
会
議
名 

平成２５年度（２０１３年度） 第４回 宝塚市子ども審議会 

日
時 

平成25年（2013年）12月24日（火） 

午前10時～12時15分 
場
所 

上下水道局第一会議室 

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、新城恵巳、中村信義、 

埜下昌宏、萩原一男、福住美壽、藪内悦子、菅井元子、峯本展夫、梶川美佐男、 

小垣佳子、生駒由香里、浜田進士 （敬称略） 

計１８名（欠席５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、政策推進課長、人権男女共同参画課副課長、 

健康推進課長、学校教育課長、学校教育室幼児・特別支援教育担当課長、教育支援課係

長、青少年センター所長 

計１２名 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 ４名 

内 容（概要） 

１ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 会議の成立及び公開について 

委員２３名中１８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。 

また、本日の会議は公開とする。傍聴者は４名。 

４ 議題 

会 長： 議題の１は子どもの人権擁護のあり方中間報告についてだが、少し経緯を話しておき

たい。 

 この人権擁護のあり方やしくみについては当初、今年度末を目途に既存の宝塚市子ど

も条例を改正する方向で審議してきたが、別途新たに人権擁護のあり方に関する条例を

制定する方がよいのではないかという意見が出たことから、市でも検討した結果、新し

い条例をつくることになった。小委員会でも急遽方向転換し、みなさんにも報告させて

いただいた。 

 それに伴いパブリックコメントも延期することになったため、今年度末を目途という

予定も延期し、会長としてもそれを承認した。新しい条例化ということで事務局でも見

直しを行い、先日の12月17日に小委員会を開催し議論した。その結果を事務局から報告

いただくことになっている。 

（１）事務局より子どもの人権擁護のあり方（中間報告）について資料説明 

委 員： 子どもの定義はどうなっているのか。 

会 長： ０歳から18歳でよいと思うがどうなのか。 

事務局： 具体的には、中間報告の６ページの対象部分だが、市内に住んでいる子ども、市内の

事務所や事業所で働いている子ども、市内に通学通所している子ども、そして基本的に

児童福祉法での定義に準ずる者ということで18歳以上でも高校生など学生も含まれる

ことを考慮した枠組みとなっている。 

委 員： 今の説明を聞けば理解できるが文章化した際に、18歳以上の者という表現になると高

校生でない人も含まれるように見えてしまうが。 

事務局： 基本的には高校３年生までは当然対象に含めるべきだという考えからきており、働い



ているなら18歳未満までということになる。 

 31ページの条例（案）では18歳未満という区切りを入れており、基本的な区切りは18

歳未満だと考えている。ただ、高校生で18歳を超えているケースを漏れがないように 

先ほどの規定を盛り込んだ。 

委 員： 「ただし、18歳以上高校３年生まで」などの定義を明言したほうがいいのではないか。 

委 員： 宝塚市に単位制高校はないと思うが、高校生で18歳以上が在籍しているケースは、単

位制高校が一番多い。宝塚市にはないが、他市に通学している人は沢山いるはずだ。こ

れは市内在住だがどうなるのか。 

委 員： 在住・在勤・在学すべてを網羅できるようにしてあり、それ以外の部分については第

３条第１項エにある｢ア～ウまでに掲げる者に準ずるもので、規則で定めるもの｣、つま

り既存の宝塚の条例、施行規則のなかで細かく決めさせていただき、留年や通信制等も

考慮した上で子どもの最善の利益に関わる場合は18歳や19歳でも該当するように決め

ればいいと思う。 

事務局： ６ページの対象部分にあるカッコ書きで｢18歳以上の者で、市内にある学校等に通学

しているもの｣とある部分を、ご指摘の通りここでは｢市内｣を削除し、市民であれば市

外でも該当するというような文言に修正したい。 

 また、条例では児童福祉法に基づいた18歳未満とし、規則で18歳以上も含む高校３年

生までと規定したい。 

委 員： 高等専門学校のような５年制の場合はどうするのか。いろんな例を網羅することが必

要ではないか。 

事務局： 審議会の意向としてはどうか。 

副会長： 児童福祉法や少年法等からみても日本は非常に中途半端であるが、民法上は成人は20

歳からである。20歳以上になれば成人ということで自己責任として他に人権擁護の術が

あるが、日本の法律では20歳未満の18～19歳は保護されていない層になる。 

 そのため、通学していても20歳を超えれば条件的には成人と同じだろう。 

委 員： 学校等と書かれているので含まれるのではないか。文言が細かくなればなるほど分か

り難くなる。「等」で判断基準に当てはまるのではないか。 

副会長： 現時点では20歳を超えていたとしても、事案の当時が18歳などであれば委員会が関係

することになるのではないだろうか。受け付けた時にその年齢であれば対象とすべきだ

ろう。 

会 長： この、規則において定める者の定義について今出た意見を反映できるように検討した

いが、あまり時間がないので内容については一任していただくことにはなるが、他にも

考え方があればこの場で是非出しておいてもらいたい。 

 ないようであればその他の部分についても意見をどうぞ。 

委 員： 29ページ、子どもの人権擁護委員の最下段だが、「かわり」の字が違うのではないか。 

事務局： 修正したい。 

委 員： 小委員会に選んでいただいた立場から少し修正意見を述べたい。資料の小委員会意見

対応表10ページにある第６条第２項「市長の諮問に応じて、特別な事項について調査し、

答申する」という部分を削除し、本日追加で配布した回答メモにある条文案の第２条の

第２項のように「市長は、前項の目的を達成するために、子どもの人権擁護等に関して、

擁護委員会に諮問する」としてはどうか。 

 理由としては、いじめ自殺や数年前のブラジルの子どもの問題等があった際にどう対

応するかということでこの部分を盛り込んだと思うのだが、特別な事項とは何なのかを

細かく規定することになるうえ、この条例そのものが市長の諮問によりできたものであ

るのに、新たに諮問するというのは仕組みとして煩雑になるのではないか。 

 市長がその都度判断すれば相談員を増員し問題に対応するということで、国のいじめ

防止法等の第三者委員会にも対応できるのではないか。こうした部分は解釈と施行規則

で詳しく述べればいいので、第６条第２項をわざわざ入れるのではなく、修正案のよう

に第２条第２項に入れてはどうか。諮問機関に再度諮問するというのはおかしいのでは

ないか。 

事務局： 今回の条例は附属機関として第三者委員会を設置し、そこに権限を市長が付与すると



いう条例になっており、相談案件ごとに諮問はしない。あくまでも審議調査等の権限を

付与するものだ。 

 条例の第２条第２項に諮問を入れるとなると、ことあるごとに諮問するということに

なるのではないか。 

委 員： 第６条第２項をあえて入れたいという主張があるのであれば構わないが、そもそも第

６条第２項もいらないと思っている。これがなくてもこの条例のままでさまざまなケー

スに対応できるはずだ。 

 あえて特別な事項について調査すると書く必要はないのではないか。 

委 員： 意見の意図はわかるが今の時代を考えると、第６条２項が大事なのではないかと思う。

委員会を立ち上げるにあたり、緊急な事態に早急に対応できる宝塚市という姿勢を明確

にする意味でも必要なものではないかと思う。修正案もみせていただいたが、確かに必

要なことは押さえられているが、非常にあっさりしていると感じる。そのまま第６条２

項を残すという意見である。 

委 員： すべての子どもに関する人権侵害をここで対応していくのだから、どの案件も迅速か

つ独立性をもって対応するはずだ。それをあえて特別な事項と記載すると、特別な事項

とは一体何なのかという問題がでてくる。また条例は各項目が被らないようにし、各項

目の関連性が説明できるようにしておくべきだと考える。 

委 員： 市長が特別であると考えた事案を諮問すると考えればいいのではないか。 

委 員： 条例そのものが諮問によって設置されたものなので、元より個別事案について市長が

申し立てできるはずだ。条例解釈と施行規則のなかでそうしたケースにも十分対応でき

る制度であると述べておけば十分なのではないか。 

事務局： 第２条第２項で入れるとなると、条例の趣旨が諮問であるという面が強くなる。擁護

委員会に権限を条例で付与することで、擁護委員が相談を通じてすぐに対応していくと

いうものなので、第２条第２項で目的達成のために諮問すると記載すると、擁護委員に

権限を付与しているはずがおかしな解釈に取られかねないのではないか。 

委 員： 第２条２項を入れることに対して主張しているわけではなく、第６条２項に入れるの

であれば、こういう形の案を提案させていただいている。 

委 員： われわれは小委員会に出席していないので議論の経緯は知らないが、本日事前に配布

された資料が小委員会からあがってきたものだと思っている。そこに追加案のようなも

のを配布されては困る。これは事前にしっかりと小委員会で検討してから出すものであ

って、混乱するような資料が当日に出てくるのは迷惑だ。きっちり整理していただきた

い。 

委 員： 小委員会としてもこれを煮詰めたうえで審議会にあげるべきだったと思う。 

会 長： 小委員会で再度しっかり整理するということでよいか。 

委 員： 本日検討すべきであったこの内容を差し戻しするということか。時間が差し迫ってい

るなかで審議しなければならないなかで資料をしっかり出せなかったというのは小委

員会の責任問題ではないか。 

会 長： 非常に時間も差し迫っているので、この点についての調整は会長に一任をお願いした

いがかまわないか。 

○一同承認 

会 長： ではこの件は会長一任としたい。他に意見はあるか。 

委 員： ４ページに｢明らかに相応しくない行為｣とあるが、これは誰が決めるのか。 

事務局： 擁護委員は市長が任命するものなので、この判断も市長が行うものとなる。 

（２）事務局より次世代育成支援行動計画（後期計画）の取組状況について資料説明 

会 長： 後期計画の施策・取組みについて整理を進めているとのことだ。この内容については

来月以降の計画策定に関する小委員会で検討をしていくことになる。 

副会長： 審議会で細かい数値目標や予算については後々ここでも資料として出してもらえるの

か。 

事務局： 計画自体が５年間であり、予算は毎年度の話となるため、別途個別事業の取組状況や

内容、予算について計画と実績という形で審議会に出す予定だ。 



副会長： 実際の具体的な数字が従来の個別施策が載っている資料には含まれているので、発展

拡充する部分について把握するためにも是非いただきたい。まとめとしてはこれで構わ

ないと思う。 

委 員： 残りの２～４章の部分については小委員会前に出てくるのか。 

事務局： そうだ。今日は見本ということですでにまとまっている部分だけ提示している。 

（３）事務局よりニーズ調査結果（速報）について資料説明 

会 長： まだ速報の段階ではあるが集計結果が示された。今後詳細な結果については小委員会

で分析・検討していく予定だ。何か意見はあるか。 

委 員： ３ページ、保育所・幼稚園の利用状況があるが、私立の幼稚園など市外に出ている人

もあると思うが、そこの数字は分かるか。 

事務局： どこの幼稚園に通っているか尋ねているのでクロス集計を行い算出できる。 

市外から宝塚に通っているというケースについては、アンケートの対象が市内在住と

なっているため調査対象となっていない。 

委 員： アンケート結果の分析の反映は小委員会で行っていくのか。 

事務局： 今年度末に審議会を開催する予定なので、それまでに小委員会で検討し、その内容を

審議会で報告する流れだ。 

委 員： 小委員会の委員ではない場合、この分析結果について意見を投げる場はないのか。 

事務局： 適宜意見をいただくことは可能だ。 

（４）事務局より計画書の構成（案）について資料説明 

委 員： 先日国の子ども子育て会議の座長の話を聞いたところ、国の会議が非常に遅れている

との話だった。小委員会では国の方向性が決まっていなくても市独自に進めて行くこと

は可能なのか。 

 また、そうした背景を受けて会議の回数を状況によっては増やしていくことは可能な

のか。 

事務局： 現在状況として聞こえてきているのが、アンケートの集計方法が年末までに示される

はずが１月中旬にずれこむとのことだ。よって次回小委員会が１月末の予定だが、その

場では量の見込みを提示できないのではないかと思う。 

 ただ、今回の計画は子ども・子育て支援事業計画だけではなく、次世代育成支援行動

計画としても策定しなければならないため、計画の策定は全体の流れのなかで進めたい

と考えている。しかし時期がずれてくることが想定される中、締めの期限だけは決まっ

ている厳しい状況ではあるが、審議会の回数を増やすなどの対応もしていかなければな

らないと考えている。 

委 員： 十分な審議が必要だと思うのでよろしくおねがいしたい。 

委 員： 宝塚市以外の審議会にも出ているが、国はどうであれ、どこの自治体も早くからよい

保育を提供するということで幼保一体化も含めて議論をスタートしている。宝塚市はア

ンケートに早くから取り組んでいるので、国に関わらず概要を取りまとめて小委員会で

議論していくべきだ。 

委 員： 策定スケジュールだが、幼稚園は27年度からスタートするとなると、私立幼稚園では

来年度９月から一斉に園児募集が始まる。公立でも９月頃の広報で発表されるはずだ。

それに間に合うように園の方も施設型に入るかどうかを決定しなければならない。でき

るだけ早く分かり次第情報周知をお願いしたい。 

副会長： 12月頭に国の幼保連携推進室長の話を聞いたが、公定価格がまだ決まらず、年度を超

えて５月か６月あたりになるとのことだ。それ以外は今年度内に出すとのことだが、あ

の話しぶりでは平成２７年４月からスタートできるか怪しいだろう。 

 宝塚市の場合、これまで積み上げてきた育みプランのなかに新制度を組み込むことに

なるので、これまでの取り組みも慎重に検討をしていただきたい。宝塚市として独自に

取り組んできた部分も大切であり、国を眺めつつだが宝塚市としていろんな意見を反映

していきたいところだ。 

委 員： 時間的に厳しいとは思うが、行動計画と事業計画をひとつの小委員会でやるのか。一

緒にやるのは無理があるのではないか、分けられないか。また、人権の小委員会で５名



ほどだったがこちらはどうなるのか。 

事務局： １回目の審議会時に少し議論をいただいたが、庁内に次世代育成支援行動計画の基本

目標ごとに６つの部会を設け議論する一方で、基本目標１～３については子ども・子育

て支援事業計画に盛り込むべき内容と重複するため、分けて議論する予定はない。従っ

て当審議会の小委員会でも分けることなく合わせて議論していきたいと思う。 

 委員としてはこの審議会から11人、臨時委員２人の合計13人でお願いしたいと思う。 

（５）事務局よりスケジュールについて資料説明 

委 員： 私立の幼保へのヒアリングはあるようだが、公立はしないのか。 

事務局： 担当課から集まり庁内検討会を行っており、そこで所管する幼稚園や保育所の課題等

を把握したいと考えている。 

委 員： スケジュール案にある小委員会が第２回となっているが。 

事務局： 記載ミスなのでそこを第１回として以後も読み替えてほしい。 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 

 


