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平成２７年度第５回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日 時： 平成２８年２月４日（木）１４時００分～１５時３０分 

場 所： 草津アミカホール２階 研修室 

出席委員： 佐藤委員、清水委員、小林由委員、野田委員、白井委員、奴賀委員、 

中後委員、馬塲委員、大西委員、田中委員、中村委員、岡田委員 

欠席委員： 白井委員、井上委員、樋上委員 

事務局：  太田健康福祉部長、平尾健康福祉副部長、古川課長、織田副参事、 

林専門員、寺田主任 

傍聴者：  １名 

 

１．開会                                   

【事務局】 

定刻になりましたので、ただ今から「平成２７年度第５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

あいさつさせていただきます。  

 

２．健康福祉部長あいさつ                           

【健康福祉部長】 

皆様、あらためまして、こんにちは。健康福祉部の太田でございます。日頃は、皆

様方には、市政の推進、とりわけ地域福祉の推進に特別のご理解とご協力いただいて

おりますことに厚く御礼を申し上げます。また、委員の皆様方には、大変お忙しい中、

地域福祉推進市民委員会にご出席いただきまして、誠にありがとうございます。  

今日の会議ですけれども、今回で５回目となりまして、今年度最後の開催となりま
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す。この委員会の中でさまざまな貴重なご意見をいただいておりますし、それ以外で

も、ワークショップなどでもいろいろなご意見をいただいております。こうしたこと

のおかげをもちまして、草津市の第３期地域福祉計画の案ということでご提言をいた

だいて、まとめることができました。この案につきましては、パブリックコメントと

いうことで実施させていただきまして、この期間も終わりまして、これから、本市の

計画ということで、市民の皆様に公表するため手続きを進めていくことになります。 

今日の議題としましては、パブリックコメントの実施結果としまして、昨年１２月

１８日から本年１月１８日までの期間に実施したパブリックコメントの実施結果につ

きまして、皆様にご報告を申し上げたいと思っております。 

もう一点につきましては、今後の予定についてご説明を申し上げたいと思っており

ます。のちほど事務局から説明をさせていただき、皆様からご意見をちょうだいした

いと思っておりますので、どうぞいろいろなご意見をお出しいただければと思います。 

本日はどうぞよろしくお願い申し上げます。  

 

【事務局】 

次に、会議の公開につきまして、本日配布いたしました、次第を表紙としました資

料の１７ページをご覧ください。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、会議の開催を案内いたしましたところ、本日傍聴の方が１名いらっしゃい

ますことをご報告申し上げます。 

続きまして、前回、委員会の議事録の公開状況につきまして、ご報告申し上げます。

平成２７年１１月４日の委員会の議事録につきましては、本市ホームページに掲載さ

せていただいておりますことをご報告申し上げます。  

続きまして、本日配布資料の６ページをご覧ください。草津市運営機関運営規則第

６条第１項の規定では、「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。本日はあらかじめ、白井委員様、井上委員様、
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お二人の欠席のご報告がございます。現在、委員１５名のうち１２名のご出席でござ

いますので、本委員会が成立していますことをご報告申し上げます。 

また、運営規則第６条第２項によりまして、「会議の議事は、出席した委員の過半

数をもって決し、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、ご確認をお願いいたします。  

それでは、次第３の議事に入りますが、本日配布資料の６ページ、運営規則第５条

第２項によりまして、委員長が会議の議長となることとなっておりますので、以降の

進行を佐藤委員長にお願いいたします。委員長、よろしくお願いいたします。  

 

【委員長】 

それでは、平成２７年度第５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。今ご案内のように、第３期草津市地域福祉計画の最終案がまとまって、パブ

リックコメントの結果を報告させていただいて、今後の予定となります。時間は１時

から大体２時間くらいとしておりますが、この議題ですと時間があまりそうなので、

事務局とも相談したのですが、私からの提案ということで、せっかく１２名の委員の

方がご出席ですので、当委員会で取り組んできた事柄や、今後の取り組みへの希望・

期待等について、委員お一人おひとりからお伺いする時間をとらせていただきたいと

思っております。この機会にぜひ、忌憚のないご意見をいただいて、今後の地域福祉

計画に役立てていただければと思いますので、ご協力よろしくお願いいたします。  

それでは、パブリックコメントの実施結果について、事務局からご報告お願いしま

す。 

 

３．議事                                   

（１）パブリックコメントの実施結果について 

（２）今後の予定について 
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【事務局】 

社会福祉課の寺田からご説明させていただきます。議事の説明に入らせていただく

前に、お手元の資料の確認をさせていただきます。資料１というＡ４の資料が１枚と、

資料２という今後の予定の資料、こちらを事前に送付させていただいております。ま

た、机のほうに、パブリックコメントで実施させていただきました計画案のファイル

を置かせていただいております。本日、委員様のほうからお持ちいただいている計画

案と同じものとなっておりますので、もしお忘れ等ございましたら、そちらのファイ

ルを参考に見ていただきたいと思います。資料等につきまして不足等ございましたら

お申し出ください。よろしいでしょうか。 

 

（１）パブリックコメントの実施結果について  

【事務局】 

本日の議題１ということで、パブリックコメントの実施結果についてご報告させて

いただきます。資料１を使って説明をさせていただきます。  

資料にございますとおり、第３期計画の策定にあたりまして、１１月４日の委員会

でご提案いただきました計画につきまして、昨年１２月１８日から今年１月１８日ま

での期間で、パブリックコメントを実施させていただきました。実施結果ですけれど

も、お一人から一件のご意見をちょうだいしました。意見の内容につきましては、資

料に記載させていただいている通りでございます。その右側に市の考え方ということ

で、事務局で考えさえていただいたパブリックコメントに対するお答えを記載させて

いただいております。今回パブリックコメントをいただいた結果から、計画案の修正

については行っておりません。ご指摘いただいた、高齢者の見守りにつきましては、

お手元にお持ちの計画案６９ページをご覧いただきたいと思います。６９ページに、

「みんなで支えるまちづくり」ということで、その下に、「地域のネットワークづく

り」という形で書かせていただいております。今回いただいたパブリックコメントの
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意見につきましては、７５歳以上等高齢者のマンション等での見守りがなかなか難し

いケースがあるというご意見を民生委員さんからいただいておりまして、本計画６９

ページの地域のネットワークづくりということで記載をさせていただいております。

こちらのほうを進めていくことで、地域で支援を必要とする方の地域社会への参加の

促進や、地域での見守り体制の充実を進めていきます。以上、今回のパブリックコメ

ントの意見に対しまして、計画案の変更等はございません、ということでご報告させ

ていただきます。本日ご議論いただきたい点につきましては、今回パブリックコメン

トをいただいた結果から計画案の修正は行わないということについて、ご議論をいた

だければと思いますので、よろしくお願いいたします。あわせまして、市の考え方の

案といたしまして、市のほうで考えさせていただきましたパブリックコメントに対す

る回答案についても、ご意見等頂戴できましたらありがたいと思っております。以上

でございます。 

 

【委員長】 

どうもありがとうございました。お一人の方からパブリックコメントをいただいた

ということで、内容の紹介と市の考え方、ご報告いただきました。結論としては、計

画の具体的変更はないということですけれども、この方は民生委員・児童委員という

ことで、当委員会にも、民生委員・児童委員の代表として岡田委員にご参加いただい

ておりますので、これに関してご発言をいただいたうえで、ほかの委員の皆様からも

ご意見をお出しいただければと思います。 

 

【委員】 

今回のご意見でもありましたように、マンションにもいろいろなケースがあります。

例えば、同じマンションの中に、親子が別に住まわれている場合があります。我々と

しては、親子で介護されて安心かなと、普通はこう思うのですが、実際フタを開けて
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みたら、そうではなかったというケースがありました。（その方は）コンビニに新聞

を買いに行かれるので、メールボックスを見ても何も変わりはなかった。それから夏

の暑い日に、お隣が窓を開けていたら異臭がし、発見につながったと…。これから核

家族化がますます進んで、高齢者のみの家庭が増えてくると、心配になってくるのが、

こういった（孤独死の）ケースと、高齢者のひきこもりですね。私は、特にこのひき

こもりが心配になっています。ひきこもり対策が必要になってくるのではないかと思

っています。ひきこもりは、精神的にも肉体的にも決していいことではありません。

有効な手段としては、地域サロン的なものが有効であろうと。町内会活動は確かに大

切です。ところが、ある大きい町内会がありまして、７８０世帯のうち、７２０世帯

がマンション住まいで、うちワンルームが１００世帯、あとの６００数世帯は４棟の

マンションに分かれて住まわれていまして、その中の町内会活動は、集会所を中心に

活動をしています。活動は活発で、地蔵盆などでは子どもたちが２００人くらい集ま

ってきます。それはそれでいいのですが、その延長線上に、そのマンションも活発で

あればいいのですけれども、町内会活動をやって部屋に帰ったらそれでおしまい。で

すから、マンションの各棟に、住民がなんらかの形で集える場所が必要だと私は思っ

ています。それが、地域サロンがよいのか。私はそれが一番だと思っているのですけ

れども。地域の役員さんなどがそのメンバーになって、そうすることによって、皆さ

んと支え合いつながり合う場ができるというのが、一番よいのではないかと思います。

ある地区では２３年前から今でも続いている非正規の地域サロンがありまして、「お

しゃべりしませんか」ということでご婦人方が集まっておしゃべりをしていまして、

その後、卓球をやったり、マージャンをやったりするようになりました。その中で、

９０歳のおばあちゃんがマージャンをやるようになって、それが頭の活性化になって

きたということです。そのおばあちゃんは、集会所で月１回ある老人会に出ていまし

たが、やはり遠いのですね。それで、地域サロンに参加するようになって、人のつな

がりができてきて、大変いい傾向だと思っています。大きな町内会で町内会活動が活
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発だからといって安心するのではなく、やはり各棟にそういった場所、つながり合う

場をつくることが大切だと思っています。そこで、地域サロンは必要ではないかと思

います。申し出があったら積極的に応援します、これでは駄目だと思います。ある程

度、町内会をアピールできる手段があればいいと思います。１万１０００人のうち、

９０００千人がマンション生活、東側をみても、マーメイドシティとか、いまだに１

階の集会所でやっているなあと、町内会活動も活発ではないし。何か振興策を、待つ

のではなく、強烈にアピールする施策はないものかと思っています。  

 

【委員長】 

ありがとうございました。マンションでの孤独死、ひきこもりをなくすために、具

体的には各棟に地域サロン等が必要で、それを強烈に推し進める一つの手段として条

例化も考えられないかというご意見でした。非常に具体的なお話でわかりやすかった

と思いますが、いかがでしょうか。今回の計画にすぐに盛り込むわけにはいかないと

思いますが、せっかく地域サロンの活動を積極的にやっていらっしゃるわけですから、

そういった活動が広がっていくためにどんな手立てがあるのかということは、考えて

いかなければならないだろうと思います。  

 

【委員】 

一般的に、マンションを買われる方の考え方は、「煩わしさから逃れる」、「受け

身だ」ということで、ですから、隣同士のつながりがない、隣に誰が住んでいるのか

わからない、という状況は大体、マンション生活をされている方々です。ですから、

それを今後にどう活かすかというのは難しいと思います。（マンション個々の地域サ

ロンは、）民生委員の方が問題意識を抱えておられるように、重要である一方で、賛

同していただける方、出ていただける方は少ないかと思います。例えば、役をするの

が大変、人と付き合わないで済むなどと思われているのは、マンション生活をされて
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いる方々だと思うのですね。町内会に入らないという方も、マンション生活されてい

る方に多いような気がします。人間関係のつながりが希薄化している中で、条例化、

義務化してしまうと、町内会と一緒でただつくるだけで終わってしまう。地域サロン

の活動をやっていただいていますけれども、趣味とか、そういったところから広げて

いくと。その中でどうやってひきこもりを食い止めていくかということを考えていか

なければいけません。 

 

【委員】 

おっしゃるように、マンションは快適ですが、それは若い時代のことであって、幻

想ですね。結果的に高齢者だけ残っているということになっている。おっしゃること

はよくわかるのです。だけど、我々からしたら、何か活性化する方法はないかなあと。

このままではいけないということをいかに皆さんに知っていただくか、なんらかの方

法で認識してもらうことは大切だ、というのが私の思いです。  

 

【委員】 

平均年齢は６０、若い人はみな出ていってしまって、そんな中で横のつながりが薄

れることも課題だと思う。 

 

【委員長】 

マンションを念頭に置いたご発言、マンションの抱える問題はマンションだけでは

なくて、一時期開発された宅地でも起きているというご指摘がありました。私も実は

マンション住まいですので、感覚的には大体、おっしゃっていることはよくわかるの

ですが、本当にしっかりと分析しているのかというと、そうでもない。みんなそれぞ

れの感覚の中で、たぶんこうだろうな、ということであって、それは今後の課題だと

思いますけど、計画をつくる前提として調査をしますよね、アンケート調査を今回も
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してはいるのですが、もっとターゲットを絞ったアンケートをする必要があるのでは

ないかと思います。例えば今のお話で言うと、マンションに住まう方というのはどう

いう性格の方なのか、ということをもっと具体的に把握することが必要なのではない

かと。端的に言えば、年齢がどうなっていっているのか、たぶん高齢化は進んでいる

でしょうし、お一人世帯、高齢者世帯の数や割合も増えている。その方がなぜマンシ

ョンに住んでいるのかというところまで突っ込んで分析することが必要と思います。

清水委員は、「マンション族」ということで、煩わしいことを好まれない方が住んで

いらっしゃるのではないかと。確かにそんな気もするのですが、ただ高齢化が進んで

きている中で、そうは言っていられないような状況が起きているのではないかと推測

するのです。推測だけでは話が進まないから、具体的に、例えば、マンションに住ん

でいる高齢の方はどういう性格の方を抱えているのか、他方で、小規模開発された団

地の方はどうなのか、あるいは、長年草津にお住いの３世代等でお住まいの高齢者の

方のニーズはどうなのか、どう違うのか、というところまで突っ込んだ具体的な分析

が、次の計画をつくる前提として必要ではないかと、今日のお話も、これまでも同じ

ようなお話を何度かここでしていただいたと思うのですが、そういう課題は出てくる

のではないでしょうか。 

 

【委員】 

確かにマンションにいますとね、出会った人が「私、このマンション買うたん失敗

やったわ」と。同じ階でどんな家族構成になっているのかわからない、突っ込んだ話

もできない、と。また、一部地区には相当活発な町内会、しっかりした組織もあり、

羨ましいと思います。マンションの中にも、町内会活動をしないところもあるし、す

ごく活動されているところもある。今言いました７８０世帯ある町内会も、確かに活

発なのですけれども、個々のマンションを見ますと、何も動きがなくて、ひきこもっ

ている方もいらっしゃいます。先ほど「マンションを買ったのは失敗やった」という
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ご発言もありましたけれども、私も時々聞いているのです。 

 

【委員】 

やはり積極的に参加していけるようなサロンが必要だろうと。  

 

【委員長】 

他の委員の方はいかがでしょうか。 

 

【委員】 

市の考え方について、もう少し具体的に書けないものかなと思うのですが、今の段

階では無理ですかね。 

 

【事務局】 

ご意見をいただいた方も、具体的に「こうしろ」というようなものではないので、

こういう書き方になると思います。 

 

【委員】 

マンションだけでなく、戸建てにお住まいの方についても問題はあるのでは。 

 

【委員長】 

孤独死は、社会問題にもなっていますけれども、この地域福祉計画には、孤独死に

ついても追加しているのでしょうか。  

 

【事務局】 

今の孤独死については、計画の８１ページ、「主な施策」というところの一番下に
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「孤立死防止等の見守り活動の促進」という形で、地域福祉計画に記載していますの

で、ご確認いただければと思います。 

 

【委員長】 

パブリックコメントの実施結果と、市の考え方の提案について、ほかにご意見はご

ざいませんか。なければこの提案で。こちらは市ホームページに掲載していただける

のですね。 

 

【事務局】 

はい。 

 

【委員長】 

それでは、次の議題に移ってよろしいですか。先ほどお願いしましたように、のち

ほどそれぞれの委員様よりご発言をいただく予定ですので、その時にでもご意見をた

まわればと思います。それでは、今後の予定について、事務局のほうからお願いしま

す。 

 

（２）今後の予定について  

【事務局】 

続きまして、議題２の「今後の予定について」というところの説明をさせていただ

きます。資料につきましては、資料２に基づいて説明をさせていただきますので、お

手元に準備のほうをよろしくお願いいたします。 

第２期計画につきましては、現状の関連施策の実施をさせていただいているところ

でございまして、４月・５月に事業実績等のとりまとめを事務局のほうでさせていた

だく予定です。一番右のところが第３期計画の今後の予定となっておりまして、２月・
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３月が計画策定と書かせていただいております。パブリックコメントの実施結果につ

きまして、本日この委員会でご審議いただきまして、各庁内・議会長への報告を経ま

して、４月１日の計画行動に向けて、手続きを進めさせていただきます。計画行動に

つきましては、ホームページへの掲載と広報企画等への掲載をあわせてさせていただ

く予定です。その下に、計画書の配布という形で書かせていただいておりまして、表

の下のところに計画書の配布設置施設の予定と書かせていただいております。計画に

つきましては、すべてが載っている本編、分厚い冊子のものと、カラー刷りの概要版

の２種類を予定しておりまして、こちらの四角で囲んでおります、市民センターや、

公民館等に設置をさせていただく予定をしております。また、滋賀県や社会福祉協議

会、関係機関、こちらに記載の機関につきましては、分厚い冊子をお配りする予定を

しております。また、アンケート調査にご協力いただきました各町内会長さん、各団

体の方につきましては、カラー刷りの概要版をお配りさせていただき、本編の確認に

ついてはお近くの市民センターや公民館、ホームページにてご確認いただきたいとい

う形で、お知らせをさせていただきたいと思っております。  

この委員会につきましては、今回が今年度最終の開催となっておりまして、皆様の

任期が来年度９月末までとなっております。また、先ほどの第２期計画の事業実績と

第３期計画の事業計画の委員会を７月頃に開催させていただきたいと思っております

ので、引き続きよろしくお願いいたします。９月末で任期を終えていただきまして、

こちらで職替えをさせていただき、来年度につきましては、１１月頃に新たな委員様

を迎えて、地域福祉計画がどういうものであるかということと、その時点で社会福祉

法の改正等のタイムリーな話題を取り上げさせていただきながら、勉強会という形の

第１回目の委員様向けの委員会の開催を予定しております。  

以上、簡単でございますけれども、今後の予定の説明を終わらせていただきます。 
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【委員長】 

私たちの任期は今年９月３０日までということです。委員様によっては、次期委員

もお努めになる方もいらっしゃるかと思いますが、当委員会は９月末をもって終了と

いうことでございます。 

 

４．その他                                  

【委員長】 

それでは、忌憚のないご意見をお願いいたします。（席順に）いかがでしょうか。 

 

【委員①】 

失礼します。草津市民が今十何万人とのことですが、先の国勢調査をしたところ、

１３万７千人いらっしゃったということです。この７千人の方が、立命の学生さんで

すとか、どういう方であるのかはわからないのですけれども、この７千人の方の状態、

どういう方がいるのかというのは、民生委員さんをはじめ、ご存知ないと思います。

ですから、そういう方の中に支援が必要な方がいらっしゃるのかどうかということが

大事ではないかと思います。第３期計画にも、民生委員さんの名前がたくさん出てい

ました。個人情報ということでなかなか情報が入ってこない中で、これからより一層

大変になってくるのではないかと思っています。市で、１００歳体操を開催させてい

ただいているのですが、サロンも大事ですけれど、各町内とは言いませんが、１００

歳体操を始めたことによって、今までサロンにいらっしゃらなかった方が「（１００

歳体操って）どんなことやろ？」と顔出しされるということで、新しい仲間ができる

という。この１００歳体操を、草津市が掲示したから行く、という方も多いと思うの

ですね。こういうことは大事だと思いますので、また恣意的に、こういうことをした

らどうかということを考えていただいたら、人が寄ってきてよいのではないかと思っ

たりもしています。まず、各町にその地域のリーダー的な方をつくっていただくこと
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が大事だと思っています。リーダー養成講座をつくるだけではなく、何か立ち上げて

活動を広げていってくださったらいいなと思っています。「近所力」が一番大切だと

思います。以上です。 

 

【委員②】 

よろしくお願いします。私は一般公募の市民代表ということで、一昨年１１月から

当委員とさせていただきました。この地域福祉計画の中のアンケートの時にもお話さ

せていただいたのですけれども、調査の対象者という部分でいうならば、私はここに

まったく引っかかってこないわけで、やはり自分が「変えたい」とか、一般市民のよ

り多くの声を拾ってもらえるようなアンケート調査であることが大切ではないかとい

う思いを持っています。もう少したくさんの声が大切にしてもらえるように取り組ん

でいただけたら嬉しいです。サロンの話が出ましたけれども、子育てサロンとか、高

齢者サロンとか、その辺りの方々の声も拾っていただけると、もっと違った意見が聞

けるのではないかと思っています。あとは、定年後の男性の居場所づくりについても、

今後何か考えていただけたらと思っております。よろしくお願します。  

 

【委員③】 

どうぞよろしくお願いいたします。私は保護司会のほうから参加させていただいて

いるのですけれども、やはり今保護対象になる方も高齢化が進んでいて、なかなか生

活が大変な方が増えてきているということがあります。また、今、お話にありました

ように、１００歳体操が普及してつながりが増えてきたということがありますので、

サロンですとか、１００歳体操の場ですとか、皆さんの場が広がっていけばいいと思

います。先ほどもご発言ありましたように、マンションで活動しているところとして

いないところがあると。地域でもそうですよね。活発に活動している地域と、あまり

にも地域が大きすぎてまとまりがなく活動できていない地域とがありますので、いい
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例を、活動内容をオープンにして、真似ができるような取り組みを市のほうでやって

いただけたら、もう少し、居場所づくりが進んでいくのではないかと思います。  

 

【委員④】 

現在町内会長をやっているのですけれども、いわゆる独居老人とか高齢者は地域行

事になかなか出てこられないです。地域サロンとか地域行事を年に２０数回やってい

るのですが、それでも全然出てこられない方がいらっしゃるのですね。出てこられる

方は必ず同じ方です。住民全体の１割５分から２割くらいです。私は町内会長と福祉

関係の仕事をやっているのですけれども、どうしたら引っ込み思案な人を引っ張り出

せるかということが我々の最大の課題となっています。こちらは一生懸命取り組んで

いまして、何回やっても、誘っても、誘っても、来てくれない。独居老人、特に６５

歳以上を対象としていますけれども、どうしたら引っ張り出せるかと。それと、この

委員会に６回が７回出させていただいていますけれども、今いろいろと計画書を策定

していただいていますけれども、一体この草津市の何割の方が、この計画書に同意し

て一生懸命やってくれるかということ、市は草津市の何割くらいの人を対象に計画を

立てているのかということ、その辺りを私は心配しています。何としてでもこの町内

会を盛り上げるために、一生懸命やっているのです。ただどうしても出てこられない

方にはどうしたらいいかなあと、お知恵を拝借したいというところです。 

 

【委員⑤】 

私は青少年育成市民会議のほうからさせていただいていたのですけれども、高齢者

の話もたくさん聞かせていただいて、民生委員もやっていた経験がありますので、い

ろいろ聞かせていただいて、民生委員さん大変な思いをされているのだなと思いまし

た。あと、この委員会に出させていただいて、すばらしい計画書ができたので、子ど

もも大人も、障害のある方も、すべての方において、一人でも多くの方に注視してい
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ただいて、今まで以上に活動ができる展開になればいいと思いました。 

 

【委員⑥】 

私は町協のほうからさせていただいているのですけれども、過去の委員会でも何回

か申し上げたかわかりませんが、この地域福祉計画を推進していくためには、地域住

民みんなが理解して、一部の人が理解して勝手にやっていくというのは絶対に駄目だ

と思っています。そのためにはどうしたらいいのかということで、やはりみんなで支

えるまちづくり、そのことを地域の人たちに理解していただくということが一番大切

なことだと。そのためにはどうしたらいいのかというと、先ほど町内会のお話も出ま

したが、私もずっと社協のほうもやらせていただいているのですけれども、時間をか

ける、手間暇かける、というのが私の一つの理念として持っているのですけれども、

手間暇と、やはりお金もかけないといけないと思っています。もちろん、税金の無駄

遣いはやめようという世の中になってきてはいますが、それが本当に無駄遣いなのか

ということも検討して、これは無駄遣いじゃない、大勢の人がまちづくりに関心を持

ったり、協力したりしてもらえる、一つの大きな事業だということをご理解いただい

て、時間もお金もかける、これを私はこれからも続けていきたいと思っています。自

治会の加入数もこれから減っていく可能性も大ではありますけれども、そのためには

どうしたらいいのかということを、やはり自治会に入っていただいて、時間とお金を

かけるということも含めて、個人情報のお話が出ていましたけれども、隣近所として

は個人情報というものはもう乗り越えているのです。お隣のおじいちゃんがどうだ、

ということは、よくよくわかっているのです。それを乗り越えるために、まずは自治

会に入っていただいて、地域サロンではないけれども、みんなに出てきていただける、

ということ。この方法はそうなのか、ということ。「町内会に入っても入らなくても

一緒やないか」「どれだけのメリットがあるのか」ということが往々に言われており

ます。従って、私は、町内会に入ったらこれだけのメリットがあるのだ、ということ
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をきちっと出して、町内会に入ってください、ということをやっていかないと、と思

っています。これは行政のほうも検討していただきたい。自治会は任意団体ですから、

無理矢理にはいっていただくことではないのですけれども、入っていただいたらどう

いうメリットがあるのかということを、きちっと表に出して、入っていただきたいと

思います。地域サロンも大切な事業の一つです。私どものところでも、地域サロンを

やっていますけれども、「地域サロンに行く」と言って出かけて、地域サロンにもい

ない、どこにもいない、いわゆる徘徊ですね。どこへ行ったかわからない、というこ

とが起こったのです。あちこち探して見つかったのですけれども、先ほど個人情報の

話が出ていましたが、そういうことが起こり得ることも前提に、いろいろ進めていか

ないといけないと思っています。ある賃貸住まいの方がいまして、その方は町内会に

入っていなくて、ある時車のライトがついたままになっていたのですが、それを近所

の人が見つけて、ただ誰かもわからないので、賃貸住まいの方一軒一軒に聞いて回っ

て、やっと伝えることができたのです。その方は、「ありがとう、助かった」と感謝

されましたが、そこから、近所の付き合いというものは始まっていきますので。そう

いった近所付き合いというものが、まちづくり、支え合いの一番大きな事業と思って

います。もう一つ、こういう近所力を高めていくための事例を聞きたいのです。例え

ば、お葬式ですが、家族葬で近所の人はいりません、これはいけないと思っています。

香典返しとかいろいろと、今までは町内で全部やっていたのです。誰々は１年前に亡

くなったとか、こんな時代になったのは恥ずかしいし、情けないと思うのです。これ

を乗り越えるためにはどうするか、ということを行政も考えていただきたい。これは

地域福祉を進めるうえでも、孤独死を防止するためにも、すべてにおいて一番大切だ

と思っていますので、どういった事業をどういった形で進めたらよいかということを

皆さんにいろいろ聞いて、敬老会であったり、成人式であったり、そういう情報を行

政から流していただいて、この町内では成人式をしていますとか、そういうことが行

きわたる事業を行政でいろいろ考えていただきたいと思います。全員参加の町内会も
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あると聞きます。そういうところに学んでいかないと、なかなか前に進んでいかない

と思っていますので、これからも勉強していきたいと思います。長くなりました。  

 

【委員⑦】 

私は草津市の精神障害者連絡協議会というところでお世話になっております。まず

お聞きしたいのが、資料の配布設置予定と書いてあるところですが、施設の中に障害

児福祉センターがないので、市民センターは１階で、その２階に障害児福祉センター

がありますので、それも加えていただきたい、置いていただきたいと思います。……

そういうわけで、障害者側の立場から参加させていただいたわけですけれども、初め

て参加させていただいて、「地域福祉ってものすごく広いんだ」と感じました。障害

者は、障害者という枠がありますが、地域福祉というのは社会全体のこと。障害者の

中でも、孤独死とか孤立という問題がありますけれども、そういった問題を社会全体

で見ていかないといけないと実感しました。たくさん事業がありますが、それが計画

倒れにならないように、一つずつでもいいので実現させていけたらいいと思います。  

 

【委員⑧】 

意見を聞いていますと、皆さんそれぞれ専門分野でいろいろ勉強されているなと感

心しております。私は草津市の老人クラブの代表として参加させていただいておりま

すが、これまで一切こうしたことをしたことがありませんので、今勉強させていただ

いているところでございます。先ほどマンションの話をされていましたけれども、町

の福祉というのは基本的には同じ考えなのですが、我々のところとはだいぶギャップ

を感じております。地域でお葬式を知らせてくれないということが、田舎でも起こっ

ています。老人クラブの役員をしているといっても、老人クラブでは元気な方ばっか

りが活躍しておりまして、介護とか支援が必要な老人については、民生委員さんに任

せていまして、その点、老人クラブとしてどのように関わっていくかということを、
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代表をさせてもらっていますが、まだまだわかっていない。ここに３回ほど参加させ

ていただいていますが、私自身、介護をしたこともありませんし、全然わかっていな

いのです。皆さん勉強されて実例を挙げてくださっていますが、何もわかっていない

状態で、どこへ入っていったらよいのか。いろんな場に出ていくのですが、それも代

表をしているから行くのであって、代表でなくなったらなかなか行けない。それを地

域でとのようにして発信していくのか。老人クラブとしては、元気な人を対象として

いるようなところがあって、出てこられない人のところまでなかなか踏み込んでいけ

ない、とはいえ、私も今後はそうなる可能性もあります。徘徊老人が電車に跳ねられ

裁判になったというニュースがありましたが、家族のほうもいろいろセキュリティを

しておかないといけないし、我々も目掛け、声掛けなどが大切だと思います。  

 

【委員⑨】 

一般公募のほうで出させていただきました。よろしくお願いします。私どものとこ

ろも少子高齢化の波が来ておりまして、７００人中２００人くらいが敬老会の対象と

なるほどの高齢化が進んでおります。お一人暮らしの方も多いですし、高齢者を支え

ている方も多いですし、民生委員さんのご苦労も多かろうかと思います。７００人お

一人お一人をみるのも大変だろうと思いますし、福祉委員ももう少し地域に密着した

ものになっていただければと思っています。一人でみるよりは、何人かでみるほうが、

より少ない人数で把握できるのではないかと思います。私どものところでも、葬式は

個人的になってきていて、全然知らないまま亡くなられている方もいて寂しいという

思いがありますが、これも時代の波かなと認識しているところです。そういった中で、

この地域福祉計画は、大きな視野に立っておられるので、隅々にまで行われて、そこ

から少しずつ、じわじわと、５年間をかけていろんなものを描いていけたらなと、希

望を持って拝見させていただきました。  
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【委員⑩】 

皆様にはいろいろと民生委員活動にご協力いただいておりまして、本当にありがと

うございます。あらためて思うことは、町内会長さんと民生委員の懇談会というもの

は今までやったことがなかったのですが、民生委員とはどんな仕事をしているのかと

いうことを知っていただくことも必要だと思いまして、懇談会を開いてみたいなと思

っているところでございます。  

 

【委員⑪】（男性） 

昭和３０年４月から草津市社会福祉協議会が発足しまして、今年でちょうど６０年

を迎えさせていただきました。その発端というのは、やはり民生委員さんが中心であ

ったと。福祉の取り組みだけでなく、本当にご協力いただいております。先ほどの徘

徊老人が電車に跳ねられたという件ですけれども、監督責任が問われています。方や

要介護１、跳ねられた方は要介護４で、監督責任があるということですが、８５歳で

要介護１ですから、難しい話なのですね。鉄道会社としては遅延等被害を被ったとい

うことで、２審で１人３６０万円ということになっているのですが、徘徊ということ

について、そのような大きな事故が自分のこととして関わってくるということ。そん

な中で、２９年度からは要支援１が廃止になります。介護保険制度から外されて、地

域でみていただきたいということで、地方でみていかないといけない。訪問介護、通

所介護も切り離されていくわけです。ますます地域福祉の取り組みについて考えてい

かないといけない。概要版の「地域福祉とは」にあるように、この文章、このままな

のです。住民自身が暮らしを良くしたいという思いで助け合い、力を合わせて地域社

会づくりを学ぶことが大切で、この地域福祉計画が策定されたとしても、住民一人ひ

とりがその気にならなければ、助け合いの精神、昔ながらの向こう三軒両隣の精神は

大事で、災害時要支援者登録制度についても、個人情報がどうのではなく、協力して

いただきたいと思います。今回策定した地域福祉計画、その後の地域福祉行動計画、
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それらの形だけでなしに、一人でも多くの人たちに関わっていただきたいと思います。 

 

【委員長】 

地域福祉計画をつくるというのは本当に大変なことで、しっかり検討しないとでき

ないと私自身１回目から関わってきての率直な感想です。その勉強というのは、大き

く分けると二つあって、一つは、国の制度・政策をしっかり勉強すること。国はどう

いう方向で地域福祉を進めているのかということをしっかり見る。それを単に追随す

るというだけではく、草津市独自の制度をつくるためにはどういうスタンスで国の政

策・動向をみていくのかということをしなければいけない。もう一つは、地域の実勢

から学ぶ、実情をよく知る。この二つが必要不可欠だとつくづく思います。国の政策・

動向と地域の実情を重ね合せて、草津市の計画をつくっていくというのが、当委員会

の役割だと思います。俗っぽく言うと、要は“作戦計画”をつくるわけです。状況が

どうであるかということを具体的に把握して、弱み・強みは何なのかということをし

っかり把握したうえで、どういう方向に攻めていくのかということが作戦計画の肝だ

と思います。ただ、私たち委員はたとえ勉強するとはいえ所詮素人で、それで何が必

要かというと、事務局なのです。事務局は個々それぞれの担当部門のプロとして、き

ちっと必要な情報を提供していただき、それを勉強していくのが我々委員の仕事なの

だと思います。その点でいうと、もっともっと、市民の代表である委員＝アマチュア

と、市の担当者＝プロフェッショナルとのコラボレーションがやはり必要になってく

る。国の政策が起こった時に、我々はみんな追いかけられません。他方、地域の具体

的なことはいろいろ知っているけれども、おそらく断片的です。そういったことを助

けてくれるのが、市の担当者だと思いますので、そこのところはもっと今後期待した

いと思っています。これが、今期委員を務めさせていただいて感じたことです。今後

第３期計画の実践の中から、もっといい次期計画をつくる条件が生まれてくることを

期待したいと思います。この間、いろいろとどうもありがとうございました。  
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【委員長】 

他に何かございますか。 

 

～異議なし～ 

 

【事務局】 

それでは、長時間にわたりありがとうございました。質疑のほうは以上で終わらせ

ていただきます。 

それでは、皆様、本日は大変ありがとうございました。計画策定にあたり、今まで

長期にわたって皆様のご協力をいただきました。委員の皆様より貴重なご意見をいた

だく中で、ようやく新しい計画がスタートできることとなりました。また、今日ご意

見をたまわりましたように、第４期を目指してということで、いろいろな課題も見え

てきたのではないかと思います。  

それでは、閉会を前にいたしまして、健康福祉部副部長よりごあいさつ申し上げた

いと思います。 

 

【健康福祉部副部長】 

どうも、ありがとうございました。今年度の計画の策定にあたりましては、佐藤委

員長、清水副委員長をはじめ、委員の皆様におかれましては、大変ご多忙の中、今年

は５回にわたる委員会でのご審議をいただきました。また、別途開かせていただきま

した勉強会やワークショップへのご参加につきましても、大変お世話になりました。

心から御礼を申し上げます。核家族、ひきこもり、地域サロンのお話もありましたけ

れども、わが国におきましては、今後高齢化がますます進んでいきまして、団塊の世

代が後期高齢者となる２０２５年に向け、地域での支え合い、助け合い、こうした地

域福祉がますます重要となってまいります。皆様には先ほど地域の活動や思いなどを



－ 23 － 

いろいろお聞かせいただいたところでございますけれども、市としまして、今回策定

いたしましたこの計画に基づきまして、関係施策の推進を行いながら、地域で活動い

ただいている方や団体関係者の皆様とともに、第３期の基本理念として掲げておりま

す「『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」

を進め、また、人と人とのつながりを進めてまいりたく、今後ともご指導・ご協力を

いただきますようお願いを申し上げまして、あいさつとさせていただきます。ありが

とうございました。今後とも、どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

【事務局】 

ありがとうございました。  

 

～閉会～ 


