
次世代育成支援行動計画個別事業取組状況について

（１）来年度に実施予定の新規２事業・拡充２事業について

事業№ 事業名 事務事業名 意見・質問 担当課回答

新規
母子保健相談
指導事業

産後ケア事業
　親と同居家庭の少ない今、多くの産婦が心
強い事業と思います。

　事業の着実な推進に努めます。

新規
母子保健相談
指導事業

産後ケア事業

　産後ケアについて、対象になる時期・体調
不良や育児負担の程度などのスクリーニング
が難しいと思います。様々な環境で子育てさ
れる親達が、安心して取り組めるようなサ
ポート体制を望みます。

　産後ケア事業は、産後4か月までの期間を対象としますが、対象となる方
の体調不良や育児負担の状況は様々だと思います。子育てを開始された方が
安心できるように、受託していただく機関と連携して取り組みます。

新規
母子保健相談
指導事業

産後ケア事業

　育児不安を抱える産婦にとっては、出かけ
ることも不安になることも多いと思うので、
できれば訪問型を充実してほしい。また、№
1208・1209の母子保健訪問指導事業のな
かで得られた情報を共有するなどで連携を
図ってほしい。

　訪問型の充実は図りたいと考えています。№1208、1209の訪問指導の
場で産後ケア事業の紹介や手続きを行う場合も想定しており、情報の共有だ
けでなく、利用しやすい手続となるよう検討していきます。

新規
母子等福祉総
務事業

ひとり親法律相
談等委託事業

　緊急を要する案件を電話にて個別に実施、
これは相談しやすくて大いに助けられると思
います。

　事業の着実な推進に努めます。

1504
母子等福祉総
務事業

ひとり親家庭生
活学習支援事業

　拡充を図ることは必要であると考える。 　事業の着実な推進に努めます。

2401
民間放課後児
童クラブ運営
支援事業

民間放課後児童
クラブ運営支援
事業（放課後児
童健全育成事業

　拡充を図ることは必要であると考える。 　事業の着実な推進に努めます。

1504
母子等福祉総
務事業

ひとり親家庭生
活学習支援事業

　拡充事業について、事業内容は予算との兼
ね合いと思いますが、例えば「75名から
120名に拡充」とあっても、それが後期計画
とどうなのかがわかりませんでした。説明を
加えたほうがいいのでは。
　また、表記上も拡充内容がわかるような工
夫（例えば段落）があってもいいのではない
でしょうか。

　理解しやすい表記に改めるため、以下のとおり修正します。
【事業内容】
　子どもの貧困対策の一環として、児童扶養手当を受給している家庭に属す
る中学2、３年生を対象に年間を通じた通塾による生活・学習支援を行う。
【令和２年度(２０２０年度)事業計画】
・ひとり親家庭の子どもが抱える精神面・経済面の悩みや個別の課題により
添って対応し、学習習慣の定着化を図り、高校進学の後押しを目的に子ども
の貧困対策の一環として事業を継続実施する。
・令和２年度は、受講希望者全員が受講できるように定員75人から１２０
人に拡充して実施する。
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（２）新規・拡充以外の事業について

事業№ 事業名 事務事業名 意見・質問 担当課回答

1209
母子保健訪問
指導事業

赤ちゃん訪問指
導（乳児家庭全
戸訪問事業）

　民生委員として、赤ちゃん訪問できる事は
後々子どもの見守りに、続けられるので頑張
りたいです。

　引き続き、保健師、助産師、保育士、民生委員・児童委員に訪問者となっ
ていただき、協力して取り組みたいと考えています。

1227
母子保健訪問
指導事業

離乳食学級
　離乳食学級を11回→6回へ減少したのはな
ぜですか？育児相談の中で、離乳食が作れな
い母親がとても多いので、残念です。

　離乳食を作れない母親の状況は認識していますが、集団で学ぶ場となって
いる離乳食学級は受講希望者が減っていること、市が委託している産前・産
後サポート事業やその他の子育て支援事業の場で離乳食について学ぶ機会が
あること、個別の事情に合った相談が望まれていることから、現在の事業の
内容は見直す必要があると考えています。

1502 奨学助成事業
修学資金給付・
貸付制度

（廃止とされる№1502奨学金助成事業につ
いて）
　平成30年度決算額が15,616千円と、この
制度のニーズは高いように思う。廃止の方向
に進んでいく理由が不明。国の施策が拡充し
たとはいえ、授業料以外にも費用はかかる。
子どもの貧困対策の項での奨学金廃止は納得
できない。修学資金給付・貸付制度の復活を
望む。

　令和２年度より高等教育の無償化や国・県における修学支援が充実してき
たことから奨学金制度を廃止する方向ではありますが、現在の奨学基金につ
いては、活用方法等を検討しているところです。
　また、ひとり親家庭等大学生等奨学給付金については、継続していきま
す。子どもの貧困対策において、引き続き支援できるよう努めてまいりま
す。

3102
トライやる・
ウィーク推進
事業

トライやる・
ウィークの推進

　全13校で9,773千円と多額になっている
が、それに見合った内容で実施されているの
か？

　事業費が前年度より増額になっている理由は、対象生徒数（中学2年生）
が増えたことに伴い、クラス数が増えたことによります。
　事業費9,773千円のうち、8,100千円は県交付金で、残りは市負担と
なっています。
　各学校では、事業計画に基づき、トライやる・ウィークが充実した事業と
なるように、事業費を適正に使い実施しています。

6113
既設公園整備
事業

既設公園・子ど
も遊園整備

　昨年子ども議会を傍聴したが、公園にこん
な設備が欲しいとの意見も出ていたように思
う。整備にあたっては当事者である子どもの
意見が反映するよう留意してほしい。

　子ども議会では、身近な居場所として、公園や自由に遊べる場所などへの
ご意見も多くいただいています。子どもの意見の市政への反映については市
としても重要なことだと考えていますので、引き続き子どもの声が反映でき
るよう、努めてまいります。
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（３）全体を通しての意見・質問

事業№ 事業名 事務事業名 意見・質問 担当課回答

－ － －
　多くの委員の意見を聞く事が出来ず残念で
した。コロナ早く終息して欲しいです。提出
遅くなり申し訳ありません。

　ご意見ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

－ － －

　出産後、早期から保育園に入れて復職され
る方がとても増えています。その短い期間
に、親子の絆をいかに深めることができるか
を常に考え、育児支援事業に携わっていま
す。コロナの影響で、状況も変わると思われ
ますので、皆様と一緒に考え、よりよい宝塚
市での子育てサポートを目指したいと思いま
す。今後ともどうぞよろしくお願いいたしま
す。

　ご意見ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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事業№ 事業名 事務事業名 意見・質問 担当課回答

　保育士確保に向けた取組について、1月31日の子ども審議会後に内部で
検討を行い、伊藤会長と協議いたしました。結果として「◎」は付けません
でしたが、検討した内容をご報告いたします。
　まず、取組項目の「確保」の後に「確保・定着」と文言を追加しました。
これは、審議会からのご意見を受けて、保育士確保のみならず継続して働い
ていただくための取組を意識して記載したものです。
　次に、本文について「保育士確保に向けた財政的支援の検討」から「財政
的支援を含め、保育士確保のための取組の推進と、定着に向けた取組の検
討」へ変更しました。
　審議会では、財政的な支援だけではなく、働きやすい職場環境づくりが大
切であるというご意見をいただきました。ただ、働きやすい職場環境づくり
の事業者への啓発は、基本目標２の①（本編P36）と重複することや、私
立保育所の運営に対して市は指導する立場にないことから、取組の一例に
「働きやすい職場環境づくり」の文言を行政として記載するのは不適当であ
ると考えました。むしろ、保育士確保という課題に対して一緒に取り組んで
いくべき立場であることをお示しする必要があると考えています。

　また、ご意見のとおり、自治体間での保育士確保による競争が激しくなっ
ていることは承知しています。他市で実施している、就職一時金補助、奨学
金返済補助などの財政支援は、一時的に効果があっても長期継続雇用につな
がるのか不透明であることや、財政的持続可能性の問題もあることから、本
市では事業化に至っていません。このことから、「特に重点的な取組」とし
ての「◎」印について、予算の拡充を予定している事業が現時点で明確にな
い中で、「◎」によってこの項目を強調するのは難しいと考えます。
　今回ご意見いただいたとおり、このまま保育士不足が続くと、必要となる
児童の受け入れができず、保育施設を整備しても待機児童が解消されないと
いったことも予想されます。保育士確保につなげるための効果的な確保策に
ついて、他市の事例も参考に研究を進めてまいります。

－ － －

　資料①P2”保育士確保・定着に向けた検
討”に◎印を付けるべきではないでしょう
か？
パブリックコメントにも保育士確保を充実さ
せていくことを望む声がたくさんあり、審議
会（1月31日）の中でも最優先事項ではない
か？という声もあがっていました。今後は、
自治体間での競争が激しくなってくることが
予想されます。待機児童解消に向けても重要
な取組になりますので再検討をお願いしま
す。
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事業№ 事業名 事務事業名 意見・質問 担当課回答

－ － －

　学校の現状として、配慮を要する児童は増
加の一途です。いつもお願いしていることで
すが、学校教育課のスクールサポーター事
業、教育支援課の子ども支援事業などについ
て予算を増やしていただけるようお力添えい
ただけるとありがたいです。

　スクールサポーターについては、市内の全小中学校に配置しています。予
算が限られているため、過去の派遣回数の実績に基づき小学校の派遣回数の
比率を多くするなどの工夫をしています。予算の増額については、他の事業
と調整しながら検討していきたいと思います。
　子ども支援サポーターについては、現在、心理相談員21人を市内の全小
学校と9中学校、別室登校指導員9人を11中学校に配置しています。
　人数について、心理相談員は、平成18年度（2006年度）には8人で
あったものを拡充に努めているところです。年度途中においても、指導主事
が学校訪問し、子どもの様子を観察しながら、必要に応じて心理相談員の配
置を行っています。
　また、別室登校指導員については、平成28年度（2016年度）から、小
規模校を除く全中学校に週3日配置しています。教室に入りづらい子どもの
居場所づくりとしてだけではなく、学校と指導員が連携しながら、教室復帰
も含め、子どもと担任や級友をつなぐ支援の充実を図っています。
　今後とも、支援の必要な子どもに適切な支援ができるよう努めていきま
す。

－ － －

　各学校でその時必要とされる人権教育をす
るために、独自の計画を立てて外部の講師を
招くことがある。その時の謝礼金はどのよう
に予算措置をされているのか？

　指定研究事業と課題研究事業で人権教育の講師招聘を行っています。指定
研究事業では、各学校に委託金として予算を配分し、各学校で講師を招聘
し、講師基準表に基づいて謝礼金を支払っています。課題研究事業では、各
校から研修会実施依頼を受け、教育研究課の予算で講師を招聘します。

－ － －
　「再掲」の意味がわかりにくかったです。
　例えば、拡充１つ目のP26ですが、P24に
も再掲として記載されています。

　個別事業一覧表について、6つの「基本目標」の下に22個の「施策の方
向性」（①、②、…で表記）を位置づけており、その下に250個の個別事
業を位置づけています。そのうち、1つの方向性だけに捉われず施策の目的
が多岐にわたるものについては、主となる事業以外の事業を「再掲」として
表記しています。
　例として挙げていただいた№1504「ひとり親家庭生活学習支援事業」に
ついては、経済的に困窮している世帯が多いとみられるひとり親家庭の子ど
もに学習及び生活習慣の定着支援を行う点で、「⑤子どもの貧困対策
（P26）」に位置付けると同時に、「③配慮が必要な子どもと家庭への支
援の充実（P24）」にも位置付けるという意味で再掲としています。
　令和2年度の個別事業は再掲分を除いて250事業ありますので、再掲も含
めると記載数はさらに多く、ご指摘のとおり、前から順にページをめくって
いくと、再掲の意味合いが分かりにくいこともあると思います。多様な施策
目的に資する事業については、できる限りもれなく「再掲」とするようにし
ていますが、資料として見やすく、わかりやすいものとなるよう、引き続き
検討します。
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