
 

 

 

 

次期淡海子ども・若者プラン（原案）に対して出された意見と 

それらに対する滋賀県の考え方について 

 

１ 県民政策コメントの実施結果等について 

令和元年12月 20日（金）から令和２年１月20日（月）までの間、滋賀県民政策コメント制

度に関する要綱に基づき、「次期淡海子ども・若者プラン（原案）」について意見・情報の募集

を行った結果、４人・団体の方から、19件の御意見が寄せられました。 

これらの御意見については、その他関係機関等からいただいた御意見とあわせて、内容ごと

に整理し、それらに対する考え方を別添のとおり取りまとめました。 

なお、取りまとめにあたり、提出された御意見の一部は、その趣旨を損なわない範囲で内容

を要約したものとなっています。 

 

２ 提出された御意見の内訳 

 
 

３ 提出された意見・情報とそれらに対する県の考え方 

  別紙のとおり 

項目 件数

Ⅰ 計画の策定について

Ⅱ 子ども・若者をめぐる主な現状と課題

〔子ども・若者を取り巻く社会環境〕 0

〔子ども・若者の育ち〕 0

〔青少年の健全育成〕 0

〔社会的養護〕 0

〔子どもの貧困〕 1

〔ひとり親家庭〕 0

Ⅲ ３つの基本理念 0

Ⅳ 具体的な施策の推進

1 社会全体で子育ち・子育てを応援 0

2 安心・安全な子育て環境 0

3 子ども・若者の健やかな育ち 3

4 青少年の健全な成長 0

5 社会的養護の推進 5

6 子どもの貧困対策 7

7 ひとり親家庭への支援 0

計画推進の目標値一覧 3

Ⅴ 計画の推進に向けて

合計 19



番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

1 43頁

「児童・生徒の生活保護（教育扶助）および就学援助の受
給割合」のグラフについて、生活保護（教育扶助）受給者数
と就学援助の受給者数を棒グラフなどで追加してみてはど
うか。

御意見どおり、生活保護（教育扶助）受給者数と就学援助の受
給者数をグラフで追加します。

2
80頁

25行～

虐待・貧困・不登校・ひきこもりなど要支援状態の子ども若
者たちにとって参加しやすい居場所（夜の居場所や不登校
やひきこもりの若者が参加しやすい居場所など）づくりの推
進も追加しておく必要があるのではないか。

御意見を踏まえ、「ア　子ども食堂等の居場所づくりの推進」の
取組に次のとおり追記します。
　
「・様々な事情から学校に行きづらくなっていたり、家庭の中で安
らぎを感じられない状況にある子どもたちが安心してすごせる居
場所づくりを公私協働で進めます。」
（P80　27行～）

3

28頁
７行

81頁
26行～

「近江商人」は本県が生み出した偉人であり、その考え方
(三方良し)や近江商人がつくった企業（デパート、総合商社
ほか）について、淡海の子供たちはもっと時間をかけて学
ぶべきではないか。

御意見を踏まえ、次のとおり修正、追記します。

「（１）子どもの「夢と生きる力」を育む教育・学習の充実」
【修正前】
「滋賀の豊かな自然、歴史、文化や地域、企業と連携した学び、
先人の心を大切にした学び」
【修正後】
「滋賀の豊かな自然、歴史、文化や地域、企業と連携した学び、
「近江の心」とも言うべき先人の心を大切にした学び」
（P28　７行～）

「○　「豊かな心」を育む」
「・　全ての子どもにとって居場所のある学級・学校づくり等を進
める中で、先人から受け継いだ「近江の心」に学びながら豊かな
道徳性や社会性・創造性を培い、互いの人権を尊重し、多様な
人と共に生きていこうとする心と態度を育みます。」を追記
（P82　２行～）

4
82頁

34行～
子ども.若者の健やかな育ち、学校教育等の充実におい
て、消費者教育の必要性についても触れていただきたい。

御意見を踏まえ、次のとおり追記します。

〇　消費者教育の推進
・ 　成年年齢の引き下げやキャッシュレス化等、社会の変化に
対応して消費者教育を推進します。
（P83　16行～）

5
87頁
1行～

子ども若者に対して利用の危険性に関する広報啓発や情
報発信だけでは被害にあった子ども若者をより追い込むこ
とになるため、性被害にあった子ども若者のための相談窓
口（ネットで24時間対応できるもの）の設置が急務ではない
か。

相談窓口については、カテゴリ別に県のホームページに掲載さ
れており、犯罪被害に関する窓口も設けられています（メール対
応有り）。御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
「・　青少年の性に関する問題に対応するため、インターネットに
係る児童買春や「自画撮り被害」を含む児童ポルノ事犯などの
取り締まりのほか、ＳＮＳなどの適切な利用方法や有害サイト利
用に伴う危険性に関する広報啓発、情報発信などの取組を強化
します。」

【修正後】
「・　青少年の性に関する問題に対応するため、インターネットに
係る児童買春や「自画撮り被害」を含む児童ポルノ事犯などの
取り締まりのほか、ＳＮＳなどの適切な利用方法や有害サイト利
用に伴う危険性に関する広報啓発、情報発信、被害者相談など
の取組を強化します。」
（P88　１行～）

次期淡海子ども・若者プラン（原案）に提出された意見・情報とそれらに対する県の考え方

Ⅱ　子ども・若者をめぐる主な現状と課題

Ⅳ　具体的な施策の推進

３　子ども・若者の健やかな育ち

５　社会的養護の推進
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番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

6
89頁

23行～

子ども若者の自殺予防として相談窓口を通しての相談支援
やSNSの活用による相談窓口周知や自殺予防の情報発信
ももちろん大事であるが、自殺を防ぐ保護因子として顔の
見える居場所が効果的である。自殺予防やひきこもり対策
としてアウトリーチ活動の取組を計画に記載して欲しい。

御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
「・　心に悩みを抱える子ども・若者の自殺予防を図るため、ここ
ろのほっと相談や自殺対策推進センターによる自殺予防電話相
談など様々な相談窓口を通して相談支援を行うとともに、大学と
連携した取組や若年層を中心に人気のあるＳＮＳの活用により、
相談窓口の周知や自殺予防の情報の発信等を行います。」

「・　県立精神保健福祉センター内のひきこもり支援センターにお
いて、本人や家族からの相談を受けるとともに、当事者の会や
家族交流会など、同じ思いを抱えた人々と出会える場、悩みな
どを相談し合える場を提供します。」

【修正後】（P90　25行～）
「・　心に悩みを抱える子ども・若者の自殺予防を図るため、ここ
ろのほっと相談(対面型相談)や自殺対策推進センターによる自
殺予防電話相談、ＳＮＳの活用による相談窓口の周知など若年
層への対策を強化します。」

「・　県立精神保健福祉センター内のひきこもり支援センターにお
いて、本人や家族からの相談を受け、必要に応じてアウトリーチ
(訪問活動)を行うとともに、当事者の会や家族交流会など、同じ
思いを抱えた人々と出会える場、悩みなどを相談し合える場を
提供したり、市町等が支援する困難事例への技術的助言を行い
ます。」

7
94頁
1行～

DVの啓発についてはデートDVも含めて子ども自身にしっ
かりと啓発し、どこに相談すれば良いかをはっきり伝えてお
く必要がある。

ＤＶについては、別途策定している「滋賀県配偶者からの暴力の
防止および被害者の保護等に関する基本計画」において、デー
トＤＶに関する教育、研修など若年層への啓発強化や被害の早
期発見に向けた広報・啓発として相談窓口の周知を明記してい
ます。

8
95頁

19行～

一時保護やその解除を行う際、子ども自身の意思があまり
に尊重されていないため、専門家による総合的なアセスメ
ントも大事であるが、「子ども自身の意思の確認」を記載し
て欲しい。

御意見を踏まえ、以下のとおり追記を行います。

「・　一時保護やその解除を行う際には、子どもに丁寧に説明を
するとともに、子どもの意見を聴取するよう配慮します。」
（P97　21行～）

 　また、施設入所措置や措置解除などが子どもの意向に一致し
ない場合等は、専門家の意見を聴取するため、社会福祉審議会
児童福祉専門分科会児童措置審査部会を積極的に活用する
旨、別途記載しています。
（P103　7行）

9
98頁
21行

家庭復帰に向けた取組として、市町・関係機関と連携、見
守り支援とあるが、民間での居場所活動がとても効果的に
機能しているため、「民間の居場所活動の利用」も含めて
欲しい。

子どもの居場所づくりは、御指摘のあった家庭復帰も含め様々
な点で効果があるものと考えており、上記２で回答している取組
等を推進することにより、家庭復帰の取組にもつなげていきたい
と考えています。

10 104頁～

対策の順番について、国の「子供の貧困対策に関する大
綱」においては、１ 教育の支援、２ 生活の安定に資するた
めの支援、３ 保護者に対する職業生活の安定と向上に資
するための就労の支援、４ 経済的支援、５ 子供の貧困に
関する調査研究等、６ 施策の推進体制等の順番となって
おり、プランも国の大綱の順番に準じるべきではないか。

御意見のとおり記載の順番を変更します。

６　子どもの貧困対策
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番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

11 105頁

国の「子供の貧困対策に関する大綱」では、支援が届いて
いない子供・家庭への対策について 、 「居場所での生活
習慣や育成環境の改善に関する支援」や「放課後児童クラ
ブ等の終了後に生活習慣の習得や食事の提供等を行う居
場所づくり」、「食事の提供を行う場合の食育への配慮」 な
どの点が抜けているのではないか。

御意見をいただいた事項については、子どもの居場所づくりに
関しては、前記２番で追記する取組の中で進めてまいります。ま
た、食育の配慮に関しては、「○　食育の推進（Ｐ64）」、「○　「健
やかな体」を育む（Ｐ82）」「○　子どもの食事・栄養状態の確保
（P108)」に記載しています。

12 110頁
国の「子供の貧困対策に関する大綱」に書かれている外国
人児童生徒への支援が入っていない。

「外国人幼児児童生徒に対する支援」については「１　社会全体
で子育ち・子育てを応援」における重点的取組として「（３）共生
社会に向けた多様なニーズへの支援　イ　外国人幼児児童生徒
等に対する支援（Ｐ58～）」に記載しています。

13
111頁
５行

地域による学習支援について、国の「子供の貧困対策に関
する大綱」における 「ＮＰＯやフリースクール等と各地方公
共団体との連携を促進」や「信頼できる大人との出会いの
場となるよう、多様な地域住民の参画を促す」 などの点が
抜けているのではないか。

「地域による学習支援」については、淡海子ども・若者プランの
基本理念や施策を進める視点において、学習支援を含めた地
域の取組を重要なものと位置づけており、「○安心して外出でき
る環境の整備（P77　15行～）」や「○　子どもの学習・生活支援
（P119　20行～）」などに学習支援を含めた取組を記載していま
す。

14
111頁
11行

高等学校等における就学継続のための支援について、滋
賀県のスクールソーシャルワーカーは高校には派遣形態し
かとれていない。せめて定時制通信制高校・特別支援学校
へのスクールソーシャルワーカーの配置は急務である。

県立高等学校におけるスクールソーシャルワーカーによる支援
については、各校からの要請に応じて行っており、さらに、次年
度は定時制通信制高校や特別支援学校への支援を広げていく
ために、学校が活用しやすい方法について検討しているところで
す。

15
111頁
11行

モデル的に実施している高校内居場所カフェでフードバンク
と連携して高校生の食の支援なども行っており、このような
取組の拡大も触れておいて欲しい。

御意見の取組については、前記2番で追記する取組の中で検討
してまいります。

16
111頁
19行

国の「子供の貧困対策に関する大綱」に書かれている 「在
学中の妊娠・出産を機に高校を中退する者もいるが、生徒
が妊娠した場合には、母体の保護を最優先としつつ、教育
上必要な配慮を」 という項目を加えて欲しい。

　御意見を踏まえ、次のとおり追記します。

「・　学習面の課題や経済的理由、妊娠など様々な事情により就
学継続が困難な生徒について、それぞれの事情に応じた適切な
支援や教育上必要な配慮を行います。」
（P107　12行～）

17
数値
目標

「27 青少年立ち直り支援センター（あすくる）での支援プロ
グラム終了率」について、目標（80.0%）が現状（82.7%）と比
べて低くなっているが、支援プログラム終了率の目標は高
いほうが良いのではないか。

当該目標は、計画期間の各年において80.0％以上を目指すもの
であり、現計画期間の完了率は、平均で約75％であったことか
ら、目標値は変更せず、平均値を追記します。

【修正前】
平成30年度実績　82.7％

【修正後】
平成30年度実績　82.7％（H26～30の平均約75%）

18
数値
目標

ショートステイ・トワイライトステイの充実がこの計画では出
ているが、児童福祉施設や里親を対象とした形でない民間
団体主体のトワイライトステイ（特に滋賀県ならではの取り
組みとして全国から注目される高齢者施設などを活用した
フリースペース）の促進は数値目標も含めて入れるべきで
ある。

フリースペース等の夜の居場所づくりは、現在、公私協働で取組
を進めているところであり、数値目標については、他の取組状況
を踏まえ、全体を見据えながら検討してまいります。

計画推進の目標値一覧
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番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

19
数値
目標

滋賀県で取り組んでいる生活困窮世帯やひとり親家庭へ
の学習生活支援の利用者数を数値目標に加えてはどう
か。

生活困窮世帯やひとり親家庭の学習生活支援については、市
町の実情は様々であり、県として統一した数値目標の設定は困
難ですが、引き続き前記２番で追記した取組の中で進めてまい
ります。

20
92頁
９行

　「・産後うつの予防や乳児への虐待予防を図るため、産婦
健康診査事業を実施する市町の増加に向けた支援を行い
ます。」について、産婦健康診査事業だけでなく、産後ケア
事業でも支援しているため、産後ケア事業についても追記
してはどうか。

　御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
　「・ 産後うつの予防や乳児への虐待予防を図るため、産婦健
康診査事業を実施する市町の増加に向けた支援を行います。」

【修正後
　「・産後うつの予防や乳児への虐待予防を図るため、産婦健康
診査事業や産後ケア事業を実施する市町の増加に向けた支援
を行います。」
（P94　９行～）

21
92頁
12行

　虐待予防等の推進として、「ハイリスク妊産婦・新生児の
早期発見・早期対応を図るため・・・」との記載については、
「ハイリスク妊産婦は虐待をする。」という誤解を与えるので
はないか。

　御意見を踏まえ、以下のとおり修正します。

【修正前】
「・ ハイリスク妊産婦・新生児の早期発見・早期対応を図るた
め、医療機関と市町の連絡体制の再構築を行い、市町の取組を
強化します。」

【修正後】
「・ 妊娠・出産・育児期に養育支援を特に必要とする家庭の早期
発見・早期対応を図るため、医療機関と市町の連絡体制の再構
築を行い、市町の取組を強化します。」
（P94　12行～）

22
93頁

31行～

　　「・妊娠・出産・産褥期は母子の愛着形成やその後の子
どもの健全な 発達に重要な時期であることから、 市町や
関係機関と連携し、産後の母子への支援を推進します。」
について、産後の母子支援に父親やパートナーを含めるべ
きではないか。

　御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
「○産後の母子を支援する仕組み
・ 妊娠・出産・産褥期は母子の愛着形成やその後の子どもの健
全な発達に重要な時期であることから、市町や関係機関と連携
し、産後の母子への支援を推進します。」

【修正後】
「○産後の母子等を支援する仕組み
「・妊娠・出産・産褥期は母子の愛着形成やその後の子どもの健
全な 発達に重要な時期であることから、 市町や関係機関と連
携し、産後の母子やその家族への支援を推進します。」
（P95　32行～）

23
99頁

３行～
　自立支援の仕組みづくりの記述部分にアフターケアという
言葉を明記されたい。

　御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
「・　児童養護施設等、里親、ファミリーホームに措置等されてい
る子どもの自立支援の仕組みづくりのため、施設、里親、行政に
よる協議会を開催します。」

【修正後】
「・　児童養護施設等、里親、ファミリーホームに措置等されてい
る子どものアフターケアも含めた自立支援の仕組みづくりのた
め、施設、里親、行政による協議会を開催します。」
（P101　８行～）

◇滋賀県児童虐待防止計画へのパブリックコメント等による修正点の反映
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番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

24
数値
目標

　家庭養育優先原則を踏まえた国の目標値に対して、里親
に関する数値目標が低いのではないか。子どもの権利を第
一に考え、家庭養育を進めていく積極的な姿勢を示すべき
ではないか。

　御意見を踏まえ、里親等へ委託する子ども数の捉え方を「里親
委託が可能な子ども」から「里親委託が必要な子ども」に改める
とともに、年齢ごとに設定されている国の基準に沿って目標値を
以下のとおり修正します。

【修正前】
令和6年度　39.1％

【修正後】（P126　数値目標35）
令和6年度　48.3％
   (3歳未満）52.2％
　（3歳以上就学前）46.2％
　（学童期以降）48.2％

25
数値
目標

　一時保護やショートステイで預かった子どもが、同じ学校
に通い続けることができるよう、各中学校に最低１家庭の
里親登録を目標にするべきではないか。

　御意見を踏まえ、次のとおり数値目標を追加します。

【追加】（P126　数値目標37
中学校区別の養育里親登録率
現状　68.0％　　　令和6年度　100％

26
数値
目標

　子どもの安心度100％の前提として、子どもの権利ノート
のことや、自分が大切に守られていることをまず知る必要
があり、安心度100％を目指すことは唐突すぎると考えるた
め、以下の数値目標を新たに加えてはどうか。
・子どもの権利ノートの内容を知っている　100％
・自分は大切にされている　100％

　御意見を踏まえ、目標値に以下の指標を追加・修正します。ま
た、目標値の修正に合わせて、以下のとおり原案を修正します。

【追加】（P125　数値目標31）
子どもの権利ノートの内容を知っている
現　 状：37.6％
目標値：令和6年度　100％

【修正前】
里親のもとや児童養護施設等で暮らす子どもたちの安心度

【修正後】（P125　数値目標32）
里親のもとや児童養護施設において、「安心して暮らすことがで
きている。」と感じている子どもの割合
現状：　-、　令和6年度　100％

【修正前】
「・ 児童養護施設、里親等の代替養育を受けている子どもにア
ンケートを実施し、当事者である子どもの安心度を調査します。」

【修正後】
「・ 児童養護施設、里親等の代替養育を受けている子どもを対
象に、施設や里親等のもとでの暮らしに関するアンケートを実施
します。」
（P99　35行～）

９頁
　「小学校」、「中学校」、「小・中学校」の表記について、「小
学校・義務教育学校（前期）」、「中学校・義務教育学校（後
期）」、「小・中・義務教育学校」と表記すべきではないか。

御意見を踏まえ、「小学校」と「中学校」に下記の注釈をつけるこ
ととします。

【小学校】小学校、義務教育学校（前期課程）ならびに特別支援
学校（小学部）
【中学校】中学校、義務教育学校（後期課程）、中等教育学校な
らびに特別支援学校（中学部）
（P9)

16、
17頁

・保育士実態調査結果を確定値にするとともにグラフ等を
修正

・円グラフ　→　棒グラフに変更
・集計方法の変更
　（原　 案）回答者が５つ選んだ理由のうち、１番目に選んだもの
を集計
　（変更案）回答者が５つ選んだ理由全てを集計
（P16、17）

◇その他関係機関等からの意見等による修正
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番
号

頁・行 意見・情報の内容 意見・情報等に関する考え方

43頁
児童・生徒の生活保護（教育扶助）および就学援助の受給
割合（グラフ）について、グラフが何を指しているのかわかり
づらいのではないか。

御意見を踏まえ、次のとおり追記します。

「また、子どもの貧困率ではありませんが、本県における児童・
生徒の生活保護（教育扶助）および就学援助の受給割合は平成
23年から平成27年の間、12％台で推移しています。」
（P42　17行～）

「（※）（生活保護（教育扶助）受給者数＋就学援助受給者数）÷
小学校および中学校の児童数」
（P43　6行）

43頁
16行

スーパーバイザーをどこに配置するのか。また、スーパー
バイザーとは何なのかわかりづらいのではないか。

スーパーバイザーの配置は例示であるため、次のとおり修正し
ます。

【修正前】
「調査結果からは、支援者の育成・適切な支援のためにスー
パーバイザーの配置が必要といった課題も浮かび上がり、支援
が必要な方へのアプローチの仕方や、多職種連携の仕組みの
構築が必要と考えられます。」

【修正後】
「調査結果からは、支援者の育成・適切な支援が必要といった課
題も浮かび上がり、支援が必要な方へのアプローチの仕方や、
多職種連携の仕組みの構築が必要と考えられます。」
（P43　20行～）

67頁
２行

子育てに関する情報提供について、インターネットによる情
報提供では一方的な発信となってしまう。

御意見を踏まえ、次のとおり修正します。

【修正前】
「・　誰もが容易に県内の子育てに関する様々な情報を入手でき
るように、インターネット等を活用した積極的な情報提供を行うこ
とで子育て家庭で感じる孤立感や子育てに係る負担感の軽減を
図り、安心して子育てが出来る環境づくりをすすめます。」

【修正後】
「・　誰もが容易に県内の子育てに関する情報を着実に入手でき
るように、インターネットや様々な手段により積極的な情報提供
を行うことで子育て家庭で感じる孤立感や子育てに係る負担感
の軽減を図り、安心して子育てが出来る環境づくりをすすめま
す。」
（P67　２行～）

80頁
32行

81頁
22行

滋賀県が持つ読書環境の素晴らしさを生かした、子育てに
おいて自力のつく方法論が抜け落ちているように思うので、
盛り込んでみてはどうか。

御意見を踏まえ、次のとおり追記・修正します。

「・　就学前における子育て支援の取組とも連携した保護者への
読書啓発の働きかけや、学校・図書館等の関係機関、ボランティ
ア等と協力した取組を通して、全ての子どもがいつでもどこでも
楽しく読書ができる環境づくりを進めます。」
（P81　２行～）

【修正前】
「・　子どもが社会の変化等に対応し、新しい時代を切り拓いて
いけるよう、英語等の外国語能力を育成する教育や国際理解教
育をはじめ、コミュニケーション能力、情報活用能力、職業教育、
理数教育、プログラミング教育の推進等、必要となる知識・能力
の育成を図ります。」

【修正後】
「・　子どもが社会の変化等に対応し、新しい時代を切り拓いて
いけるよう、英語等の外国語能力を育成する教育や国際理解教
育をはじめ、コミュニケーション能力、情報活用能力、職業教育、
理数教育、プログラミング教育、子ども読書活動の推進等、必要
となる知識・能力の育成を図ります。」
（P81　30行～）
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110頁
25行～

県立学校へのスクールソーシャルワーカーの派遣について
追記

【修正前】
「・　福祉等の関係機関と教育委員会・学校との連携を図るた
め、課題を抱える小学校にスクールソーシャルワーカーを配置
するとともに、小中学校や市町教育委員会の要請に応じてス
クールソーシャルワーカーを派遣します。また、児童生徒の感情
や情緒面を支援するため、公立小学校・中学校や県立高等学校
にスクールカウンセラーを配置・派遣します。」

【修正後】
「・　福祉等の関係機関と教育委員会・学校との連携を図るた
め、課題を抱える小学校にスクールソーシャルワーカーを配置
するとともに、小中学校、市町教育委員会や県立学校の要請に
応じてスクールソーシャルワーカーを派遣します。また、児童生
徒の感情や情緒面を支援するため、小中学校や県立学校にス
クールカウンセラーを配置・派遣します。」
（P106　18行～）

その他 滋賀県児童虐待防止計画の修正を反映
社会的養護に関する記載について、別途策定している滋賀県児
童虐待防止計画の修正を反映。

※ 頁・行欄の該当頁等は、県民政策コメントで公表した「次期淡海子ども・若者プラン（原案）」に沿っています。 
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