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平成１９年度 「たからっ子「育み」プラン」の取り組み状況（まとめ）
はぐく

（Ｐ１～Ｐ２５ ９３事業）基本目標１ すべての子どもと家庭への子育て支援サービス

この基本目標については 「すべての子どもと家庭」と「総合的支援」がキーワードで、

あり、この基本目標を達成するために、( )すべての子どもと家庭に対する三層構造によ1
る子育て支援の展開、( )子どもや母親への健康の確保、( )配慮が必要な子どもと家庭へ2 3
の支援の充実、( )経済的な支援の４つを施策の方向性を示し、子育て家庭の不安、負担4
軽減に努めた。

(1) すべての子どもと家庭に対する三層構造による子育て支援の展開

主要な施策 ①地域の子育てサロンの充実（小学校区単位）

小学校区単位の身近なところで集える場（一層目）としては、公立保育所の園庭開放

等には年間延べ子ども 人、大人 人が利用し、地域に開かれた子育て支援24,113 19,546
施設として育児支援を実施した。また、住民主体の子育てサロンがまちづくり協議会毎

にも年々増加した。その他、幼稚園、私立保育所での子育て支援事業や親子育てグルー

プ活動支援等身近なところでの集える機会や場も増えた。

主要な施策 ②児童館を核とした子育て支援の拡充（市内７ブロック単位）

市内ブロック単位の地域の子育て支援の拠点（二層目）として、地域児童館には、就

学前の子ども延べ 人、大人 人が利用するとともに、本市の特徴である出31,930 26,573
前児童館事業を社会福祉協議会地区センターと連携し１７年度から開始（１８年度から

は全市域で展開 。１９年度は高齢者施設、自治会館、小学校等を活用して常設型を市）

内２７カ所で延べ 回実施、年間延べ利用者数は、子ども 人、大人 人で566 12,219 6,235
あった。また、子育てサロンへの支援や地域のイベントにも参画する等、各ブロック内

の子育て支援の拠点としての役割が図れた。一方、常設型の定着に伴い、ボランティア

としてかかわってもらえる地域住民の出前児童館サポーターの養成の仕組みづくりが必

要となってきた。

また、わかくさ保育所、米谷保育所に地域子育て支援センターを設置し、武庫川右岸

・左岸の保育所での子育て支援事業の統括も図った。

「 」 （ ）主要な施策 ③ 子ども家庭支援センター を核とした総合マネジメントの展開 全市域

全市域の子育て支援の中核施設である「子ども家庭支援センター （三層目）では、」

就学前の子ども延べ 人（うち、０歳児 人 )、大人 人が施設内のき7,426 4,311 58% 6,893
らきら広場を利用し、特に０歳児の子育て中の保護者の居場所として活用されている。

また、集える場の提供だけでなく、親育ての観点から成長過程別講座の実施、子育て情

報誌「たからばこ」の発行、児童虐待を含む市の第一義的相談窓口、ショートステイ、

産後ヘルパー派遣のサービスの調整等、子育て支援策の総合マネジメントも展開してい

る。

さらに、次世代育成支援の観点から「フレミラ宝塚」という世代間交流施設の特色を

活用して、乳幼児とのふれあいを希望する中高生が、新米ママのふれあいタイム等の講
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座やきらきらひろばにおいて、親子の様子の観察や子どもと一緒に遊ぶ体験等も実施し

ている。

（２）子どもや母親への健康の確保

主要な施策 ①母子の健康づくりの支援

妊娠期においては、費用負担軽減と安全な分娩と健やかな子どもの出生を支援するた

め、１８年度から妊婦後期健康診査に対して健診費を１回助成することとし、１９年度

は 人に助成した。さらに２０年度からは妊娠全期間における５回分までの健診に1,327
拡充することとしている。また、父親の育児参加を促進するため、父親学級の回数を年

６回から平日６回、日曜日６回計１２回に拡充した。

また、生後間もない０歳児の時期から行動範囲の広がりや情緒発達の著しい乳児期後

期までを「０歳児の安心子育て支援」として重点施策に位置づけて取り組んでいる。

１９年度の乳幼児健診については、受診率が４か月児 、１歳６か月児 、３97.0% 95.5%
歳児 で年々微増している。赤ちゃん訪問指導については、従来３か月までの第１92.1%

1,787 733子に対して実施していたのを第２子以降も対象を拡大し、 人の対象児に対し

人に助産師や保健師が家庭訪問を実施、産後うつ対策として実施している産後ヘルパー

派遣の事業では 件、延べ 回ヘルパーを派遣し家事や育児援助を行った。また、26 302
１８年７月から開始した１０か月児アンケート事業等により必要に応じた電話相談を実

、 、 。施する等 出産間もない時期から乳児期後期までを重層的に支援し 不安軽減を図った

さらに、２０年度から、赤ちゃん訪問事業を拡大して国が進めている「こんにちは赤

ちゃん事業（生後４か月までの全戸訪問 」を実施するとともに、育児支援家庭訪問事）

業を拡充していくこととしている。

主要な施策 ②小児医療対策の充実

夜間・休日における初期小児救急医療の拠点として、３市１町により、阪神北広域こ

ども急病センターを２０年４月の開設に向けて整備した。同センターを開設し、休日、

夜間の子どもの急病時に、より適切に対応できるようになり、小児医療対策の充実を図

ることができた。

主要な施策 ③思春期保健対策の充実

思春期における喫煙・飲酒教育として 重点施策に掲げる 思春期の子どもたちの こ、 「 『

ころの成長』支援」の１つである、健全母性育成事業を１８年度から実施しているが１

９年度も学校と連携して小浜小学校と宝塚第一中学校で実施した。この事業は小中学校

で定着しつつあり希望校が多くなってきているが、講師の選定や提供するメニューの調

整が今後の課題である。

主要な施策 ④食育の推進

よりよい食習慣の確立を目指し、乳児期については「離乳食学級」を年１２回、幼児

期・学童期については「親子でわくわくクッキング」を年２回開催し、講義・調理実習

をとおして適切な食事について学ぶ機会とした。また、平成２０年度においては 「親、

子クッキング」を年４回開催し、親子で楽しく「食」について学べる機会を拡充してい

く。
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（３）配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実

主要な施策 ①障害児と家庭への支援の充実

早期発見から早期療育へつなぐ子ども発達総合相談は、１９年度は来談者 人、380
相談件数 件であった。療育センター在宅児支援事業では、在宅支援外来療育指導事521
業 件、施設支援一般指導事業 件、在宅支援訪問療育指導事業 件で、障害児500 107 280
の地域生活支援のため、本人及びその家族に直接指導を行ったり、障害児に関わる職員

に療育技術の助言、指導を行う等療育指導の充実が図れた。また、地域生活支援につい

て関係機関とのネットワークの構築や権利擁護システムの構築について検討した。

主要な施策 ②ひとり親等さまざまな家庭への自立支援

児童扶養手当の支給は１８年度が 人であったものが１９年度は 人と年々1,473 1,585
増加傾向にある。また、１７年度から開始した母子家庭への自立支援教育訓練給付金の

支給事業について、１９年度の講座修了者は１４人であった。今後も広報等で周知し、

制度の浸透に努めていく。

主要な施策 ③児童虐待防止対策の充実

１８年４月に「要保護児童対策協議会」を設置し、児童虐待防止を中心とした要保護

、 。 、 、児童対策において 関係機関の連携と支援体制の強化を図った １９年度の養護 保健

障害、非行、育成等の相談件数は 件あり、虐待通告は 件あった。当該協議会1,512 44
において、関係機関が相互に連携を図りながら計 回のケース会議を開催し対応にあ183
たった。

また、児童虐待の防止施策を推進するため、１４年度に誘致整備をした地域小規模児

「 」 、童養護施設 御殿山ひかりの家 で実施している２４時間電話相談は１９年度は 件136
子育て家庭ショートステイには 日の利用があり、夜間も含め必要な時にサービスを57
提供することにより、子育て中の親の負担軽減、不安解消に役立った。

（４）経済的な支援

１８年度の児童手当法の改正により、支給対象が小学３年生までであったものが小学

校修了まで拡大され、所得制限額も緩和された。さらに、１９年度の改正で３歳未満の

児童手当が一律月額１万円に引き上げられ 人が受給した。また、乳幼児等医療12,543
費助成については、１９年４月に助成対象を６歳までから９歳までに拡充したことによ

り、受給者数が１８年度は 人であったが、１９年度は 人に増加した。さ12,264 16,628
らに、２０年７月から一部負担金または自己負担額を無料とする対象を、外来は５歳未

満まで、入院は小学６年生までに拡充していくこととしている。

その他、私立幼稚園就園奨励費補助や児童福祉施設入所児等の助成も実施した。

基本目標２ 子育てと仕事の両立支援（Ｐ２６～Ｐ３５ ３１事業）

この基本目標については、子育てに対してやさしい職場や地域を築きあげることが大切

であり、この基本目標を達成するために、( )企業等への啓発の推進 （ ）男女がともに1 2、

家庭・職場に参画できる社会の促進、( )多様な保育サービスの充実、( )放課後児童対策3 4
の充実の４つの施策の方向性を示し、子育てと仕事の両立を図るため基盤整備に努めた。
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（１）企業等への啓発の推進

主要な施策 子育てと仕事の両立支援等、雇用環境の整備促進①

②子育てバリアフリーの促進等、次世代育成支援対策の充実

企業に対しては、雇用促進連絡協議会を通じて、逐次改正される法律や制度について

タイムリーな情報提供や啓発を実施した。また、本市の特定事業主行動計画では、法改

正にあわせ部分休業の対象となる子どもの対象年齢の拡大や就学前の子どもの看護休暇

を新設した。１９年度の育児休業取得状況は男性 ％、女性 ％であった。0 100
重点施策に掲げる「思春期の子どもたちの『こころの成長』支援」の１つである若者

就業支援、相談事業を、１９年度は相談窓口をソリオ２の宝塚市地域職業相談室内に拠

点化したことで相談者が増加し、相談者 人、相談件数 件で、うち就職者は４人90 193
であった。来所したが就労に問題がありすぐに就労につながらない若者に対し、次の活

動につながる施策の検討が必要である。

（２）男女がともに家庭・職場に参画できる社会の促進

主要な施策 ①家事・育児への男女共同参画の促進

②職業生活への男女共同参画の促進

③男女の家庭責任と就業の両立支援の推進

企業に対しては、雇用促進連絡協議会を通じてセミナー等で啓発をした。男女共同参

画センターだより「エル・コンパス」の創刊号で「ワーク・ライフ・バランス」を特集

し啓発、情報提供をした。

（３）多様な保育サービスの充実

主要な施策 ①保育所待機児童の解消

保育所の整備については、１８年度、指定保育所であった宝塚ひよこ共同保育所の認

可化移行支援を行い、１９年４月、定員 名の認可保育所として開園したこと等によ60
り、総定員は認可保育所が 人、本市独自制度である指定保育所が 人となり、2,190 302
待機児童は１９年４月１日現在 人で、前年度の同時期と比べると５人の減となって29
いる。さらに、待機児童解消を図るため、２０年４月開設に向け第２ブロックの児童館

と併設型の定員 名の認可保育所の整備にかかったが、地元協議等に時間を要したた90
58め工事着工が遅れ開園が１１月となったことも要因で、２０年４月の待機児童数は

人となった。

今後も、マンション建設等の動向も勘案しながら待機児童解消に努めていく。

主要な施策 ②保育内容の充実

③特別保育の充実

保護者の多様な保育ニーズに対応するため、延長保育、一時保育、病後児保育等の特

別保育を実施しているが、１９年度は一時保育は新設の宝塚ひよこ保育園を含め私立７

園で実施した。休日保育は新設園で実施予定であったが、今後も利用見込み調査等を実

施して検討していく。

２０年度は民営化した山本南保育園、新設の（仮称）野上あゆみ保育園で一時保育を

実施するとともに、午後８時までの２時間延長保育も実施する等拡充を図っていく予定
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にしている。

主要な施策 ④ファミリーサポートセンター事業の充実

地域の相互援助活動として、保育所や地域児童育成会後や保護者の病気やリフレッシ

ュ等に子どもを預かるファミリーサポート事業は、１８年度の会員数は 人（依頼1,238
、 、 ） 、 （ 、711 226 301 1,378 811人 提供 人 両方 人 であったものが １９年度は 人 依頼 人

提供 人、両方 人）で 人の増となっているが、今後も提供会員の確保に努め247 320 140
ながら事業を実施していく。しかし、近年、地域での相互援助意識が薄れ、会員間で意

識の乖離がみられるようになってきた。

また、高年齢者活用子育て支援事業では、シルバー人材センターが専門コーディネー

ターを配置し、 人の会員により事業を実施した。39

（４）放課後児童対策の充実

地域児童育成会については、１９年４月１日現在、入所児童は 人となり、前年1,272
度の同期と比べると 人の増加となったが、 人の待機児童があった。待機児童が多64 89
い長尾地区において、同地区の待機児童解消を目的としたＮＰＯ法人「長尾すぎの子ク

ラブ」が設立され、同法人が行う学童保育事業に対し、経費の助成を行った。また、７

月に２校で定員 人を 人に増員を行ったため、７月１日現在の待機児童は、 人40 80 61
となった。

夏休み期間の待機児童対策として、３カ所で保護者会が行う自主保育事業（保育は、

シルバー人材センターに委託）に対し、経費の助成を行った。

２０年４月１日現在、入所児童は 人で、待機児童は 人（長尾すぎの子クラ1,275 33
ブ入所児童を除く）あり、引き続き待機児童対策が課題となっている。

なお、２０年度から、午後６時３０分までの延長保育を行うこととしている。

また 「たからづか放課後プラン」に基づき 「放課後子ども教室」との連携を推進、 、

していく。

基本目標３ 教育環境の整備（Ｐ３６～Ｐ４８ ４６事業）

この基本目標については、学校本来の教育的役割を十分果たすとともに、子どもが家庭

の大切さを体験的に学ぶ機会を体系的、継続的に増やすような施策の方向付けが必要であ

り、( )学校教育の充実、( )幼児教育の充実、( )男女平等教育の推進、( )子どもの人権1 2 3 4
擁護の推進の４つを施策の方向性を示し、子ども自身が健やかに育つ環境づくりに取り組

んだ。

（１）学校教育の充実

主要な施策 ①確かな学力の向上

②豊かな心の育成

③健やかな体の育成

④信頼される学校づくり

特殊教育から特別支援教育への転換にあたり特別支援教育推進事業として、支援が必

要な児童生徒に適切な支援を行うため、巡回相談 回実施。人的支援については、対53
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象範囲を拡大し、支援ボランティア 人が児童生徒の教育的ニーズに応えられた。52
また、信頼される学校づくりとしては、地域の教育力を生かした地域に開かれた学校

園づくりを推進するため、ＴＡＫＡＲＡっ子・わくわくスクール事業では、１校園あた

り平均 人の方々に「みんなの先生」として地域の人材を教育活動に幅広く活用し32.4
たり、専門性の高い郷土出身者を「ふるさとの先輩」として招聘した。中学校２年生全

員を対象にトライやる・ウィーク事業として地域での社会体験学習等を全 学校（特13
別支援学校含む）で実施し、 人が参加、 ％の参加率であった。1,629 99

（２）幼児教育の充実

幼稚園、保育所、小学校の連携について、研究部会の中で積極的に研修する機会を設

け、交流を進めた。

（３）男女平等教育の推進

「 」 。男女共生教育教職員資料 自分らしく生きる 改訂委員会を開催し改訂を行った

（４）子どもの人権擁護の推進

主要な施策 ①子ども参加型のまちづくりの推進

児童の権利に関する条約及び子ども条例の趣旨を踏まえ、青少年が意見表明する機会

を確保するために子ども議会を８月２３日に実施し、小学生の部 人、中・高校生の26
部 名の参加があった。20

子ども条例に基づき子どもたちがまちの主役として、小規模なまちを実現させ、就労

体験を遊び感覚で行う「あとむっこカーニバル第２回ミニたからづか」を１２月１５日

・１６日に実施（社会福祉協議会に委託）した。この事業は中・高校生で組織するミニ

づかスタッフが企画の段階から参画し、また、小学生による子どもリーダーが店長とし

て運営に従事し、当日は延べ 人の参加があった。1,200
、 （ ）。さらに 小学生を対象に宝塚こども環境会議を１２月１日実施 環境関係団体に委託

２小学校が環境活動発表と「こども環境会議２００７」に参加した。

主要な施策 ②子どもの権利擁護の確立

子どもの権利条約についてのリーフレットを中学１年生に配付して啓発を行った。ま

た、子どもの権利の視点を盛り込んだ子ども条例のパンフレットを作成し市内公立の小

学４年～高校生に配付し啓発を行った。

一方、権利擁護については、引き続きそのあり方を検討していく。

主要な施策 ③いじめ・不登校などへの対応

一斉指導に馴染みにくく、不適応をおこしがちな子どもを対象に、子ども支援サポー

ター配置事業として、心理相談員９人、別室登校指導員４人を小中学校に配置した。３

人の生徒を対象にコーチングサポーターを中学校に配置した。また、全 中学校、２12
小学校にスクールカウンセラーを配置したことにより、身近に相談できるので活用件数

が増加している。長欠指導生徒に対しては訪問指導する「Ｐａｌふれんど」派遣や、訪

問指導員４名が 回訪問し、訪問した ％の子どもが進学や適応教室通級、学校登351 70
校増加等社会復帰につながった。一方、男性のＰａｌふれんどが確保されず、訪問のニ
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ーズに追いつけなかった。

２０年度からは 「特別支援教育推進事業 「子どもサポーター配置事業 「幼稚園、 」、 」、

巡回カウンセリング事業 「学校園訪問相談事業 「巡回相談事業」を併せて、事業」、 」、

名を「子ども支援事業」に改める。また、子ども支援サポーター心理相談員、別室登校

指導員の配置日数の増等の拡充を図る。

また、問題を持つ児童・生徒・保護者の個々のケースについて、教育、福祉分野の職

員が中心となり毎月１回ケース会議を実施。１９年度は個別ケース会議を 回（小学74
校 回、中学校 回）開催し対応を協議した。電話相談については 件ありリピー42 32 480
ターも多い。また、子ども専用電話も設けているが、子どもにとってはフリーダイヤル

の方がかけやすいため、利用促進が課題となっている。

基本目標４ 安全・安心の子育て環境（Ｐ４９～Ｐ５５ ２２事業）

この基本目標については、子どもがのびのびと育ち、活動できるような安全・安心の環

境を整備するとともに、住宅や道路など子育てを支援する生活環境の整備が重要であり、

この基本目標を達成するために、( )子育てを支援する生活環境の整備、( )子どもの安全1 2
・安心の確保の２つの施策の方向性を示し、安全・安心のまちづくりに努めた。

（１）子育てを支援する生活環境の整備

主要な施策 ①子育て世代がすみやすい住宅・住環境づくり

②子育てバリアフリー環境の整備

③安全な道路交通環境の整備

子育て世代が住まいやすい住宅・住環境づくりでは、１９年度は母子世帯等優先住宅

として春・秋に２戸の空き家募集を実施、また、新たに就学前児童がいる世帯を対象に

「子育て世帯向住宅」４戸の募集を行う等、子育て世代に対する住宅確保の支援を拡充

した。

、 。また 乳幼児をつれて外出しやすいように鉄道及びバス事業者に事業費の一部を助成

駅のバリアフリー化についてはＪＲ宝塚駅の橋上化が２２年春に完成に伴い、ＪＲ武田

尾駅以外の市内全ての駅舎が整備されることになる。

（２）子どもの安全・安心の確保

主要な施策 ①子どもの交通安全を確保するための活動の推進

②子どもを犯罪等の被害から守るための活動の推進

③被害にあった子どもの支援の推進

全国的にも子どもを狙った犯罪が多発する中、本市においても不審者が出没する状況

であるので、子どもを犯罪等の被害から守るため、市公用車や宝塚郵便局集配車等を活

用して 「宝塚市アトム１１０番連絡車」のステッカーを貼付し、その他、子ども１１、

０番の車制度に１９年度は建設業協会も活動に参加して見守り活動を実施した。特に、

小学校の下校時に「青色回転灯装着車」による巡回活動を実施するとともに、毎月第３

火曜日を市内一斉防犯の日と定め、小学校からの下校時刻の報告により、市内を８エリ

アに分け巡回活動を実施した。また、自治会等の市民団体でも地域防犯パトロールを実
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施して、子どもを犯罪や事故から守るための活動に努めている。

小学校等の施設内での不審者に対する安全の確保としては、すべての教育施設、児童

福祉施設に「県警ホットライン」を設置するとともに、警察の協力により職員向けの防

犯講習会を実施した。

子ども自身に対しては、幼児交通安全クラブ等を実施し、幼児期からの交通安全・防

犯教室を実施するとともに、市立小、中学生及び特別支援学校小学部の児童等の児童を

対象に防犯ブザーを無償貸与し、下校時の安全の確保に努めている。

また、不審者対策の情報システムとして安心メール配信システム「防災ネット」の運

用により、緊急情報登録者約 件に対し、携帯電話を活用した情報提供を行ってい5,970
。 。 、る 安心メールの登録者数も年々増加し防犯に関する意識も高まってきている ただし

ひったくりや犯罪発生等の情報は、兵庫県警察本部からの「ひょうご防犯ネット」で配

信されるため、防犯情報は両方の登録を呼びかける必要がある。

基本目標５ 家庭や地域の子育て力・教育力の向上（Ｐ５６～Ｐ６７ ３６事業）

この基本目標については、子どもを地域社会全体で育て、支える観点からの様々な取り

組みが必要であり、( )子どもたちの居場所・活動の場の充実、( )家庭教育の推進、( )1 2 3
生涯学習の推進、( )適切な情報提供の推進の４つの施策の方向性を示し、特に子どもの4
居場所づくりを重点施策と位置づけ事業推進に努めた。

（１）子どもたちの居場所・活動の場の充実

ア 三層構造を通しての子どもの居場所づくり

主要な施策 ①身近な子どもの居場所づくり（小学校区単位）

②児童館を核とした子どもの居場所づくり（市内７ブロック単位）

③大型児童センターを核とした子どもの居場所づくり（全市域）

、 、子どもたちの居場所については 市内５カ所の地域児童館には延べ小学生 人41,599
中学生 人、高校生 人の利用があり、特に、年々、中・高校生の利用が増加4,446 1,099
し中・高校生等の居場所の役割も果たせている。また、１９年度からは放課後プラン事

業計画に基づき、ＰＴＡや地域住民等との連携や出前児童館事業を活用した「放課後子

ども教室」を１２カ所の放課後の小学校等を活用して実施し、身近なところで安心・安

全な子どもの居場所づくりにも努めた。

中・高校生の居場所として整備した大型児童センターでは延べ小学生 人、中12,267
学生 人、高校生 人が利用した。また、次世代育成の観点から、赤ちゃんと12,774 7,837
ふれあい事業では乳幼児と、世代間交流事業では高齢者との交流の機会を通して、同世

代だけでなく年少者や年長者との関わりや、青少年リーダーが地域のお祭り等へ出向く

出前児童館事業等を通して様々な他者との関わりを経験する等、自然な形でふれあい・

交流の機会を設けることができた。

、 「 」青少年の健全育成については 各中学校区毎に組織化している 青少年育成市民会議

が、様々な体験活動の実施やパトロールによる危険個所の点検等地域での青少年を育む

一翼を担っている。
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イ さまざまな体験の機会の提供

手塚治虫記念館には、のびのびパスポート 人、クローバーカード 人と前年5,069 959
比 ％の利用があった。その他、自然観察事業や自然体験事業等を実施した。120

（２）家庭教育の推進

幼稚園児の保護者を対象に の家庭教育学級を開設。また、子育て中の親同士の学22
習の場としてファミリースクール クラスの開設や、ほっとティータイム 回を実施13 20
し 「親」学習機会や情報を提供し学習活動を支援した。、

（３）生涯学習の推進

市立図書館では 冊の児童書の購入の他、毎月児童向け図書館だよりを発行し、6,417
お話会やかみしばい等児童向けの集会活動を行った。また、子どもの読書活動推進に向

けた環境整備を図るため「子どもの読書活動推進計画」を策定した。

また、公民館グループが小・中学生を対象に、日頃の活動で培われた知識・技能を社

会還元する「サマースクール」を３公民館で グループが コースのスクールを７月17 21
に実施した。

（４）適切な情報提供の推進

全市的には、総合的情報誌「たからばこ」を妊娠届けや転入時に配付 「こどもプレ、

ス夢クルー」を保育所（園 、幼稚園児以上の家庭に年５回配付するとともに、広報紙）

で特集号を組む等情報提供を実施。また 「総合的情報コーディネート・システムの開、

発」について、１８年・１９年度の２カ年にわたり関西学院大学と共同研究を行ったが

１９年度で研究が終了するため、今後、子育て ページ作成を検討していく。web
地域においては、児童館やまちづくり協議会が発行するたより等で各地域に応じた情

報を提供している。

また、子ども自身に対しては、まちの仕組みや実態、施策等の情報を提供するために

子ども向けホームページ「たからづかＫＩＤＳ」を掲載した。

６ 推進体制（Ｐ６８ ４事業）

宝塚市次世代育成支援行動計画「たからっ子育みプラン」の推進体制については、

市民の参画と協働が不可欠であるため、知識経験者、関係団体、専門機関、公募市民

等 人で構成する「宝塚市次世代育成支援行動計画推進地域協議会」及び、庁内関13
係課長等で組織する「宝塚市次世代育成支援行動計画推進検討会」を１７年度に設置

し、推進を図ってきた。

１９年４月、子ども施策推進の総合的・長期的指針となる「子ども条例」を制定す

るとともに、子ども施策を総合的に推進するため 人の委員で構成する「子ども審17
議会」を設置し、３回開催した。なお、子ども審議会に次世代育成支援対策推進法に

規定する「地域協議会」機能をもたせたため、１９年３月末日で次世代育成支援行動

計画推進地域協議会を廃止した。
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、 、 、 「 」さらに 様々な整備強化として まず 財政的基盤構築のための 子ども未来基金

を創設し、１９年度は１２事業に１億５千万円を充当した。また、子ども施策の総合

調整機能を強化し、施策の一元的・総合的な実施を図るため 「子ども未来部」を創、

設した。

今後、施策の実効性を高めるため、これらの機能の向上に努める。

なお、詳細は「個別事業取組状況」のとおりである。


