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【重点1】－1

第３期草津市地域福祉計画「重点プログラム」の取組状況（平成２８年度）

地域の中で活動する人をひろげます。

（計画策定時の状況）

①　幅広い年齢層の住民参加

　○学校等教育機関と地域との連携強化

　○団塊の世代等の参画促進のための研修の実施

重点プログラム１

◆学校ボランティア
　各学校が、読書ボランティア、環境整備ボランティア、学校安全ボランティア等を募集し、各種の活動を
計画しています。また、立命館大学教職支援センター・滋賀大学教育学部等と連携し、市内小中学校にお
いて、大学生の学校ボランティアを受け入れます。

◆レイカディア大学受講生のボランティア受け入れ
　レイカディア大学受講生に対し、ボランティア活動についての説明をし、ボランティアグループの紹介、活
動への需給調整を行い、ボランティア活動の体験を通じて社会貢献につなげます。

現状と課題

　草津市の民生委員・児童委員の平均年齢は64歳（平成25年度改選時点）となっているほか、地
域福祉活動、住民福祉活動は60歳代、70歳代の方が中心となっています。
　また、学区社会福祉協議会や町内会自治会役員には、その地域を知り、多くの地域活動の経験
が必要であることから、必然的に年齢が高くなっており、活動者の高齢化、なり手不足が進んで
いるといわれています。
　これらの課題解決のためには、若い世代の参画を進めること、住民が抱いている地域への関心
を行動につなげていくこと、日々の暮らしに追われ希薄化しがちな住民のまちづくりへの意識を
高めること、が必要です。

　子どもから高齢者まで幅広い年齢層の住民が地域福祉活動に参加しやすくなるよう、仕組みづ
くりや啓発を行うとともに、ボランティア活動等の情報の発信、ボランティア講座の開催などの
きっかけづくりを進めます。

平成28年度の取組予定

平成28年度の取組実績、成果等

◆学校ボランティア
　読書ボランティアをはじめ、各種ボランティアの協力により、教育および環境の充実が図れました。ま
た、立命館大学・滋賀大学等と連携し、市内小中学校において、大学生の学校ボランティアの受け入れを
行いました。

◆福祉体験教室の実施
　ボランティア活動や地域福祉活動の理解を広げるため、ボランティア体験教室や、学校等の福祉教育を
支援しました。
　小学校7校、中学校1校、その他4団体が体験を行い、車イス体験14回、点字体験13回、手話体験14回、
盲導犬の理解3回の需給調整を行いました。

◆レイカディア大学受講生のボランティア受け入れ
　レイカディア大学生に、ボランティアについての講義を行ったうえで、既存のボランティアグループに参加
していただき、ボランティア活動体験をしていただきました。

◆福祉体験教室の実施
　ボランティア活動や地域福祉活動の理解を広げるため、ボランティア体験教室（福祉学習機材の貸出や
ボランティア派遣）を行い、学校等の福祉教育を支援します。
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②　住民の力を合わせた活動の充実

　○市民コーディネーターの育成

　○学区ごとの地域ボランティアや活動機会の拡大

◆活動の担い手づくり事業
　小地域福祉活動の担い手や地域ボランティアを育成します。
・市社協作成の「福祉委員の手引き」等を活用し、福祉委員の役割や必要性などについて、地域の懇談
会や福祉委員研修会で講演を行います。
・老上学区おしゃべりボランティアの定例会に参加し、助言等を行います。

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

・現状、地域福祉活動の担い手は70歳代前後の方々が中心となっています。各地域では後を託す担い手
探しに苦慮しており、世代交代の困難さがそのまま活動の縮小・消滅につながる恐れがあります。
　とはいえ、働き盛りの方々に担い手として期待するのは難しくもあることから、定年退職前後の世代等に
働きかけ、特に地域活動への参加が少ないと言われる男性に対して地域活動へ参加いただけるような
きっかけづくりを行っていきます。また、中学生や高校生、大学生など市内に暮らす若い世代にも市社協
事業へのボランティア体験などを通して地域への関心を広げる取り組みを行います。（社会福祉協議会）

・学校の立地条件により、学生ボランティアの参加状況が異なるため、市内のどの学校でも幅広く学生ボ
ランティアを活用できるよう体制の整備を進めます。また、将来教員を目指し、子どもたちと活動する楽し
さを経験したいと思っている学生に対しては、ボランティア活動を通して学校教育への理解が深まり、意欲
や資質向上につながる情報提供を行います。（学校教育課）

◆福祉活動推進員（市民コーディネーター）の育成事業、地域福祉活動ステップアップ講座
　地域福祉活動のリーダーの養成と育成を行い、地域福祉活動推進体制の強化をめざすため、「福祉活
動推進員」の育成講座を開催します。また、講座修了者が学区社協において手腕が発揮できるよう支援
します。

◆地域サロン活動支援員の設置
　身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤独に陥らないよう参
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し支援し、企画の助
言や調整、情報提供を行います。
　また、昨年度実施した中間支援組織との連携事業の地域サロン限定の「とく・得バスツアー」を６回に拡
大して企画・実施し、地域サロン活動を支援します。
○市社協・市コミュニティ事業団連携「とく・得バスツアー」
【頻度】　6回
【場所】　ロクハ荘、なごみの郷
【参加予定人数】　各日40人

平成28年度の取組実績、成果等

◆福祉活動推進員（市民コーディネーター）の育成事業、地域福祉活動ステップアップ講座
　地域福祉活動者を増やすことや、地域福祉活動のリーダーの育成、地域福祉活動推進体制の強化を
めざし、本講座を開催しました。また、講座修了者が学区の福祉活動につながるよう支援しました。
今年度参加者　第1回：65人、第2回：59人、第3回：54人、第4回：42人、第5回：40人
今年度修了者　25人

　住民それぞれが持っている力を合わせると大きな力になります。この力を合わせるためには、
リーダー的な人たちの存在が重要です。
　市は、地域福祉活動の学習の機会や活動の拠点づくりを支援するとともに、市民コーディネー
ターを育成する市社協の福祉推進員育成講座を支援します。

平成28年度の取組予定
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③　住民の活動といろいろなところとのつながりづくり

　○ボランティアセンター機能の充実

平成28年度の取組実績、成果等

◆ボランティアコーディネーターの配置
　地域で活躍されているボランティアグループ・個人ボランティアへの相談援助に、ボランティアコーディ
ネーターが応じ、活動の活性化を図りました。

・講座を開催し多数の参加をいただいても、その後の地域における活動に繋がっているかは完全に把握
できていません。福祉意識の醸成という視点では、講座を受けていただくことそのものにも大いに意義が
ありますが、具体的な活動につながっていくための支援も必要と考えています。（社会福祉協議会）

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

・市社協で平成28年度に策定した第3次草津市地域福祉活動計画において、ボランティア活動の充実と
住民参加の仕組みづくりを推進項目として掲げており、ボランティアセンターのさらなる機能強化を目指し
ます。（社会福祉協議会）

◆ボランティアコーディネーターの配置
　ボランティアセンターに、社会福祉士資格をもったボランティアコーディネーターを配置することによりセ
ンター機能をさらに強化します。

　地域福祉活動の展開には、課題にかかわる分野の活動者や機関、団体、研究者などの協力や応
援が大切です。市は、住民主体を尊重し、住民の要請に応じて積極的に協力していきます。

平成28年度の取組予定

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

◆活動の担い手づくり事業
　学区社協との協働により「福祉委員の手引き」をもとに学習会などを開催し、福祉委員活動がより効果
的に行われるよう支援しました。
・地域での講座実施回数：2回　参加者：130人

　老上学区おしゃべりボランティアの定例会に参加し、初回面談も同行しました。（年12回）

　平成27年度に脳トレ教室サポーター養成講座を開催し修了された18人のサポーターが平成28年度に脳
トレ教室のボランティアとして半年間、なごみの郷とロクハ荘で延べ252回活動されました。
　その中の11人がボランティアの新たな活躍の場として「地域サロン応援の会“一心たすけ”」を立ち上げ
地域サロンへ出向き活動されるよう支援しました。

◆地域サロン活動支援員の設置
　地域サロン活動を通して、高齢者の見守り活動を推進し、身近な場所で支え合う関係づくりができるよう
支援しました。また、中間支援組織間の連携事業としてとく・得バスツアーを実施し、外出機会を増やす支
援や地域サロン交流会を開催し地域サロンの横のつながりをつくるため、意見交換や情報交換を行い、
地域サロン活動の継続と活性化につながるよう支援しました。
・とく・得バスツアー　年6回　31サロン　243人
・地域サロン交流会の実施（H29.2.27）　　51サロン　113人
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第３期草津市地域福祉計画「重点プログラム」の取組状況（平成２８年度）

住民同士の暮らしに根ざした交流を深めます。

（計画策定時の状況）

①　誰もが気軽に集える場づくり

　○身近な地域での交流の場づくり

　○地域の特性に合った小地域福祉活動の促進

◆ボランティアフェスティバルの開催
　ボランティアセンター登録ボランティアや地域サロンボランティア、市民を対象にボランティアフェスティバ
ルを開催します。
　今年で開催5周年を迎える今年度は、さまざまな人・活動・場所等に“光をあてる”ことをテーマとし、多く
の市民の方の目にふれることにより、今後の活動がますます充実したものになるきっかけの場とします。
　また、4月に発生した熊本地震災害に対し、草津市としても復興への協力を行うことで、被災された方に
少しでも希望の光を見出してもらえるようなイベントとします。
　ボランティアフェスティバルのボランティア募集については、市社協広報誌「社協くさつ」やホームページ
等で周知啓発し、市内の中学・高校生、市内外の大学生、社会人に広く呼びかけます。

◆地域サロン活動支援員の設置
　身近な地域で社会参加が困難となった高齢者や閉じこもりがちな高齢者が孤立・孤独に陥らないよう参
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し支援し、企画の助
言や調整、情報提供を行います。
　また、昨年度実施した中間支援組織との連携事業の地域サロン限定の「とく・得バスツアー」を6回に拡
大して企画・実施し、地域サロン活動を支援します。
＜市社協・市コミュニティ事業団連携「とく・得バスツアー」＞
開催頻度：6回　開催場所：ロクハ荘、なごみの郷　参加予定人数：各日40人

重点プログラム２

現状と課題

　現在、住民同士の交流の場としては、住民主体で運営されている地域サロンや、各学区社協が
運営する集いの場があるほか、住民による支え合い体制づくりである、地域支え合い運送支援事
業も始まっています。また、幅広い年代の人が福祉活動へ参加するきっかけづくりや、情報交換
の機会として、福祉を考える市民のつどいや、ボランティアフェスティバルなどが開催されてい
ます。
　今後は、より一層住民同士の交流が進むよう、地域の特性や実情に合った、場づくり・機会づ
くりが必要です。

　地域サロンやコミュニティカフェ、地域支え合い運送支援事業など、高齢者をはじめ、子ど
も、障害のある人、外国人等、誰もが身近な地域で気軽に立ち寄れる場づくりを進めます。

平成28年度の取組予定

◆ふれあいまつり
地域交流の場として、各学区でふれあいまつりを開催します。（13回）
※老上、老上西は合同開催（予定）

◆福祉バスの運行
市内の社会福祉団体等が、障害児者もしくは高齢者の社会参加、または社会福祉団体の研修・福祉活
動を行うため、福祉バスを運行します。

◆地域サロンの立ち上げ支援
　随時、相談に応じ情報提供や調整をし、サロンが立ち上がるよう支援します。
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◆地域サロンの立ち上げ支援
　随時、相談に応じ情報提供や調整をし、サロンが立ち上がるよう支援しました。

◆ボランティアフェスティバルの開催
　開催日：平成28年10月15日（土）10時～15時
　場所：市社会福祉協議会
　参加者：約900人
　内容：
　第5回目の開催となる当年度は、「ヒカリ～with you smile～」をテーマに、さまざまな人・活動・もの・場所
に光をあてたブースを企画しました。
　同日には、災害が起こっても助け合えるつながりづくりについての講演会も開催しました。講演の最後に
は、パネリストとしてお迎えした熊本県西原村社協職員の坂田さんへ、サプライズとして山田小学校の児
童から熊本のみなさんへの手作りメッセージを渡しました。
・ボランティア参加者：67人

◆地域サロン活動支援員の設置
　【再掲：重点１－②】

◆福祉バスの運行
　福祉バスを運行することにより、障害児者もしくは高齢者の社会参加を促進し、社会福祉団体の研修・
福祉活動の支援を図りました。
運行回数：226回

◆地域支え合い運送支援事業
　地域の活動団体が主体となって実施する移動困難者の運送支援事業を実施し、住民が主体的に取り
組む支え合い活動を進めます。
　具体的には、現在、当事業を実施されている２学区（志津南、山田）の継続支援、新規学区立ち上げに
むけての検討、安全運転講習会の実施を通じて事業を進めます。

平成28年度の取組実績、成果等

◆ふれあいまつり
地域交流の場として、13学区（老上と老上西は合同開催）において、ふれあいまつりが開催され、住民同
士の交流が促進されました。
・実施回数：15回

◆地域福祉コーディネーターの配置
　重点地区を定め、学区社協を通して住民活動の充実や組織の整備などへの支援により、地域福祉活動
を推進していきます。

◆地域サロン活動支援員配置事業補助
　町内会単位で実施される地域サロンの普及啓発、活動推進のための支援員を市社会福祉協議会に配
置します。

◆学区・区社協活動推進事業（地域福祉活動推進の支援強化、医療福祉を考える会議への支援）
　４学区をモデル地域として重点的に支援していきます。また、地域福祉推進の方向性を明らかにするた
め、第３次草津市地域福祉活動計画を策定します。

◆いきいき百歳体操推進事業、草津歯・口からこんにちは体操
　地域で生活する高齢者が、老化により機能低下する生活不活発病や口腔機能低下に陥ることを予防
し、できるだけ介護が必要な状態になることを遅らせるために「いきいき百歳体操」、「草津歯・口からこん
にちは体操」の出前講座や地域活動グループ支援などを実施します。

◆健康相談
　前年度と同様に定例の健康相談、生活習慣病相談、栄養相談を行います。その中で、プレ特定健診に
て保健指導域の人や特定健診受診者の４０代でHbA1cが保健指導域の人に対しても健康相談案内を送
り、若い世代の生活習慣病予防を図っていきます。

◆健康教育
　引き続き、「みんなでトーク」で生活習慣病予防やこころの健康に関する教育を行います。また、自殺予
防・歯の健康・乳幼児の健康をテーマとした健康教育も継続実施します。
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◆健康相談
　定例の健康相談を実施し、保健師による心身の健康に関する相談を実施しました。地域の身近な場で
相談を実施することにより、継続的な利用者も多く、地域住民が互いに健康について情報交換ができる機
会にもなりました。
・各隣保館で実施（3ヵ所：週1回　1ヵ所：月1回）　来所延べ人数（1,902人）　　実人数（178人）

◆地域福祉コーディネーターの配置
14学区すべてに地域福祉コーディネーターを配置し、学区社協活動に参加協力支援してきました。
特に近年、広がりを見せる医療福祉を考える会議では、打ち合わせ会議や振り返りの会議に参画し、住
民が高齢者に関する生活問題について、専門機関と情報を共有し、新たな気付きが生まれ、地域福祉活
動に広がりと深みがでるよう支援しました。特に、平成26年度からは、4つの学区社協をモデル学区に指
定して、学区社協の活動を支援し、地域福祉活動の推進を図りました。

◆学区・区社協活動推進事業（地域福祉活動推進の支援強化、医療福祉を考える会議への支援）
　第2次草津市地域福祉活動計画の最終年度を迎えるにあたり、今年度は地域福祉活動推進委員会に
て第３次草津市地域福祉活動計画の検討を行いました。3回の策定委員会・作業部会の合同会議、8回
の策定委員会作業部会で委員のみなさんの意見を受け、第２次計画期間中の取組みの検証や、14学区
社協懇談会での意見交換、分野別聞き取りアンケートなどをふまえながら、策定を進めました。
　基本理念は前計画を引き継ぎ、計画の構成も、福祉のまちづくりのために地域が進める活動と、それを
支援する市社協という体系を継承しました。しかしながら、学区社協懇談会等で出た意見の反映や、地域
包括ケアシステムなどの新たな地域福祉の推進のあり方をとらえたうえで、重点項目を追加・変化させる
ことにより、時代に応じたこれからの地域福祉活動の推進を図る計画としました。
　平成29年度からも、地域住民のみなさんと連携、協力し、さらに地域福祉活動の推進に取り組むこととし
ています。

◆地域支え合い運送支援事業
○運行状況について、定期的（3か月に一度）に事業実施学区に確認し、また、送迎ボランティアの定例会
にも適宜出席するなどして、事業実施状況を把握し、円滑な事業運営に努めました。
○安心、安全に事業を実施してもらうこと、また、新たな事業実施を検討している学区の参考になるよう
「安全運転講習会兼研修会」を開催しました。（22人参加）
○山田学区、志津南学区の2学区で実施。（平成26年～）
【実績】
（志津南）運行日数：94日、延べ利用者数：123人、利用者登録数：19人、送迎ボランティア登録者数：13人
 （山　田）運行日数：100日、延べ利用者数：102人、利用者登録数：17人、送迎ボランティア登録者数：8人

◆地域サロン活動支援員配置事業補助
　地域サロン活動支援員を市社会福祉協議会に配置した結果、町内会単位で実施される地域サロンの
普及啓発や活動推進に努めることができました。

◆いきいき百歳体操推進事業、草津歯・口からこんにちは体操
　出前講座による「いきいき百歳体操」や「草津歯・口からこんにちは体操」の啓発を行うとともに、体操を
実施する団体に対して、職員の派遣や物品の貸し出し、体力評価を実施し、活動継続の支援を行いまし
た。
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②　幅広い年代が参加できる機会づくり

　○福祉を考える機会の提供

　○地域福祉活動の支援体制の充実

◆健康教育
　みんなでトークや健康教育を実施することで、市民の健康づくりに寄与することができました。
　・みんなでトーク：5回　178人
　・その他健康教育：13回　318人

◆地域福祉コーディネーターの配置
　【再掲：重点２－①】

◆福祉活動推進員（市民コーディネーター）の育成事業、地域福祉活動ステップアップ講座
　【再掲：重点１－②】

◆移動ボランティアセンターの実施
　ボランティア活動の理解と促進を目的として、イベント等に出向き、移動ボランティアセンターを設置しま
す。

◆ボランティアフェスティバルの開催
　【再掲：重点２－①】

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

・住民同士の暮らしに根ざした交流にあたっては、地域の特性や実情に合った、場づくり・機会づくりが必
要であることから、今後もふれあいまつりで住民同士の交流の機会を醸成し、場づくり・機会づくりを推進
していきます。(まちづくり協働課）
・健康教育については、個人や家庭だけではなく地域ぐるみで健康に対する関心を高めることが重要であ
るため、継続実施し、健康づくり活動の促進を図ります。（健康増進課）
・近年、地域サロン活動やいきいき百歳体操、草津歯・口からこんにちは体操などに取り組む団体が年々
増加し、通いの場が増えてきているなか、高齢者の見守り活動を推進し、身近な場所で支えあう関係づく
りができるよう、また住民主体で誰もが参加しやすく地域に根ざした活動となるよう、今後も継続して支援
等を行っていく必要があります。（長寿いきがい課）
・身近な地域での交流の場として、地域サロンの数は増え続けているものの、担い手の高齢化が課題と
なっています。（社会福祉協議会）

　イベントや研修会等を通じて、幅広い年代の人が福祉活動へ参加するきっかけづくりを支援し
ます。

平成28年度の取組予定

◆近所力アップ講座
　市の実施事業である「みんなでトーク」のテーマの一つに掲げ実施します。
　市社協職員が地域に出向き、より身近な福祉の専門職として、住民同士のつながりや地域福祉活動の
大切さをテーマに、誰もが地域で安心して暮らしていくことについて参加者と一緒に考えその方法につい
て学ぶ講座にします。

◆福祉を考える市民のつどい開催（市民ふれあい秋まつりとの同時開催）
　地域福祉活動やボランティア活動などを知り、いろいろな活動を通じて「福祉」について考えるきっかけ
の場として実施します。大人から子どもまで、幅広い年齢層の市民が気軽に参加体験できる内容にしま
す。
・社協事業、地域サロン活動の紹介（社協が取り組んでいる事業のパネル展示や地域サロンの活動紹
介、貸出備品の展示）
・ガチャガチャ共同募金
・民生委員児童委員活動紹介（市民児協主催）
・市社協キャラクター「ふくちゃん」による地域福祉に関する啓発
・社会福祉功労者表彰式

　○大学と社会福祉施設、地域団体、企業、商店等の連携による若者の地域福祉活動の参加機会の提供

◆社会福祉協議会事務局運営補助、各種事業補助
　草津市社会福祉協議会に対し運営費ならびに事業費の補助を行い地域福祉の推進への取組みに対し
て支援します。
【予算額】　47,996千円
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◆社会福祉協議会事務局運営補助、各種事業補助
　草津市社会福祉協議会に対し、運営費ならびに事業費の補助を行い、地域福祉の推進を図るための支
援を行いました。
　　運営費補助　　　48,060千円
　　事業費補助　　　　1,400千円
　　　　　　　福祉活動推進員育成事業
　　　　　　　災害ボランティアセンター事業
　　　　　　　ボランティアフェスティバル事業
　　　　　　　福祉を考える市民のつどい事業
　　　　　　　地域福祉活動推進実践事業
　　　　　　　中間支援組織連携促進事業
　　　　　　　地域支え合い運送事業

◆地域福祉コーディネーターの配置
　【再掲：重点２－①】

◆福祉活動推進員（市民コーディネーター）の育成事業、地域福祉活動ステップアップ講座
　【再掲：重点１－②】

◆福祉を考える市民のつどい開催（市民ふれあい秋まつりとの同時開催）
　開催日：平成28年11月5日（土）10時～15時
　場　所：草津市役所１階
　参加者：1,500人
　内　容：
　市民ふれあい秋まつりと合同開催し、地域福祉活動を知り、様々な体験を通じて「福祉」について考える
きっかけの場を提供しました。今年度は特に、例年の各単位民生委員児童委員協議会の活動紹介パネ
ルに加え、１４学区社協の活動紹介パネルも展示し、訪れた多くの方々に日頃の身近な地域での支え合
いの姿を「見える化」することにより、地域福祉活動の周知・啓発を行いました。

・中間支援組織である草津市社会福祉協議会が、地域福祉活動の要となって、身近な地域で支え合える
地域づくりを支援できるよう、引き続き充実した体制づくりに努めていく必要があります。（健康福祉政策
課）

・イベントを実施すれば、その時には若い世代も集まるものの、講座や普段の活動における参加者は高
齢の方が殆どを占めているのが現状です。事業をその時限りで終わらせることなく、その後の繋がりを意
識していくことが必要と考えています。（社会福祉協議会）

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

平成28年度の取組実績、成果等

◆近所力アップ講座
　地域に職員が出向き、より身近な福祉の専門職として、住民同士のつながりや地域福祉活動の大切さ
を伝えました。
・合計参加者：183人
（講座内容）
①安心して生活できる地域をつくるために　　依頼団体：老人クラブ、参加者：30人
②市社協の役割について　　依頼団体：地域サロン参加者、障害者更生会、参加者：45人
③熊本地震被災地支援～行ってわかったこと～　　依頼団体：民生委員・児童委員、参加者：23人
④「いつも元気でいるため」に心がけること　　依頼団体：ボランティア、参加者：12人
⑤テーマ：南笠東学区の健康づくり　　依頼団体：学区社会福祉協議会、参加者：53人
⑥テーマ：みんなが地域で幸せに暮らすために　　依頼団体：地域サロン、参加者：20人

◆移動ボランティアセンターの実施
ボランティア活動の理解と参加の促進を目的として、イベントや講座に出向き、移動ボランティアセンター
を設置しました。
事 業 名：高齢者及び災害弱者・避難行動要支援者に気づく体験研修
開催日：平成28年10月2日（日）
開催場所：志津南市民センター
依 頼 者：志津南自主防災連合会
内　　容：車いす体験、高齢者疑似体験、手話体験、点字体験

◆ボランティアフェスティバルの開催
　【再掲：重点２－①】
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第３期草津市地域福祉計画「重点プログラム」の取組状況（平成２８年度）

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。

（計画策定時の状況）

①　地域包括ケアシステムの推進

　○地域ケア会議の開催

　○在宅医療・在宅介護の連携

　○介護予防・生活支援体制の整備

◆地域ケア個別会議と学区の医療福祉を考える会議の開催
　個別ケースの支援内容の検討を通じた地域ケア個別会議と、地域の高齢者の実態や課題を共有し地
域の関係者がそれぞれ取り組めることを話し合う場としての学区の医療福祉を考える会議を開催します。

重点プログラム３

現状と課題

　地域包括ケアシステムの構築にあたっては、地域包括支援センターの機能強化による相談・支
援体制の充実や、各関係機関が連携して高齢者を地域で支えるネットワークづくり、地域課題の
抽出や地域に不足する資源の把握などの取組を進めています。今後は高齢者のひとり暮らしや高
齢夫婦のみ世帯、重度の要介護者、認知症高齢者など、支援を要する高齢者の増加が見込まれる
中、地域ぐるみの取組がより一層必要になります。
　また、地域には、高齢者だけではなく、障害者や子育て家庭、悩みを抱えた若者、生活困窮者
など、多様な支援ニーズを抱えた人々が生活しています。誰もが住み慣れた地域で安心して暮ら
し続けるためには、身近な日常生活の場で、その人に合った様々な支援が、切れ目なく包括的か
つ継続的に受けられることが必要です。

　誰もが住み慣れた地域で安心して暮らすことができるように、医療と介護にかかわる多職種の
連携体制を強化し、切れ目のない在宅医療と在宅介護の提供体制の構築を推進します。また、元
気な高齢者をはじめ、住民が活動者として参加する住民主体の活動や、ＮＰＯ、社会福祉法人、
社会福祉協議会、民間企業などの多様な主体による多様なサービスの提供体制を構築し、高齢者
の社会参加の機会の充実と高齢者をはじめとする地域の支え合い体制づくりを進めます。

平成28年度の取組予定

◆在宅医療・介護連携の推進
　医療や介護が必要な状態になっても、可能な限り住み慣れた地域において自分らしい暮らしを人生の
最後まで続けることができるよう、地域の医療・介護の関係者と協働しながら、在宅医療・介護連携に関
する相談窓口の設置や地域の医療・介護関係者が参画する会議の開催、在宅医療・介護関係者の研修
等を実施し、医療と介護の連携の推進を図ります。

◆生活支援コーディネーターの配置
　生活支援コーディネーターを配置し、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、地縁組織など様々な住民主体によ
る支援活動（助け合い活動）を活性化・充実することにより、高齢者の方々が住み慣れた地域で暮らし続
けられるよう、地域における支え合い体制の整備に向けた取り組みを推進します。

平成28年度の取組実績、成果等

◆地域ケア個別会議と学区の医療福祉を考える会議の開催
　個別ケースの支援内容の検討を通じた地域ケア個別会議を開催し、個別のケースから参加者間で地域
課題を共有することろまでは一定の成果がありました。一方で、全体を通して地域課題を抽出し、見守り
体制を充実させていくための地域資源の開発へつなげていくまでには至っていません。
　学区の医療福祉を考える会議については、開催学区が徐々に増加していますが、全ての学区での開催
には至っていません。
　
　・地域ケア個別会議開催件数　34件
　・学区の医療福祉を考える会議開催学区　10学区／14学区中
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・生活支援体制整備事業として、各小学校区ごとに生活支援コーディネーターの配置と地域の関係者が
参加する協議体を設置し、地域課題や情報の共有と連携を行い、見守りネットワークや家事支援などの
地域住民の助け合い活動、地域資源の開発につなげていけるように取り組んでいくことが必要です。（地
域保健課）

・在宅医療・介護連携の推進事業では、近い将来に到来する多死社会を見据え、多くの市民が希望する
在宅でも終末期を過ごせる環境を整えるため、医療と介護職の連携による支援体制の構築を目指してい
ます。また、支援体制の構築に向けては、在宅診療を行う医師の拡大を図ることが大きな課題であり、在
宅診療医の負担軽減や緊急時に対応できる病院機関のバックアップ体制の構築を図る必要があります。
（長寿いきがい課）

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

◆生活支援コーディネーターの配置
 介護予防・生活支援サービスのあり方やサービスの担い手の養成などについて他市から情報を収集し、
実施の方法について検討を重ね、平成29年度からの実施に向けた制度設計や関係機関との調整、周知
や啓発を行いました。

◆在宅医療・介護連携の推進
　多職種が集まる会議を3回開催し、在宅医療・介護連携推進のための現状や課題などについて検討し
ました。また、市内の在宅医療・介護関係者を対象に事例検討会を開催し、多職種間の円滑な連携のた
めお互いの役割を知り、顔の見える関係づくりを図ることができました。在宅療養をテーマとした市民講座
では、多職種で構成されたメンバーで寸劇とミニ講座を開催し、「かかりつけ医をもつ大切さ」について住
民啓発を行いました。
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第３期草津市地域福祉計画「重点プログラム」の取組状況（平成２８年度）

生活困窮者の暮らしを守り、災害への備えを進めます。

（計画策定時の状況）

①　生活困窮者の自立支援体制づくり

　○情報提供・相談窓口の充実

　○支援ネットワークの構築

　○生活困窮者への具体的な支援

　　（住宅確保給付金、就労準備支援事業、子どもの学習支援事業、一時生活支援事業等）

　○市社協との連携（生活福祉資金、生活つなぎ資金等の相談事業）

重点プログラム４

現状と課題

　近年、貧困や高齢、障害など、様々な課題を抱え支援を求めている人からの相談が増加してお
り、特に、生活保護世帯や生活困窮に至るリスクの高い世帯が増加し、生活保護に至る前の自立
支援策を強化することや生活保護から脱却した人が再び生活保護に頼ることのないよう対策をと
ることが急務となっています。
　国においては、生活困窮者自立支援法が制定され、本市でも、くらしのサポートセンターを開
設して、生活困窮者の自立支援に取り組んでいます。
　また、高齢者や障害者など、災害時に自力での避難が難しい人の対策として、「災害時要援護
者避難支援プラン全体計画」を策定し、支援体制づくりを行っています。

　生活困窮者自立支援法に基づき、生活困窮者を早期に把握し、困窮状態からの脱却を図ること
ができるよう支援を行います。

平成28年度の取組予定

◆くらしのサポートセンター運営
　自立支援相談窓口を社会福祉課に設置。関係各課、施設に事業の周知を行い、また相談員を配置し生
活困窮者の複合的な相談を受ける体制を整えます。

◆個別支援ケース会議の実施
　関係機関と生活困窮者支援調整会議を開催し、支援プランの評価・調整を行います。また関係機関・団
体との情報共有により生活困窮者の把握、早期支援に努めます。

◆県、市社協事業の活用
　複合的な課題を抱えている貸付対象者に対し、県、市社協事業（生活福祉資金、生活つなぎ資金など）
を活用し、市くらしのサポートセンターをはじめとした行政機関と連携しながら、対象者の自立を助けます。

平成28年度の取組実績、成果等

◆くらしのサポートセンター運営
 自立支援相談窓口を社会福祉課に設置し、関係各課、施設に事業の周知を行いました。相談員の配置
により、生活困窮者の複合的な相談を受付することができました。
・相談受付件数　72件

◆生活困窮者支援事業の実施
　自立相談支援事業、住居確保給付金、就労準備支援事業、一時生活支援事業、子どもの学習支援事
業など、生活困窮者の状態に応じた各種事業により支援を行い、自立をサポートします。

◆個別支援ケース会議の実施
 関係機関と生活困窮者支援調整会議を開催し、情報共有を図ることができました。またケースにより、会
議を開催することなく、関係部署・機関との連携を行い、早期支援を行いました。
・個別支援ケース会議　1件
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②　災害時要援護者を地域で支える体制づくり

　○災害時要援護者避難支援プランの推進

　○地域の防災体制づくり、防災訓練の促進

　○福祉避難所の確保

◆災害時要援護者対策の推進
　引き続き課題解決に向けて関係機関と協議を重ねていきます。

◆県、市社協事業の活用
　複合的な課題を抱えている相談者に対し、県、市社協事業である生活福祉資金、生活つなぎ資金等の
活用が相当と見込める場合は関係機関と連携しながら、貸付の案内を行うことができました。
市社会福祉協議会での貸付件数
・福祉資金　　　：　 6件
・教育支援資金：　25件
・生活つなぎ資金：62件

◆生活困窮者支援事業の実施
　生活困窮者の状態に応じた各種事業により支援を行い、自立をサポートすることができました。ただし、
子どもの学習支援事業については学生ボランティアが当該事業を継続できなくなり、実施できませんでし
た。
・住宅確保給付金 　　1件
・一時生活支援事業　9件
・就労準備支援事業　1件

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

・生活困窮者の自立支援相談窓口については、専属の相談員1名により、各種相談に対応しております
が、多様で複合的にな課題を抱えた相談者に寄り添い、相談を受けることができるよう、相談体制の強化
を図り、関係団体との連携を密にし、必要な施策や支援につなげていく必要があります。（生活支援課）

災害時にも高齢者や障害のある人で援護が必要な人が、安心して避難できるよう、また、安心し
て避難所での生活が送れるよう、「草津市災害時要援護者避難支援プラン全体計画」を踏まえ、
地域での支援体制づくりを進めます。

平成28年度の取組予定

◆災害時要援護者避難支援プラン推進事業
　新たに対象となった要援護者や、未登録者のうち優先度の高い人に対して、制度案内を行うとともに、
平成23年度から開始した、要援護者登録情報の町内会提供に加え、消防署への要援護者情報の提供を
行います。
【登録者数】H27.7現在
　要援護者全体数9,296人（うち要援護者登録者数3,344人）
　H28.4現在登録有町内会数195町内会（うち協定町内会数182町内会）

◆自主防災組織事業補助金、減災協働コミュニティ事業補助金
　自主防災組織が行う防災訓練等への取り組みとして、運営補助（定額19千円）および資機材等購入補
助を実施します。平成26年度から平成30年度までは資機材の補助率を1/3から1/2に、補助限度額を100
千円から200千円に引き上げ、自主防災組織の強化に努めています。
　また、学区ごとでの防災訓練等をはじめとした防災・減災事業を支援します。

【予算額】　運営事業補助金　3,040千円（160町内会）
　　　　　　　資機材補助　8,932千円
　　　　　　　減災協働事業補助　700千円（14学区）

◆福祉避難所の指定
　既存の福祉避難所の状況把握を行うとともに新たに協力を得られる施設を福祉避難所として指定しま
す。
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◆災害時要援護者対策の推進
　災害時要援護者登録制度について、民生委員・児童委員の協力を得ながら、登録の推進に努めまし
た。

当該重点プログラムを推進していくにあたっての今後の課題、方向性等

・要援護者の支援体制づくりには、町内会の理解が不可欠であることから、町内会や自主防災組織への
出前講座や訓練の機会を利用し、啓発を継続していく必要があります。（危機管理課）

・登録者の拡大を図るためには、地域での安心できる支援体制づくりが必要です。（健康福祉政策課）

・災害時要援護者登録制度については、住民どうしでの互助が期待されているものの、個人情報保護と
の関係で対象者が把握しきれず、いざという時に助け合うことができないのではないか、との懸念があり
ます。（社会福祉協議会）

・既存の福祉避難所の状況把握を行うとともに、新たに協力が得られる施設を福祉避難所として指定する
など、災害時に避難者の受け入れを円滑に行えるような体制づくりをしていく必要があります。（長寿いき
がい課、障害福祉課、介護保険課）

平成28年度の取組実績、成果等

◆災害時要援護者避難支援プラン推進事業
　災害時要援護対象者リストを毎年度作成し、新規対象者へ制度の案内を行いました。民生委員を通じ
て、対象者へ制度の説明を行い、個別支援プラン作成の推進に取り組みました。
　また、町内会への要援護者情報提供に関して協定締結が進みました。
【登録者数】H28.7現在
　要援護者全体数10,059人（うち登録者3,315人）
【協定町内会数】H29.6月現在
　登録者有町内会数196町内会（うち締結済町内会数189町内会）

◆自主防災組織事業補助金、減災協働コミュニティ事業補助金
　自主防災組織が行う防災訓練等への取り組みとして、運営補助（定額19千円）および資機材等購入補
助を実施しました。平成26年度から平成30年度までは資機材の補助率を1/3から1/2に、補助限度額を
100千円から200千円に引き上げ、自主防災組織の強化に努めました。
　また、学区ごとでの防災訓練等をはじめとした防災・減災事業を支援しました。
【実績額】
運営事業補助金3,211千円（169町内会）
資機材補助　　　7,166千円
減災協働事業補助140千円（3学区）

◆福祉避難所の指定
　アンケート調査等を通じて、避難スペースや設備など既存の福祉避難所の状況把握を行いました。ま
た、新たに協力が得られた施設を福祉避難所として指定しました。
・福祉避難所　1箇所
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