
１　子どもと子育てにやさしい「まち」

資料７

　男性の家事・育児参加、女性の労働環境の整備・充実を支援し、男女共同参画社会の実現を
めざします。また、就学前の保育・教育及び放課後児童健全育成事業の充実により、子育て世
代を支援します。

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

　家庭や地域と連携し、子どもの育ちを支援し、時代に応じた魅力ある教育環境づくりを推進
します。また、地域と行政が一体となって子どもを守り育てる環境を整備します。

基本的方向

基本目標

　子どもが地域のなかで愛されて健やかに成長していることが、まちの魅力となるとともに、
大人になっても住み続けたい、将来戻ってきたいと思われるまちになると言えます。このた
め、子どもを安心して産み、育てることができるよう、地域と行政が一体となり、子育て支援
の充実、子育てと仕事の両立ができる環境の整備、子どもの「生きる力」を育む魅力ある教育
環境づくりを進めることで、子どもと子育てにやさしいまちをめざします。

基本的方向（1）　出産・子育て支援の充実

　子どもと子育てにやさしいまちをめざして、子育て世代が抱く将来不安を緩和し、子どもを
安心して産み育てられるように、保健、医療、福祉、教育などの各分野で連携した施策を実施
するとともに、地域と行政が一体となって支援する環境を整えます。

基本的方向（2）　子育てと仕事の両立の支援



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

 ・４か月児 ： 97.4 98.0 97.5 98.8 98.4 100

 ・10か月児 ： 94.4 96.4 96.1 97.2 96.7 100

 ・1歳6か月児 ：95.2 96.6 97.6 98.0 97.3 100

 ・３歳児 ： 94.7
　（いずれもH26年度）

93.1 94.3 94.3 94.9 100

阪神北広域子ども
急病ｾﾝﾀｰの診療
利用者数

人
7,199

（H26年度）
7,141 6,425 7,049 6,394 7,199

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

○乳幼児健診における児童虐待の防止を目指した保健指導を行うため、健診時の子
育てに関する問診データを分析し、保護者への支援のあり方を検討する。
◯ひとり親家庭の支援として、令和元年度から子どもの学習支援施策の取組をはじめ
た。効果を注視し、運用面での改善を図っていく。

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

総合評価

具体的施策実現のため
に取り組んだこと

今後の課題と改善策な
ど

効果があった取組など

○乳幼児健診の未受診児については、アンケート調査や家庭訪問により状況把握を
行った。
○子ども急病センターは広報や子育て用のリーフレット等により周知。
◯児童虐待防止に向けた、「宝塚市児童虐待防止マニュアル」の活用、周知。
◯障碍（がい）や発達に遅れのある子どもと家庭への支援の充実に向けた、家庭訪問
の実施やケアプランの作成を行い、療育につなげた。

○乳幼児健診の未受診児の状況については、全数把握ができている。
○妊娠期からの支援を強化するため、妊娠後期アンケートを実施した結果、相談に
つながる件数が増え、妊婦相談実施率が平成29年度の48.1％から59.1％に増加し
た。
◯「児童虐待防止マニュアル」を関係者に広く周知活動したことにより、虐待防止に向
けた意識が高まった。
◯障碍（がい）や発達に遅れのある子どもがいる家庭に訪問することは、支援の理解
につながり、相談支援に有効な取組となっている。

具体的施策
①妊娠・出産・子育てにおける切れ目ない支援体制の強化

◇妊娠期から子育て期にわたるまでの様々なニーズに対し、関係機関と連携し、総合的な相談・支援を行いま
す。

＊乳幼児等・こども医療費助成制度の充実
＊母子健康づくりの支援
＊阪神北広域子ども急病センターにおける夜間・休日小児科診療と電話相談の実施
＊児童虐待防止施策の充実
＊ひとり親家庭等への支援の充実
＊障碍（がい）や発達に遅れのある子どもと家庭への支援の充実

KPI

乳幼児健診の受
診率

％

（１）出産・子育て支援の充実

１－（１）－①

健康福祉部、子ども未来部、市民交流部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

4段階評価 Ｂ



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

児童館延べ利用者数
（出前児童館含む）

人
200,736

（H26 年度）
194,400 199,587 190,854 182,083 210,000

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

②子育てしやすい環境の整備

◇公共施設や公共交通機関のバリアフリー化、赤ちゃんの駅の充実など、保護者が乳幼児と外出しやすい環境
の整備に取り組むとともに、子どもの成長過程別の各種講座や様々なセミナーの実施、地域での子育て支援の拠
点である児童館・子ども館の事業等の充実に、地域と連携して取り組みます。

＊公共施設、公共交通機関のバリアフリー化の推進
＊道路の段差解消、幅員確保等の推進
＊赤ちゃんの駅の充実
＊三層構造による子育て支援システムの強化
＊子どもの権利全体にかかる救済・立ち直りのための支援の充実
＊子ども参加型のまちづくりの推進

KPI

総合評価

4段階評価 Ｂ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

○出前児童館や中高生タイムの実施、困難家庭の児童を対象とした支援など、各
児童館が地域特性に応じた取組を推進し、安心できる居場所となっている。
○子育て家庭への支援については、子ども家庭支援センターや児童館、保育所
などで在宅親子を対象とした様々な事業を展開するとともに、保育所での一時預
かり保育や幼稚園の預かり保育などを実施した。
◯子育ての情報誌「たからばこ」「子育て通信きらきら」、市ホームページや子育て
応援サイト「ママフレ」「たからっ子メール」など様々な媒体による情報提供を行っ
た。
○子どもの自主性を尊重し、子どもの視点で市政やまちづくりに参加できる機会と
して、子ども議会、子ども委員会事業を実施した。

効果があった取組など

（１）出産・子育て支援の充実

１－（１）－②

子ども未来部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

今後の課題と改善策など

○家庭支援センターや児童館、保育所などで在宅親子を対象とした様々な事業
を展開し、保育所での一時預かり保育や幼稚園の預かり保育などの子どもの居場
所、ふれあいの場の実施により、「子育てしやすいまちづくり」につながっている。
◯子育ての情報誌「たからばこ」「子育て通信きらきら」、市ホームページや子育て
応援サイト「ママフレ」「たからっ子メール」など様々な媒体による情報提供、妊婦と
満3歳児未満の保護者などを対象に、出産予定日や生年月日に応じたきめ細かい
情報を発信する「きらきら子育てメール」などは、子育て家庭の不安、負担の軽減
につながっている。
○子ども議会、子ども委員会事業は、子どもの自主性を尊重しながら、子どもの視
点での市政やまちづくりに参加できる機会として、子どもたちの社会参加の意識向
上につながっている。

○平成29年度に実施した子どもの貧困に関する調査をふまえ、結果から見えた
「経済的支援」「学校教育の充実」「進学の支援」など10項目の検討課題への対応
とともに、平成30年度に実施した、子育て支援サービスのニーズ調査結果もふま
え、宝塚市次世代育成行動計画後期計画を策定し、子どもを育むことが楽しくなる
まちを目指す。
◯子どもに対する虐待や、子育てに対する孤立感、子育て支援の切れ目ない対
応など、潜在化しがちな子育てに関する課題の相談、支援に向けて、ワンストップ
で対応できる相談窓口の機能を含めた子ども家庭総合支援拠点の整備を検討す
る。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

認可保育所待機児童
数

人
7

（H27 年度）
7 34 128 116 0

放課後児童健全育成
事業の待機児童数

人
116

（H27 年度）
116 12 53 58 0

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

①子育てと仕事の両立支援に向けた環境整備

◇保育所と放課後児童健全育成事業における待機児童を解消することで、児童の保護者が、子育てと仕事とを両
立できる環境整備に取り組みます。

＊多様な保育サービスの充実
＊放課後児童クラブの充実

KPI

総合評価

4段階評価 Ｃ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

○保育所の定員確保策として、平成30年度中に私立認可保育所の分園1園を開
設した他、平成31年4月開園予定であった新設保育所の代替施設としての小規模
保育事業所の開設等により、平成31年度当初において111人の定員増を図った。
○平成31年4月開園に向け、2箇所の新設整備(うち1箇所は放課後児童クラブ併
設）に取り組んだが、近隣住民との調整等に時間を要し、開園時期に遅れが生じ
た。
○保育士確保の支援策として、公立保育所の職員の人的支援のもと、保育士人材
活用支援講座や、私立保育園連盟との共催で、私立保育所就職フェアや見学バ
スツアー等を開催した。また、保育所、放課後児童健全育成事業ともに、職員を対
象とした研修を実施し、保育の質の向上に努めた。

効果があった取組など

○保育所の定員確保策の他、保育士確保策により、より良い保育環境の整備につ
ながった。
○保育所、放課後児童健全育成事業ともに、職員研修の充実により、保育の質の
向上を図ることができた。

今後の課題と改善策など

（２）子育てと仕事の両立の支援

１－（２）－①

子ども未来部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

○保育所では、平成30年4月時点で116人であった待機児童数が、平成31年4月に
は159人となり、放課後児童健全育成事業においては、平成30年4月時点で58人で
あった待機児童数が平成31年4月には176人となっており、ともに待機児童解消に
は至っていない。待機児童解消に向け、保育需要や幼児教育・保育の無償化の影
響を見極めつつ、ＫＰＩの目標達成に向け、定員確保策を検討するとともに、私立保
育園連盟との連携により保育士確保策についても取組を進め、保育環境の整備を
進めていく。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

市民アンケートの「育児
において男女の不平等
を感じない」と思う市民
の割合

％
8.3

（H26 年度）
－ － － － 40

講演会等の定員充足
率

％
100

（H26 年度）
76.7 50 83.7 84.3 100

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

②ワーク・ライフ・バランスの推進

◇男女問わず仕事と生活のバランスが調和するワーク・ライフ・バランスの実現に向け、市民及び事業者を対象と
する講演会の実施等、啓発に取り組みます。

＊男女共同参画センターにおける講演会、セミナーの開催
＊男女共同参画プラン推進フォーラム、広報たからづかへの啓発記事の掲載

KPI

総合評価

4段階評価 Ｂ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

○男女の家庭責任と就業の両立に寄与する事業として、男女共同参画基礎講座、
男性セミナーを実施した。それぞれ、45人、30人の参加があった。
○ワーク・ライフ・バランスの推進に向け、市内事業所等で組織する雇用促進連絡
協議会において情報・意見交換を実施したほか、勤務環境改善のためのワーク
ショップを開催した。

効果があった取組など

○KPIは、毎年開催する男女共同参画推進フォーラムの定員充足率を挙げる。平
成30年度は、宝塚歌劇OGで知名度の高い有馬稲子さんを講師に招いたところ、
申込開始直後から反響があり、参加者は253名で前年より微増となった。
○こうあらねばならないという価値観に縛られ弱音を吐かない傾向にある男性たち
を対象に「つぶれない生き方、働き方」を考えるセミナーを実施した。誰にも相談で
きなかった方、体を壊す手前であった方などが参加され、有意義な講座となった。

今後の課題と改善策など

（２）子育てと仕事の両立の支援

１－（２）－②

総務部、産業文化部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

○超少子高齢社会を迎え、働く現役世代の減少が危惧されており、男女で社会を
支え、男女がともに育児、介護、地域生活に参画する男女共同参画社会が求めら
れることから、ワーク・ライフ・バランスの実現は急務であり、講演会やセミナーなど
での啓発による意識の醸成、各個人の実践の促進が必要である。
○講演会、セミナーの開催など啓発が主な事業で効果がすぐに見えるものではな
いが、継続的取組が必要であり、主体的学習となるよう工夫しながら進める。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

事業所に対する出前講
座の実施回数（年間）

回
2

（H26 年度）
1 1 1 1 5

セミナー等の定員充足
率

％
65.0

（H26 年度）
80.8 70.1 72.6 75.6 100

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

具体的施策

③女性の労働環境の整備と支援

◇ライフステージに応じて女性が働きやすい労働環境の確保に向け、女性の就業に関する情報の提供や事業者
への各種セミナーの開催など、雇用する側への啓発に取り組みます。

＊男女共同参画センターにおける講演会、セミナーの開催
＊男女共同参画プラン推進フォーラム、広報たからづかへの啓発記事の掲載

KPI

総合評価

4段階評価 Ｂ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

○女性の経済的自立と労働における男女共同参画の促進を図るため、引き続き、
再就職を希望する女性を対象にした起業・就労支援セミナー、起業相談、チャレン
ジ相談を実施した。
○女性の就職活動を支援するセミナー及び市内事業者が集まる就職面接会（対
象限定せず）を開催し、女性の就労を支援した。

効果があった取組など

○ＫＰＩに男女共同参画基礎講座、女性セミナー等の講座の定員充足率を挙げ
る。定員充足率は全体では昨年度より3.0ポイント増となり、情報リテラシー講座など
3つのセミナーでは100％を超えた。
○再就職をめざす女性を対象に最新社会情勢や就職事情等を学びキャリアプラン
を作るセミナーを実施した。「お金から考える」点がニーズと合い、ブランクが長い
方、育児休業中の方など多様な方が参加され、昨年度より参加者数が37人増と
なった。

今後の課題と改善策など

（２）子育てと仕事の両立の支援

１－（２）－③

総務部、産業文化部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

○ワーク・ライフ・バランスの実現に向けた取組と女性が働きやすい労働環境の整
備と支援は、労働力人口の減少下においては強く進める必要があり、セミナー等は
常にニーズを敏感にとらえて実施するよう務める。
○講演会、セミナーの開催など啓発が主な事業で効果がすぐに見えるものではな
いが、継続的取組が必要であることから、主体的学習となるよう参加型学習を多用
するなど、工夫しながら進めていく。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

（仮称）幼児教育セン
ターでの研修における
私立保育所・幼稚園か
らの参加者数

人
H29 年度
開設予定

－ － 121 125
開設年度
実績の
50%増

授業が楽しく、よくわか
るようになった児童生徒
の割合

％
70

（H27 年度調査
の目標）

77.5 77.8 81.9 83.5 80

総合評価

4段階評価 Ｂ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

効果があった取組など

今後の課題と改善策など

具体的施策

①魅力ある学校園づくりのための教育環境の充実

◇保・幼・小・中が連携した地域ぐるみの活力ある教育活動をめざします。
◇幼児期においては、（仮称）幼児教育センターの設置による幼児期教育の充実のほか、何事にも主体的に取り組
む子どもを育てることを本市の幼稚園教育の特色とし、教育環境の充実とＰＲに取り組みます。
◇小中学校におけるICT を活用したわかりやすい授業を実施するなど魅力ある教育活動を展開します。

＊園舎・園庭の環境整備
＊小中学校におけるICT を活用したわかりやすい授業の実施
＊教員のICT 機器活用スキル向上
＊教員の授業力向上
＊学校図書館司書の配置による学校図書館の活性化及び言語環境の充実

KPI

（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－（３）－①

管理部、学校教育部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

○保幼小中連携推進として、実践地域6中学校区、推進地域2中学校区に新たに
モデル地域2中学校区（宝塚中・長尾中）が加わり、研究実践を進めてきた。中学校
区ごとにめざす子ども像を明確にし、地域の方々にも理解していただきながら、学
校園間の教職員、園児児童生徒の交流を図っている。
○保幼小中連携教育推進プロジェクト委員会が中心となり、子どもたちの基本的生
活習慣の確立をめざし、リーフレット「夢と希望をもったTAKARAっ子」を作成し、保
護者・教職員に配布し啓発を行った。
○幼保合同研修・保幼小中特別支援学校合同研修会を各2回ずつ開催した。
○小中特別支援学校のコンピュータ教室の児童生徒用コンピュータの機器更新を
行うとともに、ネットワーク配信型教材（５教科の学習プリント、外国語活動のフラッ
シュ教材など）を整備した。さらに、ICT機器を効果的に活用して、授業の質を高め
るため、情報教育講座を実施した。
○現職研修９回、パワーアップ講座１４回、管理職研修（校長研修５回、教頭研修６
回）、情報教育講座10回等を実施した。各学校園から1873名の参加があった。
○全国学力・学習状況調査の結果分析に基づいて、授業改善の手引き、家庭学習
の手引きを作成配布し、教員の指導力向上、家庭学習の習慣化に向けて取り組ん
だ。また、校内授業研究会・公開研究会などに指導主事が出向き、授業改善に向
けた取組を行った。
○児童生徒が読書や調べ学習などで学校図書館を利活用できるよう支援するた
め、学校図書館司書を各小中学校に配置している。（年間130日）

○保幼小中特別支援学校合同研修会を通して、教職員間で学びを共有し合うこと
ができた。また、情報交換を行うことで、一貫した教育内容について確認し合うこと
ができた。
○コンピュータ教室の機器更新については、機器と合わせて授業支援システムも更
新し、授業がよりスムーズに展開できるようになり、コンピュータ教室の利用頻度の
向上に繋がった。また、ネットワーク配信型教材については、児童生徒の基礎学力
の定着に役立つとの評価の声があった。
○現職研修や管理職研修については、喫緊の課題や学校現場のニーズに応じた
内容のもので、授業改善や学校運営などに活かせるとの声があった。パワーアップ
講座については、市内の先生方の授業実践の交流の機会となった。情報教育講座
では、セキュリティや著作権に関する意識向上に繋がった。

○保幼小中連携推進として残り1中学校区の参加を促す。
○教職員にとって意義のある保幼小中特別支援学校合同研修会を計画・実施して
いく。
○新学習指導要領の実施に向けて、小学校のプログラミング教育に関する教材と
研修を充実させていく必要がある。
○教員の多忙化が叫ばれる中、教育委員会各課と一層の連携を図りながら、研修
内容の精選に取り組み、より効果の高い研修会が実施できるように努めることが課
題である。
○中学校に入ると生徒一人あたりの年間貸出冊数が減少する。部活動などで読書
時間の確保が難しくなる中、読書の習慣化に向けたより一層の取組が必要である。



　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

地産地消の割合（品目
数）

％
9

（H26 年度）
16.1 26.5 33.8 32.8 35

米飯給食回数 回/週
3

（H26 年度）
3 3 3 3 5

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

○西谷産の食材を使用する地産地消給食では、生産者が学校に訪問し、食育の
授業に関わるなど、学校給食の領域を超えた取組により、児童生徒の地域への関
心、食への感謝の気持ちが醸成できた。
○障碍（がい）者団体である希望の家から食材を調達することで、障碍（がい）者の
雇用にもつながり、養父市産の野菜調達では、高齢者の雇用拡充はもとより、生産
地と消費地が連携することで、地産地消が一層推進できた。

（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－（３）－②

管理部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

4段階評価 Ｂ

具体的施策

②安全安心な魅力ある学校給食を通じた食育の推進

◇学校給食において、米飯と和食を中心とした献立の更なる充実を図ることで、市県内産の食材を活用した地産地
消に寄与するとともに、食育を推進し、子どもたちの食への関心を高めます。また、安全で、安心な給食を提供しま
す。

＊地産地消や米飯給食の推進
＊各校に炊飯設備やその他の多様な調理設備の整備
＊料理検索サイト「クックパッド」を活用した学校給食のＰＲ

KPI

総合評価

外部有識者意見

具体的施策実現のために取
り組んだこと

効果があった取組など

今後の課題と改善策など

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月8日開催の有識者会議における出席者数　　名

○これでも、生産量が僅かであることから、十分な使用率には至っていないが、生
産者と連携して、使用頻度、使用割合の増加を進めたい。
○現在、学校給食で取り組んでいる西谷産による地産地消給食や、県内生産地と
の連携、高齢者雇用との連携、障碍（がい）者団体との連携は、他市では例のない
取組であり、こうした特徴的な取組は、ホームページはもとより、クックパッドにも掲載
し、PR活動に努める。

○西谷産の食材を集中的に使用する「地産地消給食」を夏と冬の年2回、確実に実
施することに加えて、秋には、さつまいもを積極的に使用するよう努めている。
○希望の家が作った野菜を学校給食に使用するとともに、同じ県内である養父市の
シルバー人材センターの野菜を使用するため、本市のシルバー人材センターに運
搬を依頼し、学校給食で使用している。
○主な食材131品目中、兵庫県産を使用した食材は43品目であった。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部　　

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

不登校生徒の割合（宝
塚市内中学校生徒総
数に対する不登校生徒
数）

％
2.85

（H26 年度）
3.01 3.21 3.85 4.31 2.00

具体的施策

③子どもの健やかな成長のためのきめ細かな教育の充実

◇近年深刻化する子どもを取り巻く問題を未然に防止、解決する支援体制の充実や、子どもの居場所づくりを進め
ます。
◇特別な支援が必要な子どもが、安心してのびのびと学習できるよう、環境整備を進めます。

＊教育相談活動の充実
＊子どもの居場所づくりの充実のための人的支援及び施設整備（適応教室「Pal たからづか」、中学校別室指導室
の整備及び子ども支援サポーター、支援ボランティア、幼稚園巡回カウンセリング、学校園訪問相談の充実）
＊いじめ防止に係る活動の推進
＊特別支援教育の充実のための人的支援及び施設整備（介助員、看護師、作業療法士、言語療法士）

KPI

総合評価

4段階評価 Ｃ

具体的施策実現のために
取り組んだこと

○不登校児童生徒に対して、居場所づくりや社会的自立のために、学習指導・創
作・スポーツ活動等を行う適応教室［Ｐａｌたからづか」や別室登校指導員による支援
などに継続して取り組んだ。
    平成３０年度　　4.31%    不登校生徒226人(12校)　     生徒数　5,245人
    平成２９年度　　3.85%　  不登校生徒208人（12校）　　  生徒数　5,406人
　　平成２８年度　　3.21%　　不登校生徒178人（12校）　　　生徒数　5,537人
　　平成２７年度　　3.01%　　不登校生徒168人（10校）　　　生徒数　5,579人
平成３０年度実績
　　・教育相談事業　　受理件数　319件　面接回数　7889回　電話相談437件
　　・適応教室「Palたからづか」運営事業　　在籍生徒数　25人
　　　適応教室では不登校状況にある生徒に個別教科学習　スポーツ活動　調理
実習　室内活動　宿泊体験　季節行事を行い学校復帰や社会的自立のための力
を高める。
　　・子ども支援サポーター配置事業　　別室登校指導員9人　　配置数11校
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　心理相談員　30人　配置校35校
○いじめの未然防止・早期発見・対処のため、いじめ防止基本方針の改訂を行っ
た。また、児童向けワークショップ（CAP）、教職員の研修会、いじめアンケートの定
期実施を行った。
○特別支援教育について、特別支援学級在籍児童生徒は、平成24年度では238
人、平成28年度は409人、平成29年度は477人、平成30年度は519人と年々増加し
ており、平成30年度は小・中学校に83人の介助員を配置している。個別の指導計
画に基づいた個に応じた教育活動を通して、能力の伸長及び社会性を培ってい
る。通常学級に在籍する支援を要する児童生徒に対しても、子ども支援サポーター
等を配置し、児童生徒について、学校と情報交換を行い、特性に応じた指導を行っ
ている。

効果があった取組など

（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－（３）－③

学校教育部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

○適応教室「Palたからづか」に入級していた生徒の進路決定率は、3年連続100％
である。
○いじめ防止
　ＣＡＰワークショップ（子どもの暴力防止プログラム）を全小学校の3年生又は4年生
を対象に実施したところ、受講児童の約8割が役に立ったという感想をもっている。
○中学校においては別室サポーターの配置も進み、別室登校指導員配置日を軸
に安定して登校できる生徒が増加した。一方、小学校では不登校の子どもの増加、
低年齢化が懸案事項である。スクールカウンセラー配置事業や教育相談事業のこ
れまでの実績や効果を周知させ、利用促進などの対策を検討する。また、発達障
碍（がい）のある児童生徒等、配慮を要する児童についも学校園訪問相談事業（児
童心理の専門家による子どもの見立てと教員への相談活動）・子ども支援事業「支
援ボランティア」（人的支援・教育的ニーズへの取組）などで、積み上げてきた子ど
もたちへの教育効果を踏まえ、環境整備をすすめ、教育の充実に努めていく。



　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月26日開催の有識者会議における出席者数　　名

総合評価

今後の課題と改善策など

○不登校児童生徒の低年齢化に対応するため、小学生に対して家庭訪問や適応
教室「Palたからづか」での対応を行い、支援の充実を図る。
○いじめ基本方針に基づく、いじめ防止等の取組を実効的に進めていくため、いじ
め防止等対策推進会議を立ち上げ、全市的にいじめ防止等の対策を行う。
○学校における児童生徒理解の観点から、ストレスを抱えている子どもたちを把握
し、迅速に対応するために、心理教育とリラクセーションの体験、「こころとからだの
アンケート」および個別面談の充実を図る。
○支援を要する児童生徒が年々増加する傾向にあり、介助員及び支援員の適正
配置が課題である。



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【具体的施策】

主な担当部

基本目標

基本的方向

主な事業の内容

ＫＰＩ 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 Ｈ31 目標値（Ｈ31）

学校支援ボランティア
活動回数

回
5,757

（H26 年度）
5,834 6,060 6,370 6,944 6,000

具体的施策

KPI

総合評価

4段階評価

具体的施策実現のために
取り組んだこと

効果があった取組など

今後の課題と改善策など

○たからづか寺子屋については、放課後や長期休業日に地域の方が学習支援を
行い、学力の向上や学習習慣の確立を図った。昨年度より2校増え、14校で実施し
た。
○スクールソーシャルワーカー（SSW）については、7人を拠点となる12小学校に配
置し、学校や家庭及び関係機関が連携して適切な支援を行った。
○宝塚コミュニティ・スクールについては、平成30年度からモデル校として小学校2
校に導入し、5年以内に全小中学校での導入を目指す。各まちづくり協議会の定例
会で制度の説明を行った。
○たからづか学校応援団については、小・中34校で事業を実施。地域コーディ
ネーター9名と校長等の調整により、各学校でボランティアによる支援に取り組んで
いる。上半期は、新任校長の学校を中心に学校訪問を行い、下半期には、ボラン
ティア研修と交流学習会を開催して事業にかかわる者の交流と学習機会の提供に
取り組んだ。
○トライやる・ウイークについては、中学校2年生の生徒全員が地域や自然の中で
体験活動を行うことで、他者と協力・協働して社会に参画する態度や自ら考え主体
的に行動し問題を解決する能力の育成を図った。

○たからづか寺子屋については、実施校の拡大が課題。コミュニティ・スクールの導
入と連携して実施校を増やす。
○SSWの配置については、より円滑に学校、家庭、関係機関との連携を進めていく
ためにSSWの増員が必要である。
○宝塚コミュニティ・スクールについては、地域で活動されている方々の高齢化に
伴う人材発掘、育成が課題である。
○たからづか学校応援団については、地域コーディネーターの担い手が少なく配
置校が増えていないことが課題。コミュニティ・スクールの導入と連携して、配置校を
増やす。
○トライやる・ウイークについては、単なる職業体験ではなく、他者と協力・協働して
社会に参画する態度や自ら考え主体的に行動し問題を解決する能力等を育成す
る多様な社会体験活動であることを、学校・家庭・地域の三者が再認識できるよう、
保護者や地域の方に丁寧な説明を行う。

（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－（３）－④

学校教育部、社会教育部、子ども未来部

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

④地域の力を生かした学校支援

◇地域の力を学校教育に活用するとともに、学校・地域・家庭が一体となった教育活動を推進します。

＊地域の教育力を生かした学校・地域・家庭が一体となった教育活動の推進（「みんなの先生」、たからづか学校応
援団、たからづか寺子屋、放課後子ども教室）
＊学校・地域・家庭をつなぐことによる子どもの健全育成の推進（スクールソーシャルワーカー）
＊地域に学ぶキャリア教育の推進

Ｂ

○たからづか寺子屋については、地域支援員の子ども理解が年々進み、地域との
つながりを深めている。また、学校と支援員が情報共有し、学校の普段の学習・生
活にも生かされている。
○SSWの配置については、事業実施後8年が経過し、学校や家庭及び関係機関と
の効果的な連携が着実に進んできた。校内支援体制の強化・深化が図られてい
る。
○宝塚コミュニティ・スクールについては、文科省からのマイスターによる講演とモデ
ル校での実践例の紹介を目的とした市民・教職員向け研修会を開催した。平成31
年度からは新たに9校で導入される予定である。
○たからづか学校応援団については、地域コーディネーターや校長等の調整によ
り、登下校の見守りや学校図書ボランティア等の活動が増加しており、地域と連携し
た学校支援の取組が進んでいる。



　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

※4段階評価について
　Ａ：非常に効果があった　　Ｂ：相当程度効果があった　　Ｃ：効果があった　　Ｄ：効果がなかった

外部有識者意見

4段階評価
Ａ：　　名　　Ｂ：　　名　　Ｃ：　　名　　Ｄ：　　名
※令和元年7月26日開催の有識者会議における出席者数　　名



平成30年度　　夢・未来 たからづか創生総合戦略 評価シート【基本目標】

指標 単位 基準値 H27 H28 H29 H30 H31 目標（H31）

年少人口の数 人
32,363

（Ｈ27年6月）
31,980 31,629 31,569 31,202 32,363

市民アンケートの
「宝塚市は子育てが
しやすい環境であ
る」と思う市民の割
合

%
48.5

（H26年度）
- 52.2 － 49.7 48.5以上

基本目標実現のた
めに取り組んだこと

効果があった取組
など

今後の課題と改善
策など

外部有識者意見

　外部有識者の
　意見を受けて
　の対応

基本目標１

基本目標

１　子どもと子育てにやさしい「まち」

＊子どもが地域のなかで愛されて健やかにしていることが、まちの魅力となるとともに、大人になって
も住み続けたい、将来戻ってきたいと思われるまちになると言えます。このため、子どもを安心して産
み、育てることができるよう、地域と行政が一体となり、子育て支援の充実、子育てと仕事の両立がで
きる環境の整備、子どもの「生きる力」を育む魅力ある教育環境づくりを進めることで、子どもと子育て
にやさしいまちをめざします。

指標

総合評価

◯出産・子育て支援の充実については、子どもの生育・発達や家庭状況に寄り添い、妊
娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行っている。
◯子育てと仕事の両立支援については、男女で社会を支え、ともに育児、介護、地域社
会に参画する男女共同参画社会の実現に向けて取り組んでいる。
◯「生きる力」を育む、次代の社会を担う子どもへの学校教育の充実については、学力
向上、学校と家庭の連携、地域の教育力向上に取り組んだ。

◯出産・子育て支援の充実については、子どもの生育・発達や家庭状況について、家
庭訪問やアンケートの実施により把握ができた。児童虐待防止に向けたマニュアルの周
知活動は、子ども達を守る仕組みとして効果があった。
◯子育てと仕事の両立支援については、男女共同参画社会の実現に向けてフォーラ
ム、セミナーの実施など啓発活動が効果的であった。また、増える保育需要に対し、私
立認可保育所２園整備に取り組み、あわせて、保育や放課後児童健全育成事業の質が
低下しないよう職員、従事者研修を行った。
◯「生きる力」を育む、学校教育の充実については、地域による寺子屋の実施、スクール
ソーシャルワーカーの配置など学校教育を支える多様な人材活用は効果があると考え
る。

◯指標「年少人口の数」については全国的な傾向と同様に減少しているが、本市の出
生数の減少を流入人口の増で補っている状況となっている。シティプロモーションが一
定効果を上げていると思われる。引き続き、子育て支援を含め、本市の多様な魅力の発
信により、定住人口の増加に結び付けていく。
◯子育てしやすい環境づくりに向けた不断の取組が必要である。多様な子育て支援の
ニーズに応えていくことも大切であるが、子ども達が愛され、健康に育つ家庭や地域づく
りをいかに進めるかも課題であり、支援サービスとともに啓発活動も重要と考える。
◯「生きる力」を育む、学校教育の充実にむけて、学校教育を支える多様な機関との連
携やノウハウの継承、地域の教育力を高めるための人材の掘り起し、育成が課題となっ
ている。


