
令和 3年（2021年）3月 24日 

第 28回都市経営会議資料 

子ども未来部 子ども政策課 

 

宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）に係るパブリック・コメントの実施結果について

（報告） 

 

宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）の制定にあたり、令和2年（2020年）12月4日の

都市経営会議を経て、パブリック・コメントによる意見募集を実施しました。 

実施結果及び公表方法については下記のとおりであり、パブリック・コメント等の結果を踏ま

え、条例（案）を一部修正しました。 

 

記 

 

１ パブリック・コメントの実施結果 

(1) 募集期間  令和 3年(2021年)1月 4日(月)から令和 3年(2021年)2月 3日(水)まで 

(2) 意見提出者数 1人 

（内訳）郵送 1人 

(3) 提出意見数 3件 

(4) 意見に基づく見直しの結果 

（内訳）条例案に反映した意見     0件 

       条例案に反映しなかった意見   3件 

       その他             0件 

(5) パブリック・コメント手続以外での修正内容 5件 

 

２ 寄せられた意見と市の考え方 

  別添のとおり 

 

３ 結果の公表 

 (1) 公表期間 令和 3年(2021年)5月 1日(土)から令和 3年(2021年)5月 31日(月)まで 

(2) 公表方法 ・広報たからづか 5月号、市ホームページ掲載 

・市子ども政策課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステーション、

大型児童センター・地域児童館・子ども館などで配布 

 



令和３年（2021年）５月１日 

宝塚市子ども未来部子ども家庭室子ども政策課      
宝塚市では、「宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）」制定の趣旨や

内容等について、広く公表し、条例（案）に市民の皆様からの意見を反映す

るため、意見募集（パブリック・コメント手続）を実施しました。 

その結果、市民等の皆様から次のとおり意見をいただきましたので、意見の

内容とそれに対する市の考え方を公表します。 

この度は、貴重な意見をお寄せいただき、誠にありがとうございました。 

 

１ 意見の募集期間 ※募集期間は終了しました。   令和 3年（2021年）1月 4日（月）から令和 3年（2021年）2月 3日（水）

まで  
２ 意見の募集内容（概要）   宝塚市子ども条例は、本市が子ども施策を推進していくための目的、基本
理念、家庭・学校・行政等の役割を定めることにより、子どもが健やかに育

つ社会の実現を目的として、平成 19年（2007年）4月に施行されました。 

宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）では、改正の趣旨や内容等に

ついて広く公表し、同条例（案）に市民の皆様からの意見を反映するため、意

見の募集を行いました。 

 

３ パブリック・コメントの実施結果 
（１）意見提出者数 １人 

（内訳）郵送 １人 
（２）提出意見数                ３件 

  （３）意見の内容と市の考え方及び見直しの結果 
     （内訳）条例案に反映した意見       ０件 
         条例案に反映しなかった意見    ３件 
         その他              ０件 
      詳細は、別紙「宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）」に

対するパブリック・コメント手続に基づく意見募集の結果一覧表の

とおり   

                 
宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）についての意見と 
市の考え方の公表について  



  （４）パブリック・コメント手続以外での修正内容 ５件 
      詳細は、別紙「宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）」に

対するパブリック・コメント手続以外での修正内容一覧表のとおり  
４ 実施結果の公表方法 
  パブリック・コメントの実施結果一覧、意見を反映した宝塚市子ども条例

の一部を改正する条例（案）は、市ホームページ及び市の窓口にて公表して

います。 

①市ホームページ（http://www.city.takarazuka.hyogo.jp） 

・トップページから「子ども条例 パブリックコメント」で検索するか、ま

たは「検索用 ID：1039723」を入力し検索することもできます。      

二次元コード                                                    

 

②市の窓口 

・市子ども政策課、市民相談課、各サービスセンター・サービスステーショ

ン及び各地域児童館・子ども館等で公表しています。   

５ 公表期間   令和 3年（2021年）5月 1日（土）から 5月 31日（月）まで    
６ お問い合わせ先 
  〒665-8665 （住所記載不要） 

「市役所子ども未来部子ども家庭室子ども政策課」 

電話番号      ０７９７－７７－２４１９（直通） 

ファクシミリ    ０７９７－７７－２８００  

電子メールアドレス m-takarazuka0051@city.takarazuka.lg.jp 

市役所所在地    宝塚市東洋町１番１号 

（子ども政策課は市役所 2階） 



№ 項目 ページ 行 市民等からの意見 市民等からの意見の採否及び理由 市民等からの御意見を受けての見直し結果 （参考資料）パブリック・コメント　該当箇所

1

子ども
条例
（案）
第15
条

2

第18条2行目後半、「保有する子」を「知り得た子」に変更する方が適切かと思
います。

【条例案のとおりとします】
　ご意見ありがとうございます。
　市長及び宝塚市教育委員会は、法令や条例等に基づき子ども及び妊産婦の属す
る世帯の構成その他の情報を保有していますので、ご指摘の箇所については「保
有」という言葉を使用し、第18条の3行目の「保有」と併せて表現を統一していま
す。

ー

P.9　右側6行目
P.14　2行目

2

子ども
条例
（案）
第18
条

3

第18条3行目、「その保有に（当たって）」を「知り得るに至って」特定され
た・・・とした方が適切かと思います。

【条例案のとおりとします】
　ご意見ありがとうございます。
　市長及び宝塚市教育委員会は、法令や条例等に基づき子ども及び妊産婦の属す
る世帯の構成その他の情報を保有していますので、ご指摘の箇所については「保
有」という言葉を使用し、第18条の2行目の「保有」と併せて表現を統一していま
す。

ー

P.9　右側8行目
P.14　3行目

3 その他

1枚目下段下から7行目「0才から18才」と6枚目最上段「18才未満の者」は矛盾す
るように見えます。注釈を入れるか、書き方を揃えられませんでしょうか。

【条例案のとおりとします】（添付資料を修正します）
　ご意見ありがとうございます。
　本市の子ども条例における子どもの定義については、児童福祉法第4条に規定さ
れた「18歳未満」が原則であると考えています。ご指摘のとおり表記に矛盾が生
じておりますので、添付資料の当該箇所を「0歳から18歳未満（場合により20歳未
満まで）」に修正します。

ー

P.6　下から7行目
P.11　1行目

4

5

                                  「宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）」に対するパブリック・コメント手続に基づく意見募集の結果一覧表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・意見の募集期間　　令和3年（2021年）1月4日（月）～2月3日（水）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・提出意見件数　　　　3件
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№ 項目 行 該当箇所 修正前 修正後 意見区分 修正理由 （参考資料）パブリック・コメント　該当箇所

1

新旧
対照
表

（案）

①現行
　目次　第3章　基本となる施策（第9条-第14条）
②改正案
　目次　第3章　基本となる施策（第9条-第15条）

①、②ともに「-」の下に下線はいらないのではな
いか？

①現行
（第9条-第14条）
②改正案
（第9条-第15条）

①現行
（第9条-第14条）
②改正案
（第9条-第15条）

１　職員
２　所管課
３　その他
(法制審査会)

「-」の箇所に下線が不要であったため,２箇所修
正しました。

P.8　左側5行目

　　　右側5行目

2

新旧
対照
表

（案）
第15
条

改正案
（支援拠点の整備）
第15条 市は、第9条各項に規定する施策を推進
し、及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当
たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把
握、情報の提供、相談、調査、関係機関等との連
絡調整その他の必要な支援を行うための拠点を整
備するものとする。

児童福祉法第10条の2で示されている拠点の業務の
うち、「指導」の規定が条例案にないが必要ない
か？

改正案
（支援拠点の整備）
第15条 市は、第9条各項に規定する施策を推進
し、及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当
たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把
握、情報の提供、相談、調査、関係機関等との連絡
調整その他の必要な支援を行うための拠点を整備す
るものとする。

改正案
（支援拠点の整備）
第15条　市は、第9条各項に規定する施策を推進し、
及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当たり、
子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の
提供、相談、調査、指導、関係機関等との連絡調整そ
の他の必要な支援を行うための拠点を整備するものと
する。

１　職員
２　所管課
３　その他
(法制審査会)

拠点の業務を行うにあたり、指導を行うことが想
定されるため、「指導、」を追加しました。

P.8　右側下から7行目

3

子ども
条例
（案）
第15
条

（支援拠点の整備）
第15条 市は、第9条各項に規定する施策を推進
し、及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当
たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把
握、情報の提供、相談、調査、関係機関等との連
絡調整その他の必要な支援を行うための拠点を整
備するものとする。

児童福祉法第10条の2で示されている拠点の業務の
うち、「指導」の規定が条例案にないが必要ない
か？

（支援拠点の整備）
第15条 市は、第9条各項に規定する施策を推進
し、及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当
たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把
握、情報の提供、相談、調査、関係機関等との連絡
調整その他の必要な支援を行うための拠点を整備す
るものとする。

（支援拠点の整備）
第15条　市は、第9条各項に規定する施策を推進し、
及び第11条第3項に規定する対策を講ずるに当たり、
子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の
提供、相談、調査、指導、関係機関等との連絡調整そ
の他の必要な支援を行うための拠点を整備するものと
する。

１　職員
２　所管課
３　その他
(法制審査会)

拠点の業務を行うにあたり、指導を行うことが想
定されるため、「指導、」を追加しました。

P.13　12行目

4

新旧
対照
表

（案）
第18
条

改正案
（情報の活用）
第18条　市長及び宝塚市教育委員会は、子ども及
び妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要
があると認めるときは、当該支援の実施に必要な
限度において、保有する子ども及び妊産婦の属す
る世帯の構成その他の情報を、その保有に当たっ
て特定された利用目的以外の目的のために自ら利
用し、又は相互に提供することができる。

　改正条例案の表現では第15条で整備する拠点で
の業務に限らず幅広く解釈することが可能となっ
ており、目的外利用の運用について将来疑義を生
む余地を与えかねません。また、情報の取扱いに
ついては利用主体（実施機関、担当部署など）や
業務の範囲を明確にしておく必要があると考えま
す。

改正案
（情報の活用）
第18条　市長及び宝塚市教育委員会は、子ども及び
妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要があ
ると認めるときは、当該支援の実施に必要な限度に
おいて、保有する子ども及び妊産婦の属する世帯の
構成その他の情報を、その保有に当たって特定され
た利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相
互に提供することができる。

改正案
（情報の活用）
第18条　市長及び宝塚市教育委員会は、第15条に規定
する拠点において、 子ども及び妊産婦に対する支援
を適切に実施するため必要があると認めるときは、当
該支援の実施に必要な限度において、保有する子ども
及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、その
保有に当たって特定された利用目的以外の目的のため
に自ら利用し、又は相互に提供することができる。

１　職員
２　所管課
３　その他
(法制審査会)

拠点で行う事務の範囲内において情報を共有する
ことを想定しているため、「第15条に規定する拠
点において、」を追加で記載しました。
また、拠点の所掌事務、構成課、構成課の所掌事
務、拠点において共有する個人情報、情報共有を
行う範囲や各課が有する閲覧権限については、別
途規則及び要綱を定め、適正に運用します。

P.9　右側3行目

5

子ども
条例
（案）
第18
条

（情報の活用）
第18条 市長及び宝塚市教育委員会は、子ども及
び妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要
があると認めるときは、当該支援の実施に必要な
限度において、保有する子ども及び妊産婦の属す
る世帯の構成その他の情報を、その保有に当たっ
て特定された利用目的以外の目的のために自ら利
用し、又は相互に提供することができる。

改正条例案の表現では第15条で整備する拠点で
の業務に限らず幅広く解釈することが可能となっ
ており、目的外利用の運用について将来疑義を生
む余地を与えかねません。また、情報の取扱いに
ついては利用主体（実施機関、担当部署など）や
業務の範囲を明確にしておく必要があると考えま
す。

（情報の活用）
第18条 市長及び宝塚市教育委員会は、子ども及び
妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要があ
ると認めるときは、当該支援の実施に必要な限度に
おいて、保有する子ども及び妊産婦の属する世帯の
構成その他の情報を、その保有に当たって特定され
た利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相
互に提供することができる。

（情報の活用）
第18条　市長及び宝塚市教育委員会は、第15条に規定
する拠点において、 子ども及び妊産婦に対する支援
を適切に実施するため必要があると認めるときは、当
該支援の実施に必要な限度において、保有する子ども
及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、その
保有に当たって特定された利用目的以外の目的のため
に自ら利用し、又は相互に提供することができる。

１　職員
２　所管課
３　その他
(法制審査会)

拠点で行う事務の範囲内において情報を共有する
ことを想定しているため、「第15条に規定する拠
点において、」を追加で記載しました。
また、拠点の所掌事務、構成課、構成課の所掌事
務、拠点において共有する個人情報、情報共有を
行う範囲や各課が有する閲覧権限については、別
途規則及び要綱を定め、適正に運用します。

P.14　1行目

「宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）」に対するパブリック・コメント手続以外での修正内容一覧表

＊パブリック・コメント実施後に、以下のとおり修正しました。
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○宝塚市子ども条例（案） 

※（  は改正箇所） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 協働の取組（第４条―第８条） 

第３章 基本となる施策（第９条―第１５条） 

第４章 推進体制（第１６条・第１７条） 

第５章 雑則(第１８条・第１９条) 

附則 

子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在です。性別、国籍、障碍
がい

などにかかわらず、

子どもは、生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利を有し、個性や他者との

違いが認められ、あらゆる形の差別や暴力を受けないなど、一人の人間として尊重され、

いきいきと成長していくことが大切にされなければなりません。また、子どもが、他の人

の人権や社会のルールを守ることも大切です。 

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中、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。 

このような状況の下、私たちは、日本国憲法が保障する基本的人権及び児童の権利に関

する条約を尊重し、豊かな山なみ等恵まれた自然があり、歴史及び文化の息づく宝塚のま

ちで、社会の一員である子どもが夢と希望を抱き、命を慈しみ、人を思いやる心を持ち、

健やかに成長するとともに、子どもを育むことが楽しくなるまちの実現を目指し、この条

例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの育成の基本理念を定め、家庭、学校等、地域住民、事業主

及び市の役割を明確にするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、子ど

もが健やかに育つ社会の実現を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 



 
(１) 子ども １８歳未満の者をいう。 

(２) 学校等 学校教育施設及び児童福祉施設をいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもの育成は、子どもの自主性を尊重しながら子どもを導き、子ども自らが生

きる力を育めること等子どもの最善の利益を考慮し、行われなければならない。 

２ 子どもの育成は、家庭、学校等、地域住民、事業主及び市がそれぞれの役割に応じて

取り組むとともに、相互に連携し、及び協働して行われなければならない。 

第２章 協働の取組 

（家庭の役割） 

第４条 父母その他の保護者は、子育てに対して第一義的責任を有しており、子どもが人

格を形成する上で最も重要な役割を担っていることを理解し、家族がお互いに人格を認

め合い、子どもが健やかに育つよう努めなければならない。 

（学校等の役割） 

第５条 学校等は、教育には次代の担い手である子どもが個性を大切にし、主体的に生き

ることができるように育成すること等の重要な使命があることを認識し、家庭及び地域

住民と連携を図り、子どもがいきいきと育ち、かつ、学ぶことができるよう努めなけれ

ばならない。 

（地域住民の役割） 

第６条 地域住民は、地域が子どもの社会性及び豊かな人間性を育む場であることを認識

し、地域社会における子どもの健全な育成、子育て家庭への支援等に努めなければなら

ない。 

（事業主の役割） 

第７条 事業主は、その事業所で働く保護者がその子どもとの関わりを深めることができ

るよう、雇用環境の整備に努めなければならない。 

２ 事業主は、子どもの社会性を育むため、地域住民及び学校等が行う子どもの育成に関

する活動に協力するよう努めなければならない。 

（市の役割） 

第８条 市は、子どもの育成に関する施策を推進するとともに、家庭、学校等、地域住民

及び事業主が相互に連携及び協力が図れるよう調整を行うものとする。 

第３章 基本となる施策 



 
（子ども及びその家庭への支援） 

第９条 市は、地域住民及び関係機関等と連携を図り、子ども及びその家庭への支援を総

合的に、かつ、きめ細やかに推進するものとする。 

２ 市は、母子の健康づくりの支援、小児医療の充実、思春期保健対策等の施策を推進す

るものとする。 

３ 市は、子どもに対する虐待の防止に関する支援、障碍のある子どもに関する支援、ひ

とり親家庭に関する支援その他の要保護児童に関する施策を推進するものとする。 

（令２条例６・一部改正） 

（子育てと仕事の両立支援） 

第１０条 市は、男女共同参画の推進を図るとともに、事業主への啓発、保育施設の整備

等の子育てと仕事の両立支援を推進するものとする。 

２ 市は、保育の需要を的確に把握し、待機児童の解消及び多様な保育サービスの提供を

図るものとする。 

（教育環境の整備） 

第１１条 市は、子どもの人格の完成を目指し、心身ともに健康な子どもの育成を行うと

いう教育の普遍的な使命を踏まえ、学校教育の充実を図るものとする。 

２ 市は、人間形成の基礎が培われる乳幼児期からきめ細やかな教育を推進するため、保

育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等が相互に連携を図れるよう調整するものと

する。 

３ 市は、いじめ、不登校、非行等の防止のため、関係機関等と連携を図り、必要な対策

を講ずるものとする。 

（安全、安心の子育て環境の整備） 

第１２条 市は、安全な道路交通環境の整備、公共施設のバリアフリー化等の子育てをし

やすい生活環境の整備に努めるものとする。 

２ 市は、地域住民及び関係機関等と連携して、子どもに対する犯罪の防止に努め、子ど

もが安全で安心して育つ環境の整備を図るものとする。 

（家庭及び地域の子育て力及び教育力の向上） 

第１３条 市は、子どもを地域社会全体で育てる観点から、家庭、学校等及び地域住民と

の連携の下、家庭及び地域の子育て力及び教育力の向上に努めるものとする。 

２ 市は、子どもの発達過程に応じて、家庭教育に関する学習の機会及び情報を提供する



 
ものとする。 

（子どもの社会参加の促進） 

第１４条 市は、子どもが社会の一員であることを認識し、市政等についての情報及び意

見を表明する機会を提供するとともに、子どもの意見を市政等に反映するものとする。 

２ 市は、子どもが遊び、学習等を通して他者との関係及び相互理解を深めるための生活

体験、社会体験及び自然体験の機会を提供するものとする。 

３ 市は、子どもの自発的な参加を支援するため、子どもが自由に安心して集うことがで

きる居場所の整備を図るものとする。 

（支援拠点の整備） 

第１５条 市は、第９条各項に規定する施策を推進し、及び第１１条第３項に規定する対

策を講ずるに当たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、

調査、指導、関係機関等との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点を整備する

ものとする。 

第４章 推進体制 

（計画の推進） 

第１６条 市長は、子どもの育成に関する施策を総合的に、かつ、計画的に推進するため、

当該施策に関する行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定し、又は変更しようとする場合は、宝塚市子ども審議会条例

（平成２５年条例第３４号）に規定する宝塚市子ども審議会（以下「子ども審議会」と

いう。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することが

できるよう適切な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、行動計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 

（平２５条例３４・一部改正） 

（評価） 

第１７条 市長は、行動計画に基づいて行った施策について評価をするものとする。 

２ 市長は、施策を評価する場合は、子ども審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項の評価について遅滞なくこれを公表するものとする。 

第５章 雑則 

（情報の活用） 



 
第１８条 市長及び宝塚市教育委員会は、第１５条に規定する拠点において、子ども及び

妊産婦に対する支援を適切に実施するため必要があると認めるときは、当該支援の実施

に必要な限度において、保有する子ども及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、

その保有に当たって特定された利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相互に提

供することができる。 

 （委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長

が定める。 

 



パブリック・コメント制度は、

市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう
という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

パブリック・コメント制度は、
市が計画や条例を策定するときに、市民の皆さんから
広くご意見をお聴きし、一緒に考え、決めていこう

という制度です。（宝塚市市民パブリック・コメント条例）

リ ッッ
ク コ

制度でパ
ブ

メ ン
ト

市民のみなさん
のお声を、お聴
かせください。

（お問合せ先）
〒665-8665 宝塚市東洋町1番1号
宝塚市役所 子ども未来部 子ども家庭室 子ども政策課

Tel 0797-77-2419 Fax 0797-77-2800
パブコメ

様々な困難を抱える子どもや
家庭への相談窓口及び切れ目
のない支援体制を整備します！

宝塚市では、

宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）

について、市民のみなさんからのご意見
を募集しています。

募集期間

令和３年（2021年）
１月４日（月）から
２月３日（水）まで

参考資料
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別紙「意見提出用紙」 （   枚の内、  枚目） 

 宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）に対する意見 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【意見締切り】令和３年（２０２１年）２月３日（水）必着 

【お問い合わせ・提出先】宝塚市役所 子ども未来部 子ども家庭室 子ども政策課（市役所２階） 

〒665-8665 宝塚市東洋町 1-1 

TEL： 0797－77－2419（直通）FAX：0797－77－2800 

E-ｍａｉｌ： m-takarazuka0051@city.takarazuka.lg.jp 

〇氏名または名称  

〇住所または所在地  

※ 住所が市外の場合は、次のうち該当するものにチェックを入れてください。 

□市内在勤 □市内在学 □その他  

〇連絡先(電話番号) (メールアドレス)  

※ 上記の記述がないものや正確に記載されていない場合は受付できません。  

※ この枠内の情報は公表しません。また、上記の個人情報につきましては、厳正に保管し、他の目的に使用、提供しません。 

【意見】 

※ 該当する項目を選んでください。 

□ 宝塚市子ども条例の一部を改正する条例（案）の全般に関すること 

□ 特定の部分に関すること 

 ページの    行目からの部分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※用紙が足りない場合は、お手数ですが、コピーしていただきますようお願いします。 

 その場合、２枚目以降は、氏名のみご記入ください。 
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 宝塚市子ども条例 新旧対照表（案） 

現行 改正案 

目次 目次 

前文 前文 

第1章 総則(第1条―第3条) 第1章 総則(第1条―第3条) 

第2章 協働の取組(第4条―第8条) 第2章 協働の取組(第4条―第8条) 

第3章 基本となる施策(第9条―第14条) 第3章 基本となる施策(第9条―第15条) 

第4章 推進体制(第15条・第16条) 第4章 推進体制(第16条・第17条) 

 第5章 雑則(第18条・第19条) 

附則 附則 

(市の役割) (市の役割) 

第8条 市は、子どもの育成に関する施策を推

進するとともに、家庭、学校等、地域住民

及び事業主が相互に連携並びに協力が図れ

るよう調整を行うものとする。 

第8条 市は、子どもの育成に関する施策を推

進するとともに、家庭、学校等、地域住民

及び事業主が相互に連携及び 協力が図れ

るよう調整を行うものとする。 

(教育環境の整備) (教育環境の整備) 

第11条 （略） 第11条 （略） 

2 （略） 2 （略） 

3 市は、いじめ、不登校、非行等の防止のた

め、関係機関 と連携を図り、必要な対策

を講ずるものとする。 

3 市は、いじめ、不登校、非行等の防止のた

め、関係機関等と連携を図り、必要な対策

を講ずるものとする。 

(安全、安心の子育て環境の整備) (安全、安心の子育て環境の整備) 

第12条 （略） 第12条 （略） 

2 市は、地域住民及び関係機関 と連携し

て、子どもに対する犯罪の防止に努め、子

どもが安全で安心して育つ環境の整備を図

るものとする。 

2 市は、地域住民及び関係機関等と連携し

て、子どもに対する犯罪の防止に努め、子

どもが安全で安心して育つ環境の整備を図

るものとする。 

 (支援拠点の整備) 

 第15条 市は、第9条各項に規定する施策を推

進し、及び第11条第3項に規定する対策を講

ずるに当たり、子ども及び妊産婦の福祉に

関し、実情の把握、情報の提供、相談、調

査、関係機関等との連絡調整その他の必要

な支援を行うための拠点を整備するものと

する。 

(計画の推進) (計画の推進) 

第15条 （略） 第16条 （略） 

(評価) (評価) 

第16条 （略） 第17条 （略） 
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 第5章 雑則 

 (情報の活用) 

 第18条 市長及び宝塚市教育委員会は、子ども

及び妊産婦に対する支援を適切に実施する

ため必要があると認めるときは、当該支援の

実施に必要な限度において、保有する子ども

及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情

報を、その保有に当たって特定された利用目

的以外の目的のために自ら利用し、又は相互

に提供することができる。 

 (委任) 

 第19条 この条例に定めるもののほか、この

条例の施行に関し必要な事項は、別に市長

が定める。 
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○宝塚市子ども条例（案） 

※（  は改正箇所） 

目次 

前文 

第１章 総則（第１条―第３条） 

第２章 協働の取組（第４条―第８条） 

第３章 基本となる施策（第９条―第１５条） 

第４章 推進体制（第１６条・第１７条） 

第５章 雑則(第１８条・第１９条) 

附則 

子どもは、一人ひとりがかけがえのない存在です。性別、国籍、障碍
がい

などにかかわらず、

子どもは、生きる、守られる、育つ、学ぶ、そして参加する権利を有し、個性や他者との

違いが認められ、あらゆる形の差別や暴力を受けないなど、一人の人間として尊重され、

いきいきと成長していくことが大切にされなければなりません。また、子どもが、他の人

の人権や社会のルールを守ることも大切です。 

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中、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。 

このような状況の下、私たちは、日本国憲法が保障する基本的人権及び児童の権利に関

する条約を尊重し、豊かな山なみ等恵まれた自然があり、歴史及び文化の息づく宝塚のま

ちで、社会の一員である子どもが夢と希望を抱き、命を慈しみ、人を思いやる心を持ち、

健やかに成長するとともに、子どもを育むことが楽しくなるまちの実現を目指し、この条

例を制定します。 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この条例は、子どもの育成の基本理念を定め、家庭、学校等、地域住民、事業主

及び市の役割を明確にするとともに、施策の基本となる事項を定めることにより、子ど

もが健やかに育つ社会の実現を目的とする。 

（定義） 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 
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(１) 子ども １８歳未満の者をいう。 

(２) 学校等 学校教育施設及び児童福祉施設をいう。 

（基本理念） 

第３条 子どもの育成は、子どもの自主性を尊重しながら子どもを導き、子ども自らが生

きる力を育めること等子どもの最善の利益を考慮し、行われなければならない。 

２ 子どもの育成は、家庭、学校等、地域住民、事業主及び市がそれぞれの役割に応じて

取り組むとともに、相互に連携し、及び協働して行われなければならない。 

第２章 協働の取組 

（家庭の役割） 

第４条 父母その他の保護者は、子育てに対して第一義的責任を有しており、子どもが人

格を形成する上で最も重要な役割を担っていることを理解し、家族がお互いに人格を認

め合い、子どもが健やかに育つよう努めなければならない。 

（学校等の役割） 

第５条 学校等は、教育には次代の担い手である子どもが個性を大切にし、主体的に生き

ることができるように育成すること等の重要な使命があることを認識し、家庭及び地域

住民と連携を図り、子どもがいきいきと育ち、かつ、学ぶことができるよう努めなけれ

ばならない。 

（地域住民の役割） 

第６条 地域住民は、地域が子どもの社会性及び豊かな人間性を育む場であることを認識

し、地域社会における子どもの健全な育成、子育て家庭への支援等に努めなければなら

ない。 

（事業主の役割） 

第７条 事業主は、その事業所で働く保護者がその子どもとの関わりを深めることができ

るよう、雇用環境の整備に努めなければならない。 

２ 事業主は、子どもの社会性を育むため、地域住民及び学校等が行う子どもの育成に関

する活動に協力するよう努めなければならない。 

（市の役割） 

第８条 市は、子どもの育成に関する施策を推進するとともに、家庭、学校等、地域住民

及び事業主が相互に連携及び協力が図れるよう調整を行うものとする。 

第３章 基本となる施策 
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（子ども及びその家庭への支援） 

第９条 市は、地域住民及び関係機関等と連携を図り、子ども及びその家庭への支援を総

合的に、かつ、きめ細やかに推進するものとする。 

２ 市は、母子の健康づくりの支援、小児医療の充実、思春期保健対策等の施策を推進す

るものとする。 

３ 市は、子どもに対する虐待の防止に関する支援、障碍のある子どもに関する支援、ひ

とり親家庭に関する支援その他の要保護児童に関する施策を推進するものとする。 

（令２条例６・一部改正） 

（子育てと仕事の両立支援） 

第１０条 市は、男女共同参画の推進を図るとともに、事業主への啓発、保育施設の整備

等の子育てと仕事の両立支援を推進するものとする。 

２ 市は、保育の需要を的確に把握し、待機児童の解消及び多様な保育サービスの提供を

図るものとする。 

（教育環境の整備） 

第１１条 市は、子どもの人格の完成を目指し、心身ともに健康な子どもの育成を行うと

いう教育の普遍的な使命を踏まえ、学校教育の充実を図るものとする。 

２ 市は、人間形成の基礎が培われる乳幼児期からきめ細やかな教育を推進するため、保

育所、幼稚園、小学校、中学校、高等学校等が相互に連携を図れるよう調整するものと

する。 

３ 市は、いじめ、不登校、非行等の防止のため、関係機関等と連携を図り、必要な対策

を講ずるものとする。 

（安全、安心の子育て環境の整備） 

第１２条 市は、安全な道路交通環境の整備、公共施設のバリアフリー化等の子育てをし

やすい生活環境の整備に努めるものとする。 

２ 市は、地域住民及び関係機関等と連携して、子どもに対する犯罪の防止に努め、子ど

もが安全で安心して育つ環境の整備を図るものとする。 

（家庭及び地域の子育て力及び教育力の向上） 

第１３条 市は、子どもを地域社会全体で育てる観点から、家庭、学校等及び地域住民と

の連携の下、家庭及び地域の子育て力及び教育力の向上に努めるものとする。 

２ 市は、子どもの発達過程に応じて、家庭教育に関する学習の機会及び情報を提供する
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ものとする。 

（子どもの社会参加の促進） 

第１４条 市は、子どもが社会の一員であることを認識し、市政等についての情報及び意

見を表明する機会を提供するとともに、子どもの意見を市政等に反映するものとする。 

２ 市は、子どもが遊び、学習等を通して他者との関係及び相互理解を深めるための生活

体験、社会体験及び自然体験の機会を提供するものとする。 

３ 市は、子どもの自発的な参加を支援するため、子どもが自由に安心して集うことがで

きる居場所の整備を図るものとする。 

（支援拠点の整備） 

第１５条 市は、第９条各項に規定する施策を推進し、及び第１１条第３項に規定する対

策を講ずるに当たり、子ども及び妊産婦の福祉に関し、実情の把握、情報の提供、相談、

調査、関係機関等との連絡調整その他の必要な支援を行うための拠点を整備するものと

する。 

第４章 推進体制 

（計画の推進） 

第１６条 市長は、子どもの育成に関する施策を総合的に、かつ、計画的に推進するため、

当該施策に関する行動計画（以下「行動計画」という。）を策定するものとする。 

２ 市長は、行動計画を策定し、又は変更しようとする場合は、宝塚市子ども審議会条例

（平成２５年条例第３４号）に規定する宝塚市子ども審議会（以下「子ども審議会」と

いう。）の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、行動計画を策定するに当たっては、あらかじめ市民の意見を反映することが

できるよう適切な措置を講ずるものとする。 

４ 市長は、行動計画を策定したときは、遅滞なくこれを公表するものとする。 

（平２５条例３４・一部改正） 

（評価） 

第１７条 市長は、行動計画に基づいて行った施策について評価をするものとする。 

２ 市長は、施策を評価する場合は、子ども審議会の意見を聴かなければならない。 

３ 市長は、第１項の評価について遅滞なくこれを公表するものとする。 

第５章 雑則 

（情報の活用） 
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第１８条 市長及び宝塚市教育委員会は、子ども及び妊産婦に対する支援を適切に実施す

るため必要があると認めるときは、当該支援の実施に必要な限度において、保有する子

ども及び妊産婦の属する世帯の構成その他の情報を、その保有に当たって特定された利

用目的以外の目的のために自ら利用し、又は相互に提供することができる。 

 （委任） 

第１９条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長

が定める。 
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