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第 12 回 神戸市子ども・子育て会議 議事要旨 

 

日時：平成 27年５月 26日(火)15 時 00 分～17 時 00 分 

               場所：センタープラザ西館６階 会議室９号               

 

◎議長 ○委員 ●事務局 

 

１．開会 

  

２．新委員の紹介 

●事務局 

・新「神戸っ子すこやかプラン」は子どもに関する総合計画とするため、青少年健全育

成検討委員会から２人の委員に就任いただく。年度替りに伴う委員の変更が２人ある。 

 

３．議事 

（１）平成 27年度子ども・子育て会議等のスケジュールについて 

（２）少子化社会対策等における最近の国の動向について 

 

○委員意見 

 ・笹山市長のときに神戸市は「訪れたいまち」で全国８位だった。「訪れたいまち」と「住

みたいまち」は一致するのか。今の神戸市のまちづくりの視点はどうなっているか。 

 ・男女の出会いの場が少ない。ひょうご出会いサポートセンターとの連携は。 

 ・妊娠・出産を控えた人の勉強会など、親になる前の子育てへの取組はあるか。 

 

●事務局 

・今までは、少子化対策は子育て支援策、「訪れたいまち」は観光や産業と、テーマが偏

っていた。これを回避するため３つのＰＴを立ち上げて、様々な視点から総合的に検

討する。まちづくりと福祉の分野が一緒になって考えていく。 

・男女の出会い・婚活については現時点で神戸市は特に取り組んでいない。兵庫県と連

携について打ち合わせはしており、取り組むべきという意見があれば検討したい。 

・神戸市の全区で、小学生を中心に「命の感動体験学習」を行っている。教育委員会で

は中学生の家庭科の中で、子どもとの触れ合いを実施している。 

 

○委員意見 

 ・少子化は労働環境も大きい。メンバーは役所関係の人だけでよいのか。 

・働きやすい環境を整えることが必要であり、様々な制度を含めて考えてほしい。 
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●事務局 

 ・外部からも参加してもらう。従来から関係のある企業や学識経験者の意見もこの場で

発表する。施策の方向性について打ち合わせを行い、2020 ビジョンにも反映していく。 

 

○委員意見 

 ・少子化は全国的な問題だが、出会いより収入の問題が大きい。 

・「住みよいまち」として、若い世代に転入してもらうことが必要である。「住みよいま

ち」、「子育てしやすいまち」の調査では、西宮市の人気が上がっている。研究してよ

いことは取り入れればよい。 

 ・「命の感動体験学習」は、保育所と提携して月１回行い、同じ子どもの育ちを具体的に

見るなど、神戸市独自の、子どもとの触れ合いの質を高める工夫をしたほうがよい。 

・子育て中の親に対するメール配信事業は、楽しんでもらえるような工夫が必要である。 

 

◎議長 

 ・西宮の人気の分析は行っているか。神戸市は流入より、流出のほうが多いのか。 

 

●事務局 

 ・西宮市を含め周辺の市の施策を調査研究しているが、「これがあるから」という決め手

があって評判が上がっているわけではないという感触がある。 

 ・メール配信事業は秋頃の立ち上げに向けて準備を進めている。進捗があれば報告する。 

 

○委員意見 

 ・子どもを産むうえでネックになるのは職場環境である。今まで子育て支援における地

域の連携先は、自治会などの行政関係が多かったが、今は企業にＣＳＲやＣＳＶが問

われ、企業が地域の中で何ができるかを考えている。企業の力を活用すべきである。 

 ・兵庫県の「ひょうご出会いサポートセンター」事業は、民間の力を活用すればもっと

異なる視点で魅力的なものができる可能性がある。 

・トライやる・ウィークはマンネリ化の傾向がある。トライやる・ウィークで、企業が

地域の応援団であることが保護者に伝わり、子どもに「大人たちが自分たちを応援し

てくれている」というメッセージになればよい。そうすれば安心して地域で子どもを

育てられるという機運が高まる。全中学校の２年生が経験できる貴重な５日間をもっ

と有効に利用したほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・男女共同参画の推進や活動の時間帯や休みの取り方など、もっと柔軟な働き方ができ

ないかなど、ワークライフバランスを見据えた議論、研修やセミナーなどを行政の協

力のもとで行っている。今後も経営者と同じ方向性で取り組みを進めていきたい。 

・トライやる・ウィークは、学校行事を優先するために６月と 11 月に集中するが、その
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時期は企業が受け入れに難色を示すことがある。今年度から始まる権限移譲で、学校

現場が大きく変わるため、神戸市の本気度が試される。期待したい。 

・人口減少はすべての区で起こっているのか。減少・増加の理由を教えてほしい。学校

で言えば、大規模校はますます大規模になり、小規模校はますます小規模になってい

る。神戸市で東京の一極集中のような状況はないか、区毎の状況を知りたい。 

・神戸市独自のものを打ち出す場合、予算が減らされるなどの国の縛りはないか。 

・様々な制度を作ってもそれを行うための人材の質と量の確保が必要である。 

 

●事務局 

・平成 25年度中は、東灘区、灘区、中央区は人口が増えている。ただし自然増減では東

灘区は増え、灘区と中央区は減少している。灘区と中央区は社会増減として転入が増

えている。増加要因は、子育て世代でも入れるマンション建設が考えられるが、それ

だけが全てではなく詳細は分からない。一極集中化という考えは持っていない。 

・資料３に「まち・ひと・しごと創生長期ビジョン/総合戦略の策定」があるように、人

口減少解消のために、地方の活性化が謳われている。国は、地方の特性に合わせた目

標設定を行い、独自性を出すことを推奨しているため、その方向で打ち出していける。 

 

○委員意見 

 ・都市間競争の時代になる。教育はもちろん、企業にも神戸市に本社を置いてもらうな

どが必要である。「神戸市でなければだめ」というアピールポイントが必要である。 

 

○委員意見 

 ・10 数年前から妊娠・出産の相談に取り組んでいる民間のグループが、「思いがけない妊

娠ＳＯＳ相談事業」のチラシは中絶の道を暗示するような印象を受けると言っている。

乳児院などの施設もあるし、里親の制度、経済的支援もある。分かりやすく伝える情

報提供が必要である。 

 ・子どもを育てやすいまちは、障害や病気をもつ人、高齢者も暮らしやすいまちである。 

神戸市には 60数か国の人が住んでいる。夫婦と２人の養子は皆国籍が異なる家族もあ

る。性同一性障害などのマイノリティの人たちも声を上げやすく、大切にしてくれる

神戸市であってほしい。神戸の歴史や地域特性を活かして、様々な家族の形を認め合

い、支え合っていく豊かな子育ての文化を作っていただきたい。ファッション都市、

医療産業都市に続いて、「子育てが楽しいまち宣言」でもするつもりで、15歳未満の医

療費を無料にするなど、経済的にも子育てしやすいまちを目指してほしい。 

 ・神戸市の年間の中絶件数はどのくらいか。兵庫県下では、１万数千件と言われている。 

 

●事務局 

 ・死産は平成 25年の総数で 267 人である（※平成 25年度人工妊娠中絶数 1,993 件）。 
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○委員意見 

・全国では 30 数万件と言われている。産婦人科や保健所と連携して、「産んでよかった」

と思えるような工夫を考えてほしい。 

 

○委員意見 

 ・私の聞く限りでは、幼稚園や保育所では雇用しても１か月で辞めてしまうという現実

がある。大事なのは子どもたちの環境や心をどのように育てるかということ。すべて

「自分」が先に出て「人はどうでもよい」と思う人があるが、それが虐待につながる

こともある。人の気持ちが分かる子どもを育てなければならない。お金があれば質が

高まるというものでもない。質を高めるにはどうすればよいかと思っており、私自身

よい意見があれば吸収したい。 

・長い目で見て子育てをフォローできる場所が必要だが、神戸市は、全国でもベスト５

に入るくらい児童館が多いため、うまく活用してほしい。 

 

◎議長 

 ・児童館の活用が必要だが老朽化している。神戸市の直営が少ないがどう考えているか。 

 

●事務局 

 ・神戸市に市立の児童館は 117 館、民設民営も合わせると 123 館あり、政令市の中では、

京都市に次いで多い。児童館はすべて指定管理制度であり、直営はない。以前は市の

社会福祉協議会がすべて運営していたが、今は約半分が市の社会福祉協議会、半分は

社会福祉法人や地域のふれあいのまちづくり協議会などの地域団体が運営している。

児童館は昭和 40 年代から整備しており、古いものでは 50 年近くになるもののあり、

老朽化が進んでいる。 

・拠点児童館は神戸市社会福祉協議会が運営しており、こべっこランドと連携して児童

問題の専門的な講座等を実施する。現在７区で設置されており、未設置は２区である。 

 

○委員意見 

・既に子どもをもつ人が２人目や３人目を産むことと、初めて子どもを産むことを考え

ることは、異なる土俵だという感触がある。また、母子家庭や父子家庭が増えている。

これだけ様々な子育て支援があり、共働きしても破たんしていくのは、どうしてなの

だろうかと思ってしまう。男性がふがいなさすぎるのだろうか。父親が子育てに参加

しやすいような取り組みを行う企業があるが、男性が育児をするという根本的なメン

タル部分は、いつ頃から養えばうまくいくのかと思う。中絶したいと思う女性は少な

く、産みたくても産めない現実があったり、パートナーの協力体制が得られなかった

りするために産めないのだと思う。 

・都市間競争の話があったが、国や市、企業がどれだけ本腰を入れるかである。企業が

若い社員に自分の一生のプランニングを出させ、それに対してどのようなサポートが
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必要かを考えるくらいでなければ、少子化は解決に向かわない。フランスは出生率が

一旦下がったものの上がった。フランスは個人主義だが、戸籍の有無に関わらず夫婦

や子どもがまとまっており、それを認めてくれる国である。自宅や近所、会社の近く

で家族が集まって一緒にランチを食べる習慣がいまも続いている。家庭がまとまると

いう点ではフランスが目標になる。 

・本社や工場を神戸に移転してくる企業に、神戸市は子育て支援の観点でどれだけ支援

をしているかも大切である。働くためのよい環境、よい住環境、よい学校、よい施設

があることが神戸で子育てしたいという気持ちにつながる。 

・西宮市は、学校環境や、大阪や神戸への利便性など複合的な要因が絡まってまちの人

気につながっている。地道に施策を積み上げて、魅力につなげることが必要である。 

 ・「あのようになりたい」、「あのように子育てしたい」などの素敵でよいモデルが近くに

あれば、子どもを産もうという気持ちにつながるのではないか。神戸市で子育てして

いる人に対して、昔のようにポスターなどではなく、神戸市のホームページで動画を

配信するなどを行えば、それほどお金をかけずに広く情報提供できる。神戸市に関係

ある女性で子育てをしている有名人・著名人を使ったモデル事業をしてはどうか。 

 

○委員意見 

 ・生まれも育ちも神戸市で、今も神戸市で働いている。会社が神戸市を本社の地として

選んだ理由は、住環境や学校環境が素晴らしいためである。東灘区の人気の理由は有

名な私立校が近くにあるからかもしれないが、公立の先生や教育も素晴らしかった。

この委員会からも、「神戸市は素晴らしい」ということを、もっと皆が発信するように

なればよい。 

 ・様々な施策を行っても、縦割りのために連携できておらず、優先順位が決まっていな

いためバラバラな印象で大きな成果につながっていない。子どもの心を育むことが優

先順位が高いのであれば、それに関わる部分に優先的に投資を行ったり、児童館が 50

年も経っているなら、そこにお金をつぎ込むなど、優先順位をつけて取り組んでほし

い。 

 ・男女共同参画事業の「こうべ男女いきいき事業所」は、ほとんどの企業が既に表彰を

受けている。次に評価すべきは、「制度を有効に使っているか」である。イクメンの会

に行って男性同士で楽しんで「楽しかった」と言われても、奥さんはまったく満足し

ていない。夫婦で話し合うことが大事で、話し合いができている夫婦の子どもは、思

春期に入ってもあまり問題がない。それができていなければ、子どもができたために

離婚する夫婦も多い。男性のほうから「今度の子どもの参観日は、私が休みを取る」

と言えるような新しい柔軟な発想ができる若い男性が、子育てしながら高収入を得ら

れる環境にすべきである。このようなことを「こうべ男女いきいき事業所」の評価基

準に組み込むことで、新しい表彰のステージを作ってほしい。 
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○委員意見 

 ・北区の新興住宅地に住んでおり、その地域は 15 歳以下が 23％と子どもが多い。家と仕

事があれば子どもは増えるのではと思うが、今は時間の余裕がない。今日も子どもが

15 時に学校から帰ってくるため、母親が帰るまでの２時間はお菓子と最新式の水鉄砲

で遊んで待ってくれるよう言い聞かせてきた。日曜も子どもを連れて遊びに行き、朝

から晩まで審判やコーチをして、ふらふらになって帰ってきた。運動会を見に来ても

電話で仕事をしている父親が多い。頑張っている父親が多いことも分かってほしい。 

 

○委員意見 

 ・人口増加している灘区に住んでいるが、「これ以上増えたら家に入らない」という会話

がよくある。広い家は家賃が高く、家を購入するのも高い。北区に住むと通勤が不便

になり、ますます子どもと父親が接する時間が少なくなるため、結局このまま住み続

けることになる。駅から少し離れているため専業主婦が多く、子どもは２人が普通で

３人から５人もつ家庭も多い、少子化をあまり実感していない地域である。しかし、

昔の知人に会うと、働きながら子どもを育てるとなると、子どもは１人にとどまって

しまう人が多い。仕事をしながら子どもを２人以上もてる世の中を期待している。 

 ・生まれも育ちも県外の田舎で、消滅可能性自治体である。神戸市は仕事や大学が沢山

あり、人が減る理由が分からないほどだが、これほど「公園でボール遊びをしていけ

ない」、「音を出してはいけない」と言われると、田舎の方がのびのびと育てやすかっ

たのではないかと思う。子どもは、便利なものがたくさんあるより何をしても許され

る場所がほしいと言っている。そのような子どもを認めてくれる社会になれば、本当

の意味で育てやすい環境になるのではないかと日々感じている。 

 ・私の区では、12の小学校のうち、「命の感動体験学習」は１校しか行っていない。小学

生は実際に子どもと触れ合うときは、目線を合わせてとても大事に接している。子ど

もは本物を大事にする心を持っている。子どもたちが素直な一面をみせてくれる学習

体験なので、様々なところに周知して、広がっていけばよいと思う。 

 

○委員意見 

 ・最近改装される公園は高齢者の散歩用のものが多い。以前はサッカーや野球ができた

のに、近隣の苦情が多いためか、ネットが取り払われボール遊びができなくなってい

る。見栄えはきれいだが、実用的ではなくなり、公園が公園でなくなっている。 

 ・東灘区では、男性の育児参加に関して様々な事業を行っているが、イクメンが、「おむ

つ替えが上手なお父さん」、「歯磨きが上手にできるお父さん」というイメージで進ん

でいる。中学校、高校の先生によると、「父親がおむつを替えてくれなくても、年に１

日しか子どもと遊ぶ日がなくても、父親の背中を見ている家庭の子どもは、問題を起

こしてもある程度のところで戻ってくる。父親がよく行事に参加していても、父親の

よい背中が見えていない家庭は、問題が起きても父親が出て来ず、非常に深刻なとこ

ろまでいってしまう」ということである。ここぞという時に、体を張れない父親が増
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えている。イクメン像と父親像のギャップが、どこかでつながるのかどうかが気にな

っている。 

 ・子育ての制度は整ってきたが、子育ての環境が大人のペースで、子どもが忙しくなっ

ている。昔は何も予定がない時間があり、その時間に何かを生み出したり、熟成でき

ていた。今の時代は、子どもが成長する中で熟成の時間がもてていないのではと思う。

また、東灘区に住む子どもは、大変忙しい。家族で一緒に何かをするというイメージ

を持たないまま大きくなると、結婚して家族をもつという現実が、現実にならないの

ではないかと思う。制度やお金では実現できない難しい問題だが、「よい時間」を過ご

せる子育て支援ができればと思う。 

・資料４の「新『神戸っ子すこやかプラン』」の「Ⅰ」で「結婚」がカッコ付きになって

いるのは、フランス風に戸籍にとらわれない形で、子育てを支援するということか。 

 

●事務局 

 ・カッコ付きは、現在の「神戸っ子すこやかプラン」にはないもので、新たな計画で、

検討する必要があるものである。また、青字は最近特に注目されているものである。

次回の会議で説明するが、新たな計画の柱立てのイメージである。 

 

○委員意見 

 ・少数派の人も同じように暮らせることが、成熟した健全な社会だと考えている。神戸

市の子どもの 0.274％を社会的養護として預かっているが、妊娠や出産にあまり抵抗が

ない子どもが多く、「結婚したい」、「子どもがほしい」と安易に考えている。子育ての

大変さを考えず、ペットを飼うような感覚でとらえている子どもが増えている。 

・ワークライフバランスがとりにくい母親は、２人目の子どもをもつことが難しいため、

組織やしくみが大事である。 

 ・児童館は、地域と教育と福祉が一体なった大切な拠点である。子ども・子育て会議に

小学校の先生が入っていないことが疑問である。１人の子どもをどのように支えてい

くかを地域の皆が考えることが、子どもの育ちを支えることだと思う。福祉と教育が

連携して、１人の子どもを０歳から 18歳まで継続して支えていけるような神戸らしい

しくみを考えてほしい。それが子育て特区になる。 

 

○委員意見 

 ・自然豊かな地域で子育てしたい人もあれば、便利なところで子育てしたい人もあり、

子育て世代にも様々なニーズがある。神戸市としてのアピールと共に、各区の魅力を

アピールすることも大切である。そうしなければ、いつまでたっても人が集まる所が

偏り、人が来ない所には来ない。ニーズ別という観点を考えてみてはどうか。 

 ・長期的に子育てしやすいまちの計画にすべきである。マンションができて流入が増え

ても、その後のサイクルが回らなければ、結局は誰も住まなくなる。その世帯の子ど

もが大きくなったら次の世帯が入ってくるような、サイクルが上手く回る仕組みを考
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える必要がある。様々なことをし過ぎると「お客さん」になってしまう人が多い。ど

のような市にしたいかを一緒に考えて作っていく、「一緒に」という視点をもってしか

けを考えなければいけない。 

 

○委員意見 

 ・今年度からスタートした新制度は、細かいところまで議論し尽くさないまま、見切り

発車してしまったという思いをもっている。１つは、保育の質の問題である。保育に

関する議論では、常に保育の質の担保が疑問視されていた。今年４月に幼稚園から認

定こども園になった園を見ると、「本当に幼稚園の先生を守っているのか」と強く感じ

る。待機児童解消を目指して、保育所や認定こども園が増えてきたが、そこで働く保

育士は、ますます忙しくなっている。一般の母親の働きやすさを考えるのと同様に、

保育士の働きやすさも考える必要がある。保育士の給料は、一般企業に比べて 10 万円

低いといわれている。保育士の仕事を見直す必要があると切実に感じている。保育士

は、一般社会では「預かって子守りをする」というイメージが抜け切れておらず、子

育て経験がある人なら誰でもできると軽く考えられているふしがある。自分の子ども

を育てることと集団の子どもを育てることは、全く異なる。かなり専門性が問われる

職業でありながら、評価は非常に低い。これでは、保育の質は担保できない。行政に

も、保育士の地位を上げる働きかけをしてほしい。 

 

◎議長 

・保育士は子ども・子育て支援に絶対的に必要な人材だが、保育士の資格を取得しても、

保育士の仕事をしたくないという若い人もあると聞く。神戸市は人を大切にするまち

なので、検討してほしい。 

 

●事務局 

・追加のご意見等は、５月 29日（金）を目途に事務局宛てに提出をお願いする。今年度

第２回目の子ども・子育て会議は、７月頃の開催で日程調整する。 

 

４．閉会 

以上 
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第 12 回 神戸市子ども・子育て会議 委員追加意見 

 

 

１．子どもがほしくてももてず、不妊治療を受けている夫婦は 10 組に１組程度いると予想

されている。「家族」はイメージとして「親と子」が連想されることが多いが、子どもの

いない夫婦や家族にとって「少子化対策」はどう受け止められているか気になるところ

である。 

  子どもを持ち、子育てをする家族が評価され、子どものいない家族は評価されない社

会であってはならず、子どもを持つ、持たないにかかわらず、のびのびと生きていける

社会であってほしい。 

 

２．少子化対策に方向性が変わってきた当会議だが、最近、女性の第１子出産年齢が高く

なっているので、高齢出産で大変で第２子を産むことに対して躊躇してしまう傾向があ

る。また高齢出産のため、子育てに対する体力・気力も弱くなり、出産後に問題をかか

えるケースも多い。 

  女性（未婚者も含めて）に対する安心・安全な出産の年齢のアピールや告知・説明を

もっとすべきである。昔は祖母や母親が言っていたことが、伝わらないような家族環境

になってしまっている。 

 


