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会
議
名 

令和元年度（２０１９年度） 第４回宝塚市子ども審議会小委員会 

日
時 

令和元年（２０１９年）９月５日（木） 

午後４時００分～６時００分 
場
所 

中央公民館２階 ２０１・２０２学習室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、大西登司恵、鴨田朋子、神原麻乃、薄田昌広、波多野靖明、濱田格子、松島京、

山田愼治、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 

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副所長、子ども育成室長、保育企画課長、保育事業課長、 

青少年課長、保健施策推進担当課長、学事課係長、学校教育課長、 

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 
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）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。 

   委員長： 育みプランの６０ページにある教育・保育に係る区域設定については、就労されてい

る方々のニーズが必ずしもブロックではなく交通網や個々の生活上の利便性などにも

関係することから、後期計画では市域全体を１つの区域として考えようとしている。地

域子ども・子育て支援事業に関しては、これまで通りの区域とする。教育・保育につい

ては、新規の事業者にお願いする場合、まずは待機児童数、それから地区を考慮すると

いうことでよいか。 

   事務局： そうである。 

委員長： ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

（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、資料②－２に基づき、量の見込みの算出方法について説明。 

 委員長： 国の手引き通りの数字を、宝塚市の実態とアンケート調査の両方を介して補正してい

る。補正は３カ所である。１つ目の補正は、１歳までは育休を取る方が多いと考え、０

歳の数を減らした点である。２つ目の補正は、保育ニーズが上昇していくだろうと判断

し、保育利用率を上昇させた点である。３つ目の補正は、幼稚園の無償化により預かり

保育が増えると予測し、各年度とも１号認定から２号認定へ保育利用率を１．７％移動

させた点である。２号認定の保育については、就労希望の数は未確定ではあるが保育利

用率を少しずつ増やしている。ニーズ量について、ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 資料②－１の（１）実績の量の見込みについて、平成２７年度の保育利用量が３，９
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４９人で、そこから年々減っている。②補正後のニーズ量についても量の見込みが少し

ずつ減っている。このように利用人数が年々減少している中で待機児童が出るのは、保

育利用率が上がっているからと理解してよいか。 

   事務局： 資料②－１の右上に、平成３１年度の実績がマイナス３４６と出ているが、待機児童

数を算出する方法と考え方が違っており、実際は１５９人の待機児童となる。令和２年

度は１、２歳で６０人の待機児童を予想しているが、令和３年４月１日に９０人定員の

分園を整備し、待機児童を０人にしたいと考えている。 

        令和４年度の待機児童については、令和３年度中にもう１園整備し、令和４年度も待

機児童を０人にするという計画を立てている。 

   委 員： 平成２７年度に３，９４９人だった子どもの数が、平成３１年度には３，４６４人と

減っている。子どもの数が減っているのに待機児童が増えると予想しているということ

か。 

    事務局： ３，９４９人という数字は、１号認定の幼稚園のニーズ量である。平成２７年度から

平成３１年度まで１号認定の幼稚園ニーズは減少しているが、逆に２号認定の保育ニー

ズが１，９５４人から２，２５９人に増加している。昨年度は子どもの人数はそれほど

変化していないが、２号認定の保育利用量数が増加したことはニーズの変化があったと

いうことである。教育のニーズより保育のニーズが上がってきている。 

    委員長： 量の見込みの総計は、平成３１年度から令和２年度で減らしているが、現実には保育

の希望が増えているということである。 

   委 員： 資料②－１の（１）実績に挙げられている施設の種類よりも、②補正後のニーズ量で

挙げられている施設の種類のほうが多い。例えば、新制度に移行している幼稚園は実績

のほうに記載がない。それで比較してもいいのか。施設の種類が違うのはなぜか。 

   事務局： 新制度に移行しない幼稚園は、各園で決めた保育料を徴収する私立幼稚園である。そ

のうち１園が新制度に移行したため、数字を変更している。１園移動しているため分か

りにくくなっているが施設数は同じである。 

   委 員： そうすると実績には新制度に移行している幼稚園はなかったと考えていいのか。 

   事務局： 新制度に移行している幼稚園は特定教育・保育施設に入る。平成３０年から１園、新

制度に移行しない幼稚園から特定教育・保育施設へ移動している。平成２９年度に新制

度に移行しない幼稚園は１，９６６人だったのが、平成３０年度は１，７８２人と減少

している。減少した分については新制度に移行しているため、特定教育・保育施設に数

字が入っている。 

   委 員： 実績と補正後のニーズ量については、同じ施設を対象にしているということか。 

   事務局： そうである。 

   委 員： ②補正後のニーズ量の確保方策、その他、認可外（指定保育所）の２号認定の保育ニー

ズが令和２年度と令和４年度以降は４４となっているが、令和３年度だけ数字が０に

なっているのはなぜか。 

   事務局： 指定保育所は認可外保育施設である。指定保育所は市から補助を出し、認可基準に近

い環境の施設である。認可外保育施設には年齢構成の定員はないが、市としては令和３

年度には１歳、２歳児に入所いただけるように案内したいと考えているため、３号認定

の保育ニーズのところに入れ込んだ。 

   委員長： 続いて確保方策について、令和３年４月から９０人定員の園が１園増え、さらに令和

４年４月にもう１園増えるということだが、この点についてご意見やご質問はあるか。 

委員長： 増えるところは保育ニーズの高いところと考えてよいか。 

   事務局： そうである。土地等探す必要があるが、保育ニーズを確定し、地域を限定して検討す

ることを考えている。 

   委員長： 先ほどご審議いただいた３つのブロックで考えたことか。 

   事務局： そうである。 

   委員長： 確保方策について、ご意見やご質問はないか。 

    委 員： （意見・質問なし） 
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（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③－１、③－２、③－３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説明。 

    委員長： 放課後児童健全育成事業については、１年生の入所申込率は前年度の教育・保育の２

号認定の保育利用率から考えておられるということである。低学年は見込みを多くし、

高学年は少し見込みを抑えているということである。この点に関してご意見やご質問は

あるか。 

   委員長： 高学年の不足が増えていることについてのご意見はないか。宝塚市は児童館が各地区

にあるのが特徴で、放課後児童健全育成事業を利用できない場合でも児童館等の地域の

子どもの居場所としての機能を活用できている状況である。一方で、何らかの発達に障

碍
がい

のあるお子さんが、放課後デイサービスまではいかないが放課後児童健全育成事業を

利用したいといった声もある。高学年になると習い事などのためニーズは減るが、放課

後デイサービスの代わりに利用するケース等、一定量必要とされている。ご意見やご質

問はないか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

（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④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： 地域子育て支援に関しては、前回の意見交換で利用者支援事業の基本型が計画の中に

入っていないのはなぜかという質問があった。計画としては特定型と母子保健型のみを

挙げているが、現実には宝塚市の場合は国の制度に先んじて地域子育て支援拠点である

児童館にコーディネーターが配置されており、そこが利用者支援事業の基本型に近い役

割を担っている。それがより活用される必要があるだろうという追記がある。ご意見や

ご質問はあるか。  

   委 員： 補足だが、児童館のコーディネーターはかなり前から配置されており、総合的な相談

を受けている。年に数回児童館のコーディネーターが集まり、相談フォームの改善につ

いて研究会を開催している。国が求めている利用者支援事業の基本型と同程度の業務内

容であると考えている。 

   委員長： 利用者支援事業の基本型は地域の子育て支援者を開発、連携する役目があるので、地

域子育て支援拠点のコーディネーターなり、別の方たちが地域に出向くという機能を充

実していただきたい。 

        続いて、時間外保育について、令和２年度から少しずつ量の見込みを増やしていると

いうことである。ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 先ほどの資料②－１には、令和３年度、令和４年度の９０人定員の分園と書かれてい

たが、資料④には新設保育所と書かれている。どちらか正しいのか。 

   事務局： 分園で検討している。 

   委員長： （３）放課後児童健全育成事業については先ほど議論いただいたので、（４）子育て

短期支援事業について、児童養護施設等での一時的な養育については市内外９施設で対

応し、現時点では充足できているということである。ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

   委員長： （５）乳児家庭全戸訪問事業について、出生数が減少するのに合わせて量の見込みも

減らしている。宝塚市では民生児童委員が訪問することになっている。ご意見やご質問

はあるか。 

委員長： 訪問したが会えなかった割合を教えてほしい。 

   事務局： 昨年度の実績では訪問率が９５．６パーセントであり、残り４．４パーセントの方が

訪問できていない。その方については４カ月健診の時、あるいはその後の家庭訪問でお

会いすることができている。ただ、里帰りをされているなどでお会いすることができな

い方もいる。 

   委員長： 訪問は４カ月までか。 



4 

 

   事務局： 実際には、３カ月までに家庭訪問を実施している。 

   委員長： 児童虐待の早期発見のために非常に有効な事業である。 

        続いて、（６）養育支援訪問事業について、ご意見やご質問はあるか。 

委員長： 養育支援訪問事業は、訪問して相談を受けるということのみか。家事援助は含まれて

いるのか、支援内容を教えてほしい。 

事務局： 育児家事援助の件数も含んでいる。 

   委員長： 申請があった場合に提供するということでよいか。 

   事務局： 要保護児童などで養育支援訪問事業を行う場合は、ヘルパーさんに家事援助等をして

いただく場合がある。 

   委員長： 社会福祉法人が実施している。複数のお子さんがおられるご家庭で、出産直後には非

常に有効な事業だと思う。 

   委 員： 宝塚市における要保護児童対策地域協議会の現在の活動状況や、お子さん方の実態を

どのぐらい把握しているかなどについて教えてほしい。 

   事務局： 昨年度はケース会議を２７３回開催した。４２２世帯の要保護児童の登録があり、管

理している。 

委員長： ４２２世帯に対して３２３人で対応するということか。 

   事務局： それとはイコールにはならない。 

   委員長： ４２２世帯の中で、必要な分に対して支援するということか。 

   事務局： そうである。 

   委員長： （７）地域子育て支援拠点事業について、市全域で１３カ所となっている。利用数は

減っていくという見込みである。ご意見やご質問はあるか。 

委員長： 施設数を増やす必要もなく、現状のままでいいということか。 

   事務局： そうである。 

   委員長： （８）一時預かり事業について、①幼稚園の在園児を対象とした延長保育と、②在園

児ではないが何らかの事情で子どもを預かってほしい方の２つに分けられる。①は幼児

教育・保育の無償化によって利用量が増えることが予想されている。ご意見やご質問は

あるか。 

   委 員： 兵庫県は認定こども園への移行率が高い県であるにも関わらず、宝塚市では新制度に

移行しない園が多い。移行が遅れている理由について教えてほしい。 

   事務局： 幼稚園の認定こども園化への移行の遅れについては、市内の幼稚園のニーズがそれほ

ど大きく下がっていないことが理由だと考えられる。市内に３カ所幼稚園の認定こども

園があるが、新制度へ移行した園は１園のみである。保育所の認定こども園化について

は、市内は待機児童がいるため、市としては１号認定の受け入れをお願いするよりも保

育所での待機児童の対策をメインにしていた。 

   委員長： 私立幼稚園の園長会などでは生の声が出ているか。 

   事務局： 私立幼稚園は、今までのやり方を続けていきたいという意向が強いのだと思われる。

現在、市内の幼稚園は定員が充足しているため、そのお子さんを見ていく必要があると

判断されているのだと考えている。 

   委員長： 実感としてはどうか。 

   委 員： 教育理念はさておき、社会福祉法人や学校法人は市民が利用しやすい施設を運営する

使命があると考えている。新しい園を整備するよりも、既存の園が認定こども園化され

れば税金の負担も軽減されるのではないか。 

   委員長： 私立幼稚園は民間事業者であり、強制力はないため難しい。それぞれ経営理念がある

と思うが、経営が成り立たないとなれば社会の要請を受け止め、変化していくだろうと

思う。 

        一時預かり事業の在園児以外については、全国的にニーズが高く、子育て支援団体か

ら要望書が出ていると聞いている。ただ、園等で行う一時預かり事業はほぼ定例的な利

用で枠が埋まってしまい、突発的な事情では利用しにくくなっている。そこをフォロー

するためにファミリーサポートセンター事業を充実させていると聞いている。 

        （９）病児保育事業について、ニーズの高い時期には利用しにくいという声があった
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が、量の見込みは現状のままということである。これについてご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 病後児保育の稼働率が７パーセントと低いためサービスの提供を中止するということ

だが、７パーセントの利用者に対してはどの事業で補填するのか。ファミリーサポート

センター事業で病後児保育に対応するという話もあったが、その点についてお聞きした

い。 

   事務局： ファミリーサポートセンターとは、サービスを受けたい会員とサービスを提供したい

会員とのマッチングを行うところであるが、やはり、一般家庭の方が病後児をお預かり

するということはリスクが高く、ファミリーサポートセンターを受け皿とするのは難し

いと判断した。全国的にみると、ファミリーサポートセンターにおける事故が裁判に

なった事例もある。７パーセントの利用者分については、病児保育の２カ所で対応でき

ると考えている。 

   委員長： 病児保育の２カ所が病後児も含めて対応するということか。 

   事務局： そのように考えている。 

   委員長： 市民に分かりやすく伝わるとよいと思う。 

   委 員： ファミリーサポートセンターが対応できないのであれば、病児保育の枠を増やすこと

はできないか。病気が流行する時に、対応できるような枠組みを持つべきなのではない

か。 

   事務局： ニーズがあることは認識しているが、流行する感染症は時期を特定することが難しく、

感染症が流行する時期だけ定員を増やすといった柔軟な対応をするのは困難である。全

体的な稼働率は６割であり、もう１カ所増やすことも難しい。ご意見としては非常によ

く分かるが、定員によって保育士の配置人数も変わってくるため、定員を増やすことも

厳しく、現状の１２人定員で対応していきたい。 

   委 員： そういった課題があるということを認識いただきたい。 

   委員長： 現実として、行政サービスは多様化しており、すべての住民ニーズをカバーすること

は人口減の社会では対応が難しくなってきている。民間の力を生かすことが解決策の一

つとして提示されている。子育てや教育・保育に見識を持っておられる委員の方々がニー

ズを把握し、宝塚市で不足しているサービスをどのようなかたちで事業化できるかとい

うことを発信していただけたらと思う。在宅で看護師資格を持つ方々をグループ化する

など、いろいろな方策があると思う。今後のまちづくりの中で考えていくべきことだと

思う。総合計画の審議会でも、市民の力を生かすこと論議されている。 

        （１０）子育て援助活動支援事業（就学後）について、ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

   委員長： （１１）妊婦に対して健康診査を実施する事業、（１２）実費徴収に係る補足給付を

行う事業について、ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： （１２）実費徴収に係る補足給付を行う事業について、行事への参加費は、補足に記

載されている「（１）教育・保育給付認定保護者に対する日用品・文房具等に要する費用

の補助」に含まれるのか。また、過去の実績より３５件を見込んでいるとあるが、（１）

と（２）の両方を申し込んだ場合は２件と数えるのか。３種類の費用があるが、ある世

帯は３種類とも申請し、ある世帯は１種類しか申請しないということもありえるので、

世帯数ではなく件数で数えているのか教えてほしい。 

   事務局： 説明文中の「日用品、文房具その他の教育・保育に必要な物品の購入に要する費用、

行事への参加費用等」までが一つのメニューであり、以前から行われている事業である。

「施設等利用給付認定保護者に対する副食材料費に要する費用を助成する事業」が新し

いメニューとなる。以前から行っている日用品の補助については、生活保護世帯が対象

である。幼児教育・保育の無償化に伴い追加となった副食費に対する費用の補助につい

ては、低所得者世帯（年収３６０万未満世帯）が対象ということで、かなり対象が広く

なった。私立幼稚園に在園の方で対象となる方を調べ、概算ではあるが見込量を２００

件とした。件数の数え方としては、日用品等の補助で１件、副食費の補助で１件という

ことである。生活保護世帯の方で、日用品の補助と副食費の補助を受ける場合は２件と

なる。 
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   委 員： 私立幼稚園在園の対象者を調べたという説明を受けたが、この事業は新制度に移行し

ている施設の園児が対象である。私立幼稚園はほとんどが新制度に移行していないので

はないか。 

   事務局： この事業については、認可保育所や新制度に移行している幼稚園は、対象世帯からは

保育料も副食費も徴収しない。その代わり、市から副食費相当分を加算して各施設へ支

払う。旧制度の幼稚園については、園は保護者から一旦副食費を徴収するが、市は保護

者からの補助申請に基づき補助するかたちとなる。ここに挙がっているのは旧制度の幼

稚園対象で、保護者が一旦施設に払い、市がそれに対して補助する事業である。 

   委 員： 日用品の補助は新制度の枠内なのか。 

   事務局： そうである。無償化とは別に教材費を負担する。 

   委員長： （１３）多様な主体が参入することを促進するための事業について、ご意見やご質問

はあるか。 

   委 員： （意見・質問なし） 

 

（５）後期計画における施策の展開について 

○事務局から資料⑤に基づき、後期計画における施策の展開について説明。 

   委員長： ご意見やご質問はあるか。 

   委 員： 資料５の基本目標「①すべての子どもと家庭への支援」の主な新規・拡充事業や重点

取組の下から３つ目、ひとり親家庭等への施策の充実の検討、経済的困難を抱える保護

者の負担軽減、ひとり親家庭の子どもへの学習支援の充実について、貧困対策に関わる

ところであると思うが、どのようなことを検討しているのか教えてほしい。 

   事務局： 今年度からひとり親家庭への学習支援事業を実施している。株式会社トライグループ

に業務委託し、児童扶養手当の受給世帯の中学２年生、３年生を対象に学習支援事業を

実施している。定員７０名に対し、現在８６名の方に応募いただいている。学習の定着

や生活面の支援を実施する予定である。中学３年生は令和元年８月から実施、中学２年

生は９月に募集し１０月から実施する。 

   事務局： 補足だが、今後取り組まなければならない課題の一つに子どもの貧困対策がある。本

市の子どもの貧困については、平成２９年度に実態調査のためにアンケートを実施した。

その結果、相対的貧困率は全国レベルで見ると低いが、ひとり親家庭に限ると生活困難

家庭がかなりあることが明らかになった。後期計画には、ひとり親家庭等への施策の充

実の検討と、ひとり親家庭の子どもへの学習支援の充実の２点を掲げた。経済的な困難

を抱える保護者への負担軽減は、現行計画の継続である。子どもに経済的に我慢をさせ

ていないかというところに着目した計画でありたいという観点から、この項目を設けた。 

        具体的な学習支援の中身としては、中学２年生、中学３年生の進学支援の取り組みを

している。その他、大学進学の一部助成等も始めている。他市ではその他様々な事例が

あるので、本市でも、この５年間にこれ以外にもできることをやっていきたい。 

   委員長： 子どもの貧困対策が新しい観点であり、高校進学、大学進学については経済的補助に

なるような学習支援を行うということである。 

        高校進学後の高い中退率をどのようにカバーしていくか、引き続き検討願いたい。高

校生活を続けられるよう、学習相談だけではなく、生活の相談もできるような青少年の

居場所的な機能が必要とされるのではないかと思う。 

   事務局： 高校進学後のアフターフォローも事業内容に入っている。 

   委 員： 資料５の「①すべての子どもと家庭への支援」の主な取組状況について、特別支援学

校等での集団における支援とは、特別支援学校の市立養護学校に通う子どもと、支援学

校となる県立こやの里特別支援学校に通う子どもたち全てが支援されるということか。 

   事務局： 主な取組状況に書かれている内容は、現行計画で現在進行中のものである。質問の趣

旨は支援の中身が知りたいということか。 

   委 員： 親としては地域の交流や子どもの可能性を考え、小学校のうちは地域の学校になじん

でほしいという考えで地域の学校の支援学級に行かせる場合が多い。ただ、幼稚園では

周りについていけていたとしても、就学してからは周りからどんどん遅れていって、途
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中から支援学級に入るというお子さんも増えている。その辺もしっかり対策として組み

込んでほしい。 

   委員長： 「特別支援学校等」の中に支援学級も含むのか。また、支援学級に関して宝塚市では

どのような取り組みをしているかご紹介いただきたい。 

   事務局： ここに出てきているのは、保育所等訪問支援事業である。特別支援学校等と書かれて

いるが、障碍
がい

をお持ちのお子さんや特別な支援を必要とするお子さんのいる保育所や幼

稚園、小学校、支援学級を含めた特別支援学校へ専門の方が回ってどのような対応をし

たらいいかアドバイスをするという事業である。主な取組状況に載っていることは平成

２７年度以降、拡充してきた事業であり、引き続き事業を継続していく。 

   事務局： 補足だが、保育所等訪問支援事業について、子ども発達支援センターの専門職である

理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、療育に長年携わっている保育士が地域の特別支

援学級や市立養護学校等に出向き、集団の中で困っている子どもの相談に乗ったり、ア

ドバイスや指導等をしたりしている。平成２５年度から行っている事業であり、今後も

充実させていきたい。 

   委 員： 専門職の方が来て相談を受けられるのが、子ども１人あたり学期につき１回程度であ

る。子ども発達支援センターの在園児の療育をしながら、要請に応じて各学校に出向く

のは負担が大きいのではないか。保護者も敏感になっているので、来てほしいという要

望はすごく増えると思う。専門職が子どもと先生を見る機会を増やすとよいと思う。 

   委員長： ５歳児発達相談や子ども家庭総合支援拠点も、早い時期に発達に課題のある子どもに

ついて相談ができるということか。 

   委 員： 保護者が子どもの障碍
がい

に気付いておらず、先生からは言いづらいということもあると

思う。現場で友だち同士のトラブルがあるとも聞くので、専門の方に相談し、実際に子

どもの様子を見てもらう機会があればいいのではないかと思う。 

   委員長： 障碍
がい

児教育に関して、先生方の研修機会や相談機能を充実してほしいというのが現場

からの声である。審議会で声をあげていただくことによって、計画に加味されていくと

思うので、気になる点はぜひご発言をお願いしたい。 

   委 員： 三点確認したい。まず一点目は、「③教育環境の整備」の主な新規・拡充事業や重点

取組、市立中学校部活動への外部指導者の配置について、ＰＴＡでも先生の負担が非常

に大きいことが話題になっているので、こうした事業は必要だと思う。ただ、外部指導

者は子どもに対する専門性がないのではないか。 

        二点目は、子どもの人権に配慮した部活動や学校生活のあり方の検討について、子ど

もの人権に配慮というのは難しいと感じている。 

        三点目は、「⑤家庭や地域の子育て力・教育力の向上」の主な新規・拡充事業や重点

取組、子育て支援情報の充実に向けたオープンデータ化の検討とあるが、支援情報の充

実とオープンデータ化の関係がよく理解できなかったのでご説明願いたい。 

委員長： 一つずつご説明願いたい。まずは市立中学校の部活動の外部指導者の配置について。 

事務局： 市立中学校の部活動の外部指導者には、技術的な面を担当していただいている。現在、

６２名を配置し、１人あたり年間７０回の指導をお願いしている。先生方の働き方改革

にも寄与していると思う。国では、土日に顧問の代わりの試合引率や、子どもへの生活

面も含めた指導も担う部活動指導員を配置するとしているが、本市ではまだ配置できて

いない。生徒指導や保護者対応まで任せるためには市が責任を持って研修を行う必要が

ある。今後進めていく施策の一つと考えている。 

        子どもの人権に配慮した部活動については、昨年度末に部活動ガイドラインを策定し

た。子どもたちにとって充実した部活動にするため、休みをきちんと取り、部活動内で

のトラブル、いじめについては部活動内で完結するのではなく、生活指導として学校へ

戻すという生活指導のあり方と、一定の指導が必要であることをガイドラインに定め、

それについて取組を進めていく。 

        校則については児童、生徒の意見を聞きながら、何がふさわしいのか学校で話し合う。

子どもの声を聞き、人権を大切にすることが大事であると考えている。 

   委員長： 子育て支援情報の充実に向けたオープンデータ化について説明願う。 
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   事務局： オープンデータ化という言葉と子育て支援情報の充実という言葉にずれがあるという

ご指摘だと思う。行政が持つ子育て情報が閉鎖的にならないよう、子育て情報のオープ

ンデータ化を進めたいと考えている。数字情報や支援の中身の情報が閉鎖的になってい

るため、家庭や地域の子育て力の向上を阻んでいないかという反省からこのような考え

にいたった。 

現在、本市のホームページ内でも情報が分散しており、データが見にくく活用しにく

い状況である。オープンデータ化というのは誰もが見やすく、汎用的に使えるようにす

るということである。それはコミュニティビジネスにつながったり、地域の子育て情報

が分かったりする。子どもの状況が数字情報で明確になれば、それをコミュニティ活動

に生かすといった活用の仕方も可能性としてあるのではないかと考える。 

        行政のデータを汎用的に使える新たなデータ公開といった手法があるので、それを子

育て支援情報につなげていき、さらに地域の子育て力に結び付けたいと考え、オープン

データ化という言葉を使った。伝わりやすいよう文言を検討する。 

   委 員： オープンデータ化と関連すると思うが、外国人に対して多言語での情報提供をされて

いると思うが、子育ての制度がどんどん変わり、分からなくなってとても困っていると

聞いている。その辺も充実させていくとよいと思う。 

   委員長： 宝塚市には、子育て中の外国人の方はどのぐらいおられるか。 

   事務局： 今、数値的なものは持ち合わせていない。今後、ますます外国人労働者の方が日本に

来られると思う。本市の特徴としては、以前はブラジルの方が多かったが、最近はベト

ナムの方が多くなっている。工場で働く外国の方が変遷しているようである。その変遷

していく状況を把握し、状況に合った分かりやすい子育て情報が伝わる工夫が今後必要

だと考える。 

   委員長： 市役所の多言語対応は課題である。愛知県は外国人がたくさんこられて、小学校のク

ラスの割り振りが大変だと聞いている。就学の義務がないため、就学に至っていないお

子さんを把握できていないという問題も全国的にみられる。 

        新しい計画に盛り込むところなので、委員の皆さんのご希望や気になる点をお出しい

ただきたい。 

   委 員： 「②子育てと仕事の両立支援」の主な推進施策、保育士確保に向けた検討について、

全国的に保育士不足となっている。尽力いただいているのはよく分かっているが、保育

士確保に向けた検討について、少なくとも国が作っているメニューぐらいはやっていた

だけたらと思う。 

   委員長： 保育士を取り合っているような状況である。近隣市でいえば、神戸市には小規模保育

事業所が増えており、子育て支援員の養成講座の受講生が大変増えている。保育士を確

保できない分を支援員で補おうとしている。地域型保育の受講生が非常に増えている。 

   委 員： 引きこもりや不登校を引きずり、就労ができないというケースが見受けられる。子ど

もが小さいうちに、外に出られる方策を考えておく必要がある。小学校で引きこもりに

なったからといって、それがずっと続くわけではない。何かのきっかけで外に出られる

ようになって、社会人として成功している人はたくさんいる。民間と協力し、相談でき

るような場所を提供していこうという機運を、市内で高める必要がある。情報の発信も

大切である。地域で相談できる場所があるのは理想だと思う。後期計画に、事業の基と

なるようなものを入れながら、５年後、１０年後には居場所ができているような宝塚市

でいてほしい。それも計画の中に入れてもらいたい。 

   事務局： 引きこもり、８０５０問題を含む家庭の問題、子育ては何歳まで続くのかなど、いろ

いろな問題が噴出している。不登校が引きこもりになる場合もあるし、成人してから社

会に適応できず引きこもりになるケースもある。１０年前は７０４０問題と言っていた

が、それが今、８０５０問題となっている。それが労働人口に影を落としている。雑誌

で引きこもり問題が取り上げられていたが、引きこもり問題は意外と家庭や親子の問題

が大きいと書かれていた。厳しすぎるしつけや、ＬＧＢＴも理由の一つとされている。

０歳から１８歳までを対象とする次世代育成支援行動計画の中でどのような表現がで

きるか、子どもの社会参加の促進がキーワードになるのではないかとも考えている。難
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しい挑戦にはなるが、青少年の就労意欲につなぐ取り組みの検討であるとか、本当に就

労がいいのかどうかということも含め、十分検討すべきだと考える。 

   委 員： 今のうちにみんなで考えていく必要がある。すごく大きな問題になっている。今の社

会では、多様性が認められ寛容になりつつある。大人の目もゆるやかになってきており、

見方も変わっていくのではないかと思っている。計画の文章の中には出てこなかったと

しても、教育に携わる人、子育てに携わる人の中に根付いて、開いていくものがあれば

よいと思う。 

   委員長： 他市では子育ての拠点と青少年施策についての総合的な相談窓口が一体化しており、

特に発達障害、引きこもりを課題として挙げられている。就労については、川西市が子

育ての総合拠点と同じ場所に就労支援の場も設けておられる。そこには社会福祉協議会

もあるので、その中でつながりをつくっていこうとされている。切れ目のない支援が子

ども時代から長く続くということである。 

 

４ その他  ニーズ調査報告書、第５回小委員会・第２回全体会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の子ども向け冊子を机上に配付してい

る。大人向けの報告書については、前回配付もしくは郵送にて送付している。また、第

５回小委員会・第２回全体会の日程調整表の提出を本日までとさせていただいているた

め、未提出の委員の方は後ほどご提出をお願いしたい。 

 

   委員長：（謝辞） 

 

閉会 

 

 


