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平成 27 年度 第２回能勢町子ども・子育て会議 

～議事録～ 

 

日 時：平成 27 年１１月３０日(月)10:30～12:00 

会 場：能勢町保健センター２階 多目的室 

出席者： 小島会長・市村副会長・伊木委員・大植委員・大成委員・ 

白井委員・東良委員・中澤委員・野上委員・八木委員・和辻委員・ 

        【計 1１名】 

関係機関：池田子ども家庭センター 田村総括主査 

傍聴者：２名 

事務局：健康福祉部 

渡瀬部長・古畑課長・和田所長・垣内係長・西村総括・植村保育士 

教育委員会 瀬川次長・後藤理事 

 

次 第：１．開会 司会：垣内係長 

  

２．議事 議長：小島会長 

（１）能勢町子ども・子育て支援事業計画 平成２６年度の実績について 

（２）子ども・子育て支援事業計画 平成２７年度の事業予定について 

（３）その他 

 

司会 皆さま、おはようございます。本日はお忙しい中、ご出席賜りまし

て、誠にありがとうございます。 

これより、平成 2７年度第２回能勢町子ども・子育て会議を開催さ

せていただきます。 

本日は、朏委員、真下委員、三浦委員より欠席のご連絡を頂いてお

ります。よろしくお願いします。 

なお、本日の会議につきましては公開となっておりますので、よろ

しくお願いします。 

それでは、早速ですが小島会長より開会にあたり、ご挨拶を頂戴し

たいと思います。よろしくお願いします。 

会長 あいさつ 

司会 ありがとうございました。 

・配布資料の確認 

それでは、案件に移らせていただきます。議事進行につきましては小

島会長、よろしくお願いいたします。 

議長 それでは、案件１ 能勢町次世代育成支援行動計画・後期計画 進捗

状況と評価について、事務局説明願います。 
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事務局 説明。能勢町次世代育成支援行動計画・後期計画の進捗状況と評価 

① 子どもの遊び場づくり 

② 保育メニューの充実 

③ さまざまな学び・遊びの機会づくり 

④ 子ども医療の充実 

⑤ 子どもの安全・安心の確保 

⑥ 子育て家庭の安定 

⑦ さまざまな環境にある子どもの支援 

議長 ７項目につきまして方向性、進捗状況、そして評価をふまえ説明があ

りました。ご質問をお伺いしたいと思います。 

委員 今日資料があり説明していただいたので理解がすぐにできない状態

なので、次回にも質問の時間を頂きたいと思います。 

男性参加型の育児教室（プレママ・プレパパ教室）を行っていると思

うのですが、いつ行っているのか？と、参加人数を教えていただけたら

と思います。 

議長 次回にもご質問の時間をくださいということです。よろしいですか？ 

事務局 はい。 

議長 ６項目の子育て家庭の安定における家族で参加できるイベントの中

に、パパ参加との話があったと思います。事務局お願いします。 

事務局 お父さんも参加する教室としまして、能勢町ではプレママ・プレパパ

教室を月に１回実施しています。 

プレママ・プレパパ教室の中身は２種類に分けています。育児実践「エ

プロン」と、育児学習「えんぴつ」です。「エプロン」では、子育て期

間中に必要な育児に関する知識、実習を交えて学びます。「えんぴつ」

では、子どもの健康を守るための必要な知識、主に予防接種や妊娠中や

産後のママの健康について学びます。 

残念ながら、今参加者人数の資料を持っていないのですぐにお答えす

ることができません。かなりの確率では来ていただいていますが、まだ

お仕事をされていて参加できないという事にもなっています。 

議長 ということです。 

委員 何曜日に実施されていますか？ 

事務局 パパもママもできたら参加してくださいという事でご案内をしてい

ますが、平日の開催となっています。月曜日の午前中 10 時～11時半、

保健福祉センターで実施しています。 

委員 皆さんもビックリされたのではないかと思います。男性参加型なの

に、月曜日は普段お仕事されている時間だと思います。やはり、両方参

加していただこうと思えば、平日は難しいと思うのですが、いかがでし

ょうか？ 

事務局 基本的に保健福祉センターは月曜日～金曜日までが就業のため、月曜

日という設定になっています。子どもさんの為にお休みをとってきてい

ただきたいとご案内をさせていただいています。 
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他の市町村の事を言って申し訳ないのですが、他の市町村でもやはり

平日にやられている所が多いということと、職員体制がとりにくいと言

う所がありまして、平日に開催させていただいております。 

また参加の方からのアンケートもさせていただきたいと思います。 

議長 よろしいでしょうか？ 

委員 やはり男性の方に参加していただくのであれば、何ヶ月かに１回でも

日曜日に開催するということを検討して欲しいと思います。 

議長 男性が参加し易い曜日に設定し、できるだけ多くの方に参加をしてい

ただいて、素晴らしい子育ての力を付けていただきたいということです

ので、反映をお願いします。 

その他、この７項目につきましてご意見ございませんでしょうか？ 

委員 ２点お願いします。 

５番の黄色いハンカチ事業ですが、継続して実施ということですが、

どういう方がどういう活動をされているのか全く顔も見えない状態で

すので、新学校に向けてもう少し活気のある構築をお願いします。 

最後のページの総括の所で遊び場について、既存施設などを利用しと

書かれていますが、具体的にどういう施設で、どういうふうにあがって

いるか、もしあれば教えていただきたいと思います。 

議長 平成２８年度から子どもの通学状況も変わってきますので、ご意見を

受け止めていただいて、子どもの命を守る大切な事ですのでよろしくお

願いします。 

既存の遊び場について、事務局お願いします。 

事務局 遊び場についてですが、この会議でも委員の皆さまからご意見をいた

だきました。新学校が平成２８年４月から開校しますので、その新学校

の広大な敷地の中で何か併設してできないかという事や、閉鎖される学

校の跡地を利用して何かできないかという様なことを庁内で検討をし

ていく方向性になっております。 

子ども・子育て支援事業計画の平成２７年度から３１年度の５年間の

間で、そのような場所を作っていくというふうにしたいと考えていま

す。 

委員 どちらかというと、とても大きな広大なスペースを１ヶ所ここにしま

すというよりも、小さな場所が町内に何ヶ所かある方がいいかなと思い

ます。 

議長 施設への要望です。これに関して今日ご参加されている委員の皆さま

何かござませんか？ 

委員 ホームページの資料で見たのですが、能勢町の「まち・ひと・しごと

創生総合戦略」の中で子どもたちの豊かな遊び、学びの実現として子ど

も子育て家庭の遊び集いの整備を平成３１年度までに２ヶ所つくると

いうのがはっきり書かれています。現実性がありその計画がある程度立

てられていると私は感じました。 
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議長 ホームページからという事で意見が出ております。決まっていること

がありましたら、差支えのない所でお願いします。 

事務局 今意見がありました「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を能勢町と

して今年度中に策定することになっています。その中には、子育て支

援・観光・高齢化の課題といった能勢町全般の総合戦略を考えるという

事になっています。目標数値を上げることになっていますので、遊び場

所は２ヶ所となっています。西・東１ヶ所ずつ、２ヶ所できたらいいか

なと考えている段階です。ただし、案の段階で最終決定をしていません。

以上です。 

議長 策定中という事です。素晴らしいものができますよう、みんなで期待

をしたいと思います。事務局には、こんな意見がありましたという事で

調整等よろしくお願いします。 

その他、ご質問ご意見という事で伺いたいと思います。 

一同 ＜なし＞ 

議長 今日、新聞の折り込みの中に新学校説明会の案内がありました。また

広報にも案内がありました。子ども・子育て会議の委員の中には、子育

て中の方や、子どもも孫もいなくて説明会に参加しにくい方もおられる

と思います。こういう内容だから参加してみようと声掛けがしやすくな

ると思いますので、学校説明会の内容をお伝え願いします。 

事務局 平成２８年４月に府民牧場のありました場所に、小学校１校・中学校

１校の建築工事を進めています。工事の進捗は９０数パーセントという

ところです。建物工事が終わりましたら場内の駐車場・進入道路、学校

内の植栽工事を合わせました外構工事を平成２８年３月１５日まで実

施する予定です。 

新学校が開校するとアフタースクールという事で子ども達の放課後

の活動時間を作りたいと考えています。中学生はクラブ活動に力を精一

杯発揮してもらう時間を十分確保し、小学生は自主学習や一輪車や太鼓

などこれまでの学校で取り組んできた内容をアフタースクールで取り

組んでいければと考えています。 

当然放課後児童クラブにつきましても、新校に教室を建築しておりま

すので、引き続き新学校の中で運営する環境になっています。 

１２月７日～１５日にかけまして天王地区を始め、各校区で説明会を

開催させていただきます。 

その中で、１日の学校生活のスケジュールも合わせて説明をさせてい

ただく予定です。８時１０分に学校が始まり、授業が終わるのが１５時

１５分、それから１５時半・１６時半・１７時半と３回に分けてスクー

ルバスの運行を予定しています。最終便が、夏時間ですと１７時半です

ので、それまでの間アフタースクールやクラブ活動等を十分して、最終

のスクールバスで帰るというふうな組み立てをしています。 

出来るだけ多くの方に説明会に参加いただき、新しい学校の内容等に

ついて知っていただく機会としていただけたらと思っています。 
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議長 皆さん方も住民としての参加、呼びかけも含めましてお願いをできた

ら嬉しいなと思います。 

それでは事務局の方から何かご連絡等ありましたらお願いします。 

事務局 子ども・子育て支援制度 なるほど BOOK  

能勢町子ども関係機関連絡協議会研修会 虐待事例から考える～私

たちにできること～ 

ファミリーハッピークリスマスみんなでイベントを楽しもう 

里親になりませんか？ 

虐待ダイヤル １８９ 

それでは、今年度の能勢町子ども子育て会議は３回を予定させていた

だいています。３回目の会議につきましては、２月にさせていただけれ

ばと考えています。日時につきましては後日事務局よりご連絡させてい

ただきますので、よろしくお願いいたします。 

議長 事務局から今後の予定でした。 

せっかくの機会ですので、閉会の前に今日ご参加いただいております

皆さんと交流したいとか、こういうことについて考えていきたいなどあ

りましたら、２・３伺えたらと思います。いかがでしょうか？ 

委員 能勢町の子ども・子育て支援事業計画で４４ページに子どもの貧困対

策とあると思います。子どもの貧困対策をめぐり、政府は食事の回数虫

歯の数といった子どもの生活実態に関する数の全国調査を実施する方

針を固めたとあります。実情が地域ごとに異なる為、全国一律ではなく

各市区町村に実施を促し、調査項目は原則市区町村に委ねるとなってい

ます。この政府からの通知は町の方にもきているのかを教えてくださ

い。 

事務局 子どもの貧困対策ですが、今年の４月から実施をされている生活困窮

者自立支援制度という制度の一環として貧困対策というのが事業とし

て位置づけされています。 

能勢町は福祉事務所がありませんので、主体となってやっているのは

池田子ども家庭センターになります。子どもがいる家庭のみならず、生

活困窮家庭について相談を受けたり、個別訪問をしています。例えば就

労に繋げるとか、年金受給できていなかったけど年金の申請ができない

かなど細かい支援をいただいている所です。 

子どもの貧困という事について能勢町でも他人事ではありません。能

勢町の中にもやはり１人親家庭や保護者の方が病気で働けない、働いて

もなかなか生活が向上しないといったご家庭があります。そういったご

家庭についても学校現場の方から生活に困っておられる、福祉的な支援

は受けられないかといった相談が寄せられています。そういった時は福

祉課の方でもいろいろ考えますが、池田子ども家庭センターとかさまざ

まな関係機関に相談してなるべく支援が行き届くような体制をとって

いきたいと思います。 
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具体的にどんな事をしているかにつきましてはまだ子ども貧困対策

だけに限ってはこんなことをしているというのは特にありませんが、１

つ１つの家庭に応じた支援をしていくことになっています。国の方から

もさまざまな通知や生活困窮者自立支援関係の案内については能勢町

の方にメール文書を通じて来ております。以上です。 

議長 何の責任もない子ども達がとても悲しい目にあうことが無いように

努めるのが周囲にいる大人の役目であると思います。お声かけできるこ

とが大事だと思います。 

その他、何か案件以外でございませんでしょうか？ 

事務局 黄色いハンカチ事業ということで取り組んでいますが、だいぶ登録者

も減ってきているという状況です。新学校に向けて、歩道・道路的な部

分についても今関係機関等協力しながら努めてはいるところですが、や

はり子ども達の見守りという部分では住民総がかりで助けていかない

と、なかなか守れない様な社会状況にもなっています。子ども子育て会

議に参加されています、みなさま方におかれましても新学校が開校して

も子ども達の見守り活動により一層ご協力をお願いいたしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

議長 １人の力は本当に僅かなものですが、２人・３人と繋がっていく力は

大きく、能勢町の端から端まで見守りの体制が広がっていくところが能

勢町の素晴らしさと信じています。 

これから成長します子ども達は私たち・能勢町にとり本当に大事な宝

物です。 

今日はお集まりいただきましたみなさまの声、それぞれの団体・それ

ぞれの地域で一言かけていただいていることは大きな声に変わり、大き

な実行力になっているものと信じています。 

この会がいろんな意味で子どもの支援の一助になることを念じまし

て終了をさせていただきたいと思います。本日はご協力本当にありがと

うございました。 

 


