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会
議
名 

平成３０年度（２０１８年度） 第３回 宝塚市子ども審議会 

日
時 

平成３１年（２０１９年）２月２８日（木） 

午後４時００分～５時３０分 
場
所 

上下水道局第一会議室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、濱田格子、松島京、生駒由香里、大西登司恵、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、八木佐和子、山田愼治、川口潤、須藤榮一、帆

足昭德（敬称略）                    計１６名（欠席５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、健康推進課係長、学事課

係員、教育支援課長 

                             計１０名（欠席２名） 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 なし 

内 容（概要） 

１ 開会 
 

２ 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２１名のうち１６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。 

 

３ 議題 次世代育成支援行動計画個別事業取組状況について（平成３１年度（2019年度）計画） 

○事務局から、資料①に基づき平成３１年度（2019年度）の新規３事業、拡充６事業の個別事業

計画について説明。 

 

   会 長： 意見・質問等はあるか。 

委 員： Ｎｏ．１４０３「私立幼稚園就園奨励費補助制度」について、平成３１年度の事業計

画の内容で冒頭「平成３１年度４月から１０月については前年度同様」となっているが、

４月から９月までではないか。 

事務局： ９月までである。訂正する。 

委 員： 新規事業の「ひとり親家庭生活学習支援事業」について、民間の学習塾等への費用を

負担するということか。また、この予算で想定されている対象人数は何人で、対象とな

る学習塾は何カ所程度か。それについて何か規定はあるのか。 

   事務局： 「ひとり親家庭生活学習支援事業」について、塾を経営している事業者やＮＰＯ法人

を想定しており、プロポーザルで事業者を決定する。通塾で市内２カ所以上を考えてい

る。対象人数については、児童扶養手当を受給している中学２年生、３年生の生徒がい

る世帯２５０世帯のうち、約３０％の７５名程度を想定している。 

   委 員： 市内に２カ所程度の民間事業者を設定し、２つの中から選択して通うことができると

いうことか。中学２年生と３年生が対象ということだが、中学１年生は対象にならない

のか。 

   事務局： 高校の進学に向けて学習支援を行う予定のため、中学２年生と３年生を対象にしてい

る。事業所については、プロポーザルで一つの事業所に決定したのち、市内へ２カ所以

上の会場を設定してもらうようお願いする予定である。 

   委 員： 事業者を選定し、学習支援を受ける対象生徒を１カ所に集めて授業を行うというもの

もよく実施されているが、今回はそうではなく通塾ということか。それはクーポンでは

ないのか。 



2 

 

   事務局： クーポンではなく、通塾先の施設はこちらで指定する予定である。学習支援だけでは

なく、継続的に進路相談等行えるようコーディネーターを配置することも考えている。 

   事務局： 対象者がひとり親世帯ということもあり、対象者だけを集めて授業を行うということ

は、生徒たちが顔を合わせることになるため好ましくないと考えている。できれば、他

の生徒と一緒の場で学習する事が望ましいと考えているため、特定の生徒を特定の場所

に集めて授業を行うということは考えていない。 

   委 員： 他市で行われている事業で、１カ所に生活保護世帯の生徒を集めて学習支援を行って

いるところや、市内にある塾に通い、支払いをクーポンで行うところ等があるが、今回

はその二つの事業内容をミックスしたものということか。 

   事業者： クーポン方式であればどこの施設でも使えると思うが、今回想定している方式は、事

業者を市が選定し、対象者にはその事業者が運営している教室に通ってもらい、支払い

は市が行うというものである。 

   委 員： 対象者に中学１年生を加えることは可能か。中学校へ進学し、環境も変わり科目も増

えるこの段階から学習に向けて支援を行うことで、意欲を持たせることが重要であり、

中学３年生になってから支援を行うというのは遅いとの意見がある。早い段階から学習

に馴染むというのがより効果的であると思う。 

   事務局： その通りであると思う。まずは一年間事業を行い、その結果を踏まえて、拡大できる

ところや改善できるところについて、対象者へニーズを聞き取りながら対応していきた

いと思う。 

   委 員： 対象となる２５０世帯のうちの３０％程度を想定しているとのことだが、２５０世帯

すべてに、この事業の案内をするということか。 

   事務局： 児童扶養手当を受給されている全ての世帯へ郵送にて案内文を送付する予定である。 

   委 員： 予算の関係もあると思うので、希望者が３０％よりも多かった場合は選定するという

ことか。 

   事務局： 全国的なリサーチの結果、申込者は大体２０％から多くて４０％程度であった。近隣

市では１５％程度の申込があったため、それらの数字から３０％以内となるのではと見

込んでいる。ただ、多くの申込があった場合は、初年度については中学３年生を優先し、

その後は検討していきたいと考えている。 

   委 員： 新規事業、継続事業それぞれたくさんあるが、国からの補助で事業を行っているもの

や、市単独で予算を組んでいるもの、それぞれ棲み分けがわかるよう記載した方が、市

が力を入れている事業がよりわかりやすくなるのではないか。 

Ｎｏ．２３０６「小規模保育事業所整備事業」については、待機児童が多いというこ

とで、この事業を進めていく必要があるのだと思う。小規模保育事業所の他に、内閣府

が実施する企業主導型保育事業所もあるが、企業の選定方法についてはどのような考え

を持って行っているのか。事業の継続性について、倒産などすることなく、安心して通

える施設の選定が重要だと考える。 

   事務局： 現在市内には３カ所小規模保育事業所があり、市が誘致した認可の小規模保育事業所

は３カ所すべて社会福祉法人が運営している。小規模保育事業所の整備に向けて具体的

な新たな案はないが、今後の選定に向けては、保育の質や継続的な安定した運営を勘案

して検討していきたいと思っている。一方、企業主導型保育事業については、選定は市

に権限がなく、企業主導型保育事業を行う場合、国へ申請することになる。この場合、

選定について市が関与することはできない。ただ、一部地域枠といって、保育を必要と

している地域の方が利用できる枠を設けてもらっていることもあるため、保育の質の確

保の観点から、市が行っている研修への参加案内等、市の関与について検討していく。 

会 長： 現在市内の小規模保育事業所は、３カ所すべて社会福祉法人が運営しているというこ

とか。 

   事務局： 現在市内にある小規模保育事業所はすべて社会福祉法人が運営している。小規模保育

事業所は２歳まで対象の保育施設となっているため、連携施設を必置とし、３歳以降も

同じ社会福祉法人が運営している認可保育所に通っていただくこととしている。 

   会 長： 国が行っている、企業主導型保育事業の地域枠については、市内で利用している人は
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いないということか。 

   事務局： 市内数カ所地域枠を設けていただいており、数名保育を利用している。 

   委 員： 企業主導型に関しても国が行っている事業であることはわかるが、安心して通えるこ

とが第一なので、保育の質を担保することについて、対策をお願いしたい。 

   委 員： Ｎｏ．１３３９「就学援助制度」について、支給されるのは何月か。新入学のために

使いたいのに入学してから支給されるため、入学準備に使えない自治体もあると聞いて

いる。 

     事務局： ３年前までは４月に入ってから支給されていたが、この事業がはじまってからは物品

購入に間に合うように支給されると聞いている。 

   会 長： 新規・拡充以外の事業で、意見・質問等はあるか。 

   委 員： Ｎｏ．４２０１「街頭交通指導員委託」について、予算額としては非常に小さい事業

ではあるが、各ＰＴＡが市の担当課と契約手続きをすることになっており、ＰＴＡの方

からは、契約することによるＰＴＡや子どもへのメリットがよく分からないのに手続き

が煩雑であるとの意見が出ている。ＰＴＡ業務も見直しが必要となってきている中で、

この契約の締結が必要なのか確認したい。 

   事務局： 担当課が不在のため、改めて回答する。 

   委 員： 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、どちらも継続となっているが、配慮が必要な児童や学習支援が必要な児童、特

別支援が必要な児童が増加傾向にある中で、サポーターが増えていない状況である。支

援が必要な児童が増加しているのに、サポーターが増えないということは、一人あたり

のサポート回数が減ってしまうということになる。担当課が予算の中で中身を工夫しよ

うとしてくれているが、必要なときに必要な支援を受けられるよう、予算を増額してほ

しい。 

   会 長： できれば拡充してほしいということか。 

   委 員： そうである。 

会 長： サポーターのボランティアの確保はできているのか。 

事務局： サポーターの募集については、一部条件をつけて協定している大学の大学院に募集を

かけている。臨床心理士の資格を持った方の中には、学校現場で働きたいという方もい

るため、兵庫県臨床心理士会へも募集をかけている。今年度サポーターをしてくれてい

た学生の中には、就職先が決まってサポートできる時間が減ってしまうが来年度も続け

ていきたいという学生もおり、このような中から確保をしている。支援ボランティアに

ついては、あくまでもボランティアなので、交通費程度の支給となるが、教員を目指し

ている学生の方や、学校現場を知りたいという方、育児休暇中の主婦の方で、雇用とい

う形ではなく空いている時間を利用して活動したいという方が多くいる。登録は２００

名程度で、実際活動している方が１５０名程度となっている。ボランティアの募集につ

いても、大学へ依頼をしている。 

委 員： Ｎｏ．６３０１「若者就業支援・相談事業」について、場所はどこで行っているのか。

また、カウンセラーを配置しているのか。 

事務局： 宝塚ＮＰＯセンターに委託して実施している。宝塚駅付近に会場をもっている。すぐ

に就労が難しい課題のある若者が、体験的な就労や、就労に至るまでの相談を行うこと

ができる。その後ハローワーク西宮と連携して就労に結び付けている。 

委 員： 国の若者就労支援のことだと思うが、全国的に就労支援事業が、待ちの姿勢になって

いて活用されていない、または就労体験をしたあと、継続につながらないということが

指摘されている。宝塚市では、児童館が活発に活動しているので、日常的に若者が集う

場所で、就労や将来設計についてなどをアナウンスすることが効果的ではないかと思

う。宝塚ＮＰＯセンターが実施している事業で、中学生や高校生が集まるところにつな

がるようなアウトリーチとしての取組をぜひ考えていただきたい。 

事務局： 中学生や高校生から就労について意識づけすることについて、担当課へ伝える。中学

生については、トライやるウィークを通して、働くことの大切さを実際に体験するとい

う事業は実施している。 
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事務局： Ｎｏ．３５１１「思春期ひろば」について事業内容を少し説明したい。この事業は、

就労に至る前に、ひきこもりから脱却して、家の外に出るということを目的とした事業

である。具体的には、市内に３カ所ひろばを開設しており、コンテナハウスや建物の一

室などで事業を実施している。臨床心理士を配置し、地域の方もボランティアとして参

加していただいている。インターネットの情報や紹介を通じて、ひきこもりの方が利用

している。集まった人たちでカードゲーム等をして、毎週参加することで、ひきこもり

からの脱却をはかる。その後就労支援に進んだり、ハローワークへつなげたり、その人

に応じた支援を行っている。 

委 員： ひきこもりも高齢化しており、ひろばの存在は大切だと思うが、貧困の連鎖を断ち切

るための若者就労支援という意味では、学習支援の場で、多様な仕事について知り、出

会う機会を提供することが効果的であると考える。児童館や子ども食堂が、中高生が自

然な形で働く人と出会う場になっていったらいいと思う。 

事務局： 学習支援についてだが、学習塾に通う中で年齢の近い大学生や社会人と触れ合うこと

で、将来の目標や将来像について考えるきっかけとなると考えており、生活支援も含め

て事業の目的としている。 

会 長： 必ずしも、進学相談だけではなく、同時に生活相談や悩み相談などが受けられるよう

な仕組みにもなっているという理解でよいか。 

事務局： そうである。 

委 員： Ｎｏ．３５０７「いじめの未然防止事業」について、事業内容では、ＣＡＰを市内全

小学校にて実施するとなっているが、平成３１年度事業計画では、ＣＡＰを市内小学校

に実施するとなっており、市内全小学校と記載されていないが、これは全小学校では実

施しないということか。 

事務局： 担当課が本日不在であるため、後日改めて回答する。 

委 員： Ｎｏ．１２０２「母親学級・父親学級（両親学級）」について、事業見直しと記載さ

れている。母親学級を縮小して、父親学級を両親学級に名称変更し拡充しているが、利

用者から希望があったのか、母子保健との兼ね合いで変更となったのか。 

事務局： 母親学級は利用者が減少しており、その理由として、就労されている妊婦の方がかな

り増加しているために平日の参加が難しくなっていることや、連続３回の出席が必要で

あることが負担となっていることなどが考えられる。そのため、平日開催である母親学

級の回数を減らし、利用者の多かった父親学級を、両親学級と名称変更し回数を増やし

た。名称変更については、今までもカッコ書きで両親学級を使用していたため、今回父

親学級から両親学級と名称を変更した。 

委 員： 母親学級と両親学級について補足する。母親学級について、産休に入る直前まで働く

妊婦の方が増加しており、月によっては満員だが、月によって半分にも満たないという

こともあった。今回の縮小で栄養指導などがカットとなるが、産前・産後サポート事業

の参加者が増えているので、そちらで指導するなどカバーしていこうと考えている。 

委 員： 平成２９年度７月に子どもの生活についてのアンケート調査を実施し、報告書も作成

されているが、その中で生活支援という項目があり、家庭において十分な教育やケアを

受けられない子どもへの支援と、子ども食堂の在り方について取り上げられていたと思

う。現在子ども食堂という形で活動しているところがたくさんあるが、実際子ども食堂

を運営されている方の大きな悩みとして、実態として貧困対策になっているのかという

ところがあると聞いている。このアンケート調査の報告書の中の１３５ページに子ども

食堂について総括されており、格差の縮小に有効な支援となることも十分考えられると

されているが、そのことが個別事業のどこに盛り込まれているのか、説明いただきたい。 

事務局： 個別事業の平成３１年度事業計画については、子ども食堂にかかる部分は現時点では

含まれていない。育みプランについても前期計画にはアンケート調査の結果は反映され

ていない。来年度に策定予定の後期計画については、子どもの貧困について計画の中に

盛り込んでいこうと考えている。子ども食堂についても、何らかの形で盛り込めたらと

考えている。 

会 長： 個別事業取組状況の中で、①から⑩の番号が書かれているものが貧困対策に該当する
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ものという理解でよいか。 

   事務局： そうである。 

     委 員： Ｎｏ．６１０２「学校体育施設開放事業」について、平成３１年度の事業計画でプー

ル開放がなくなっているが、ＰＴＡの負担もあってか、希望する学校が減り、プール開

放がなくなった学校もあると聞いている。それ以外の、たとえば地域の方が希望される

場合などもプール開放は行わないということか。 

   事務局： 担当課が本日不在であるため、後日改めて回答する。 

   委 員： Ｎｏ．３１１１「教育国際化推進事業」について、外国のルーツを持つ子どもが対象

のものか。子どもだけでなく保護者への支援もされているのか。 

   事務局： 懇談の際などにサポーターの派遣を行っている。 

   委 員： 学校では書類の翻訳などもお願いしている。必要に応じて相談しながら申請するよう

にしている。 

   会 長： 保護者も支援の対象となっているということか。 

   委 員： そうである。 

 

４ 報告 子どもの成長と子育て支援に関するアンケート調査結果について（概要） 

   ○事務局から、資料②に基づき説明。 

 

会 長： 意見・質問等はあるか。 

   委 員： 小学生のアンケートについて、アンケートへの回答の内容で気になる内容があった場

合、市としてどのような対応をするのか。 

   事務局： 小中高のアンケートについては、学校ごとで回収をしている。アンケートの中で気に

なる記載があれば、学校へも伝え、担当課と連携をとりながら対応することを考えてい

る。 

   委 員： それは学校とのやり取りの中で、該当の生徒を特定していくということか。 

   事務局： まずは生徒の気持ちを確認し、どうして欲しいのか確認する。本人の意見をまずは尊

重し、関係機関と連携して対応していくことになると考えている。 

   事務局： 今回のアンケートについては、小中高の記述欄をすべて確認したが、問題のある案件

は見受けられなかった。保護者からのアンケート回答分については、市としてすぐに対

応が必要な案件について、担当課へ対応依頼をしている。 

 

報告 教育・保育の提供体制について 

   ○事務局から、口頭にて説明。 

 

   会 長： 意見・質問等はあるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

５ その他 

   ○会長、副会長より任期満了に伴うあいさつ 

 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 

 


