思う。 

【委員長】 

地域での活動の担い手づくりについては、それぞれの団体で共通して抱えている課

題である。取組の中で、従来以上にいろいろな方に参加してもらった経験談があれば

お話しいただきたい。 

【委員】 

６０歳ぐらいから地域活動に取り組んでいるが、それが芽生えたのは、２０歳ぐら

いから１０年間、地域青年団で活動したことがきっかけである。６０歳にして、社会

的な仕事を終えた後、芽生えてきたのだと思う。  
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地域におけるガールスカウトやボーイスカウトで活動されていた方が、私の地域で

は民生委員などで活躍されている。１０～２０代で仕込まれた時のことは、活かすこ

とができるのではないか。若い人がサークル活動等に取り組み、地域や仲間同士のつ

ながりを作られたら、一段落したら地域活動に芽生えてくると思う。 

【委員長】 

時代や社会が変わっていく中で、昔と同じようにはいかないが、それに対応できる

ような人づくり、特に若い世代の人づくりが課題である。  

【委員】 

 他の市町の社協、例えば野洲市社会福祉協議会であれば学童保育、守山市社会福祉

協議会ではデイサービスをされていると聞いている。草津市の社会福祉協議会は多く

の事業を実施されているが、メイン事業は何か。  

また、地域支え合い運送支援事業の内容としては、移動困難者の運送支援と記載さ

れているが、運送というと物を運ぶイメージを持ってしまうが、移動支援という書き

方をしてはどうか。 

【副委員長】 

他市においては、学童保育やデイサービスなどをされているところが多くある。滋

賀県１３市６町ある中で、大津市と草津市は地域福祉だけの事業を実施している。今

言われた福祉事業には関わっていないので、資料には記載していない。  

また、地域支え合い運送支援事業については、もともと国の交付金で、市から車の

購入補助をいただいて、購入した車を学区社会福祉協議会へ貸与している。移動困難

者が病院などへ行く際に、学区のボランティアが車を運転し、運送を支援するという

取り組みをしている。志津南と山田、本年度から老上、老上西が合同で事業を展開さ

れている。 

【委員長】 

重点プログラム３、４の説明がまだであるで、事務局からの説明の後、もう少し委

員の皆様から御意見をいただければと思うがよろしいか。  

【全委員】 

＜了承＞ 

【事務局】 

資料１「重点プログラム３、４」に基づき説明  

【委員長】 

具体的な取組について説明をいただいた。委員の皆様から広い意見をいただきたい。 

【委員】 

私は２期目の民生委員をやっている。重点プログラム４－②災害時要援護者を地域

で支える体制づくりについて、民生委員が登録案内の訪問をするが、要援護者に対し

ていったい何ができるのかという不安がいつもある。よく、「これに登録したら警察
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や消防署がすぐに助けにきてくれるのね。」と聞かれるが、そうではなく、まずは登

録しておいて、あなたの存在を確認して私達がすぐに動けるようにする。まずは自助、

共助からで、地域で守るということから登録していただくと伝えている状況である。

それがまだ中途半端なような気がする。また、登録を申請するにあたって、兄弟のこ

と、寝室の場所など、かなり具体的な内容を書かなければいけない。これを第三者に

見られたら詐欺被害に遭うのではと思われるので、資料の持ち運びも気になる。この

ような点を市はどのように考えておられるのか。  

【事務局】 

 個人情報を扱うにあたっては、町内会と個人情報に関する協定を結んでおり、個人

情報の保護は徹底して進めていきたい。平成２３年度から本事業を開始しているが、

個人情報を適切に管理していただいているので漏洩したことはない。引き続き、町内

会と連携して進めていきたいと考えている。制度の今後についても、東日本大震災や

平成３０年７月豪雨で避難行動が遅れるのが高齢者や障害者であり、避難が遅れて亡

くなられた報告されている。やはりこの制度は、災害対策を進めるうえで重要であり、

民生委員と相談しながら進めていきたいと考える。  

【委員長】 

個人情報の取扱いは、非常に悩ましいものである。私も昨年町内会長をやり情報を

いただいたが、いざ支援が必要な時に、民生委員と町内会長では対応ができない。町

内の方にも支援をお願いしないといけないのに、個人情報保護が問われるのかと思う。   

民生委員や町内会長の立場で問題点を指摘いただきたい。 

【委員】 

私の町では、このような活動を始めて１２年ぐらいが経つ。町内会長と役員は個人

で情報を持ってもらっている。会館には同意されている方の名簿が保管されている。

１００軒ぐらいの町内会であるが、８割５分ぐらいの方はリストを出していただいて

いる。また、年２回町内で一斉訓練を実施している。その時は、消防等から来ていた

だいて勉強会を含めて行っている。何か起こった時に、帳面通り動けるかというと難

しいと思うので、文化祭の日に会場に集まる際、避難訓練の一環として各組で集合し、

統一した動きで会場まで行く方法で参加してもらっている。先ほど、町内会長と打ち

合わせをして実施していくという事務局からの発言があったが、現場に出向き町の全

体像をつかんでおられるのか。これから実施されるのか。  

【事務局】 

要援護者の運用について、毎年町内会長と細かに意見交換をしていないのが現状で

ある。 

【委員】 

早急に町内会とコミュニケーションをとってもらわないと、災害が起こった際にど

うしようもなくなる。机上も大切であるが、町によって状況が異なるため、現場に行
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くべきである。町内会長だけに伝えるだけではだめである。補佐する人達が責任者と

一緒に動いているのだから。 

【委員長】 

その他意見はないか。町内会長からの立場としてでも。 

【委員】 

町内会長として４点課題があり、また共有できればと。  

１つ目は、重点プログラム２－③に近所力アップという文言があるが、私の住む玉

川学区野路町は世帯が１万を超えており、戸建ての住宅よりもマンションが多い。最

近、マンションの管理会社から、町内会に加入し会費を払ってどのようなメリットが

あるのか一度議論したいと言われ、アクションを起こしつつある。戸建ての家では近

所同士で助け合うのは簡単であるが、マンションの方も入れるとしたら、別のエネル

ギーがいるので大変ではないかと懸案となっている。 

２つ目は、重点プログラム２－④福祉を考える市民のつどいについて、社会福祉協

議会等の関係で、共同募金、緑の羽募金、赤い羽根募金、歳末助け合い募金などのお

金を集めているが、これも戸建てはお金を集めやすいが、マンションについては難し

く不平等ではないか。集めるのに苦労している。募金の金額が５０円や５００円など

決まっているものについて、どのように使われているのか意見を言われることもある。

これから先、募金の根本的なところを見直した方がよいと考える。  

３点目は、重点プログラム４－①フードバンクセンターについて、受け渡し先が記

載されているが、私の町内は何かあったときのために、いろいろな名簿を寄せて掌握

している。名簿については、何かあった時以外は使用しないので、金庫の中に入れて

いる。生活困窮者、障害者、子どもと言われたときに、これは誰が作った名簿なのと

言われたら大変であるけれども、何かあった時の自立支援をどのようにするのか。潜

在的なリストを町内が持っておいて、こういうときに使いますよというように言える

ようにしないといけないが、行政からの場合は、個人情報の関係でものすごく縛りを

される。ところが何かあった時というのは、現場は大変であるのが課題である。  

４点目は、重点プログラム４－②災害時要援護者を地域で支える体制づくりについ

て、新聞によく草津市がどこかと協定を締結したと掲載されており、協定先がいっぱ

いある。災害があった時に、他都市から物資が届いてくる。物資が届くと町内に届い

てくる。先例事例をみていると、大量の物資が入口に置かれ、処理できないほど集ま

る。町内会長としてどうしたらよいかと考えた時に、町内にコンビニがあり、何かあ

ったときにはおっしゃってくださいと言われているが、コンビニにも協定先があり、

おにぎりが１００個、１０００個と必要になった時に、まず市へ持って行くこととな

っており、地元にはダイレクトに来ない。市は、キャパをどのぐらいもっているのか

町内に発出する必要があると思う。協定は締結しているが中身が伴っていない。 

また、野路町では、自主防災で１０年を経過したものについては消防用ホースの更



－ 7 － 

新をしたが、更新していないところもあり、１５年を過ぎたら破れてしまう。そのた

めに予算をつけてもらったが、これをどこの町内も使わないといけない。  

【委員長】 

いろいろと具体的な意見をいただいた。今後の検討課題である。市で何か答えられ

ることはあるか。 

【事務局】 

前半の部分で、キーワードとなる「地域の輪」や「人づくり」、「仲間づくり」な

どの御意見をいただいた。また、担い手づくりのところで、高齢者だけでなく若い人

の参画という意見もあった。議事録は確実に残すので、この議論をいろいろな場で共

有し、次につなげていきたいと思っている。  

【委員長】 

公開される前に、委員の皆様に議事録は確認していただくのか。  

【事務局】 

確認させていただく。 

【委員長】 

この委員会は年２回ある。次回は今日の議事録を確認していただいたうえで、踏み

込んだ議論にしていきたい。  

【委員】 

重点プログラム１の若い世代の参画を進めというところで、プログラムとしては 

いろいろな形であがっているだろうと思っている。これを感じてくれる人がたくさん

いて、参加して、実行してくれると１番嬉しいのだが。けれども、今までもこれを何

らかの形で続けてきて、今また数年先のことを考えながら支援者になっている。  

もう１つ考えないといけないことは、支援者を増やすのは良いことだが、個人個人

が顔の見える関係を作っていくことの方が大切ではないか。この辺りもこれからのプ

ログラムの中で重要視していかないといけない問題である。ここにいる方々は、様々

な団体に所属されていることから、自分の団体だけではなく、他の団体にも顔を出し

たり、共感のある行動をしたり、意見を聞いたりなどが今後必要にならないと、そう

いう形のものが生まれてこないのではないかと思う。  

また、昨年ぐらいから動き始めている人とくらしのサポートセンターに期待してい

る。住民の皆さんが市役所に行った際にどこの課に行ってよいのかわからない、どこ

に答えを求めてよいのかわからない、ワンストップで答えられる部署がほしいという

のがニーズの中にあると思う。人とくらしのサポートセンターを総合センターという

位置づけをしていただき、そこに行ったら各課の専門職がそこに来て、相談ごとが解

決できる仕組みづくりを実施していただくことが、我が事という解釈をするうえで、

１番重要であると考えており期待している。それは何かというと、地域包括支援セン

ターがいろいろな方向で活躍していただいている。できればこれを中学校区だけでな
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く、小学校区まで増やし、住民の声をより聞こえるような形にできればと思う。  

また、災害時要援護者の問題について、行政が地域に対して関わってこられていな

い。町内会長ともっと意見を交換していただきたい。福祉避難所の確保についてもあ

げられているが、福祉避難所とは何かほとんどの人が知らないと思う。私の記憶では

３０数箇所あったと思うが、果たして障害者の方々をこれだけの避難所で本当に対応

できるのかという部分も含めて、一つ一つ解決していかないといけない。行政が投げ

っぱなしになっている。 

さらに、災害時病院をどのように考えていくのか。障害者も含めて、特に腎臓病で

あるとか、３～４日で大量の水を使って治療をしなければならない。今の４か所の総

合病院でできるのかという部分も含めて一つずつ進めていかないといかない。  

なお、個人情報については、ある程度のところで歯止めを決めてやっていかないと、

いざというときに名簿を出せと言われても対応ができない。少しずつ進んできている

とは思うが、もう少し突っ込んだ議論が必要かと思う。  

【委員長】 

いくつか意見をいただいた。人とくらしのサポートセンターは生活困窮者の中に入

っているが、今の意見の趣旨は、生活困窮に限定せず、地域の人が何でも相談できる

窓口にしたらどうかという指示かと承ったがどうか。 

【事務局】 

人とくらしのサポートセンターについては、平成２９年度までは生活困窮者の窓口

であったが、平成３０年度から福祉の総合相談窓口として、様々な相談をワンストッ

プで対応できるよう開設している。地域共生社会の包括的な支援の一旦を担う組織と

して立ち上げたところである。相談にあたっては、障害者や高齢者など分野ごとに相

談する部署はあるので、全ての相談を引き受けるのではなく、関係課へつないでいく

形になる。くらしのサポートセンターに市民の方が相談に来られた場合、担当課の職

員がそこに来ることにより、１つの窓口で相談を受ける体制をとりたいと考えている。  

昨年度までは相談員１人体制であったが、今年からは社会福祉士、保健師を配置し、

人員体制を強化している。  

【委員長】 

私の認識不足であった。いろいろな方がくらしのサポートセンターに行けば対応し

てもらえるという信頼感や安心感をもっていただけるかがこれからの課題だと思う。  

それは仕組みの問題にも関わることであるし、その仕組みは市だけでなく、相談す

る側の知恵もいただかないと、うまく対応できないのかなという気がする。これから

仕組みづくりをする中で、利用者からの意見を聞くことも大切にしてほしい。  

【委員】 

犯罪とか罪に陥った方の更生を願って活動をしているが、その方々が社会の中から

片隅におかれているようなことをすごく感じている。市役所に相談しに行っても、自
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分の個人情報がばれてしまうなど、様々な不安を抱えられている。そのような方たち

が片隅におかれていることを残念に思っている。本人が個人情報について大丈夫だと

言われた場合は、保護司から市につないでいる。そのような状況にあるということは、

一般の方々はわかっておられない。ひとりひとりを認めあうまちづくりという基本理

念がある中で、まだまだ偏見とか人権的なものがあると思うので、一生懸命更生に向

かっておられる方々がいることを市民の方々が理解して、同じように仲間に入れてほ

しいと思う。そのことを忘れないでいてほしい。  

【委員長】 

ありがとうございました。それでは議事２に移るので事務局の説明をお願いする。 

 

３．議事（２）                                

〇重点プログラム５ 地域共生社会の実現に向けた取組について  

 

【事務局】 

資料２－１、２－２に基づき説明  

【委員長】 

地域共生社会については、昨年度草津市地域福祉計画の策定過程で、国が地域福祉

計画に盛り込むように指示をして、それを受けて、反映したものを計画として作らせ

ていただいた。背景をしっかり理解したうえで、具体的なことについては、それぞれ

の項目のところで見ていただければと思う。  

【委員】 

学区で開催されている医療と福祉を考える会議に何度か出席をしたが、大変意味の

あるものだと思う。その地域の独自性もあるし、地域住民の困っておられることやご

存知ないことがわかって非常に新鮮である。これについては行政も頑張っていただき

たい。 

もう一つは、昨日テレビで広島の豪雨災害のことが報道されていた時に、結局弱者

を助けるのに、民生委員が１人で４０～５０人も電話ができないということを言われ

ていた。もっと小さなエリアで要支援者を把握しておいて対策をとっておかないと、

大きな災害が起こると民生委員も被災する。消防署も要援護者リストを持っているが、

金庫に保管されているので出す時間がないと言われていた。個人情報保護法が施行さ

れてから、この点が非常にややこしくなってしまった。もっと小さなエリアで何か仕

組みを作ることが一つの突破口になると思う。特に、重度心身障害児者の方が草津に

はたくさんおられるが、例えば人工呼吸器がついている人が何かあったときにどうす

るかというのを個別に計画を策定していく必要がある。それぞれ弱者の個別対応をし

ていかなければならないと思う。  

また、団地の空き家対策として、安い家賃で学生へ提供し、その代わり、自治会活
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動に参加してもらうことを実施している地域があると聞いた。空き家もいっぱいある

し、幸い草津は立命館大学の学生がたくさんいるので、モデルとしてできるかなと。

是非行政で考えてほしい。  

最後に、最終的に多死社会になって、ものすごく多くの方が亡くなる。どうやって

死にますかとなった時に、横とのつながりがない状況の中で、本人がどうしたいとい

う意思表示を、いわゆるエンディングノートとかリビング・ウィルなどをできれば自

治体が音頭をとって、要介護認定の方全員にとるみたいな仕組みを草津市全体ででき

れば、これもまた一つの突破口になると思う。医療の立場から、最後にどうするかと

いうことをなかなか話し合えないが問題点でもある。行政の力で草津市民の全てが意

思表示をすることができたらといつも思っている。  

【委員長】 

昨年私も医療と福祉を考える会議に出席し、改めて思うが私たち一般の人間は、医

師と付き合うのは患者の立場であって、それ以外のところで地域での暮らし方、最後

の死に方に至るところまで医療的な視点からどういうことを考えたらよいのかという

ことを教えていただけるような場であり、大事である。市内各地で実施している医療

と福祉を考える会議の意見も踏まえて、地域福祉の課題を進めていけたらと思う。医

師に限らず、看護師や療法士なども様々な形で参加していただければ、非常に良い地

域福祉計画が進められると思う。  

今回は１回目ということで、地域福祉のイメージをどのように作っていくかという

ことが課題だと思っている。先ほども確認したが、議事録を正確に作成いただくこと

になると思うので、それを次回の委員会までには読み込んでいただいて、そのうえで

２回目の議論をしていく方向で進めていきたいと思う。  

【事務局】 

本日は貴重な意見を多数ありがとうございました。議事録の整理と資料をよりわか

りやすくという意見をいただきましたので、委員長と相談のうえ対応をさせていただ

きます。事務連絡になりますが、現在委員の皆様は平成２８年１０月から平成３０年

９月末までの２年任期となっております。この度一斉改選を予定しておりまして、各

団体には改めて選任の依頼をさせていただく予定です。今後ともよろしくお願いしま

す。 

 

４．その他                                   

  特になし 

 

５．閉会 


