
令和元（２０１９）年度第２回八尾市子ども・子育て支援事業計画策定部会 

 

日時：令和元（２０１９）年８月２７日（火）午後７時から 

場所：八尾市役所 本館８階 第２委員会室 

 

開会 

１ 案件 

（１） 教育・保育給付の確保方策について 

【事務局】：（事務局説明）資料１「教育・保育給付の提供体制の確保について」 

【座長】：ありがとうございました。ただいま教育・保育給付の確保方策について事務局か

らご説明いただきましたが、まず委員のみなさま、何かご質問ございませんでし

ょうか。 

【委員】：１点質問したいです。資料１のｐ１を見ると、入所保留児童が、平成 31 年４月

１日現在は０歳が 32人、１歳が 97人、２歳が 68人、３歳以上もありますが、０

歳が 32人で１歳になると急に増えています。これは私も分かるのですが、０歳の

間は親御さんがみていただけます。ところが子どもが１歳ぐらいになると、職場

に復帰したい、あるいは新たに職に就きたいということで急に増えているのだと

思います。でも３歳になったらこども園や幼稚園がございますよね。その下のこ

の数字を見て本当に驚いたのですが、前回会議で算出した見込み量と現状の確保

方策との差ということで、特に私はこの１・２歳に注目したのですが、令和２年

度がマイナス 165、令和３年度がマイナス 205、令和４年度がマイナス 275、令和

５年度がマイナス 305、令和６年度がマイナス 325ですか。これはなんとかしない

といけないと思いながら、ｐ５を見ますと確保方策で「地域型保育事業を含んだ

場合」とあります。これを見ますと令和２年度は１・２歳がマイナス 95で、令和

３年度はマイナス 71、令和４年度がマイナス 27です。令和５年度になるとプラス

58です。令和６年度になるとプラス 38になっています。これをｐ１と比べると非

常な差が出てきています。これがさっきおっしゃっている地域型、まだ私も十分

読み込めていないので、意見や思いはちょっとあとで述べたいと思いますが、こ

れだけ大きな差ができていて、なぜなのかと思って確保方策のところを見まして、

494という数字が挙がっているこの「確認を受けない幼稚園」が何のことかが私に

はよくわからないので、それを含めてこれだけ大きな数字の差が出てきているこ

とについて、もう少し根拠や理由をちょっとご説明いただけませんか。お願いし

ます。 

【座長】：説明お願いします。 

【事務局】：まずご質問が２点あるかと思います。１点目の「確認を受けない幼稚園」です

が、今八尾市にある私立の幼稚園の各園については、ほぼ幼稚園型の認定こども



園に移行していますけども、現在、白鳩幼稚園の１園に関しては、まだ認定こど

も園に移行していません。諸所の事情があるとのことですが、そこがまだ旧制度

の下で幼稚園を運営されており、新制度に移行していない場合はこの特定地域型

保育に含められませんので、この 494 人については白鳩幼稚園の定員枠と考えて

いただければ結構です。もう１点、ｐ１の表と比較してｐ５が大きく変わってい

て、一番分かりやすいものでいくとｐ１の 2024年度、１・２歳が 325の不足があ

ったのがプラス 38人まで変わっているところですが、こちらは今回の案件でご提

案している地域型保育で、０・１・２歳の枠をできる限り増やし、定員枠を今ま

で以上に確保することでプラスに転じております。 

【座長】：よろしいでしょうか。 

【委員】：ｐ２の「これまでの確保方策」で「地域型保育の概要」が書いてあります。ここ

で国と八尾市の考えの違いが出ているかと思いますが、これを私も連携施設の項

目がここに書いてあることがないと、親御さんが０歳から２歳で学ぶか、そうい

う施設を作ってもらってなんとかなったけども、３歳になったらどうするのかが

国のやり方や考えではもうひとつ安心できない部分があります。これが八尾市の

今日おっしゃっている目玉の地域型保育のことかなと思います。こういった地域

型の受け皿、新たに施設を設けて作るとなったら莫大な費用がかかると思います。

私立がやるにしても大きな補助金が必要ではないかと思います。そうしますと、

我々納税者の立場から考えると、このできるだけ既存の建物や施設を活用できな

いかなと思います。というのは、この p１の表を見ても３歳になったら入所保留が

７に減って、４歳以上になったら０になっています。そうすると、新たそのよう

な０歳から１・２歳のものを作っても結局その施設は一時的に非常に利用される

だろうけども、だんだんと利用が減って、３歳以上はそういったものがあまり空

席になってくるのではないかと考えますと、できるだけ既存の公立私立のこども

園や幼稚園、保育所の空きスペースを活用するような方向に持っていけたらとの

考えや思いがあります。特に教育・保育の継続、連携施設のことと関連して考え

るとそれが非常に有効ではないかと思います。そこで、そのような現在ある公立

私立のこども園や幼稚園、保育所の空きスペースを、特に０歳から１・２歳まで

の子どもを収容するような所がどれくらいあるのか、行政の立場で多分調査して

いるとは思います。それとこういう施設があっても一番問題になるのは人的確保

です。八尾市では就職された教職員については手厚い補助がありますが、各自治

体も競ってやっています。そのことも考えながら、それと１・２歳に６人に対し

て教員１人と保育士１人が基準ですが、八尾市では５対１になっています。私も

それは当然していますが、そのことでも少しくらい余裕があるところはないだろ

うか、そしたらそれによっては新たに作る努力はしないといけませんが、緊急で

１人でも２人でも収容することができないかとひょっと思ったのです。そのこと



について教えていただけませんか。 

【座長】：お願いします。 

【事務局】：お答えします。まず各施設の空きスペースですが、細かにどこの施設にどれだ

けの面積があるかまで正確に把握していませんが、実際にその園に入所していた

だく人数については、園と八尾市で相談しながら、その面積を見ながら設定して

います。１歳児と２歳児の部屋があって、１歳児の部屋は大きいけども２歳児の

部屋が小さくて上がることができないので、１歳児の面積で人数をたくさん集め

ても、その子が２歳で上がることできないなどで面積が余っているような施設も

あるかと思いますが、各施設受け入れていただいているお子さんは、どの施設も

目一杯取っていただいていると認識しております。そこについては、実際に１人

でも２人でもお子さんに入所していただくよう施設と相談しながら、入所の計画

を立てていますので、面積の空きで入れていくのはなかなか難しいです。あと、

人的なことの話もありました。今、保育士の確保は八尾市でも緊急の課題で、様々

な方策を八尾市としても実施しています。他市でも様々なことをやっていますが、

自治体間競争に、ここの市がこういうことをやっていてその金額が上がっていっ

たりするところ、例えば大阪市がこんなことをやると近隣市も負けないように追

いついていくことを、八尾市としても近隣市の状況を見ながらできることをやっ

ていきたいと思っています。ただ、民間園の方々とも話をしていても、潜在保育

士が一体どこにいるのかという状況にもなりつつあり、悩ましいところです。八

尾市では 1 歳児を保育士１対５で見るようなことで補助金を出しています。これ

については、全体的な保育サービスの向上として１対５を現状維持したいと考え

ていますし、１対６の国基準で子どもを入れようとしても、面積のことが引っ掛

かってくることもあり、一概にそれが全部の施設に適用されるということではな

いので、正直難しいところがあります。 

【座長】：よろしいでしょうか。他に何かご質問ございませんか。どんなことでも結構です。 

【委員】：私の記憶では、前回この地域型保育の認可基準を市でどうしようか、条例を作ら

ないといけないと話があったときに、委員が皆さん反対して結局条例だけという

ような記憶がありますが、それがまたここにこれが出てきているのは、例えばこ

の地域型というものが八尾にあったら、子どもの安心安全にはつながらないとい

う結果とのお答えが委員から出ていたと思います。それと、１歳児も公立も１対

５ですか。 

【事務局】：公立については現状 12 人の子どものクラスを職員３人で見ている状況です。

実質的には１対４になっているかと思います。 

【委員】：前の記憶にありますが、そういう話ではなかったですか。 

【事務局】：５年前の計画策定時の話をいただいているかと思いますが、５年前の計画策定

時に初めて地域型保育についてご議論いただきました。その際は、例えば小規模



保育のＢ型や C 型のように、保育所より基準が緩和されて実施ができるなどの情

報もありました。そして平成 24年度に児童福祉審議会で、認可保育所・幼稚園等

でできるだけ一定の教育保育を確保していこうという指針も出ておりましたので、

その部分で現計画の平成 27 年度から平成 31 年度については、地域型保育を活用

しない形で公民協働の確保方策をなんとかしてきました。ただし、こちらの資料

の p４にも書いています通り、大阪府内の人口の多いほとんどの自治体では待機児

童の問題がかなり出ています。その中で小規模保育や事業所保育をしないことに

は、なかなか待機児童の解消が進んでいかない、もちろん女性の社会進出等にも

影響が出てくるものと考えています。ただ、その中で我々としては、０・１・２

歳の枠をただ作ればいいという考えではなく、まず基準面でいくと必ず現状の保

育所の基準以上を満たす小規模保育のＡ型もしくは事業所内保育事業が適当であ

り、保育の質についても担保していきたいと考えております。次いで、連携施設

についても先ほどお伝えした通り、大阪府内では、かなりの数の自治体において

連携施設の確保ができていない状況にあります。というのも、まずは待機児童の

解消を優先させなければいけないとのことで、連携施設は優先して確保せずに地

域型保育を実施している自治体もあります。我々は資料の p４でもお示しした通り、

３歳児以降の教育保育の接続性・持続性を必ず担保していかないといかないこと

には、子ども自身もそうですし保護者にも影響が出るという考えのもと、他市と

は違って、国も緩和措置の期間を設けていますが、これに準じることなく連携施

設は必須とすることで環境面や保育の質をしっかりと担保したうえで、確保方策

を展開するものと考えていまして、そのうえで今回ご提案をしておりますのでよ

ろしくお願いします。 

【座長】：他によろしいですか。 

【委員】：同じ０・１・２の部分で分園というものがありますよね。八尾は分園がたくさん

出てきて、企業内保育所も何件かまた出すとお聞きしていますが、分園ではなく

てどうして地域型保育が必要だと八尾市は考えているのですか。 

【事務局】：まず分園設置については、これまでも民間の園にご協力いただきながら多くの

分園を作っていただき、低年齢児の確保を進めてきました。ただし、分園に対し

て本園の受け入れ枠が一定埋まってきている部分や施設面での土地の確保等でな

かなか進みにくい部分がありまして、平成 28年度を境に分園設置が進んでいない

状況です。ただ、今回資料でお示ししておりますが、p５の上段にも掲載しており

ますとおり、計画期間中において確認を受けない幼稚園や特定地域型保育に計上

された部分は、一部、特定教育・保育施設へ変更となる場合があります。こちら

については、資料上は今回提示いたしましたものは特定地域型保育をメインに出

していますが、今後も公民協働でもし分園等が設置できるのであれば、それは引

き続き設置してまいりたいと考えていますが、まず現状において分園設置が進ん



でいない部分がありますので、今回地域型保育の方を提案しております。今後、

分園設置を行わないという趣旨ではありませんので、その点についてご理解いた

だきたいと思います。よろしくお願いします。 

【座長】：当初、この計画を策定するときに、小規模型の保育事業を展開するかどうかの提

案が挙がったときに、国が率先してやろうとしているそういう仕組みですが、ま

ず１つは保育を見通せないです。０・１・２歳を預かってそのあとに連携園とい

う設計はしていますが、果たして０・１・２歳だけを預かる所にとりあえず預け

ようかという人がどのくらいいるのかがやはり不安だろうという点と、そしてＣ

型は家庭的保育者でできる設定ですので、保育の質がなし崩しにないがしろにさ

れるのではないかとの懸念から、慎重に考えた方がいいという議論がたくさん出

てきたと思います。今回、０・１・２歳の特に１・２歳の子たちが非常に厳しく

なってきて待機児童が出てくることと、３歳以上の子たちが落ち着いてきている

状況が推測される中で、０歳から５歳までの園を作ることは非常にリスクがある

だろうということですね。その中で小規模保育事業の想定するリスクがある判断

をされたのだと思いますけども、さきほど委員のおっしゃった通り、分園となる

と確実に５歳児までの保育が見通せるわけですから、本当は分園が増えてくれた

らと思いますが、令和６年度の 293 人という数字について、令和６年度で 200 以

上の子どもを預かれる分園を作れるかどうかを考えると、小規模保育事業を想定

したものではないかという判断だと思います。 

いろいろご意見いただきたいと思います。あるいはご質問もいただきたいと思い

ますけども、いかがですか。 

【委員】：先ほどご説明の中には、企業主導型保育が八尾市に数ヵ所とあって、現在何ヵ所

あって何人の子どもが通っているかということと、これは市が認可するものでは

なく国の事業になるかと思いますが、現在国では募集していないけれども、募集

が再開されたとして、０歳児が 20 人、１・２歳児が 70 人の予定で、これは八尾

市としてどんな関与できることなのかちょっと分からないですが、八尾市がその

計画できることなのかが素朴な疑問で、特定型保育施設に０歳児が 12人、１・２

歳児が 64人というのが令和６年度には 293とありますが、それは地域型保育の小

規模のＡ・Ｂ・Ｃと家庭と事業所内と居宅訪問と、地域型保育という名前で挙が

っているいろんなタイプのものの中の特定地域型保育が 12、64とは、なんとなく

どのようにイメージしたらいいのか、どんなものが何ヵ所で何人くらいをこの５

年で何が０歳児 30人で、１・２歳児 293人になって、それは例えば企業内は企業

がするのは分かりますが、特定地域型保育とは一体誰がどんな形でするのかを教

えてください。 

【事務局】：まず企業主導型からご説明したいと思います。企業主導型保育は令和元年度の

現状では８施設が市内にあります。先ほどの 20人、70人というのは今後どうやっ



てこの数値を見込んでいるのかと話があったかと思いますが、この８施設の企業

主導型で一定、もちろん従業員のお子さんが保育を受けられていますが、それと

は別に地域枠を設けていただいています。その地域枠の合計が、現在すでに確保

できている数字として０歳が約 20 人、１・２歳が 70 人となっており、令和２年

度から令和６年度まで数値は変えておりません。 

【委員】：それでこの 70 が、令和２年度のこの数が入ることで、なぜこの三角の数字は減

るのですか。 

【事務局】：まず企業主導型からご説明いたします。現状で０歳が 20人、１・２歳が 70人

の地域枠があります。委員ご指摘の通り、新しい募集は現在国が一時的に停止し

ている状況です。これは我々の動きが効かないところですので、今新しい募集を

全くしていない中で、これはまたきっと募集するだろうとのことで数値をさらに

加算するのは非常に無責任なことですので、一定現状の地域枠は今後も維持でき

るという意味で各年度に０歳が 20 人、１・２歳が 70 人の数字を掲載し、令和２

年度以降にその数字が特に上がっていないのは、現在国が募集をしていないから

という意味でこの数値を維持している形となります。また、市の関与の部分です

が、企業主導型はご存知の通り国が審査を行いますが、認可外保育施設の届出等

もありますので、その辺りに関しては３階の福祉指導監査課で認可外保育施設の

届出等で確認をしています。 

続きまして、特定地域型保育のご質問があったかと思います。特定地域型保育は

一番大きい部分でいうと、確保方策の令和６年度で０歳児が 30人、１・２歳児が

293人となっている内訳は一体どんなものなのかというご質問と思いますが、先ほ

どの説明で申し上げた通り、地域型保育には小規模保育や家庭的保育、事業所内

保育等があり、小規模保育の中にもＡ型・Ｂ型・Ｃ型等、いろいろある中で、八

尾市の場合は小規模のＡ型もしくは事業所内保育のどちらかを使おうという想定

をしていますので、それ以外の一番緩和されているＣ型等で確保方策をカウント

していこうという趣旨は全くございません。Ａ型ないし事業所内保育で対応して

いきます。小規模保育のＡ型をやろうとした場合、０歳・１歳・２歳の合計で 19

人までとなりますので、例えばある１つの小規模保育施設であったら０歳が６人、

１歳が６人、２歳が７人で 19人を受け入れていただいたり、または１歳と２歳限

定で１歳が９人、２歳が 10人で受け入れていただいたりすることも検討していま

す。重複しますが、小規模保育のＡ型や事業所内保育所のみで担保しようと考え

ていますので、このＢ型・Ｃ型、家庭的保育等を利用した上でこの数値を積み上

げているのではないことだけはご理解いただきたいと思います。 

【委員】：これはやりませんかと言って、やりますというものですか。 

【事務局】：他の自治体の例で申し上げますと、何年度から小規模保育や事業所内保育をや

りますので募集をしますというような形になります。 



【委員】：社会福祉法人に限るとかではなく、企業も対象ですか。 

【事務局】：はい。こちらは企業も対象となります。 

【委員】：それは限定できないのですか。 

【事務局】：実質限定はできないですが、ただ、八尾の場合は今説明した通り、連携施設は

必置にする予定です。これはかなり厳しい規制となりますので、八尾市内で保育

所や幼稚園、認定こども園を実際に運営している施設や法人と連携していただい

たところしか開設できませんので、ざっくりした言い方をしますと、経験の少な

い事業者等がいきなり始められるようなことにはなっていないです。連携施設を

国の言っている通り外すことになりますと、配置基準さえ満たせばどこでもでき

ることになってしまいますので、ご心配のようにどんな主体でも入って来られる

ことになります。本市では連携施設を必ず持っていただくことになります。です

から、ではどんなところがとなりますが、例えば分かりやすいように一例挙げま

すと、今八尾市内で幼稚園型の認定こども園を運営している法人があるとします。

幼稚園型の認定こども園は分園の考え方が実質ございません。そういったところ

が０・１・２歳の小規模保育をやって、自分の園を連携施設にするのは可能性の

１つとしてはあるのではないかと思います。あるいは、保育所を運営していると

ころでも分園という方法ももちろんありますが、微妙に基準が違いますので、あ

えてちょっと離れたところで別の場所で小規模をやるケースも他市でもあろうか

と思いますので、どちらにしても基準をはっきり示した上で公募することを今の

ところ考えています。いずれにしても、先ほどの資料でお示しの通り、０・１・

２歳が今後も問題になってきますので、これから５年間で０歳から５歳のフルス

ペックの施設がたくさん必要であるとは我々は考えていません。もしそういうこ

とをしてしまうと、３歳以上のところがかなり空きが出てくることになりますの

で。ポイントは低年齢の０・１・２歳の確保をどのような手法でやっていくのか

になります。それを考えた上で、今回できるだけいろんな可能性を潰さないよう

に、あるいは保育の質も落とさないような手法を考えた中でこういうものをお示

ししております。 

【座長】：よろしいですか。 

【委員】：今の話をしていると、これは地域型、Ａ型と企業主導型をする方向で市は考えて

いるということですか。 

【事務局】：A型と事業所内保育をする方向で今事務局案を提示しています。 

【座長】：よろしいですか。国もとりあえず当面の受け皿として０・１・２歳の小規模保育

事業をデザインして示してくださったわけですが、これは本当に事業者や行政の

ものすごく協働が必要な事業です。だから今回、この必ず連携園を置いてくださ

いという縛りは、僕は正しいと思っています。ただ実際にそれを実現しようとす

ると、連携園になる事業者と名乗りを上げてくださる事業者と行政が、よっぽど



意思疎通を図りながら助け合いながら作っていかないと、なかなか難しい施設だ

と認識しています。なので、その中で保育士を必ず揃えるＡ型というのは非常に

慎重な妥当な判断だと思っています。例えば小規模保育事業の定員設定で０・１・

２歳が６人・６人・７人と設定するところが多いですが、つまりこれは２歳の子

７人を連携園が確実に受けていただかないといけないです。だけど、ある市を見

ていますと、例えば７人の子が全て同じ所に入れるかどうか分からない、その中

で複数の園を連携園にしているなど苦肉の策を取っています。だからそのことを

考えると、本当に慎重に丁寧にやらなければならないだろうなということと、そ

して実際にどんな事業者が名乗りに上げてくれるのかが非常に、事業者の良し悪

しということもありますが、どれだけ手を上げてくれるのかです。若干不安な点

がありますが、本当はそういう八尾市の様々な教育・保育施設が分園をやろうと

言ってくれれば、安心は安心なのですけども。だからその分園も当然視野に入れ

て検討する前提に立っていただいているということです。いかがでしょうか。 

【委員】：この間の会議で、市長が０歳から２歳を無償化するマニフェストを出しているの

で、０歳から２歳の確保量を多くしないといけないという話をしていたと思いま

すが、実際にそれは令和何年からマニフェストに沿って無償化しようとしていま

すか。 

【事務局】：その件については現在検討中で、いつからという確定した答えはございません。 

【座長】：よろしいですか。 

【委員】：これはマニフェストありきの数字で出しているのではないですか。そのマニフェ

ストがなくなったら、無償化で預けられなかったけど預けたい人も出てくること

なので、ここの数字はそのマニフェストの数字でしょうか。それともマニフェス

トがなくてもこの数字は出てくるのでしょうか。 

【事務局】：昨年度行いましたニーズ調査を基に量を見込んでいます。 

【座長】：よろしいでしょうか。 

【委員】：この保育園に預けたい人、仕事をするために預けたい人が預けられるのはもちろ

んのことですが、市は在宅の子育て支援を普段しているので、どんどん新しい制

度になって、３歳から保育施設に入るようになって、よく保活といわれていまし

たが、今は幼稚園に入るのもどこに入るのかを２歳になった時点でみんながそわ

そわして、３歳・４歳の子育てのモデルが無くて在宅の人たちも２歳児の保育が

すごくしんどくなっています。だからもう保育園に入れて働きたいというような、

卵が先か鶏が先かみたいになっていて、保育園のニーズが出てそこに対応して、

保育士を作っていくのももちろん大事ですが、その子育て広場を活用して何がで

きるか、保育負担感や不安を減らしてなんとか家で０・１・２歳を乗り切ろうと

いうところに、何かヒントがもしかしたらあるのではないかとちょっと思ってい

ます。 



【座長】：ありがとうございます。他何かありますか。いかがですか。 

【委員】：感想みたいなことですが、例えば本当だったら、これは前提として認可基準と書

いてありますから認可保育所ですよね。なので、認可外施設ではないので、ちゃ

んと認可されている所で保護者は安心して預けられるだろうと思いますが、多分

ここに預けられる方には通常のこども園や通常の保育所に入れない方が多いかと

思い、二次的というか止むを得ずとか、いろんなことでここに預けることになっ

ていくのだろうなと思うと、事務局としては質を担保していきますとのことです

が、そこはすごい大事なことだと思います。どこの園というわけではないですが、

昨年度かどこか、私学のこども園・保育所でのことで事例がありましたよね。そ

の詳しいことは分からないので、無責任なことは言いませんが、そのときに市が

どこまで関与できたかということで、市が関与できたら責任を持って、市が何か

があってもちゃんとやっていきますということに保護者の安心感があると思いま

す。でも民間がやっているからなかなか市の権限はここまでですみたいなことを

言われると、保護者はちょっと辛いのではないかと思います。私は知識が無いの

で、やる前から分からないですが、新聞に載る事例はあくまでも突出したものだ

けなので、それが全てではなく、学校でもそうです、学校でも真面目な先生が一

杯いる中で１人でも何かやったら、みんながそうかと思われるので、正確に言え

ませんけど、どこかの若い男性がそういう仕組みの中で子どもを預かっていて、

なくしたのかいたずらをしたのかそんな事例が何年か前にあった、あれは全然認

可ではないけどネット上で子どもを預けたのか、あるいは全然認可ではないけど、

まあそんなことがあったりすることでいうと、認可をするわけだからそんなこと

にならないと思っていますが、感想めいていますが、保護者が安心して預かれる

地域型保育の認可にあたって市がどこまで責任を持てるかが、保護者にしっかり

と明示できれば保護者も安心するかなと思います。企業型も多分先般のあのニュ

ースのことで止まっているのかなと思いますが、悪いことをしようとする人は何

度でも悪いことをしているので、企業型も一般施設だと思っていたら実はボロボ

ロだったことも、それは市が関与できないとのことですが、逆に言ったら導入し

ないことで市は関与できるわけですよね。だから、審査は市の権限が無いという

けど、何か対応できるのなら導入しないことも１つの手であるし、導入を前向き

にすることになったら、国認可だけども市として何かできないのかの知恵を出せ

たらということを思いました。本当に知識が無いので頓珍漢なことを言っていた

ら許してください。 

【座長】：ありがとうございます。保育の実施責任は市にありますから、是非それはしっか

りしていただきたいと思います。元々０・１・２歳の子は親が自転車に乗せたり

乳母車に乗せたりして通える範囲で保育所に預けている場合が想定されますが、

親御さんの近くの所にそういう施設があって、その子どもたちが３歳になると園



バスで連れていっていただけることになると、これは保護者にとってありがたい

ような施設です。しかも割と０・１・２歳の子どもたちが小規模な空間の中で保

育者に丁寧に見ていただけたら、それはそれでとても意味のあるそういう施設に

なってくると思います。だからどこに作るのかが一番大きな要因ですが、そこに

そういう物件が出てくるかにも関わってきますので、非常にいろんなことを考え

ながら、一番いい選択をしていかなければならないだろうなという気がしていま

す。確かにデータから見ると、０・１・２歳の無償化でもなく、ニーズ調査から

０・１・２歳の子たちが確実に行き場所がなくなっているという見込みの中で、

こういう仕組みも選択しないといけないのではないかが八尾市の意向だと思いま

す。その中でＡ型に限定され連携園を必ず置くのは、かなりハードルが高いと思

いますが、そういう意思で固めていただいているということだと思います。 

【委員】：Ａ型・Ｂ型・Ｃ型というのが出てくるなら、もうちょっと基準を見ておけばよか

ったと思ったのですが、この職員資格保育士というのがあって、事業所内保育か

Ａ型を考えていらっしゃるとのことですが、この事業所内は 20名以上だったら保

育所の基準と同じとのことですが、例えばシステムが変わって、延長保育士や休

憩保育士等を保育園でも揃えないといけないこととなりましたよね。それはＡ型

でも延長保育士等を揃えないといけない基準になっているのでしょうか。 

【座長】：この点について、いかがでしょうか。 

【事務局】：その点の詳細は今分かりかねるのですが、我々が考えていますのは保育所と同

じ基準を下回らないようにと考えておりまして、実際に地域型保育を行う場合の

基準についてはしっかりとその辺は確認しながら、制度設計していきたいと考え

ております。 

【座長】：よろしいですか。いろいろとご意見をいただいてきたのですが、結論からして、

八尾市がしっかりと保育の実施責任者として見守りながらやっていただくと思い

ますが、よろしいでしょうか。その意見を付けたいと思います。もしご意見無け

ればもう１件案件がございますので、そちらに移ってもよろしいでしょうか。あ

りがとうございます。 

 

（２） 子ども・子育て支援事業計画の全体会への報告について 

【事務局】：（事務局説明）資料２「地域子ども・子育て支援事業について」 

【座長】：ありがとうございます。親会議の方にこの部会で議論している中身として、地域

子ども・子育て支援事業の p１の「利用者支援事業」からずらっとが挙がっている

わけですが、これについて報告しなければなりません。前回からお示しいただい

たそういうものを中身は書き換えずに整理していただいたかたちになっています。

これについて何かご質問はございますか。いかがですか。 

【委員】：これだけ保育所を作っていくので当然だと思いますが、学童保育の数もどんどん



増えていっていますが、これに対しては今こうしますということではなく、この

数字がどうなっているのですかと聞いていいですか。 

【座長】：この放課後児童健全育成事業の見込み量については、これはアンケート調査も反

映していると思いますが。 

【事務局】：この児童室の見込み量ですが、アンケートもそうですが、放課後児童室のニー

ズが上がっているのはアンケートからも十分反映されたのですが、これについて

は校区ごとの児童数と、そこから放課後児童室に預けている学年ごとの数を精査

して分析した数をここに載せていますので、これは傾向も含めてニーズが上がっ

ていることを入れながら、この見込み量供給量になっています。当然、この分だ

けどのように確保するかの話になってくると思いますけども、基本的には従来か

ら申し上げている通り、学校の教室などを使いながら、幼稚園の空き地も活用し

ながら、また、社会福祉法人との連携も視野に入れながら、実際、現在も社会福

祉法人で１カ所やっていただいている所もありますので、その辺りを考えていか

ないといけないですが、実際に見ていただくと数字が 1 年に大体 200 名ずつ増え

ていくことになります。200 名ずつですと、全体１クラブ 40 人の基準で八尾市の

場合は条例で定められていますので、大体５クラブずつ増えていく計算でイメー

ジしていただければいいかと思っています。５教室をどのように確保していくか、

それとともにそれだけ教室を開けないといけないので、指導員の方を確保してい

くことになりますので、そのような数字の推移の中でどのように確保していくか

を、学校教育委員会と連携しながら進めたいと考えておりますので、よろしくお

願いします。 

【座長】：委員、よろしいですか。確保方策については、まだここの段階では具体的に書き

込んではいませんが、小学校の余裕教室や児童館等でいろんな事業者も想定しな

がら５クラスを見込んでいるとのことだと思います。よろしいでしょうか。 

あと何かございませんか。もし無ければ次回の全体会議でこれを報告させていた

だくということにさせていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

ありがとうございます。 

 

（３）その他 

【座長】：そうしましたら「その他」の案件ですが、事務局無いですか。分かりました。 

時間もオーバーしてしまったのですが、いろいろご意見いただきながら進めるこ

とができまして、ありがとうございます。それでは今日の案件３件とも終わりま

したので、事務局にお返しします。よろしくお願いします。 

【事務局】： （次回の会議日程の説明） 

【座長】：それでは皆様方どうもありがとうございました。これで第２回八尾市子ども・子



育て支援事業計画策定部会を終えたいと思います。どうもありがとうございまし

た。 

 

閉会 

 

 


