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第１章

栗東市地域福祉活動計画策定の意義

１．栗東市地域福祉活動計画策定の背景
今日、全国的に少子高齢化の広がりが深刻化していますが、栗東市においては JR 東海道本線（琵
琶湖線）に沿って急速に住宅開発がすすみ、転入者が増加しており、幼年人口も増加傾向にあり
ます。これはベッドタウン＊ 1 として発展してきたまちの典型的な構造と言え、世帯ごとに個別化
された生活スタイルや価値観の違い等、希薄化する地域・人間関係が引き起こす社会問題に発展
する要素を含んでいます。
その一方では、高度経済成長期にできた住宅地においては高齢化が進み、高齢化率が県下平均
値を上回る地域もあり、市内において、地域ごとにかかえる生活課題は異なることが考えられます。
2000 年から介護保険法、2010 年からは子ども手当等、現在の生活上のニーズ＊ 2 に対応した制度
に移行しつつありますが、個別支援だけでは解決できない問題もあり、地域のつながり・ふれあ
い等が薄れてきた結果、孤独死や児童虐待等が浮き彫りにされています。
こうしたなか、2007 年に策定された行政計画である「栗東市地域福祉計画」を受け、栗東市社
会福祉協議会では、誰もが住み慣れた地域で安心して暮らしていけるまちづくりのために、住民
のみなさんをはじめ、福祉関係機関・団体とともに、個々では解決できない諸問題の解決策や実
施するための取り組み等をまとめることが必要と考え、地域福祉活動計画を策定しました。

２．地域福祉活動計画とは
『地域福祉活動計画』とは、「社会福祉協議会が呼びかけて、住民、地域において社会福祉に関
する活動を行う者、社会福祉を目的とする事業（福祉サービス）を経営する者が相互協力して策
定する地域福祉の推進を目的とした民間の活動・行動計画」
（全国社会福祉協議会地域福祉部「地
域福祉活動計画策定指針」平成 15 年 11 月より抜粋）とされています。
誰もが住みなれた地域で安心して暮らし続けることができるように、地域の福祉課題の解決に
向けて、
「住民や地域でできること」
「行政や福祉関係機関・団体にできること」「双方が協力し合っ
てできること」は何かを、みんなで話し合い、どのような取り組みが必要かを考え、その方向性
を示していくものです。
また「地域福祉活動計画」は、公的福祉サービスの整備促進や改善を含む要素を持つとともに、
住民や民間団体の自主的・自発的な福祉活動を中心とした民間の協働活動により一層の発展と社
会福祉協議会の組織活動の基盤強化にも資するものであることにも留意しています。

＊1

ベッドタウン
 第二次世界大戦後の高度経済成長で都市部に人口が集中し大都市郊外を順次開拓していったことが始ま
り。日本に数多くある民間が開発したニュータウンは都市機能の独立性が低く夜間人口と比べて昼間人口が
極端に低いほぼ純粋な住宅地が多い。その後ドーナツ化現象と呼ばれる都心部の人口が郊外に流出する現象
が進み、さらに開発が加速して全盛期を迎えた。現在ではその動きは沈静化しつつあり、住民の高齢化及び
少子化による学校の統廃合問題や集合住宅・各種施設の老朽化や建替えなどの問題も生じている。

＊2

ニーズ 必要。要求。需要。
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３．栗東市社会福祉協議会の役割
栗東市社会福祉協議会は、1957 年（昭和 32 年）に任意社協として発足し、1967 年（昭和 42 年）
12 月に法人格を取得して以来、社会福祉法人栗東市社会福祉協議会として 43 年余の年月を経過し
てきました。社会福祉協議会は社会福祉法で「地域福祉を推進する団体」として位置づけられて
おり、地域住民のくらしの中の福祉課題を地域の課題としてとらえ、住民が主体となり、身近な
相談窓口や関係機関と連携し、その課題解決にむけての取り組みを進めていくことを目的とした
民間の団体です。
栗東市社会福祉協議会としては、今まで、一人暮らし高齢者等を地域で見守るしくみづくりの
きっかけとして「給食サービス事業」や身近な地域の相談窓口として「心配ごと相談所の開設」
などの独自の事業を展開してまいりました。また、主に自治会単位で開催されている「ふれあい
サロン」などの小地域福祉活動などへの地域支援や介護者の会などの当事者組織化支援をすすめ
てきたところです。
しかし近年、地域住民の課題が多様にわたるとともに複雑化する中で、地域の現状を把握し、
その現状に応じた支援策が求められるようになってまいりました。あわせて、栗東市は滋賀県の
縮図と言われるとおり、学区それぞれに地域特性が異なり、地域課題も特有のものとなっています。
そこで、この活動計画策定過程において、栗東市社会福祉協議会実施の事業の振り返りをすると
ともに、地域の姿を明らかにすべくアンケート調査やヒアリング調査をみなさまのご協力を得て
実施しました。調査では、地域ごとの課題が明らかになったとともに、地域福祉を推進するとい
う目的をもって活動している各組織や地域の姿も明らかになりました。
そこで栗東市社会福祉協議会としては、地域の実態把握を継続してすすめるとともに、学区地
域振興協議会や自治会の役員のみなさんへ、この「栗東市地域福祉活動計画」についての説明をし、
計画実施に向けて、はたらきかけをします。また、地域福祉の推進を目的として活動される団体
や地域のみなさんとの話し合いの場を設け、連携して活動をすすめていくことができるしくみづ
くりをすすめます。あわせて行政に対しても、「誰もが安心して暮らすことができるまちづくり」
をすすめるために必要な条件整備について提言し、住民、社協、行政がパートナーとして同じ方
向を向いて問題解決に取り組めるよう体制の整備をすすめます。
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４．栗東市地域福祉活動計画策定の流れ
H21.12.16 職員学習会

「地域福祉活動計画の必要性と社協活動」佐藤先生によ
る講演

H22.2.3

第１回

職員ワーキング会議

H22.2.16

第１回

策定委員会、
作業委員会 「地域福祉活動計画の必要性と社協活動」佐藤先生によ
る講演

日常生活や業務を通じて考える栗東市の地域課題につい
て協議

栗東市のデータ収集・整理

栗東市の地域課題の整理

委員会発足にあたり
策定委員長 杉本氏

H22.3.10

第２回

職員ワーキング会議

栗東市の地域課題を整理し、４つに分類

H22.3.30

第３回

職員ワーキング会議

①大切にしたい住民の活動
②住民のたすけあいが必要なこと
③公的機関が果たすべき課題
④明らかにしなければならないけれども把握できていな
いこと

栗東市の地域類型化

栗東市の姿を明らかにする

H22.5.19

第２回

作業委員会

栗東市の地域課題について

H22.5.25

第４回

職員ワーキング会議

地域課題をより明らかにするために誰に何を聴きたいか

H22.7.13

第２回

策定委員会

第３回

作業委員会

地域課題をより明らかにするためのこれからの作業につ
いて

H22.8.3

第５回

職員ワーキング会議

地域振興協議会について学習、地域類型と地域特性につ
いて

H22.8.18

第６回

職員ワーキング会議

地域振興協議会へのヒアリング調査にむけて学習

H22.9.3

第７回

職員ワーキング会議

地域振興協議会へのヒアリング調査項目について

アンケート調査・ヒアリング調査の実施
◇ヒアリング調査：各学区地域振興協議会、ディサービス利用者
◇アンケート調査：自治会長、特別支援学級児童・生徒の保護者、
単位老人クラブ会長、各種福祉関係団体、
子育てサークル、ボランティア・市民活動団体、
介護者、老人福祉センター利用者
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課題解決に向けての検討

H23.1.6

第８回

職員ワーキング会議

アンケート調査の結果より

H23.2.3

第３回

策定委員会

調査から明らかになったことをもとに

第４回

作業委員会

地域でできること、関係機関が取り組むことについて

H23.2.10

第９回

職員ワーキング会議

地域でできること、
関係機関が取り組むことについて協議

H23.2.26

第 38 回

栗東市社会福祉大会

パネルディスカッション
「栗東市地域福祉活動計画」策定を前に
“わたしたちの地域の将来のために、
今わたしたちができること”

策定委員、作業委員メンバーがパネラーとなり、地域活動の報告とこれか
ら地域でしたいこと、望むことを発表。当日参加いただいた約 200 名の市民
のみなさまにも参加いただきながら栗東市の将来についてともに考えました。

計画の素案作成

H23.3.16

第 10 回

H23.5.13

第５回

作業委員会

計画の基本理念、基本目標、実施計画の柱について
計画の構成について

H23.5.17

第４回

策定委員会

地域福祉活動計画の素案について

H23.5.23

理事会

職員ワーキング会議

計画の基本目標、実施計画の柱について

地域福祉活動計画（素案）について報告

パブリックコメント

H23.6.6 「栗東市地域福祉活動計画（案）」のパブリックコメントの実施

～6.20
計画素案を各学区のコミュニティセンターに設置するとともに、社会福祉協議会ホー
ムページにて公表し、広く住民のみなさまに計画素案に関する意見を募集しました。

計画策定

H23.6.30

理事会

栗東市地域福祉活動計画の承認

各委員会の構成メンバーとその役割
策定委員会

住民（組織）代表者、福祉関係団体長、大学准教授、市関係課職員、社協役員等、15 名で構成
活動計画の策定方法とその内容について、協議決定を行う。

作業委員会

地域の活動者、福祉関係団体代表者、市関係課職員、社協職員等、16 名で構成
策定委員会で検討する内容の準備作業を行う。

社協職員（総務課、地域福祉課、事業課、ケアマネ、ヘルパー、老人福祉センター、デイサー
職員ワーキング会議 ビス、学童保育所等）19 名で構成
調査項目の検討、ヒアリング実施等、作業委員会で検討する内容の準備作業を行う。
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５．栗東市地域福祉活動計画の期間
2007 年に栗東市により策定された「栗東市地域福祉計画」の基本目標に掲げられている「パー
トナーシップによる地域づくり」の実現に向けて、その行動計画として策定した「栗東市地域福
祉活動計画」は両輪の関係です。
今後、「住民」「行政」「社協」がパートナーとして計画の実施をすすめていくためにも、協同し
て計画を策定し、整合性を図ることが求められます。そこで、
「栗東市地域福祉活動計画」の実施
期間を 2011 年度から 2014 年度の４ヶ年とし、第２次活動計画の実施期間も４ヶ年として、次期
３次計画より協働して策定できるよう、計画的に実施します。
また、社会情勢の変化等による地域の状況をみながら随時、柔軟に見直しができるよう、体制
を整えてまいります。

第２次活動計画
計画の期間
計画

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

地域福祉活動計画（社協）

計画段階

実施段階

実施段階

見直
見直

実施段階

計画段階

栗東市・社協合同計画

地域福祉計画（栗東市）

見直

実施期間

実施期間
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