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１．栗東の位置と地勢
栗東市は滋賀県の湖南地域の中程に位置し、東部は湖南市、南部は甲賀市、西部は大津市と草
津市、北部は守山市と野洲市に接しています。京阪神都市圏の東北部の外縁部に位置し、大阪よ
り60㎞、京都より25㎞、名古屋より85㎞の距離にあります。
地形的には、標高 693 ｍの阿星山を最高峰とする金勝連峰が南の半分を占め、丘陵地帯を形成
しています。北部は琵琶湖周辺に広がっている平野部の一部を形成し、北西方向に緩やかな傾斜
をなし、湖南地方の穀倉地帯として、良質の近江米を産出する水田地帯が大部分を占めています。
また、市域の西南には草津川、北東には野洲川があり、それぞれ琵琶湖に注ぐ代表的な河川です。

２．栗東の歴史
1954 年 10 月 1 日、金勝・葉山・治田・大宝村が合併、町制施行。
1954 年 人口 15,426 人
金勝・葉山・治田・大宝小学校、栗東中学校設立。

世帯数 2,832 世帯
1957 年 栗東町社会福祉協議会発足（任意）。

世帯人員 5.45 人
1960 年 国道８号、手原・米原間開通。
1960 年 人口 14,243 人
1962 年 済生会滋賀県病院、大橋に開院。

世帯数 2,841 世帯
1963 年 名神高速道路開通、栗東インターチェンジ営業開始。

世帯人員 5.01 人
1967 年 社会福祉法人栗東町社会福祉協議会認可。
1969 年 日本中央競馬会栗東トレーニングセンター、町内御園に開場。 1970 年 人口 23,031 人
1974 年 人口３万人を突破。役場新庁舎完成、業務開始。

世帯数 5,431 世帯
1975 年 治田西小学校開校。

世帯人員 4.24 人
1980 年 葉山東小学校開校。
1981 年 栗東西中学校開校。
1980 年 人口 37,033 人
1983 年 老人福祉センター住民憩の家、業務開始。人口４万人突破。 
世帯数 10,437 世帯
治田東小学校開校。

世帯人員 3.51 人
1984 年 ボランティアセンター開所。
1985 年 シルバー人材センター設立。
町最初の地域振興協議会が治田西学区で設立
葉山中学校開校。
1990 年 人口 45,049 人
1988 年 大宝西小学校開校。

世帯数 13,527 世帯
1991 年 JR 琵琶湖線栗東駅開業。

世帯人員 3.32 人
1993 年 老人福祉センター「やすらぎの家」業務開始。
1996 年 人口５万人突破。
2000 年 人口 54,856 人
1997 年 ゆうあい館（老人福祉センター、児童館の複合施設）業務開始。
世帯数 18,290 世帯
2001 年 10 月１日、市制施行。

世帯人員 2.99 人
2004 年 ひだまりの家・なごやかセンター開館。
2006 年 大宝東小学校開校。
2010 年 人口 63,652 人
大宝東児童館に地域子育て支援センター開設

世帯数 22,360 世帯
地区の公民館がコミュニティセンターへ

世帯人員 2.84 人
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３．栗東の地域特性
⑴

人口の推移からみる地域特性

 栗東市社協発足当時の 1960 年から比べると人口は 10 年間で約 1 万人ずつの割合で一貫して
増え続け、今では 4.5 倍以上になっています。1969 年の急激な人口増加は日本中央競馬会栗東
トレーニングセンターの立地にともなうものですが、1960 年栗東町初の工場誘致である積水化
学㈱をはじめ、各地区においても工場誘致と共に住宅地の開発がすすめられ、交通機関の充実
も一因となり、少子高齢化がすすむ全国傾向とは反して、幼年人口の増加とともに人口の増加
が栗東市ではすすんでいます。
 ただし、1 世帯あたりの人員は 1960 年に 5.01 人であったものが、2010 年には 2.84 人と減少傾
向にあり、核家族化がすすんでいることを示しています。
⑵

学区ごとの地域特性

 従来、栗東は純農村でしたが、1963 年に名神高速道路栗東インターチェンジが開設し、葉山東、
治田学区を中心に工場ができはじめ、あわせて従業員用住宅や賃貸住宅が建ち、転入者が急増
しました。また、京阪神から近いという立地条件は、ＪＲ草津駅に比較的近い治田西、大宝西
学区を中心に住宅建設がすすみ、県外市外から移り住む人が増え、これらの住宅は、従来から
の住宅と混在して発展していきました。また、交通量の多い２本の国道には自動車販売業者が
多く、住宅地を中心に小売業の発達もあり、これらの学区は、住・工・商が混在する地域となっ
ています。
 一方、南部の金勝学区は「栗東トレーニングセンター」が誘致され、栗東の一つの顔となる
とともに、固有の地域を形成しています。
 栗東トレーニングセンターを除く金勝や葉山東学区は、第１次産業の多い地域で、転入者も
少なく、若い世代が市外や市内の他の学区に移り住む人もあり、高齢者のみの世帯が増加し、
30％を超える自治会があるなど、高齢化率の高い地域となっています。
⑶

人口と世帯数の変化を自治会単位で類型した結果

世帯数の増減
著増

250以上

増

250～125

横ばい

125～100

減

100以下

人口の増減

著増
250以上

増加
125～250

横ばい
100～125

減少
100以下

中村
山入
小坂
野尻
小柿二区
苅原
笠
綣
川辺
中沢
下鈎乙
栗東ニューハイツ
小平井一区
下戸山
目川住宅
目川
◇ルモンタウン
霊仙寺
坊袋
雨丸
新屋敷
市川原

基本1975年を100とした2008年の増加率
1985年を100とした2008年の増加率□
1995年を100とした2008年の増化率■
2000年を100とした2008年の増化率◇
2005年を100とした2008年の増化率◆
◆北尾団地
□北浦団地
上鈎
安養寺団地
□安養寺北区
今土
□小柿三区
赤坂
井上
葉山団地
□安養寺南区
林
蔵町
大橋住宅
□小柿四区
宅屋
美之郷
旭町
出庭
片山
西浦
清水ヶ丘

※但し、綣、トレセンについては、自治会編成
等により現実的な数字をえるため、一括表示

北中小路
下鈎甲
辻
◇下鈎糠田井
◆安養寺レークヒル
□安養寺西
手原
□湖南平
大橋
岡
中沢団地
東坂
小野
成谷
手原団地
中
□小平井香鳥
浅柄野
◇小平井三区

安養寺一区
◇中沢グローバル

川南
霊仙寺住宅
◆美里
日の出町

■下戸山グリーンハイツ
■川辺グリーンタウン
□海老川
六地蔵団地
□中浮気団地
観音寺
□小平井二区
川辺住宅
□灰塚
走井
下向
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伊勢落
◇リバティーヒル下戸山
■日吉ヶ丘
□平葉
十里
辻越
円田団地

蜂屋
小柿一区
六地蔵
上向
下戸山親交
明日香
安養寺東
トレセン
川辺県営住宅
上鈎住宅
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1991（H3）年 JR 琵琶湖線栗東駅開業
駅周辺のマンション建設等がすすむ

大宝学区（2,866 世帯）
子どもの割合 20.9％
高齢化率
12.5％
市川原
エスリード栗東第２
グレーシィ栗東デュオ
サーパス栗東駅前

～“栗東”のまちって、こんなところ～

高齢化率
子どもの割合
子どもの割合
子どもの割合

33.0％
30.3％
31.7％
30.1％

大宝東学区（2,001 世帯）
2006（H18）年大宝東小学校開校
子どもの割合 27.4％
高齢化率
7.2％
リーデンススクエア
子どもの割合 36.8％
ネバーランド
子どもの割合 34.1％

大宝西学区（2,001 世帯）
子どもの割合 19.2％
高齢化率
15.1％

国道１号、８号線は交通
量も多く、自動車販売業
者が多い

JR 琵琶湖線草津駅に近く、
京都、
大阪への通勤圏として住宅建設
がすすみ、転入者が増加。従来
からの住宅と混在して発展。

葉山学区（3,072 世帯）
子どもの割合
16.8％
高齢化率
17.2％

治田西学区（3,431 世帯）
子どもの割合 20.1％
高齢化率
12.6％
日の出町

高齢化率

33.0％

葉山東学区

（2,555 世帯）
子どもの割合 15.2％
高齢化率
20.2％

治田学区（2,975 世帯）
子どもの割合 18.6％
高齢化率
14.9％
川辺住宅 高齢化率
上鈎住宅
子どもの割合

六地蔵団地
高齢化率
手原団地
高齢化率
伊勢落
高齢化率

40.1％
30.4％

治田東学区（2,540 世帯）
子どもの割合 18.5％
高齢化率
16.0％
安養寺レークヒル

子どもの割合

34.2％
31.0％

第一次産業が多く、転入者が
少ない。若い世代が市外や市
内他の学区へ移り住む世帯も
あり高齢者のみ世帯が増加
し、高齢化率の高い地域。

35.2％
金勝学区（2,721 世帯）
子どもの割合 18.0％
高齢化率
15.1％
（トレセン除く 18.8％）
走井
ルモンタウン

栗東市
人口
65,082 人
世帯
24,162 世帯
子どもの割合 19.3％
高齢化率
14.6％

38.6％

高齢化率
子どもの割合

市のほぼ半分の面積を占める
1969（S44）年栗東トレーニング
センターが開場し人口が急増

36.8％
33.4％

＊データについては 2011（H23）年６月１日現在
＊子どもの割合は０歳から 14 歳までの子どもの割合

◦◦ 10 ◦◦

第２章
４．栗東の住民のくらしの課題

栗東市の概要

～“栗東”のまちって、こんなところ～

～計画策定過程で明らかになったこと～

計画策定過程において、地域住民の課題を明らかにするために、策定委員会や作業委員会で、
それぞれの立場で遭遇された事例や日常の中で感じる地域の課題について協議をしました。また、
職員によるワーキング会議の協議の中で、日常業務を通じて明らかになる地域課題について協議
しました。また、それらの協議内容を明らかにするため、アンケート調査ならびにヒアリング調
査を実施し、栗東の住民のくらしの課題が明らかになりました。

特に子どもたちは、障がい者や高齢者との接し方がわからない
□作業委員会の協議内容より
・作業所が近隣にある地域で、先日知的障がい者が堤防をウロウロしていて不審者として通報され
ることがあった。家族が高齢になっていくことを考えると、親は将来を不安に思っているだろう。
・障がい者が普段の生活の中で、普通に地域の人と接する機会が少ない。どうしても特別な場所で
の活動になっている。
・重度の障がい者は普通学校に通学している人が少なく、子どもたちはなかなかふれあう機会が少
ない。
・子どもは映画やドキュメンタリーのテレビなどを見て、認知症についてのある程度の知識や理解
はある。しかし、実際に接する機会もないし、どうして接していいのかわからない。
□アンケートより
＜特別支援学級の児童・生徒の保護者＞
・発達障がいは見た目には障がいがあるかわからないので、近所の方は、ほとんど障がいを持って
いることを知らない。地域の方には正しい知識を持ってもらえるような講演会などがあればよい
と思います。
・障がい児・者の理解を深めるために必要なもの（複数回答）
①障がいへの正しい知識と情報の発信
②小・中学校における福祉教育の推進
③障がい者が外出しやすい条件整備
＜福祉関係団体＞
・障がい者と交流するようなふれあいフェスティバルなどのイベントがない

■今後の取り組みのポイント
・障がい者や高齢者に対する知識や情報を正確に伝えるための場づくり
・くらしの場である地域で、年齢、性別、障がいなどに関わらず自然と住民同士がふれあえ
る場づくり
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地域関係の希薄化、家族関係の希薄化がすすんでいる
□策定委員会・作業委員会の協議内容より
・介護保険制度がはじまってから、
お金を払っているから見てもらったらいい、
という意識が浸透して
いるように感じる。きょうだいや親族などが見ることができないから制度利用とはならないのか。
・在宅医療で家を訪問するときに、電球の交換を頼まれたり、テレビのリモコンの修理を頼まれた
りした。ちょっとしたことを頼む相手がないのだろう。
・今までは家族の中で、子育ても介護も教わってきたことが、今は核家族になって、経験しながら
教わることができず、大事なことに気付かない。
・子育ての手助けをしてくれる人がなく不安感をもち、孤立している人もいる。子どもと一緒に遊
べない親や、子育てを楽しめない人が増えていると感じる。
□職員ワーキング会議の協議内容より
・以前は学童保育所の子どもの送迎など近隣の助け合いがあったが、2006 年 2 月に滋賀県内で起
きた保護者による集団送迎中の事件があったこともあり、それがなくなっていった。
□自治会アンケートより
・共働き世帯など、日中留守宅が多く、近所付き合いがない。
・賃貸マンションなど集合住宅が７割を占め、住民の把握が困難。
・集合住宅では、自治会がなくても不便に思うことがない方もあり、自治会への意識も低い。
■今後の取り組みのポイント
・住民の顔が見える関係づくりをすすめるための地域の取り組みやしかけづくり

同じ思いや志を持って活動している人や団体の連携が不足している
□アンケートより
＜特別支援学級児童・生徒の保護者＞
・障がい者のいる家庭、母子、父子家庭の支援を増やし、交流会をしてほしい。
・発達障がいの同じ程度の者同士の集まりがあると、
友達もできて、
親同士も交流ができていいと思う。
＜介護者＞
・介護者が集える場、話せる場、癒される場を設けてほしい。もっと介護者の健康や精神面に目を
向けてほしい。
＜子育てサークル＞
・お互いの情報交換の場がない。
＜福祉関係団体＞
・協会や同じ内容のサークルなどとのネットワークを作りたいが、情報収集が難しい。
＜ボランティア・市民活動団体＞
・音楽関係のほかのボランティアとコラボレーションを実現したい。
■今後の取り組みのポイント
・同じ思いや志を持って活動している人や団体が連携できるしくみづくりや交流できる場づ
くり
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日常生活の困りごとや不安、いざという時に相談するところがわからない
□アンケートより
＜特別支援学級児童・生徒の保護者＞
・小学校に入ってから相談できる人、
親身になって考えてくれる人が極端に減ったように感じます。
・障がいを持った人は遠くまで足を運ぶことも、どこに相談したらよいのかもわかりません。親亡
きあとのことが一番不安です。
□策定委員会・作業委員会の協議内容より
・総合福祉保健センターに専門窓口を紹介してくれるような総合案内所のような機能があればいい
のではないか。
・急な事態が起きた時に助けてもらえるかどうか、が重要ではないか。普段から会話ができる相手
がいるか、日頃から話のできる関係かということが大切。
□アンケートより
＜老人福祉センター利用者＞
・日常生活での困りごと
①粗大ごみの処理

②電球等の取り換え

③食事の準備

④灯油の補充

■今後の取り組みのポイント
・住民にわかりやすい総合相談窓口の設置など相談窓口の一本化
・ちょっとした困りごとを聴くことのできる人、組織づくり
・困りごとを地域課題として関係機関が連携して解決していくことのできるしくみづくり

地域福祉活動の担い手がみつからない
□策定委員会・作業委員会の協議内容より
・サロンをしているところで、
後継者の問題が出てきている。
今はできても、
10 年後どうしていくか。
・個人情報保護の関係から、
今は名簿などを作成するのは困難だが、
地域の福祉台帳をこれから作っ
ていくことが重要だと思う。そこには、特技も書いてもらい、地域活動の人材として活かすこと
もできるのではないだろうか。
・地域の団塊の世代の自治会デビューが言われている。活動に関わってもらえるような基盤づくり
をしなければ地域の世代交代もできない。
・団塊の世代は力を持っているが、それを発揮する場がない。どのように地域に役立っていくのか
というような研修会や勉強会ができないか。
■今後の取り組みのポイント
・地域の人材発掘のための取り組みやしかけづくり
・活動する人同士の交流や情報交換の場づくり
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地域福祉活動をすすめるための組織は自治会単位
□策定委員会・作業委員会の協議内容より
・他の地域振興協議会との交流がない。部会ごとの情報交換の場もなく、取りまとめる組織もない。
□地域振興協議会ヒアリングより
・全９学区地域振興協議会には福祉に関する部会が設置されている。しかし、地域福祉の推進を主
な目的として設置しているところはない。また敬老会が自治会単位での開催へと移行したにとも
ない、組織再編などもすすみ、現在は人権研修の開催などを担当している学区が多い。
□人口データ等より
・高度経済成長期に開発された住宅地などにおいては高齢化率が 30％以上になる自治会もあり、
自治会内だけで地域課題を解決することが困難な状況が起きてきている。
■今後の取り組みのポイント
・自治会単位の活動をより高めるためにも、学区単位での人材の発掘や組織づくり、しくみ
づくりが必要
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