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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 

日
時 

令和２年（２０２０年）１月３１日（金） 

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、生駒由香里、大西登司恵、鴨田朋子、神原麻乃、椎山美恵

子、薄田昌広、波多野靖明、平尾聡、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（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、同副課長、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１４名（欠席１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たからっ子「育み」プラン後期計画ほか（案）に対する意見

等について 

   ○事務局から資料①に基づき、宝塚市次世代育成支援構想計画たからっ子「育み」プラン後期計

画ほか（案）について説明。 

   会 長： ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： １４人の方から３４件の意見が出たとのことだが、前回や他のパブリックコメントに

比べてどうなのか。 

   事務局： 前回が新制度に移行するタイミングであったため、１７９人から２５０件意見が出た。

今回は制度の定着もあり、前回に比べ少ない件数であったのだと思う。 

   事務局： 他の案件と比べると、すべてを把握しているわけではないが、中には意見が出るか出

ないかというようなものも実際にある。大体感覚的には１０件前後の意見が出ることが

多い。子どもの分野は、比較的意見をいただける分野だと思っている。 

   委 員： 将来を担う子どもたちのことについては、市民の関心も高いのだろう。否定的な意見

ばかりではなく、たくさんの意見が出ているのでよいと思う。 

   委 員： 資料①のＰ．２のＮｏ．５について、回答として「全ての事業について問い合わせ先

や案内一覧を記載すると、膨大な量となります。」となっているが、市民からすると、

情報を早く知りたい時に、問い合わせ先が分からないと不安につながるので、せめてど

の課が対応しているのかだけでも載せることはできないか。 

   事務局： 資料③のＰ．２４、Ｐ．２５の施策の体系図をご覧いただきたい。これはこの計画が

掲げる施策の体系であるが、「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、家庭に対してさまざまな子育て情報を提供していくということを目標に、施策
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の方向性として「適切な情報提供の推進」を掲げている。そして主な施策として、「子

育て支援情報の発信」を計画に盛り込んでいる。「たからばこ」という冊子の発行がそ

の具体例である。この冊子には子どもの居場所が網羅されていると考えていただきた

い。公園や児童館や保育所、医療施設等の子どもの居場所に関する電話番号や施設の地

図等の情報が掲載されたものである。このような情報発信をすることで、家庭の教育力

や子育て力の向上を図っていきたいということを計画に盛り込んでいるということを

発信していきたい。 

   委 員： その「たからばこ」はどこに置いてあるのか。引っ越しをしてきたときに一度もらっ

たことはあるが、それ以降内容が更新されていない状態である。 

   事務局： 最新版は１２月に発行したばかりである。各児童館や各公共施設に設置しているが、

今回より電子書籍化した。パソコンから見ていただくと、カラーで見ることができ、自

分の必要な情報が検索しやすくなっているのでそちらもご利用いただきたい。 

   委 員： パブリックコメントの３分の１程度を占めているのが、私立保育園の運営費や待機児

童問題、処遇改善、保育士確保についてである。その内容については非常に辛辣な内容

ではないかと思う。それだけニーズがあるという表れではないか。全国的なニュースで

は、待機児童問題が非常に大きな問題になっている。待機児童といってもいろんな待機

児童があり、たとえば、保育士不足が原因で支援児の受け入れを断らざるを得ないケー

スや、弾力化している緊急枠の受け入れもできない、あるいは一時保育の休止をせまら

れるケースなどがある。宝塚市内でも同様の問題はあるのか伺いたい。きっちりと現状

を市民の声から反映して、どのように回答していくのかというのが課題である。いくら

保育園をたくさん作ってもそこで働く保育士がいなければ成立しない。この辛辣なコメ

ントから見えてくるものがあるのではないか。保育士宿舎借り上げ支援事業について

も、パブリックコメントの回答として保育士宿舎借り上げ支援事業を行っていくと回答

しているのに、Ｎｏ．２２では、現場ではこの制度がうまく機能していないということ

が書かれており、現場の困惑している状況が伝わってくる。そのあたり、どのようにお

考えか。 

   事務局： 現状についてだが、本市の一時預かり事業について市内で二カ所休止している。これ

は保育士不足によるものである。一カ所は通年で、一カ所は一時預かりを再開したが、

保育士の退職により再度休止になったということである。特別支援保育については、今

年度は必要な受入数をすべて受け入れできている状況であるが、来年度も今年以上に特

別支援児を受け入れざるを得ない状況であり、保育士を確保できるかどうかは予断を許

さない状況である。通常保育については、今のところ定員枠の受け入れはできているが、

緊急枠の受け入れができていないところが二か所程度あったと思う。年々、保育士の雇

用も難しくなっており、公立保育所においても、保育士確保は決して容易ではないと聞

いている。来年度４月以降の受け入れについても、受け入れの目途は立っているが、実

際４月を迎えるまでは安心できない状況である。保育士宿舎借り上げ支援事業につい

て、新規採用者だけが対象になるのは問題ではないかということであるが、先行して事

業を実施している他の市でも、同様に課題と認識していると聞いている。とはいえ、対

象範囲を広げるとなると当然財源が必要となるため、４月以降の事業実施について、現

時点では、現行の内容で行う予定である。 

   委 員： 私立幼稚園の教諭も十分採用できているとは言えない。延長保育や早朝預かりの対応

にも苦慮しており、市民の方のニーズに応えられていないのが現状である。幼稚園の教

諭も男女比でいくと女性が多い職場であり、勤続年数が長くない。兵庫県全体でも全国

に比べると平均勤続年数が低いという結果が出ている。保育士宿舎借り上げ支援という

こともあるが、少しでも長く勤めてもらうことで保育士の確保ができるのではないか。

予算のこともあるが、長く勤めてもらうことは、お金の面ではないところでも工夫はで

きると思う。子育てをしながらでも働きやすい職場環境作り等をしていただき、宝塚市

の保育所・保育園では長く勤めている先生が多いということになれば、保育士確保につ

ながるのではないか。 
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（２）パブリックコメント手続き以外での修正について 

○事務局から資料②に基づき、パブリックコメント手続き以外での修正について説明。 

会 長： ご意見やご質問はあるか。 

     令和の表記について、「令和」と漢字表記とするのか、「Ｒ」とするのか、揃える必要

はないのか。 

事務局： 本編のＰ．８３については、資料②の表記が誤っており、本編は「令和」と漢字表記

されている。 

事務局： Ｐ．８４、Ｐ．８５の令和の表記についても、他との整合性を図るため「Ｒ」から漢

字の「令和」に修正する予定である。 

会 長： Ｐ．５９にも「Ｒ」表記が出てきているようだが、令和の表記の件については事務局

にお任せする。 

 

 

（３）答申について 

○事務局から資料③、④に基づき、答申について説明。 

会 長： ご意見やご質問はあるか。 

     資料④のＰ．５６、Ｐ．５７について、見開きで見たときに、帯が左右で少しずれてい

るが、修正の予定はあるか。 

事務局： 修正する。 

  委 員： 資料③のＰ．３、Ｐ．４について、ぼやけており見にくい。 

  事務局： 印刷製本する際には、ぼやけを解消する。 

  会 長： 網掛けしたところがぼやけて見えるようだ。 

  事務局： 最終的にはカラー版できれいに製本される予定である。 

  委 員： 改めて見たときに、Ｐ．１３０からの用語説明について、一般的に使われる用語と宝塚

市独自に使われる用語の説明があり、とてもわかりやすく良いと思う。 

  会 長： これはパブリックコメントの意見をうけて追加したものか。 

  事務局： そうである。 

  委 員： 子どもが１歳の時に宝塚市へ引っ越しをしてきて、保健師さんから「たからばこ」をも

らい児童館などの情報を知ることができたが、それ以降更新版を見る機会がなかった。乳

児家庭全戸訪問事業で保健師さんが訪問される際に「たからばこ」について紹介していた

だければ、乳幼児の保護者へ周知が図れるのではないか。 

  事務局： 赤ちゃんが生まれた全家庭に保健師や助産師が訪問し、子育て支援の情報を提供してい

る。「たからばこ」については、妊娠届の際に配布しており、転入された方には、転入届

提出時に窓口で配布している。家庭訪問実施時にお持ちでない方へは保健師から紹介して

いる。今回電子書籍になったと聞いているので、その点も含め今後も引き続き職員へ周知

し、「たからばこ」の設置場所等訪問時に紹介していく。 

  委 員： 資料③のＰ.５（２）子育てと仕事の両立支援の取組の一例について、重点的な取組に

ついては二重丸がついているが、「保育士確保に向けた検討」が一重丸となっている。先

ほどの話からも、保育士の確保は最優先だと思う。保育士を確保しないと質のいい保育が

できないし、待機児童の解消にもつながらない。「保育士確保に向けた検討」は重点的な

取組としていただきたい。 

  事務局： 保育施設の整備をし、定員をしっかり確保すると同時に保育を行う保育士の確保の両輪

で進める必要がある。どちらか一方だけを進めるという認識ではない。「保育士確保に向

けた検討」が重点的な取組ではないことについてご意見いただいたが、委員の方のご意見

を踏まえ変更が必要であれば変更したい。 

  会 長： パブリックコメントでも保育士確保について意見がたくさん出ていたが、重点的な取組

にするべきかどうか、ご意見あるか。 

  委 員： これについては、全国的な問題だけではなく、宝塚市でも一時預かりを休止していると

ころもあるということなので、「保育士確保に向けた検討」についてはぜひ重点的な取組
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にしていただきたい。 

  委 員： 「保育士確保に向けた検討」となっているが、委員の方の意見は「確保に向けた検討」

ではなく「確保」が必要だということだと思う。もし「保育士確保に向けた検討」を重点

的な取組とするならば、具体的な取組の一例が必要になってくると思う。 

  会 長： 重点的な取組とするのであれば、文言をどうするか調整が必要である。 

  事務局： 概要版Ｐ．５の（２）の取組の一例を見ていただいていたと思うが、本編のＰ．３６、

Ｐ．３７の基本目標２の中でいくつかの項目があり、その中の「保育施策の充実」の中に

重点的な取組が二つ入るというかたちになる。 

  委 員： 重点的な取組とすることはよいと思うが、財源が付いてこないと難しいということで重

点的な取組としていないのではないか。この先予算が付く予定である、もしくは頑張れそ

うということであれば重点的な取組にすればよいと思う。同じ枠の中に「保育内容の充実

と推進」と「保育士確保に向けた検討」があり、検討の中身も財政的支援と書いていると

ころを見ると、これを重点的な取組とするのは弱いと思う。本編で、保育所の待機児童解

消のための具体的な取組の一例として「保育士確保に向けた検討」を挙げていると説明す

ればよいのではないか。 

  事務局： 委員の方々のご議論のとおり、ここで挙げている取組の一例は、思いとしては全て重点

的な取組である。事務局としてもどれを重点的な取組とするかについては非常に迷った。

重点的な取組ではないから取組の力の入れ具合が弱くなるということではない。量と質の

両方の確保が必要であり、そのためには保育士の確保が必要である。保育士が確保できて、

量と質の両方が確保できてはじめて待機児童の解消につながる。重点的な取組ではないか

らといって、決して取組に力を入れないというわけではないが、「保育士確保に向けた検

討」を重点的な取組にするべきだということであれば修正する。予算の問題については、

財政状況を踏まえ、全体のバランスをみていきたい。これは理念計画であるので、この取

組に重きをおこうという委員の総意があればそのようにする。ただ、この取組を重点的な

取組とすると、他の重点的な取組でない取組についてはどうするのかということになる。 

  委 員： 資料④のＰ．３７の取組の一例の中で、重点的な取組となっていないのは保育士確保に

向けた財政的支援が明確に掲げているところだと思う。もちろん処遇の改善がされるのが

一番よいことであり、それは宝塚市だけではなく、国としてもそうしなければならないと

思う。ただ、処遇が上がればよいかというとそうとばかりも言えない。長期に働くことが

できなかったり、学生の中でも保育士になると言っていたのに結局ならなかったりという

こともあるので、そうならないように魅力ある職場づくりが必要である。「財政的支援」

という言葉を変えればよいのではないか。保育士になりたいと思ってもらえるようにする

ためには財政の話だけではない。保育士確保がすごく大事だというのは、みんなの思いと

しては一致しているので、そこを膨らませるかたちにしてはどうか。お金はもちろん必要

だが、お金ではないところを含めてどのように展開していったらいいかということを一緒

に考えていこうという話だと思う。今よい言葉は浮かばないが、財政的支援を重点的な取

組にするとつらいのではないかと思う。 

  会 長： 今のご意見は「保育士確保」だけではなく「保育士確保・定着」としたほうがよいとい

うことか。 

  委 員： そうである。 

  委 員： 違う会議に出たときに、給与体系の話が出たが、今までは給与が高ければ人材が集まっ

たが、今はどちらかというと休みや残業の有無に注目が集まっているということであっ

た。財政支援はしたほうがよいが、職場環境づくりも大切である。良好な人間関係や休み

たいときに休める環境といったことが人材定着には必要なのではないか。できるだけ長期

で働けるようにすれば保育の質も上がるし、保育士確保に苦労しなくてもすむのではない

か。働きやすい環境づくりをうまく盛り込むことができたらよいのでは。 

  会 長： 「保育士確保に向けた検討」を重点的な取組にするかどうかについては、事務局と会長

預かりとさせていただいてもよいか。 

        他にご意見やご質問はあるか。 

  委 員； （意見・質問なし） 
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  会 長： 今預かったところについては、保留とするが、それ以外については答申（案）をもって

子ども審議会の最終答申とすることでよいか。 

  委 員： （異議なし） 

会 長： 賛成多数ということで進めていく。今後の予定について事務局より説明願う。   

 

 

４ その他 

事務局： 本日の決定を踏まえ、会長から市長へ答申書をお渡しいただく。日時は２月１８日（火）

に設定させていただきたい。なお、答申案の内容について、先ほど会長預かりとなった部

分も含めて今後軽微な修正が必要と思われる箇所があれば、事務局と会長で調整させてい

ただく。また、答申後は、わかりやすい計画書となるようデザインやイラストを加えてい

きたいと考えている。前期計画でも、子ども・子育て支援事業計画の部分は色分けをして

見やすくなる工夫をしている。答申当日は、会長のみ出席をお願いしようと思うが、いか

がか。 

委 員： （異議なし） 

 

 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 


