
第４次大津市地域福祉計画・第６次大津市社会福祉協議会地域福祉活動計画（案）に対するパブリックコメントでの意見内容と考え方
１　　意見募集期間　　 令和３年１２月２８日（火）　～　令和４年１月２０日（木）
２　　結果 意見提出２人（１６項目）

頁 全般 詳細箇所
1 5,79 第１章

１（４）市の関
連計画との関
係性

第５章
２（２）市の関
連計画との関
係性

生活困窮や引きこもりなどの複合的課題を抱えた方が社会的に孤立
しないように、行政や関係機関、社会資源による包括的な支援が必要
かと思います。大津市においては「大津市自殺対策計画」の中で、自
殺の原因・動機について、「健康課題」と「生活困窮」を重要なテーマと
されており、「健康課題を抱える人への支援」と「生活困窮者への支
援」が必要であると記述されています。
これらの支援は地域福祉においても同様の課題でありますが、大津
市地域福祉計画の中では大津市自殺対策計画との関連性が見受け
られません。
厚生労働省の市町村地域福祉計画策定ガイドラインでは、「自殺対策
の効果的な展開も視野に入れた支援の在り方」を市町村地域福祉計
画に盛り込むべき事項の一つとして挙げられており、自殺対策計画と
地域福祉計画を一体的に策定している自治体もあります。
実際の現場レベルにおいて、多機関が連携・協働することを意識する
ことで、より効果的な支援が実現すると考えられます。そのためにも、
地域福祉計画において関連性を明確にし、支援の向上に取り組んで
いただければと思います。

5頁、11頁、79頁の市の関連計画との関係
に大津市自殺対策計画をそれぞれ追記しま
す。大津市自殺対策計画の基本方針、基本
施策に、地域福祉計画の社会的孤立をしな
いための共通する取組が記載されており、
第４章の施策の展開において、地域づくり、
居場所づくりやネットワークづくり等の取組を
推進してまいりたいと考えています。

2 33 今後に向けた
課題

「市役所内に総合相談窓口の設置や、地域で歩いて行けるワンストッ
プ相談窓口が必要である。また相談窓口に専門相談員を配置する
か、相談を整理して専門窓口につないでくれる人材の配置が必要で
ある。」とあるが、本計画の肝であり、市民の立場ではいつまでに達成
するのかと待ち遠しい。現在、政策調整部人権・男女共同参画課、教
育委員会生涯学習課及び福祉子ども部福祉政策課等人権関連では
複数の担当課がある。市民からはワンストップの総合窓口が欲しい。
また、この総合窓口から個々の事案への対応や団体・組織の運用・改
編・創設により本計画の目的達成の近道となるはずである。本計画で
担当課と目標期日を明示してはどうか。

49頁の達成目標に、包括的相談支援事業
（重層的支援体制整備事業）として、令和８
年度（2026年度）までに、包括的な相談窓口
の設置と担当課を明示しているため、原案
どおりとさせていただきます。多様な課題や
複合的な問題に幅広く対応するため、包括
的に相談を受け止める体制を構築し、受け
止めた相談に対応できるよう連携体制を整
えてまいりたいと考えております。

3 34 今後に向けた
課題

高齢：地域包括ケア会議、障害：障害者自立支援協議会、子ども：要
保護児童対策地域協議会、生活困窮：生活困窮者自立支援会議、庁
内アセスメント会議とあるが、ヤングケアラーについてはどの会議体で
対応するのかが分かりにくい。

高齢、障害、子ども、生活困窮の各分野に
おいて既存の連携会議があり、これらの会
議を最大限に活かした上で、分野を越えた
課題や分野の狭間に陥る課題については、
51頁、52頁に記載の今後検討していく重層
的支援会議において取り組んでまいります。
このため、特定の課題のみを取り上げること
はせず、原案どおりとさせていただきます。

項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方



頁 全般 詳細箇所
項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方

4 35 策定プロジェク
トチーム・庁内
ワーキンググ
ループでの意
見

「地区防災計画は、現在１９学区で作成済（令和２年度末時点）」とあ
る。避難困難者への対応は全市的に始まっているようだが、全学区で
の地区防災計画策定の推進については本計画の対象外であるの
か。

76頁の方向性3-3災害時に助け合える体制
づくり①の主な取組にも地区防災計画の作
成は記載しています。地区防災計画の策定
には防災の知識が必要となるため、引き続
き危機・防災対策課で計画の策定を推進し
てまいります。

5 37 今後に向けた
課題

「自治会加入率の低下を防止するための取り組み」とあるが、本計画
の趣旨からみて難しい。自治体の加入率を数パーセント増大するの
は至難の業である。現在の加入率が６５％に増大しても本計画の目
的達成への寄与は期待できるか疑問である。

自治会は、地域コミュニティの基盤組織とし
て重要な組織であることから、自治会の加
入促進に取組み、地域コミュニティの充実を
図ることは、地域福祉活動の充実にも繋が
るものと考えています。
したがって、本計画においては、自治会加入
率の低下を防止するための取り組みが必要
なことに加えて、誰もが住み慣れた地域で
暮らし続けることができる体制づくりの検討
や分野を超えたつながりで解決するしくみづ
くりの検討等が必要であることについても、
今後に向けた課題として掲載しているところ
です。

6 58 ヤングケア
ラー等、地域
住民の権利を
擁護する専門
的な相談体制

ヤングケアラーについての早急な対応が必要と考える。これはまさに
地域福祉の問題である。教育委員会や福祉子ども部などが連携して
実態の把握と速やかな支援をしなければならない。
本計画がその道筋を明示的に記述することで、本計画5頁の「（4）市
の関連計画との関係性」の趣旨による支援が進む。そのように記述し
てほしい。

ヤングケアラーを含め、支援が必要な子ども
については、要保護児童対策地域協議会の
中で連携して対応しているため、原案どおり
とさせていただきます。また、複雑化・複合
化する福祉課題の対応は、51頁の方向性１
－３分野を越えた福祉課題を解決に導く多
機関連携のしくみづくりで取り組んでまいり
たいと考えております。



頁 全般 詳細箇所
項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方

7 72 達成目標 「人権啓発紙の発行、全戸配布」が目標になっているが、その内容は
現状のままでよいか。見直しが必要ではないか。文集のような形態
で、全戸配布で当初の目標が達成できるかが疑問である。

現在の配布状況を踏まえ、達成目標の事業
を「人権啓発紙の発行」に改めます。現在、
当人権啓発紙につきましては、「広報おお
つ」とともに自治会やマンション管理組合の
皆様のご協力を賜り、皆様に読んでいただ
けるよう各戸に配布しております。併せて自
治会未加入世帯のグループへの配布や公
共施設への設置などにより、より多くの皆様
の手に取っていただけるよう努めているとこ
ろです。今後も多くの皆様に当啓発紙が行
き渡るように配布する方法につきまして、引
き続き検討してまいりたいと考えておりま
す。また、ご提案いただきました件について
は、多様化、複雑化する人権課題に関して
昨今の動向を踏まえ、より市民の皆様にとっ
て分かりやすく、読んでいただきやすい紙面
になるよう、他機関が発行する啓発紙も参
考にしながら工夫を凝らしてまいります。

8 78 図．大津市に
おける地域福
祉の推進

図中の進行管理・推進機関は、地域福祉計画・地域福祉活動計画推
進プロジェクトチームという理解でよいか。大津市ホームページでこの
プロジェクトチームの会議録等での公開情報がない。現在は存在しな
いが、今回新たに会議体を創設するなら、市民にも会議録・配布資料
等を公開してほしい。

推進は関係各課が行い、121頁に記載の推
進プロジェクトチームや庁内ワーキンググ
ループで取り組み状況や課題等について協
議を行い、大津市社会福祉審議会地域専門
分科会へ報告し、進行管理を行います。大
津市社会福祉審議会地域専門分科会の会
議録については大津市ホームページで公開
いたします。

9 84 ④交通 大津市と他都市との交通の利便性について記述している。大津市内
の交通の現況と課題についての記述は重要である。市内全域の路線
バスの減便・廃止や京阪石坂線の運営状況などをしっかりと理解した
記述が必要である。

ご意見を踏まえて、市内の交通の現状を84
頁に追記します。



頁 全般 詳細箇所
項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方

10 109 イ　老人クラブ 老人クラブの数が単調減少になっている。本計画で老人クラブが高齢
者の生き生きとした活動の場としての集まりになり介護予防の為にも
積極的な施策が欲しい。

第８期大津市高齢者福祉計画では、「高齢
者が健やかに生活し、社会参加ができるま
ち」という目標実現のために、「高齢者の社
会参加及び生きがいづくりの推進」を施策と
して掲げています。
　高齢者の介護予防、健康増進、生きがい
づくりを進めるうえで、最も身近な活動主体
である老人クラブは重要であると認識してお
り、貴重なご意見として承り、老人クラブ活
動の周知や活動の場の提供など支援を行
なってまいりたいと考えています。

11 135 ヤングケアラー用語の解説として、ヤングケアラーの実態調査であきらかになったこと
や厚生労働省の調査、大津市の取り組みなどを簡潔に追記して欲し
い。

ご意見を踏まえて、用語解説135頁に追記し
ます。

12 ○ 図・表に連番を付けてはどうか。 ご意見を踏まえて、図・表に連番を追記しま
す。



頁 全般 詳細箇所
項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方

13 ○ 第４章　施策
の展開

複雑化、多様化した福祉課題については、単独の市だけで解決する
ことは困難な事例も存在します。第４章において福祉に関する情報の
発信や身近な地域の相談窓口などの充実といった取組が記述されて
いますが、解決する課題によってはもう少し広い圏域の社会資源を活
用する場面があるのではないでしょうか。例えば専門的な医療的ケア
を必要とする方、身近な地域には情報を知られたくないと思っている
配偶者等からの暴力を受けた方や犯罪被害者、更生保護の過程にあ
る方などです。
これらの方に対し、必要な福祉情報を届け支援するためには、地域を
超えた社会資源へのリファーラルやコーディネートを行う力が必要とな
ります。
そこで、施策の展開において、「身近な地域での対応が困難な課題に
対する支援との連携や取組」について記述していただければと思いま
す。また、より広い圏域を視野に入れた地域福祉の向上に努めるべく
専門職の人材育成や確保についても、記述していただければと思い
ます。
地域の力で課題解決できれば良いのですが、地域だけでは解決しき
れない課題が現実的に存在するかと思います。それらの課題を抱え
た方が支援からこぼれることのないように配慮いただくようお願いしま
す。

第４章　施策の展開における福祉課題に対
応する専門職や社会資源については、市内
の人材や団体・事業者だけではなく、市外、
県外の専門職や社会資源を含めて考えてお
ります。このため、原案どおりとさせて頂きま
す。いただいたご意見については、今後、具
体的な取組を検討する上での参考とさせて
いただきます。

14 ○ 本計画全般の記述で「学区」の定義が不明確である。小学校のことで
あるのか、本計画で単位とする地域のことかを区別して記載してほし
い。本計画の実施状況の評価や各地域で努力される方々の思いを致
してほしい。特に仰木の里東小学校の記載が無い資料（図表）がある
ことなどが気になる。

本計画での学区とは、地域福祉の活動をし
ている単位で示しています。このため、原案
どおりとさせて頂きます。

15 ○ 令和３年度に大津市内の小学校は３７校であるが、本計画書の複数
箇所で３６学区との記述や３７学区との記述が混在している。計画達
成の目標数値、多くの図・表データ、統計処理及び学区毎に創設され
た団体・会議体等についての齟齬が発生しないように改善することが
望ましい。
図表中の多数箇所で３６と３７の数値が混在している。特に、目標値を
すべての子どもの住む地域とし、100％達成を目指すことを明記しては
どうか。

本計画で、「３７学区」と記載している４３頁
は注釈を追記、９３頁は小学校区の記載に
修正します。



頁 全般 詳細箇所
項目
番号

該当箇所
ご意見 ご意見に対する本市の考え方

16 ○ SDGｓについて、82頁他で丁寧な記載があるが、資料編にも簡明に追
記してはどうか。

ご意見を踏まえて、用語解説126頁に追記し
ます。


