
1 

 

会
議
名 

平成３０年度（２０１８年度） 第１回 宝塚市子ども審議会 

日
時 

平成30年（2018年）8月31日（金） 

午後２時００分～４時００分 

場
所 

宝塚市役所 特別会議室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、松島京、生駒由香里、大西登司恵、大山みなみ、加藤優子、椎山美恵子、薄田

昌広、中村信義、波多野靖明、藤井優恵、向井優子、山田愼治、和田昇、川口潤、須藤

榮一、帆足昭德 （敬称略）                計１７名（欠席２名） 

事務局 子ども未来部長、子ども家庭室長、子ども育成室長、子ども政策課長、同係長、同係員 

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、子ども発達支援センター副所長、保育

企画課長、保育事業課長、青少年課長、人権男女共同参画課長、保健施策推進担当課長、

学事課係長、学校教育課長、幼児教育センター次長、教育支援課長 

                                  計１２名 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 なし 

内 容（概要） 

１ 開会 

 

２ 委嘱辞令交付 

 

３ 事務局職員紹介 

 

４ 会議の成立及び公開について 

宝塚市子ども審議会条例第６条第２項により、委員の過半数以上の出席で成立することとなっ

ている。本日は委員総数１９名のうち１７名が出席しているため会議は成立している。 

また、本日の会議は公開とする。傍聴者はなし。 

 

５ 議題 

（１）次世代育成支援行動計画個別事業取組状況の実績（平成２９年度実績）について 

○事務局及び各担当課長から資料②に基づき内容説明 

      会 長： ここまでで、ご意見等はあるか。 

委 員： 放課後児童において、今夏の猛暑の対策はどうされているのか。 

事務局： 育成会、民間学童については、閉所することは施策になじまないと考え、遊びの時間

を工夫するなどして暑さ対策をしている。また、水分補給についても注意を払っている。 

委 員： Ｎｏ．２４０２「地域児童育成会事業」について、待機児童の学年の内訳と、平成２

９年度の待機児童数とその内訳を教えてほしい。また、育成会と民間の児童クラブの質

の確保についてはどうか。 

事務局： 平成２９年度４月時点で待機児童が５３名となっており、その内訳は低学年１０名、

高学年４３名の計５３名。平成３０年４月時点での待機児童数は資料④－２のとおり５

８名。内訳は低学年３名、高学年５５名の計５８名である。平成２９年度に入所方法を

見直し、低学年がより入所しやすい仕組みを整え、平成３０年度から取り入れている。

その結果、平成３０年度の低学年の待機児童は解消されている。今回低学年３名が待機

児童となっているのは、育成会には枠があったものの、１つの児童クラブのみの入所希
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望だったため、待機児童となったものである。 

     保育の質の確保については、公立は年間約１０回程度研修会を実施し、保育内容や特

別支援児の対応、また保護者への対応等について研修を行っている。民間についても、

公立の研修に合わせて年間約３回程度民間学童の先生に来ていただき、ともに課題につ

いて話し合いを行っている。今後とも保育の質の向上を図るため、研修会を実施してい

く。 

委 員： Ｎｏ．２４０２について、児童が減少している中で、山手台小学校地域児童育成会の

専用棟建築というのは財政的にも負担が大きいと思う。空き教室のある学校との共用

は、管理上問題があるなどの理由で難しいのか。 

事務局： 学校によっては空き教室を活用している場合もあるが、山手台小学校区は、宅地開発

が進み児童数が増加している。従来は校舎内に２教室確保できていたが、児童数増加に

より校舎内に場所を確保できなくなったため、校庭内に専用棟を建設することになっ

た。児童数増加が２、３年の見込であればプレハブの建物で対応することになるが、山

手台小学校区については、当面児童数の増加が見込まれるため専用棟の建設に至った。 

     また、実際授業が終わるのは１４時半頃になるため、そこから移動となると、保育自

体の時間の確保も難しくなり安全性の問題も発生する。児童により良い環境を提供する

ことを考え、他の学校との空き教室の共用は考えていない。 

委 員： Ｎｏ．２４０１「民間放課後児童クラブ運営支援事業」について、きょうだい児で別々

の児童クラブへ入所している事例があると聞いたが、きょうだい児がいる場合の入所に

関する規定等はあるのか。 

事務局： 民間の児童クラブについては、一カ所のみ申し込みしていただくよう依頼している。

しかし、定員の関係で例えば下の子は入所が決まったが上の子が入所できなくなり補欠

となる場合、そのまま待機してもらうか、空いているところに入所してもらうことにな

るため、きょうだい児が別々の児童クラブへ入所することになってしまう。 

委 員： Ｎｏ．２４０１「民間放課後児童クラブ」について、平成２９年度の決算額が１億１，

４９２万円、Ｎｏ．２４０２「地域児童育成会」について、平成２９年度の決算額が３

億２，７３４万円とあるが、対象施設はそれぞれ何施設か。 

事務局： まず民間については、１３か所で１億１，４９２万円、１か所平均約１，０００万円

程度となっている。一方地域児童育成会は２４校で３億２，７３４万円となっているが、

山手台小学校地域児童育成専用棟の建築費約１億２，０００万が含まれているため、実

際の運営費は約２億円となっている。 

会 長： Ｎｏ．２３０３「市立保育所保育実施事業、施設型等給付事業」について、小規模保

育は施設型給付の枠内に入っているのか。保育所、幼稚園、認定こども園が施設型給付

で、小規模保育は一般的には施設型給付とは言わないのでは。 

事務局： ご指摘のとおり、国の制度上は、小規模保育は地域型保育だが、市の予算上は小規模

保育も含めて施設型等給付としている。国県からの負担金の名称は、保育所、認定こど

も園等の施設型給付と、小規模保育、市では実施していないが家庭的保育の地域型給付

との二本立てである。この二つをまとめて、教育・保育給付としている。 

事務局： 先ほど委員からＮｏ．２４０１とＮｏ．２４０２の決算額についての質問があった件

で、追加の説明がある。Ｎｏ．２４０２は公立２４校で約２億円と伝えたが、民間と公

立では少し違いがある。民間の決算額は人件費相当分を含めて補助金という形で支出し

ているが、公立では嘱託職員の人件費が別途約３億円計上されている。合計すると公立

の運営費が約５億円となり、１校あたり約２，０００万円となる。 

会 長： 公立の地域児童育成会の方が、民間よりも子どもの人数は多いのか。 

事務局： 受け入れ人数は、地域児童育成会が１，６５３名、民間は３３２名となっており、地

域児童育成会が約５倍多くなっている。 

会 長： それだけかかる経費も違って当然という理解でよいか。 

事務局： そうである。 

会 長： 資料②の中で、先ほど説明のあった５事業の他に、関心のあるものについてご意見等

あるか。 
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会 長： 今回子どもの貧困対策に係る事業について斜線網掛けとなっているが、こうすること

で貧困対策の方から補助金などが出るのか。 

事務局： 国が貧困の法律の大綱整備を行い、これに資する事業ということで網掛けを行ったが、

財政的な支援があるわけではない。本市でも平成２９年度に貧困の実態調査を行った。

平成３０年度から新たに出てくる事業についても財政的な支援はないが、今後できると

ころから事業を増やしていきたいと考えている中で、貧困に関する補助金があれば確保

していきたいと思っている。 

委 員： これらの事業の中で、学校として本当に助けられており、子どもたちを育てるにあたっ

て大きな力となっている事業の話をしたい。Ｎｏ．３１０８「子ども支援事業」、Ｎｏ．

３１１９「スクールサポーター事業」についてだが、これらは課題のある子どもたちに

対して支援をする事業であり、たくさんの子どもたちが特別な支援を要する状況で、教

師１人では対応しきれない部分をこの事業に助けられている。財政が厳しい中で、来年

度時間を減らしてほしいと学校に要請がきている。子どもたちが自信と自己肯定感を

持って学び育っていくためにとても大切な事業である。学校としては、予算要求時に話

を出していただけたらと思う。 

事務局： 子ども支援事業は平成１５年からはじまった事業で、現在８０名の子どもへのサポー

トを行っている。学校側からのニーズが高い事業であり、大学院で心理学を学び臨床心

理士を目指す方などに担っていただいている。現状は各学校に最低１人配置し、重篤な

ケースをしっかりと共有することで、学校全体をサポートできるよう対応している。 

会 長： Ｎｏ．３１１９「スクールサポーター事業」の事業内容に、教職を目指す大学生や教

員ＯＢ、教員免許所持者等と書かれているが、実際にサポーターとして活躍されている

方は、臨床心理士を目指す学生が多いのか。 

事務局： スクールサポーターは、学習の保障を目的としているため教員免許所持者としている

が、先ほど申し上げた件は、Ｎｏ．３１０８「子ども支援事業」の心理相談員のことで

ある。別室登校指導員というのは、不登校で学校には行けるが教室に入れない児童への

サポートを行う指導員で、教員免許を持つ者が対応している。 

会 長： 子ども支援事業のサポーターとしては人が足りていないということか。 

事務局： 希望数１００名に対して８０名カバーしている状況であり、人は足りていない。 

会 長： スクールサポーターについては、人が足りているのか。 

事務局： スクールサポーターは、昨年度実績で各校に２、３名の配置となっているが、各学校

につき５０日となっているため、２名配置するとその半分ずつということになる。中学

校では教科の関係で活用がしにくい状況であるが、小学校では利用率が高く、１００％

以上の利用となっている。元々学力の向上を目指しているが、課題を持つ児童が多く、

例えば授業を座って受けるというようなところも含めて、教員のＯＢや大学生が関わり

を持ってやっている。今年度については学校からすると縮減、緊縮という印象を受ける

状況であるが、学校のニーズが高いことは認識しており、今後どういう形で充実させて

いくか、教育委員会の中で考えていきたい。 

 

（２）子ども子育て支援事業計画について 

   ア 教育・保育の量の見込みと提供体制（平成３０年４月１日実績）および計画の見直しにつ

いて 

 ○担当課長から資料③－１、③－２に基づき内容説明 

会 長： ここまでで、ご意見等はあるか。 

委 員： 数年前から幼稚園が減ってくるという話を聞いていて、幼稚園が減少して遠くの園ま

で行かなければならない状況になっていると聞いたが、実際に減っているのか。その場

合、減少スピードは加速しているのか。距離が遠くなることに対する対応策はあるのか。 

事務局： 公立の幼稚園は２０数年前には２３園程度あったが、現在は１２園となっている。学

校には校区があるが、幼稚園には園区というものがなく、どの幼稚園に通っても良い仕

組みになっている。ご指摘のとおり、公立幼稚園を希望される方は年々減少している状

況であり、１学年１クラスしかない園も年々増加している。幼稚園は１学年に複数クラ
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スあってお互いに切磋琢磨していくことが教育環境として必要であることから、教育委

員会としては、教育環境の適正化という側面から幼稚園の在り方を見直し、統廃合計画

を立てている。計画では平成３２年度末をもって１２園中２園を廃園する予定である。

対象になっている園児は近隣の幼稚園に行っていただき、子ども同士の学び合いや育ち

合いができる環境を整えたいと思っている。 

委 員： 現在保育園を増やしている現状があると思うが、最近、育休を取得することを目的に

保育園の入園を希望することが社会問題となっている。子どもが５年経ったら卒業して

いくことを考えると、この先保育園が成り立たないということにはならないのか。宝塚

市の新生児、子どもの人数は今どのような状況であるか。上り調子に増えているのであ

れば、保育園を増加させても先の見込みが立つが、今足りないからといってどんどん増

やしてしまうと、子どもの人口が減少した時に保育園が成り立たなくなるのではない

か。 

事務局： 過去５年間のデータを見ると、就学前児童の人口は減少している。かつて、就学前児

童は１学年約２，０００人、就学前全体で約１２，０００人といわれていたが、平成３

０年４月時点では１１，５６４人となり、１学年２，０００人を切っている。少子化問

題に歯止めがかからない状況は宝塚市も例外ではなく、いずれ保育需要の天井が来るで

あろうと見込んでいる。ただ、平成２９年度で天井が来ると思っていたが、実績を見る

と約２％保育需要が伸びていた。この需要の伸びがいつまで続くのかという課題に対し

て、毎年計画と実績の整合性をとりながら見直しを図っており、適正に保育施設の整備

を行うという説明をさせていただいている。待機児童の実態についても、どうしても入

りたいのに入れないというものから、入れたらいいなというものに性質が変わっている

実態も多少あるのではないかと思っている。市としては、保育の質が下がることのない

よう、また、子どもを預けて働けるよう環境を整えていく考えである。もちろん保育園

を作りすぎると経営が立ち行かなくなってしまう恐れがあるので、バランスを取りなが

ら十分研究をしていきたいと思っている。 

委 員： 公立幼稚園と保育所との兼ね合いも難しいと感じている。今、私立の幼稚園がどんど

ん変わってきており、幼稚園の機能を持ちながら保育園の機能も持つ認定こども園が増

えてきている。若いお母さんたちに話を聞くと、長時間保育をしてほしいという要望が

あり、公立幼稚園の教育的な面よりも預かり時間の長さの方に流されている部分がある

のではないかと思っている。宝塚市だけではなく国全体の話であると思うが、今まで積

み上げてきた公立幼稚園の良さがなかなかアピールできていないのではないかと危惧

している。幼稚園と保育所の両方がうまくいく方法がないかということを念頭に、保育

園の計画を立てていただきたい。 

事務局： 待機児童の保護者の考え方も様々であり、全体的には子どもたちの人数は減少してい

るという実態を踏まえ、幼稚園の必要性と保育園の必要性のバランスをどう取っていく

かということだと思っている。両方兼ね備えた認定こども園の機能も大切であり、国も

この方針を進めていこうとしている。本市の保育園事情・幼稚園事情に鑑みて今後も十

分検討し、実態に基づいて無理のない計画となるよう努めていく。 

委 員： 資料③－１の量の見込みについて、１２０名定員の保育園を２つ建てたとしても、１、

２歳児が１２０名入るわけではなく、総合的なバランスで０歳から５歳までのお子さん

が１２０名入ることになる。１、２歳児に特化して保育園を作るわけにはいかないので、

３号認定こどもの１、２歳児の待機児童解消が非常に難しいと思う。その中で、計画よ

り上振れしている部分を確保していく具体的な検討策はあるのか。 

事務局： 検討策についてまだ確定的ではないが、小規模保育事業所も手法の一つである。１、

２歳児に特化した小規模保育事業所は現在３カ所あるが、本市の場合は条例で、３歳に

なった時の行き先として連携施設を必置と定めており、この点で大きな課題があると

思っている。先ほどご指摘いただいたように、子どもたちは学年進行で上がっていくの

で、１、２歳だけというよりは０歳から５歳児までの認可保育所の整備も一つの手法で

あると考えている。具体的な検討策をお伝えするのは現時点では難しい。待機児童解消

に効果的かを十分検討したうえで、確保策を定めていきたいと思っている。 
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事務局： 議題６その他のところで触れると思うが、第１期事業計画が来年度で終了し、平成３

２年度から第２期事業計画を策定することが国から指示されている。それに伴って、今

年度の後半からニーズ調査を行う予定になっている。その中では、先ほどご意見のあっ

た教育・保育の需要の見込みについても大きなウエイトを占めている。計画についても

子ども審議会に諮って報告することになる。その際は委員のみなさんのご意見を聞きな

がら新しい計画を策定していきたいと思っている。 

会 長： 資料③－１の「教育・保育（量の見込みと提供体制）」について、審議会として計画

の見直し案を承認することにしたいと思うが、ご異議はあるか。 

委 員：             （異議なし） 

 

イ 放課後児童健全育成事業（平成３０年４月１日実績）について 

○担当課長から資料④－１、④－２、④－３に基づき内容説明 

会 長： ただ今の説明に対して、ご意見・ご質問等はあるか。 

委 員：        ～質疑・応答なし～ 

 

ウ その他の１１の事業の実績（平成２９年度実績）について 

○担当課長から資料⑤に基づき内容説明 

会 長： ここまでで、ご意見等はあるか。 

委 員： 乳児家庭全戸訪問事業と養育支援訪問事業について、平成２９年度は民生児童委員の

方が訪問されて、平成３０年度は訪問されないということか。 

事務局： 平成３０年度も民生児童委員の方に引き続き家庭訪問をお願いしており、実際に訪問

していただいている。資料に記載しているのは当初の計画であるので反映されていない

状態である。 

事務局： 量の見込みについて、計画よりも実績が上振れしているものもあるが、ニーズ量の増

に対して十分な確保方策が取れているものについては、計画の見直しは行わない考えで

ある。 

６ その他 

事務局より事務連絡 

今後の予定について、事務局から資料⑥に基づき内容説明 

会 長： ご意見・ご質問等はあるか。 

委 員：        ～質疑・応答なし～ 

   会 長： 第２回の子ども審議会は１１月を予定しており、内容は次期計画策定に係るニーズ調

査についてとなっているので出席をお願いしたい。 

 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 

 


