
会
議
名 

平成２５年度（２０１３年度） 第１回 宝塚市子ども審議会小委員会（計画策定） 

日
時 

平成26年（2014年）1月27日（月） 

午後6時～8時 
場
所 

宝塚市役所3階3-3会議室 

委員 

側垣一也、伊藤篤、名須川知子、池田由子、秋山直義、今福章代、江守典子、 

佐々木昌幸、新城恵巳、中村信義、菅井元子、梶川美佐男 （敬称略） 

計１２名（欠席１名） 

事務局 子ども未来部長、子ども室長、子ども政策課長、同係長、同係員 出
席
者 

関係課 

（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、保育課長、青少年課長、 

子ども発達支援センター所長、人権平和室長、健康推進課長、学校教育課長、 

学校教育室幼児・特別支援教育担当課長、教育支援課副課長 

計１０名 

会議の公開・非公開 公開 傍聴者 ７名 

内 容（概要） 

１ 開会 

２ 委員長あいさつ 

３ 会議の成立及び公開について 

委員１３名中１２名出席 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７名。 

４ 委員長代理の選出（名須川委員） 

５ 議題 

（１） ニーズ調査結果について 

○事務局より資料１に基づき、ニーズ調査結果について説明 

委員長： 今後この小委員会でも幼稚園や保育所などの施設や子育て支援施策のニーズについて

どのように対応をしていくか議論を進めて行くことになる。 

委 員： 従来計画の基本目標６にあった子どもの社会参加の促進について、アンケートのなか

に盛り込まれた項目はあるのか。 

事務局： 子ども自身のことについて聞いている部分が多くなっているが、休日にどのような活

動などに参加しているかといったことを聞いている。 

委 員： 従来計画に子どもの社会参加の促進が盛り込まれたのは、子どものエンパワメントの

視点があったと記憶している。資料35ページに保護者からの意見として、子どものさま

ざまな体験機会の充実、｢生きる力｣を育む学校教育の推進など、体験機会提供の要望が

あがっている。 

 中高生へのアンケートにはこうした項目はあるのか。前期計画のときと違うのは、基

本目標６に子どもの社会参加の促進が入ったことだと考えているのだが。 

事務局： 中高生に実施したアンケートでは、宝塚市にしてもらいたいことは何ですかという設

問があり、子どもの意見を聞く機会をつくってほしい、子どもが直接相談できるところ

を増やしてほしい、子どもが自由に遊べる安全な遊び場を増やしてほしい、野外活動や

自然体験ができる機会や場所を増やしてほしいなどの項目を設けており、このあたりか

ら読み解けるのではないかと思う。 

委 員： 基本目標にも掲げる内容なので、具体的にどうするのか今後の策定のなかに是非盛り

込んでほしい。 

委員長： この基本目標の６は後期計画策定時の検討のなかでも非常に重要視した部分だ。是非



今の意見を参考によろしくお願いしたい。 

委 員： アンケート結果の６ページ、保護者の就労状況の中で、小学１～３年生の母親はフル

タイムが19％、パートタイム・アルバイトが32％となっており、合わせて51％の母親が

就労しているが、15ページの地域児童育成会利用状況では利用している割合が21％とな

っている。就労している母親が51％なのに地域児童育成会の利用は21％というのはえら

くかけ離れていないか。事務局としてはどう判断しているのか。 

 母親が働いているということは、共働き家庭が多いということだと思うので、そのほ

とんどが育成会を利用すると思っていたが半分以下となっている。 

事務局： 母親の就労状況を見ると母親の約半数が働いているが、パートタイムやアルバイトの

場合、地域児童育成会が利用できる放課後の時間が勤務時間なのかまでは分からない部

分がある。勤務時間が午前中だけなどなら育成会の利用は不要になるのではないか。 

委 員： フルタイム、パートタイムという分け方になっているが、８ページを見ると３歳以上

の方の就労日数は15.2％で週５日働いている。１日あたりの就労時間も２割の方が５時

間以上働いている。パートタイムとフルタイムの分け方はどうなっているのか。 

事務局： 雇用形態としてはパートタイム・アルバイトだが、実際の勤務実態はフルタイムとほ

ぼ同等ということではないか。 

委 員： そうであれば、地域児童育成会の利用状況と照らし合わせるうえでも、雇用形態はパ

ートタイムやアルバイトにも関わらず、事実上フルタイムのような働き方をしている人

がこれだけいるということを踏まえて検討していただきたい。 

委員長： パートタイムとフルタイムという分け方ではなく、パートタイムのなかにも長時間勤

務の形態が含まれている可能性を考慮して検討してほしいという意見だ。最近は非正規

雇用が増えてきている背景もあるので、可能であれば読み込んで反映していただきた

い。 

事務局： 国からの仕分けの方法も出てきているので、参考にしながら配慮していきたい。 

委 員： 小委員会でこのデータを基に検討していくことになると思うが、具体的検討に入る前

にもう一度新制度がどういうものであるのか知っておく必要があると思う。 

 新制度にあたり保育団体でもこの制度に危惧していることがある。日本弁護士会は児

童にとって非常にマイナスになるとしてこの制度に反対している。少し参考資料を持っ

てきたので配布をお願いしたい。 

委員長： では議題２の際に参考にしたい。 

他に意見がなければ次の議題の説明を。 

（２） 次世代育成支援行動計画（後期計画）の進捗状況について 

○事務局より資料２及び参考資料に基づき、次世代育成支援行動計画（後期計画）の進捗状況 

について説明 

委員長： 後期計画の進捗状況についての説明があったが、この小委員会の役割としてはこれま

での取り組みの検証を通じて今後の課題や方向性を明らかにしていくものとなる。 

 計画に掲載する文案も資料として提示されているが、文章文案についての意見や質問

など自由に出していただきたい。では基本目標ごとに意見をうかがっていきたいが、先

ほど委員から追加で参考資料の話があったのでそこから入っていきたい。 

委 員： 保育所は教育しないということが世間での認識になりがちだが、通知にはしっかりと

「養護及び教育を一体的に行う」と記されており、保育所もしっかりとした教育施設で

ある。 

 また、大きな改正ポイントだが、市町村の斡旋・紹介ということで、認定こども園や

地域型保育は保護者が直接施設と契約する形となる。 

 幼保一元化とうたわれているが、実際は非常に複雑で文科省管轄の学校教育としての

幼稚園と内閣府管轄の認定こども園といった二元化や三元化することになるうえに、認

定こども園で５種類、地域型保育事業で４種類と多様な施設ができてくる。 

 これまでは児童福祉法に基づき保育所に限っては家庭環境や保護者の経済状況等に

かかわらず子どもについては市町村がしっかりケアしなくてはならないため格差がな



かったが、今後多様な施設ができるということは、それぞれ基準も異なってくるので入

った場所によって子どもが受ける保育や教育にも格差がでるということになる。 

委員長： さまざまな課題はあるが27年４月からスタートせざるを得ない状況のなか、われわれ

も検討をしなければならないが、よろしくお願いしたい。では各基本目標ごとに意見を

どうぞ。 

委 員： 前回、宝塚市の独自性を盛り込んでいくとの話があったが、独自性とはどのようなも

のになるのか。たとえば、基本目標４で安心メールの配信とあるが、以前何か国語かの

なかから選べるようになっていると聞いたので、こうした利用者を拡大できるような親

切な基本目標であってほしい。海外からやってきている人にも宝塚らしい配慮を行い情

報を得やすくしてほしい。 

事務局： 手元に資料がないので何か国語に対応できているのか今この場では分からない。意見

内容を確認したいが、利用者の拡大を図るという観点、外国の人にも情報提供できる形

が特徴的ではないかと思うので盛り込むべきだということでよいのか。 

委 員： 宝塚市の独自性とのことだったので、それは何かうかがいたかった。また、その観点

から安心メールの多国言語対応などが特徴となるのではないかと感じた。 

委員長： 宝塚市にも多文化の人が多く住んでいるという特性があると思う。すべての子どもの

支援という「すべて」にはこうした子どもも含まれると理解しているがどうだろう。 

事務局： 他市にはない取り組みとしてあげるなど、まとめかたの参考にしたいと思う。他にも

独自性に関して意見や案があれば是非うかがいたい。 

委 員： ６、７ページだが、フルタイムで働く希望がある人が０～２歳で8.1％あり、３歳以

上では10.6％と上がっており、おそらく小学生になればさらに増えるだろう。しかし現

状をみると、現在の就労状況からは、フルタイムで働いている人は子どもの年齢が上が

るほど逆に減っており、パートタイムに移行してしまっている。宝塚市としてフルタイ

ムで働きたいという希望を反映し就労できるような施策を策定してほしい。 

 19ページ、病後児保育より病気中の保育ニーズの方が高くなっている。自分の周囲を

みると、フルタイムからパートタイムへ就労形態が変わっていく大きな原因として、こ

の病気の子どもの面倒をみるために仕事をこれ以上休めないということから、仕方なく

パートタイムへ変わらざるを得ないというケースが非常に多い。病児・病後児保育をし

っかり盛り込んでいただきたい。 

事務局： 病児・病後児保育については市としても前向きに考えていきたいと思っている。 

委 員： 保育サービスという言葉が出てくるが、保護者としてはサービスを受けたいのではな

く、子どもに質の高い保育を提供してほしいと思っているはずだ。保育サービスという

のは国も使っている言葉ではあるが、できるだけこの言葉は使わない方がいいのではな

いか。 

事務局： 現計画の柱の中の基本目標２に多様な保育サービスの充実として掲載されており、踏

襲した形で使用しているが、今後どういう文言がいいのか意見をいただきながら検討し

たい。 

委 員： 託児と保育は違うので誤解のないように表記を。 

委 員： 子育てと仕事の両立支援だが、100人超の企業は一般事業主行動計画で子育て中の労

働者に配慮することが規定されている。しかし実際は父親は仕事が多忙で帰宅が遅く、

母親が全部負担しているようなケースが多い。行政として一般事業主行動計画が策定さ

れているのかどうかや、履行されているかチェックすべきではないか。 

 いくら保育所整備や時間延長したところで、結局自宅で母親が世話をしなければなら

ない。根本的に事業主へ指導することを宝塚市として明記すべきではないか。 

事務局： 進捗状況への意見ではなく、次の計画への意見として受け取ることでよいか。 

委 員： ワークライフバランスについてだが、企業に対する何かが入っていた方がいいのでは

ないか。どこまで強制力を持てるかは分からないが、たとえば、病児保育が必要だとい

う親に関しては、大事な仕事があるために会社を休むことができないから、病児保育を

必要としていると思う。子どもが病気なら積極的に休んでいいという会社の風土があれ

ば、病児・病後児保育の必要性も随分変わってくるのではないか。そうした部分を盛り

込めないか。 



事務局： 参考資料１の４ページ、雇用環境の整備促進部分に市内企業への啓発を掲げているの

で、ここをもう少し個別具体的に書き込んではどうかという意見として受け止めたい。 

 市内に対象となる企業がどの程度あるかは分からないが、従業員数が規定に満たない

場合はつくる義務がないため、啓発に努めるといったことになると思われる。 

委 員： 100名超は義務だが、100名以下でも努力義務なので、作成しなくていいというもので

はない。すべての企業に行政が指導していくべきだろう。 

委員長： 保育事業提供者として保護者から相談を受けていると、保護者から急な病気等で休め

ない場合はどうすればいいのかという悩みをよく聞く。特にひとり親家庭など家計を支

えている人の場合は非常に厳しい問題だ。保護者側の立場からも会社に言いやすい環境

ができればもっと充実したものになっていくだろう。 

委 員： 保育所が先か仕事が先かという問題がある。育休を取っている場合はよいが、出産で

一旦仕事を辞めた場合どちらを先にするかというのが問題になってくる。この点の改善

は具体的にどうなっているのか。 

 また、女性が仕事を探す際に女性専用ハローワークや託児所付企業の案内などは宝塚

市ではやっているのか。 

事務局： 女性に特化したハローワークはしておらず、女性センター等での就労に関するワーク

ショップや講座はあるが直接就労に結びつけるハローワーク的な機能はない状態だ。 

 保育所か仕事かについては、保育所に入所する条件はいくつかあるが、これから仕事

を探すという人が申し込めない訳ではなく受け付けている。条件としての点数は低くな

るが、空きがあれば案内しており、これから働くという人にまったくチャンスがないわ

けではない。 

 ただ、入所しにくいという点は正直なところだ。 

委 員： 自分もちょうど仕事が決まったところだが、先に仕事が決まってから探しても空きが

なく、仕事を諦めようかという状況だった。 

 女性のための仕事探しだが、他市のハローワークで予約制だが、電話すればカウンセ

リングや子どもがいる場合でも相談可能なところがある。 

委 員： １ページの最後に国の基準を上回る職員配置の加配とあるが、昔は国基準より上回っ

ていたが今財政的に厳しく引き下げの話が出ていると聞いている。現在、実際に公私立

ともに国の基準より上回っているのか。 

事務局： 県基準に基づいているが、兵庫県は国基準を順守しているため、宝塚市はそこに上乗

せしている以前の基準のままだ。ここ数年の間に引き下げなどを行ったこともなく継続

している。 

 私立についても基本的には同じ基準だ。ただ、市独自の夏季アルバイトの配置などに

ついては公立との差がある。 

委 員： ここには随分自信を持って宝塚市が保育の充実を図っていると書かれているが、本当

にそこまで言えるのかという気がするのだが。今の現状は知らないのだが、昔は国基準

に加配していたが財政難から引き下げの話が出たのではないか。変わっていないのか。 

事務局： 昔という起点が分からないが、一切引き下げしてない。むしろ、障がい児への特別加

配について国や県の補助がなくなってからも宝塚市は実態に即した配置ということで

施策を充実させている。休日保育などの特別保育についても休日保育の開始や新設の保

育所には一時保育の実施もしてもらっており、拡充をしてきているつもりだ。 

委 員： 長く宝塚市と話し合いながら保育について進めてきたが、本当に市には国の基準を上

回る良い保育を保っていただいていると思っている。確かに公立と私立で一緒かという

と夏季手当や研修が公立にはあったり、給与面での問題から経験の積み上げが公立の方

が多くなる面はあると思うが、他市と比べて充実している。 

 ただ、仁川保育所が廃園になることや他に老朽化している問題があり、今後こうした

公立園の廃止により公立と私立のバランスが変わっていくと、基準は変わっていなくて

も全体でみると宝塚市として質は下がっていくことになるが、この点はどうなのか。 

事務局： 現在、公立８園があり平成27年３月末で仁川保育所の南側に高齢者施設との複合施設

として保育所定員120名で誘致し、合わせて仁川保育所が廃園ということになっている。

確かに公立保育所の建物が老朽化していることから仁川は私立の誘致によって廃園、逆



瀬川は改修しながら使える間は利用する方針となっている。それ以外の保育所も建物が

使える間は利用していくことになっている。 

 公立すべてをなくす考えはなく、民営化計画のなかで３園は残す方向で進めている。

ただ、現状で公立保育所の建て替え等に国や県の補助金はない状態で、財政状況上も厳

しい現実もある。 

委員長： では次の教育環境の整備に移りたい。 

委 員： 参考資料１の６ページ、学校としては市内にマンモス校といわれる兵庫県でも３番目

に入るものがあり、プレハブ校舎を使っているような状況もある。こうしたなか根本的

な意味での教育環境整備について文面のなかに触れられていないのが残念。震災以降増

えたマンションのしわ寄せが一部の学校にいっている状態だ。根本的整備を盛り込む

か、こうした現実を再認識していただきたい。 

事務局： いただいた意見を参考にさせていただきたい。 

委 員： 私立の幼稚園に在園している子どもが約50％いる。このほとんどが地域の小学校に進

学する。幼児のうちに公立だ私立だという分け方をするのではなく宝塚市の子どもとい

う目線で考えてほしい。新制度では私立幼稚園でも施設型給付を受ける園も出てくると

のことなので、従来の幼稚園行政の目線ではなく、これからは宝塚市に住んでいる子ど

もの幼児教育、学校教育という目線で考えていった方がいいだろう。 

委員長： 制度が変わっていくなかで、従来の文言からも大きく変わってくる部分もあるだろう。

意見を参考に検討をお願いしたい。 

 では安全・安心の子育て環境について。 

委 員： アンケート結果の35ページでも遊び場や安全な場所についての要望があがっているの

で、積極的にこの基本目標では書いていただきたい。防犯等の守るというだけでなく、

子どもが安心して遊べる環境を、園庭開放などの方法もあると思うので積極的に工夫し

てほしい。 

委員長： 他になければ、家庭や地域の子育て力・教育力の向上について。先ほど多言語による

情報配信の話もあったので現状を調査し検討していただきたいところだ。 

委 員： 三層構造による子育て支援については子どもだけでなく同時に親教育にも貢献し、親

子セットで支えていると思う。家庭での子育て力の向上も実現できていると思うので、

その点をもっと書き込んでもいいのではないか。 

委員長： 策定時にもそうした部分を大切にしようという意見が多かったと思う。 

委 員： きめ細かな三層構造での関わりや７ブロックごとに児童館が設置されたことにより、

そこで子どもも育ち、子育てしながら次の世代の親に関わっていくといった、児童館育

ちの保護者が新たに児童館を尋ねてきた親の先生役を担っていくという事例も出て来

ている。こうした部分を書き加えていいのではないか。もう少しここをふくらませてい

けば宝塚らしい部分が出てくると思う。 

委員長： 宝塚市ならではの取組みに含まれる部分だろう。 

では次の子どもの社会参加の促進について。 

委 員： 若者のひきこもりもここに関係してくるのではないか。ひきこもりはいじめから連続

しているケースも結構あり、和歌山市ではひきこもっている青年への援助を個別に保健

師が中心になりケースワークのような形で積極的にモデルとしてやっている。宝塚市で

も可能であればこうした充実を。 

委 員： 施策の方向性は子どものエンパワメントの視点で、やってもらうだけでなく子どもに

力をつけるという考えが後期計画で入ったと思う。しかし、書かれている子ども議会や

子ども委員会、ミニたからづかなどは限られた子どもしか体験する機会がない。もっと

子ども参加型のまちづくりや仕掛けを展開していく必要があるのではないか。子どもが

もっと力をつけていける方策をお願いしたい。 

委 員： 文科省のアンケートを元にしたデータでは、幼少期の社会体験が豊富な方が生きる力

が高く、年収も高いという結果が出ている。学校の勉強だけでなくそうした体験の場も

重要だろう。 

 限られた一部の家庭の子どもだけが体験を享受できるのではなく格差のない施策が

大切だ。 



委員長： 改めて全体的に何か意見などあればどうぞ。 

委 員： 配布された追加資料を読んで思うが、兵庫県の幼児教育の特質としては公立が多く歴

史があるといった具合で、全国的にみても西高東低の傾向がある。ひとつの理由として

公立にお金をかけてきたと同時に、そのことで全体的なレベルが上がってくると私立も

独自性を出そうと頑張るために双方がよくなり、お互いに切磋琢磨してきた背景があ

る。 

 新制度は資料の通り複雑化しておりおかしなことになっている。ただここは先取りす

る形で、多様化のよさを活かし、補助金やお金の流れが一体化される良い面もあるので、

良い保育の質・幼児教育の質を落とさずに私立と公立の良さをブレンドして高めていけ

るような仕掛けをお願いしたい。 

委 員： 公立の保育所が廃園する場所もあり縮小しないようにしていただきたい。宝塚市の公

立園はネットワークがしっかり築かれており、私立はそういう部分に欠けている。公立

の取り組みに先導され私立も高い基準を保ってきた流れがある。 

 また、子育て支援として支援担当保育士を配置したことで公立園は地域子育ての拠点

としても大きな存在になっている。こうした良さを守ることで、保育制度が大きく変わ

る際にこれまでの良さや宝となっている部分を保ちながら、良い保育制度をつくりあげ

ていただきたい。 

委員長： 配慮が必要な子どもへの支援として、基本項目１に関わる部分だが、現在虐待等の防

止にも取り組んでいるが、現場で対応する職員配置の充実などもこれまででいいではな

くどこに工夫すべきか検討していただきたい。前回、現場のヒアリングをするとの話だ

ったが、社会的擁護の部分を現場職員から意見聴収していただきたい。 

 参考資料の２ページ以降の子どもや母親の健康の確保について、周産期・妊娠期から

の母親へのサポートの充実をお願いしたい。こうした段階からのサポートが育児不安を

防いでいくことにつながる。現状、出産後のサポートは多いが、妊娠初期からのサポー

トが子育て不安を防ぐ非常に大きな力になるため、病院等と連携し積極的取り組みをお

願いしたい。費用対効果ではないが、早く手を打てば後の苦労は少なくなるともいえる。 

委 員： 前回の審議会で現場ヒアリングについて、公立の保育所や幼稚園、育成会については

担当課長に任せるとのことだったが、現場の意見を担当課長に任せるだけでは把握でき

ないと思っている。現場の声をしっかり聞く機会の検討をお願いしたい。 

委 員： 追加配布した資料の補足だが、直接給付の形を取った場合にはサービス制度の質が低

下するという懸念がOECDから出ているので留意しておいていただきたい。 

（３）事務局よりスケジュールについて説明 

委員長： では本日の会議は以上としたい。 

閉会（子ども未来部長謝辞） 

 

 


