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令和元年度第１回草津市地域福祉推進市民委員会会議録 

 

日  時： 令和元年８月２７日（火）午後１時３０分～午後３時３０分 

場  所： 草津市役所４階行政委員会室  

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、柴田委員、大西委員、竹村委員 

中野委員、中嶋委員、西村委員 

欠席委員： 増田委員 

事 務 局： 【健康福祉部】川﨑部長、溝口理事、増田総括副部長、井上副部長 

      【健康福祉政策課】古野課長補佐、田村係長、西参与、山本主任 

【生活支援課】古川課長   【地域保健課】松本課長 

【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】舟木課長、新庄係長 【社会福祉協議会】馬場主任  

傍 聴 者： １名  

 

１．開会                                   

【健康福祉部理事】 

＜あいさつ＞ 

皆さん、こんにちは。草津市役所健康福祉部の溝口でございます。  

 本日は、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まして、まことにありがとうございます。委員の皆様

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この場をおかりして厚く御礼を申し上げます。  

 本市では、地域福祉を推進する指針といたしまして平成２８年３月に第３期草津市

地域福祉計画の策定をさせていただきまして、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」を掲げて、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というのを目指して、市民の皆様を初め、民生委員児童委員の皆

様や市社会福祉協議会あるいはまちづくり協議会などのさまざまな団体の皆様と連携

をして、地域福祉の取り組みを進めているところでございます。 

 今年度に入り令和という新たな時代になったわけでございますが、引き続き誰もが

住みなれた地域で安心して暮らしたいという願いの実現を目指し、地域の全ての人々

が一人一人の生きがいをともにつくり高め合う地域共生社会の実現に取り組んでまい

りたいと考えておりますので、引き続き皆様の御協力をよろしくお願い申し上げま

す。 

 本日の委員会では、当計画の平成３０年度の取り組み状況と今年度の事業計画につ
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きまして御意見をいただいた後、地域福祉計画の重点プログラムに関連をいたしまし

て、複合化する暮らしの問題と災害時の支援体制について、委員の皆様で意見交換を

行っていただきたいというふうに考えております。  

 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、開会に当たっ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いたします。  

【事務局】 

＜傍聴者について報告＞ 

＜新任委員紹介、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）                                   

〇平成３０年度の事業実施状況および令和元年度事業計画について 

【事務局】 

 平成３０年度の事業実施状況および令和元年度事業計画についての概要説明  

資料 1「平成３０年度実施状況および令和元年度事業計画について」に基づき説明 

【委員長】 

 最後のところで少し御説明いただきましたが、現在、地域福祉計画第３期の４年目

です。地域福祉計画は１期５年間ということで策定をしてきました。４年目というこ

とは、次期計画の準備にそろそろ入らなければいけない時期に来ているということを

委員の皆さんに押さえておいていただければと思います。そのためのプロセスの一環

として、きょうもこの後、皆様から２つのテーマで意見をいただきます。今の説明に

ついて何かわかりづらかったとかいうところがあれば、御質問をお願いします。 

 それでは、次の第２議題ですが、今回は前回委員会でいただいた御意見について

と、それから意見交換の１つのテーマとしての重点プログラム３、複合化する暮らし

の問題についてというテーマで少し意見交換をしたいと思います。  

 まず、事務局のほうから説明をお願いします。  

 

３．議事（２）                                

〇草津市地域福祉計画における重点プログラムから意見交換  

【事務局】 

資料２「草津市地域福祉計画における重点プログラムから（意見交換）」に基づ

き「①前回委員会で頂いてご意見について」および「②【重点プログラム３】複合化

する暮らしの問題について（意見交換）」を説明  

 

【委員長】 
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 資料は事前に委員の皆さんにお配りしています。あらかじめお送りし、この場には

あらかじめ読んできていただいていることを前提にして限られた時間の中で一人一人

の委員の皆様から、できるだけ具体的なお話を伺うというのがこの場だと思います。

そのために、逆に言うと市のほうはこの場で委員の皆様からどういう議論をしてほし

いのかという、あらかじめそういう狙いをもって話題提供なり説明をしていただかな

いといけないと思います。今後、具体的な計画の作業になれば増して限られた時間の

中で議論いただかなきゃならないので、あえて苦言を呈させていただきました。  

 ということで、委員の皆様いろいろとお考えがあろうかと思います。どしどし遠慮

なさらずどなたからでも複合化する暮らしの問題ということで、市の施策も踏まえて

御意見、注文をいただければと思います。いかがですか。  

【委員】 

 資料の１７ページですけれども、相談状況の平成３０年度、相談経路、重複ありっ

ていう資料ですけれども、本人の来所が１２０件で一番多かったですね。その次が関

係機関等紹介ということで９１件ございます。関係機関等からの紹介、わかる範囲で

結構ですけれども、どこからの紹介でしょうか。  

【事務局】 

 関係機関ですけれども、例えば社会福祉協議会さんであったり、生活支援課以外の

市役所内のほかの課というのも入れておりますし、例えば保健所とかかかりつけの医

療機関といったような医療のものもあります。あと町内会長さんですとか家主さんと

か、そういったところから御相談、また、おつなぎいただいたものもございます。そ

ういったところでひとくくりに関係機関とさせていただいております。  

【委員】 

 わかりました。社協がやっぱり一番多いですか。地域包括支援センターというのが

ありますが、そこから回ってくるケースはどうですか。 

【事務局】 

 地域包括支援センターから直接いただいたものもございますし社協さんからという

のもありまして、多いかというとかなり広い範囲にまたがってはおりますが一定の件

数で多目にいただいております。  

【委員】 

 やっぱり先に向こうに行かれる方が多いのではないかな。まだ去年できたサポート

センターを利用するというのがわかってない方が多いと思うので、もう少し広報に掲

載するとかしていただいたほうがいいのかなと思います。  

【委員長】 

 今の「人とくらしのサポートセンター」の相談状況についてのお尋ねでした。  

 委員の皆さんの中にサポートセンターに行かれた方いらっしゃいますか。御自身の

相談というよりも、どなたかのためにとか、そういうことはありませんか。私も行っ
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たことがないので実際に状況がわからないのですが、これは生活支援課の中にあるの

ですか。市役所の庁舎の中ですか。  

【事務局】 

 そうです。生活支援課１階に２１番窓口でございまして、生活支援課の中にござい

ます。 

【委員長】 

 私はいろんな用事でちょくちょく来るけど、余り大きく目立ってここにありますよ

っていうには認識してないのですが、委員の皆さん、場所を御存じですか。というこ

とですね。 

【事務局】 

 はい。済みません。庁舎の中にも案内の矢印などを掲示させていただいているとこ

ろですが、ちょっとわかりにくいところもありますので、また引き続き広報に努めた

いと思います。 

【委員】 

 私の立場が子育て支援団体代表で青少年というふうになってあるのですけども、青

少年から今のこの話に何か意見なりを言おうと思って考えています。 

 資料２の１９ページと２２ページですが、相談内容の中で先ほど説明いただいたよ

うに棒グラフの高い部分、経済的とか病気やとか就職とかを全部含めて個人のプライ

ベートなことで、この内容が町会長は全くわからない。近所もよほど懇意にしてない

とプライベートな個人的な話はわからないし、地域住民のボランティアとか自治会や

とか学校・ＰＴＡ・老人クラブ・子ども会などはどっちかというと、主たる項目から

副次的なほうになる。第一義的には民生委員さんや児童委員さん、包括支援センタ

ー、そういうところが前に出て、そこから連携していくのではないか思いますが、こ

のイメージをつくった意図に沿うために理解していくのは難しいなって思いました。 

【委員長】 

 ありがとうございました。委員は青少年育成市民会議からの御参加ですが町内会長

をお務めということで、本当に身近なところで生活に困ったことを知ることができる

かというと難しいですね。隣近所の関係の中で。こういう問題をどう考えていったら

いいのかという問題提示でもあったかなというふうに思います。  

【委員】 

 私は、老人会から入ったのですが、課題の２－２のほうに書面に書いておられます

課題について、ある程度改善された項目は今まであるのですか。それとも、まだその

ままなのですか。 

 １つ危惧するのは、私の住んでいる地域には、ほとんど次の時代を担ってもらう人

材の育成にみんな心配していると思います。これは私の住んでいるところでも大きな

問題であって、５年ほどたったら全ての団体、全ての組織が解散というような感じに
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なってしまう可能性もあると思います。それだけリーダー不足、また役をしてくださ

る人の不足、そういう気持ちのない人がほとんどです。若い人はたくさんいるのです

が。そういう地域のために尽くすと言う人は、ほとんどゼロに等しい。そういう時代

と言ってしまえばそれまでなのですが、今やっておられる方が２つも３つも役を兼ね

て。人づくりをもっともっと行政のほうで考えてもらって、どうしたら人がそういう

気持ちになっていくのか、若い人がそういう気持ちになっていくのかということを真

剣に考えてもらわないとおそらくだめになってしまいます。 

 もう一つ聞きたいのは、災害が起こったときに助ける場合です。これは誰が助ける

のですか。流れからしたら民生委員って書いてありますけど、私の学区では民生委員

もなり手が無くて困っています。手があいてる人がいないです。町会長、まちづくり

と書いてあるけど。僕も防災のほうをやっていますが、いざというときに市との連携

いうのは全然なしです。幸い草津はおおきな災害が起こってないので、みんな関心が

ないのですが、いざ災害のときには誰が助けに来るんですか。そう思います。  

【委員長】 

 担い手づくりについては、前回ここでも御議論いただいて、その点は課題であると

いうことは共通認識になっていると思います。具体的にそれぞれどう人づくりするの

かでは課題ですねというところですよね。  

この委員会で計画をつくるという中には、市民みずからの課題として、それをど

うつくっていくのかということを計画の中にできるだけ入れ込みたい。入れ込むこと

を私たち自身の課題としているというふうに私は認識をしています。もちろん市の担

当課の方との協力支援なしにはできませんけども、やっぱりそれは私たち自身の課題

として受けとめていかなきゃいけないのではないかなと思っております。  

【委員】 

 私もそのように前から言っています。後継者づくりというよりも、やっぱり小さい

ときからの教育が必要だと思います。こういう内容の会議に教育委員会は出席してほ

しいと思います。私の経験から申し上げますと、ガールスカウトがあり、ボーイスカ

ウトがあり、地域では、私の幼少期、先輩の方々、上級生の方々が遊び方、勉強の仕

方を教えてくれた。そういった中で我々は育ってきています。そういったことを考え

ると、やはり小学校からの教育でボランティア活動が必要であると思います。  

【委員長】 

 若い人に期待したいということですよね。  

【委員】 

 だから期待する、育てないと、そこに目を向けないと。こういう課題であれば、教

育委員会が出席されて参考にしてほしいのです。 

【委員長】 

 教育委員会に来てもらうのがいいのか、教育委員会とまた別の場のところで突っ込
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んだ議論をするのがいいのかはあるかと思いますが、共有する課題であるということ

は言えるかなと思います。  

【委員】 

 １７ページですけれど、相談の窓口に来られた方は、複合化するいろいろな悩みを

もった方なのでしょうか。それとも生活困窮の方なのでしょうか。 

【委員長】 

 御質問の趣旨は、人とくらしのサポートセンターに来られた方の御相談の内容がど

ういうものなのかということだと思います。プライベートにかかわるから具体的なこ

とではなくても、ある程度一般化できるような事柄としてお答えしていただければい

いかなと思うのですが。 

【事務局】 

 昨年度の分でいきますと御相談のうち１７５件というほとんどの部分で生活困窮者

自立支援相談に分類できるものであったと思いますが、ただ要件的には生活に困って

いることに含め、いろいろ家族関係であったり、就職がうまくいないとか複合的な問

題も御相談をいただいております。  

【委員】 

 この１７ページで本人様の来所っていうのがかなり出てるので、複合型で本当にい

ろいろ困っておられるという方はなかなか自分から御相談には行けずその日その日の

生活で追われているという感じがすごくします。なかなかそこの窓口に行く、相談を

するということ自体ができないのではないかなと思います。  

 市役所の窓口で待っていていいのかなというのを感じます。外に出て、そういった

方たちを掘り起こしていくぐらいの気持ちがないと、本当に困っている人たちはつぶ

れていってしまうんじゃないかなと、私はそこまで思っております。 

【委員長】 

ケアマネジャーのお仕事をされているということで、実際にお仕事の中で大変な

困難なケースにいろいろと直面されているのではないかなというふうに思います。本

当に困った人は窓口に相談に行くかという根本的な問題を提起していただいています

よね。地域には確実にいらっしゃる。その方たちの生活の困窮をどう行政が見つけ出

し支えていくのか。ここは前回のところもこういう議論がポイントだったように思い

ます。地域の人がそういう人を把握して、地域の力だけでは解決できない問題とし

て、それはそれぞれの専門機関につなげていくという、そういうことが課題かという

ふうに、前回の議事録を読み返して私は改めてそう思ったのですが、そういうことじ

ゃないかなと思います。 

【委員】 

 人とのくらしのサポートセンターっていうのは、私はこの場で恥ずかしながら初め

て知ったのですが、受けた相談をたらい回しにしないという意味では１つの窓口で受
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けてというのはすごくいいと思います。逆に相談が解決するまで、どのような過程を

踏むというか、どのぐらいの時間がかかって解決に向かうのかというのを具体的に知

りたいなと思います。 

【委員長】 

 きょうのデータは相談のデータですね。この後どうなったかっていうのが資料に出

てないですけど、それはありますか。  

【事務局】 

 相談に来ていただいて例えば関係機関とか関係課とかにすぐにおつなぎしたり、紹

介して、それで終了とさせていただけるものもあります。ただ、本人さんになかなか

出会えないことで、本人さんの困っておられる状況を把握するのにも時間がかかると

いう事例もございまして、その場合は何度か訪問をさせて頂いたり、そういった方法

で一定状況を把握できるまでセンターのほうで何回か対応させていただくということ

もございます。 

【委員長】 

 ということです。よろしいですか。  

【委員】  はい。 

【委員】 

 先ほど委員からもお話がありましたけれども、相談される内容っていうのが生活困

難であったり心の問題であったり、そういう割とプライベートな余り人には知られた

くないような問題が多いと思うんです。その中で市役所の窓口へ行って話ができるか

といったら、それは難しいんじゃないかなと思います。だから、もしもそういう相談

があるのであれば事前に電話で予約をして、個別の部屋でゆっくり話を聞かれるよう

な方式でないと、私もいろいろ主人が病気障害者になったり子どもが不登校で引きこ

もりになったりしたんですけど、そういうときに窓口に行って話をしたいかといった

らそうではなくて、やっぱり親身になってマンツーマンで個室で話を聞いてほしかっ

たので、そういうところはどう考えてらっしゃるのでしょうか。 

【委員長】 

 どうぞ。実際は窓口対応だけじゃなくて個室に入って相談いただくという対応をさ

れているのでしょうか。 

【事務局】 

 そうです。一応予約は要らないとなっておりますが、もちろん事前にお電話いただ

いた場合は確実に相談員がいる時間を合わさせてもらうことも可能ですし、相談室も

用意しておりますので、そちらでお話を聞かせていただくことができます。  

【委員】 

 少し前になりますけれども、人とくらしのサポートセンターができる前の話ですけ

れども、私、保護司という立場でやはり一般的に広げるわけにはいかない部分がある
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のですが、そのときに対処していただいたことを事例で挙げさせていただきます。 

 子育て中のお母さんで、生活困窮者で、それで保護司の世話になるということは犯

罪をされてる方。ところが、それを市役所とかに相談しに行くには、やはり本人も行

けない。自分が保護観察中というので転々といろんなところを回って来られて、最終

的に私がもったときに子どもさん２人、幼稚園も行ってない。予防接種も何もしてい

ない。すごく心配な方で、私がどうしようかなって本人と何度もお話しました。そう

したら、本人はやっぱり市役所とつないでほしいけれども、手だてがわからない。だ

けど、プライベートなことがいろいろあるのでなかなか踏み切れない。それで本人の

了承を得て一緒に子ども家庭課に行くことになりました、子どもを連れて。ところ

が、やっぱりいざ行くってなると迎えに行っても出てこない。やっぱり行けない。そ

れでもやっぱり子どもさんも学校にも行かないといけないし、予防接種もしてないと

いけないし、それから生活保護という形もあるからと言って説得して、それで私のほ

うから市役所にもう一度連絡いれていいかと言ったら、本人はやっぱりいれてほしい

ということだったので、市役所に連絡、それは子ども家庭課だったと思いますが、そ

この保健師さんたちがすごく親切で、お二人で私の面談と同時にそこのおうちに来て

くださいました。本人は市役所に行かなくても自分の家で相談を受けることができま

したが、結局何で嫌がっていたかというと、かなり書類を書かないといけなかったん

です。例えば保育園へ入れる手続とか、それからいろんなことの手続、そういう手続

は１人でできません。それに、市役所へ例え行ったとしても、どのように伝えたらい

いのかわからない。私も今こうやって人とくらしのサポートセンターみたいなのがあ

れば、そこへつなげたかもわかりませんが、とりあえず１つの問題だけ、子どものこ

とをまず第一に考えてそちらにつないで、それで市役所の方がわざわざ来ていただい

て、私の立ち合いのもとその場所で何枚も書類を書かないといけなかったんですが、

個人的にゆっくりしたらその方も書けました。  

 それで何とかつなげたんですが、やはり犯罪や非行など、そして保護観察中とかそ

ういう方にとってはやっぱり難しいです。民生委員さんとかだとまだすんなりと言え

ますが、私の場合、保護司という立場で連絡すると市役所のほうも何か感じられたみ

たいで、でもこれは本人と話した上で進めました。そういうデリケートな問題は難し

いし、保護司からの相談やということになるとやっぱり市役所のほうも構えるという

のはすごく感じたので。誰にでも平等に相談できるようにしたいのですが、どうして

いったらいいのか、ちょっと悩んだ例ですが、一応お伝えしたいと思います。  

【委員長】 

 委員の保護司としてのお仕事で、お話が具体的ですよね。この方の生活困窮の状況

がよくわかりました。話は具体的な事柄としてやっぱり話すことが、解決に向かうん

じゃないかなというふうに思います。 

 生活困窮者の状況等、その方への生活の支援を具体的にどうしていくのかというこ
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とは、地域福祉計画の中でも大変大きな今日のテーマです、重点プログラムですの

で、今日、委員の皆様から出していただいた具体的な課題をもう一度、事務局のほう

でも整理をしていただいて、また次回に向けてまとめていただければというふうに思

います。 

 

 次の議題です。重点プログラム４の災害時の支援体制について。 

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

思います。 

【事務局】 

資料２「草津市地域福祉計画における重点プログラムから（意見交換）」に基づ

き「③【重点プログラム４】災害時の支援体制について（意見交換）」を説明  

 

【委員長】 

 どうもありがとうございました。災害時の支援体制についてということで、皆さん

それぞれいろいろ御意見や御苦労はされていると思いますが、そういうものも踏まえ

て御意見いただければと思います。いかがですか。  

 御意見の前に１つだけ確認ですが、３５ページの町内会との協定状況のこの協定

と、それから３９ページの個人情報保護法の協定書を交わしという、この協定と同じ

ことですか。 

【事務局】  はい。 

【委員長】 

 つまり、協定というのは個人情報保護にかかわる市と町内会との協定と、そういう

意味ですね。はい、わかりました。いかがでしょうか。  

【委員】 

 先ほど委員がおっしゃったこと、そのとおりですけれども、希薄になっているとい

うことは確かだと思います。我々も実際にこういう民生委員という仕事をしながら、

それをやっていかないといけないという役目もありますので、災害時の問題で、一番

プレッシャーがあるのが個人情報の問題をどう扱うかという形になってこようかと思

います。 

 一番初めの登録用紙については、最後の２人の支援者をどうするかいうところがネ

ックになって出したいけど出せない、同じ横に住んでいてもその人に頼めないという

のが現状だというふうに思います。旧の我々が住んでいるところは１つの敷地に親子

が住んでいるとか、そういう形があります、ただ夜と昼間との違いも災害時の問題は

考えていかないといけない。夜は結構家族がそろっているけど、昼間は家族が仕事や

学校でいない。そういうことも今後、考えていかないといけない部分かなというふう

に思います。 
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 あと、やはり私、南草津に住んでいますが、マンションの管理組合を主体とした形

のものをつくっていかないと、人はいるのですが災害が起こったときに町内会で対応

できないという部分が非常に多いです。１万２，０００人が住んでいる中で、４割近

い人数がマンション住まいという形になりますから、そういった中では防災組織だけ

でもマンションにつくっていくような、施策をしていかないと空っぽになってしまう

のではという部分がございます。 

 あと、老上の事例が出ておりました。写真があって、４２ページのところに支える

人と支えられる人の図があって、実際にこういうものをつくる必要はあるだろうと思

うのですが、大阪で災害が起こったときに市で要援護者登録名簿をお使いになったと

ころはごくわずか。３市か４市ぐらいしかなかったと新聞で公表されたと思います。

実際、私も名簿は頂戴していますが、実際に起こったときに使用できるかな。やはり

御近所の方が一番頼りになるのかなという気がしますから、最初にチェックのときに

は必要かもわかりませんけども、実際、災害が起こったときには多分、役に立たない

だろうというふうに考えています。 

 ある程度の個人情報をオープンにしながらやっていける町内会さんがあればベター

かなというような気はしますが、誰が支援に行くかどうかわからないというか、名前

と地図だけ渡してここちょっと頼むわというわけにはいかないだろうと。時間がかか

り過ぎて、把握するのに相当な時間がかかるし、あと町内会に入ってない方もいます

し、特に南草津は学生マンションが多いので名前が登録されてない。お住まいになっ

ても市に登録がないという形のところもありますから、それぞれずっと突き詰めてい

くと非常に空白部分が多いです。もれる部分が多いということになります。 

 災害弱者といわれ、確かに要支援１とか２の方もおられますが、車いすとか利用さ

れている方をピックアップしてどうするかというリストアップが必要ではないか。た

だ、行政からいただいたリストをそのまま使用するよりも、それをどういう形で地域

の方々が活用するかということのほうが大事かなという気がいたします。  

【委員長】 

 他いかがでしょうか。 

【委員】 

 私も民生委員させていただいているので、この災害時要援護者登録制度についてお

尋ねします。先ほどの委員のほうからもおっしゃっていましたが、避難支援者です。

これ２名書かないといけない。古くからおられる方は隣近所のおつき合いがあります

が、先ほど言われましたようにマンション、アパート、隣に誰が住んでいるかわから

ない方が結構おられます。私の担当してる地域も２棟あって８０軒のうち独居の方が

８名ぐらいおられますかな。１割ぐらい独居の方がおられます。高齢の７５歳以上で

す。そういう方に本当はこういうのを入っていただいたほうがいいと思いますが、２

名、支援者を書くのが無理だということです。定例会とかでは私は聞くのですが、そ
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うしたら避難支援組織、どこどこの町内会と書くことでよかったのですか。確認した

いのですが。 

【委員長】  事務局。 

【事務局】 

 制度を始めた９年前はここは絶対に書いてもらわないと申し込みをいただけないと

いうことでしたのですが、それでは全く本当に支援を必要としている方にこの制度が

行き届かないということで、書いていただきたいところではありますが、書かなくて

も登録、申し込みをいただけるという形になっておりますので、絶対に書いてもらわ

なくてはいけないというものではございません。  

 以上でございます。 

【委員】 

 わかりました。そのように私は聞いていますが、ただ支援組織としてはやっぱり書

かなければいけないように聞いていますが、それはそのとおりですか。  

【事務局】 

 例えば町内会とか町内会がつくった自主防災組織で支援していただけるというのが

明確であれば具体的に御記入いただければいいのですが、抽象的であれば必要ないと

思います。ここに書いていただきたいのは隣近所とか本当に近くに住む身内のお名前

を書いていただきたいと考えております。  

【委員】 

 わかりました。一番大事なのは、やっぱり緊急時の家族の連絡先。これが一番必要

だと思いますので、そのようにやってみます。 

【委員】 

 今のは行政さんの丸投げと違うかなというような気がする。行政は町内会と協定を

結んでいるので、空欄でいいのかはっきりしてほしい。  

【委員長】 

 個別支援登録申請書の最後の欄ですね。避難支援者、避難支援組織のところが空欄

でいいのか書かなければならないのかというところで、具体的にどうするんだという

ことなのですが、これは今の段階でお答えできます。  

【事務局】 

 今の御意見ですが、結局行政が地域の皆さんに丸投げするのですが、手元に届いて

ある申請書を行政で受けましたら、そのまま町内会にお渡しします。その状況を町内

会の方に御認識いただきます。支援者が選定されてない状況。今パワーポイントで説

明させていただきましたとおり、町内会のほうで少し御無理を申し上げるのですが設

定いただくという切り口もございます。災害のときは行政では立ち行かないという状

況になると思われるので、町内会の方に対応をお願いする形に、現時点ではなってお

ります。 
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【委員長】 

 町内会長をされてる方、御経験のある方、この点で何か御意見は。  

【委員】 

 私、町内会長もしているのですが、申請用紙の４枚複写は無理です。一番下は読め

ないような状態です。できるだけ強くとか言っても限界があります。全部町内でお渡

しするなら、１枚で市のほうはコピーで済むように、４枚も複写しなくてもいいんじ

ゃないですか。紙がもったいないだけやと思います。いかがですか。 

【事務局】  ちょっと検討させていただきます。  

【委員】 

 それよりも、町内会長は１年や２年、それぐらいでかわります。そのときに結んだ

協定のところにこういう形でお渡ししますけど、ここ空欄のところは町内会でお願い

しますよという形のものがあるのですか。 

【事務局】 

 今いただいた御指摘に１００％の回答ではないですが、町内会長さんの口頭の引き

継ぎにならないように協定書の内容、支援者の情報というのをこういった町内会ごと

にファイリングをしております。それで、この内容を引き継いでいただく形になりま

すので、もちろんそういった内容もお引き継ぎいただきたいというのと、また毎年、

年度初めになりますと町内会長された方に引き継ぎをしていただきますようにお願い

しますという文書は書かせてもらっていますが、一番大事なところをもう少し文書で

詳しく書かせてもらう等の工夫をさせていただきたいと思います。  

【委員長】 

 ほかの方の御意見もいただきたいのですが、いかがですか。大事なポイントかと思

うのですが。防災関連で。この書式の具体的にどうするかというのは、ここのところ

でこうしますというのは今応えられませんし、一応課題として預かっておいて対応し

ていただければと思うので。 

【委員】 

 要援護をしていただく当事者の立場の関係としてお話をさせて頂きますが、実質、

一般の方と同じような形のところに避難を設けていただいても、実際は困るんです。

そういうところの草津市の取り組みというか、そういう関係は今日の話の中ではなか

ったのですが、要援護者の避難所と一般の健常者の避難所では、時間がたつことによ

って避難場所も苦痛の場所になる可能性があります。そういうことに対する取り組み

方の話は今日は何もなかったです。 

【委員長】  どうですか。 

【事務局】 

 大変申しわけございません。福祉避難所に関しましては、市でも４カ所、公共の施

設を指定させていただいておりますのと、あとは高齢者施設、障害者施設、それぞれ



－ 13 － 

民間にございますが、事業者の皆さんに災害のときにスペースを、避難場所として使

わせていただくことで協定を随時、市のほうでさせていただいておりまして、委員が

おっしゃられるように普通のケアではちょっと行き届かない場合は、そういった事業

者の皆様、スペースを個別に設ける仕組みになっておりますので、それが今日の説明

ではなかったですが、そうした対策も進めておりますので、よろしくお願いします。  

【委員長】 

 災害時の避難所、特に障害者の方への避難所については、地域福祉計画も含めない

といけないのですが、防災計画の中にも入ってることになるんですよね。  

【事務局】 

 漠然とした形になるのですが、これは草津市だけの問題ではございませんので、福

祉避難所をしっかりと手配していくという形になっております。公共の自前でできな

い分、民間の事業所にお手伝いいただいてるのが現状でございます。  

【委員長】 

 という状況だそうでして、地域福祉計画の中でこれを具体的にどういうふうに盛り

込むかという課題でもあろうかと思います。  

【委員】 

 やはりそういったものに対するＰＲというものが関係者には伝わっていない。私、

草津市の一応代表をさせていただいておりますが、福祉センターが避難所なのか、そ

れ自体知りません。私の認識不足かもわかりませんが。 

【委員長】 

 十分に情報が伝わってないというのと、それから市の側からすれば福祉を必要とさ

れる方の避難所を受けていただくのは民間事業者の対応次第という面もあるんですよ

ね。 

【事務局】 

 民間に関しましてはそのとおりでございまして、全ての障害者施設、高齢者施設が

福祉避難所に位置づけているわけではございませんが、新たに事業所を設置されまし

たら担当現課のほうが御説明して、協定を結んでおります。  

 福祉避難所の場所に関しましては、市のホームページとか定期的にまた市の広報な

どで周知してまいりたいと思いますので、またよろしくお願いいたしたいと思いま

す。 

【委員長】 

 そういう現状でございます。  

【委員】 

 大変力強いお話をいただいたのですが、例えば緊急のときには一番近くの広域避難

所へ地域としては御案内してくださると思います。また連れていっていただけると思

いますが、そこで例えば民生委員さんとか地域の町会長さんがあなたはここでは苦痛
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やから、どこどこの落ちついた時間帯に移動するという認識って全然ないですよ。

私、町内会長もまちづくり協議会の会長もしていますが、そういった資料はないで

す。関係する方々がその知識をおもちでなければどうなのか。 

【事務局】 

 貴重な御意見ありがとうございます。避難所の指定のほうはホームページ等にもお

知らせすることにはしていますが、御存じないというところも含めまして、こちらの

ほうのＰＲ不足でございまして、また地域の委員さん、町内会長さんとかそういった

方々に広く知らしめていこうというふうに思っておりますので、御理解いただきたい

と思います。 

【委員長】 

 広報の仕方も課題だと思います。ホームページでごらんくださいだけでは足りない

ということは担当課も十分認識していただいたと思いますし、どういう方にどういう

情報をお伝えするのかということを具体的に考えていかないといけないですね。今の

災害時に特別な配慮を必要とされる方の避難所については、その当事者だけでなくて

町内会長さんだとか地域の人たちもそういう場所がありますよということをちゃんと

知っていただかないといざというときに役に立ちませんので、それを知っていただく

ためにはどういう情報の伝え方をしなきゃいけないのかというのが課題であるという

ことでよろしいでしょうか。 

【委員】 

 福祉避難所の関係では、福祉施設を福祉避難所にするというのはいとも簡単な話で

す。ところがいろんな状態を想定したときに、例えば１４学区、それぞれで何とかと

言われたときに、玉川学区では玉川小学校か玉川中学校か玉川高校かどこかにみんな

分散しないといけない。その中に福祉避難所たる第一義的な現場をどういうふうにす

るかということを考えることが必要であって、今の話では、こうやってする、ホーム

ページ見たらわかる、そういう次元の話と違って、状態に応じてどうするのかという

ことを考えないといけない。逆に、例えば登録者数が３２％。役所はどう思っている

のか。１万２，０００人おられたら１００％を目指したいです。まちづくり協議会か

自治連かに何とかしてくださいよという話も聞いていません。絵に書いたぼたもちで

終わっていたらいけないし、目標設定はどういうところかということをはっきり言っ

て、それに対して意見を求めて、こういうふうに修正しようかという形にしないとい

けないということを、発言させて頂きたいというふうに思います。  

【委員】 

 いつもこういう災害に対する問題のときに提案することが多いのですが、今お話に

なっていたようなことはもちろんですし、もうちょっと重症の難病の方とか、医療や

ら緊急の手配がいるような方のことの情報を一部でもっていてもいけない。広域災害

になった場合にできるだけ広域で、それからもう一つは広域消防組合がきちんと情報
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をもって動けるような仕組み、これは個人情報との関係もあっていろいろ難しい点も

あると聞いていますが、倉敷の水害のときに大変問題になりましたが、消防隊が結局

把握できてなかったということがあって、一次の救急が遅れたということがありま

す。これは、ぜひ共有いただく仕組みを広域でつくっていただきたい。  

 それからもう一つ、いろんな情報を先ほどのものも含めて町内会長さんがお持ちだ

ということですが、町内会長さんが被災することもありますし、災害の種類によって

はいろんなケースが考えられる。この前ちょっとどこかで聞いたのですが、その人の

情報を何かあったらここに連絡してください、この人に連絡してください、あるいは

かかりつけの病院はここですよという情報をプラスチックの棒に入れて冷蔵庫に入れ

ているんです。学区ごとにやってるみたいですが、これを草津市全体で取り組んでも

いいじゃないかと思って聞いてて、そうするとどこの家にも冷蔵庫をあければ緊急連

絡先とか最低限必要な情報があるんだということになると、災害のときにも非常に役

立つと思って、これはすごい仕組みだなと思って聞きました。  

【委員】  命のバトンです。 

【委員長】 

 ほかにございませんか。私から当事者としてですが、駅周辺マンションで町内会が

設立されてない、災害時どうするのということですが、今回は市と町内会を通じた情

報の共有というテーマでしたが、マンションの場合には町内会がないところが多いで

すし、しかし必ず管理組合があります。だから、アプローチの仕方をもう一つの別の

視点でもつべきだと思います。管理会社は区分所有者の情報をもっています。簡単に

はそれは個人情報の問題がありますが、そこには緊急連絡先という情報も入ってま

す。いざというときに区分所有者ないしは入居者の方が何かあったときに、管理組合

として対応するための情報というのをもっています。ですから、そういうものも１つ

の選択肢として考えないと、この問題は解決できないと思います。学生マンションも

同じだと思います。大家さん、所有者が多分、賃貸契約を結ぶときに必要な情報はそ

の中に当然附随していると思います。そういうのは、それぞれの協定をつくらないと

いけないかとは思いますけど、課題もあろうというふうには思います。  

 今回いろいろ具体的な提案を出していただいたので、またそれを整理していただき

たいと思いますが。 

【副委員長】 

 今の災害の登録制度、災害時要援護者登録ですけども、こんなお話が今年ございま

した。６月２２日土曜日、減災シンポジウムいうのがこの市役所２階で開催されて、

京大の先生のお話を聞かせていただきました。そのときですが、草津市につきまして

は特に震災的には本当に被害の少ない場所でもあるということもございますが、マン

ションにお住まいの方は高層階、２階、３階以上に住まれる方はその状態で待機して

ください。逆に避難することによって事故につながるというようなお話をいただきま
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したので、そのことを踏まえた中で今の要援護者については後ほどの確認というもの

は大事だと思いますが、いきなりマンションの人たちに避難してくださいと言うこと

については逆になるというお話をそのとき聞かせていただきまして、３階、４階、５

階におられる方はその状況の中で待機していただいて後ほどの確認が大事ですという

お話もいただきました、市のほうもそのことも減災シンポジウムに参加された方、多

分聞かれたと思います。誰でもかれでもみんな要援護者という形の中で避難してくだ

さいということもどちらかいえば危険なところもあると思うし、やはり戸建ての人た

ちとか低床のお住まいの人たち、また河川とか山肌に近いところとか、そういうとこ

ろの人たちは当然避難をしていただかなければと思っております。 

 もう一つ戻りますが最初の問題の件で、相談の窓口ということで私ども社会福祉協

議会といたしましては、心配ごと相談というのを開設いたしております。月曜から金

曜まで、１０時からお昼の１時間抜いて３時までずっと毎日させていただいていま

す。また、第１と第３の水曜日でございますが、弁護士相談も受けております。内容

といたしましては市の人とくらしのサポートセンターと同じような形の中で、家族関

係とか生計とか財産、また職業、また医療関係も多く、おととし２９年が２２５件、

３０年度が２３９件の相談がございます。  

 特にその中でもう一つは金銭的な相談です。全国の社会福祉協議会が取り扱ってい

ます生活福祉資金というのがあり、多くの方たちがこれを御利用いただいています。

もう一つ、生活つなぎ資金というのは、これは草津市社協がやっております事業でご

ざいますが、市民からいただいた寄付金によって社協が独自でさせていただき貸し出

しもいたしております。 

 あとはもう一つございますが、フードバンクを今やっておりまして、食糧支援もさ

せていただいています。相談については逆にこちらに来られて対応できない、市のほ

うから逆に社協のほうに回していただくことが多々ございます。 

 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。ちょっと時間が超過してしまいましたが、今年度

全２回の１回目、あともう一回、年度末ですが、１回、大体２時間です。という限ら

れた時間で大事なことを議論しなければいけないので、あらかじめ資料をお配りしま

すので、それを読んでいただいた上で的を絞って御発言をしていただけるように、改

めてお願いをしたいと思います。私としては、委員の皆様全員からいろいろ御意見を

伺うようにするというのが私の役割かとは思いますので、そういう点ぜひ御協力をお

願いしたいと思います。 

 以上で、本日の第１回草津市地域福祉市民委員会、終了させていただきます。どう

もありがとうございました。  

 事務局からお知らせありますか。  
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４．その他                                   

  特になし 

 

【事務局】 

 今、委員長からお話ありましたとおり今年度の会議、きょうも含めまして２回を予

定しておりまして残り１回となります。日程のほうは、また改めて御連絡をさせてい

ただきますのでよろしくお願いいたします。  

 それと本日、いろいろな貴重な御意見をいただきました。役所の情報の出し方、そ

ういった部分については割と工夫をすれば早期に実現できるものもあるかというふう

に思いますので、その点についてはこれから検討してまいりたいというふうに思って

おります。今後ともよろしくお願いを申し上げます。  

 

５．閉会 


