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平成 27 年度第４回 神戸市子ども・子育て会議 議事録 

 

日時：平成 27年 10 月 29 日(木)10 時 00 分～12 時 00 分 

               場所：勤労会館 ３階 308 講習室                      

 

◎議長 ○委員 ●事務局 

 

１．開会 

 

２．議事 

（１）新・神戸っ子すこやかプランについて 

（２）新・神戸っ子すこやかプランにおける青少年育成施策（案）について 

 

○委員意見 

 ・資料１の 22 頁の「（６）」の②の「ア.極低出生体重児子育て教室」は、医師が子育て

の指導をしているわけではないため、「医師による指導」を、「低出生体重児とその保

護者を対象に、小児科医や発達の専門家を交えた話し合いや」に変更してほしい。わ

れわれが母親の悩みを聞いたり、仲間づくりや親子遊びをする場になっている。 

 

○委員意見 

 ・22 頁の「（６）」の「①養育支援ネット」は、「活用していきます」だけでは、「誰が、

どのように」が分かりにくい。明確に位置付ける必要がある。 

 ・22 頁の「（６）」の「①養育支援ネット」「低体重児」は、「低出生体重児」が正しい。 

 

○委員意見 

 ・青少年育成施策でやっと、「主体的に考え行動できる力」や「コミュニケーション能力」 

などが出てきて、それまでの施策では、体重や栄養などの保健面や、施設などの環境

整備というハード面に触れている。「中学や高校で問題が起きる前に何とかならないか」

という声から、乳幼児のひろばなどが出てきたが、「ニワトリとタマゴ」のようになっ

ている。前段階の各世代でも、ソフト面の施策を充実してはどうか。 

 

●事務局 

 ・命の大切さを子どもに教えることや、「教育環境の充実」のところで「豊かな心育成プ

ラン」など具体的な事業を記載しているが、健全育成関係の青少年の施策を、地域で

の子育て支援の中に盛り込む予定なので、改めて記載を検討する。 

 



2 

○委員意見 

・どのような方向性で青少年育成を行うかというビジョンが必要である。 

・資料２の２頁の「（１）」の文章は、「地域で実施する行事や体験活動の企画・運営に青

少年が参画し」のほうがよい。その後の文章は、「青少年」を主語にして、「自尊感情

を育み身近な地域での居場所を見出す」という表現にしたほうがよい。 

・「（２）」の「青少年会館が果たせるように」は、何を果たすのかが分からない。「研修

や情報交換を通じて、連携しながら、青少年会館がその使命をより効果的に」という

文言を入れてはどうか。 

 ・３頁の「③青少年団体の指導者の育成」の４行目は、「今後の神戸市の青少年活動の活

性化に努めます」が正しい。 

 ・青少年育成施策で、「子ども」と「子供」、「取組」と「取組み」を統一したほうがよい。 

 ・７頁の「⑥ゲストティーチャー・市民専門講師制度の実施」で「教えていただく」と

気を使った表現になっているが、文言を変えたほうがよい。 

 ・資料１の１頁の下から５行目は、「職員の配置や処遇の改善」も１つの大きな手段なの

で、「職員の配置や処遇の改善等を図りつつ、教育・保育の質の向上を」がよい。 

 

○委員意見 

 ・資料２の８頁の「（９）」の「①有害環境の浄化対策の推進」の、「有害環境」、「浄化対

策」とはどのようなものか。 

 

●事務局 

 ・有害なピンクビラや、インターネットを通じた有害なものの販売や頒布などを、地域

と共に排除運動を行っているというものである。 

 

○委員意見 

・ここで言う有害環境と私が考える有害環境とは異なるが、人間は闇の部分があること

で救われるところもあるため、まちがすべてクリーンというのも考えものである。 

 

○委員意見 

 ・資料１の 36 頁の「３」の「（２）」で、「情報交換や連携を図ります」の施設に、児童

館と民間学童も加えて、障害児や就園前の子どもも、その中に入れてもらえると、連

携が取りやすくなる。 

 

●事務局 

 ・その方向で検討する。 
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○委員意見 

 ・資料１の 20 頁の⑥の「仕組みを構築し」は、新たな仕組みを作るのか。 

 ・資料１の 26 頁の③、資料２の２頁の「（２）」に関係することだが、官主導で行うより

官民が両輪になり充実度を高めた方が良いのではないか。児童館にもそれぞれ特色が

あり、民間で事業を行っているところもある。115 館すべてで親子館事業を行うことを

目標とされているが、地域によって若者が集いにくくなるところがあるかもしれない。

親子館事業は各児童館に任せてもよいと思う。 

 ・「青少年会館の機能の充実」は、場所を移動して充実することを含んでいるのか。現在

青少年会館がある三宮駅周辺は、今後再開発されて更に多くの店舗が集まる賑やかな

場所として神戸市の顔になる一方で、神戸駅周辺は、神戸市立のこべっこランドや総

合教育センター、アンパンマンミュージアム等があり、青少年会館も移転させて、子

どもから青少年が核となったまちづくりを考えてはどうか。 

 

●事務局 

 ・20 頁の⑥の「仕組みを構築し」については、現在、保育園や幼稚園と連携して母親の

悩みを専門相談につなげたり、地域で育てていく仕組みができていないため、連携の

仕組みを先生と一緒に考えていきたいと思っている。 

 ・「青少年会館の機能の充実」は、あくまでも機能強化のことで、場所移転については、

現時点では検討に上がっていない。 

・現在、児童館は中学校区に１か所ずつ９時半から 17時まで開館しており、小さい子ど

もをもつ人に、午前中に利用してもらっている。すずらんだい児童館は、中高生が利

用しやすい時間帯に開館時間を変更して土日も開館している他、青少年の居場所づく

り事業など、中高生も利用できるように行っているところも数か所ある。各区に１か

所、ユースステーション、ユースプラザという中高生の活動拠点もある。 

 

○委員意見 

 ・資料１の 30 頁の④では、スタートカリキュラムの周知と内容の充実と、保幼小協働に

よるアプローチカリキュラムの作成、周知も具体的に記載したほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・資料１の１頁の「職員の配置や処遇の改善等」、29 頁の③の「幼稚園教諭・保育士確保

のため処遇改善や環境整備を進めるとともに」は、具体的にはどのようなことか。 

 

●事務局 

・平成 27 年度に３％の処遇改善を行い、平成 29 年度の中で消費税が 10％にアップした

場合、その率をアップすることを考えている。幼稚園教諭・保育士確保のための環境
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整備については、保育士・保育園支援センターで、現在もマッチングを行っている。 

 

○委員意見 

 ・資料２の２頁の「（１）」の「居場所」として、幼稚園、保育園も加えてほしい。 

 

●事務局 

・ユースプラザに限定しているように見えているため、協力してもらえる地域の団体と

協力するというような表現を検討する。 

 

○委員意見 

 ・資料２の「（４）」の、「保護者を対象にしたセミナー」に関連するが、学校にはスクー

ルカウンセラーもいるが、保護者は不登校などについてどこに行けばよいか分からな

い。保護者に対する支援の充実などの文言や、ここに行けばよいという記載がほしい。 

 

●事務局 

 ・支援先ができるだけ分かるように、記載を検討する。 

 

○委員意見 

 ・資料１の 25 頁の実費徴収に係る補足給付事業に、教育・保育施設及び地域型保育にお

いて、日用品、文具等の購入費用、食事の費用等を低所得者層に補助するとあるが、

これと同じ内容のことが小学校、中学校の就学援助という制度があるけれども、ここ

に入らないのか。この項目に入らないのであれば、神戸市就学援助事業をこの項目（経

済的支援）に記載しなくてもよいのか。 

 ・資料１の 35 頁の「（11）」スクールカウンセラー、「（12）」スクールソーシャルワーカ

ーについてだが、スクールカウンセラーは、小中学校の全校に配置だが、実際は中学

校に行く人が小学校にも行っている。資料１の 35 頁に、「スクールソーシャルワーカ

ーを配置・活用します」とあるが、現在、神戸市のスクールソーシャルワーカーは１

人である。それをどのように活用するのか、何人に増やすのかを教えてほしい。 

 ・資料１の 16 頁の「（３）」の「マンパワーの確保」は本気でしなければ、記載だけで終

わってしまう。お金がかかることだが、ぜひ、お願いしたい。 

 

●事務局 

 ・資料１の 25 頁の「教育・保育施設及び地域型保育」は、今年４月から子ども・子育て

支援法が施行されたことに伴い、そこで明記された地域子ども子育て支援事業で、対

象の教育・保育施設は、幼稚園、保育園、認定こども園である。就学援助事業につい

ては、教育委員会の計画との関連があるため、新・神戸っ子すこやかプランにどこま
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で記載するかは、検討する。 

・スクールカウンセラーは中学校には各１人、小学校では掛け持ちとしている。早急に

配置が必要なところは、単独で配置している。スクールソーシャルワーカーは、平成

26 年度から事務局に１人配置している。特に、小学校でスクールソーシャルワーカー

の役割が効果を発揮しており、中学校では生徒指導の教員がスクールソーシャルワー

カーに近い役割を担っている。現在のスクールソーシャルワーカーを増員するのがよ

いか、各区配置にするのがよいかなど、今後どうすればもっとも効果が高いかを検討

しているが、まだ現時点では予算要求には至っていない。 

 

○委員意見 

 ・スクールソーシャルワーカーは人数だけ集まっても効果が出せない。その人の質が大

切である。（良い人材を確保するため、）他市と比較して処遇面を良くするなど、有資

格者に神戸を選んでもらえるようにしてほしい。 

 

○委員意見 

・元々の青少年以外のプランでは、ワーク・ライフ・バランスのところで「事業者」と

いう言葉が出てくるだけで、他に事業者の役割に触れた部分がないままになっている。

企業が子どもたちに、小さい頃から中高生、大学生までのライフステージを通して、

働く場や、働くことを経験する場、専門性の教育などを提供できるものについても、

触れておいたほうがよい。理念には書いているが、具体的なところに入っていないた

め、計画が出たときに企業が受けるスタンスが弱いことを懸念する。 

 

○委員意見 

 ・23 頁の養育支援ヘルパー派遣事業は、どのような人がどのような形で行っているのか。

児童養護施設にはあまり周知されていないが、アフターケアとして活用したい。 

 

●事務局 

 ・養育支援ヘルパー派遣事業は、虐待に近い状況にある人に対するものなので、区のこ

ども保健係で子育ての相談を受ける中で、必要な人に案内している。一定期間におい

て家庭での自立支援を行う、企業に委託している無料の事業である。 

 

○委員意見 

 ・子どもの自立に向けて、教育、養育、療育という３つの面から支えているが、その子

どもにとってどの部分がどのくらい必要かは、個別の問題になる。そのため、学校や

障害関係、発達支援関係との密な連携が必要である。児童館などとの連携も必要で、

０歳から 20 歳まで１人の子どもを常にだれかが支えていけるよう、１つ１つの社会資
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源をつなげる仕組みがあればよい。 

 

○委員意見 

 ・資料２の７頁の「（８）ネット社会への対応」は、青少年が正しい知識を学べるよう、

大人が知識を身につけることも必要であることを記載したほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・不登校の子どもをもつ母親の多くは、「自分はどこまで待てばよいのか」、「どのくらい

子どもを押せばよいのか」、どうすれば良いのかわからないのだと思う。くすのき教室

に連れていくことが、その子どもにとって本当によいのか、かえって悪化させるので

はないかと迷うばかりで、時間が過ぎている。不登校に関する相談窓口や取組など、

様々な情報が簡単に分かるようになればよい。くすのき教室に配置されている「すこ

やかフレンド」は、どのくらい配置されていて、どのくらい活用されているのか。 

 

●事務局 

 ・くすのき教室は各区に配置されている。年間述べ人数は 551 人だが、各区の人数はか

なり様々で、学期によっても人数は異なる。その子どもの状況に応じた形で、主に教

員を目指す学生に、「すこやかフレンド」として来てもらっている。 

 

（３）神戸創生戦略（案）の概要について 

○委員意見 

 ・目標自体はよいが、若い世代に神戸市に来てもらいたいという目標に、これらがリン

クしているのかどうかと思う。組織を超えて、産業労働部などともつながるようなイ

ニシアチブを出していけば、もっとおもしろくなる。学校の先生がダンスを教えるの

ではなく、夜遅くにデパートのガラスの前で踊っている子どもが教えるほうが、習う

子どもも楽しく、踊っている子どもにも大人の目が行き届き、コミュニケ―ションが

高まる。このようなことをもっと新たに考えればよい。各セクターが小さなことをや

るだけでは、人の流出を止めることはできず、先がない。 

 ・障害者教育が雇用につながっていないことがわれわれの苦労の１つである。障害者に、

自分ができる範囲で最大限活躍して、それに対する対価を獲得してキャリアを積んで

いくという準備がなされておらず、そのシステムもできていない。海外で様々なボラ

ンティア活動に従事しても、日本に帰ってくると、ボランティアの仕組みがなく、活

動できないと聞く。創生戦略では、市長がイニシアチブをとってワークショップを行

うなど先進的なものをしており、他の自治体で働いている友人からも、「神戸市はこの

ようなことをしていて、すばらしい」と言われるが、創生戦略として出てきたものは、

あまり代わり映えしないものという印象がある。 
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・計画はこれで出してよいが、今後市がイニシアチブをとっていく上では、子どものた

めに神戸市に住むくらいになればよいと思う。「ヨーロッパやアメリカ、シンガポール

に行けば子どものためになるし、子育ても楽しめる」と考える中で、「神戸市は、働く

にも子育てにもよい」と選択肢の１つにしてもらえるようになることが重要である。

バンクーバーには自閉症をサポートするプログラムがある。自閉症は早期に対応すれ

ば活躍できるが、日本にはそのようなサポートがないため、ある程度の収入をもつ家

庭はバンクーバーに移住している。われわれにももっとできることがあると思うので、

そのようなものが見えるようになればと思う。 

 

◎議長 

 ・本日の意見は、何らかの形で反映してもらえるのか。目的と方向性が合っていないの

ではないかという意見だが、どうか。 

 

●事務局 

 ・本日は概要版の案を示し、すこやかプランに関連が深い部分のみを説明したため、そ

のような印象になったかもしれない。計画は全庁を上げて検討しており、いただいた

意見は、事務局にて検討する。 

 

◎議長 

 ・全体を通していかがか。 

 

○委員意見 

・資料１の 27頁の、放課後子ども総合プラン推進委員会についてだが、学童保育の受け

入れ場所の拡大や開所時間の延長などは、しっかり議論してほしい。 

・資料１の 15頁で、「結婚・妊娠・出産・子育てに温かい街こうべの実現」とあり、「①

神戸・子育て応援プロジェクト」とあるのは、素晴らしいことだが、若者世代の転入

を増やすことも、神戸市の大きな目標なので、こことのリンクをお願いする。資料１

の 15頁の事業にしっかり取り組んでいただき、まずは、神戸市民が子育てに温かい街

であると実感できることが先決である。将来的には、創生戦略にあるように、市外か

ら若者を中心に人を神戸市に呼び込んで、暮らしてもらう流れをどのように作るかが

重要で、全員で考えなければならないことである。東京圏への流出を防ぐということ

は、神戸市は東京圏よりよい施策を打って、東京圏よりよい街にならなければならな

い。非常に厳しいことだが、皆で頑張っていきたい。 

 

○委員意見 

 ・資料１の 31 頁のファミリーサポートセンターは、広報活動が少ないと感じる。本当に
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協力いただきたい人で、利用者に対応できているのか。協力会員は不足しているのか。 

 

●事務局 

 ・平成 26 年度のデータでは、協力会員が 1,131 人、依頼会員が 2,955 人、依頼と協力の

両方会員が 398 人である。地域によって、協力会員と依頼会員の数のバランスが悪い

ところがある。協力会員の確保には、広報も含めて、さらに取組んでいきたい。今年

度からこべっこランドに事務局を移転して事務局体制を強化したため、他の子育て支

援事業と連携しながら、会員の獲得を図っていきたい。 

 

○委員意見 

 ・ファミリーサポートセンターは素晴らしいシステムだが、トータルの延べ人数ではな

く、質が大切である。多くの人数がいても、５人の人を取り合っているなら、利用者

が実感する数値は５人である。そのメジャメントをどうするか、また広報の仕方につ

いて、考えてほしい。 

 

○委員意見 

 ・不登校の生徒については、各小学校の生徒指導の先生に相談してもらえれば、案内し

てもらえるシステムになっている。本部で一貫して受けて、各区の教育委員会で配分

している。各区の教育委員会から出ている部署もある。対象となる子どもがいる場合

は、小学校の生徒指導の先生に相談してほしい。指導は、退職した校長先生が行う。 

 

○委員意見 

 ・子どもの自殺に関して、９月１日に「図書館においで」というものが、インターネッ

ト上で話題になった。その時に知人から「児童館がその受け皿ではないのか」と指摘

されたが、私もそう思っている。実際に児童館には午前中に不登校の子どもも来てお

り、北区では子育てと両方で行っている。午前中は、くすのき教室に行けない子ども

が来ているが、くすのき教室とも連絡を取っている。様々なところで連携をとらなけ

れば、子育てはできない。社会に出るまでの 18歳までの年代にとって、児童館は重要

な受け皿だと思う。 

 ・民間学童にも、処遇改善を考えていただければありがたい。 

 

●事務局 

・次回は 11 月の開催予定である。パブリックコメントを経て、計画をまとめる。追加の

ご意見等は、11 月５日（木）までに事務局宛てに提出をお願いする。 

 

３．閉会                                  以上 
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 Ｐ16 の（４）の⑤に歯科保健のみを取り上げたのはなぜか。家族での眼の健康の推進を

はじめ、身体の健康は次代の親づくり支援において大切なことではあるが、なぜ歯科のみが

記載されているのか疑問である。 

 


