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第 10 回 神戸市子ども・子育て会議 議事要旨 

 

日時：平成 26年 12 月 11 日(木)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 

●事務局 

  

２．議事 

（１）神戸市子ども・子育て支援事業計画（案）について 

○委員意見 

 ・数年前に母子生活支援施設の所長から、「大多数の母親は自立を目指して頑張っている

が、公的支援を糧にしてまったく働く意欲がない母親も入所してくる」と聞いた。現

在の状況とその場合の自立支援を教えてほしい。 

 

●事務局 

・市内７か所の母子生活支援施設は民間の法人が運営しているが、自立が難しい母子も

いる。母子保護に注力する施設、自立の働きかけに熱心な施設、一定期間で自立が見

込まれない場合退所させる厳しい施設など様々である。最近は精神的な問題を抱える

母親が多く、生活保護を申請して福祉事務所と連携したり、稼働能力がある人はハロ

ーワークと連携するなど、各施設で母子の状況に応じて自立への支援を行っている。 

 

○委員意見 

 ・資料１の 46 頁の上の赤字部分についてだが、各事業の所管がそれぞれ頑張るほど縦割

りが強化される弊害もある。「庁内の横の連携を図りながら」などの明確な文言を入れ

てほしい。 

 

●事務局 

 ・資料１の 68 頁の（３）に、「それぞれが適切に役割を果たし、相互の連携を図れるよ

う市として関わり」と記載しているがどうか。 

 

○委員意見 

 ・その部分と 46頁の記載は、関連先との連携である。市役所は３年に１回程度人事異動

があるため、庁内の横の連携が強く求められていることを常に申し送りするためにも

文言を入れてほしい。 
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●事務局 

 ・計画全体の取組の中で記載することなど、議長と相談のうえ検討する。 

 

○委員意見 

 ・乳児家庭全戸訪問事業は保健師等で対応し、市がすべて担っている。問題がない子ど

もについては、情報提供等を行うだけで済むが、問題がある場合のために「市の考え

方」に連携できる施設を記載してはどうか。連携先となる小児科医も自分の患者で手

一杯である。もっと医師会にバックアップしてもらえるとありがたい。これは意見と

して留める。 

 ・資料１の 28 頁についてだが、２号認定が可能でもきょうだいの関係で１号を選択した

り、新制度に入っても１号で幼稚園に行くケースもある。３号が３歳以降で２号を希

望しても近くに受け皿がなければ、幼稚園に行って長時間預かりを利用する人も増え

ると思う。小規模保育事業で３号を受けながら２号の待機が増えることがないよう、

利用者側の目線で柔軟に対応してもらえることを文言に入れてほしい。 

 

●事務局 

 ・68 頁に、「『量の見込み』や『確保方策』において、実態との乖離が著しく大きく、見

直しの必要が生じた場合は、教育・保育部会も含め、『神戸市子ども・子育て会議』に

諮り」としており、計画そのものも柔軟に見直しすることを記載している。 

 

○委員意見 

 ・待機児童は、カウントの仕方によって数が変わる。希望の保育園に入れない場合、区

役所が提示した保育園を拒否して１年待つ人も待機児童にカウントされるが、それで

量の見込みが増えることは問題である。第２希望を拒否する人は待機から外すなど、

神戸市独自の待機児童のカウントの仕方を作り、それによって待機児童の状況を把握

していくこともよいと思う。 

 

●事務局 

 ・国の最終的な待機児童の考え方は出ていないが、夏頃に示されたものでは、「特定の保

育所１か所のみを希望して他は入所しない場合は、待機児童から外す」となっている。

今回から第５希望まで可能となるが、第１希望のみの人は待機児童から外れる。第２

希望の場合どうするかという議論があるが、国の考えが確定した段階で、市の統一的

な考え方を検討したい。 

 

○委員意見 

 ・２号で１号に行く人への対応は柔軟に行うべきである。今後は点検しながら対応して

ほしい。 
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（２）神戸市子ども・子育て支援事業計画（案）の市民意見募集について 

（３）子ども・子育て会議の今後のスケジュールについて 

○委員意見 

 ・パブリックコメントはどのように通知を行い、最終的なとりまとめはどの辺りを目途

に行い、出てきた意見はどのような扱いにするのか。 

 

●事務局 

・来年１月下旬まで意見募集を行い、意見と回答はホームページ等で公表する。来年３

月の会議で意見の反映を審議いただき、最終的なとりまとめ案を作りたい。 

 

○委員意見 

 ・パブリックコメントでは、日本語が読めない外国籍の人への対応はどうするのか。 

 

●事務局 

・プレス発表もホームページに掲載するが、ホームページでは外国語対応を行う。 

 

○委員意見 

 ・パブリックコメントの実施により、関心の高い人から意見を吸い上げることは素晴ら

しい。目標はどのくらいか。 

 

●事務局 

 ・意見の目標数は設定していない。「こうべ子ども・子育て支援新制度通信」でもパブリ

ックコメントの案内をしており、できるだけ多くの人に案内できるようにしたい。 

 

○委員意見 

 ・少なくとも子育てに取り組んでいるＮＰＯなどには意見を聞く機会を積極的にもち、

多くの意見が確実に集まるような具体策を考えてほしい。 

 

（４）平成 25 年度「神戸市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）『すこやかプラ

ン』に検証について 

○委員意見 

 ・全体的に満足度が高く、計画通りに順調に進んでいることがよく分かった。 

 ・資料４の７頁の「（６）」で、前回、前々回と比べて、「神戸で子育てしてよかった」と

いう率はどうか。多くの施策があっても、「思う」の理由は、「遊びに行ける施設があ

る」や「海や山などの自然環境の豊かさ」、「思わない」の理由は経済的な負担という、

いつもと同じような結果である。経済的な負担は、近隣市と比べるべきか、他の政令
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都市と比べるべきか分からないが、神戸市の施策の状況を教えてほしい。 

 

●事務局 

・参考資料２の 11 頁の「（６）」にあるように「神戸で子育てしてよかった」は、「かな

り思う」と「思う」の合計は 63.5％、一昨年は 66.6％、昨年は 69.7％で、それほど大

きな変化はない。他市との比較については資料が手元にない。保育所の保育料、施設

の利用負担、乳幼児医療費の自己負担分の軽減などの施策があり、兵庫県下では低い

水準ではない。近隣市の中には乳幼児の医療費を無料にするなど、ある項目に特化し

て重点的に取り組んでいるところもある。 

 

○委員意見 

 ・回答者が、他市と比べて回答しているのか、神戸市の状況だけで負担を感じているの

かを分析することで、今後の施策検討の手がかりになるのではないか。 

 

○委員意見 

 ・ファミリーサポートセンターの認知度が常に低い。利用経験があるが「使いにくさ」

が大きな問題だと感じる。事故等のリスクがあるためか、預かってくれる会員も少な

い。他市ではＳＮＳやＬＩＮＥを利用して同年代の母親同士が助け合う例があるが、

幼稚園の送迎や登園前や閉園後の預かりなど隙間の時間のニーズが多い。子育てリフ

レッシュステイもあまり認知されていない。利用しやすい制度にして広報をうまくす

れば、母親の雇用の拡大にもつながる可能性がある。 

 

●事務局 

・昔は近所で気軽に預かってもらえたが地域力が弱まっている。ニーズ調査でも利用希

望が出ているため、会員獲得や、体制面や広報の強化を図れるよう検討する。 

 

○委員意見 

 ・友達同士で会員になってお金を介して利用する人もある。従来の、仕事として預かる

ということから視点を変えて、預かってもらえる人に対する広報を行ってほしい。 

 

○委員意見 

 ・資料４の 48 頁の「里親委託率」が、平成 25 年度の実績が 8.3％で、平成 27 年度末が

7.5％ということは、減少させるほうがよいということか。 

 ・参考資料２の 77 頁で、「病児・病後児保育室がなかった場合どうしますか」について

だが、近年 5,600 万人の労働者の中で非正規が 2,000 万人に迫る勢いで増え、そのう

ち、パートやアルバイトが 1,300 万人である。正規や派遣は休暇が取れるしくみがあ

るが、パートやアルバイトは休むと収入減になる。様々な働き方に対応できるよう、



 

5 

病児・病後児保育のサポート体制をできるだけ推進してほしい。 

 

●事務局 

 ・里親委託率は上げる方向である。現時点で目標を上回っているが、全国平均の約半分

で低い水準である。家庭に近い形で見るという国際的な流れの中で、日本の社会的養

護を要する子どもへの措置は施設に偏っている。資料１の 66 頁の「（２）社会的養護

体制の充実」にあるように、国は、里親委託率を 33％まで上げる計画を立て、全国の

都道府県に推進計画の策定を求めている。神戸市でも推進計画策定に向けて協議して

おり、15年後の目標に向け、様々な方策を行って里親委託率を上げたい。 

 ・（病児・病後児保育について）自分が仕事を休むということは、自分の家庭で何とかし

なければならないということなので、通常の保育に加えて、様々なサービスの充実が

必要だと考えている。 

 

○委員意見 

 ・今の説明では、平成 27 年度末の 7.5％は、目標に向かう数値として受け止めにくい。 

 

●事務局 

 ・計画策定時の神戸市の里親委託率が４～５％台だったため、平成 27年度末の目標とし

て 7.5％が妥当だと判断した。その後全国的に状況が大きく変わってきているため、次

期すこやかプラン改定の際に、さらに高い目標値を設定したい。 

 

○委員意見 

 ・資料４の 12 頁の「（10）」で、「特にしていない」が 49.6％と高い数値なのが気になる。 

 ・資料４の６頁の「①」で、満足度の順位が低いものと今後の利用希望が高いものが、

こべっこランド、児童館となっているが、この結果をどのように受け止めればよいか。

別の評価では児童館の満足度が高いものもあるため、関連性が分からない。 

 

●事務局 

 ・資料４の 12 頁の「（10）」は、「どのような周知方法を積極的に行っているか」という

設問のため、従業員に周知していないのではなく、「特に積極的に行っているもの」を

回答した結果だととらえている。設問の工夫や趣旨の説明が必要だと考えている。 

・こべっこランド、児童館の認知度、満足度等の詳細分析は難しい。対象が３歳児健診

の保護者なので、こべっこランドのことをよく知っているのだと思う。認知度、利用

度、満足度、今後の利用希望は高い順に記載しており、順位が前後していることは整

合が取れていないわけではない。今後の利用希望は、現在利用しているかどうかで異

なり、こべっこランドは市内１か所ということも関係していると思われる。 
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○委員意見 

 ・関連性も踏まえ、受け手が不明瞭にならないよう詳細な質問の仕方にしたほうがよい。 

 

○委員意見 

 ・資料４の「妊産婦の喫煙率」は、実績があまり変わっていないが、どのように把握し

たのか。目標に向けて、どのようなことを考えているか。 

 

●事務局 

 ・喫煙率は、乳幼児健診の問診票などから、母親の申告によって取っている。喫煙につ

いて面談で積極的な指導ができておらず、あまり検証がなされていないため、今後、

目標値の立て方や、指導方法について検討が必要だと思っている。 

 

○委員意見 

 ・国が様々なところで受動喫煙を打ち出しているように、妊産婦の喫煙は子どもへの影

響もあるため、具体的な取組が必要である。 

 

○委員意見 

 ・市民アンケート結果は、区によって母親の意識や子育て環境が異なるため、特徴があ

ると思うが、分析しているか。 

 

●事務局 

 ・詳細の集計は行っていない。今後検討したい。 

 

○委員意見 

 ・次世代育成支援対策推進行動計画を見て、不妊治療の対策もあることを知った。周囲

でも不妊で悩み情報を求めている人が多く、よい病院を探したり、県外の医師の講演

会に行ったりしている。周知はどのようにしているか。 

 

●事務局 

 ・不妊治療のみに特化した形で広報は行っていないが、各区役所でいつでも相談を受け

ている。一般的なチラシはあるが、制度はすべての人を対象にしたものではなく、不

妊治療は安全にも配慮する必要があるため、個別に対応を行っている。 

 

○委員意見 

 ・神戸市のホームページでも確認できるようになっているか。 

 

●事務局 
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 ・ホームページにも掲載している。 

 

○委員意見 

 ・ファミリーサポートセンターなど利用したくても手続きが面倒などでハードルが高い。

１回利用すればよかったと思うものもあるため、無料体験を設定してはどうか。 

 

●事務局 

 ・広報の問題が重要だと思う。分かりやすい広報を行って利用者を増やしていきたい。 

 

○委員意見 

 ・参考資料２の 92 頁の解説で、「育児休業の取得が０人」というのは男女ともに含めて

取った数値か。女性の従業員のみで取ったデータはあるか。 

 ・「子ども・子育て会議」なので、子どもがより豊かな環境で育つための会議であるべき

である。こども家庭局も、「子どもの家庭」ではなく、「子どもと家庭」を全面的にバ

ックアップする局だと思う。病児保育の要望も分かるが、子どもの視点ではどうだろ

うと思う。子どもが病気の時には休める優しい企業でなければ、従業員は定着しない。 

 

●事務局 

 ・参考資料２の 92 頁のデータは、「従業員のうち、育児休業取得の方は何人いらっしゃ

いますか」という質問であり、女性だけに聞いたデータではない。92 頁の下段のグラ

フにあるように、育児休業を取得した人の中の男性の人数は聞いている。 

 

○委員意見 

・企業アンケートは企業規模によって回答内容・結果がかなり異なり、平均すると詳細

が見えにくくなるのではないか。大企業は福利厚生や休暇制度が充実しているが中小

企業は厳しい。今後、大企業と中小企業を分けて分析を行えば、状況や必要な方策が

見えてくる。ただし中小企業でも働きやすい職場を作る気運の醸成が徐々に進んでお

り、ワークライフバランスの推進も徐々に浸透している。 

 

○委員意見 

 ・当社の場合は、育児休業取得率が高く、人事評価制度で、子どもが病気の場合は人命

尊重の考えから家で仕事ができる。企業内で制度を変更するのは難しいため、まずは

国で法制化することが重要である。一方、各企業が制度を活用していることをアピー

ルして競争になる可能性もある。女性が子どもを育てることを大前提として、就学前

まで休暇取得を可能にしているところもあるが、６年間休業すると結果的には会社で

の居場所がなくなる。「業績重視にすると、業績評価のために隠れ残業が増えるのでは

ないか」という不安が出るなど、企業によって様々な問題があるため、「子どもが病気
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の場合は休んでもよい」とすることは、一足飛びにはいかないと思う。 

 ・資料４の 50 頁のこうべ男女いきいき事業所は、今では神戸市の名だたる企業がほとん

ど表彰されている。もう少し基準を変えるなど実態を把握したうえで評価を行わなけ

れば、表彰される企業数だけ増えても意味がない。こうべ男女いきいき事業所の表彰

の制度を、子ども・子育て会議の中で抜本的な見直しを行ってもよいと思う。 

 

○委員意見 

 ・当社では３年間育児休業が取得でき、その間にもう一人出産したら最長５年間取得で

きるため活用する人は多い。子育てする人を職場全体で支えるためにダイバーシテ

ィ・マネジメントを本格的に取り入れようとしている。どの企業でも同じように、育

児休業取得の選択も含め、保護者が育児を行えるよう行政がサポートできればと思う。 

 

◎議長 

 ・事業主として企業が策定している行動計画の評価についても検討してもらいたい。 

 

○委員意見 

・こうべ男女いきいき事業所の表彰は、募集時にもっと詳細な内容を示す必要があると

感じた。労働組合でも先進的な取組を広めようとしている。出産月によって約４年間

育児休業を取得でき、連続して２人目、３人目を出産すれば 10年近く取得できる企業

もある。労働組合でもそれ以外の人の働き方をどう支えるかが論議となっている。 

 

◎議長 

・企業側の取り組みについて、機会があれば議論の時間をとってもらいたい。 

・本日の意見を踏まえ、平成 25 年度の検証、評価という形にしたい。 

 

●事務局 

・追加の意見等は、12月 18 日（木）を目途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 

  



 

9 

第 10 回 神戸市子ども・子育て会議 委員追加意見 

 

 

１．神戸市子ども・子育て支援事業計画の語句の表記について 

  ①目次の中の「障害児施策の充実」 

  ②ｐ.67「障害児通園施設」 

の「障害児」を「障がい児」に統一した方がいい。 

 


