
1 

 

令和元年度 第１回 夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 

 

日時：令和元年７月８日（月）９：３０～１２：００ 

場所：宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

【次第】 

１ 開 会 

各委員及び市出席者等の紹介 

２ 議事 

議題１ 座長及び座長職務代理の選出について 

議題２ 有識者会議傍聴要領について 

  議題３ 現総合戦略の期間延長及び総合計画との一体化について 

  議題４ 現総合戦略の令和２年度における目標値（案）について 

  議題５ 次期総合戦略の策定スケジュールについて 

議題６ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 

議題７ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について 

３ その他 

  【第２回】７月２６日（金）１３時３０分～１２時００分 宝塚市役所３階 ３－３会議室 

 

【会議資料】 

  資料１   夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議設置要綱 

  資料２   夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議 委員名簿 

  資料３   夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議傍聴要領 

  資料４－１ 夢・未来 たからづか創生総合戦略 令和２年度における目標値（案）について 

資料４－２ 市民アンケートに係る令和２年度の目標値の考え方について 

資料５   次期総合戦略の策定スケジュールについて 

資料６   夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 

  資料７   夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート・評価票 

  資料８   夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価スケジュール 

  

【出席者】※敬称略、順不同 

（委員） 

近畿大学総合社会学部 教授 久 隆浩（座長） 

姫路大学教育学部 特任講師 濱田 格子 

流通科学大学人間社会学部 非常勤講師 濱田 恵三（座長職務代理） 

宝塚市国際観光協会 久保 明子 

兵庫県阪神北県民局 総務企画室長 呉田 利之 

株式会社池田泉州銀行 逆瀬川支店長 山村 剛志 

株式会社エフエム宝塚 取締役局長 温井 甚佑 

（その他） 

庁内関係者（担当室長・次長） 
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（傍聴者） 

４名 

【協議録】 

議題１ 座長及び座長職務代理の選出について 

事務局   夢・未来 たからづか創生総合戦略有識者会議設置要綱の第３条第２項において、「会

議に座長を置き、委員の互選によりこれを定める。」こととなっているため、会の取り

まとめ役である座長をどなたかにお願いしたい。事務局としては、昨年度も本会議で

座長を務めていただいた久委員にお引き受けいただければと考えているが、いかがか。 

出席委員  異議なし。 

座長    円滑な議事の進行にご協力を宜しくお願いする。 

      座長職務代理については、有識者会議設置要綱第３条第４項の規定に基づき、座長

が指名することとなっているので、私の方から指名させていただく。流通科学大学人

間社会学部の非常勤講師であり、都市商業、地域ブランドなどに造詣が深い、濱田恵

三委員を指名させていただきたいと思うが、いかがか。 

委員    承知した。 

 

 

議題２ 有識者会議傍聴要領について 

座長    平成２９年度に当会議の傍聴要領を決定し、原則公開としているため、既に傍聴人

４名に入室いただいており、結果についても、ホームページ等で市民への周知を行う。 

また、議事の内容によっては非公開とする場合があり、その場合は、その段階で委

員の皆さんに諮った上で決定する。非公開と決定した場合は、傍聴者に退席をお願い

することになる。傍聴の定員は１０名程度とするが、状況に応じて柔軟に対応したい

と考えている。よろしいか。 

出席委員  異議なし。 

座長    議事録の作成について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   議事録は、会議開催後、速やかに作成し、各委員にお送りする。修正等がある場合

は、事務局まで連絡をお願いする。また、公表時には氏名を記載しないこととする。 

座長    ご意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 

 

 

議題３ 現総合戦略の期間延長及び総合計画との一体化について 

座長    議題３について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   現在の総合戦略は、平成２７年度から令和元年度までの５年間の計画期間で策定し

たものだが、一方で、本市の第５次総合計画の後期基本計画は平成２３年度にスター

トし、令和２年度をゴールとするものとして策定している。したがって、総合計画と

総合戦略は１年のずれが生じていることから、計画期間を合わせるために、現総合戦

略の計画期間を１年延ばすとともに、目標値をそれぞれ１年延長することを昨年度の

本部会議で決定したところである。 

      次期総合戦略については、令和３年度を始期とする第６次総合計画と一体化するこ

とを予定しており、第６次総合計画の項目の中から総合戦略に資する項目を抽出し、
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その部分を総合戦略と位置付ける予定である。また、第６次総合計画は、具体的な取

組の部分を作成しないこととしているため、総合戦略では別途、具体的施策のみを新

たに作成する予定としている。期間についても、総合計画と合わせ、１０年間とした

いと考えている。 

一体化については、１０月頃開催予定の本部会議に諮り、正式決定したいと考えて

いるが、有識者会議の委員の皆さんからもご意見を頂戴したいと考えている。 

座長    意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 

座長    特に意見等もないので、このまま進めていただくようお願いする。 

 

 

議題４ 現総合戦略の令和２年度における目標値（案）について 

座長    議題４について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   （資料４に基づき説明） 

座長    意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 

座長    次回、意見交換を宜しくお願いする。 

 

 

議題５ 次期総合戦略の策定スケジュールについて 

座長    議題５について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   （資料５に基づき説明） 

     総合戦略の評価等は、例年通り７月頃に年２回開催する予定である。次期総合戦略

の策定スケジュールについては、令和元年１２月までに総合計画の基本構想の策定を

終え、令和２年９月末までに基本計画の策定を行い、その後同年１０月以降に総合戦

略有識者会議を３～４回開催すると資料ではなっているが、パブリックコメントの期

間を考慮し再度スケジュールを検討した結果、開催を２ヶ月前倒しし、令和２年８月

頃からの開催でお願いしたいと考えている。お忙しいところ大変恐縮ではあるが、宜

しくお願いする。有識者会議の中で委員の皆さんからご意見をいただきながら、令和

２年度中に庁内検討会、本部会議を経て、次期総合戦略を策定する予定としている。 

座長    意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 

 

 

議題６ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価方法等について 

座長    議題６について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   （資料６に基づき説明） 

座長    意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 
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議題７ 夢・未来 たからづか創生総合戦略の評価について 

座長    議題７について、事務局から説明をお願いする。 

事務局   （資料７に基づき説明） 

座長    意見等あるか。 

出席委員  （意見等なし） 

 

座長    では、議題７について、具体的施策ごとにご意見・ご質問等をいただく。 

 

 

＜基本目標１－（１）－①＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（１）出産・子育ての支援の充実 

① 妊娠・出産・子育てにおける切れ目ない支援体制の強化 

 

委員    ＫＰＩに阪神北広域子ども急病センターの診療利用者数があるが、そもそもこれは

目標値が高い方が良いのか、低い方が良いのか、どちらか。子どもが病気にかからな

い方が良いのであれば低い方がよいような気がするが、利用者という点でいえば、高

い方が良いような気もする。 

職員    緊急の医療機関のためどちらが良いということではなく、緊急の場合に確実に医療

につながることができれば良いと考えている。ＫＰＩとしての妥当性については今後

検討するが、例えば電話相談というものがあり、受診した方が良いのか様子を見た方

が良いのか判断に困った時に電話で相談ができる。相談者がその内容を理解できたか

どうかなどを新たなＫＰＩとして検討しても良いのではないかと考えている。 

座長    総数ではなく、必要な方に届いているかどうかが重要であるため、今後検討が必要

である。乳幼児健診の受診率の目標値が１００となっており、なかなか達成が難しい

部分もあるが、昨年度何か向上のために取り組んだことはあるか。 

職員    受診率向上対策としては特にないが、国では、児童虐待の事案において、乳幼児健

診の未受診児が見られることから、未受診児を目視で確認することが求められている。

民生児童委員さんにも協力をいただき、できるだけそのように努めている。 

座長    未受診の方に問題事案が発生する場合があるため、そういった方々をしっかりとフ

ォローすることが大切である。 

委員    乳幼児健診の未受診児の状況については全数把握できているとあるが、未受診の理

由についても把握しているのか。 

職員    アンケート調査の中でそれぞれの理由はある程度把握している。 

委員    虐待などの問題も事情としてあるのかなと感じた。 

 

 

＜基本目標１－（１）－②＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（１）出産・子育ての支援の充実 

② 子育てしやすい環境の整備 

 

委員    赤ちゃんの駅とは何か。 
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職員    出産子育て支援の充実を目的として、お母さんが赤ちゃんの世話をできる場所の確

保に取り組んでいる。家庭に籠ることなく、地域に出て、いろんなことを話したり、

体験していただき、育児に対する孤立感の解消につなげていただきたいと思っている。 

委員    これから整備するということか。 

職員    現時点で１１４箇所設置している。 

委員    銀行などにもある。利用者数は多くないが、利用者は赤ちゃんの授乳やオムツの交

換などで使っている。 

委員    駅舎だけではないということか。 

職員    そのとおりである。駅という名称にしているが、憩いの場というイメージである。

決して広くはないが、お母さんが気兼ねすることなく利用できる場所が地域にあると

いうことを啓発している。 

委員    オムツ交換や、授乳・調乳できる場所として確保いただくことで、利用者が周りに

気を遣うことなく利用できる。ご協力いただいている事業者にも、子育てを支える責

任があると思っていただける機能があるとも思っている。設置いただいた方々にも、

利用いただいた方々にも赤ちゃんの駅を設置した意味を理解してもらうことが大切で

ある。 

委員    子どもというのは赤ちゃんから小学生までを対象としているのか。 

職員    児童福祉法に基づくと、０歳から１８歳までである。児童館の延べ利用者数も０歳

から１８歳までである。 

委員    公共施設や公共交通機関のバリアフリー化については、市で補助メニューを持って

いるのか。 

職員    道路の段差解消や幅員確保などについて推奨しており、道路の整備計画に基づき行

っている。この４年間で道路の段差解消を計画的に行っているが、４年間の計画とし

ては順調に進んでいると聞いている。様々な課題が発生した場合は道路部門とも連携

しながら対応しているが、市として補助メニューを持っている訳ではなく、国や県な

どの財源を活用しながら取り組んでいるところである。 

座長    バリアフリー法に基づいて計画をつくり、特定施設に指定されると補助金がつくが、

それ以外のことは今のところないということか。 

職員    そのとおりである。 

委員    危険な個所については調査などしているのか。 

職員    道路標識がないなどの危険な個所については、地域の方から情報をいただき、道路

部門に情報提供のうえ、徐々に解消しているところである。地域の皆さんの力を借り

ながら進めたいと考えている。 

座長    宝塚市は平地があまりないうえ、ど真ん中に武庫川が流れているため、他市に比べ

ると地形上不利なところはあるが、実は公共交通機関の充実が子育てしやすい環境の

整備につながっているということもご認識いただきたい。 

委員    宝塚市は児童館が非常に充実しており、小さい子どもから中高生まで関わりやすい

環境となっていることは評価している。特に子ども参加型のまちづくりについては、

中高生に声掛けをしてもなかなか参加してくれないことが多いと思われるが、宝塚市

ではどのように参加を促しているのか。 

職員    中高生の居場所をつくることを啓発するため、中高生タイムを実施している。中高

生が使える時間帯を設け、子どもたちが交流できる仕組みをつくっている。また、社

会参加という観点から、職業体験を行うミニたからづかを実施しているが、中高生に

はスタッフとして従事いただき、社会参加意欲を育んでいる。 



6 

 

委員    子ども委員会に参加される子どもは、自分で応募してくるのか。 

職員    子ども議会は各学校からということになるが、子ども委員会は自由参加型であり、

自ら応募いただいている。社会に対する要望等を小中高の子ども達が交流し、議論し

ながら市政やまちづくりに参加してもらっている。 

委員    そこに児童館は関わっているのか。 

職員    直接的に児童館事業と関わりがある訳ではない。 

委員    地域ごとに児童館があり子ども達がそれを利用して育っていること、児童館を使っ

て赤ちゃんとお母さんの居場所づくりをしていることはとても珍しい取組であり、子

ども議会、子ども委員会事業という社会への参画システムがそこへつながっていけば

宝塚の特色をさらに押し出せるものとなる。子ども達の声を社会が聞き取ることはな

かなか難しいため、是非活用していただければと思う。児童館延べ利用者数の増加は

大切であるが、これが単に遊びだけではなく、社会参画など宝塚市の行政へとつなが

っていることが素晴らしいことである。 

委員    大型児童館はフレミラがあるが、児童館がない校区もあり、その校区の子どもたち

が近隣市のショッピングモールなどに流れている傾向がある。阪急宝塚線はフレミラ

などがあるが、阪急今津線は児童館がない。阪急今津線沿線に住んでいる子ども達が

どこまでフレミラを利用しているかは不明である。そのあたりについてはどう考えて

いるか。 

職員    宝塚市の児童館については、７つのコミュニティごとに整備している。大型児童館

のほかに地域児童館があるが、子どもの人数が多い校区については今後の児童館整備

が一つの課題であると認識している。一方で、ＫＰＩに掲げている児童館延べ利用者

数については、昨今の気象状況からも台風の影響で開館日数が減少していることや、

子どもの数自体が減っていることからも、利用者数は減少傾向にある。児童館の在り

方自体を今後慎重に検討する必要がある。 

委員    現在の状況では、今後も児童館延べ利用者数は伸び悩むことが見込まれるため、次

期総合戦略に向けて何が適切なのかということを考えていただければと思う。ＫＰＩ

が下がっている以上は高評価が難しくなるため、実態に合わせて頑張っていることが

適切に評価できるような手法を検討いただければと思う。 

職員    次期戦略ではこの数値の在り方、取り方、中身の見せ方などを検討のうえ、適切に

設定していきたい。 

委員    富田林市がきらめき創造館という青少年センターを建て替えたが、建て替えの時か

ら中高生に意見を聞きながら進めているほか、指定管理を行っているＮＰＯの運営自

体にも子ども達の声を取り入れている。ＮＰＯとの連携の中でも子ども達の声をうま

く取り入れていけば、さらに広範囲に子ども達の声を届けることができるのではない

かと思う。さらに若い方に情報を届けたいということでＬＩＮＥをうまく活用されて

おり、対象年齢に応じて的確に情報発信ツールを使いこなしている。 

職員    児童館の運営については、地域の運営協議会で意見を出し合いながら進めているが、

地域の魅力ある施設となるよう指定管理者とも連携していきたい。 

委員    子ども委員会からの提言についてはどのようなものがあるのか。 

職員    子どもらしい発想であるラインダンスやハロウィンなど、まちが楽しくにぎやかに

なるものが多い。その意見を活かせるように、様々な施策との組み合わせを考え、子

ども達の声を聞いていきたい。宝塚市では宝塚市子ども条例があり、子ども達の市政

やまちづくりに参画する権利を明記しているが、子ども達が率先して市政に参画でき

るようにすることも行政の役割であると認識している。 
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座長    子育て層にはいくつかのタイプがあり、サービスを受けたいと思う人がいる一方で、

自分達で企画運営をやりたいと思う人もいる。そういった方々の活躍の機会をつくる

ことで、市自らが全て行わなくてもその人達にやってもらえるため、市の負担も軽減

する。その人達の力を借りることができるような施策を打ち出すことが大切である。

子育て支援＝子ども支援となっているが、お母さんにも支援が必要であり、お母さん

がいきいき活躍できれば、子育ての負担軽減にもつながっていく。子育て層の積極層

とは市もコラボしていった方が良い。現状では、そういった方々が社会活動に関われ

ていないということもあるのではないかと思う。 

委員    子育て世代で積極性があり、社会活動に関わっていない方は、今まではＰＴＡで拾

い上げていたことが多いが、３０～４０代の子育て層の中で商業施設と企画をコラボ

する方々も増えているため、その層に魅力的な支援や講座を行うことでその層をすく

い上げたり、公民館や男女協働参画センターが社会教育的な部分で起業活動を支援し

たりするのも一つの方法である。 

座長    一つの事例ではあるが、八尾市の養護教諭さんで育児休業の時に社会活動に目覚め、

自分で講座を開くなどしている人がいる。子どもと接する仕事をしているため、自分

の経験に基づき様々な活動を展開している。その活動を応援してくれたのは市民活動

ネットワークセンターであるため、宝塚市でもＮＰＯセンターと連携することでそう

いった方々の掘り起しを行うことができる可能性がある。 

委員    総合計画の市民ワークショップ「タカラ ミライ ラボ」の参加者の中でも元気な子

育て層が多く、公民館や自治会館などで子育てサロンを行っているが、市がそれを支

援するような仕組みづくりについても是非ご検討いただければと思う。 

座長    あのワークショップの盛り上がりを他部署でも受け止めていただければ、市全体と

して様々なものが生まれてくる可能性があるため、是非庁内でもコラボしていただき

たい。 

 

 

＜基本目標１－（２）－①＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（２）子育てと仕事の両立の支援 

① 子育てと仕事の両立支に向けた環境整備 

 

座長    供給よりも需要の方が大きいのは、他市も同じである。保育の無償化によってまた

需要が増える可能性があり、先が全く見えない状況である。 

委員    保育士不足が叫ばれている中、資格を持ちながら保育士を続けられない方々への支

援策や確保策は何か考えているのか。また、国の制度で保育士を補完する子育て支援

員というものがあるが、宝塚市では子育て支援員を活用しているのか。 

職員    保育士の確保については本市でも大変苦慮しており、宝塚私立保育園連盟と共催で

見学バスツアーや就職フェアを実施しているほか、体験保育の講習会などを通して本

市の保育を知っていただく取組をここ数年行っている。しかし、それだけでは保育士

の掘り起しも十分ではないため、新たな取組を行わなければならないと感じているが、

具体的にはまだ検討できていない。近隣市が国の補助事業として、保育士宿舎借り上

げ支援事業を実施しているが、本市においても財政支援という側面から実施について

検討している段階である。子育て支援員については、現在活用できていない。 

委員    小規模保育所や企業主導型保育所で既に子育て支援員が活動されているところもあ



8 

 

る。課題もあるが、保育士不足がこれだけ浮き彫りとなっている状況下においては、

特に拠点の方々への（子育て支援員研修における）利用者支援事業の研修を周知する

ほか、地域型保育を学んでくれる方を増やす。それととともに、そのような研修を通

して有資格者の不安を払拭することで現職に復帰いただけるように取り組んでいくこ

とが大切である。県の子育て支援員研修などの活用についても検討いただければと思

う。 

座長    定員を増やすことだけでは難しい部分もあるため、根本的な構造を見直す必要があ

る。フルタイムで働けないのであれば、フルタイムで働けるような環境整備を行うな

ど、総合的なセットものとして考えていかなければならない。 

委員    内部評価をＣとしている理由は何か。 

職員    ＫＰＩにおいて、待機児童数を０にすることを目標値としている中で、まだまだ達

成できていない状況であることからＣとした。 

委員    行政が全てやらなければならないという訳ではないと思う。行政が保育士の確保や

支援など、何から何までやることには少し限界があると感じている。 

座長    企業主導型保育園の数を含めて、取組を教えていただきたい。 

職員    企業主導型保育事業として保育を実施していただいているところは４箇所ある。企

業主導型保育事業については国が全面的に施策として打ち出しているため、補助金も

直接国とやり取りしている。その企業にお勤めの方の子どもを中心に保育するが、そ

うでない方についても地域枠という設定で入っていただいている。保育施設入所の他

にも保育所の一時保育や幼稚園の預かり保育などを利用される方もいる。個々の就労

状況に応じた形で選んでいただけるよう取り組んでいる。 

座長    商工会議所から企業側へのアピールはあるのか。 

職員    企業主導型保育事業が始まった時に協力をお願いし、企業にはチラシを配布いただ

き、積極的に周知してもらった。本市には大企業が少ないため、数社で共同設置が可

能であるということも含め、今後、商工会議所とも協議、検討していきたいと考えて

いる。 

委員    ４箇所とはどこか。 

職員    宝塚すみれ保育園、保育所かたつむりランド宝塚南口園、宝塚いろのま園、サンキ

ッズランド宝塚である。 

委員    いずれも大企業が社内に設置しているという訳ではないのか。 

職員    そういう訳ではない。 

職員    昼間人口が減少する本市では、昼間どのような職種の方が市内で就労しているかと

いうと、介護など高齢者福祉に携わる方が多い傾向があり、福祉事業所が設置する企

業主導型保育が２箇所ある状況である。 

委員    サービスを充実しないと需要は上がらないが、一方で子育てしている方の中にはフ

ルタイムで働きたくない方もいるため、そのような方に対応できる企業主導型保育を

増やしていくことができれば、仕事と子育てを両立できる仕組みができる。資本力の

弱い企業でも施設整備は国の補助金を活用すればほとんどできるが、市が空き店舗を

斡旋するなどそれ以外に何かもう一歩踏み込めることができれば、働く人にも、働い

てもらいたい企業にとっても良い方向に進んでいく。 

座長    中小企業こそ企業主導型保育を実施いただき、自分達では持ちえない福利厚生施設

をネットワーク化し複数社でもってもらえれば、福利厚生の質をあげることができ、

雇用拡大にもつながる。また、再開発ビルの空き店舗を活用することで、保育が充実

するほか、空き店舗対策にもつながるため、いろいろなことを組み合わせて考えるこ
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とが重要である。 

 

 

＜基本目標１－（２）－②＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（２）子育てと仕事の両立の支援 

② ワーク・ライフ・バランスの推進 

 

委員    ＫＰＩで講演会等の定員充足率があるが、これは働く側のことか。雇用者側のこと

か。 

職員    市民向け啓発のために行っている講演会等であるため、働く側のことである。 

委員    男女共同参画の理念を啓発するためにたくさんの方が講演会等に来られるというこ

とは指標になるが、ワーク・ライフ・バランスの推進という観点からは少しずれてい

るように思う。ワーク・ライフ・バランスの推進においては、雇用者側にはどのよう

なことが必要か、働く側には安心して休暇をとれるようにはどうしたら良いかという

ことを考えてもらう必要がある。次期に向けてＫＰＩを検討する必要がある。 

座長    次期は、頑張り成果が的確に反映できるＫＰＩを検討いただきたい。 

委員    意識よりも実際に制度が使えているかどうか、知っているかどうかなどの方が指標

としては向いているように思う。 

座長    評価シートの今後の課題と改善策などにおいても、もう少し踏み込んで記載いただ

ければより良いものになる。 

職員    働いている方、働こうとしている方、いろいろな方に個々に応じたものを提供し、

働き方を考えていただくように取り組んでいるところである。勿論、企業側への働き

かけも大切であるが、まずは自分の働き方を考え直してもらうことが大切であると考

えている。 

座長    自分の意識ではどうしようもないこともあるため、そのあたりは企業側の環境整備

や社会整備によって改善する必要がある。自分がこうありたいと思っていても、器が

ない状態となっていることがあるため、環境整備も重要である。 

職員    企業側の啓発については、市内の企業を訪問し啓発活動を行っているが、働き方改

革について意識が薄い企業もある。また、求人は出すが人が集まらないことがある。

同じ条件での求人では人もなかなか集まらないため、そこは企業側が現状に応じて考

え直す必要がある。雇用促進協議会での企業を対象としたワークショップを通じて、

企業側の雇用についての見直しや意識改革を行っている。 

座長    今後の課題と改善策などにも是非そのようなことを記載いただきたい。 

 

 

＜基本目標１－（２）－③＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（２）子育てと仕事の両立の支援 

① 女性の労働環境の整備と支援 

 

座長    生駒市の総合戦略では、調査段階で大学院卒の専業主婦が多いことが分かったため、

この方々をターゲットにし、具体的な施策を打ち出している。このような方々は経済
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面では安定しているが、社会活動はしたいという思いを持っているため、このような

方々の起業や在宅ワークにつながるようなプログラムを考えている。子育て世代でざ

っくり考えるのではなく、どの世代に焦点をあて、どのような施策を打ち出していく

のかということを考える必要がある。 

職員    本市でも子育て世代の就労者数が少ないというＭ字曲線が顕著であり、時間の制約

や仕事の好みにより就労が制限されている現状があるということは課題として認識し

ている。現在の取組としては、コワーキングスペースと連携し、女性の起業やネット

ワークづくりなどを支援している。 

座長    起業しても仕事の受注がなければ意味がない。そのあたりは既存企業にも働きかけ、

新たな発注を生み出すように取り組まなければならない。 

委員    私の場合は１５年前に女性起業家として起業した際に、商工会議所や県民局から支

援を受けた。従業員７名は全て女性であり、その内子育て中の女性は５名いる。全て

正社員という訳ではなく、パートやアルバイトの方もいる。女性起業家の中にはやり

たいことはたくさんあるが、ビジネスモデル化がなかなかできない方もおり、起業し

ても売り上げが伸びない、受注がないなどの問題があるため、コワーキングスペース

などの利用も良いが、もう一歩踏み込んでビジネスモデル化をどう考えるかというこ

とを考えていただきたい。仕事を継続していくことの必要性を考え、子育てと仕事の

両立の支援という観点から、セミナーの開催だけでなく、もう少し違う側面から女性

の労働環境の整備を行わなければならない。 

座長    女性の就労については、経済的には困っていないが、出産などの事情により仕事を

続けられない方が多くなり、自ら起業することを考える女性が増えているという現状

がある。 

委員    コワーキングスペースには必ず一時保育を付けることが大切である。その一時保育

を担ってくれる方々をグループ化し、そのグループを育てていかなければならない。

子どもを預けることができれば、コワーキングスペースを利用する方も増える。また、

自宅でもできるようなＷＥＢを使った学習を続けることができれば、能力の高い方々

を潜在したままにしないことにつながる。 

職員    市の行う事業については、原則一時保育をつけるようにしている。 

委員    その保育をボランティアに依存していないか。以前はお互い様で循環していくボラ

ンティア、女性が女性を支えるボランティアがごく当たり前であったが、今の３０代

の方にそれをお願いすることは難しい。一時保育が小さな仕事として回っていくよう

にしなければならない。 

座長    摂津市では、マミー・クリスタルという子連れで楽しむ習い事ママサークルがある

が、先生もママ、生徒もママ、さらにシッターマミーというベビーシッターもママで

ある。このシッターマミーの資格化を考えておられ、マミー・クリスタル認定のシッ

ターマミーを養成しようとしている。資格を持っていれば、いろいろなところでベビ

ーシッターとして活躍できるようになるため、現在は制度構築に取り組み、全国展開

まで検討されている。行政が抱えている仕事をこのようなプチ起業者に流すことがで

きれば、女性の活躍の場が増えることにもなる。 

職員    参考事例として内部でも検討させていただきたい。 

座長    公共事業という観点からプチ起業者の支援ができないかということを考えていただ

きたい。 

委員    子どもは０～１８歳とのことだが、どの年代をターゲットにしているのか。重点的

に施策を打ち出さなければ効果も薄い。尼崎市は０～３歳の流出が大きいため、その
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世代に焦点をあて施策に取り組んだところ、人口が微増したと聞いている。 

座長    ターゲティングにメリハリをつけることは重要である。総合計画は総花的な内容と

なるが、総合戦略は必ずしも総合計画と同じにする必要はなく、むしろ特色を全面的

に押し出すために尖がったものにした方が良い。 

委員    尼崎市はＪＲ駅前の再開発で新しいマンションができ、子育て世代が流入したこと

で人口増となった。まちのブランディングに取り組んでおられる。宝塚市では文化的

な部分で打ち出そうとしているが、小さな赤ちゃんというよりはむしろ、もう少し大

きくなった中高生ぐらいの子どもを育てるに相応しい文化的なまちとしてブランディ

ングすれば良いのではないか。リソースとして地域に児童館があり、小中高生ともア

クセスができるという強みがある。小さい子ども連れの世代に来てほしいとの思いは

あると思うが、安心して小中高生が育ってくれるところが宝塚市の打ち出せる部分で

はないかと思う。 

座長    そのような部分について総合計画とのメリハリをつけると良い。また、文化芸術セ

ンターでも、子育て層の方々が活躍できるようなワークショップを繰り返し実施し、

実際にその場所で子育て層の方々がアート活動や文化活動を行えるような仕組みづく

りを考えたため、そのあたりもうまく活用いただければと思う。 

 

 

＜基本目標１－（３）－①＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（３）「生きる力」を育み、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実 

① 魅力ある学校園づくりのための教育環境の充実 

 

座長    今年度から小学校の指導要領がかなり変わってきたが、教員への働きかけは何か行

ったのか。 

職員    小学校の指導要領の中に新たにプログラミングが加わったが、プログラミングにつ

いては教員の資質向上を図るため夏休みを中心に講座を行ったほか、学校のＩＣＴ環

境の整備を行った。 

座長    教員免許更新講習で、なぜ文部科学省がこれだけ指導要領を変えてくださいと言っ

ているか解説しているが、皆さんそもそも根本論をうまく伝えられていない。児童生

徒主体の学習環境をつくっていけるかというスキル、ノウハウを特にベテランの先生

ほど身に着けておられないので、ここの支援を重点的に行う必要がある。共同開発さ

れた時の共有化を図り、プラットフォームスクールを進めていけば、先生方も楽にな

るのではないかと思う。そのあたりはいかがか。 

職員    そういうことを進めておられる先生方もいらっしゃるため、パワーアップ講座と銘

打って先生方同士でスキルアップを図っていただいている。 

座長    スキル、ノウハウをまだ身に着けていない先生のケアをお願いしたい。教員免許更

新講習でも若い先生から、ベテランの先生の意識が薄いことに愕然としたという感想

があったほどである。子どもは先生を選べないので、先生の資質向上を図れるような

支援を深めていただければと思う。 

委員    ＩＣＴ化と言われながらも、全国的に電子黒板の利用率が低いため、そこに目を向

けない限りは変われない。全児童にタブレットを配布しても、外部講師が来て何回か

触りましたぐらいでは子ども達も身に着かない。積極的なＩＣＴ活用によって先生の

事務作業の軽減にもつながる。子ども達と大人が同じ立場で向き合えることや、もし
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かしたら子ども達の方がその能力に長けている場合もある。ＩＣＴ化によって教育も

変わってくるかもしれない。 

委員    ＫＰＩの、授業が楽しくよくわかるようになった児童生徒の割合は何をもとに出し

た数値か。 

職員    毎年、各小学校、中学校から抽出でアンケートを実施している。 

委員    抽出は不特定多数か。 

職員    小学校８校、中学校４校を順に実施している。 

座長    着実にあがっているが、いかがか。 

職員    電子機器を使用した授業がかなり進んできているため、楽しいということも含めて

そのように回答してくれていると思っている。 

座長    プログラミング教育が組み込まれたが、プログラムを作る以前にどうすればこれを

プログラムができるかというアルゴリズムが大切である。アルゴリズム教育に力を入

れなければ、プログラミングではスキルだけを学ぶこととなり、根本的なことを学ぶ

ことができない。知識を教えるのではなく、自ら考える力を付けることが大切である。 

職員    幼児教育の持つ役割は非常に大きいものと認識している。教育は小学校から始まる

ものではなく、幼児期から始まっているという意識をしっかり持ちながら取り組んで

いる。子ども達が、主体的、自発的、興味関心を持つことなどの様々な経験を溜め込

みながら、保幼小中連携の中でしっかりと小学校、中学校教育につなげていくことを

意識している。 

座長    現場の全教員にそれを共有できているか。 

職員    幼児教育センターができたことによって、公の幼児教育機関を中心に進めていたこ

とが私立の幼児教育機関にも声掛けすることができるようになった。連携について現

場の全教員が共有できているかについては、課題であると認識している。管理職から

担当教員に広げていくよう取組を進めている。 

座長    小学校と中学校のカリキュラムがどのように連携しているか、小学校の先生と中学

校の先生がどのように顔合わせをしてカリキュラムを作っているかまで踏み込むこと

ができれば本来の小中連携の意味をなすが、なかなかそこまでできていないのが現状

である。 

職員    一番のポイントはカリキュラムであると認識しており、小学校と中学校のカリキュ

ラムをうまく接続させていく必要がある。まずは教科ごとにしっかりとカリキュラム

をつくっていくことが課題であり、まだまだ第一歩を踏み出したところである。 

委員    アクティブラーニングという言葉が全く記載されていない。小中高でしっかりアク

ティブラーニングを行わないと子ども達も能動的に学ぶことができない。市独自に取

り組んでも良いと思うが。 

職員    確かに新学習指導要領にアクティブラーニングという言葉があがっているが、体験

学習についてはこれまでも取り組んできており、新しくアクティブラーニングという

ものが位置付けるものではないと思っている。ただ、今後はアクティブラーニングを

表記していくことも考えていきたい。 

委員    社会連携を通して子ども達も実学を身に着けることができるため、教室内にこだわ

らず、外に出ていくことも必要だと思う。 

職員    現在、中学２年生でトライやるウィークを実施しており、主に職業体験がメインと

なっているが、そのような取組も一つに考えられる。 

座長    大阪府立布施高校では数年前からＮＴＴやリクルートの社員に来ていただき、ワー

クショップを全てお任せしている。社会課題に対する解決の提案や評価までを完全に
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外部の方に任せるという手法で行っている。学校教育の中にいろいろなスキルを持っ

た方を取り込むことで先生方の負担も軽減され、非常に楽になる。また、全ての教員

に対する研修についても、私の大学では２００人以上の大教室で事例をお持ちの先生

方に発表していただき、共有するという形で実践した。このようにやり方次第では大

人数でも実施可能なため、できないと言い訳をさせないような研修の手法を是非考え

ていただきたい。昨日のテレビでも国立情報学研究所の新井紀子先生が高校生の半分

が短い文章さえ読めなくなっているという話をされていた。短文を理解できなければ

自分で物事を考えられなくなり、このままでは民主主義が成り立たなくなる、そのよ

うな現実に直面しているとまで言われていた。どうすれば子ども達の思考力アップを

図ることができるかということを真剣に考えなければならい局面にきている。スマー

トフォンなどの普及により生活は便利になった一方で、本を読まない子ども達が増え

てきており、教育者側からすればますます考えさせられる世の中になってきている。

読書の向上については、大阪市立中央図書館の方々と一緒に子どもの読書向上のため

の協議会を開催しているが、毎年２校ぐらい学校図書室をどのように改善したか報告

いただいている。その中で、ほとんどの学校が蔵書数を半減させ、新たなスペースを

つくることで快適な空間を創出しているとの報告があった。本を読みたくなる環境か

どうかということを考え、本を取らなくても図書室に来てほしいという思いでこのよ

うな取組を行っている。蔵書を増やすのではなく、減らすという発想の大転換である。

この取組によって図書室の利用率も上がっていると聞いているので、従来のやり方に

とらわれず、大きく変えてしまうことも有効な手法の一つである。 

委員    京都で実践されている取組の一つとして、図書館のリソースをたくさんの方に使っ

ていただくワークショップ、シラベルワークというものがある。仮想の人を想定して、

その人に必要な情報を皆が集めてくるというワークショップである。そういうものを

学校図書室で地域の方と一緒になってやることができれば大変良いと思う。学校図書

室は単に本が置いてあるだけではなく、そこから社会や世界が広がっていく空間でも

あるため、多くの子ども達に使われるべきである。 

 

 

＜基本目標１－（３）－②＞ 

基本目標１ 子どもと子育てにやさしい「まち」 

基本的方向（３）「生きる力」を育み、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実 

② 全安心な魅力ある学校給食を通じた食育の推進 

座長    以前、宝塚市出身の学生が宝塚市と三田市の食育の違いを調べてくれたが、三田市

は学校給食に地元産品を使用されている。これはパスカル三田を起点に、ＪＡが協力

してくれる仕組みが整っているためである。生産者を取りまとめる方と学校給食を取

りまとめる方が連携すればより効率的に進んでいくと思われるが、宝塚市はまだまだ

供給体制が弱いように感じている。 

職員    庁内では産業文化部と連携しながら、産業文化部はＪＡと連携しながら、地元産品

を使用するよう努めている。宝塚市と三田市で違うところはセンター方式か自校調理

場方式かである。三田市のセンター方式の場合は１～３箇所の調理場に食材を一気に

持ち込むことができるが、本市の自校調理場方式の場合は全校に決められた量を限ら

れた時間帯で搬入しているため、供給体制の仕組みにも違いがある。本市では毎日地

元産品を使用することが難しいことから、夏秋冬の年３回、西谷産の食材を集中的に

使用する地産地消給食の日を設けている。また、市内産では賄いきれない場合は養父
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市のシルバー人材センターの野菜を購入し、本市のシルバー人材センターに納入いた

だき、本市のシルバー人材センターが各学校に配送している。ＪＡとの連携だけでは

なく、市内の障碍（がい）者団体とも連携し、量は多くないが西谷で作られた野菜を

全て購入している。このように極力、市内産、県内産の食材を使用するよう努めてい

るところである。このような取組は食育という視点だけでなく、シルバー人材センタ

ーの雇用や障碍（がい）者団体の活動の拡大にもつながっている。ＫＰＩについては

達成できていないが、このような取組を地道に続けることで少しでも目標に近づけら

れればと思っている。 

座長    質問すれば口頭で的確な答えは返ってくるが、その頑張りがこの評価シートだけで

は伝わってこない。そのあたりをしっかり読み取れるような評価シートの記述をお願

いしたい。需給調整についてはＩＣＴの活用が重要であると思うが、現在、ＩＣＴを

使った需給調整はできているのか。 

職員    残念ながらできていない。 

座長    徳島県上勝町では葉っぱビジネスで有名な会社があるが、その会社ではＩＣＴを活

用し、葉っぱ一枚から全てタブレットで情報管理しており、需給調整がうまくできて

いる。ＩＣＴを使えば生産者と消費者が直接つながることができるため、そのあたり

のシステムをうまく活用すればもっと効率的に取り組めるのではないかと思う。 

委員    もともとの目標は子どもの食育の推進であるが、その内容が指標からは見えにくく

なっている。子どもと食を結びつけるという観点から、子ども食堂とも何らかの形で

連携ができれば良いと思う。ついつい割合を上げることなどに目を向けてしまい、本

来の目的からずれてしまっているため、もう一度本来の目標に目を向けてほしい。一

人で食べることや、３回の食事だけではなく、常に何かが口に入っている状況がある

ことなども心配されるべきことである。 

委員    宝塚市は学校給食にかなりのブランド力があるが、今後は米飯給食回数を週５回で

考えているのか。 

職員    週５回で考えている。 

委員    宝塚北サービスエリアの食堂では全て西谷産の米を使っているが、学校給食の米も

西谷産なのか。 

職員    学校給食では兵庫県産の米を使用している。価格の面からも、西谷産の米を使う日

は年間で限られている。可能な限り西谷産の米の使用回数を増やせるよう協議は進め

ている。米飯給食数週５回については、費用の面からも一番合理的である。委託炊飯

は１食６０円、パンは５０円、自校炊飯は３０円となり、全校自校炊飯を実施すると

削減できた経費を副食に充てることができるようになるため、自ずと米飯給食週５回

を目指すこととなる。 

座長    子ども達は西谷産の米と分かっているのか。 

職員    野菜も含め、西谷産の食材を使用する時は必ず献立表に記載し、周知するようにし

ている。また、食育推進の観点から、西谷産の食材を使用する日の午前中には生産者

の方に学校に来ていただき、子ども達に講義をお願いしている。 

委員    管理栄養士は活用しているのか。 

職員    栄養教諭を配置している。地産地消給食の日を中心に、栄養教諭と生産者と学級担

任が連携し、食育の授業を行っている。 

委員    米飯給食は子ども達が喜んでいるのか。昨今の食習慣からパンが好きな子ども達も

多いと思われるが、子ども達の評価はどうか。 

職員    勿論、子ども達の評価も大切ではあるが、本市では給食は食べさせたいものとして
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位置付けている。家庭の食習慣からパンやお肉が好きな子どもが大勢いるが、給食で

は身体に良いものを食べさせたいと考え取り組んでいる。 

委員    家庭の食事を補っているということか。 

職員    補うだけでなく、一つの見本としてほしいと思っている。給食を通して学んだ食を

大きくなった時に思い出して作ってもらえればという視点で取り組んでいる。 

座長    給食調理員は現業職員か。 

職員    現業職員としての技能労務職員のほか、嘱託調理員や臨時調理員がいる。 

座長    現業職員の全国大会でも意見交換をさせていただくが、皆さん自分達の職を守ると

いうことからかなり積極的に頑張っておられるため、そのような方々をうまくこのよ

うな輪の中に入れていただくことで、もっともっと活躍していただけるのではないか

と思う。 

職員    本市の健康推進課が実施している食育フェアは調理員さんが主体となって取り組ん

でいる。食育をテーマにした劇などを各学校で行い、食育の普及啓発に努めている。

給食指導などにも調理員さんに入っていただき、積極的に進めているところである。 

座長    時間となったので、本日はここまでとする。全体を通して何かあるか。 

出席委員   （特になし） 

座長    その他、事務局から連絡事項はあるか。 

事務局   ４段階評価シートについては、お帰りの際に事務局までご提出をお願いする。次回

は、７月２６日（金）１３時３０分から、本日と同じこの会議室で開催する。なお、

次回の資料は後日郵送する。 

座長    その他に何かあるか。なければ、以上をもって本日の会議を終了する。 

 

 

 


