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●はじめに

資料２

修正案

●はじめに
平成２１年６月２７日に八尾市長から「八尾市における就学前児童を中心とする支援・施策の充実につ

平成２１年６月２７日に八尾市長から「八尾市における就学前児童を中心とする支援・施策の充実につ
いて」次の３項目の諮問を受けた。

いて」次の３項目の諮問を受けた。

１．保育所整備のあり方について

１．保育所整備のあり方について

２．就学前から就学へと切れ目のない支援について

２．就学前から就学へと切れ目のない支援について

３．家庭、地域における子育てについて

３．家庭、地域における子育てについて

近年、我が国においては、少子化・核家族化の進行等により子どもをとりまく環境や親の子育て環境は

近年、我が国においては、少子化・核家族化の進行等により子どもをとりまく環境や親の子育て環境は

大きく変化している。このような状況の中、国においても、保育要件や保育所最低基準等、新たな保育の

大きく変化している。このような状況の中、国においても、保育要件や保育所最低基準等、新たな保育の

仕組みの構築や、親の就労の有無に関わらず、すべての子育て家庭に対する支援の強化・推進等、子育て

仕組みの構築や、親の就労の有無に関わらず、すべての子育て家庭に対する支援の強化・推進等、子育て

支援に関する様々な議論が活発に行われており、子育て支援施策が変革の時期を迎えている。

支援に関する様々な議論が活発に行われており、子育て支援施策が変革の時期を迎えている。
八尾市においては平成１７年３月に八尾市次世代育成支援行動計画を策定し、待機児童の解消に向けた

八尾市においては平成１７年３月に八尾市次世代育成支援行動計画を策定し、待機児童の解消に向けた

保育サービスの充実や多様な子育て支援サービスの充実に取り組んでいる。

保育サービスの充実や多様な子育て支援サービスの充実に取り組んでいる。
しかしながら、社会的な問題にもなっている待機児童は依然解消されておらず、また、核家族化や地域

しかしながら、社会的な問題にもなっている待機児童は依然解消されておらず、また、核家族化や地域

とのつながりの希薄化により、親の育児への不安やストレスから、育児・虐待に関する相談件数が増加傾

とのつながりの希薄化により、親の育児への不安やストレスから、育児・虐待に関する相談件数が増加傾

向にある等、さまざまな課題を抱えており、充分な支援が行き届いているとは言えない状況にある。

向にある等、さまざまな課題を抱えており、充分な支援が行き届いているとは言えない状況にある。
当審議会では、このような現状を踏まえて、諮問事項
諮問事項について
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当審議会では、このような現状に加えて、今後の人口推移や保育需要の変化の予測も踏まえながら、議
論を行った。
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ここに、次代を担う子どもたちのため、八尾市の就学前児童を中心とした支援・施策がより充実するこ
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とした。
ここに、次代を担う子どもたちのため、八尾市のすべての
すべての就学前児童を中心とした支援・施策がより充
すべての
実することを願い答申するものである。
●諮問事項１． 保育所整備のあり方について

●諮問事項１．「保育所整備のあり方について」

１．現状と課題

１．現状と課題

八尾市における人口は年々微減傾向にあり、就学前人口（０－５歳人口）においても減少傾向にある。

八尾市における人口は年々微減傾向にあり、就学前人口（０－５歳人口）においても減少傾向にある。

このことから、八尾市においても少子化が進んでおり、今後もこの傾向は継続するものと考えられる。
【図表-1 ０～５歳人口の実績、将来推計（各年３月 31 日現在） 】

このことから、八尾市においても少子化が進んでおり、今後もこの傾向は継続するものと考えられる。
【図表-1 ０～５歳人口の実績、将来推計（各年３月 31 日現在） 】

しかし、保育所入所児童数は各年齢において年々増加しており、平成２１年度には４，０００人を超え、

しかし、保育所入所児童数は各年齢において年々増加しており、平成２１年度には４，０００人を超え、

少子化傾向にある中で保育ニーズは高い水準を維持していることがうかがえる。

少子化傾向にある中で保育ニーズは高い水準を維持していることがうかがえる。

【図表- 2 保育所（園）の施設数、定員数、入所児童数の推移（各年度４月１日現在）】

【図表- 2 保育所（園）の施設数、定員数、入所児童数の推移（各年度４月１日現在）】

【図表- 3 年齢別 保育所（園）入所児童の推移（各年度４月１日現在）】

【図表- 3 年齢別 保育所（園）入所児童の推移（各年度４月１日現在）】

1

高まる保育ニーズへの対応として、これまで八尾市においては、私立保育所の創設、定員増を伴う整備、

高まる保育ニーズへの対応として、これまで八尾市においては、私立保育所の創設、定員増を伴う整備、
分園の設置、公立保育所の民営化、定員外入所の活用等による保育所入所枠の拡大を行っている。結果と

分園の設置、公立保育所の民営化、定員外入所の活用等による保育所入所枠の拡大を行っている。結果と

して、保留児童・待機児童解消に一定の効果はあったが、現在のところ完全な解消には至っていない。特

して、保留児童・待機児童解消に一定の効果はあったが、現在のところ完全な解消には至っていない。特

に、保育所入所を希望しながら入所できない児童は低年齢児である０－２歳児で多く、また、年度途中に

に、保育所入所を希望しながら入所できない児童は低年齢児である０－２歳児で多く、また、年度途中に

おいては保育要件が高いにもかかわらず新たな入所の受け入れができない状況にある。

おいては保育要件が高いにもかかわらず新たな入所の受け入れができない状況にある。

【図表- 4 保育所（園）の保留・待機児童数（各年度４月１日現在）】

【図表- 4

【図表－ 5 保留児童の年齢(平成２０年１０月、平成２１年４月)】

【図表－ 5 保留児童の年齢(平成２０年１０月、平成２１年４月)】

【図表－6 保留児童・待機児童の保護者の状況（選考区分）【保留児童・待機児童の定義（八尾市）】
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保留児童・待機児童の
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八尾市）

また、児童数の多い地域とそうでない地域があり、児童数の多い地域を中心に保留児童・待機児童も多

保育所（園）の保留・待機児童数（各年度４月１日現在）
】

また、児童数の多い地域とそうでない地域があり、児童数の多い地域を中心に保留児童・待機児童も多

く存在しており、地域偏在が生じている。

く存在しており、地域偏在が生じている。

一方、保護者の就労形態が多様化していることに伴い、保育時間や保育内容等について、よりきめこま

一方、保護者の就労形態が多様化していることに伴い、保育時間や保育内容等について、よりきめこま

やかな保育サービスが求められている。そのためには、利用者の視点に立って、既存施設の枠組みや機能、

やかな保育サービスが求められている。そのためには、利用者の視点に立って、既存施設の枠組みや機能、

就学前児童向け各種サービスの制度等を再考する必要がある。

就学前児童向け各種サービスの制度等を再考する必要がある。

これらの現状から、八尾市において特に重点的に取り組むべき課題として、次の３点があげられる。

これらの現状から、八尾市において特に重点的に取り組むべき課題として、次の３点があげられる。

●低 年 齢 児 （ ０ － ２ 歳 児 ） へ の 対 応

●低 年 齢 児 （ ０ － ２ 歳 児 ） へ の 対 応

●年 度 途 中 で の 入 所 希 望 者 へ の 対 応

●年 度 途 中 で の 入 所 希 望 者 へ の 対 応

●多 様 化 す る 保 護 者 ニ ー ズ へ の 対 応

●多 様 化 す る 保 護 者 ニ ー ズ へ の 対 応

これらの課題については、平成１９年度に社会福祉施設検討会議において、対応策として新たな認可保

これらの課題については、平成１９年度に社会福祉施設検討会議において、対応策として新たな認可保

育所の設置や認可外保育施設の活用について議論されている。当時の結論として、新たな認可保育所設置

育所の設置や認可外保育施設の活用について議論されている。当時の結論として、新たな認可保育所設置

の場合は概ね定員９０名以上が望ましいこと、認可外保育施設の活用として、自治体が独自の基準を定め、

の場合は概ね定員９０名以上が望ましいこと、認可外保育施設の活用として、自治体が独自の基準を定め、

基準を満たした認可外保育施設を認定・指定し、保護者負担の軽減等を目的として助成金等を交付する制

基準を満たした認可外保育施設を認定・指定し、保護者負担の軽減等を目的として助成金等を交付する制

度について研究・検討していくこと等があげられている。

度について研究・検討していくこと等があげられている。

この検討会議から２年が経った現在、低年齢児（０－２歳児）への対応については依然、課題として残
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れる中で、定員規模の大きい保育所を増やしていくことは将来的に保育所の運営危機を招く可能性もあ

保育ニーズ
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されることから、社会福祉施設検討会議で
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る。

一方で、国においては認可外保育施設を含め、保育の質の向上や最低基準到達に向けた支援、小規模保

一方で、国においては認可外保育施設を含め、保育の質の向上や最低基準到達に向けた支援、小規模保

育サービスについて議論や検討がなされており、さらに、就学前児童は等しく保育されるべきであること

育サービスについて議論や検討がなされており、さらに、就学前児童は等しく保育されるべきであること

を踏まえれば、まずもって最低基準を満たす認可保育所を活用し、上記課題を解決していくことの検討が

を踏まえれば、まずもって最低基準を満たす認可保育所を活用し、上記課題を解決していくことの検討が

必要と考える。また、保護者の多様化するニーズへの対応という観点の１つから、幼保一元化施設導入の

必要と考える。また、保護者の多様化するニーズへの対応という観点の１つから、幼保一元化施設導入の

あり方等についての検討も必要である。

あり方等についての検討も必要である。

以上を踏まえ、保育所整備のあり方への対応策として、次の提案を行う。

以上を踏まえ、保育所整備のあり方への対応策として、次の提案を行う。
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２．対応策

２．対応策

（１）既存保育施設の活用

（１）既存保育施設の活用

これまで保育所待機児童を解消するために、認可保育施設の増改築等、定員の増員を図ってきたが、今

これまで保育所待機児童を解消するために、認可保育施設の増改築等、定員の増員を
を優先的に
優先的に取り組ん

後も少子化傾向が続くと予測される中において大幅に定員を増やしていくことは、将来、市内の保育所の

できた結果
きた結果、
結果、保育所入所枠総数の
保育所入所枠総数の拡大という
拡大という点
という点では一定
では一定の
一定の効果が
効果が表れている。
れている。

みならず幼稚園の運営への影響も危惧されるところである。

一方で、「１．現状と課題」で記述した課題（低年齢児への対応）への対応が急務となっており、その

一方で、「１．現状と課題」で記述した課題（低年齢児への対応）への対応が急務となっており、その

対応策として、認可外保育施設の認可化や認可保育所における０－２歳を対象とした分園の設置が考えら

対応策として、認可外保育施設の認可化や認可保育所における０－２歳を対象とした分園の設置が考えら

れる。

れる。

認可外保育施設の認可化については、八尾市内の認可外保育施設の１施設あたりの定員が概ね３０名程

認可外保育施設の認可化については、八尾市内の認可外保育施設の１施設あたりの定員が概ね３０名程

度であることから、認可化した場合は小規模保育所となる。定員３０名程度の小規模保育所においては、

度であることから、認可化した場合は小規模保育所となる。定員３０名程度の小規模保育所においては、

各年齢の人数が数名程度になり特に３歳児以上において子どもの発達段階に応じた集団の形成や保育内

各年齢の人数が数名程度になり特に３歳児以上において子どもの発達段階に応じた集団の形成や保育内

容の確保が困難となるため、０－２歳の低年齢児のみ対象とする活用が望ましい。

容の確保が困難となるため、０－２歳の低年齢児のみ対象とする活用が望ましい。

ただし、認可外保育施設の認可化による小規模保育所については次の課題があることを考慮しなければ

ただし、認可外保育施設の認可化による小規模保育所については次の課題があることを考慮しなければ

ならない。１つ目として３歳進級時の受入先の確保である。例えばバスによる送迎サービスを利用した既

ならない。１つ目として３歳進級時の受入先の確保である。例えばバスによる送迎サービスを利用した既

存園とのネットワーク化等の検討が必要となる。また、幼稚園への転園も考えられるが、幼稚園は保育所

存園とのネットワーク化等の検討が必要となる。また、幼稚園への転園も考えられるが、幼稚園は保育所

と比べて保育時間や夏休み等の長期休業において違いがあることに留意する必要がある。２つ目として、

と比べて保育時間や夏休み等の長期休業において違いがあることに留意する必要がある。２つ目として、

保育所最低基準の遵守である。八尾市内の認可外保育施設は
はテナントビルや民家の一角で運営されている

保育所最低基準の遵守である。八尾市内の認可外保育施設の多くがテナントビルや民家の一角で運営され
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基本的には保育所
には保育所

ていることから、最低基準の１つである屋外遊戯場の確保が問題となる。３つ目として、運営法人の確保

に隣接することを
隣接することを求
することを求める運用
める運用を
運用を行っていることから、
っていることから、その確保
その確保が問題となる。３つ目として、運営法人
確保

である。保育実績から考えて現在の簡易保育施設の認可化等が可能性として考えられるが、少子化傾向に

の確保である。保育実績から考えて現在の簡易保育施設の認可化等が可能性として考えられるが、小規模

ある中では、今後その他の運営法人の確保とその運営の安定性が課題となる。

保育所単体
保育所単体での
単体での運営面
での運営面をみると
運営面をみると、
をみると、安定的な
安定的な運営を
運営を維持することは
維持することは厳
することは厳しいも
しいものと想定
のと想定されることから
想定されることから、
されることから、新

一方、分園については、本園における保育のノウハウが活かされ、行事や指導計画等も本園・分園１つ

たな運営法人
たな運営法人を
運営法人を確保できるかが
確保できるかが課題
できるかが課題となる
課題となる。
となる。

の園として行えることや３歳進級時に本園に移行できることから一貫性のある保育が実施でき、保育の質

一方、分園については、本園における保育のノウハウが活かされ、行事や指導計画等も本園・分園１つ

も確保できる。また、運営面において、通常小規模定員の園の場合、途中退所時の影響が大規模定員の園

の園として行えることや３歳進級時に本園に移行できることから一貫性のある保育が実施でき、保育の質

に比べて大きくなるが、小規模定員となる分園の場合は本園と一体的に運営できるため、その影響は少な

も確保できる。また、運営面において、通常小規模定員の園の場合、途中退所時の影響が大規模定員の園

く、安定した運営が期待できる等の点でメリットがある。八尾市ではすでに分園が１園設置されているが、

に比べて大きくなるが、小規模定員となる分園の場合は本園と一体的に運営できるため、その影響は少な

３歳児以降の一貫した保育や保育の質の確保、安定的な運営面を考慮し、今後も引き続き分園の設置を進

く、安定した運営が期待できる等の点でメリットがある。八尾市ではすでに分園が１園設置されているが、

めるべきである。

３歳児以降の一貫した保育や保育の質の確保、安定的な運営面を考慮し、今後も引き続き分園の設置を進

また、これらの対応に際し、少子化傾向にある中での対応であることを十分認識した上で、就学前児童

めるべきである。

や保留児童の地域偏在も考慮し、今後、人口の急激な増加が見込まれる地域や保留児童（特に低年齢の保

また、
また、これらの対応
これらの対応に
対応に際し、就学前児童や
就学前児童や保留児童の
保留児童の地域偏在も
地域偏在も考慮し
考慮し、今後、
今後、人口の
人口の急激な
急激な増加が
増加が
見込まれる
見込まれる地域
まれる地域や
地域や保留児童（
保留児童（特に低年齢の
低年齢の保留児童）
保留児童）の多い地域を
地域を中心に
中心に設置する
設置する等
する等、地域の
地域の保育実情

留児童）の多い地域を中心に設置する等、地域限定的な活用を前提に十分な検討が必要である。

等を考慮した
考慮した十分
した十分な
十分な検討が
検討が必要である
必要である。
である。

なお、上記については認可保育所による対策であるが、これまで保育所待機児童等に対して認可外保育
施設が果たしてきた役割は大きく、今後も当面はこの役割が継続されるものと考えられる。認可外保育施

なお、上記については認可保育所による対策であるが、これまで保育所待機児童等に対して認可外保育

設は認可保育所と比較すると、保育の質の格差もあるが、公費による支援がないため、認可外保育施設の

施設が果たしてきた役割は大きく、今後も当面はこの役割が継続されるものと考えられる。認可外保育施

利用者からの不公平感は否めない。そのためには、同じように保育を必要とする子ども・保護者間の公平

設は認可保育所と比較すると、保育の質の格差もあるが、公費による支援がないため、認可外保育施設の

性を確保するための方策の検討が必要となる。ただし、保育の質の確保の観点から、認可保育所での対応

利用者からの不公平感は否めない。そのためには、同じように保育を必要とする子ども・保護者間の公平

を優先するものであり、小規模保育所、分園も含めた認可保育所の対応だけでは課題解決が困難となる場

性を確保するための方策の検討が必要となる。ただし、保育の質の確保の観点から、認可保育所での対応

合の限定した活用に留める等、慎重な対応が必要である。

を優先するものであり、小規模保育所、分園も含めた認可保育所の対応だけでは課題解決が困難となる場
合の限定した活用に留める等、慎重な対応が必要である。
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（２）認可保育所の創設

（２）認可保育所の創設

待機児童が完全に解消されていない現状を踏まえれば、今後も引き続き保育所入所枠の拡大が必要であ

待機児童が完全に解消されていない現状を踏まえれば、今後も引き続き保育所入所枠の拡大が必要であ

るが、前述のとおり、少子化傾向が今後継続していくと予測される中、新たな保育所の設置（前述の小規

るが、新
新たな保育所
たな保育所の
保育所の設置（
設置（前述の
前述の小規模保育所も
小規模保育所も含む）については、
については、設置地域における
設置地域における児童数
における児童数、
児童数、既存

模保育所も含む）については、設置地域における児童数、既存施設（他の保育所、幼稚園等）の現状や今

施設（
施設（他の保育所、
保育所、幼稚園等）
幼稚園等）の現状や
現状や今後の
今後の推移等
推移等、今後の
今後の保育需要を
保育需要を慎重に
慎重に見定めながら
見定めながら、
めながら、保育ニ
保育ニ

後の推移を十分分析したうえで、保育ニーズが高い地域等に限定する等、慎重に対応していくべきである。

ーズが
ーズが高い地域等に
地域等に配慮する
配慮する等
する等、慎重に
慎重に対応していくべきである
対応していくべきである。
していくべきである。

（３）幼保一元化施設の検討

（３）幼保一元化施設の検討

幼保一元化施設の制度として、認定こども園がある。これは、保育所と幼稚園両方の機能を併せ持ち、

八尾市においても
八尾市においても、
においても、少子化の
少子化の進行や
進行や家庭・
家庭・地域を
地域を取りまく環境
りまく環境の
環境の変化に
変化に伴い保護者の
保護者のニーズが
ニーズが多様化

在宅で子育てしている親子も含めたすべての子育て家庭を対象とした相談活動や親子の集いの場を提供

しており
しており、
おり、待機児童の
待機児童の解消が
解消が喫緊の
喫緊の課題となっている
課題となっている現状
となっている現状においても
現状においても、
においても、これらへ
これらへの対応として
対応として、
として、すべて

する子育て支援機能も有した施設で、多様化する保護者のニーズや保育・幼児教育の充実を目指すものと

の就学前児童に
就学前児童に質の高い保育と
保育と教育双方を
教育双方を保障し
保障し、子育て
子育て支援が
支援が図れるような取
れるような取り組みが求
みが求められてい

して創設された国の制度である。八尾市においても、少子化の進行や家庭・地域を取りまく環境の変化に

る。その対応策の
対応策の一つとして、
つとして、国の制度である
制度である認定
である認定こども
認定こども園
こども園の活用が
活用が考えられる。
えられる。これは、
これは、保育所と
保育所と幼

伴い保護者のニーズが多様化していることから、すべての就学前児童に質の高い保育と教育双方を保障

稚園両方の
稚園両方の機能を
機能を併せ持ち、在宅で
在宅で子育てしている
子育てしている親子
てしている親子も
親子も含めたすべての子育
めたすべての子育て
子育て家庭を
家庭を対象とした
対象とした相談
とした相談

し、子育て支援が図れるよう、国が導入をすすめる認定こども園制度の活用も視野に入れ、従来の保育所・

活動や
活動や親子の
親子の集いの場
いの場を提供する
提供する子育
する子育て
子育て支援機能も
支援機能も有した施設
した施設で
施設で、多様化する
多様化する保護者
する保護者の
保護者のニーズや
ニーズや保育・
保育・

幼稚園という枠組みをこえ、利用者と子どもの利益を最大限図れるような幼保一元化に取り組む必要があ

幼児教育の
幼児教育の充実を
充実を目指すものである
目指すものである。
すものである。一方で
一方で、この認定
この認定こども
認定こども園制度
こども園制度は
園制度は、入所に
入所に際して直接契約制度
して直接契約制度が
直接契約制度が

る。

導入されており
導入されており、
されており、市が保育に欠ける子
ける子どもの認定
どもの認定を
認定を行うものの、
うものの、最終的には
最終的には利用者
には利用者と
利用者と施設が
施設が直接契約を
直接契約を
行うものとなっていることから、
うものとなっていることから、保育所待機児童が
保育所待機児童が存在する
存在する現状
する現状では
現状では、
では、この制度活用
この制度活用について
制度活用について、
について、保育要

一方で、認定こども園制度は、入所に際して直接契約制度が導入されており、市が保育に欠ける子ども
の認定を行うものの、最終的には利用者と施設が直接契約を行うものとなっている。保育所待機児童が存

件の高い子どもからの優先的
どもからの優先的な
優先的な入所が
入所が課題となる
課題となる。
となる。

在する現状では、この制度活用について、保育要件の高い子どもからの優先的な入所が課題となる。

したがって、
したがって、単に国の認定こども
認定こども園制度
こども園制度をそのまま
園制度をそのまま導入
をそのまま導入するのではなく
導入するのではなく、
するのではなく、八尾市の
八尾市の実状に
実状に見合った制
った制
度の活用を
活用を視野に
視野に入れ、保育所・
保育所・幼稚園相互
幼稚園相互の
相互の既存施設の
既存施設の有効活用
有効活用も
活用も含めて従来
めて従来の
従来の枠組みを
枠組みを超
みを超えた、
えた、利
用者と
用者と子どもの利益
どもの利益を
利益を最大限図れるような
最大限図れるような幼保一元化
れるような幼保一元化施設
幼保一元化施設の
施設の導入について
導入について検討
について検討を
検討を進める必要
める必要がある
必要がある。
がある。
なお、
なお、この検討
この検討に
検討に際し、今後の
今後の保育所・
保育所・幼稚園のあり
幼稚園のあり方
のあり方にも関連
にも関連するものであることから
関連するものであることから、
するものであることから、行政内部
においても保育部局
においても保育部局と
保育部局と幼稚園部局が
幼稚園部局がより一層
より一層の
一層の連携に
連携に努め、ソフト面
ソフト面も含めた幼保一元化
めた幼保一元化に
幼保一元化に取り組むこ
とが求
とが求められている。
められている。

（４）多様な主体による保育所の設置・運営

（４）多様な主体による保育所の設置・運営

我が国においては、女性の社会進出にあわせて、保育需要も飛躍的に増大している。保育所の設置主体

我が国においては、女性の社会進出にあわせて、保育需要も飛躍的に増大している。保育所の設置主体

については、従前、原則として市町村・社会福祉法人に限られていたが、保育所を設置しやすくし、待機

については、従前、原則として市町村・社会福祉法人に限られていたが、保育所を設置しやすくし、待機

児童の解消等の課題に柔軟に対応できるようにする観点から、平成１２年３月、規制緩和策として保育所

児童の解消等の課題に柔軟に対応できるようにする観点から、平成１２年３月、規制緩和策として保育所

設置に係る主体制限が撤廃されたところである。これにより、株式会社やＮＰＯ法人等による保育所の設

設置に係る主体制限が撤廃されたところである。これにより、株式会社やＮＰＯ法人等による保育所の設

置が可能となっている。

置が可能となっている。

この規制緩和を受けて、市町村・社会福祉法人以外の多様な主体による保育所運営が行われるようにな

この規制緩和を受けて、市町村・社会福祉法人以外の多様な主体による保育所運営が行われるようにな

ったが、設置者である株式会社が突然運営から撤退する等、保育の安定性において問題のある事例も一部

ったが、設置者である株式会社が突然運営から撤退する等、保育の安定性において問題のある事例も一部

見受けられている。この問題の一因として、株式会社による保育所設置・運営の場合は土地・建物等の財

見受けられている。この問題の一因として、株式会社による保育所設置・運営の場合は土地・建物等の財

産を会社自身で処分できるという点が考えられる。一方、社会福祉法人の場合は、財産の保有・処分、組

産を会社自身で処分できるという点が考えられる。一方、社会福祉法人の場合は、財産の保有・処分、組

織運営等への規制・監督と税制優遇等の支援が一体的に行われており、安定的な事業を確保するための仕

織運営等への規制・監督と税制優遇等の支援が一体的に行われており、安定的な事業を確保するための仕

組みが制度化されていることから、保育所の運営面においてはその安定性が期待できる。

組みが制度化されていることから、保育所の運営面においてはその安定性が期待できる。

八尾市においては高まる保育需要を満たすため、これまで保育所の拡充等に努めてきたが、現在２２園

八尾市においては高まる保育需要を満たすため、これまで保育所の拡充等に努めてきたが、現在２２園

ある私立保育所（園）のすべてが社会福祉法人であり、保育需要の飛躍的な増大に対して社会福祉法人が

ある私立保育所（園）のすべてが社会福祉法人であり、保育需要の飛躍的な増大に対して社会福祉法人が

果たしてきた役割は非常に大きく、結果として、本市の安定的な保育所運営と保育サービスの供給、保育

果たしてきた役割は非常に大きく、結果として、八尾市の安定的な保育所運営と保育サービスの供給、保
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の質の確保につながっている。

育の質の確保につながっている。

これらを踏まえると、運営の安定性、保育の質の確保等の観点から、引き続き社会福祉法人による保

これらを踏まえると、運営の安定性、保育の質の確保等の観点から、引き続き社会福祉法人による保

育所運営が望ましいものと考えられる。

育所運営が望ましいものと考えられる。

しかしながら、規制緩和により認められている設置主体を市町村の判断で制限することは困難であり、

しかしながら、規制緩和により認められている設置主体を市町村の判断で制限することは困難であり、

今後、多様な主体の参入も想定される中、保育の質の確保や運営の安定性を担保するためには、社会福祉

今後、多様な主体の参入も想定される中、保育の質の確保や運営の安定性を担保するためには、社会福祉

法人、株式会社といった主体者の形式だけでなく、実際に通園する子どもの視点、利用する親の視点から

法人、株式会社といった主体者の形式だけでなく、実際に通園する子どもの視点、利用する親の視点から

の考察も重要であり、様々な角度からの慎重な対応が求められる。その対応策の１つとして、市として保

の考察も重要であり、様々な角度からの慎重な対応が求められる。その対応策の１つとして、市として保

育のガイドラインを設けることや外部組織による保育の質の審査等が考えられるが、現行制度において

育のガイドラインを設けることや外部組織による保育の質の審査等が考えられるが、現行制度において

は、保育所の認可権限が都道府県にあり、また、運営の指導監督においても大半が都道府県の権限となっ

は、保育所の認可権限が都道府県にあり、また、運営の指導監督においても大半が都道府県の権限となっ

ていることから、現状では大阪府との連携が欠かせず、今後は事務移譲も視野に入れてその手法等につい

ていることから、現状では大阪府との連携が欠かせず、今後は事務移譲も視野に入れてその手法等につい

て検討していく必要がある。

て検討していく必要がある。

なお、現在、国において、多様な主体の参入に伴い、突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難

なお、現在、国において、多様な主体の参入に伴い、突然の撤退等により子どもの保育の確保が困難

とならないよう、設置運営者決定の際の基準のあり方や、公的関与のあり方等、保育の質を担保する措

とならないよう、設置運営者決定の際の基準のあり方や、公的関与のあり方等、保育の質を担保する措

置について検討することとされており、今後これらの動きにも注視する必要がある。

置について検討することとされており、今後これらの動きにも注視する必要がある。

●諮問事項２．「就学前から就学へと切れ目のない支援について」

●諮問事項２．「就学前から就学へと切れ目のない支援について」

１．現状と課題

１．現状と課題

（１）子どもをとりまく環境の変化

（１）子どもをとりまく環境の変化

少子化傾向にある中で、八尾市においても就学前児童の人口は減少傾向にある。また、核家族化や地

少子化傾向にある中で、八尾市においても就学前児童の人口は減少傾向にある。また、核家族化や地

域における地縁的なつながりの希薄化等、子どもをとりまく社会状況の変化は著しく、子どもの育ちを

域における地縁的なつながりの希薄化等、子どもをとりまく社会状況の変化は著しく、子どもの育ちを

めぐる環境や家庭における親の子育て環境が大きく変化しており、家庭や地域社会における教育力の低

めぐる環境や家庭における親の子育て環境が大きく変化しており、家庭や地域社会における教育力の低

下が指摘されている。このような環境の変化は、子どもの育ちにも少なからず影響を及ぼしており、子

下が指摘されている。このような環境の変化は、子どもの育ちにも少なからず影響を及ぼしており、子

どものコミュニケーション能力の低下や基本的生活習慣が定着していない等の課題が指摘されている一

どものコミュニケーション能力の低下や基本的生活習慣が定着していない等の課題が指摘されている一

方で、子育てに対する不安やストレスに悩む親も増えており、児童相談所における虐待に関する相談件

方で、子育てに対する不安やストレスに悩む親も増えており、児童相談所における虐待に関する相談件

数なども増加傾向にある。

数なども増加傾向にある。

（２）就学前から小学校への切れ目のない支援

（２）就学前から小学校への切れ目のない支援

我が国では５歳児の約９７％が保育所や幼稚園等に通った後、義務教育段階である小学校等に入学して

我が国では５歳児の約９７％が保育所や幼稚園等に通った後、義務教育段階である小学校等に入学して

いる現状にある。また、教育という視点でとらえれば、保育所では保育所保育指針に基づき、養護と教育

いる現状にある。また、教育という視点でとらえれば、保育所では保育所保育指針に基づき、養護と教育

を一体として保育が行われている一方、幼稚園では幼稚園教育要領に基づき、教育が行われており、保育

を一体として保育が行われている一方、幼稚園では幼稚園教育要領に基づき、教育が行われており、保育

所保育指針のうち、３歳以上の幼児の教育については、幼稚園教育要領との整合性を保ちながら保育所の

所保育指針のうち、３歳以上の幼児の教育については、幼稚園教育要領との整合性を保ちながら保育所の

役割等が定められている。さらには、幼稚園と小学校との連携は従来から行われていたが、今回の保育所

役割等が定められている。さらには、幼稚園と小学校との連携は従来から行われていたが、今回の保育所

保育指針の改定により、保育所から子どもの育ちに関する資料が小学校へ送られるようになり、保育所と

保育指針の改定により、保育所から子どもの育ちに関する資料が小学校へ送られるようになり、保育所と

小学校の連携も求められている。

小学校の連携も求められている。

これらを踏まえれば、就学前においては、保育所や幼稚園が中核となって家庭や地域社会とともに幼児

これらを踏まえれば、就学前においては、保育所や幼稚園が中核となって家庭や地域社会とともに幼児

教育を総合的に推進していくことが重要であり、また、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性の観

教育を総合的に推進していくことが重要であり、また、幼児の生活の連続性及び発達や学びの連続性の観

点から、保育所・幼稚園と小学校双方が円滑に接続されていることが望ましく、就学前から小学校への切

点から、保育所・幼稚園と小学校双方が円滑に接続されていることが望ましく、就学前から小学校への切

れ目のない支援が必要である。

れ目のない支援が必要である。
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２．今後の取り組みの方向性及び視点

２．今後の取り組みの方向性及び視点

就学前の子どもは等しく保育され、教育を受ける権利がある。保育所・幼稚園は根拠法や制度の違いは

就学前の子どもは等しく保育され、教育を受ける権利がある。保育所・幼稚園は根拠法や制度の違いは

あるが、就学前の子どもが通う施設という点では同じであり、また、平成２１年４月１日から保育所保育

あるが、就学前の子どもが通う施設という点では同じであり、また、平成２１年４月１日から保育所保育

指針が告示化されたこと等により、幼稚園教育要領と内容的に重なる部分が大きくなっていることから

指針が告示化されたこと等により、幼稚園教育要領と内容的に重なる部分が大きくなっていることから

も、多様化する保護者のニーズへの対応や子どもの発達や学び、遊びの連続性を確保するためには、保育

も、多様化する保護者のニーズへの対応や子どもの発達や学び、遊びの連続性を確保するためには、保育

所・幼稚園それぞれのよさを活かした、保育・教育を一体的に捉えた連携を行い、さらには小学校へ円滑

所・幼稚園それぞれのよさを活かした、保育・教育を一体的に捉えた連携を行い、さらには小学校へ円滑

につないでいくことが求められている。これらの実現にあたって、特に次の２つの視点に立った検討が必

につないでいくことが求められている。また
また、
保育所・幼稚園等を
幼稚園等を経て小学校へ
小学校へ入学する
入学する子
どもだけでな
また、保育所・
する子どもだけでな

要と考える。

く、すべての子
すべての子どもやその
どもやその保護者
やその保護者が
保護者が安心して
安心して小学校
して小学校へ
小学校へ移行できるような
移行できるような仕組
できるような仕組みづくりに
仕組みづくりに取
みづくりに取り組む必要があ
必要があ

（視点１）

る。これらの実現にあたって、特に次の２つの視点に立った検討が必要と考える。

就学前における質の高い保育と教育の充実

就学前において、保育所や幼稚園が中核となって家庭や地域社会とともに幼児教育を総合的に推進し

（視点１）

就学前における質の高い保育と教育の充実

ていくためには、既存の保育所・幼稚園の枠組みを超えた一層の連携が必要であり、質の高い保育・

就学前において、保育所や幼稚園が中核となって家庭や地域社会とともに幼児教育を総合的に推進し

教育双方の充実を図る必要がある。

ていくためには、保育所
保育所と
保育所と幼稚園が
幼稚園が相互理解を
相互理解を高めるとともに、
めるとともに、それぞれが枠組
それぞれが枠組み
枠組みを超えて一層
えて一層の
一層の連
携に取り組み、質の高い保育・教育双方の充実を図る必要がある。

（視点２）小学校への円滑な移行
子どもの発達が連続していることを踏まえれば、保育所・幼稚園と小学校が相互に教育内容を理解

（視点２）小学校への円滑な移行
子どもの発達が連続していることを踏まえれば、保育所・幼稚園と小学校が相互に教育内容を理解

し、各施設で広い視野に立って幼児・児童に対する一貫性のある教育を提供し、支援していくことが

し、各施設
各施設で
各施設で広い視野に
視野に立って幼児
って幼児・
幼児・児童に
児童に対するつながりを
するつながりを意識
つながりを意識した
意識した教育
した教育内容
教育内容の
内容の提供に
提供に努めるとと

必要である。

もに、
もに、小学校入学に
小学校入学に伴う親の不安や
不安や悩みを解消できるような
解消できるような支援
できるような支援が
支援が必要で
必要である。
ある。
以上を踏まえ、就学前から就学へと切れ目のない支援についての対応策として、次の提案を行う。
以上を踏まえ、就学前から就学へと切れ目のない支援についての対応策として、次の提案を行う。
３．対応策

３．対応策

（１）就学前における質の高い保育と教育の充実に向けた取り組み

（１）就学前における質の高い保育と教育の充実に向けた取り組み

子どもをとりまく課題解決に向け、幼保連携を深めて有効なものとしていくためには、保育所・幼稚

子どもをとりまく課題解決に向け、幼保連携を深めて有効なものとしていくためには、保育所・幼稚

園それぞれのノウハウを活かし、提供しあうことが必要である。具体的な取り組みとして、先ず、保育

園それぞれのノウハウを活かし、提供しあうことが必要である。具体的な取り組みとして、先ず、保育

士及び幼稚園の職員同士の交流が挙げられる。実態として、保育所・幼稚園の若手職員においては、ほ

士及び幼稚園の職員同士の交流が挙げられる。実態として、保育所・幼稚園の若手職員においては、ほ

とんどが幼稚園教諭及び保育士の資格を併有している現状を踏まえ、合同での研修会の実施等を通じて、

とんどが幼稚園教諭及び保育士の資格を併有している現状を踏まえ、合同での研修会の実施等を通じて、

保育所・幼稚園双方の職員が交流し、相互理解を図ることで、よりきめ細やかな保育・教育を展開でき

保育所・幼稚園双方の職員が交流し、相互理解を図ることで、よりきめ細やかな保育・教育を展開でき

る力を身につけることが期待できる。また、保育所・幼稚園双方の職場体験による交流も挙げられる。

る力を身につけることが期待できる。また、保育所・幼稚園双方の職場体験による交流も挙げられる。

お互いの保育現場、教育現場を実際に体験することで、子どもの発達の連続性に対する認識が深まるこ

お互いの保育現場、教育現場を実際に体験することで、子どもの発達の連続性に対する認識が深まるこ

とが期待され、保育・教育双方の充実がより一層図られるものと考える。これらの取り組みに際し、行

とが期待され、保育・教育双方の充実がより一層図られるものと考える。これらの取り組みに際し、行

政の役割として、合同研修等の連携がスムーズに行われるよう、情報や資料の提供等支援を行っていく

政の役割として、合同研修等の連携がスムーズに行われるよう、情報や資料の提供等支援を行っていく

べきであり、その仕組みづくりを行う必要がある。

べきであり、その仕組みづくりを行う必要がある。

さらに、保育所・幼稚園双方の機能を有する幼保一元化施設が考えられる。幼保一元化施設の導入に

さらに、保育所・幼稚園双方の機能を有する幼保一元化施設が考えられる。幼保一元化施設の導入に

ついては、前述の「保育所整備のあり方について」の中でも、認定こども園制度について触れており、

ついては、前述の「保育所整備のあり方について」の中でも、認定こども園制度について触れており、

整備の方向は前述のとおりであるが、検討にあたっては、この制度が保育所・幼稚園双方の機能を有す

整備の方向は前述のとおりであるが、検討にあたっては、この制度が保育所・幼稚園双方の機能を有す

るだけでなく、育児不安の大きい保護者やその家庭への支援を含む地域子育て支援の充実を目的として

るだけでなく、育児不安の大きい保護者やその家庭への支援を含む地域子育て支援の充実を目的として

いる点が特徴であることから、就学前から就学への切れ目のない支援を図るという視点も重要である。

いる点が特徴であることから、就学前から就学への切れ目のない支援を図るという視点も重要である。
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（２）小学校への円滑な移行に向けた取り組み

（２）小学校への円滑な移行に向けた取り組み

保育所保育指針の改正により、平成２１年４月からすべての保育所入所児童について、保育所から就学

保育所保育指針の改正により、平成２１年４月からすべての保育所入所児童について、保育所から就学

先となる小学校へ、子どもの育ちを支える資料を「保育所児童要録」として送付することとなっている。

先となる小学校へ、子どもの育ちを支える資料を「保育所児童要録」として送付することとなっている。

小学校への円滑な移行を図るためには、保育所・幼稚園だけでなく、小学校も含めた三者間における連携・

小学校への円滑な移行を図るためには、保育所・幼稚園だけでなく、小学校も含めた三者間における連携・

交流も重要であり、前述の保育所・幼稚園における合同研修を通じての職員同士の交流等、相互理解が図

交流も重要であり、前述の保育所・幼稚園における合同研修を通じての職員同士の交流等、相互理解が図

れる機会の創出が必要である。特に、子どもに関する情報交換については、書類によるやりとりで終わる

れる機会の創出が必要である。特に、子どもに関する情報交換については、書類によるやりとりで終わる

のではなく、何か気になることがある場合には小学校入学後であっても、学校と保育所・幼稚園が連絡を

のではなく、何か気になることがある場合には小学校入学後であっても、学校と保育所・幼稚園が連絡を

とりあえるような環境づくりが必要である。

とりあえるような環境づくりが必要である。

また、発達障害のある子ども、親が育児への不安やストレス、生活不安を抱える家庭の子ども、虐待や

また、
また、保育所、
保育所、幼稚園それぞれ
幼稚園それぞれ違
それぞれ違う環境で
環境で遊びや生活
びや生活している
生活している子
している子どもたちが、
どもたちが、義務教育段階である
義務教育段階である小学
である小学

ＤＶの問題がある家庭の子ども、日本語を母国語としない外国人の子ども等配慮を必要とする子どもたち

校へ入学する
入学する現状
する現状を
現状を踏まえ、
まえ、小学校の
小学校の子どもたちと交流
どもたちと交流を
交流を図ることにより、
ることにより、人とかかわる喜
とかかわる喜びや楽
びや楽しさを

が小学校へ円滑に入学できるような支援策も充実させる必要がある。

感じられる機会
じられる機会を
機会を提供することで
提供することで、
することで、より小学校
より小学校への
小学校への円滑
への円滑な
円滑な移行が
移行が期待できる
期待できる。
できる。また、
また、小学生にとっても
小学生にとっても自
にとっても自

さらに、保育所、幼稚園それぞれ違う環境で遊びや生活している子どもたちが、義務教育段階である小

分たちより年齢
たちより年齢が
年齢が下の幼児とどうやって
幼児とどうやって接
とどうやって接すればよいかを考
すればよいかを考え、相手に
相手に思いを巡
いを巡らせることでコミュニケ
らせることでコミュニケ

学校へ入学する現状を踏まえ、小学校の子どもたちと交流を図ることにより、人とかかわる喜びや楽しさ

ーション能力
ーション能力の
能力の向上につながることも
向上につながることも期待
につながることも期待できる
期待できる。
できる。一方で
一方で、発達障害のある
発達障害のある子
のある子ども、
ども、親が育児への
育児への不安
への不安や
不安や

を感じられる機会を提供し、また、小学校への親しみや憧れを持つことにつながれば、保護者の不安も解

ストレス、
ストレス、生活不安を
生活不安を抱える家庭
える家庭の
家庭の子ども、
ども、虐待や
虐待やＤＶの
ＤＶの問題がある
問題がある家庭
がある家庭の
家庭の子ども、
ども、日本語を
日本語を母国語とし
母国語とし

消でき、より小学校への円滑な移行が期待できる。また、小学生にとっても自分たちより年齢が下の幼児

ない外国人
ない外国人の
外国人の子ども等配慮
ども等配慮を
等配慮を必要とする
必要とする子
とする子どもたちや
どもたちや保育所・幼稚園に
幼稚園に通っていない子
っていない子どもたちに
どもたちに対して

とどうやって接すればよいかを考え、相手に思いを巡らせることでコミュニケーション能力の向上につな

も小学校へ
小学校へ円滑に
円滑に入学できるような
入学できるような支援策
できるような支援策を
支援策を充実させる
充実させる必要
させる必要がある
必要がある。
がある。
さらに、
さらに、小学校入学時に
小学校入学時に不安や
不安や悩みを抱
みを抱える親
える親への支援
への支援も
支援も必要であり
必要であり、
であり、子どもが小学校への
小学校への親
への親しみや憧
しみや憧れ

がることも期待できる。

を持つことにつながれば保護者
つことにつながれば保護者の
保護者の不安も
不安も解消できることから
解消できることから、
できることから、入学前に
入学前に指導者、
指導者、児童、
児童、保護者が
保護者が交流でき
交流でき
る場を提供したり
提供したり、
したり、また、
また、親がさらなる支援
さらなる支援を
支援を求める場合
める場合については
場合については、
については、小学校と
学校と深い連携を
連携を図れる仕組
れる仕組みづく
仕組みづく
りを行
りを行う等、しっかりと学校
しっかりと学校へ
学校へ繋いでいく取
いでいく取り組みが求められている。
められている。

（３）小学校への円滑な移行に向けた取り組み ～保育の観点から～

（３）小学校への円滑な移行に向けた取り組み ～保育の観点から～

小学校へと円滑に移行できるような体制づくりの中において、保育という観点で捉えれば、保育所に通

小学校へと円滑に移行できるような体制づくりの中において、保育という観点で捉えれば、保育所に通

っていた児童が小学校入学後に必要となるのが放課後児童室である。両親の就労により保育所に通ってい

っていた児童が小学校入学後に必要となるのが放課後児童室である。両親の就労により保育所に通ってい

る子どもは小学校に入学しても放課後に過ごせる場が必要となるからである。

る子どもは小学校に入学しても放課後に過ごせる場が必要となるからである。

放課後児童室は、就学前の保育と並んで、子どもが安全に安心して過ごせる生活の場として、子どもを

放課後児童室は、就学前の保育と並んで、子どもが安全に安心して過ごせる生活の場として、子どもを

預かり、健全な育成を図る事業であり、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不可欠なものである。

預かり、健全な育成を図る事業であり、小学校就学期の両立支援系のサービスとして不可欠なものである。

少子化傾向にある中で保育所入所希望者が高い水準にあることを考えれば、これらの希望者が小学校入

保育所入所希望者が高い水準にある現状を考えれば、これらの希望者が小学校入学後に放課後児童室の

学後に放課後児童室の利用を希望することが予想され、就学前の保育から切れ目のないサービス利用が可

利用を希望することが予想され、就学前の保育から切れ目のないサービス利用が可能となるよう質の確保

能となるよう質の確保を図りながら、低学年を中心としつつも小学校全期を対象として量的拡大を図って

を図りながら、低学年を中心としつつも小学校全期を対象として量的拡大を図っていくことが重要であ

いくことが重要である。

る。

八尾市においては、平成２１年４月から、安全性を考慮して帰宅時には保護者に迎えにきてもらうこと

八尾市においては、平成２１年４月から、安全性を考慮して帰宅時には保護者に迎えにきてもらうこと

を前提に、開設時間を午後５時から６時までに延長し、また、小学校４年生の受入についてモデル実施を

を前提に、開設時間を午後５時から６時までに延長し、また、小学校４年生の受入についてモデル実施を

行う等、量的拡大も含めて事業内容の充実に努めているところである。ただし、保育所における延長保育

行う等、量的拡大も含めて事業内容の充実に努めているところである。ただし、保育所における延長保育

が最低午後７時まで実施されている現状を踏まえ、さらなる時間延長や要配慮児童の対応等について検討

が最低午後７時まで実施されている現状を踏まえ、さらなる時間延長や要配慮児童の対応等について検討

を行う必要がある。また、事業の拡大に伴い、公平な負担、税の投入バランスという面から保育料改定も

を行う必要がある。また、事業の拡大に伴い、受益
受益と
負担の公平性、税の投入バランスという面から保育
公平性
受益と負担の

検討すべきであるが、就学前の保育と並んだサービスであることを考慮し、保護者の過度な負担とならな

料改定も検討すべきであるが、就学前の保育と並んだサービスであることを考慮し、保護者の過度な負担

いよう慎重な対応が必要である。

とならないよう慎重な対応が必要である。また
また、
また、指導員の
指導員の質の向上を
向上を図るため更
るため更なる研修
なる研修の
研修の充実に
充実に努める

また、小学校１年から６年までの全児童を対象とし、学校を活用して、地域のボランティアの方々の参

等、子どもたちが安心
どもたちが安心して
安心して入室
して入室できるような
入室できるような子
できるような子どもの視点
どもの視点に
視点に立った取
った取り組みが求
みが求められている。
められている。
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画・協力を得て、学習したり遊んだりする放課後子ども教室がある。本市においては、月４回、１回あた

一方で
一方で、子どもの居場所作
どもの居場所作りとして
居場所作りとして、
りとして、小学校１年から６年までの全児童を対象とし、学校を活用して、

り概ね２～３時間実施されており、全小学校区での設置を目指しているところである。

地域のボランティアの方々の参画・協力を得て、学習したり遊んだりする放課後子ども教室がある。八尾
市においては、月４回、１回あたり概ね２～３時間実施されており、現在
現在、
現在、全小学校区での設置を目指し

近年、児童の安全が脅かされる事案がおきており、放課後の安心・安全な居場所づくりという点では、

ているところである。

保護者の就労の有無にかかわらず、全児童に対して保障されるべきであり、国においても放課後児童室、

近年、児童の安全が脅かされる事案がおきており、放課後の安心・安全な居場所づくりという点では、

放課後子ども教室の連携について、放課後子どもプランとして一体的に推進していくものとされている。
また、核となる１つの制度を拡充するのではなく、すべての子どもを対象として、子どもの居場所を色々

保護者の就労の有無にかかわらず、全児童に対して保障されるべきであり、国においても放課後児童室、

な所でつくり、連携を図っていくことも必要である。

放課後子ども教室の連携について、放課後子どもプランとして一体的に推進していくものとされている。
また、核となる１つの制度を拡充するのではなく、すべての子どもに
に対してそれぞれに見合
してそれぞれに見合ったきめこ
見合ったきめこ
まやかな支援
やかな支援を
支援を充実させるため
充実させるため、子どもの居場所を色々な所でつくり、連携を図っていくことも必要で
させるため
ある。

●諮問事項３．「家庭、地域における子育てについて」

●諮問事項３．「家庭、地域における子育てについて」

１．現状と課題

１．現状と課題

３歳未満の乳幼児がいる家庭の約７～８割の母親が在宅で子育てに専念している現状にある中、核家族

３歳未満の乳幼児がいる家庭の約７～８割の母親が在宅で子育てに専念している現状にある中、核家族

化や地域とのつながりの希薄化により、身近で気軽に相談できる相手を探すことが難しく、子育てに対す

化や地域とのつながりの希薄化により、身近で気軽に相談できる相手を探すことが難しく、子育てに対す

る負担感・孤立感が高まっている。多くの家庭においては、父親が夜遅くまで働いており、父親が日ごろ

る負担感・孤立感が高まっている。多くの家庭においては、父親が夜遅くまで働いており、父親が日ごろ

家事や育児に費やす時間は短く、子育てが母親と子どもだけの関係に捉えられがちとなっている。特に、

家事や育児に費やす時間は短く、子育てが母親と子どもだけの関係に捉えられがちとなっている。特に、

周囲の支援が受けられない状況の中では子育てが孤独で密室化し、親自身の心のゆとりが失われることと

周囲の支援が受けられない状況の中では子育てが孤独で密室化し、親自身の心のゆとりが失われることと

なり、児童虐待をもたらすケースが高くなる傾向にある。

なり、児童虐待をもたらすケースが高くなる傾向にある。

また、これらの家庭における親の子育て環境の変化により、家庭における教育力の低下が指摘されてい

また、これらの家庭における親の子育て環境の変化により、家庭における教育力の低下が指摘されてい

る。その結果、子どもへのしつけが個々の家庭内だけでは困難になる等、子どものみならず、親への支援

る。その結果、子どもへのしつけが個々の家庭内だけでは困難になる等、子どものみならず、親への支援

も求められている。

も求められている。

さらには、地域との関わりの観点から、子育て家庭が地域活動に参加しなかったり、地域との付き合い

さらには、地域との関わりの観点から、子育て家庭が地域活動に参加しなかったり、地域との付き合い

を持たないといった状況が見られ、地域の中の子育て家庭の実態が見えにくく、そのため地域での見守り

を持たないといった状況が見られ、地域の中の子育て家庭の実態が見えにくく、そのため地域での見守り

がしづらい状況となっている。

がしづらい状況となっている。

本市においては、これまで主に在宅で子育てしている家庭を中心とする子育て支援策として、身近なと

八尾市においては、これまで主に在宅で子育てしている家庭を中心とする子育て支援策として、身近な

ころで気軽に仲間づくりができ、不安を解消できるような相談や交流ができる場または機会を提供するこ

ところで気軽に仲間づくりができ、不安を解消できるような相談や交流ができる場または機会を提供する

と等を目的とし、様々な事業を展開してきたところである。例えば、子育て支援ネットワークセンター「み

こと等を目的とし、様々な事業を展開してきたところである。例えば、子育て支援ネットワークセンター

らい」における各種相談事業や、保育所（園）・幼稚園における園庭開放、地域交流事業、ファミリー・

「みらい」における各種相談事業や、保育所（園）・幼稚園における園庭開放、地域交流事業、ファミリ

サポート・センター事業等があげられる。さらに平成１８年度からは乳幼児と親が気軽につどい、交流で

ー・サポート・センター事業等があげられる。さらに平成１８年度からは乳幼児と親が気軽につどい、交

きる場を提供するつどいの広場事業も進めており、その運営をＮＰＯ法人や地域の子育てサークルに委託

流できる場を提供するつどいの広場事業も進めており、その運営をＮＰＯ法人や地域の子育てサークルに

することで、より地域の実情に応じた事業内容を目指している。また地域においても、さまざまな子育て

委託することで、より地域の実情に応じた事業内容を目指している。また地域においても、さまざまな子

サークルや団体、ボランティア等による子育て支援活動が行われており、保育所、幼稚園も含め、多様な

育てサークルや団体、ボランティア等による子育て支援活動が行われており、保育所、幼稚園も含め、多

主体による子育て支援策や活動が展開されているところである。

様な主体による子育て支援策や活動が展開されているところである。

しかしながら、これらの多様な子育て支援策の情報が実際に支援を必要とする子育て家庭に十分行き届

しかしながら、これらの多様な子育て支援策の情報が実際に支援を必要とする子育て家庭に十分行き届

いていないことが課題となっている。例えば、相談事業といっても、相談内容や子どもの年齢等によって

いていないことが課題となっている。例えば、相談事業といっても、相談内容や子どもの年齢等によって

担当部署（相談窓口）が違ったり、また、担当部署ごとに各事業の情報提供を行うことが多くなっており、

担当部署（相談窓口）が違ったり、また、担当部署ごとに各事業の情報提供を行うことが多くなっており、

利用者にとって分かりづらく、利用しにくい状況となっている。また、インターネットの普及等により子

利用者にとって分かりづらく、利用しにくい状況となっている。また、インターネットの普及等により子
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育てに関する情報が容易に入手できる反面、情報量が膨大なため、かえって課題解決にたどりつかないケ

育てに関する情報が容易に入手できる反面、情報量が膨大なため、かえって課題解決にたどりつかないケ

ースも想定されることや人と人とのつながりを希薄化させる一因になりかねない。

ースも想定されることや人と人とのつながりを希薄化させる一因になりかねない。
さらには、公費投入の点から、保育所等の保育サービスと在宅で子育てしている家庭を中心とした支

さらには、公費投入の点から、保育所等の保育サービスと在宅で子育てしている家庭を中心とした支

援・サービスにおいて、不公平感も指摘されているところである。

援・サービスにおいて、不公平感も指摘されているところである。
これらのことを踏まえ、保育所等の保育サービスに加え、在宅で子育てしている家庭を中心とした子育

これらのことを踏まえ、保育所等の保育サービスに加え、在宅で子育てしている家庭を中心とした子育

て支援・サービスのさらなる充実を図り、バランスのとれた子育て支援策を展開していくことが求められ

て支援・サービスのさらなる充実を図り、バランスのとれた子育て支援策を展開していくことが求められ

ている。

ている。

２．課題に対する取組みの視点

２．課題に対する取組みの視点
（１）家庭教育の再認識及び地域で支える子育て支援 ～「き
～「きっかけづくり」～
かけづくり」～

（１）家庭教育の再認識及び地域で支える子育て支援
本来の親としての役割やあり方について再認識するとともに、子育て家庭が地域から支援をうけ

本来の親としての役割やあり方について再認識するとともに、子育て家庭が地域から支援をうけ

やすくするため、地域社会の一員としての自覚をもったかかわりが必要である。一方で、地域にお

やすくするため、地域社会の一員としての自覚をもったかかわりが必要である。一方で、地域にお

いても個々の家庭を支える意識の醸成が求められている。

いても個々の家庭を支える意識の醸成が求められている。

（２）安定的、継続的な支援体制の確立

（２）安定的、継続的な支援体制の確立

地域活動を有機的に結びつけることで、子育て家庭への支援体制をより安定的なものとし、また、

地域活動を有機的に結びつけることで、子育て家庭への支援体制をより安定的なものとし、また、

地域での活動をより継続的なものとするため、人材育成・確保が必要である。

地域での活動をより継続的なものとするため、人材育成・確保が必要である。

（３）わかりやすく、適切な情報提供 ～「知る」、「繋がる」～

（３）わかりやすく、適切な情報提供 ～「知る」、「繋がる」～

子育て家庭が必要とする情報をわかりやすく、適切・適確に提供するため、従来の子育て支援・サ

子育て家庭が必要とする情報をわかりやすく、適切・適確に提供するため、従来の子育て支援・サ

ービスを子どもの発達段階等に応じて体系化するとともに、単に情報を発信するだけでなく、相談体

ービスを子どもの発達段階等に応じて体系化するとともに、単に情報を発信するだけでなく、相談体

制の充実や横の繋がりも意識した体制づくりが必要である。

制の充実や横の繋がりも意識した体制づくりが必要である。

以上を踏まえ、家庭、地域における子育てについての対応策として、次の提案を行う。

以上を踏まえ、家庭、地域における子育てについての対応策として、次の提案を行う。

３．課題解決に向けた検討

３．対応策
対応策

（１）家庭教育の再認識と地域における子育て支援の意識の醸成

（１）家庭教育の再認識と地域における子育て支援の意識の醸成

子育て支援を「子どもの育ちへの支援」と「親への支援」の両面から捉え、家庭に対して、家庭教育や

子育て支援を「子どもの育ちへの支援」と「親への支援」の両面から捉え、家庭に対して、家庭教育や

家庭の役割を再考するきっかけづくりが必要である。例えば、保育所や幼稚園、小学校等での保護者会、

家庭の役割を再考するきっかけづくりが必要である。例えば、保育所や幼稚園、小学校等での保護者会、

参観日等を活用し、子どもの生活習慣や基本的なルール、父親が子育てに積極的に関われるよう、家庭教

参観日等を活用し、子どもの生活習慣や基本的なルール、父親が子育てに積極的に関われるよう、家庭教

育への参加に関する学習機会や情報を提供する等、家庭に対して働きかけていくことが考えられる。ただ

育への参加に関する学習機会や情報を提供する等、家庭に対して働きかけていくことが考えられる。また、
また、

し、この働きかけについては親が受け身にならず、しっかりと子どもと向き合えるようなサポートの視点

これらの働きかけは
これらの
は、どの家庭
どの家庭も
参加できるように開催日等
配慮するとともに、
家庭も参加できるように
できるように開催日等に
開催日等に配慮するとともに
するとともに、親が受け身にならず、

が必要である。

しっかりと子どもと向き合えるようなサポートの視点をもって
をもって取
がある。
をもって取り組む必要が

一方、子育て家庭が地域とのかかわりをもつようになれば、普段のふれあいの中で、地域からの支援が

一方で、子育て家庭が地域とのかかわりをもつようになれば、普段のふれあいの中で、地域からの支援

受けやすくなることから、子育て家庭に対して地域とのかかわりをもてるようなきっかけづくりを行うと

が受けやすくなることから、子育て家庭が
が地域活動に
地域活動に参加する
参加する等
する等、地域とかかわりをもてるようなきっ
地域

ともに、地域においては、地域全体で子育て家庭を支援するという意識をもって、例えば、口コミを通じ

かけづくりを行うことも
ことも重要
ことも重要である
重要である。
である。地域においては、地域全体で子育て家庭を支援するという意識をも

て誰でも同じ支援が可能となるような横の繋がりを広げていくことが大切である。

等を通じて誰で
って、子育
子育て
子育て家庭が
家庭が地域へ
地域へ溶け込みやすい雰囲気
みやすい雰囲気づくりに
雰囲気づくりに努
づくりに努め、また、
また、例えば、口コミ等
も同じ支援ができるような
できるような横の繋がりを広げていくことが大切である。
できるような

しかしながら、このような支援の網の目にかからないような家庭もあることから、そのような家庭に対
してどのように支援していくかが課題である。

「親への支援
「きっかけづくり」
への支援」
支援」については
については、
きっかけづくり」がともに重要
がともに重要であり
重要であり、
であり、行政においてはこれらがより
行政においてはこれらがより活発
においてはこれらがより活発
9

に行われるような
われるような支援策について
支援策について検討
について検討していく
検討していく必要
していく必要がある
必要がある。
がある。
なお、
なお、かかわりが持
かかわりが持てない家庭
てない家庭もあることから
家庭もあることから、
もあることから、行政が
行政が様々な事業や
事業や機会を
機会を通じて、
じて、これらの家庭
これらの家庭を
家庭を
しっかりと把握
しっかりと把握し
把握し、サポートしていく
サポートしていく仕組
していく仕組みづくりが
仕組みづくりが求
みづくりが求められている。
められている。
（２）多様な主体の連携及び地域資源の育成

（２）多様な主体の連携及び地域資源の育成

各地域において、様々な子育て支援活動が活発に行われており、多様な子育て支援メニューが存在し

各地域において、様々な子育て支援活動が活発に行われており、多様な子育て支援メニューが存在し

ている。決まった時間に決まった子育て支援メニューを行う場を望む人もいれば、一方で、気軽にいつ

ている。また
また、
また、決まった時間に決まった子育て支援メニューを行う場を望む人もいれば、一方で、気軽

でも集まって語り合えるような場を望む人もおり、さまざまな子育て支援メニューが求められている。

にいつでも集まって語り合えるような場を望む人もおり、さまざまな子育て支援メニューが求められて

このような子育て支援の現場には色々な人や団体が関わっており、これらを横に繋げ情報の共有化を図

いる。最近
最近では
最近では、
では、これらに応
らに応える取
える取り組みとして地域団体
みとして地域団体や
地域団体やＮＰＯ法人
ＮＰＯ法人での
法人での活発
での活発な
活発な活動も
活動も見受けられ
見受けられ、
けられ、

っていくことが行政の役割として必要となる。また、このような連携の中で行政がこれまで培ってきた

このような自主的
このような自主的な
自主的な活動がさらに
活動がさらに広
がさらに広がっていくような仕組
がっていくような仕組みづくり
仕組みづくりが
みづくりが必要である
必要である。
である。しかしながら、
しかしながら、地域

情報やノウハウを提供する等、地域での取り組みを支援することでそれらの取り組みの質の確保・向上

の現状として
現状としては
としては、それぞれの団体
それぞれの団体の
団体の繋がりがどうなのか、
がりがどうなのか、どのような課題
どのような課題をかかえているのか
課題をかかえているのかについて
をかかえているのかについて

に努め、より安定的な支援体制の確立を目指していくことも考えられる。さらには、こうした連携の中

共有化
共有化を図らずに、
ずに、各団体が
各団体が個々に活動しているのが
活動しているのが実情
しているのが実情である
実情である。
である。このような中
このような中、これらを横に繋げ情

で地域での人材育成を図り、支援を受けていた人たちが支援する側へシフトできるようなより広がりの

報の共有化を図っていくことが求
求められているが
められているが、子育て
子育て支援の
支援の現場には
現場には色
には色々な人や団体が
団体が関わってい

ある仕組みづくりを行うことで、継続的な支援体制を確立していくことも必要である。

ることから、
ることから、その役割
その役割をまず
役割をまず行政
をまず行政が
行政が担う必要がある
必要がある。
がある。ただし、
ただし、行政に
行政に求められるのは、
められるのは、地域で
地域で活動する
活動する
団体がそれぞれの
団体がそれぞれの特性
がそれぞれの特性を
特性を生かして動
かして動けるようなネットワーク
けるようなネットワーク作
ネットワーク作りであり、
りであり、団体を
団体を単に組織化する
組織化することの
することの

なお、地域の子ども会の活動がどんどん縮小し、担い手が少なくなっていることや、また、個々の家

ないよう注意
ないよう注意が
注意が必要である
必要である。
である。これらのネットワーク
これらのネットワーク作
ネットワーク作りにおいては、
りにおいては、保育所、
保育所、幼稚園、
幼稚園、小学校といった
小学校といった

庭で子どもを育てられなくなっているという実情もあり、これらについても認識しておく必要がある。

拠点となる
拠点となる施設
となる施設だけで
施設だけで捉
だけで捉えるのではなく、
えるのではなく、地域の
地域の実状に
実状に即して、
して、自治会や
自治会や福祉委員会等を
福祉委員会等を取り込むこと
で、より細
より細やかな支援
やかな支援が
支援が行き届くような連携
くような連携が
連携が求められている。
められている。また、このような連携の中で行政がこ
れまで培ってきた情報やノウハウを提供する等、地域での取り組みを支援することで人材育成を図り、
支援を受けていた人たちが支援する側へシフトできるようなより広がりのある仕組みづくりを行い
い、安
定的、
定的、継続的な支援体制を確立していく必要がある。
なお、地域の子ども会の活動がどんどん縮小し、担い手が少なくなっていることや、また、個々の家
庭で子どもを育てられなくなっているという実情もあり、これらの
の問題については
問題については、
については、現状をしっかりと
現状をしっかりと
受け止め、その解決
その解決に
解決に向けた検討を
検討を行い、対策を
対策を講じていく必要
じていく必要が
必要がある。
ある。
（３）事業の体系化及び適切な情報提供

（３）事業の体系化及び適切な情報提供
行政や地域において、様々な子育て支援サービスに取り組んでいるが、子育て家庭が求めるニーズに

行政や地域において、様々な子育て支援サービスに取り組んでいるが、子育て家庭が求めるニーズに

適確に応えるためには、利用者の視点にたった、事業の体系化が必要である。

適確に応えるためには、利用者の視点にたった、事業の体系化が必要である。
また、現在「子育てお・う・え・ん Book」や「みらいネット」等、冊子・インターネットを通じて子

また、現在「子育てお・う・え・ん Book」や「みらいネット」等、冊子・インターネットを通じて子

育て支援に関する情報提供を行っているが、子育て家庭が必要とする情報が適切にかつ分かりやすく行き

育て支援に関する情報提供を行っているが、子育て家庭が必要とする情報が適切にかつ分かりやすく行き

渡るよう、その手段・方法についての再考が必要である。ただし、これらの情報発信については一方通行

渡るよう、その手段・方法についての再考が必要である。ただし、これらの情報発信については一方通行

になりがちであるため、適切な情報を提供し、必要とされる子育て支援サービスに繋ぐ相談体制の充実や、

になりがちであるため、適切な情報を提供し、必要とされる子育て支援サービスに繋ぐ相談体制の充実や、

皆が情報を共有できるような取り組み、例えば、口コミ等の自然発生的な横のつながりが広がるような環

皆が情報を共有できるような取り組み、例えば、口コミ等の自然発生的な横のつながりが広がるような環

境づくりも重要である。

境づくりが重要である。
や、それ
なお、八尾市においては外国人の子育て家庭も多いことから、多言語による情報
情報提供等の配慮や
情報

なお、八尾市においては外国人の子育て家庭も多いことから、情報提供の際には、多言語による提供等

らの家庭
らの家庭が
支援を受けやすくするために、
けやすくするために、周囲から
周囲から理解
られるような働きかけが必要
きかけが必要で
ある。
家庭が支援を
から理解が
理解が得られるような働
必要である。

の配慮も必要である。
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●おわりに

●おわりに

当審議会は、平成２１年６月２７日に第１回目の審議会を開催し、八尾市長より「八尾市における就学

当審議会は、平成２１年６月２７日に第１回目の審議会を開催し、八尾市長より「八尾市における就学

前児童を中心とする支援・施策の充実について」の諮問を受け、２０名の委員により、以後、数次にわた

前児童を中心とする支援・施策の充実について」の諮問を受け、２０名の委員により、以後、数次にわた

る審議を重ねてきた。

る審議を重ねてきた。

審議においては、様々な立場から幅広い視点で活発な議論が行われ、全ての意見において全委員が一致

審議においては、様々な立場から幅広い視点で活発な議論が行われ、全ての意見において全委員が一致

して合意を見出すことは難しいものの、諮問事項に即した議論の中で、概ね大多数の委員から賛同が得ら

して合意を見出すことは難しいものの、諮問事項に即した議論の中で、概ね大多数の委員から賛同が得ら

れた内容をもとに、利用者の視点に立って、本答申をまとめたものである。

れた内容をもとに、利用者の視点に立って、本答申をまとめたものである。

本答申を受けて、今後八尾市が施策の実現を図っていくにあたっては、これまで進めてきた施策の検証

本答申を受けて、今後八尾市が施策の実現を図っていくにあたっては、これまで進めてきた施策の検証

が必要であることは勿論のこと、また、当審議会と並行して開催されている幼稚園審議会での議論・答申

が必要であることは勿論のこと、本答申
本答申はすべての
本答申はすべての就学前児童
はすべての就学前児童を
就学前児童を対象とするものであり
対象とするものであり、
とするものであり、当審議会と並行

も尊重しながら、幼稚園部門とのさらなる連携を図り、慎重に進めていく必要がある。

して開催されている幼稚園審議会での議論・答申も尊重しながら、幼稚園部局とのさらなる連携を図り、

なお、冒頭でも触れたように、子どもに関わる施策は大きな変革期を迎えているが、本答申は、待機児
童の解消等、八尾市が早急に解決すべき課題に対して、現時点で取り組むべき施策の方向性を示すもので

慎重に進めていく必要がある。さらに
さらに、
さらに、施策の
施策の実施後においても
実施後においても、
においても、責任をもってその
責任をもってその効果
をもってその効果の
効果の検証に
検証に努めな
ければならない。
ければならない。

ある。したがって、国等の動向をも常に注視しつつ、八尾市の子どもにとって最善の利益が図られるよう、
スピード感をもった柔軟かつ適切な対応を期待するものである。

なお、冒頭でも触れたように、子どもに関わる施策は大きな変革期を迎えているが、本答申は、待機児
童の解消等、八尾市が早急に解決すべき課題に対して、現時点で取り組むべき施策の方向性を示すもので
ある。したがって、国等の動向をも常に注視しつつ、八尾市の子どもにとって最善の利益が図られるよう、
スピード感をもった柔軟かつ適切な対応を期待するものである。
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