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議
名 

平成２５年度（2013年度） 第２回 宝塚市子ども審議会 

日
時 

平成２５年（２０１３年）９月１６日（月） 

午前１０時～１２時３０分 
場
所 

男女共同参画センター 学習交流室１Ａ 

委員 

伊藤篤、側垣一也、名須川知子、秋山直義、今福章代、江守典子、小垣佳子、 

佐々木昌幸、新城恵巳、中村信義、埜下昌宏、萩原一男、福住美壽、藪内悦子、 

生駒由香里、菅井元子、峯本展夫、内田奈緒、梶川美佐男 （敬称略） 

計１９名（欠席２名） 

事務局 子ども未来部長、子ども室長、子ども政策課長、同係長、同係員 
出
席
者 

関係課 

（拡大事務局） 

子育て支援課長、子ども家庭支援センター所長、保育課長、青少年課長、 

子ども発達支援センター所長、人権男女共同参画課長、健康推進課長、学事課長、 

学校教育室幼児・特別支援教育担当課長、教育支援課副課長 

計１０名 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 ４名 

内 容（概要） 

１ 開会 

２ 臨時委員委嘱辞令交付 

３ 出席委員及び事務局職員の紹介 

４ 会議の成立及び公開について 

委員２１名中１６名出席 宝塚市子ども審議会条例第６条第２項の規定により過半数以上の

出席があったため会議は成立している。（中途３名参加） 

また、本日の会議は公開とする。傍聴者は４名。 

５ 議題 

（１）宝塚市次世代育成支援行動計画（後期計画）個別事業取組状況（平成24年度（2012年度）事業

実績及び平成25年度（2013年度）事業計画）について事務局より説明 

会 長： 説明のあった内容について何か意見はあるか。 

委 員： 資料２ページの放課後子ども教室が未達成ということだが、職員・スタッフの確保等

が難しいのではないかと思うが、予算立てはどうなっているのか。 

事務局： 安全管理、コーディネーター等の役職があり、それらスタッフには執務１回に対して

いくらという補助基準があり、それに従っている。 

 どちらかというとスタッフ報酬の金額が問題で確保が難しいというよりも、基本的に

は地域のボランティアが中心となって事業を行っているため、そのボランティアの力添

えがなかなか得られないことによるものだ。 

 協力状況にも地域差があり熱心に取り組んでいるところもあるが、例えば休止になっ

ている安倉北などでは事故があったため責任が重く感じられるなど尾を引いており、ボ

ランティアが集まらない。金銭面よりもこうした内容面での課題を抱えている。 

委 員： では無報酬でスタッフを確保しているということか。 

事務局： ボランティアの人はそうなる。 

委 員： 幼稚園のキッズサポーターも同じような形でやっているのか。 

事務局： キッズサポーターは公立幼稚園の預かり保育の際に、保育補助として幼稚園教育の保

育手伝いということで行っており、放課後子ども教室とは少し異なっている。 

委 員： 内容は違っても、世話をする地域の人の扱いとしては同じなのか。 

事務局： そうなる。１時間いくらというわずかではあるが地域の人や大学生などにお願いして

保育補助として参加していただいている。 



委 員： とても大変な役割だと聞いている。これには民生・児童委員も関わっていて、体調の

悪い時も使命感から出向いており、それに応えるにはやはり正当な報酬が必要ではない

か。わずかな報酬のなか使命感や責任感だけで出向いているのを見ると、異質なものを

感じる。改善してはどうか。 

委 員： 子ども教室にはできた当初から関わっているが、よくぞここまで24区全小学校区まで

拡大してこれたと思う。ほとんど地域の人やＰＴＡが関わってほぼ１年中利用できる地

域から、週数回という場所まであるが地域ごとに取り組んでいる。養成講座を受けたプ

レイリーダーには報酬が出ているが、地域の人やＰＴＡには報酬がないものの、運営し

ている委員からそういう報酬を求める声はあがっておらず、いかに安全に自分の責任で

参加していけるかという方向で努力している。 

 関わっていることが保護者達にとっても生涯学習としての意義があり、金額という話

は出て来ていない。 

委 員： 地域のコミュニティや公にお金の話は出しにくい面もあるので、そういう部分を感じ

取っていく必要もあるのではないか。 

 地域の人たちは責任感でやっているんだということを強く感じる。保護者や子どもた

ちは喜んで利用していると思うが、地域の人は責任感でやっているだけなのではないか

と思う。こうした気持ちをうまく受け止めてあげないと、次につながっていかないので

はないか。続いていかなければ意味がない。 

委 員： ファミリーサポート事業もそうだが、何かあった時の保障があるのかどうか不安で参

加できない。報酬だけでなく、何かあった際に市役所がこうしてくれるという明確なも

のがほしい。 

委 員： 働いている保護者にとって放課後子ども教室は非常にありがたく、待機ではずれてし

まった３年生などにはとてもありがい。例えば、仁川小学校などでは毎日開催されてい

ることが安心だという声が多い。 

 地域差があるが、制度として誰もが公平に利用でき安全が保障された場というのは子

どもを育てるうえで大事な位置づけであり、予算をつけていただきたい。 

会 長： 報酬の問題と、怪我などの安全の保障が課題といえそうだ。 

委 員： 安心メールの登録数は増えているが、親の学びは減っている。放課後子ども教室の利

用者は増えていることからも、親は自分たちは学ぼうとせず子どもだけは預けてしまえ

ばいいという傾向がみえる。普段の生活のなかでも、親は子どもをどこかに預けてしま

い、何かあったらそっちの責任というような姿が目に付く。 

 次の親を育てていかなければ、次の地域の子育て支援を担う人がいなくなる。次の担

い手を育てて行く事業も必要ではないか。 

委 員： 乳幼児の親子支援に関わっているが今の傾向として非常に危惧するのは、例えば託児

の事業を立ち上げると定員オーバーするくらい殺到し、それほどに子どもを預けてしま

いたいのかという思いを感じるうえに、いくつか同種の事業を扱っているが、見ている

と同じメンバーで回っているのが現実だ。こうした現状を見て、申し訳ないが今年から

は託児は止めることにした。子どもが泣いたりすることが受け入れられないという親も

増えており、乳幼児期から一緒に学ぶということが必要だ。そうした経験を積み重ねて

いくことではじめて、子どもを手放すのは嫌だなと思いながらも仕事に出るために預け

たいという気持ちになるのではないか。 

 また、スタッフについても、リーダーには報酬が出ているが同じように汗をかいて頑

張っているボランティアには一切報酬が出ないということでは公平感を欠くのではな

いか。もちろんボランティア精神や生涯学習という視点での参加者には無報酬でもいい

かもしれないが、みんなで共通の概念を持つうえでも何らかの基準での報酬がいるので

はないか。人員確保の面でも大きな要素だろう。不安定な人員では事業を起こしても安

定した運営にはならない。 

委 員： 資料には出ていないが関連したもので、文科省から出ている学校支援地域本部事業が

あり、これにも地域の人やＰＴＡが参加し活動しているが、これらも報酬を得ていない

ボランタリーな意志の活動だ。 

 放課後子ども教室のスタッフに報酬が出るのであれば、同様に宝塚市が行っている学



校応援団なども含め同様の事業は多々あるので、何かの事業だけということではなく全

体を見て考える必要がある。 

委 員： 沢山スタッフがいるほうが運営も円滑であるのなら、自分の子どもがいる保護者でも

子連れで参加できるような環境があれば、潜在している人材は沢山いると思う。 

委 員： 自分の子どもを連れて行ってもいいようになっているので、子連れでもスタッフ登録

が可能だ。 

委 員： ではやはり情報の周知が足りないのかもしれない、自分もそれは知らなかった。子ど

も同伴が可能で保険もあるとなれば報酬が少なくてもまだ地域の協力が得られるはず

だ。 

会 長： いろいろ意見が出たが事務局としてはどうか。 

事務局： 保険は市の事業であれば全体的に行事保険というものをかけているので適用対象にな

るはずだ。ただ、個別事業となれば対象かどうか確認が必要なので相談してほしい。 

 ファミリーサポートセンター事業は現在、宝塚市保健福祉サービス公社に委託してお

り、会員の仲介をしている。そちらでファミリーサポートセンター専用の保険が用意さ

れているので加入していただいている。 

 子ども家庭支援センターでの各種講座において、親子で一緒に参加するタイプや保護

者が参加するタイプのものなどはボランティアグループにお願いして一時保育を用意

している。また、講座参加の子どもとは別に小さい子どもがいる場合などは個別に一時

保育ボランティアを紹介する形で対応している。 

 放課後子ども教室についても市の行事保険の対象になる。放課後子ども教室は、文科

省が進めている事業で、放課後の子どもたちが安全に遊ぶ場所を地域で確保するという

コンセプトとなっており、地域の子どもは地域で育てるという考え方から成立している

事業であることからも、お金を出して人に来てもらうというものとは少し趣旨が異なる

ものとなっているのでご理解をいただきたい。 

 市全体の一時保育の考え方については男女共同参画の視点などからも、子育て中の保

護者がどんな事業でも参加する機会を確保する観点で、一時保育の予算確保を各課担当

にもお願いしており、実際に予算申請も上がってきているので、講演会や学習会等にも

一時保育がつけられる取り組みが進んできていると考えている。 

委 員： 地域の子どもは地域が育てるといってしまえば美しいが、果たしてそれはどうなのか

ということを我々は考えている。それに対して行政がどう見守ってどう引っ張っていく

のかを知りたい。地域に丸投げして終わりなのか、もう一歩進んだ答えがほしい。 

委 員： 地域で育てると言い切ってしまうなら政策である必要はない、当たり前の話だ。報酬

をどうするかは別として、政策とする以上は行政がどのように関わるのかを明確にする

必要がある。 

委 員： 地域のことは地域ででは今後はやっていけない、既にみんな使命感と責任感で取り組

んでいるが丸投げでは困る。 

事務局： 地域の子どもは地域で育てるというのは大前提ではあると思うし、子どもが小さいこ

ろから保護者の学習も含めうまく子育をしていけることで、保護者に余力ができた時に

は次の世代を助けていけるようなつながりが築けるよう見守っていただいていると思

うので、市の施策として教育的観点や行政として目指す子ども施策を実現するために予

算を投入している部分もある。 

 いただいた意見から、われわれも担当部だけで一部の事業には予算をつけこちらはボ

ランティアでということではなく、大きな子ども施策をふまえたうえで考えて行かなけ

ればならないと改めて感じた。予算をどうするという話は今すぐ一足飛びにはいえない

が、子どもを育てるということは地域も行政も、そして一義的には親が責任を持ってい

るという仕組みのなかで、行政としての役割、親としての役割、地域としての役割、こ

れらをどう分担していきそこにどう予算を使っていくかということについて、みなさん

からの意見をいただきながら議論していかなければならないと思う。 

委 員： たからっ子「育み」プランの策定時も、子どもを育てる第一義的責任者についてかな

り議論したと思う。その経緯があったうえで、「すべての親が」と明記されている。そ

う考えると、地域で子どもを見守りながら親も一緒に育てることで、子どもが学童期に



なって親の手が空いてきたときに、自分が助けてもらったことを思い出して地域にもど

ってくるようにする必要がある。親が子どもを手放すのは大変なことなんだと知る前

に、ぱっと子どもを預けてしまえる現状には心を痛めている。 

 行政がこうして施策を打ってくれるのはありがたいが、市民が自分たちで共に育って

いける組織をつくっても、個人でやっているところには予算もこない。ただ、地域だけ

が頑張っていますではなく、かといって行政だけが頑張るというものでもなく、責任が

すぱっと割れるものではないと思う。もっとお互いのせめぎ合いがあるべきであり、最

初につくった時のポリシーが段々違う方向にいっているのではないか。 

委 員： 保護者として言えば、子育てに関して宝塚市はよくできていると思う。大型児童館も

あり、そこで情報共有したり保護者同士で知り合えたりする機会もあり、こうした場で

も活発な意見交換ができるため、子育ての場として悪い場所ではないと感じている。 

委 員： 放課後児童健全育成事業の定員数はどのような形で決めているのか。待機児童もまだ

いるという話だが、待機児童によって決めたのか、学校のキャパなのか、宝塚の子ども

の現状を知ったうえで次の話に進むべきだと思う。 

事務局： 各小学校に設置してあり、市全体で合計すると入所希望数に対して足りているが、実

際の各校区ごとのニーズでみると余裕のある場所や待機が生じている場所が出ている。

現状で待機が生じている場所というのはいわゆる大規模校にあたり、そうしたところに

は複数の育成会を設置したりしているが、大規模校ではそもそも教室数も足りておら

ず、プレハブ増築などを行っても足りていない状態である。基本的には空き教室を利用

しており、空きがなければ敷地内に建物を用意したりしているが、大規模校ではその敷

地すら余裕がないため、校区外で対応を講じなければいけない。 

 ニーズに対しては適切に対応していくつもりなので、随時整備していっている。 

委 員： 病後児・休日保育が増えることは保護者にとても助かるもので感謝している。 

保育所は子どもを預けるだけではなく親育てもする場所だと思っている。子育てにつ

いて保育士というプロから学べる貴重な場でもある。ただ、最近の私立保育園は保育士

が若く子育て経験も浅い。資料では新設もあがっているが、軌道にのせるだけでも大変

なのに多くの事業に対応していくのは難しいだろう。保護者会でも公立保育所への高い

評価があり、公立保育所は人材の宝庫といえる。公立保育所も一時保育等の事業にも積

極的に参加していただければありがたい。 

会 長： では次の議題に移りたい。 

（２）ニーズ調査の実施について事務局より説明 

委 員： ニーズ調査の結果をどのように市民に周知するのか。 

 就学前保護者の４ページ、問10の世話ができない状況というのは２パターンくらいあ

る気がするので増やせないか。月曜の何時、日曜の何時など曜日によって事情が変わる

のではないか。 

委 員： 土日出勤の人は必ず土日ではなく隔週などが多いため、考慮がいるのではないか。 

事務局： 検討したい。 

委 員： 12ページ、問29、なぜそう思うのかという理由が書けたらいいと思うのだが。 

小学校５年生、漢字にルビがあるが、学力は小学校４年生あたりから大きく伸びだし差

もあるので、漢字すべてにルビを振ってはどうか。 

委 員： 保護者向けもルビを打った方がいいだろう。無作為抽出なら外国人なども含まれてく

るかもしれない。 

委 員： 中学生の６ページ、問15にも自由記述があった方がいいのではないか。 

委 員： 確かこれは前回調査時にはあったが誰も書いてこなかった経緯から削除されたのでは

ないか。 

委 員： ８ページ、問22も自由記述がいるのではないか。 

委 員： 前回の会議で校長会から、学校側が内容を確認できないまま配布し回収されるのはい

かがなものかという意見があったが、その点はクリアしているのか。希望としては学校

を経由せず直接郵送してはどうかとのことだったが。 

事務局： 前回意見があったアンケートは別のアンケートで、子どもの人権に関するものである。

内容がいじめや体罰にも関するため、学校が何も知らないというのは問題があるという



ことから校長会等と検討をした結果、意見にあった通り郵送による直接配布並びに回収

となった。 

 今回のアンケートについては事前に別途協力をお願いし了解いただいている。 

委 員： では学校側も内容は確認できるのか。 

事務局： 見ようと思えばみれる。 

委 員： 中学高校の４ページ問８だが、楽しいと思う選択肢のなかに「家族」がないのだが。

問８に家族を入れていただきたい。中高生なら家族というものが身近で大切にしている

のではないか。 

委 員： 対象者に、なぜ小学５年生や中高生の保護者はないのか。また、５年生にこの設問は

答えられるのだろか。ホームルームの10分程度の間で答えられるのかも疑問だ。 

 放課後子ども教室については、学校によって呼び方が違うので注釈を入れた方がい

い。 

 平成27年から６年生まで育成会の枠を広げるという話があったが、別途どの学年でも

長期休暇だけ預かってほしいというニーズを調べる部分があってもいいのではないか。 

事務局： 前回の調査に準じて対象を決めている。現状としては、サービス内容として一番大き

いのは育成会になるが、対象は１年生から３年生までとなっており、枠を広げることに

ついては確定していないため、このような対象とした。新しい制度が始まって、次の計

画を立てるときには、対象が６年生までになっているかもしれないので、そのときは対

象を広げて調査する必要があると思う。また、配布方式については郵送料もかかってく

るため、予算の関係から１～３年の保護者に対象を絞った。 

 長期休暇については、育成会をいつまで利用するのかということをまずしっかり聞い

ていくという観点から現状のようになっている。長期休暇のニーズについては、５ペー

ジの問13-1で把握したい。 

委 員： ６つ以上の選択については整理してみてはどうか。また、国指定の設問や、前回、他

市との比較が可能な設計にできるかどうか探ってほしい。 

 何を聞きたいか、何を知りたいかを改めて問い直してほしい。例えば、小学５年生本

人、問14だが、スポーツ選手やゲームの開発がしたいだとかケーキ屋になるといった夢

を引き受ける選択肢になっていない。もちろんそういうことを聞きたいわけではないと

いうのであれば構わないが。これ以外にも、有名になる仕事、体を張った仕事といった

ものや、５番と10番や８番と９番が似通っていることや、６番は職種や業種を変わるこ

とをさしているのかわかりにくい。 

事務局： 調査票作成時にも指摘のような点は気になったが、多くの部分は前回調査票から比較

のための引用になっており、修正可能な部分は手を入れたが、意見を受けてもう少し整

理したいと思う。 

 他市比較については、子ども・子育て支援事業計画と異なり次世代の計画については

時限立法であり、延長されるかどうかもまだ決まっておらず、阪神間でも対応はバラバ

ラになっている。また、対象とする子どもの層も異なっており、比較は難しい。 

 国の調査票の必須項目についてはどの自治体でも行う動向であるため、そこでは比較

ができるのではないかと思っている。 

 集計結果については、国からどのように推計するのかがまだ示されておらず、年末ご

ろに提示される予定である。それをふまえ最終的には冊子にとりまとめ、誰もが閲覧で

きるようにしていくつもりである。 

委 員： この計画ではサービス量の読みを行うと思うが、この標本数で親のニーズを探ること

が可能なのか。幼児期の学校教育や保育のニーズを見る上では足りないと感じる。 

会 長： 時間も延長しているので本日は以上としたいが何かあるか。 

事務局： 本日いただいた意見について反映したものについて本来なら委員会を開催して検討す

べきだが、印刷発送のスケジュールもあるため、意見反映したものの確認については委

員長一任の形でチェックしてもらい調査実施に進めるということで構わないか。 

○一同了承 

委 員： 次の審議会10月中旬とあるが、この段階ではアンケートは配布されているが回収はま

だということになるが。 



事務局： 本日は計画策定に向けた内容だったが、10月の全体会は、子どもの人権擁護のあり方

について８月、９月に小委員会を開催しており、子ども向けのアンケートを実施し結果

もあがってきている。その素案をもとに次回は中間答申という形で行う予定である。 

 また、計画策定については、事業計画における新制度等の説明も行いたいと思ってい

る。 

 本日は祝日の貴重な時間のなかご審議ありがとうございました。 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 

 


