
 108

（21） 大阪府箕面市 
箕面市は、大阪府北摂（豊能）地域に位置し、1956 年 12 月に箕面町と豊川村が合併して府下 24 番

目の市として誕生した。市域には明治の森国定公園を含み、森林や温泉地域が面積の６割を占め、自然

に恵まれた大阪都市圏のベッドタウンとして発展している。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   128,952 人（世帯数 55,003 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）   7,361 人（人口比 5.7％） 

面積          47.84k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

箕面市の人口は、2015年度には、おおむね13万５千人に増加すると推計されている。これは、今後も

少子化の進行や近年の社会動態が継続していくことを前提とした場合に、既成市街地の人口は減少傾

向にあるが、箕面森町、彩都、小野原西地区での新市街地整備による住宅供給の増加や子育て世代な

どの若年層を積極的に呼び込む政策効果などによって、2022 年度までは市全体では、人口及び世帯数

の増加が継続すると予想されるからである。しかしながら、近年の経済状況の悪化から、事業者の住宅供

給計画の見直しや消費者の動向などの影響を考慮し、2016 年度の第五次総合計画（後期基本計画）の

策定に際しては流入人口を見直すことも想定している。 

なお、箕面市では、少子化が急速に進んで親と子どもだけの核家族世帯が増え、子育ての知恵や手

助けが得にくくなったこと、また、地域での近所づきあいが少なくなって知り合いがつくりにくい状況が増え

ていること、さらに、不況もあって経済的に厳しい状況があることなどを背景として、子どもが幸福に暮らせ

るまちづくりを進める必要があると考え、2005年３月に「箕面市新子どもプラン（次世代育成支援対策行動

計画）｣を策定し、さらに、2010 年には新たな課題に対応するため計画を見直し、｢箕面市新子どもプラン

〔次世代育成支援対策行動計画(後期計画)〕｣を策定した。さらに、箕面市では、「子育てしやすさ日本

一」を目指し、子育て支援環境を整備するとしている。 

 

２） 基本理念 

「箕面市新子どもプラン」では、「子どもが幸福に暮らせる まちづくりをめざして」を基本理念としている。

さらに、以下のようなまちづくりの目標を掲げている。 

① 子どもが明るくのびのび育つまちづくり 

② 子どもが輝くまちづくり 

③ 大人と子どもの協働によるまちづくり 

④ 安心して子育てができるまちづくり 

 

３） 庁内組織の体制 

2005 年より、子ども部を教育委員会事務局に設置した。それまでは、子ども・子育て施策を所管する

部署が市長部局と教育委員会に分かれていた、「子ども」をキーワードに関係部門を一体化し、おおむね

０から 18 歳迄の子どもに対する施策を総合的に展開している。 
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４） 箕面市子ども条例 

箕面市の全ての子どもが、幸福に暮らせるまちづくりを進めるためには、家庭と学校と地域が相互に

緊密に連携するとともに、大人と子どもがそれぞれの役割と責任を自覚し、公徳心を持って社会規範を守

り、互いに学び共に育ち、協働することが必要である。大人は、子ども自らが創造的な子ども文化をはぐく

み、次代を担う人として成長するよう、愛情と理解と、時には厳しさを持って接することが大切である。こうし

た前提の下に、箕面市は市民と協働し、子育てに夢を持ち、子どもが幸福に暮らすことができるまちづくり

を進めることを決意し、子ども条例を制定した。 

経緯・背景 

箕面市の子どもを育てるに当たり、子どもの最善の利益を尊重するとともに、子どもの自己形成を支援

するための基本理念を定め、市と市民の役割を明らかにすることにより、全ての子どもが幸福に暮らせる

まちづくりを進めることを目的として、国内でも早期の条例化として 1999 年に施行され、2010 年３月に改

正されて現在に至る。 

成果・効果 

本条例では、子どもの健康の保持と増進に努める、子ども自らの文化的活動や社会的活動を積極的

に支援する、子どもの表現の自由と意見を表明する権利を尊重する、子どもの活動の場の確保と自然環

境の保全に努める、保護者が子どもを育てるに当たり必要に応じて経済的又は社会的な支援を行うなど

が明確に規定され、「箕面市子ども育成推進協議会」の活動を後押しし、「箕面市新子どもプラン〔次世代

育成支援対策行動計画（後期計画）〕」の策定に結びついた。 

 

５） 箕面市子育て応援宣言 

「箕面市新子どもプラン」において「未来にはばたく子どもたちの「力」をしっかりと伸ばしたい」と子育て

応援宣言を明言している。 

 

６） 子ども育成推進協議会 

2005年に、箕面市における青少年健全育成及び青少年活動の支援、次世代育成支援対策の推進を

目的として、箕面市教育委員会の諮問に応じて調査審議し意見を答申する協議会として、子ども育成推

進協議会が設置された。協議会委員は、選定市民、学識経験者（大学、商工会議所、民生委員児童委

員協議会、社会福祉協議会、幼稚園・保育所関係、PTA 連絡協議会など）、関係行政機関職員（警察署

長、子ども家庭センター、小中学校校長会など）から構成され、20 人以内としている。 

この協議会を、将来的に「地方版子ども・子育て会議」に移行させることを考えている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 学童保育事業 

放課後、保護者が仕事で留守にしている、保護者が病気である、介護をしているなどの家庭の児童、

又は障がいのある児童を対象に、その健全な育成を図るために、小学校の空き教室などを利用し、指導

員が児童を預かる制度である。 

学童保育の要件は、小学校１年生から３年生までの児童で、保護者や同居親族が放課後に面倒を見

られない場合、又は６年生までの障がいのある児童の健全な育成や発達を助長すると認められる場合で

ある。なお、事業運営は、社会福祉法人箕面市社会福祉協議会に委託しており、保育料は月額5,700円
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（減免措置有）である。 

○ 利用日・時間 平日の放課後から午後５時迄 

土曜日・長期休業日の午前８時 30 分から午後５時迄 

○ 延長保育 平日の午後５時～午後７時 

○ 入所定員（2013 年度） 全小学校で 810 人 

○ 待機児童数 １人（2013 年３月現在、2014 年度目標は待機児童ゼロ） 

経緯・背景 

放課後、保護者が仕事で留守にしている、又は保護者が病気である、介護をしている家庭の児童、さ

らには障がいのある子どもに対する支援の必要性が本事業のきっかけである。児童の健康管理・安全確

保、自発的な遊びへの意欲と態度の形成、遊びを通じての自主性や社会性の向上、児童の遊びや活動

の把握、緊急時の家庭連絡、安全な遊び環境づくりの支援を目的として、事業開始に至った。 

成果・効果 

保護者の育児負担を軽減し、就労支援と児童の健康管理・安全確保を両立している。 

友達同士や児童と指導員との自然で暖かい人間関係をふまえた集団生活の中で、自発的・自主的な

活動を経験し、遊びを中心とする活動が児童の健やかな活動に大きく影響すると期待できる。勉強は教

えないが、宿題・読書などできる配慮や声かけをしている。 

2013年度計画では、箕面市内の14小学校全てで各校定員40～80人、計 810人の学童保育を実施

する予定である。 

課題 

市の財政負担と指導員を含めた人材の確保が課題である。 

また、保護者懇談会を年数回開催しているが、市では、保護者には学童保育事業を利用するだけで

なく、親子が直接ふれあう時間を設けることがもっと必要であることを訴えている。在宅時に親子が一緒に

過ごす時間を持ってもらいたいと考えている。 

 

２） 自由な遊び場開放事業 

小学生を対象に、放課後に市立全小学校の余裕教室の一室や運動場を開放する事業である。箕面

市教育委員会が実施主体で、箕面市社会福祉協議会に運営を委託している。指導員を配置し、子ども

たちの安全確保のため開放場所を巡回するが、子どもたちの自主性や主体性を尊重し、大人に指示され

ないで自由に遊びを創造したり、工夫したりできるよう見守っている。運動場や体育館にはドッジボール、

サッカーボールなどを、室内遊び場にはブロック、オセロなどのゲーム類を用意している。小学校によって、

開放場所や時間等が異なることもある。 

○ 運動場の利用日・時間  平日の放課後から午後５時迄 

○ 体育館の利用日・時間  特定日の午後３時から午後５時迄 

○ 余裕教室の利用日・時間 平日の午後２時から午後５時迄（冬季は午後４時 30 分迄） 

経緯・背景 

創造性・主体性や他人を思いやることのできる豊かな心を子どもたちが育むことを願って、1997 年度

から全ての市立小学校で、放課後に運動場や体育館、余裕教室を開放してきた。 

また、市内の小学校には、学童保育施設があるが、学校施設を子どもたちの遊び場として開放するに

あたっては、学童保育に登録している子どもも登録していない子どもも一緒に楽しく遊べるよう、学童保育

の指導員と遊び場開放の指導員が連携を図り、見守りを行っている。 
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成果・効果 

子どもたちは、遊びを通して工夫する面白さや楽しさを学ぶことができる。また、年齢の違う友だちや

色んな個性を持つ子どもたちと一緒に遊ぶことによって、社会のルールや人とのコミュニケーションも身に

つく。今では、体育館や運動場では、学年の違う子どもたちが交ざりあって楽しく遊ぶ姿が多く見られるよ

うになってきていることも成果である。 

課題 

子どもたちには、帰宅しないで放課後そのまま利用する場合は、何時に帰宅するか必ず保護者と約

束してから登校するように注意している。また、おやつ類は持ってこないこと、年下の子どもと仲良く遊ぶこ

と、遊んだ後は遊具を元に戻すこと、危ない遊びを行う児童にはみんなで注意すること、下校のチャイム

で帰ることなどのルールやマナーを守らせることが必要である。 

 

３） 赤ちゃんの駅整備事業 

乳幼児連れの保護者を対象に、授乳やおむつ替えの場所を提供する。「赤ちゃんの駅」とは、こうした

スペースの愛称であり、登録された施設には「赤ちゃんの駅」看板を掲げている。 

○ 設置箇所 69 か所 

（公共施設25か所、幼稚園・保育所25か所、コミュニティセンター12か所、商業施設７か所） 

○ 整備費用（2010 年度） 大阪府子育て支援交付金 5,806 千円 

経緯・背景 

乳幼児を連れて外出した際におむつ替えや授乳で困った経験のある保護者が多いことから、気軽に

立ち寄り、おむつ替えや授乳ができる場所として、市の公共施設はもちろん、民間施設においても事業

者の協力を得て「赤ちゃんの駅」を設置した。分かりやすい案内表示板を設置するほか、「赤ちゃんの駅

マップ」を作成・配布した。 

成果・効果 

保護者が、乳幼児を連れておむつ替えや授乳に悩むことなく、気軽に外出できるようになった。「赤ち

ゃんの駅」は市内至る所に整備され、ホームページでも検索できるために、利便性が非常に高い。 

課題 

「赤ちゃんの駅」の増加に伴い、「赤ちゃんの駅マップ」を適時に更新し、ホームページや子育て支援

情報配信サイト「箕面市おひさまネット」などでも紹介していくなど、利用者に気軽に立ち寄ってもらうため

の工夫が必要である。さらに、1,000 ㎡以上の民間商業施設に対しては、「赤ちゃんの駅」の設置に関す

る協議を新たに義務付けている。 
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（22） 大阪府熊取町 
熊取町は大阪府南部に位置し、府中心部から電車で約30分、関西国際空港からは電車で約15分の

距離にあり、交通利便性が高い町である。自然環境や歴史にも恵まれ、「大阪みどりの百選」「全国水源

の森百選」にも選ばれた「奥山雨山自然公園」、「全国ため池百選」に選ばれた憩いの親水空間「長池オ

アシス」、重要文化財「中家住宅」「来迎寺本堂」「降井家書院」など見どころも多い。また、1970 年代より

宅地開発が進み、郊外の良好な住宅都市として発展してきた。快適で暮らしやすい風土に、大阪体育大

学、大阪観光大学、関西医療大学、京都大学原子炉実験所の４つの大学、町村では全国でトップクラス

の 35 万冊の蔵書を誇る図書館も整備され、学園文化都市としての特徴も有している。 

人口（2011 年 10 月１日現在）   44,456 人（世帯数 16,893 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2011 年 10 月１日現在）  2,392 人（人口比 5.4％） 

面積          17.23k ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

熊取町の人口推移を見ると、昭和 50 年代後半の２万７千人台から平成に入って４万人を突破したが、

2000 年以降は微増傾向が続いている。また、世帯数の増加と同時に世帯人員は減少し続け、2001 年以

降は 3.0 人を切っている。単身世帯や夫婦のみの世帯も増加し、核家族化や世帯の高齢化が進んでい

る。 

熊取町は、かつては農業と「和泉木綿」で知られる織物業を主産業として発展し、古くから女性が働く

ことが日常的であった。また、昭和50年代に大阪都心部のベットタウンとして開発が進み共働きの夫婦世

代が流入するなど、今も昔も女性がよく働く町である。そのため、「出産後の０歳から子どもを預かってほし

い」「大阪市内まで通勤のため長時間預かってほしい」などの住民ニーズが高く、保育に力を入れてきた。

一方、それらの課題を住民自身の力で解決しようという団塊世代を中心とした住民活動が生まれ、「文庫

活動」「共同保育所」「学童保育所」などが、行政との協働により実現していった。これらは、今でいう「新し

い公共」の担い手として、現在でも地域にとって欠かせない存在である。 

しかしながら、1990 年代に盛んであった「子育てサークル活動」を最後に、若い世代の主体的な住民

活動は縮小傾向にある。様々な子育て支援事業の中で、親が「サービスの利用者」としてだけではなく主

体的に参画できる事業の運営方法のあり方、更には、引きこもりがちな親子を対象に、悩みや不安を傾聴

し、その成長を見守りながら、親子と地域社会をつなげていく子育て支援活動が必要となってきている。 

 

２） 基本理念 

熊取町における、子どもの育ち、子育ての現状やニーズ調査結果から、現在の結婚観、子育て観、子

ども観は非常に多様化しているという認識の下、子どもの人権を根底に据えながら、子どもや若者の声に

心から耳をすまし、誠実に向き合い、共に歩む姿勢が必要と考えて、次の基本理念を打ち出した。 

～ 多様な「子どもの育ち」や「暮らし」を認め合い、支えあう、対話的まちづくり ～ 

 

３） 庁内組織の体制 

2005 年４月の児童福祉法改正に伴い、「子どもに関する相談体制検討会議」を立ち上げて、健康福

祉部・教育委員会での協議を重ねた結果、町内の子育て支援を総合的かつ効果的に推進するための組
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織として 2006 年に「子ども家庭課」を設置した。 

教育相談や就学後の発達相談を担う学校教育課の学校教育参事と乳幼児健診や子育て相談を担う

健康課の課長を児童福祉を主管する子ども家庭課との兼務とし、０歳から18歳までの全ての子どもとその

家庭を対象に、育児不安など日常的な相談から虐待の通告などの緊急対応まで相談業務の中心として

の機能を果たしている。 

また、「子ども相談ネットワーク（要保護児童対策地域協議会）」の調整機関として、保育所や学校、学

童保育所など関係機関のネットワークを最大限に生かした相談力の向上に努めている。さらに、様々な子

育て支援事業を実施するとともに、地域における多様な活動を有機的につなぎ、町全体の子育て支援の

取組を総合的にコーディネートする機関として、子育てに関する幅広い取組を行っている。 

今後は、教育と児童福祉の更なる連携強化により、相談事業にとどまらず、０歳から 18 歳までの全て

の子どもが豊かに育つための保育・教育内容の再検討を行い、そして、保護者を子どもの親であり、青年

期の若者でもあると捉え直し、子どもと共に育ちなおすための支援について既存事業の質的向上を図る

取組を展開していくことを考えている。 

 

４） 熊取町次世代育成支援対策協議会 

地域の子育てに関する様々な情報を集約し、今後の方向性についてオープンな場で話し合うことを

目的に、熊取町次世代育成支援対策協議会を設置した。構成メンバーは、住民代表（小中学校 PTA 連

絡協議会母親代表や就学前後の子どもを持つ親（公募委員）など）８人、保健・教育・福祉関係者 11 人、

学識経験者４人、関係行政機関の職員１人からなる合計 24 人である。将来的には、この協議会を母体に、

「地方版子ども・子育て会議」へと移行させる予定である。 

 

５） 子ども・子育て支援に関する地域ニーズを吸い上げる制度 

つどいの広場事業（２か所）、ファミリー・サポート・センター事業等の各種子育て支援事業、文庫活動

や福祉委員会による子育てサロン、子育てサークルのネットワークや親の会（障がいや不登校）、保育所

の保護者会などからニーズを収集・整理している。また、「子ども相談ネットワーク（要保護児童対策地域

協議会）」の活動の一環として、保育所・幼稚園・小中学校・学童保育所を巡回し、関係機関が抱える課

題やニーズについても吸い上げるよう努めている。 

 

ⅱ．地域子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） ホームスタート事業 

「ホームスタート」事業は、イギリスで発祥したボランティアによる「訪問型子育て支援」である。就学前

の乳幼児を抱え、子育てに不安やストレスを感じている保護者を対象に、７日間の研修を修了した「ホー

ムビジター」といわれるボランティアが希望家庭を訪問し、子育ての悩みを聞き、一緒に家事や育児を行

いながら、子育ての意欲や技術の向上を図る。訪問回数は、週に１回、２時間程度で合計５回である。 

乳児家庭全戸訪問事業や乳幼児健診面接時に、孤立していたり、子育てに不安を抱えている親に対

しホームスタート事業を紹介している。後掲する「つどいの広場」事業や「ファミリー・サポート・センター事

業」においても、個別に支援が必要な親に対しては、ホームスタート事業を紹介することもある。 

事業全体の運営、「ホームビジター養成講座」の実施、訪問を希望する親とホームビジターとの調整な

どは、NPO 法人ホームスタート・ジャパンにおいて子育て支援に関する専門研修を受講し認証を受けて
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いる「オーガナイザー」が行う。 

○ 登録ホームビジター（2012 年 10 月末現在） 12 人 

○ 研修受講中のホームビジター ７人 

○ 訪問延べ件数（2013 年２月末現在） 114 回 

経緯・背景 

1990 年代以降、社会や他人とつながることが苦手な若い世代が、次第に地域活動から遠のき、最近

では、「つどいの広場」や「子育てサロン」等の子育て支援事業にさえも、足の向かない親子が少しずつ増

加している。こうした引きこもりがちな親子を対象に、悩みや不安を傾聴し、その成長を見守りながら、社

会とつなげていく子育て支援活動が必要となってきた。こうした状況を踏まえて、イギリスで発祥した「ホー

ムスタート」事業を 2012 年８月より NPO法人に委託し実施している。関西では初めての取組である。 

成果・効果 

熊取町が大切にしてきた「協働」の理念を活かし、「待つ支援」から「届ける支援」へのターニングポイ

ントとなる事業である。 

行政の保健・福祉分野と NPO法人との協働により、乳幼児健診や乳児家庭全戸訪問事業との連携を

図るとともに、訪問の結果、要支援ケースと思われる場合については子ども家庭相談へつなげるなど、重

層的かつ継続的支援を行うことができる点が大きな成果である。 

利用者からは「子どもと２人きりでずっと家にいるのはしんどかった。一番つらい時期に訪問してもらっ

て支えてもらった」「子どもとの遊び方がわからなかったが、ホームビジターさんが一緒に遊んでくれたこと

で、子どもとの関わり方を学ぶことができた」「ホームビジターさんに下の子をみてもらい、思い切り上の子

と遊ぶことができた。上の子どもの気持ちが安定したので本当にほっとしている」「子育てが落ち着いたら、

自分もホームビジターとしてお手伝いしたいと思った」など、喜びの声が集まっている。 

また、子ども家庭課のコーディネートにより、事業立ち上げに携わった２つの NPO 法人の相互理解が

進み、互いに良い意味で刺激になることでそれぞれの活動内容の活性化が図られるとともに、民生委員

児童委員協議会の子育て支援への参画も進み、子育て支援関係団体の連携強化、質的向上につなが

った。 

課題 

ホームビジター養成講座へ参加し資格を取得するボランティアを増やすとともに、訪問活動において

親の話をしっかり傾聴し共感することのできる能力やスキルを形成することが課題である。また、ホームス

タート事業は、広場事業に来られない保護者をサポートする目的もあるが、こうした情報の届きにくい孤立

した家庭へのきめ細やかな広報や、参加を促す呼びかけも重要である。 

 

２） つどいの広場事業「ぷらっつ」と「であいのひろば」 

つどいの広場事業は、未就園児と保護者のための「居場所づくり」が目的である。 

その一つである「ぷらっつ」は、NPO法人「くまとり子育ちWA・輪・和」に委託され、保育所や幼稚園へ

行くまでの児童と子育て中の保護者が集う場である。「ぷらっと気軽に来て、遊んだり、お話したり、ホッと

一息いれて、ゆっくりほっこりした時間を過ごす」というコンセプトで、旧町立第８保育所内で運営されてい

る。 

また、「であいのひろば」は、NPO 法人「地域支援センターくまとりロンド」に委託されて、地域支援セン

ターくまとりロンド１階保育室で運営されており、「親子のふれあい遊びを中心に、手遊び、うた遊びなどた

くさんの遊びを通して、みんなが笑顔になって楽しく過ごせる」ひろばを目指すとしている。 
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いずれも、申込みは不要で利用料金も無料である。 

○ つどいの広場実施箇所 2008 年度１か所、2011 年度から２か所 

○ つどいの広場開所日数 週３日～４日 

○ つどいの広場利用実績（2011 年度） 参加親子 289 組、延べ参加人数 8,403 人 

経緯・背景 

2002 年３月策定の「母子保健計画」、2005 年３月策定の「次世代育成支援対策地域行動計画（前期

計画）」のニーズ調査において、親子の居場所づくりの必要性を痛感し、実施に至った。 

2006 年度に、旧町立第１保育所の空き教室を利用して、「未就園の親子の居場所づくり」のために、

大阪府主催の「子ども家庭サポーター養成講座」修了者が中心メンバーとなって、週１回の活動を始めた。

空き教室の再活用なので、遊具などがそのまま使えるメリットもあった。2007 年からは週２回に、2008 年か

ら週３回に回数を増やした。2008 年７月以降は、「つどいの広場事業」として、NPO 法人「くまとり子育ち

WA・輪・和」へ委託、加えて2011年度からはNPO法人「地域支援センターくまとりロンド」へ委託し実施し

ている。 

成果・効果 

参加者からは「近所で暮らしていてもお互い名前も知らなかったが、つどいの広場に来て親同士友達

になれてよかった」「いつでもやっているので、気軽に寄れて安心、スタッフも変わらずいてくれているので、

何でも相談できて心強い」などの意見が寄せられている。開催日が増えサービス内容も充実する中で、子

育て中の保護者にとって安心できる拠点となり、現在では、就園前３歳未満の子どもと親の約40％が参加

している。 

また、広場事業が刺激となり「子育てを地域で支えていこう」という動きが広がったことも成果である。子

育てに関連する町内の団体・組織、PTA などとも連携し、多様な出会いと学びの場を提供している。絵本

の読み聞かせや生涯学習の支援などの幅広いメニューも用意し、広場事業を基盤に、町内の NPO 活動

や地域支援の活性化にもつながっている。 

課題 

次世代育成支援対策地域行動計画（後期計画）において、2014 年度には３か所の開設を目標として

いる。また、広場を運営するスタッフの継続的な育成、新たな人材の養成が課題である。 

今後「つどいの広場事業」には、親の子育ての状況やニーズに合わせ、「ファミリー・サポート・センタ

ー事業」や「ホームスタート事業」等様々な子育て支援事業をコーディネートする役割が求められることか

ら、マネジメントのできる人材養成も重要である。 

親と子どもが共に育ちあうことを応援しつつ、将来の子育てを応援してくれる人材を育てることを目指し

ている。 
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（23） 兵庫県尼崎市 
阪神広域圏に属する兵庫県尼崎市は、東は大阪市と豊中市、北は伊丹市、西は西宮市と接し、南は

大阪湾に面している。県下では、第４位の人口規模であり、人口密度は最も高い。市域は南北方向に約

11km、東西方向に約８kmである。市北部は、住環境を重視したエリアが多く、中部には JR沿線を中心に

住宅街や商店街が、また南部は、古くから発展してきたにぎわいのある商業地域で、国道 43 号以南を中

心に工業専用地域が広がるなど、地域ごとに多様性がある。市域全体がほぼ平地であることや、JR 尼崎

駅から大阪駅まで５分、三ノ宮駅（神戸）まで 15 分で行けるなど、周辺都市への交通アクセスが容易であ

るといった利便性の高さが特徴である。また、面積当たりの医療機関数やショッピングセンター、商店街な

ども多く非常に暮らしやすい町である。2009 年４月に中核市に移行した。 

かつては、阪神工業地帯の中核都市として、大気汚染などの公害問題を経験したが、現在では大きく

改善している。2013 年３月には、国から「環境モデル都市」に選定されている。 

現在は、公害問題など過去のマイナスイメージの払拭とともに、まちの魅力の増進とその発信に力を

入れている。 

人口（2012 年３月 31 日現在）   457,216 人（世帯数 217,786 世帯） 

就学前（０～５歳）児童数（2012 年３月 31 日現在）  23,494 人（人口比 5.1％） 

面積          50.20 ㎡ 

 

ⅰ．子ども・子育て支援に係る取組 

 

１） 地域の特徴と課題 

尼崎市の人口は、1971 年の 55.4 万人をピークに減り始め 1990 年に 50 万人を割り込み、2010 年に

は 45万人台にまで減少した。15歳未満の人口は、1980年の 23％台から減少を続け、2010年には 12％

台となっており、課題の一つに子育て世代の転出がある。 

 

２） 基本理念 

尼崎市子どもの育ち支援条例は、「子どもの人権を尊重することを基本として、子どもの育ちを社会全

体で支える」ことを理念として、すべての子どもが健やかに育つ社会の実現に寄与することを目的としてい

る。 

 

３）尼崎市子どもの育ち支援条例 

本条例では、上記の理念を実現していくための取組として、子どもに関する施策の策定・推進と子ども

の育ちを支えるための仕組みを定めている。 

また、子どもに関する施策を総合的、計画的に推進するための計画の策定を義務付けており、2014

年度までの間は、市民ニーズを踏まえた「尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」を、条

例に定める計画として位置づけ、これに基づき、児童福祉、保健、教育分野等において様々な子ども・子

育て支援に係る取組を進めている。 

経緯・背景 

子どもに関する条例の制定を視野に入れた検討を始めた 2005 年当時、少子化、核家族化、価値観

の多様化、地域での近隣関係の希薄化などを背景に、児童虐待、いじめ、不登校などが全国的な社会

問題となっていた。 
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尼崎市でも、特に児童虐待や不登校について課題を抱えていたが、その一方で、子育てに不安や負

担を感じる家庭が増え、家庭の子育てを支える地域社会の子育て機能も低下しているといった現状があ

った。こうした課題に対して関係機関などを中心に取組が行われていたが、家庭や社会などの要因が複

雑に絡みあう中では、関係機関と地域の一層の連携が求められていた。 

こうした背景や課題を踏まえ、2006 年度に設置した「尼崎市子どもに関する条例等検討委員会」の意

見書の趣旨をもとに、子どもの育成についての理念を共有し、保護者、地域住民、学校、行政などが役割

分担のうえ連携して取り組むにあたり、その実効性を高めるため、2009 年 12 月に条例を制定した。 

 

ⅱ．地域での子ども・子育て支援事業の取組 

 

１） 地域社会の子育て機能向上支援事業（子育てコミュニティソーシャルワークの実施） 

地域社会の子育て機能の向上に資するため、地域住民などの主体的な取組が進むよう働きかけると

ともに、地域活動や社会資源を結び付け、地域社会で子どもの育ちを支えるネットワークの主体的な形成

などを側面から支援するなどの子育てに関するコミュニティソーシャルワークを行う事業である。 

具体的には、地域活動のリーダーや庁内関係課などをパートナーとして連携し、以下の取組を実施す

る。 

① 子どもに関する地域課題の情報収集と見立て及び解決に向けたプランニング・実行 

② 地域の自主的活動グループなどが行う企画や運営への助言・情報提供 

③ 新たな社会資源となり得る人材の発掘・リーダー育成支援・人材交流の促進 

④ ワークショップ・交流会・学習会などの実施 

⑤ 条例の内容について、地域への浸透及び地域住民の意識向上 など 

○ 実施体制（2013 年度以降） 

・ 子育てコミュニティワーカー（ソーシャルワーカー）２人配置 

・ 子育てコミュニティネットワーク実務者会議の設置 

＊ この会議では、地域活動に関わる庁内関係課が情報共有のうえ、コミュニティソーシャルワーク

活動について協議し、相互に連携して推進する。学識経験者がアドバイザーとして参画する。 

経緯・背景 

地域の大人と子ども・子育て家庭が地域と接する機会が減っている中で、地域で子どもを育てる意識

が弱くなり、地域活動運営の担い手が不足しているといった課題認識のもとに、条例には、子どもの育ち

を支える仕組みとして、「地域社会の子育て機能の向上」の規定が設けられており、その事業展開として、

2010 年４月から子育てコミュニティソーシャルワークを実施している。 

なお、この事業は、「尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」の中では重点戦略とし

て位置けられている。 

成果・効果 

事業開始後３年間は、地域活動を行う既存のグループ・団体との関係づくりやニーズの把握を行うとと

もに、地域住民の意識を高めるワークショップや、支援者同士が交流できる場の設定、地域での新たな取

組に向けた合意形成を支援するなど、条例の理念に沿って働きかけを行った。この結果、地域住民に新

たな気づきが生まれたり、グループ間で新たな関係が構築されたほか、地域住民主体の子育て広場の開

設などにつながった。今後は、将来的に担い手となり得る人材の発掘・育成を図り、新たな地域活動に結

びつくような取組を一層進める。 
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2011 年度の具体的な活動状況は以下のとおりである。 

① 子ども・子育て支援活動を行う支援者（主にリーダー）などを対象にヒアリング（活動上のニーズ・課

題や地域の課題の把握、活動に対する助言、情報提供など） 計 55 回 

② 地域住民の意識向上のためのワークショップ（児童虐待と子どもの育ちの問題などをテーマに「地

域住民ができること」などの話合い） 開催回数７回 参加者計 91 人 

③ 子ども・子育て支援活動を行う支援者などを対象に市内の２地区で、学習会を交えた交流会を実

施（学習テーマ：「子どもの生活習慣づくり」など） 実施に向けた調整回数 38 回 参加者計 36 人 

④ 地域住民主体の子育て広場開設支援（支援者同士の意見交換の場の設定、合意形成支援、運

営上の助言など） 開設に向けた調整回数 16 回 

⑤ 子育てコミュニティネットワーク実務者会議を開催し関係課で情報共有等 ２回 

課題 

地域住民の意識向上、地域活動グループの組織化やネットワーク化などは、やりがいや楽しみ感も含

め、地域住民の主体性が重要な要素であり、その醸成には一定の期間を要するため、継続的に関わり、

段階的に進める必要がある。 

地域活動の側面支援においては、活動に有益となる情報（人材、助成制度、活動場所など）の提供が

有効であるが、情報の集約が未だ不十分であるため、一層収集・集約する必要がある。また、これらの情

報について、最新の情報を把握し更新できる仕組み・体制が不十分であるため、効果的な働きかけを行

うためにも、体制整備が必要である。 

地域住民のニーズや地域の実情を踏まえたよりきめ細やかな対応を行うとともに、人材の発掘・育成

や新たな社会資源づくりを行うためのより有効な仕掛け策を検討する必要がある。 

 

２） 子ども家庭相談支援体制整備事業（スクールソーシャルワークの実施） 

就学後の子どもが抱える問題への支援機能を強化する視点から福祉事務所の体制を整備し、いじめ、

不登校、非行など、就学後の要支援の子どもを早期に発見し、児童虐待等の予防や対応の仕組みとも連

携して適切な支援を行うため、学校現場に福祉の視点を導入することで要支援の子どもへの学校の対応

力の向上の側面支援、学校と他の社会資源とのネットワークの構築などを図るものである。 

具体的には、学校現場での初期段階の掘り起しによる重篤化の防止､学校現場で抱える家庭環境が

絡む問題への対応力の向上につながる、以下の取組を実施する。 

① 子ども家庭相談支援体制におけるスクールソーシャルワーク（子どもの抱える問題のアセスメント、解

決のためのプランニング、他機関コーディネート、学校現場での相談など） 

② 支援に行き詰まるケースや事業管理などへのスーパーバイズ 

○ 実施体制 

子どもの育ち支援ワーカー（ソーシャルワーカー） ３人配置 

スーパーバイザー ４人配置（児童福祉分野、保健分野、教育分野、法曹分野） 

経緯・背景 

要支援の子どもの問題の背景には、家庭環境や社会環境の要因が複雑に絡んでいることが多く、各

機関単体だけの対応では解決が困難な状況にある。特に就学後のいじめ･不登校など主に学校現場で

起こる問題に関して、家庭環境などに要因がある場合､初期段階で問題を察知し､子どもの最善の利益の

もとで解決できる仕組みがなく､教育分野からのアプローチだけでは限界があるため、時間の経過とともに

重篤化し､対応が困難になる恐れがある。そのため､支援を要する子どものうち､主に学校現場で対応して
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いる子どもの中で適切な支援につながっていない子どもを対象とした支援の充実が必要である。 

こうした課題認識のもとに、条例には、子どもの育ちを支える仕組みとして「要支援の子どもへの支援

等」の規定が設けられており、その事業展開として、2010 年４月からスクールソーシャルワークを実施して

いる。 

なお、この事業は、「尼崎市次世代育成支援対策推進行動計画（後期計画）」の中では重点戦略とし

て位置けられている。 

成果・効果 

学校からの相談には、不登校、問題行動のうち家庭環境や発達に起因するものなどの事例が多く、こ

れらの問題についてスクールソーシャルワークへの期待は高い。子どもの育ち支援ワーカーを活用し、子

どもをチームで支援する校内体制を整え、役割分担のうえ支援することで、不登校などの改善につながっ

た事例もあるが、継続的に働きかけを行い、小さな変化を積み重ねて改善を図るとともに、事例への対応

力を高めるといった長期的な取組が必要となる場合もある。制度を理解のうえ活用した学校からは、活動

要請が増えており、制度に対する学校現場の評価は高まっている。 

また、スーパーバイザーの助言を踏まえ､2011 年度から子どもの育ち支援ワーカー３人を週１日、特定

の学校に配置し活動する｢配置校型｣３校と､学校からの依頼に応じて派遣し活動する｢派遣校型｣として

整理を行い、次のような活動を行った。 

① 活動小学校数は 14 校、相談ケース数は 57 件(配置校２校 39 件、派遣校 12 校 18 件)である。 

② 活動中学校数は５校、相談ケース数 30 件(配置校１校 22 件、派遣校４校８件)である。 

③ 校内ケース会議は 71 回、連携ケース会議 38 回、ケース会議以外の他機関連携 339 回実施した。 

④ スーパーバイズの実施内容は、福祉分野及び教育分野の連携によるスクールソーシャルワーク業務

の運用について協議し、運用改善の方針を決定し、その進行管理を行う「福祉･教育連携体制 SV 調整

会議」３回、スクールソーシャルワーク活動を効果的かつ円滑に実施するため、活動に係る情報交換及

び連絡調整、取組の協議等を行う「スクールソーシャルワーク活動連絡会議」11 回、学校現場にスーパ

ーバイザーが出向き、教員に対して直接指導助言を行う「事業管理スーパーバイズ」８回、重篤なケー

スや対応困難なケースなど、ワーカー等が支援に行き詰まる場合にスーパーバイザーから指導助言を

受ける「個別ケーススーパーバイズ」14 回、研修を３回実施した。 

課題 

全学校で支援を要する子どもの支援活動を行い、初期段階での対応や学校の対応力につなげるに

は、現行体制では不十分であり、活動が広がって行かない現状がある。 

引き続き学校現場への福祉の視点の導入、学校内の支援体制づくりのサポートに重点を置いて取り

組むと共に、個々の活動の実践や校内研修などを活用し、更なる周知を図り、活動校を増やしていく必

要がある。また、教育委員会との一層の連携強化により、要支援の子どもの支援体制作りをサポートする

取組を進め、子どもの育ち支援ワーカーの配置人数などの体制充実について検討することも課題であ

る。 
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