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会
議
名 

令和元年度（２０１９年度） 第２回宝塚市子ども審議会 

日
時 

令和元年（２０１９年）１１月７日（木） 

午後４時００分～６時００分 
場
所 

市役所３階 特別会議室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、濱田格子、松島京、大西登司恵、鴨田朋子、神原麻乃、椎山美恵子、 

波多野靖明、平尾聡、藤井優恵、八木佐和子、山田愼治、加納邦子、田中由利子、 

冨永泰、松尾陽子、中村英文（敬称略） 

                             計１７名（欠席４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、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、学校教育課長、幼児教育センター

所長、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 
委員２１名中１７名出席 宝塚市子ども審議会条例第６条第２項の規定により、委員の過半数以

上の出席があった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 

（１）「宝塚市次世代育成支援行動計画（後期計画）及び宝塚市子ども・子育て支援事業計画の策

定について」の計画案について 

   ○濱田小委員会委員長及び事務局から、経過報告と資料①－１、①－２に基づき、宝塚市次世代

育成支援行動計画「たからっ子『育み』プラン」（後期計画）（第２期子ども・子育て支援事業

計画）（母子保健計画）（（仮称）子どもの貧困対策計画）について説明。 

   会 長： ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 本編３ページの図と差分表の２ページの図の違いについて説明ねがう。 

事務局： 前期計画では、差分表の図と同じ形式のものを使用しており、後期計画では、前期計

画の図よりも分かりやすい方法がないか検討し本編３ページのバルーンを使った図を取

り入れた。真ん中に「たからっ子『育み』プラン」を置き、関連する計画を周辺に置く

という示し方をした。その結果、宝塚市総合計画の中に宝塚市子ども条例や次世代育成

支援対策推進法という国の法律や条例が入っているという矛盾が生じた。 

また、矢印が双方向になっており、関連しているように見えるが、実際には上位計画、

条例であるため、一方向の矢印で表記すべきと考えた。さらに、右側に子ども・子育て

支援法があるが、これが総合計画に半分組み込まれているような図になっている上に、

双方向の矢印が入っているため、施策の関連性、法の関連性が曖昧になっていることが

分かった。結局のところ、前期計画の示し方が一番分かりやすいのではないかというこ

とになり、差分表のとおり修正する。 

     宝塚市総合計画という大きな枠組みの中に「たからっ子『育み』プラン」があり、ま

たその関連計画が真ん中の太い矢印、双方向で関連し合っているということを示し、四

角の中で最上位計画が宝塚市総合計画であること、そして２つの大きな四角の下に各種
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事業がぶら下がることを整理した。 

そして、市子ども条例と次世代育成支援対策推進法及び子ども・子育て支援法を外出

しした。これによって施策の関係性と法の関連性が整理できたと考えた。本編３ページ

の図については見やすさ、分かりやすさを追求した結果、曖昧な表現になってしまって

いたことを反省し、差分表のとおり修正した。 

委 員： 修正後の図の方が、前回と比べて何が増えたかよく分かる図になっている。 

     差分表の３ページ、子どもの人権擁護の推進にはＣＡＰプログラムだけではなく、自

殺予防教育プログラムが新たに加わっている。これについて説明ねがう。 

   事務局： いじめ防止対策の一つとして、中学生がＳＯＳを出せるようにということで県教委が

自殺予防教育プログラムを作っている。各学校で研修を実施し、今年度から市内全中学

校で自殺予防教育プログラムを盛り込んだ授業を実施している。 

   委 員： 先生が生徒を対象に、県教委の開発したプログラムを行うということか。 

   事務局： 県教委が先生方を対象に研修を実施し、先生が生徒に対してプログラムを実施すると

いうことである。 

   委 員： 小学生、中学生の自殺件数が、過去１、２番目に多くなったと聞いた。宝塚市では中

学校で自殺予防教育プログラムが考えられているのはいいことだと思うが、小学校高学

年の子どもへの対策は考えているのか。 

事務局： 今年度から全中学校で自殺予防教育プログラムを実施している。小学校３年生、４年

生に対しては、嫌なことに対して嫌だと言える力を付けるＣＡＰプログラムをメインに

実施している。中学校では、ＳＯＳや援助希求が出せる力を付ける授業をしたいと考え

ている。 

今、小学校では授業や道徳を通して自分の命を守ることは常に伝えているので、自殺

予防プログラムは実施していないが、小中学生は休み明けに自殺が多いということもあ

り、長期休み明けには教育委員会から必ずメッセージを出すようにということで取り組

みを進めている。 

   委 員： 量の見込みについて、これは非常に大事なデータだと思う。教育・保育の量の見込み

の中で、国が指定した算出量から見直しをしていると思うが、どのように見直したかが

分からない。他市の状況やこれまでの宝塚市の状況から見て、妥当な見直し方なのか。 

   事務局： 量の見込みの見直し方については、例えば、育児休業取得者がそのまま休業を続ける

場合はすぐに保育所への入所が必要ないためニーズ量を見直している。また、保育の利

用ニーズについて、国の基準では保育の利用意向率が一定となるが、現状保育ニーズは

毎年上がっている状況であるため、利用意向率を上方修正している。 

   委 員： 最近、災害が非常に多いが、平日の昼間は子どもが一人になる場合もあると思う。災

害時の子ども支援について、この計画に盛り込む必要はないか。防災関係の計画の中で

盛り込まれているのであれば問題ないのだが。 

   事務局： 子どもの命を守るため、あらゆる災害の状況が想定される中で、この後期計画の中で

は災害時の子どもの支援についてはうたいきれていない。ただ、決して放置しているわ

けではない。宝塚市地域防災計画の中で、子どものみならず市民、市民団体、事業者、

関係機関の相互連携の下で、子どもを含めた市民を守る計画づくりがされている。災害

時には、関連計画でフォローされると考えていただければと思う。 

   会 長： 計画の第４章から第７章について重点的に確認する。資料の見方について事務局から

説明願う。 

    

○事務局から、資料①－２に基づき、第４章から第７章について説明。 

会 長： まずは第４章の基本目標１「すべての子どもと家庭への支援」（Ｐ．２６～Ｐ．３２）、

基本目標２「子育てと仕事の両立支援」（Ｐ．３３～３６）、基本目標３「教育環境の整

備」（Ｐ．３７～Ｐ．４３）についてご意見やご質問はあるか。 

委 員： ここは小委員会で活発に議論されたところである。Ｐ．２８「①子育て支援拠点の活

動内容の充実」について、特に地域子育て支援拠点に配属されている子育て支援コーディ

ネーターをさらに充実してほしいというご意見もあり、あり方を検討することになって
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いる。宝塚市では国の利用者支援事業にはなっていないが、国に先んじて利用者支援事

業に取り組んでおり、そういったところを含めて「検討する」という言葉を入れている。 

     Ｐ．２８の「②子どもや母親の健康の確保」については、今回の計画で母子保健が非

常に重点的になったため、この部分は特に小委員会ではさまざまな見知からご意見をい

ただいた部分であり、充実した書きぶりになっている。 

委 員： 母子保健について、妊婦健診や乳幼児健診に参加していない方はいないか。健診を一

度も受けていない親もいるとも聞く。宝塚市でも健診を受けていない方はいるのか。 

事務局： 乳幼児健診については、４カ月健診の受診率が９８パーセントとなっており、どの健

診も受診率は非常に高い。未受診の方々については、アンケートや家庭訪問を通して状

況を把握している。昨年度は健診未受診者全員の状況を把握できた。受診率が低いのは

３歳児健診であるが、３歳児は半数ぐらいの方が保育所や幼稚園に行かれており、午後

に実施する乳幼児検診への参加が難しいと聞いている。未受診の方の中でもアンケート、

訪問で状況が把握できない方については、要保護児童対策協議会に連絡して一緒に確認

する体制を取っている。 

委 員： Ｐ．３０の主な推進施策「様々な困難を抱える子どもや家庭の相談窓口および切れ目

のない支援体制」について、５歳児健診などをきっかけに幼児教育センターから小学校

に支援が必要と思われる子どもの連絡をいただいており、支援を必要とする子どもの早

期発見についての連携はできていると感じている。 

     Ｐ．４０の取組の一例「インクルーシブ教育の推進」について、特別支援のお子さん

が非常に増えている。本校でも３クラスだったものがこのままいくと５クラスになりそ

うな状況である。介助員や子ども支援サポーターを配置することが、子どもたちの切れ

目のない支援につながる。学校からお願いしても教育委員会の予算がなかなか増えず、

とてもしんどい思いをされていると聞いている。学校生活は子どもたちが長い時間を過

ごすところなので、教育委員会の予算の中だけでなく、市全体で取り組んでいただきた

い。 

事務局： 委員から発言があった通り、発達に課題のあるお子さんは非常に増えている。保育所、

幼稚園、小学校、中学校それぞれに支援員や介助員が必要になっており、手厚い支援を

したいとは思っている。一方、市の財政状況としては、生産年齢の人口が減ってきて、

それに伴い歳入が減ってくる。同時に高齢者が増えて、今後ますます扶助費が増えてい

くという状況である。市の経営にも関わることだが、ない袖は振れない。今後の市の経

営には、市民の方の協力が不可欠である。学校の統廃合や施設が必要か不必要か、受益

者負担をどうするかという見直しをしながら、必要な予算を確保していく。 

もちろん子どもたちは「まちの宝」だと思っているので、そこに予算をかけたいと思っ

ている。 

会 長： 基本目標４から６についてご意見をいただきたい。基本目標４「安全・安心の環境づ

くり」（Ｐ．４４～Ｐ．４６）、基本目標５「家庭や地域の子育て力、教育力の向上」（Ｐ．

４７～Ｐ．５０）、基本目標６「子どもの社会参加の促進」（Ｐ．５１～Ｐ．５５）につ

いてご意見やご質問はあるか。 

事務局： 基本目標４から６について、小委員会でも十分ご審議いただいた。その内容を少し報

告したい。 

      まず、基本目標４「安全・安心の環境づくり」について、基本的には前期計画を継承

している。子どもにとって安全で安心なまちづくりを進めていくことと、有害環境から

子どもを守る取組をしっかりしていくことを確認した。 

基本目標５「家庭や地域の子育て力・教育力の向上」について、児童館を含めた子ど

もを育む三層構造のモデルをしっかり継承して、質の維持と向上に努めることを確認し

た。 

基本目標６「子どもの社会参加の促進」について、特に時間をかけてご審議いただい

たが、引きこもりなど課題を抱える若者の孤立を、未然に防ぐ手立てはないだろうかと

いうことについて議論いただいた。また、文化・社会教育・スポーツ施設といった地域

資源を活かした多様な交流体験の機会の提供についても、議論いただいた。 
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このような議論のなかで、それぞれの基本目標の内容が成り立ったということである。 

 

○事務局から資料①－２に基づき、第５章から第８章について説明。 

会 長： 第５章から第８章について、ご意見やご質問はあるか。 

委 員： Ｐ．６０第５章の後期計画目標のまとめ、基盤課題Ｂの「未成年者の喫煙や飲酒をな

くす」で「高１女児」になっているので修正していただきたい。 

事務局： 「高１女子」に修正する。 

委 員： Ｐ．７９の量の見込みと確保方策について、令和２年度から５カ年の人数の確保の推

移が書いてある。人口はほとんど変わらないものの、利用率が上がるという見込みに対

し、定員確保できるような計画となっている。２章の重点項目の中で保育の質の確保に

ついて書いてあるが、認可外保育施設、指定保育所の人数は５年間でほとんど変わらな

い。幼稚園や保育園というのは国の指針に従って質の確保をしながら教育・保育をやっ

ている。この書き方だと、認可外保育所を市が推奨しているように感じられる。どのよ

うに考えて認可外保育施設の数を記載しておられるのか教えてほしい。 

事務局： 認可外保育施設の指定保育所については、現在、定員が３０６名で８施設となってい

る。指定保育所は本市独自の補助を出しており、認可外保育施設以上の基準を設けてい

る。現時点では指定保育所を入れた数字を認可外保育施設の見込み量としており、指定

保育所をなくして認可保育所を作るということは考えていない。 

会 長： 指定保育所がないと待機児童対策は難しいと予測しているということか。 

事務局： 指定保育所は平成１４年ごろに、待機児童対策として作ったものであり、一定の基準

は満たしている。 

委 員： 一定の基準を満たしているということは、保育の質の確保は市で管理ができていると

理解していいのか。 

事務局： 毎年２回程度、保育士、保健師、栄養士等が巡回したり、市が開催している研修にも

参加いただいたりするなど、保育の質の確保をしている。 

委 員： 国の施策を持ってきて予算組みをされているということだが、この計画の中で宝塚市

独自の事業はあるか。宝塚市の子育ての中で、子どもたちの年齢に応じた子育てしやす

い施策がこの行動計画であり、それが子育てしやすい宝塚につながるのではないか。 

事務局： 全国どこにいても同じ教育、保育が受けられるということが担保されており、国の補

助や給付費を受けながらしっかり事業をしている。加えて、本市オリジナルの施策をい

ろいろ実施しているが、この中にははっきりとは見えてこない。なぜなら、例えば保育

園であれば国の認可保育基準以上の保育士の配置、特別支援の支援員の配置を市の財源

のみでしているためである。 

この計画のなかで、これが市独自の事業だということは説明が難しいが、子育て施策

の充実には鋭意努力している。 

委 員： Ｐ．７９～Ｐ．８１の量の見込みと確保方策について、２号認定、３号認定など認定

区分ごとに見込みを立てているが、確保方策の中で、特定教育・保育施設の中に認定こ

ども園と保育所という２つの形態で記載されている。それを見ると、確保方策の総人数

は変わらないが、認定こども園のほうにシフトするという５年間の見込みになっている

ように見える。保育所が認定こども園に変わる見込みがすでにあるということか。 

事務局： 保育所から認定こども園に変わることも考えられるが、まだ決定ではない。今後、認

定こども園にするかどうか検討を進めていく。 

委 員： 利用者にとって何が変わるのか。市の方針というよりも保育所の意向なのか。 

事務局： 保育所から認定こども園に移行すると、３歳児から５歳児に対して幼児教育をするこ

とができる。受け入れ人数はそれほど変わらないので待機児童対策にはならないが、保

育園のさらなる充実というかたちになる。 

委 員： 保育所の新しい指針に幼児教育が盛り込まれた。認定こども園も保育所も幼稚園の教

育ができる。今の説明だと保育所には教育の部分が薄いが、認定こども園に変わること

によって教育部分が強くなるという説明に聞こえる。 

事務局： 確かに保育所でも幼児教育ができるようになった。保育所は両親ともに就労している
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など、保育の必要性のみを受け入れるかたちだったが、認定こども園になれば保育の必

要性に関係なく受け入れることができる。それに併せて幼児教育もできるようになるの

で、１号認定の受け入れの拡充もあると思うが、現状としては幼稚園で１号認定は充足

している。待機児童対策ではない。 

   委 員： 市として、認定こども園に移行したほうが利用者にとってよいという方針を立てたの

か。今の話だと、保育所の意向があって、アンケートをとってその意向を反映させたと

いう話だが、市の意向はないのか。 

事務局： 保育所の３号認定の待機児童が一番の課題である。そちらをまず充実させる必要があ

ると考えている。まず保育所を増やしていく必要があると考えている中で、現状の保育

所が認定こども園になるかは保育所と相談し、移行を確認しながら進めていきたい。認

定こども園になってほしいと宝塚市が勧めているわけではない。今は３号認定の待機児

童を解消することを一番の目標としている。 

    

   ○事務局から資料②に基づき、今後の予定について説明。 

会 長： ご意見ご質問はあるか。 

委 員： （意見・質問なし） 

 

（２）次世代育成支援行動計画個別事事業取組状況（平成３０年度（2018年度）実績）について 

○事務局から資料③に基づき、次世代育成支援行動計画個別事業取組状況（平成３０年（2018年）

実績）について説明。 

会 長： ご意見やご質問はあるか。 

委 員： Ｎｏ．３１１０「クラブ活動振興」について、中山五月台中学校の吹奏楽部が連続で

全国大会に出場しており、非常に誇らしく感じている。これからも活躍する生徒が育つ

とうれしい。こういう事業を進めていってほしい。また、シルバー世代で能力をもって

いる人も多くいるので、活用してほしい。 

   委 員： 子どもたちはクラブ活動を通して自分の能力を発揮しようと頑張っていると思うが、

楽器の購入や対外課外活動補助など吹奏楽部に予算が片寄っているように思う。吹奏楽

部が有名だからといって多額の補助をするのは他とのバランスが悪いのではないか。有

名になることが目的ではなく、それぞれの子どもが能力を使って、楽しんで活動できる

ことが大切だと思う。 

   事務局： 部活動への補助については、１クラブに対していくらというかたちで補助をしている

ため、どこのクラブが多い、少ないということはない。対外試合に行く場合は、基本的

には県大会以上の大会に出場したところについて半額補助をしている。西谷中学校につ

いては、市内の大会でも交通費が必要となるため、補助を出している。学校教育部で設

けている基準に沿って、補助している。  

会 長： 大会に出る場合は補助をするということであり、どこかに片寄っているわけではない

ということである。 

   委 員： Ｎｏ．３１２４「地域人材を活用した小学校英語教育支援充実事業」について、もと

もとどれぐらいの小学校での実施を考えていたのか。人材確保が難しかったということ

だが、今後、どのようなかたちで確保しようとしているのか。 

事務局： Ｎｏ．３１２４は県の補助金をいただいて行っている事業である。８校程度での実施

を予定していたが、１校のみとなった。小学校３年生から英語教育がスタートするとい

うことで、人材を見つけるのが市教委としても難しく、まず教員を派遣するというとこ

ろに重きを置いた。地域の方で教員免許をもっていなくても、英語が堪能な方に１時間

千円という単価で来てもらうが、今年度についてはもう少し充実できるのではないかと

考えている。 

    委 員： Ｎｏ．１３３２「タクシー料金等助成扶助料」で、実績として「燃料費補助」とある

が、これについて説明ねがう。 

   事務局： 西谷地域については、公共交通機関等が発達していないため、自家用車で移動される

方へのガソリン代の助成をしている。３７４月という表記の単位が正しいかどうか担当
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課に確認する。 

   会 長： 新規、拡充以外にご意見やご質問はあるか。 

委 員： Ｎｏ．２３１２「一時預かり事業」について、評価・課題に「リフレッシュ等による

私的利用が全体の半分を占めていることから、単に預かりに留まらず、子育て支援的な

役割も求められていると思われる。」とあるが、一時預かり事業は子育て支援事業のはず

である。この評価は不思議に感じる。 

他の事業についても、評価・課題の多くの項目に人材の確保が挙げられている。審議

会には各分野の専門の委員の方々がいるので、そのための知恵を出していただくのが審

議会としては望ましいと思う。宝塚市は課題を具体的に書いてあるので議論しやすい。 

今後の審議会では、議論する時間をとっていただきたい。 

会 長： 委員の意見を吸い上げる仕組みを考えてほしい。 

事務局：  検討させていただく。 

委 員：  Ｎｏ．３１１１「教育国際化推進事業」について、日本語の不自由な幼児児童生徒に

サポーター派遣を実施するとあるが、子どもたちは割と早く言葉を覚えるが、中学生に

なって進路が関わってくると保護者との意思疎通が図れず困ることがある。他市では申

請すれば通訳が来てくれて、相談できる体制が整っているところがあるが、宝塚市では

どこに相談すればよいか。 

事務局： 日本語の不自由な幼児児童生徒には、その子の日本語能力に応じてサポーターを派遣

している。それに加えて、個人懇談の場に立ち会って、保護者に対しても通訳をするこ

ともある。特に就職や進路など、細かな説明が必要なところについては丁寧に対応して

いる。 

会 長： それもＮｏ．３１１１の事業に含まれているのか。 

   事務局： 含まれている。 

委 員： 市役所に来られる外国人の方に対するサービスについても、実施されていると思うが、

通訳者の派遣が非常に高価だということで、他市ではポケトークなどを使っていると聞

いている。反対に言うと、各学校にそういう機器が一つでもあればよりやりやすくなる

のではないか。そういうサービス内容に変わっていくようなご意見が出たということで

いいのではないか。 

        今はいろいろな種類の言葉を話す方が増えており、通訳を派遣するだけでは対応しき

れなくなるので、機器の導入について検討いただきたい。 

   委 員： 外国人の保護者の問題については、校長会でも話題に出る。最近になって、全く日本

語が話せない子どもさんが入ってくるようになった。日常会話はできても、学習内容が

日本語では理解できないというお子さんが増えた。サポートについても、来日した年数

によってどんどん減ってしまう。今後の課題になると思う。  

 

４ 報告 

   幼児教育・保育の無償化に係る対応について 

○事務局から資料④に基づき、幼児教育・保育の無償化について説明。 

会 長： ご意見やご質問はあるか。 

委 員： 今の説明であったように、就学前の障碍
がい

をもったお子さんが入所している施設の利用

料も、無償化の対象になるという部分が大事だろうと思った。幼児教育・保育の無償化

ということで、発達支援センターにおられるお子さん、あるいは同様の施設に入ってい

るお子さんも対象になるということをこの資料に記載すべきではないか。 

事務局： 今回は審議会の資料ということで、記載を省略している。障碍
がい

児の発達支援の利用料

についても、１０月１日から無償化されるということを「広報たからづか」に掲載して

いる。また、広報に掲載した表と同じような内容のものを議会の委員会やこれから作る

案内冊子に掲載しているが、その中では障碍
がい

児の発達支援の利用料も無償化されるとい

うことも記載している。 

   会 長： 他に、ご意見ご質問はないか。 

委 員： １０月からの幼児教育・保育無償化が始まる時に、一時預かり事業等についての無償
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化の影響について、数の見込みが立たず、小委員会でも議論された。保育所自体も多分、

０、１、２歳は増えるだろうということだったが、それ以外にファミリーサポートセン

ターも含めて、在宅で子育てされている方が不定期に使われる分が無償化の対象になる

ので、その見込みを立てるのが難しいのと、それに対しての人の充実が難しいため、そ

のことを気にしていた。 

        一時預かり事業は人手が非常に必要である。定期的に来るお子さんなら先生も把握し

やすいが、年齢層も違うので、今回の無償化の影響が大きくでるところではないかと思っ

ている。 

会 長： その辺りの影響については、またお知らせいただければと思う。 

 

５ その他 

事務局： １１月下旬から１２月にパブリックコメントを実施する。本日いただいたご意見をで

きる限り反映し、素案として公表する予定である。また、１月にパブリックコメントの

意見集約をし、必要に応じて計画案を修正した後、結果を次回ご報告するとともに、２

月の上旬に最終答申をいただく予定にしている。本来であれば委員の皆様にお集まりい

ただき、議論いただくべきところではあるが、時間上の制約もあるため、事務局と会長・

副会長にご一任いただきたい。 

会 長： 今、事務局からわれわれ会長、副会長にパブリックコメントの後の調整を一任という

提案があったが、よろしいか。 

委 員： （異議なし） 

 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 


