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平成 27 年度第６回 神戸市子ども・子育て会議 議事録 

 

日時：平成 28年３月 16日(水)10 時 00 分～12 時 00 分 

               場所：神戸市役所１号館 14 階 大会議室                      

 

◎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（案）について 

◎議長 

・「神戸つばめプロジェクト」という名称は、連携のイメージがないがどのような視点か。 

 

●事務局 

 ・つばめは神戸市の市街地に多く、一生懸命子育てを行う。子どもが自立して世界に羽

ばたいて、神戸市に戻ってくるという思いを込めて、「つなぐ」から、「子どもを皆で

見守り育てる」という観点に変えて、「つばめ」という名前にした。 

 

○委員意見 

 ・42 頁の「（２）『神戸つばめプロジェクト』による幼保小連携等の推進」だが、幼稚園

の先生や保育士、小学校の教諭は、業務がある中でいつ集まるのか。 

 

●事務局 

 ・今までも、小学校長会が１月に行う神戸市小学校オープンスクールで先生同士もコミ

ュニケーションを取ったり、指導課が行う豊かな心育成連携プログラムで、事業に指

定している 11 小学校区で、子どもの交流や先生同士の話し合いを行ったりしている。

今回の事業は、各課で行っているものを整理、再編し、分かりやすくするものである。

かつ、特別支援教育課において、専任の先生が赴いて、子どもをつなぐための先生へ

の指導や子どもの様子を見る支援が新たに拡大された。神戸市総合教育センターにお

いても、夜間でも学びたいという人のために夜間の自主研修を新たにつくった。また、

子ども同士の交流を通して、同じ小学校区内の近隣同士で時間を調整して夕方に一つ

の小学校に集まって話し合いを行ったり、子どもの具体的な様子を一緒に見ながら話

し合ったりするなど、各学校園において、できることから工夫をしていく。 
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○委員意見 

 ・現実的に勤務時間外や休日にしか集まれない。１人が何役も担う必要があるが、ワー

ク・ライフ・バランスから逆行している。書かれていることは素晴らしいが、実際に

できるのか心配である。 

 

○委員意見 

 ・日頃から幼稚園や保育園と小学校とが連携して、校長や園長、教頭が集まる会を持っ

たり、コンサートやお遊び会で子ども同士の交流を行ったり、その中で先生同士が話

をする機会がある。最初はあいさつ程度だったが、回数を重ねるうちに、特別支援を

要する子どもについて、先生同士が情報交換したり、子どもを見に行ったりしている。

個人情報保護法で、指導要録以外の個人情報の記録を小学校に送るときは保護者の同

意が必要になったため、なかなか本音が書けないが、顔を合わせれば本音で話せる。

今はモデル校のみだが、「神戸つばめプロジェクト」が全小学校に広がればいいと思う。

このようなプロジェクトがあることで、時間がないことで交流に消極的な学校の背中

を押すこともできる。 

 ・勤務時間内は過重な労働で、それ以上に勤務時間外に研修を受けるのは大変であるが、

自主研修として熱心に参加する教諭もいる。しかし、教諭の資質向上のためには、わ

ざわざ勤務時間外に研修の時間を割くのではなく、勤務時間内にもっと気軽に研修が

できるような現場交流や保育士や教諭が研修を受けるための人員補助のような支援が

必要ではないか。 

 ・来年度入園してくる子どもの保護者で、19時までに迎えに来ることができない人もい

る。子どもをもつ保護者に優しい勤務体制や、勤務時間のシフトができればよい。 

 

◎議長 

・連携がうまくいっている例を公表し、全体をその水準に上げていければよい。制度は

あるが、実際に行ううえでは問題を一つ一つ解決する必要がある。 

 

○委員意見 

・49 頁の「（２）」の学校外の授業は、誰がどこで授業を行うのか。 

 

●事務局 

・現在も生活保護受給者やひとり親の子どもに勉強を教える事業を行っている。事業者

は公募してＮＰＯ法人にお願いしているが、教えるのは大学生のボランティアである。 

 

○委員意見 

・待機児童が多いことから国が緩和政策を取る一方で、保育者や教員の質低下が懸念さ
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れる。「社会的養護体制の充実」で「研修の充実」と少し触れているが、神戸市の教員

や保育士の質のレベルアップが全体を通して見えてこない。 

 

●事務局 

・新制度に合わせた事業計画では、待機児童の解消に向けた、施設整備などのハード面

と併せて、幼児期における教育・保育の重要性を挙げており、保育士確保や質の向上

に向けた取り組みについても記載している。教員に関する取組についても、教育委員

会が策定した教育振興基本計画等に記載している。個別計画との整合性を再確認する。 

 

○委員意見 

・27 頁の「（５）子どもの居場所づくり事業の推進」は、厚生労働省の研修会でも、全国

的に活発になっているという話が出ていた。神戸市でもぜひ十分な検討をお願いする。 

・29 頁の「（２）青少年会館の機能充実」だが、三宮近辺の整備で青少年会館はどこに移

転するのか。青少年会館を利用している中高生は結構いるので気になっている。 

 

●事務局 

・三宮地区の再整備に併せて公共施設のあり方について、新年度に企画調整局を中心に

複数の局で調査、検討する。方向性が見えてきた段階で、報告する。 

 

○委員意見 

・子どもの貧困対策としての食事の提供や学習支援は全市的な取組にすべきである。県

内にはボランティアが関わる例もあるが、ボランティアの協力は得られるのか。 

 

●事務局 

・子どもの居場所づくりは、来年度の実施に向けて現在要項等を検討している。４月～

６月に公募を行う。貧困家庭に限定せず、幅広く子どもたちが地域で安心して過ごせ

るような多様な取組を支援したい。詳細が決まった段階で報告する。 

 

○委員意見 

・自分の子どもが低学年のときは、幼稚園や障害児通園施設との交流が多く、その度に

子どもは、「小さい子どもたちに何をしてあげよう」と生き生きとしていた。子どもの

うちから自分にできることを見つけることは大事で、子どもとの交流は有益だと感じ

た。 

・「地域との協力」という言葉がよく出てくるが、地域で交流を行っているのは、高齢者

やパート就労等の時間のある人で、いつも同じ人が行っている。もう少しよいしくみ

を考えて、地域の人が集まりやすくしてほしい。 
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◎議長 

 「新・神戸っ子すこやかプラン（案）」を確定させたいがどうか。（異議なし） 

 

（２）子ども・子育て支援関連施策（神戸市平成 28 年度予算案）について（報告） 

○委員意見 

・市民や関係者に周知を図るための戦略は考えているか。 

 

●事務局 

・「子育てにあたたかい街こうべ」をＰＲするために、平成 28 年度は広報課で、子育て

支援を重点的に広報、啓発する予算を計上している。「神戸 2020 ビジョン」や、地方

創生に向けた全庁的な取組の中にも、子育て支援を柱の一つに取り入れるなど、関係

部局が連携して広報に努めていく。従来から行っているような、子育て支援に携わっ

ている先生方に子育て中の家庭に応援メッセージをいただく事業も展開していきたい。 

・「新・神戸っ子すこやかプラン（案）」は冊子版と概要版を作る。概要版では、ライフ

ステージに応じた支援策が制度化されていることを周知できるものを作り、神戸市の

ホームページにも掲載する。 

 

○委員意見 

・３頁の「保育士の業務負担軽減」の「保育補助者雇上支援事業」についてだが、国は

「保育の担い手確保に向けた緊急的な取りまとめ」で、無資格者が朝と夕方に対応す

ることを認めているが、新制度になって 17時半から 19時は、保育士は保育と保護者

の対応で忙しくなっている。無資格者の雇用を前提にするのではなく、まずは保育士

を確保し、難しければ無資格者という優先順位をつける形で、予算計上してほしい。 

 

●事務局 

・３頁の「保育人材確保対策」では、神戸市保育士・保育所支援センターにコーディネ

ーターを配置し、潜在保育士への情報提供や再就職支援を行っている。「保育補助者雇

上支援事業」と「就職準備金貸付事業」は、国の平成 27 年度の補正予算を活用して実

施する事業であり、「保育補助者雇上支援事業」は、無資格者に一定の研修を受けてい

ただいて雇上して、３年以内に保育士の資格を取得していただくものである。また、

潜在保育士が保育士として勤務する場合、就職準備金の貸付を行うことにより、人材

確保を図りたい。 

・資料の中では、夕方として「17 時半から 20時」という例を記載しているが、朝夕の時

間帯は明確には議論されていない。神戸市では、条例で朝夕も保育士を２人確保する

こととしているが、その弾力化については、今後神戸市としての方向性を議論してい

きたいと考えている。 
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○委員意見 

・指摘のように非正規職員を前提にはしていないので、安心してほしい。 

・保育士は３年間で 54.9％離職する。他産業の離職率は短大卒は３年間で４割、大卒は

３割なので、保育士は女性が多い職場のため、若干離職率が高いと思われる。既存の

職員に長く勤めてもらうために朝夕の職員を募集するが、時間のマッチングがうまく

いかない。そのため、無資格者で子育て経験のある人や、研修を受けた人に限るなど

の条件緩和ができないかと考えている。質の低下がないよう、非正規職員ありきにな

らないよう、努めていきたい。 

 

○委員意見 

・先生も幼稚園教諭・保育士も不足している。50年後、30年後、今の仕事の半分はなく

なると言われているが、これらの仕事はなくならない。ではなぜ養成校が一時定員を

減らしたままなのかというと、「少子化が進行するので、定員を増やしても、経営が苦

しくなる一方」という理由からだと思う。現在、新卒は７倍の売り手市場で、現場の

人材確保が難しくなっているが、一般企業と同様、最近は人間力が非常に落ちている

ため、若い人の人間力の養成も重要である。実際の現場では非常勤、常勤に関わらず、

子育て経験のベテランの有資格者に来てもらい、新人を育てながら、現場を助けても

らっているのが現状である。 

・幼稚園は神戸市保育士・保育所支援センターが利用できないため、私立幼稚園連盟が

独自に、今いる在園児や卒園生の保護者に、今年３学期にアンケートを出して、保育

士、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭などの有資格者を募り、現場復帰のための研

修を実施するが受講したいかどうかという質問を出したところ、360 数人が「研修講座

を受けたい」と回答した。それだけ、今私立幼稚園に在園している母親も働きたいと

いう意欲を持っている。しかし、現場の人手不足が、在園児の母親をも働かす状況に

追いやってしまうということにもなる。 

・国の政策を見ると、今後ますます働く女性が増え、働く母親も増えて待機児童も増加

すると思う。昔のように１人の先生が多くの子どもを見ることはできず、むしろ特別

な支援を要する子どもに手厚く対応することも必要なため、先生の需要は増加傾向で

ある。兵庫県内の養成校で、保育士、幼稚園の新卒教諭が毎年何人出ているかや、大

学の教育学部の学生の就職先を調べてほしい。神戸市は、本腰を入れて保育教諭の養

成に力を入れて、養成校にも働きかけてほしい。 

・かねてから、もう少し上手な広報の仕方はないものかと感じている。商工会議所と  

提携を結び、「親がもっと働きやすい神戸市にするというメッセージを打ち出そう」、

「そのための職場環境を整えよう」などを、市長や商工会議所の人が新聞やテレビで

アピールしてはどうか。子ども・子育て会議の各委員を使って広報もできる「新・神
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戸っ子すこやかプラン（案）」や「神戸 2020 ビジョン」を、企業や市民にもっと周知

徹底してほしい。「子育てに優しいまち神戸」の実現を目指し、もっと働く母親に優し

い企業や街になるための広報を行ってほしい。 

・中央区には、三ノ宮、元町、神戸という駅がある。神戸ハーバーランドに「こべっこ

ランド」というよい施設があるので、そこに青少年会館も集約して、子どものことは

神戸駅、買い物は元町や三ノ宮駅と統一していけばよいと思う。 

・神戸市私立幼稚園連盟が 50周年で、幼稚園の歴史を振り返っているが、幼稚園の祖と

言われるフレーベル氏がドイツに世界で初めての幼稚園を作ったのが 1814 年、日本の

文化 11 年、江戸時代だが、神戸元町４丁目に神戸で最初に幼稚園「間人塾」ができた

のは、1806 年、文化３年である。「幼稚園、保育園発祥の地 神戸」と大々的に広報で

きると思う。養成大学の先生も委員におられるが、この情報は間違いないか。 

 

○委員意見 

・正しいと思う。フレーベル氏を信奉するハウ先生が頌栄短期大学の起源である頌栄保

姆伝習所を設立されたことも大変誇れる。神戸市には、幼児教育の発祥の地があるこ

とを、もっと宣伝してもよいのではないか。 

 

◎議長 

・控え目なのが神戸市のよいところかもしれないが、よいところはしっかり広報してほ

しい。教育関連の専門職に就きたがらないのは、給与面や評価にあるようである。専

門的な仕事に定着させるには、必要とされているということが、給与以上に重要で、

そのような環境を作ることが必要である。少しずつでも着実に進めてほしい。 

 

○委員意見 

・資料２は、誰に向けた何のためのものかが分かりにくい。 

・神戸市自身が、もっとチョイスフルでなければ職員が生き生きと活躍できず、施策を

展開する皆も生き生きできない。「神戸市としてできるもののうち、これはするが、こ

れはしない」ということを明確に分かる形で示してほしい。神戸市の特徴を考えて、

集中的に何をして、そのために何をしないかという議論をしたほうが、前に進めるた

めの人的資源やお金などのリソースが出てくる。ここにいるメンバーが同じメッセー

ジを国に対して言うこともできる。行政は何でも自分でもってしまい、結局分からな

くなってしまうので、誰に何を伝えたいのかを明確にしたほうがよい。 

 

●事務局 

・神戸市議会で新年度の予算を審議中だが、資料２は、市会議員に説明した資料である。 
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○委員意見 

・子育ては、「子の育ち」というより、最終的には「人の育ち」だと思う。地域の福祉力

や家庭内の養育力が低下していることから打ち出されている、「結婚・妊娠・出産・子

育て期における切れ目のない支援」の施策のもとで、様々な社会的資源を支えてつな

げるものが必要である。それが社会福祉法人やＮＰＯの役目だと思うため、地域の中

に入って様々なことができるしくみを考えてほしい。「切れ目のない」から、さらに「重

なり合う」制度やしくみがあればよいと思う。 

・大学進学率は全国で約 56％だが、養護施設は約 10％である。高校進学率は約 93％で、

ほぼ一般家庭に近い数値で推移しているが、ひとり親家庭や貧困家庭では、経済的理

由で大学進学できない。そのような子どもにも、大学進学の機会を与えてほしい。 

 

●事務局 

・行政も大学進学率の差を埋めるよう、様々な社会資源や施策を考えているが、なかな

かつながらない。一貫して施策を進めることにも注意しながら、今後施策を考えたい。 

 

○委員意見 

・資料２の７頁の「社会的養護の推進」は、主な柱や予算が、施設の充実と整備、職員

の配置拡充となっており、国が求めている里親委託率 30％に向けた、神戸市としての

戦略が見えにくい。研修会で毎回里親から「神戸市こども家庭センターに、長期間継

続して勤務できる里親に関するスペシャリストの職員が配置されていないことへの不

安や不満」が出てくる。嘱託や非常勤などで数年毎にパート職員が交替するので、「相

談したくても、安心して信頼して相談に行けない」という声も、継続的に上がってく

る。神戸市が今後 15 年かけて里親委託率を 30％に高めるための戦略の一つとしても、

「里親制度に精通した専門家が、正規職員として長期間勤務できるような配置」をお

願いしたい。 

 

○委員意見 

・革新的なことをしなければ、エキスパートは作れない。月 20万円ではキャリアがやっ

ていけず、優秀な人を引き付けることもできない。コミュニティの中で、一人でも多

くのエキスパートやキャリアを養成することや、そのエキスパートやキャリアの周囲

で、若い人たちが最初の５年間くらいで学べるようなシステムを作る必要がある。数

だけ増やしても質が伴わなければ、結果的によいことにはならない。従来なかったこ

とを考えることを議論のテーブルに乗せてほしい。私は行政的に何ができるか、でき

ないかを理解していないので、その点も示してほしい。「神戸市にはエキスパートやキ

ャリアが揃っている」と言えるだけでも、素晴らしい。職員が３年毎に交替すること

も難しい問題なので、中長期的に対応できることも考えていきたい。 
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○委員意見 

・地域福祉力が低下しているため、それに代わるものとしてＮＰＯや社会福祉法人が関

わりをもってコーディネートを行い、人が育って大人になって、また地域に帰って来

ることができる雰囲気やシステムを作っていくことが大事である。「新・神戸っ子すこ

やかプラン（案）」の中に、そのような理念的なものがあればよいという話をしたかっ

たが、大学進学率に話がいってしまい、申し訳ない。 

 

○委員意見 

・子育て中のお母さんには、身近なところで様々な相談ができたり、的確なところに進

めることが大事である。子育て世代包括支援センターは、各区の健診や保健師活動な

ど総合的に地域と関わっている活動と、どのように関連するのか。専任のコーディネ

ーターが、今後どのように地域とつながっていくのかなど、ビジョンが見えない。従

来のものとのつながりや連携を明確にして、必要な費用を投入してほしい。皆が「利

用したい」と思っていただくことが大事で、そのためのＰＲも大事である。 

 

●事務局 

・子育て世代包括支援センターは、国が謳っているワンストップ相談機能を、各区役所

と支所、出張所で充実させるもので、新しくセンターを設置するものではない。平成

28 年度は、12か所の各区役所と支所、出張所に専任コーディネーターを配置する。従

来からの事業とどのように連携をとっていくか、サービス向上につなげていくかは、

継続的に検証しながら進めていく。 

・子育て世代包括支援センターの専任コーディネーターは、新たに配置する人材で、教

育・保育施設の利用調整を行っている保育サービスコーディネーターや、社会福祉協

議会で活動している子育てコーディネーターとは異なる。 

 

◎議長 

・全体のしくみがよく分かるものを、神戸市独自で作ってほしい。 

 

●事務局  

・追加のご意見等は、３月 23日（水）までに事務局宛てに提出をお願いする。 

  

●こども家庭局長あいさつ 

 

３．閉会 

以上 


