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会
議
名 

令和元年度（２０１９年度） 第３回宝塚市子ども審議会小委員会 

日
時 

令和元年（２０１９年）７月３１日（水） 

午後４時３０分～６時３０分 
場
所 

市役所３階 特別会議室 

出
席
者 

委員 
大西登司恵、鴨田朋子、神原麻乃、波多野靖明、濱田格子、平尾聡（敬称略） 

                             計６名（欠席７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 

家庭児童相談担当課長、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、子ども育成室長、保育企画課長、同副課長、 

保育事業課長、青少年課長、保健施策推進担当課長、学校教育課副課長、 

幼児教育センター次長、教育支援課長 

                             計１３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 会議の成立について 

出席委員数が会議の成立人数に満たなかったため、資料説明を行ったうえで、意見交換の場と 

して開催する。 

    なお決議が必要な案件については、今回は決議を取らず、次回に送ることとする。 

ただし、次回の委員会での詳細な説明を省略するため、事務局から欠席委員あてに会議録の 

速報版（概要版）を送付し、事前に内容を確認いただけるようにする。 

 

 

３ 議題 

（１）子ども・子育て支援事業計画に定める区域設定について 

   ○事務局から資料①－１に基づき、事業計画の必須記載事項および区域の設定案について説明。 

資料①－２に基づき、平成３１年４月１日現在の市内ブロック別児童数、施設定員数について

説明。 

   委員長： 今回、教育・保育の区域設定については、市内３つのブロックから全市域を１つのブ

ロックとして考えるよう変更するのが事務局案である。これは、平成２９年度の中間年

の見直し、平成３０年度の数値の見直しを踏襲するということであった。 

これまでの説明について、何かご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 資料①－２について、認可保育所で施設整備を行ってきた数を示しているということ

で良いか。分園を整備されたり、新規で施設の誘致整備をされたりした結果がこの表と

いうことか。どこかのブロックで、重点的に整備をして増やしているということはある

のか。 

   事務局： 第５ブロックで最も多く定員の増員をしている。第１ブロックであれば仁川ウエル保

育所１２０人、第２ブロックではなみずき保育所分園７０人、第３ブロックで川面ちど

り保育園１２０人、第５ブロックで宝塚COCORO、やまぼうし保育園分園、小規模保育事

業所により３１６人の増となっている。 

   委員長： 前期計画のときから国の方針も変わり、私立の認可保育所が非常に増えた。また、小

規模保育事業所も増えた。今後これがどれぐらい増えるか検討して後期の計画に盛り込

みたいということである。今日は議決をとることができないので、皆さんのご意見を伺

うということで進めていきたいと思うが、区域を市全域で１つにすることについてご意
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見やご質問はあるか。 

   委 員： 施設のある場所というのは、利用者が住んでいる地域や、勤め先への通勤経路、移動

の手段があるかどうかなど、様々な場所から都合に合わせて利用しておられると思う。

施設の方も、これ以上施設の増強が難しかったり、候補地がなかったりということもあ

り、細かい地域で考えていくと色々とぴったりとした答えを見つけるのは難しいという

こともある。広い範囲で大きく見て、実際に必要なところに手を打つというのは良いと

思う。 

   委員長： 事務局から説明のあったように、ニーズに合わせて柔軟にみて考えるのが適切である

というご意見で良いか。 

   委 員： そうである。 

 

   委員長： 全国的に見て、子どもの数は減っている。見込みだけでいくと数値上は縮小していく

計画になっていく。しかし、行政の計画がまちの将来に希望を持ったものであるべきと

考えるなら、少なくなるなら増やさなくてよいという考え方も一つだが、ぜひとも若い

世代を呼び込むことを目指し、減らさない、あるいは特定の地域に戦略的に増やしてい

く視点もあっても良いと思う。とはいえ、現在は私立の保育所が増えているため、作っ

たものの子どもが入らないということになると経営が困難になる。見込みだけで減らし

ていくとなると、東京都以外は日本全部が縮小になってしまうということも確かであ

る。区域設定に係る議決は、本日は皆さんからご意見をいただいたということで次回に

持ち越しする。 

 

（２）教育・保育に係る量の見込み及び確保方策について 

○事務局から資料②－１に基づき、量の見込みの考え方（国の手引きから抜粋）を説明。 

資料②－２に基づき、市の人口推計について説明。 

資料③（暫定版）に基づき、教育・保育の量の見込みについて説明。 

   委員長： 人口推計については、年齢進行に加えて転入や転出の様子がよく表れており、大変興

味深い表になっていると思う。これまでの説明で、何かご意見やご質問はあるか。 

   事務局： 人口推計の表を見ると、宝塚市の特色がよく表れている。たとえば、市全域の０歳児

について、平成２７年度は１，７７３人、令和６年度には１，５１２人と数字が減って

いる。１歳児、２歳児も同様である。縦に見ると減っているように見えるが、数字を斜

めに見ていただきたい。つまり、平成２７年度に１，７７３人だった０歳児が、１歳児

となったときは１，８９１人、３歳児となったときは１，９１３人に増える。これは、

宝塚市は流入人口に支えられているまちであるという特徴的な点が表れている。定点観

測をすると全体が減っていくが、動態観測をすると同級生が増えているというのが宝塚

市の特徴であるとご理解いただきたい。 

        流入人口に支えられているということはつまり、住宅事情やそれぞれの地域の事情に

よって、転入の状況が非常に変わりやすいということである。ある地域に保育所を整備

したからといって、必ずしもそれが永久的に必要な立地であるとは言い難い。このあた

りの動態的な考え方も持ちながら施設整備を図っていかなければ、誤った選択をする場

合がある。施設がこれから営業しようとしているのに、子どもがいないということにな

らないよう慎重に吟味する必要があるので、最初の話に戻るが、市域を細分化して施設

整備をするのではなく、市全体で考えたいと考えている。 

        今は肝心の量の見込みが検討中であり、国の手引きどおりの暫定値のみお示ししてい

る状況である。これが必ずしも本市の実情に即しているとは限らないため、本市の特徴

を勘案しながら数字の読みをしていかなければならないということを、ご理解いただけ

たらと思う。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

（３）放課後児童健全育成事業に係る量の見込み及び確保方策について 

   ○事務局から資料④に基づき、放課後児童健全育成事業に係る量の見込み及び確保方策について
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説明。 

   委員長： 市内に約１２，０００人強の子どもがいるということは、大体１学年２，０００人と

いうことになる。出生数が１，７００人程度なので、その差というのが転入してこられ

る子どもの数であるともいえる。放課後児童健全育成事業の量の見込み等について、ご

意見やご質問はあるか。 

   委 員： 数字の細かいことで意見を言うのは難しいが、１９．０％は過去の実績の最大値とい

う説明であった。年々割合が上昇していることをどう見込んでいくかということについ

ては、次回以降説明を聞けるという理解で良いか。 

   事務局： そうである。本日はご意見をいただきつつ、それを受けて次の作業へ進みたい。 

   委員長： 小学１年生の入所申込数は、少なくとも保育所・認定こども園等へ通っている人数を

カバーできる必要がある。また、小学校へ上がったことを機に働き始める人も加味する

必要があるだろう。ただ、他市でも同様だが、高学年になってくると民間のお稽古事を

利用される方も多く、それほど利用がないこともある。 

   委 員： 保育所の保護者会代表として出席しているが、肌感覚としては、育成会に入れないと

いう声を多く聞く。育成会は小学１年生から小学６年生までが対象だが、入所できない

場合、低学年ほど保護者の不安は大きい。小学１年生では待機児童は出ていないとはい

え、市全体で待機児童がゼロではない状況を考えると、やはりこのままでは問題がある

のではないか。少し多めに見てもいいのではないかという気がする。数字の見込み方に

ついては１９．０％が上限なのかどうかというと難しいところがある。ただやはり、自

分の周りでは困っておられる方もいるし、小学３年生では、まだ１人で留守番をさせる

のは難しいと思っていても、育成会に入れないことがあると聞いている。 

   委員長： 小学３年生ぐらいまではもう少しカバーできたら、と感じる。また、ここ数年で放課

後児童デイサービスが増えた。育成会との関係はどのようになっているのか。 

   事務局： それこそ肌感覚の話にはなるが、育成会と児童デイを併用する人が増えた。育成会に

行きながら、ある曜日（週に２回など）は児童デイへ行く人もおり、児童デイがある日

は学校へ送迎車が来る。制度が始まった５年前はそういったケースはあまり多くなかっ

たので、増えていると思う。 

        利用方法について、児童デイのみとするか、育成会と児童デイの併用とするか、育成

会のみとするかは、保護者が自由に選択できる仕組みである。ただ、育成会に入所する

にあたっては、週に３日以上は出席していただくよう依頼をしている。 

   委 員： 「放課後遊ぼう会」というものもある。小学校によって回数が違うが、それが充実し

ていれば育成会の代わりになり、何とかなるということもある。しかし、「放課後遊ぼ

う会」が毎日開催ではなく週１回、月１回、となると育成会の代わりにはならない。 

   事務局： ご指摘いただいた放課後子ども教室（「放課後遊ぼう会」）は、市内２４校中２１校で

実施している事業である。週５回開催の学校もあれば、月１回や月２回の開催の学校も

ある。なぜかというと、運営主体が様々であり、地域のボランティア集めに苦慮してい

るところもあって、なかなか増やせないという事情があるためである。長尾小、西谷小、

中山五月台小は未実施なので、プレ開催など単発のイベントを開催して、実施に向けた

取り組みを図っている。なお、事業費は全体で１，５００万円程度、そのうち５００万

円程度は県からの補助金を受けている。 

   委 員： 保護者の仕事の動向を見ていると、今後ニーズが減ることはなく、どちらかというと

増えていくのかな、と感じる。高学年になると自立が進んで、友だちどうしで遊んだり、

あるいは塾へ行ったりという選択肢が出てくる。低学年はまだ一人で留守番させるのは

心配ということで、低学年の方を手厚く考えてもらえたらと思う。 

   委員長： 宝塚市の特徴として、児童館が各地区にあり、自主的に行ける居場所になっている。 

   委 員： 児童館が遠い地区だと、なかなか子どもの足では行きにくい。校区から出てはいけな

いという制約もある。 

   事務局： 児童館は、自己責任型の子どもの居場所という側面がある。放課後児童健全育成事業

の量の見込みについては、地区ごとの特性を見て考えていかなければならないと考えて

いる。たとえば高司小校区は、学校のすぐそばに高司児童館があるが、育成会のニーズ
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が高学年まで比較的高い。一方で仁川小校区は、ほぼ毎日放課後子ども教室が開催され

ており、育成会のニーズは比較的低い方である。放課後子ども教室が育成会の代替の役

割を果たしていると考えられる。そうなると、児童館は必ずしも育成会の代替の役割を

果たしていないのではないかとも考えられ、分析が大変難しい。数字だけでなく、こう

した校区ごとの地域特性のようなものも、併せて考えていかなければならない。 

   委員長： 特に小学５年生、６年生では、図書館や子ども食堂、学習支援事業など多様な居場所

を自分達で選ぶことができるよう、子どもたちが行きやすい場所に居場所を作ろうとい

うのが全国的な流れである。 

   委 員： 地域特性という視点は大事だと思う。高司小、仁川小に関しては今お聞きしたような

特性があるということだ。一方、安倉小校区は、学校とは別の場所に安倉児童館がある。

育成会に入れなかったときに、地域ごとにセーフティネットがあるのかどうか。１９．

０％がどうかという数字だけで判断せず、そういった視点をぜひもっていただきたい。 

 

 議題 

（４）その他の地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込み及び確保方策について 

   ○事務局から資料⑤に基づき、その他の地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込み及び確保

方策について説明。 

   委員長： ご意見やご質問はあるか。 

        前回、審議会の委員の方からも意見があったが、インフルエンザが流行して申し込み

が殺到したら定員オーバーという状況になる。病後児の子どもであっても、病児保育で

預かってもらうことはできるのか。 

   事務局： 病児保育で預かり可能である。 

   委員長： 病児保育の方で対応できるのであれば問題ないのではないかと思う。ただ、確保方策

の総量が減ることについては、何らかの手立てが必要ではないか。 

        また、病後児保育について、ファミリーサポートセンター事業での対応はできないの

か。病後児保育を減らすのであれば、１１ページの「子育て援助活動支援事業（就学後）」

の件数が増える見通しがあっても良いのではないか。 

   事務局： １１ページの「子育て援助活動支援事業（就学後）」は、就学児の利用件数のみを記

載している。未就学児の件数は、９ページの「一時預かり事業（在園時対象型を除く）」

に記載している。９ページでは、ファミリーサポートの預かり件数は５年間据え置きと

いう案で提示している。 

   委員長： 就学前のファミリーサポートの預かり件数が強化されていくということでないと、整

合性が取れないのではないか。病後児保育が減る分、こちらが充実しても良いのではな

いかと思う。 

        この事業に限らないが、ここで議論している「その他の事業」は新しい事業で、それ

ぞれの事業単体ではなく、多様なサービスが相互に補完し合える仕組みだと思う。 

たとえば、１ページに「利用者支援事業」とある。ここには「特定型」「母子保健型」

しか記載がないが、もう１つ「基本型」という仕組みがある。これは宝塚市ではやって

いかないのか。子育てひろばに見守りのスタッフが２人おり、そこにもう１人、アウト

リーチができる人材を置くよう、国の方で制度化された。宝塚市で全国に先駆けて実施

していた子育てコーディネーターがこれにあたるが、せっかく国の制度になったのに、

市で制度化していないのはもったいないと思う。地域の支援者の育成や、市全体の事業

の見直しなど、リソースを開発できる人材である。今回の計画に入っていないので何と

も言えないが、国・県・市で１／３ずつの財源だったと思う。広い範囲のニーズの保育

の利用調整については、「特定型」で行えるようになった。教育・保育のニーズを市全

域の広範囲で考えるという説明があったが、その一方でもう少し細かい、多様なニーズ

の調整が必要になってくるのではないか。 

 

   事務局： 子ども・子育て支援新制度では、子育てに関するサービスは、教育・保育だけではな

く、様々なサービスのバランスとそれぞれの調整によって成り立っている、という認識
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が大切だと考えている。 

   委員長： ４ページの「乳児家庭全戸訪問事業」も、児童虐待防止の観点から重要な事業である。

虐待ハイリスクの家庭を早期発見し、子育て支援情報を提供するとともに、いかに他の

有効なサービスにつないでいくかという役割を担っている。ここで、ファミリーサポー

ト事業や地域子育て支援拠点事業などの子育て支援情報をきちんと届けられたら、ハイ

リスクの家庭ほどサービスを利用していないといった課題にも対応できる。訪問しても

どうしても出会えないということもあるので、訪問率９８．４％というのは妥当なとこ

ろだと思うが、数というよりも質的にこの事業を活用できているかどうかが重要だと思

う。 

   委 員： 一時預かりについて、専業主婦家庭で順位が低かったためか、定員がいっぱいで預かっ

てもらえないことがあった。先日も５日間の預かりを依頼しようとしたが、２か月前の

時点で既にいっぱいになっていたり、５分で予約が埋まってしまったりする状況であ

る。結局預けられず、子どもも一緒に連れて行くこともあった。 

   事務局： 保育所への入所の場合は、保護者の就労状況によって優先順位をつけるが、一時預か

りについては、優先順位はつけていない。ただ、本市では待機児童が出ている状況で、

本来であれば保育所に入所したいと思っている人が入所できず待機になってしまい、一

時預かりを経常的に利用しているケースがある。その結果、本来の事業の趣旨である、

単発の預かりの人が入れないということが起こってしまっている。本来の保育の受け入

れを充実させ、待機児童が減らせたら、一時預かりの枠も空いてきてより利用しやすく

なると思う。 

   委員長： 一時預かりは、全国的にも増やしていかなければならない方向である。宝塚市では、

一時預かりを保育所以外で実施していないのか。都市部では、地域子育て支援拠点に一

時預かりを付属させている自治体もある。また、理由を問わない預かりの場として、ファ

ミリーサポートの充実へのニーズも高いと思う。 

   事務局： 一時預かりは、現在保育所以外では実施していない。 

   委員長： 尼崎市では、一時預かり事業を保育所以外でも実施している。一時預かりの利用理由

としては、きょうだい児の通院、大掃除やご自分の通院のため等さまざまで、理由は問

わない。また、日常的に発達支援センターなどの施設に通園している障碍
がい

のあるお子さ

んが、施設が休みとなる土日や年末年始に利用することもあり、需要度が高い事業であ

る。計画の中にすぐに盛り込むことが難しいのであれば、せめてファミリーサポート事

業を充実させる等検討していただきたい。そうでないと、子育て中の方が勇気を出して

来られても、なかなかほっとできない、働くためにしばらく勉強したいといったときに

も使えないのが現状である。 

委 員： 民間の事業をここで議論するのは少し違うのかもしれないが、民間で、ママサポート

事業などを立ち上げている人もいる。今後は、市の事業で何でも実施するのは難しい。

市民活動の中で吸収できる部分があると良いと思う。 

   委員長： ベビーシッターや産褥期の家事援助などを事業化している人もいる。ただ、事業化を

待っていてもなかなか進まないので、市で立ち上げを支援し、コミュニティビジネスの

企業を応援する姿勢も１つかもしれない。保育所での一時預かりを増やしていくのは難

しいと思う。現状ではファミリーサポートの制度がすぐに使える。他市では、家庭的保

育の中での子育て支援員の活用や、県の地域祖父母制度の活用などの例もある。そう

いった情報が、民間で活力のある人に伝わっていないのかもしれない。 

 

（５）母子保健計画について 

   ○事務局から資料⑥に基づき、母子保健計画の評価について説明。 

   委員長： ご意見やご質問はあるか。 

        資料⑥の「現状値」の欄は、平成２６年度時点の現状値という理解で良いか。 

   事務局： そうである。前回の計画に合わせて記載したのでそのような表記になった。 

   委員長： 利用者支援事業の母子保健型についてもご説明いただいた。児童虐待等を未然に防ぐ

ための方策として、母子保健とのつながりは非常に有効である。０歳から２歳までのお
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子さんが利用される地域子育て支援拠点事業（ひろば）の支援者と、母子保健の保健師

が、情報交換ができているか、その情報が必要なところに行き届いているかどうかが肝

心である。どうしても行政の中では違う部署になってしまうので、それを補うのがこの

利用者支援事業の母子保健型だと認識している。次回、専門の先生からもご意見いただ

けたらと思う。 

 

   事務局： 本日、お忙しい中お集まりいただいたが、会議の成立ができず大変申し訳なかった。 

       貴重なご意見をたくさんいただいたので、できる範囲のことは次回の資料に反映させ、

再度ご提示する。なお、次回の説明時間を短縮するため、事務局からご欠席の委員の方

へ速報版の会議録をお送りし、どのような議論があったか事前に見ていただけるように

したいが、問題ないか。 

   委員長・委員： 問題ない。 

 

４ その他  ニーズ調査報告書、第４回・第５回の日程調整について 

 

   事務局： 平成３１年１月に実施したニーズ調査報告書ができたので、机上に配付している。今

後の予定として、第４回・第５回の小委員会の日程調整表も配付しているので、８月７

日（水）までにご連絡くださるようお願い申し上げる。 

 

   委員長：（謝辞） 

 

閉会 

 

 


