
1 

 

会
議
名 

令和元年度（２０１９年度） 第５回宝塚市子ども審議会小委員会 

日
時 

令和元年（２０１９年）１０月１３日（日） 

午前１０時００分～１２時００分 
場
所 

市役所３階 特別会議室 

出
席
者 

委員 

伊藤篤、大西登司恵、薄田昌広、波多野靖明、濱田格子、山田愼治、松尾陽子 

（敬称略） 

                             計７名（欠席６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、保育企画課副課長、保

育事業課長、青少年課長、保健施策推進担当課長、学事課係長、学校教育課長、 

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

画）後期計画（案）について 

   ○事務局から資料①、②に基づき、次世代育成支援行動計画「たからっ子『育み』プラン」（第

２期子ども・子育て支援計画）後期計画（案）、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： 当日配付資料①の表紙の表記内容と、Ｐ.３の図の表記内容について確認したい。Ｐ.

３の図では、子ども・子育て支援事業計画は次世代育成支援行動計画の中に位置付けら

れている。表紙では同等の立ち位置で表記されているが、Ｐ.３の図の内容が正しいと

いうことでよいか。 

   事務局： そうである。表紙の書きぶりを検討する。 

   委員長： Ｐ.１９第３章の１．基本理念と視点、（１）基本理念の「子どもを育むことが未来を

育む 『育む』ことが楽しくなるまちへ」について、ご意見やご質問はあるか。 

        Ｐ.２０、２段落目「しかしながら～」のところ、課題として「少子化、核家族化、

地域連帯の希薄化等が進む中」と挙げられているが、この点についてご意見を伺いたい。 

   委 員： 核家族という捉え方は研究者によっても異なる。夫婦と子どもの家族、夫婦だけの家

族、ひとり親家庭の家族それぞれを指す場合もある。核家族が何を指しているかは読む

人の解釈次第のため、自分の研究の中では使わないようにしている。孤立する子育て家

庭が増えたという言い方のほうがよいかもしれない。そうすると地域連帯の希薄化と近

い意味になってしまうので、表現には工夫が必要である。 

   委員長： 子どもの問題を考える際には、少子化、核家族化という言葉が当たり前のように出て

きて、大家族がいいとか地域的な祖父母を作ろうという結論に至りがちである。現実に
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は、核家族というのは一定の割合いる。近隣に親類や子どもの頃からの知り合いといっ

たつながりがなくなっているという意味であり、核家族化が原因というわけではない。 

   委 員： 核家族という言葉は昭和の時代から使われている。昭和の初めまでは３世帯で住んで

いたが、次第に親と子どもという世帯になり、その頃から核家族と言っている。高度成

長期時代の核家族と今の核家族は位置付けがまったく違うと思う。 

   委員長： 例えば、「少子化、地域連帯の希薄化により子育て家庭が孤立していて、それと共に

いじめや児童虐待など子どもをめぐる課題が出てきている」という書き方にならない

か。事務局と検討させていただきたい。 

   委 員： 虐待や子どもをめぐる犯罪が増えているから改善に向けて頑張りましょうという話だ

と思うが、実際に増えているのか。 

委員長： 児童虐待の通報件数が上昇しているのは事実である。隠れていたものが顕在化したと

も考えられる。 

委 員： 今回の計画から貧困対策が入ることになったのは、貧困や児童虐待が犯罪と関連があ

るのではないかということだと思う。それらを理念に盛り込んだほうがいいのではない

か。 

委員長： Ｐ.２０の２段落目「しかしながら、少子化、核家族化、地域連帯の希薄化等が進むな

か、いじめ、児童虐待及び子どもをめぐる犯罪の多発等、子どもを取りまく環境は大き

く変化しています。」という文章が現状の子育ての困難さを表している。そこにつながる

社会背景に少子化や子育て家庭の孤立、若年の貧困の課題がある。「犯罪」ではなく、「課

題」としたほうがいいかもしれない。表現については事務局と相談する。 

委 員： 原因は書かず、問題点だけを述べたほうがすっきりするのではないか。また、少年の

凶悪犯罪は減っているので、犯罪ではなく非行行動のほうがいいのではないか。 

委員長： 子どもをめぐる犯罪というのは、子どもが被害者となる犯罪という意味だが、この書

き方だと少年非行、少年犯罪という意味に取られる可能性はある。 

     Ｐ.２２とＰ.２７の第４章を併せて見ていただきたい。基本目標１「すべての子ども

と家庭への支援」の主な推進施策と取組の一例は、これまで子ども審議会小委員会で検

討したことを文章化した。趣旨が表現されているかどうかご確認いただきたい。 

     Ｐ.２９の主な推進施策「子育て支援拠点の活動内容の充実」の取組の一例として、地

域子育て支援拠点に配置しているコーディネーターの役割や利用者への支援を含めた子

育て支援拠点のあり方の検討、相談できる場の提供と利用者へ寄り添った支援などが

入っている。資料②の１枚目、基本目標１「すべての子どもと家庭への支援」の施策の

方向性「①すべての子どもと家庭に対する子育て支援の展開」の主な推進施策「子育て

支援拠点の活動内容の充実」の取組の一例と一致している。 

委 員： コーディネーターは以前から置かれているが、利用者支援専門員は市役所の窓口と母

子保健におかれていると書かれているが、Ｐ.２９の取組の一例「地域子育て支援拠点

に配置しているコーディネーターの役割や利用者への支援を含めた子育て支援拠点の

あり方の検討」というのは、コーディネーターに利用者支援事業の専門員の役割を担っ

てもらう、あるいは専門員に変えるという意味なのか。 

事務局： 地域にある児童館にコーディネーターを置き、その地域内の様々な資源をつないでい

る。国の想定は、市全体の部分をつないでいくコーディネーターで、いわゆる利用者支

援の枠組みになると考えているが、まだ整理ができていないと分析している。地域ごと

に地域資源は生きるが、市全体をつないではいないため、今後５年間でそのすみ分けを

整理していこうと考えている。それを「役割や利用者への支援のあり方を検討」と表現

している。子ども・子育て支援事業計画では、利用者支援は保育所のコンシェルジュと

母子保健のコーディネートという施策を区切った中で実施しており、基本型と言われる

市全体をカバーする利用者支援には至っていない。地域ごとの資源をどのように整理す

るかが今後の課題と認識している。子ども・子育て支援事業計画の中では、利用者支援

事業の量の見込みと提供体制に、特定型と母子保健型があるが、基本型がない。一方で、

地域分散型のコーディネートがなされているので、そこは整理が必要であると考えてい

る。 
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     国の制度と市の制度をうまく組み合わせて整理すれば、基本型に結び付くと考えてい

る。特に児童館の活動はコーディネーターが頑張っており、大変高い評価をいただいて

いる。 

委員長： いくつかの点については拡充して基本型にする可能性もあるが、今のところは「検討

する」という言葉でそれを表現しているということである。 

委 員： Ｐ.２９の取組の一例の文章では、どこにいけば相談できるのかが分からない。子育て

支援を知らない人にはコーディネーターが何か分からないし、どこに行けばその人がい

るかが分からない。場所が分かるような記載があったほうがイメージしやすいと思う。 

委員長： 地域子育て支援拠点に配置されているコーディネーターは、各児童館にいるコーディ

ネーターのことを指しているのか。 

事務局： そうである。地域子育て支援拠点というのは児童館を指している。「地域子育て支援

拠点に配置しているコーディネーターの役割」とは、「児童館に配置しているコーディ

ネーターの役割」と言い換えられる。地域子育て支援拠点施設との整合性をこれからは

かっていくということである。 

委員長： 「地域子育て支援拠点（宝塚市では各児童館）」とすると分かりやすいのではないか。

市民がイメージしやすい表現にしていただきたい。 

     続いて、「②子どもや母親の健康の確保」について、ご意見やご質問はあるか。 

Ｐ.３０の上から４行目、「思春期における喫煙・飲酒・性については」とあるが、喫

煙と飲酒は行動を表す言葉であり、性と並べて書くのは違和感を覚える。また、がん教

育という言葉を初めて見たが、この言葉は前からあったか。 

委 員： がん教育とは、喫煙が原因でがんになるということを指しているのか。 

事務局： 近年、国からがん教育を推進するように言われており、教育委員会が中心となって進

めている。保健分野からがんの情報を提供しながら、一緒に取り組んでいる。「性」につ

いては「性教育」とする。 

委 員： 喫煙・飲酒と並べて書くのであれば、「性行動」がいいのではないか。 

事務局： 子どもは、興味のまま喫煙や飲酒などをしてはいけないということや、日本人の半分

ががんになるという状況を子どもの時から知り、生活習慣病にならない食習慣の確立を

することが思春期における重点課題と考えている。子どもや母親の健康の確保につなげ

られるよう考え方を整理しておく。喫煙や飲酒が母親の健康を阻害するおそれがあるこ

とは、全ての子どもたちが知っておくべき項目であると認識している。子どもに対して

どのように教育するかというのは難しい課題である。用語の整理や説明の仕方など検討

したい。 

委員長： 「がん教育」に関しては、指導要領にも載っている言葉ということは分かった。 

喫煙と飲酒は法律があり明確な基準があるが、性についてはそれがない。「性を含めた

人間関係の教育」という言い方をよくするが、それはプラスの言い方である。性という

言葉の前に「喫煙・飲酒」という禁じられた行動が付いてくるので、並列すると違和感

を覚える。喫煙や飲酒等の健康を害する行動、それから互いを尊重しないような性を含

めた人間関係、子どもを対象にした犯罪など、性に関する子どもの被害を保健や学校教

育が目指していることは分かるが、これは誤解を招く書き方だと思うので検討をお願い

したい。 

地域で活動されている健康づくり推進員、まちづくり協議会、子育てサークル、民生

委員・児童委員と活動しているところが明示されているが、とりこぼしはないかについ

ても確認をお願いしたい。 

食育の推進、小児救急医療対策の推進について、ご意見やご質問はあるか。 

委 員：  Ｐ.３０主な推進施策の「小児救急医療対策の推進」について、小児科の先生が少な

いという話を聞いているが、他市に住む知り合いが休日に子どもを救急車で病院に連れ

ていこうとしたが、たらい回しにされて非常に困ったと聞いた。安心して住めるまちと

しては、「断らない医療」の環境整備が非常に大切だと思う。文章の中に医療について

書いてあるが、「断らない救急医療体制を推進します」という文言を挙げることは可能

か。もしくは、阪神地区は広域で連携を取っており、断ることがないから書く必要がな
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いのか。 

事務局： 子どもの救急医療対策について、阪神広域子ども急病センターの整備によって、断ら

ない医療体制が整備されている。医師不足の問題、スタッフの不足の問題は子ども急病

センターも同様であり、現在の救急医療体制を確保するのに精一杯というのが現状であ

る。 

     また、子ども急病センター以外にも市内の救急医療病院で受け入れが可能な状況も

作っているので、現在は子どもの急病については３６５日対応できている。しかし、少

子化の影響で受診者が減っていることから、受け入れ側の収入も減り、運営に苦慮して

いる状況である。阪神広域子ども急病センターの体制維持の中で、「断らない医療」につ

いてどこまで書けるか検討する。 

委員長： Ｐ.３１「③配慮が必要な子どもと家庭への支援の充実」について、ご意見やご質問は

あるか。 

委 員： 取組の一例の「医療的ケア児の受け入れ体制の検討」について、医療型の発達支援セ

ンターを宝塚市に作るという意味か。 

事務局： 現在、すみれ園という医療型の発達支援センターがある。医療的ケアが必要な子ども

が、保育所や幼稚園に入所を希望する場合、現時点では看護師の配置ができないため、

受け入れができていない。受け入れを進めなければならないと考えている。 

委員長： インクルーシブ教育というか、ここは一歩踏み込んだ書き方であると感じた。 

委 員： 発達障碍
がい

に関しては、就学以前にある程度分かると思う。幼稚園であれば教育総合セ

ンターなどに専門の方がおられてやり取りがなされていると聞いている。保育所でも発

達に関しての相談体制はできているのか。 

事務局： 保育所も定期的に児童発達の専門の先生が巡回をしている。ただ回数はそれほど多く

ない。保護者から発達についての相談が園に寄せられた場合、子ども発達総合相談につ

なぎ、そこで専門医の先生に相談するという流れになっている。加配の先生がいたほう

がいいということになれば、翌年度から加配をつけて支援を行っている。 

委員長： 母子保健からのつながりで、少しでも早く課題に気が付き専門機関につなぐというこ

と、教育保育の中でもサポートができるように市が応援していくということである。こ

こは踏み込んだ丁寧な施策であると思う。 

     「④経済的な支援」、「⑤子どもの貧困対策」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： 基本目標２「子育てと仕事の両立支援」について、ご意見やご質問はあるか。 

委 員： 前期計画のたからっ子「育み」プランには、Ｐ.３５「子ども・子育て支援事業計画に

基づく保育ニーズに対応した受け入れ枠の確保」として、「私立幼稚園の認定こども園化

及び私立幼稚園を連携施設とした小規模保育事業所Ａ型の整備の方策により」と「小規

模保育事業所Ａ型」と明記していた。Ａ型という表記を入れることで、保育の質を担保

していくと前任者から引き継ぎを受けている。小規模保育事業所Ａ型とＢ型には大きな

違いがある。Ａ型は現行の保育水準が保てるが、Ｂ型は保育士資格者数が半数でよいな

ど基準値が下がる。宝塚市も前期計画に基づいてＡ型を設立しているが、実績を記入す

るか、もしくは今後に向けてＡ型と表記したほうが保育の質の担保になるのではないか。 

事務局： 事業計画では、基本的には認可保育所の分園の整理と説明していたので、「③多様な保

育施策の充実」の取組の一例にそのように記載しているが、現事業計画は小規模保育を

作るというイメージではないため、取組の一例に小規模保育について記載していない。 

事務局： 補足だが、Ｐ.７１で、前期計画の５年間でどのような確保方策を取ってきたか記載し

ている。平成２９年度、小規模保育事業所３カ所と表記しているが、「小規模保育事業所

Ａ型」と明記するようにする。 

委員長： Ｐ.３７「④放課後児童対策の充実」について、ご意見やご質問はあるか。 

事務局： 取組の一例、「全小学校区で小学６年生までのニーズに対して、低学年の待機児童解消

を中心に、令和６年度（２０２４年度）までに確保策を講じます」とあるが、「令和４年

度（２０２２年度）」に訂正願う。 

     子ども・子育て新事業計画の放課後児童健全育成事業も表記を変更している。 
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委員長： それは国からの指示か。 

事務局： 県からの指示である。 

委員長： 基本目標３「教育環境の整備」についてご意見やご質問はあるか。 

Ｐ.４３の「②社会教育の推進」について、社会教育には学校外の教育も含まれると思

うが、宝塚市には子ども議会などよい取組があるのに明記されていないのはなぜか。 

事務局： 基本目標６「子どもの社会参加の促進」で取り上げている。 

委員長： 社会教育というと成人学習のイメージが強いので、子どもたちの学校外の学習機会も

含むという説明を入れてもいいのではないか。今後、クラブ活動も学校内だけではなく、

地域のクラブも視野に入れなければならない時代になってくるので、それも社会教育で

あるという捉え方が必要だと考える。 

事務局： 関連計画である教育振興計画の中でも社会教育の考え方が少しずつ変わってきており、

生涯教育になっている。一方で、子どもたちの居場所として図書館や公民館もあり、子

どもたちのための社会教育講座のようなものもある。社会教育の切り口が徐々に変わっ

ていっていると感じている。例えば、県の実施する青少年リーダー育成も社会教育のレ

ベルに入ると考える。 

本市の教育のあり方として、生涯教育と学校教育とのすみ分け、児童館、児童福祉施

設、社会教育施設、学校施設、地域の学校応援団といった学校でも家庭でもない地域教

育のレベル向上が混在しており、少し整理が必要だと考えている。この項目は主に子ど

もの居場所たる公民館や図書館の活動を拠点とした講座の開催を、子どもたちの育ちを

培う場として紹介したいという思いもある。 

委員長： スポーツセンターは社会教育関連施設に含まれないのか。 

事務局： 本市では社会教育関連施設に入れている。 

委員長： 社会教育関連施設を子ども・子育てに資する施設とするならスポーツセンターも入れ

ていただきたい。 

事務局： 図書館や公民館、スポーツセンターでも子ども向けの講座をしている。教育委員会の

社会教育部とも相談し、表現方法を考えたい。 

委員長： 博物館や文化施設はないか。 

事務局： 博物館はないが、文化芸術センターが来春オープン予定である。 

委員長： 学校教育、家庭教育に対して社会教育があるとすれば、公民館、図書館、体育館や音

楽ホールといった文化施設は基本であり、宝塚市の強みだと思うので計画に入れていた

だきたい。 

委 員： 「②社会教育の推進」の書き方を見ると、次世代育成支援行動計画なのに子どもや青

年の立場では書かれていない。「市民」や「誰もが」となっているので、次世代を育成す

るという視点から書いたほうがすっきりするのではないか。 

委 員： 「主体的な参加を促進していきます」とあるが、これは子どもではなく保護者の話な

のか。 

委員長： 確かにそのように読める。 

委 員： 「参加を促進する」という書き方だと、ＰＴＡとしてはどうしたらいいのか難しいと

ころである。 

事務局： 表現が難しいが、社会教育は家庭教育、学校教育と並ぶ第三の教育と言われる。第三

の教育にはＰＴＡ活動、地域、コミュニティ、スポーツ施設、スポーツ活動、サークル

活動等といった様々な地域資源が包含される。そのため社会教育の推進は非常に大きな

テーマだと考えている。教育振興計画や文化面などで、分散して進めているが、社会教

育のエッセンスの中には、学校でもできない、家庭でもできない教育があり、育友会や

ＰＴＡには学校でも家庭でも難しいところを支えていただいていると認識している。 

委員長： あくまでも次世代育成支援行動計画の中の社会教育である。子どもたちにとっての学

びの場は、学校や家庭だけではなくまちの中にもあり、その提供、充実という意味があ

る。 

また、子育て中の方や子どもを支える方々にとっての学びの場であるとも捉え直せば、

実際に取り組まれていることがよく見えるのではないか。 
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委 員： 「③幼児教育の充実」について、「幼児教育・保育の無償化の影響により、幼稚園の預

かり保育へのニーズの高まりが予想されることから、ニーズに対応した預かり保育のあ

り方を検討します」とあるが、どのようなニーズがあるのか。 

委員長： 延長保育は増えているのか。 

事務局： 担当課が本日欠席しており、件数が増えているかどうかは分からない。 

委員長： 「幼児教育・保育の無償化の影響を鑑み、より質の保証を目指す」という書き方にし

てはどうか。幼稚園の預かり保育が増えるだけだと思っていたが、別の市では２歳児の

入園が増えて、４月までに３歳になっている児童と、その年度で３歳になる児童とが混

在するという予想外の事態になっていると聞いている。児童が減っているなかで、保護

者のニーズの変化をくみ取りながら、質を保証する表現にしたほうがいいのではないか。 

委 員： 預かり保育の時間だけではなく、年齢の幅についての市の考えも伺いたい。待機児童

が多いのは０歳から２歳なので、ニーズが広がると予想される。そうなると幼稚園の認

定こども園化も考える必要があるだろう。民間保育園を認定こども園化すれば量の確保

ができ、待機児童の解消ができる。また、公私立とあるが、公立と比べて民間のほうが

費用を抑えられると思うので、費用対効果を考えるとどうなのか、市の考えを伺いたい。 

事務局： 幼児教育・保育の無償化の考え方、保護者行動を勘案しなければならない。アンケー

トからは、幼稚園の預かり保育に対するニーズが高まっていることが読み取れる。保育

所に入っていた子どもが３歳から突然幼稚園に替わるわけではないと思うが、需要の掘

り起こしが起こることも考えられる。そのために、預かり保育のニーズについて着目す

る必要があることから、ここでは検討という書き方をしている。社会の仕組みが大きく

変わろうとしており、幼児教育・保育の無償化の影響の一つとして預かり保育がキーワー

ドになっていくと認識している。担当者不在であるが、財政状況をふまえ十分検討して

いきたい。幼稚園、保育所の事情を５年間で整理しながら預かり保育のあり方について

検討していく。 

委員長： 本日は担当課が不在であるが、持ち帰って検討願いたい。「研修の充実」とあるのは、

私立の園の中には先生方の研修の機会を確保しにくいところもあるため、そこに向けて

の取組という意図でよいか。 

事務局： この項目は教育環境の整備という題目になっているため、どうしても幼児教育の面か

らのアプローチになる。一方で、今のご意見については、仕事と子育ての両立にも影響

が出るというご指摘と理解した。この辺りのすみ分けは難しい。幼児教育・保育の無償

化の影響が教育面、保育面両方に出るので、教育環境の整備となると、保育とはまた目

的の違った書き方がどうしても必要になる。その辺りを現場とも話をしながら質の面で

書くのか量の面で書くのか整理する。 

委員長： 幼稚園教育要領と保育所保育指針が一体化するので、幼児教育ではなく幼児教育・保

育としたほうがいいのではないか。 

        「④男女共同参画の推進」、「⑤子どもの人権擁護の推進」について、ご意見やご質問

はあるか。 

取組の一例が他の項目と比べてたくさん挙がっている。高校進学後の支援策の検討に

ついて、高校１年生を対象に追跡調査をすると書かれているが、これについて委員の

方々の意見を伺いたい。 

事務局： ０歳から１８歳の子どもたちの育成支援において、引きこもりや若年就職困難者を防

ぐために１８歳までにどのような計画上の伏線が張れるのかというのは大きなファク

ターである。実は１８歳以上の福祉的支援はなく、高校進学後の状況の把握及び指導が

なかなか難しい。委員の方々のご意見をいただき、よりよい施策につなげたい。 

委員長： 高校以降の子どもたちの支援の一例として、若者サポートステーションや高校内の居

場所カフェがある。例えば、大阪市の西成高校では、地域の方が図書館で休み時間に飲

み物を提供する取組をしている。そこが学校に来づらい子どもの居場所となり、中退の

防止にもつながっている。卒業後も手伝いに来るなどして地域の方々との交流が続き、

そこで生き方の提示ができるという意味で非常に注目されている。 

たとえ学校には居場所がなかったとしても、学校外のクラブ活動や市民活動に参加し、
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就学、就労への意欲を失わずにすんでいるケースもある。高校進学後は学業を全うさせ

ることばかりに目が向きがちだが、地域の大人たちが子どもとともに学んだり楽しんだ

りする中で支える取組が全国的に広がっている。高校内でカフェを設けることが難しい

場合は児童館などでしているケースもある。外に広げたほうが子どもたちも来やすい。 

引きこもりについては、若年期からの引きこもりというよりも、いったん就労し、そ

こで困難に遭って引きこもってしまう人が多いようだ。また、女性の引きこもりが思っ

た以上に多い。この計画は１８歳までが対象なので、そこまでは触れにくいとは思う。 

委 員： 希望して行った学校であっても雰囲気に合わず、行けなくなるという話も聞く。そう

いった子どもたちに、居場所があることを伝えるなど何らかの手立てを打てるとよい。 

委員長： 基本目標４「安全・安心の環境づくり」について、ご意見やご質問はあるか。 

委 員： 道路の整備はかなり時間が掛かると思う。うちの小学校区では、シルバーの方が小学

生の登下校の時間に道路に立ってくださっており、とても助かっている。道路をどうに

かするというよりも、人の目で守ってくださるほうが親として安心できる。 

委員長： Ｐ.４９の「通学路交通安全プログラム」について、「地域とも協働しながら」という

のは、今のご発言のようなことを指すのか。 

事務局： Ｐ.４８の「①子育てを支援する生活環境の整備」ではハード整備を、Ｐ.４９「②子

どもの安全・安心の確保」では、取組の一例にソフト面を含めたことを書いている。 

地域の方に声を掛けられることは、ふるさと意識の醸成にもつながる。地域に育てて

もらったという感謝の思いを持って社会に出ていき、地域を高める人材育成にもつなが

るので、ソフト面については「交通安全プログラム」をキーワードにしている。防犯対

策における行政と地域の協働の人の目による防犯も入れており、地域と一体となった活

動が必要だという提言もしている。安心して子どもたちが成長できる生活環境はどんな

ものかに着目している。 

委員長： 被害に遭ってからというよりも、予防教育からという内容が入ったほうがよい。 

委 員： 「赤ちゃんの駅」は、授乳などができる場所の提供ということだが、利用があまりな

い。おむつ交換のためだけに施設に入ってくる人はほとんどいない。以前、本当に必要

な事業なのだろうかという議論になったことがある。このような取組を行うことで、宝

塚市は子どもを育てやすい環境だということを市民に啓発していく方策はないのか。「赤

ちゃんの駅」を啓発することで、子どもの声が騒音ではなく、活気のあるまちの証だと

いうように市民の意識が変わるきっかけとならないだろうか。複数の目的を持って事業

を進めるとより効果のある事業になると思う。 

委員長： 他市では「赤ちゃんの駅」の周知活動を市民グループが実施しているケースもある。

広報活動も必要なのかもしれない。 

事務局： 施策の目的は決して一つではない。「赤ちゃんの駅」を増やす取組は子どもを大事にす

ることを喧伝する一つのツールである。 

     「赤ちゃんの駅」の啓発に対する工夫が必要である。知ってもらえないと啓発にならな

いことを十分認識した上で、情報の使い方、出し方、データの開示の仕方を基本目標５「家

庭や地域の子育て力・教育力の向上」で示している。 

委員長： 例えば、イベントなどに授乳とおむつ替えのスペースを設置することが多いが、それ

を出前的な「赤ちゃんの駅」としてされているところもある。 

事務局： 本市は移動式「赤ちゃんの駅」を導入している。地域創生の予算を使って購入し、イ

ベントの際にはテント型の「赤ちゃんの駅」を設置している。 

委員長： それも記載してはどうか。たくさんの人の目にとまるようにし、利用者を増やすとよ

い。 

     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、ご意見やご質問はあ

るか。 

委 員： ＰＴＡの立場で申し上げると、子どもの安全・安心の確保として、ＰＴＡが登校の見

守りを実施しているが、こういった資料には記載されない。ここ数年、ＰＴＡの活動が

大変で、続けていけるかどうか分からない状況である。ＰＴＡのこの活動がなくなって

しまうと、子どもたちは個々に登校しなければならなくなってしまう。市から危険箇所
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の情報など、安心安全を守るためのポイントを示していただきたい。 

委 員： ＰＴＡの見守り活動は、１人の児童につき１回必要であり、３人子どもがいたら３回

は必ず見守りをすることになっている。それが負担になってＰＴＡに入りたくないとい

う声もある。ただ、ＰＴＡに入らなければ一緒に登校させてもらえない。 

委 員： それは事実ではない。 

委 員： そのように聞いている。ＰＴＡに入ると役員が回ってくるなど、余計な負担が掛かっ

てしまう。子どものためではあるが、働いている保護者の場合、ＰＴＡ活動のために休

みを取ったり、仕事に遅れていったりしている。低学年の子どもの通学の安全を守るた

めには見守りは必要である。今は自分の子どもが通う学校の校区では学校のそばの横断

歩道３カ所に立っているが、山道など人通りの少ない所に立ったほうがいいのではない

かと考えている。それをどこに言うべきなのかが分からない。 

委員長： ここにＰＴＡとして入れにくいということもあるのか。 

委 員： ＰＴＡは言われてやっているのではなく、保護者が自発的に子どもの安全を守るため

にしている。この計画に入れるかはまた別の話である。ただ、危険箇所をまとめる力は

ＰＴＡにはなく、分からないままやっている。市が危険箇所をまとめて情報を提供して

くれると安心である。 

委員長： これはあくまでも市の行動計画で、これを市民が理解して連携していこうというもの

である。子どもの登下校時の安全確保は重要である。宝塚市は推進するという書きぶり

だけで、それを一体誰が担うのか、どのようにしていくかは当事者でも議論になるほど

難しい問題である。 

     基本目標５「家庭や地域の子育て力・教育力の向上」と基本目標６「子どもの社会参

加の促進」について、ご意見やご質問はあるか。 

     特にここの部分は、教育と福祉が連携する点が大きなポイントである。取組の一例の

最後に労働施策も含んでいるのが新しい視点だと思う。 

事務局： Ｐ.５８の最後に若年就職困難者の対策について書いているが、１８歳以降に新たに起

こる引きこもりをどのように捉えるべきか非常に難しい。１８歳まではこれが限界かと

考えているが、もっとできることがあれば盛り込みたい。次世代育成のゴールは、子ど

もが働くことなのか、今の時代そこが難しくなってきている。そもそも次世代に何を求

めるのかという根源的な課題をはらんでいる。次世代は社会を支えていかなければなら

ない。それを労働施策と捉えるのか、子育て支援策としてとらえるのか難しいところで

ある。 

委 員： 私たちの世代はいい大学に行って、いい会社に入って、終身雇用という絵が描かれ、

そこからはみだしてはいけないと言われてきた。そしてそれが当たり前だと思っていた。

しかし今の世の中そうではない。周りの大人の意識を変えていかないと、子どもたちは

つぶれてしまう。家庭の中だけだと親の考え方が強くて、横の広がりがない。いい大学

に行っていい会社に勤めたが、そこになじめなくてつぶれてしまうことがある。また、

転職することが当たり前の社会になっている。 

親はそこに至るまでに、いろんな大人がいて、いろんな生き方があるということを子

どもたちに教えなければならない。そういう意味で、親でも先生でもない地域の大人の

生き方を知る必要がある。自分が困難に遭った時に、親には相談できなくても地域の人

に相談できるかもしれない。そういう場を耕していくことができたらと思う。いろんな

人と出会う場を設けることが必要だと考える。 

委員長： 次世代育成支援行動計画は、男女共同参画や地域福祉、生涯福祉も含めて、発達障碍
がい

等

のある方をつながりで支える計画である。学校や職場など居場所ができれば、自分が活

躍できる場がまちにあることが分かる。その意味では、子どもの居場所が限定されず、

いろいろなところにあるのはいいと思う。 

     第５章「母子保健計画」についてはのちほど担当課に説明いただく。先に第６章「子

どもの貧困対策計画」についてご意見やご質問はあるか。 

委 員： （意見・質問なし） 
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（２）母子保健計画（案）について 

○事務局から資料③に基づき、母子保健計画（案）について説明。 

委員長： これが差し替えになるということか。 

事務局： 第３回小委員会において、母子保健計画の前期の振り返りをしていただいた。前期の

振り返りを冒頭に入れて、資料③で提示したものをその後に付け加えるかたちで第５章と

したい。 

委員長： ご質問やご意見はあるか。 

委 員： Ｐ.６２基盤課題Ａの種別「環境整備」の「産後うつ対策の推進」は良い取組だと思う。

ぜひ推進していただきたい。われわれ保育園を運営している立場として、妊娠中に不安

をお持ちのお母さんと関わることがある。そういう方の不安を解消できるよう声掛けを

している。お母さんの不安を解消できるような環境整備を市から提案してはどうか。 

委員長： 母子保健の部分も地域子育て支援拠点が妊婦を対象に事業をしていると聞いている。

子どもの成長を目にするだけでも非常に参考になるし、相談できる場ができたと安心さ

れるのではないか。それは文章に盛り込んでいただきたい。 

     最近、不妊治療を受ける方が非常に多い。また、出生前診断がされているが、その後

のケアがなく、診断結果によっては非常に悩まれている方もいると思う。今回の計画に

は入っていないが、そういったことについても計画に入れるべきではないか。 

事務局： 出生前診断で障碍
がい

の可能性があると診断された方について、健康センターに連絡をい

ただいた場合は、地域を担当する保健師が定期的に家庭訪問し、お話を伺いながら気持

ちの整理のお手伝いをしたり、医療機関と情報交換をしたりして安心して出産していた

だけるよう、出産後も引き続きサポートする機会を設けている。こうした支援があると

いうことは積極的にＰＲできていない。ケースがあれば対応している状況である。 

委員長： 委員にだけでも、そういった相談できる機会があるという情報を伝えてほしい。ピア

サポートという意味で、障碍
がい

のあるお子さんを育てているグループの紹介を含めたもの

があればと思う。 

     Ｐ.１０１、第８章は計画推進の成果指標の設定である。これについては目を通してい

ただき、ご意見・ご質問がある場合は事務局にご連絡いただきたい。 

 

４ その他 

 

事務局： 今回いただいたご意見を含めて修正を加えたい。次回は１１月７日に第２回子ども審

議会を開催する。その場で濱田委員長から子ども審議会の伊藤会長に報告いただく予定

である。それまでにご意見をまとめたいと考えている。 

委員長： 本日いただいたご意見等を踏まえて、事務局で全体会に出す案を作る。そのことにつ

いては事務局と私に一任願いたい。成果指標についても、その他の部分でも目を通され

て、気になる点があれば事務局のほうへお伝えいただきたい。 

事務局： ご意見は１０月１８日（金）までにお送りいただきたい。 

    事務局で修正したものを委員長にご確認いただき、審議会に諮ることを一任いただきた

い。 

     １１月７日の審議会を経て、１２月中にパブリックコメントを実施し、広く市民の方

からもご意見を頂戴する予定にしている。それを踏まえてもう一度審議会にはかること

とする。 

 

委員長：（謝辞） 

 

閉会 

 

 


