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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小委員会 

日
時 

令和元年（２０１９年）７月３日（水） 

午後４時００分～６時００分 
場
所 

宝塚市役所 特別会議室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、大西登司恵、加藤優子、鴨田朋子、薄田昌広、波多野靖明 

濱田格子、平尾聡、松島京、松尾陽子、中村英文 （敬称略） 

                             計１１名（欠席２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、学事課長、幼児教育センター

次長、教育支援課長 

                             計１１名（欠席４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 
   委員１３名中１１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）行動計画に係る前期計画（平成27年度から平成30年度まで）の進捗状況について 

   ○事務局から資料①に基づき、行動計画に係る前期計画（平成27年度から平成30年度まで）の進

捗状況について説明。 

   委員長： まずは基本目標１．すべての子どもと家庭への支援について、ご意見・ご質問等はあ

るか。 

   委 員： 子どもを保育園に預けている方で、子育てに困難を抱えていたり、プライベートな問

題を抱えていたりする保護者の雇用状況はどうなっているのか。また、夜間に問題が起

こった時の対応窓口はあるのか。 

   委員長： 表の右枠に「子ども家庭総合支援拠点との関連・位置づけ」という言葉があるが、子

育て家庭の緊急の相談に対してどのように対応しているかもあわせて説明ねがう。 

   事務局： 虐待などの緊急事態が起きた場合、「ひょうごっ子悩み相談ホットライン」など、２

４時間相談を受けられる体制は整っている。 

さまざまな困難を抱える子どもや家庭に対する切れ目のない支援の実現に向け、ワン

ストップの相談窓口が必要だと考えている。国では子ども家庭総合支援拠点という名称

で、３年後の設置を目指して全国に呼び掛けをしている。本市でも、ＳＯＳを受け止め

支援に結び付けていく取り組みをすすめている。虐待や暴力などで子どもの権利が脅か

される事態が生じた時、しっかり相談できる窓口が必要だということで、すべての家庭

に対する支援の展開という視点から、子どもや母親の健康の確保も含めて子ども家庭総

合支援拠点の整備を後期計画に位置づけたい。 

        地域子育て支援拠点施設は、これまで通り地域のブランチとしてやっていくが、未整

備のところもある。今後未整備のところを整備していくのか、あるいは子ども家庭総合

支援拠点の整備をすすめていくなかで地域子育て支援拠点施設の未整備施設の在り方

を整理していくのか、今後の課題として考えていく。 

        子育て家庭のさまざまな悩みを受け止め、支援に結び付けていく窓口を作り、子育て
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支援体制づくりの検討を始めることについて、後期計画に盛り込みたいと考えている。 

   委員長： 資料４ページの、③配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実について、一番上の段

の内容が緊急時の対応であると思うが、それを拡充するということか。 

   事務局： そうである。 

   委員長： 資料１ページの②子どもや母親の健康の確保について、産後うつ対策としての産後ケ

アの実施を検討すると記載があるが、具体的にどのようなことをするのか。 

   事務局： 産後ケアは出産後７日間程度、病院や助産所などで母親と子どもが助産師からケアを

受けられる制度である。本市ではまだ実施していない。神戸市で平成２７年度に国のモ

デル事業として開始した後、全国に広がっており、兵庫県内では多くの市町で行われて

いる。施設で過ごす以外に、日中のみの支援をする場合や、家に助産師が訪問して４～

５時間ほど滞在し、赤ちゃんやお母さんのケアをするという場合もある。財源も必要で

あるため大きなまちではまだ取り組みを進めていないのが現状であるが、本市でも後期

計画に盛り込みたいと思っている。 

   委員長： 今世間では、産後うつによる自殺が多いと言われている。産後直後は実家の助けを受

けられる方が多いので、むしろ産後１カ月～４カ月までの方のほうが危険度が高い。乳

幼児全戸訪問などと関連付けながら、そういったことも視野に入れていただきたい。 

 

   委員長： 基本目標２．子育てと仕事の両立支援について、ご意見、ご質問等はあるか。 

   委 員： 資料５ページ③多様な保育施設の充実について、主な実績の欄に、病児保育２カ所、

病後児保育１カ所の実施と記載されているが、これはすでに整備されているのか。利用

状況について教えてほしい。 

   事務局： 市内には病児保育２カ所、病後児保育１カ所が設置されており、病児保育はどちらも

５０パーセントほどの稼働率である。ただ、病後児保育は稼働率が１０パーセントを

切っているので、今後どのようにしていくべきか相談させていただきたい。 

   委 員： 利用希望者が多くて対応できていないのかと思ったが、逆のお答えで驚いた。病後児

保育は市内１カ所ということで、距離的に利用しにくいため稼働率が低いのではない

か。もっと地域に根を張るかたちで医療機関と連携したほうがいいと思う。 

   委 員： 子どもが２人とも病気になったのに、１人しか受け入れられないと言われて困ったこ

とがある。別々の施設に預けなければならないのは非常に不便である。感染症がはやっ

ている時は病児保育も混雑していて預けられず、結局、夫婦のどちらかが休んだり実家

や友人にお願いしたりしている。病児保育施設を利用しているのは、ひとり親家庭で、

お子さんが何人もいらっしゃる方など同じ方ばかりのように思う。 

   委 員： 病児保育、病後児保育は必要だとは思うが、需要のある時とない時の差が出てくる。

いかに継続するかが課題だと思う。他の自治体ではどのようにされているのか。 

   事務局： 病児保育の２カ所のうち１カ所は定員が９名、もう１カ所は定員が３名、病後児保育

は定員が２名である。また、保育士１人につき子ども３人、看護師１人につき子ども１

０人という配置基準がある。病気の流行時は利用希望者が増えるので、柔軟に受け入れ

たいとは思うが、受け入れ人数を増やそうと思うと保育士や看護師の数が足りなくなる

という現実もある。 

   委員長： 病児保育の稼働率は高い方だと思う。病後児保育については、近隣の自治体と連携し

ていろいろな方が使えるようにしたらいいのではないか。 

   委 員： 保育士確保に向けて宿舎借り上げ支援事業を実施するとあるが、今は実施していない

のか。 

   事務局： 現在は行っていないが、今後、実施する方向で考えている。 

   委 員： 財政面での支援は非常にありがたいが、それがいつまで続くかが分からず、支援が切

れた時に困る。期限付きであればそれを明確にしてもらいたいし、そうでないならでき

るだけ継続できるようにしてほしい。 

   委員長： 保育士の家賃補助をしている自治体は多い。宿舎借り上げは空き部屋対策という観点

からも模索されていると聞いている。 
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   委員長： 基本目標３．教育環境の整備について、ご意見・ご質問等はあるか。 

   委 員： 「赤ちゃん学校へ行こう」はとてもいい事業だと思う。子どもたちにとっても、親に

こんなふうに抱っこされて育ったのだと実感できるいい機会である。 

   委員長： 「赤ちゃん学校に行こう」に参加する親子はどのように募集しているのか。 

   事務局： 児童館に来られている保護者とお子さんに協力いただいている。 

   委員長： 児童館が子育て拠点になっているのは宝塚市の強みであると思う。 

   委 員： 公立幼稚園における在園児の預かり保育の実施について、無償化に対応した拡充を検

討しているということだが、具体的に案があるのか。 

   事務局： 今のところ具体的な案はないが、３歳児からの幼児教育・保育の無償化が１０月から

始まるということで、保育所、幼稚園に入所を希望される方が増えると予想している。

それに伴い、就労を希望する保護者の方も増えるだろうということで、保護者の選択肢

を増やすという意味で、保育所、私立幼稚園、公立幼稚園のどこに預けても保護者のニー

ズに対応できるよう、預かり保育の在り方についても考えていかなければならないとい

うことで記載している。 

   委 員： 預かり保育の希望者が増えると保育士の数も増やす必要が出てくるだろう。 

   委 員： 幼児教育・保育の無償化というが、何が無償になるのか分からない。公立、私立それ

ぞれに通う場合のメリットについて教えてほしい。 

   委員長： 市民への無償化の周知方法についてお考えのことはあるか。 

   事務局： 法律が成立したのが５月１０日で、その後に続く細かい規定が案としては出てきてい

るが、まだ正式に決まっていない。第一弾として、７月号の広報及びホームページに、

フローチャートを載せて概略について記載した。無償化の対象になるのは保育料、幼稚

園の入園料である。私立幼稚園については、これまで就園奨励金の補助金ということで

保護者の所得に応じて補助していたが、その所得制限が取り払われることになる。保育

所、認定こども園は所得に応じた保育料を支払うことになっていたが、無償化されると

所得に関係なく無料になる。教材費や給食費については無償化の対象外である。順次、

各施設を通じて保護者の方に手紙を配付する予定である。 

        公立と私立のメリット、デメリットとしては、保育時間の差が挙げられる。保育所は

朝７時から夕方６時頃まで、幼稚園は朝９時からお昼の２時頃までとなり、保育時間に

差が生じる。それに対して国は、一定の要件のある方について、幼稚園の預かり保育を

無償化すると言っている。どの施設にメリットがある、デメリットがあるということで

はなく、どこを選んでも同様に負担が軽減されるというかたちで制度設計されている。 

   委員長： 無償化されると保育のニーズが高くなるのかということで、今の計画量でいいのかど

うか、見直しが必要になるか検討が必要になると考えている。 

   委 員： 最近、公立幼稚園で障碍児の受け入れが増加しているが、それに伴う加配の先生が少

ないようだ。身体障碍の方には１人に対して１人付くが、知的障碍の方は１人に対して

１人は付かないのではないか。多動などの場合、危険度が高いので配慮が必要だと思う。

私立幼稚園はそのようなお子さんの受け入れが難しいという状況もあり、公立幼稚園に

来られているように思う。今後、今以上に増えていくと思うので、適正な人員配置を考

えてほしい。延長保育の対応や、障碍を持ったお子さんの対応等、幼稚園の先生は今す

ごく大変な状態にある。障碍のあるお子さんを預かるということは他の子どもにもいい

影響があるので、受け入れることはいいことだと思うが、もっと人員面で配慮していた

だきたい。 

   委員長： 資料３ページ、③配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実について、居宅訪問支援

などが記載されているが、何か補足はあるか。 

   事務局： 公立幼稚園の就園児数は年々減少している。それに反して、特別に支援を要するお子

さんの受け入れは右肩上がりである。幼稚園は集団教育を行う場であり、子ども同士の

育ち合いを非常に大切にしている。個別に療育が必要なお子さんには、子ども発達支援

センターで療育を受けていただいている。 

        発達の特性は本当にさまざまで、たしかに対応に困難は感じているが、一クラスにい

る大人の人数が多くなりすぎても、定型発達の子どもに影響が及ぶ。職員が教育委員会
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から園に出向いて加配の先生にアドバイスをしたり、研修の機会を設けたりして、レベ

ルアップを図っている。さらに子ども発達支援センターの訪問指導というかたちでアド

バイスをいただきながら、できるだけよい環境づくりを支援するよう努めている。 

   委 員： 私立幼稚園でも気になるお子さんは増えてきているように思う。幼児教育センターを

通じて助言をいただき、教員たちの指導力アップを目指している。ただ、国からの経済

的な支援がなく、十分な加配の先生をつけることができない。拡充していただけるので

あれば、私立幼稚園も支援の必要なお子さんを受け入れることができる。インクルーシ

ブの中で子どもたちの育ち合いがあることも分かっているが、現実的にはできていない

ように感じる。 

 

   委員長： 基本目標４．安全・安心の環境づくりについて、ご質問・ご意見等はあるか。 

   委 員： 最近、保育園の子どもたちの列に車が突っ込むなどの事故が起きたり、川西市では刃

物を持った高齢の方が中学校に侵入したということで市から緊急連絡を受けたりして

おり、通園、通学時には何があるか分からないと感じている。いろいろ心配なことがあ

る中で、交通安全という意味でいうと、車両通行止めにしている通学路が何カ所かある

が、それで十分なのか。幼稚園の通園時の安全確保について、市のほうでは何か考えて

いるか。 

   事務局： スクールゾーンについては、各小学校から要望があがってきている。市には交通安全

推進会議という会議があり、警察、市道路関係各課、兵庫県土木事務所、教育委員会で

組織されている。通学路について要望のあったところはその会議で合同点検を行い、ス

クールゾーンとして設置するのがいいのかどうか協議している。通学路は生活道路でも

あるため、市民の方のご意見も伺う必要があり、要望があがってきたからといってすぐ

にスクールゾーンにすることができるわけではない。 

        幼稚園の通園路は、ほぼ小学校の通学路に準じている。小学校の通学路を点検しなが

ら、幼稚園の通園路についても、危険箇所があれば本市に連絡していただくかたちで対

応している。 

   事務局： 最近、小規模な保育所が増えており、園庭を持たないところが出てきている。近隣の

公園を園庭の代わりに使われるところが多くあることから、経路について改めて安全の

確保等見直しを周知していただく工夫があってもよいと思う。新しくできた小さな施設

は先生方もまだ慣れておられない場合もあるので、難しいことが多いと聞いている。 

 

   委員長： 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、ご質問・ご意見等ある

か。 

   委 員： 資料１１ページの③三層構造による子育て支援システムの推進について、子育て支援

コーディネーターの配置と地域子育て支援コーディネート研究会の開催と記載がある

が、研究会はすでに行っているのか。 

   事務局： 現時点で実施している。子ども家庭支援センターの役割として、子育て中の親の孤立

化や虐待等、誤った子育てにつながらないようにする役割がある。そのためにはコー

ディネーターの役割が非常に重要である。児童館の運営は指定管理者が行っているが、

地域のアンテナとして、家庭のＳＯＳをしっかり受け止める立場になれるようなレベル

アップを図り、研究を日夜続けている。大事なことであるのでしっかりと取り組んでい

きたい。 

   委員長： 現在は利用者支援事業という名前でコーディネーターが制度化されたが、宝塚市の場

合はそれに先んじて児童館などの拠点にコーディネーターを配置された。とても先進的

な取り組みである。 

 

委員長： 基本目標６．子どもの社会参加の促進について、ご質問・ご意見等あるが。 

委 員： 資料１２ページの③青少年の就労支援について、「不登校やひきこもりに悩む当事者

と保護者の居場所としての思春期ひろばの実施」の項目が「継続」になっているが、市

内３カ所でやっているのを増やす計画はないか。外に出られない人にとっては遠くまで
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行くことが難しいので、近くにあれば出やすいという意見も聞いている。ブロックごと

に一つずつあればもう少し出てこられる人が増えると思う。中高生で不登校になると、

その先のことが非常に心配である。社会復帰をあきらめてしまったり、人とつながらず

にひきこもりになったりする。８０５０問題が話題になっているが、そうなると社会と

つながるのが難しくなるため早く手を打つ必要がある。もう少し手厚い支援ができない

だろうか。 

        尼崎市が西宮市の業者に委託して不登校児のスクールをしていると聞いている。年の

近い大学生が相手をしてくれるのは子どもにとっても魅力だと思う。他市の動向も見な

がら、社会につながるきっかけを作ってほしい。親が焦ってしまうと、子どもが威圧感

を覚えて親と子の関係性がこじれるような気がする。相談に行くほどではないが、それ

でも誰かに共感してもらったり成功例を聞いたりすることによって親の焦りがなくな

れば、子どもの成長をゆっくり待つことができて、親子関係もよくなると思う。親の不

安が解消できるところがあればいいと思うので、市が後押ししてほしい。 

   委員長： 不登校の子どもの訪問については、資料９ページに載っている。尼崎市では、不登校

の対策として訪問事業のほかにフリースクールも実施しており、フリースクールに出席

すれば学校も出席扱いになる。伊丹市には親同士の話し合いの会がいくつもあり、それ

に対する市の支援もある。また、子ども食堂がそういった役割を果たすのではないかと

いう話もある。 

 

（２）子ども・子育て支援事業計画に係る前期計画（平成27年度から平成30年度まで）の実績につ

いて 

   ○事務局から資料②に基づき、子ども・子育て支援事業計画に係る前期計画（平成27年度から平

成30年度まで）の実績について説明。 

   委員長： ご質問・ご意見等あるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

（３）教育・保育の量の見込みと提供体制（平成31年4月1日実績）について 

   ○事務局から資料③に基づき、教育・保育の量の見込みと提供体制（平成31年４月１日実績）に

ついて説明。 

委員長： ご質問・ご意見等あるか。    

委 員： 待機児童がなかなか減らないことは、働く親の会として最も気になるところである。

たとえ保育園に入れたとしても、兄弟が別々の保育園に行っているということが往々に

してあり、それが大きな負担になっている。宝塚市では認可保育園をつくる方向で進ん

でおり、それは保育の質の担保という点でありがたく感じている。ただ、公立保育所の

定員を増やすなどもう少し柔軟に対応してほしい。 

   委員長： 量の見込みについては次回以降検討することになっている。実績についてお答えする

ことがあれば担当課からお願いしたい。 

   事務局： 川面保育所の老朽更新については、まだ設計段階であるが、面積を増やすのは難しい

状況である。現在、川面保育所は定員プラス９名を緊急枠として受け入れしている。公

立保育所全体では７園で５６名を緊急枠で受け入れている。 

        ここで、資料の訂正をお願いしたい。資料③－２、右下の平成３１年度実績の右岸の

定員増３９名となっているが、左岸の間違いである。右岸の３９名を消去し、左岸４２

名に３９名を足して８１名と修正いただきたい。 

   委 員： 平成３１年度実績の３号認定こどものうち、１・２歳児について、量の見込みと確保

方策の差が３４６人と記載されている。この３４６人という数字に対して、緊急枠で５

６人を受け入れているというのはピンとこない。次回の会議の際に、この点について説

明いただきたい。 

 

（４）放課後児童健全育成事業（平成31年４月１日実績）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（平成31年４月１日実績）について説明。 
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   委員長： ご質問・ご意見等あるか 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

４ 報告 子どもの貧困対策事業について 

○事務局から資料⑤に基づき、子どもの貧困対策事業について説明。 

 委員長： ご質問・ご意見等あるか。 

   委 員： 不認定が１名となっているが、理由を教えていただきたい。 

事務局： 所得要件に当てはまらなかった方である。 

 

   ○事務局より資料⑥に基づき説明。 

委員長： ご質問・ご意見等あるか。 

委 員： たからっ子みらい塾について、資料⑥の裏面（２）利用者及び保護者に対する養育や

生活の支援に関することのうち、「イ 保護者に対する養育・生活相談を受付します」

とあるが、トライのスタッフが相談を受けるのか、あるいは相談については市のほうで

担当するのか。 

   事務局： 相談についてはトライグループで担当いただくことになっている。トライグループは

全国のいろいろな自治体で同様の事業を受託し、利用者や保護者に対してフォローやア

ドバイスを行っている。 

   委 員： 実績があるということか。 

   事務局： そうである。 

   委 員： 資料⑤について、大学等への進学費用として２０万円を給付するということだが、そ

の後のフォローはどうなっているか。 

   事務局： 大学進学には市が関わっていないのでご説明が難しいが、来年から大学においても高

等教育の無償化が始まるといわれている。内容は、主に低所得者を対象に授業料、入学

金の免除をし、それに加えて通学にかかる費用、下宿する場合の家賃、食事代が奨学給

付金というかたちで給付される予定である。ただし条件があり、所定の単位が取れてい

ない場合や出席率が悪い場合は警告をし、警告が重なったら給付金を出さないようにす

ると聞いている。そういったかたちでフォローがなされるのだろうと思う。 

   委 員： 宝塚市の奨学給付金の場合はどうか。例えば、学校を辞めた場合は返還を求めたりす

るのか。 

   事務局： 返還までは考えていないが、学校に行っていない場合には給付金の対象としては難し

いという話はさせていただこうと思っている。 

   委 員： 最初に２０万円を給付するということなので、進学を奨励するためだけの給付であり、

その後についての給付ではないということか。 

   事務局： そうである。 

 

５ その他 子ども食堂パンフレットについて、次回の開催日程について説明 

   ○事務局から事務連絡 

   委員長： 次回以降は具体的な計画についての検討に移るので、ご協力をお願いする。本日の会

議は以上を持って終了する。 

 

閉会 

 

 


