
令和元（２０１９）年度第１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７月１８日（木）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） 子ども・子育て支援事業計画策定部会について 

【事務局】：（事務局説明）資料 1「子ども・子育て支援事業計画策定部会について」 

【座長】：ありがとうございます。この策定部会が行う内容についてご説明いただきまして、

そして本日の会議の中身としましては、アンケートをしていただいた図データに

基づくニーズ率ですね。どのぐらいの人たちが子ども・子育てのサービスを利用し

たいかといったことや、あるいはどのぐらい量として見込めるのか、そして区域設

定というかたちでご議論いただくと。それで、今後どのようにそのサービスを確保

していくかということについては次回の会議でご議論いただくというかたちにな

っております。何か、ただ今のご説明に関しまして、ご意見あるいはご質問はござ

いますか。 

 

（意見なし） 

 

（２） 教育・保育給付の量の見込みについて 

【事務局】：（事務局説明）資料２「教育・保育給付の量の見込みについて」 

【座長】：ありがとうございます。こちらの給付の量の見込みについて、アンケート調査そ

して人口動態などを基に出していただいているのですが、皆さま方ご質問ありま

すでしょうか。 

【委員】：この 10月から無償化ということが発表されているのですが、１号認定が令和６年

に 36.8％ということで、１号認定の預かり保育に関しても上限のお金が出ること

になったとしても、それが 36.8％まで落ちるのかというのは、1号認定は小学校３

年生まで３人目が無償になるのですが、２号認定は就学前までしか無償にはなり

ません。そのことを考えると、保護者としてはどちらのほうがと言った時に、あえ

て１号認定を選んで預かり保育をされるというような保護者の方が出てこられる

のなら、この数字は少し低いのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。 

【事務局】：ただ今ご質問いただいた１号認定の部分について、確かに教育・保育無償化の

預かり保育の部分で１号認定のニーズが一定上振れする可能性はあるかと思うの

ですが、一方で２号認定の数字が上昇傾向にありまして、こちらについても教育・



保育の無償化の影響でかなり上がってくるものと想定されています。参考に令和

６年度のニーズ率である 36.8％と 60.3％を足すと 97.1％の数字にまで上がって

くるので、およそ施設に入所する割合からすると、1号認定のニーズ率は下がる率

としては大きいという考えもあるかもしれませんが、保育認定のニーズ率につい

ては、今後の女性活躍の推進等で上がってくることも言われておりますので、その

ような検討のもと、今回お示しした数値に設定させていただいたものでございま

す。  

【委員】：ただ、八尾市において、３歳・４歳・５歳というのはそんなに数字が大きく膨ら

んでいるのでしょうか。例えば、待機児童ということでは１歳、年度途中で０歳と

かいうふうなお話はよくお聞きするのですが、３歳・４歳・５歳が無償化になった

からと言って、今言っておられた方全てが２号認定として入園されるかどうかと

いうのがそれだけ増えるのかということが反対に疑問なのですが。 

【事務局】：３歳・４歳・５歳という大枠、特に４歳・５歳の部分で見ますと、我々も調査

した結果、その部分はほとんど幼稚園ないし認定こども園・保育所に入所されてい

るということなので、その部分だけ見ると影響が限定的になってくるかもしれま

せんが、３歳児の部分につきましては、まだ施設に入所されていない方が幾分いら

っしゃいます。その中で教育・保育無償化によって、無償化になるのだったら預け

てみようという方もいらっしゃると思いますので、特に３歳児の認定率で保育認

定の部分が上昇してくるのではないかと事務局のほうでは今見ております。 

【座長】：確かに、３歳ぐらいの子どもさんが若干流動的な可能性があるというふうに思わ

れます。それも、織り込んだ上でのこの辺りの数値という理解でよろしいでしょう

か。 

【事務局】：結構です。 

【委員】：３号認定の範囲の拡充をすると先ほどおっしゃったのですが、それはどう言う意

味ですか。 

【事務局】：本年 10 月から無償化が始まります。本市の場合、10 月から行います無償化は

国の基準通りということで、具体的に申し上げますと３歳以上は全て無償化で全

員が対象になります。０・１・２歳の方につきましては、住民税が非課税の方のみ

が対象になってくるというのが国の制度となっています。本市、大松市長は市独自

の無償化を公約に掲げて当選されており、公約の一つとして幼児教育・保育の完全

無償化を挙げられていますので、今後も可能性の一つとして、国のこの制度を更に

広げる可能性があるということになります。そのためニーズ率について先ほど説

明があったように、アンケート調査から算出される数値は 53.9％ですが、先行し

て完全無償化を実施した自治体の実績を考慮すると、おそらくもう少し伸びてく

るものと考えております。 

【座長】：よろしいでしょうか。いくつかの市さんの動向を拝見していますと、やはり１・



２歳辺りが新たに入ってこられるような印象がありますので、その辺りは少し大

目で見込んでいてもいいのかなという気はします。今後、育休をどのぐらいで取ら

れる方が出てくるのかによって、０歳あるいは１歳辺りの動きというのがおそら

く変わってくるのではないかと思うのですが、取られる方は大分増えてきている

のですかね。 

【委員】：今もこの数字がもう少し出来過ぎじゃないかというようなご意見がございます。

俗に言う「新２号」でしょうか。私もうちの幼稚園なりに調査をしたのですが、こ

れに移りたいという希望を持っている方がだんだん増えていくようですので、こ

の数値よりは大きくなってくるのではないかと思います。問題はこの数字が大き

くなってきて、果たしてそれで我々が対応できるかどうか、私どもはできるだけそ

ういう保護者の希望に対応していきたいと思うのですが、どんどん増えてそれに

我々幼稚園・保育園側が対応しきれるのか、これにつきましては次回のの議題にな

るようですが、その辺りが一番考えていかなければならないことだと思います。 

 

（３）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて 

【事務局】：（事務局説明）資料３「地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて」 

【会長】：こちらについて、委員の皆さま何かご質問・ご意見ございませんでしょうか。 

量の見込みに関わらない話になるかもしれませんが、まず利用者支援事業を現在

と同じように２ヵ所で展開していただくということなのですが、この事業の中で

保護者や子どもからどのような相談あるいは情報提供が必要とされたのかを、一

定検証する必要があるのかなという気がするのが１点目です。その中で、何か今後

の計画に反映するものがあるのかどうかという辺りです。 

２点目、これは質問ですが、ｐ３の子育て短期支援事業、ショートステイ事業の

中で、保護者の疾病等により養育が一時的に困難となったお子さんを施設で短期

間お預かりするということですが、例えば八尾市の母子生活支援施設はやってお

られたのだろうと思うのですが、それ以外の障害をお持ちのお子さんがショート

ステイを利用されるというのはこの中に入っているのかどうかということをお伺

いしたいです。 

後は、ｐ５の地域子育て支援拠点事業とｐ６のファミリーサポートセンター事

業について、利用者さんがだんだん少なくなってくるという見込みなのですが、私

が思うに、例えばつどいの広場であるとか、ファミサポの事業は今後どのようにし

ていくのかということについて、非常に興味・関心があります。今後、保育所に行

かれる方々が増えてくるに従って、０・１・２歳のつどいの広場辺りが集まらなく

なってくるという状況が起きてくるだろうと思います。その中で、つどいの広場の

機能について、現在は幼いお子さんを対象にしておられますが、それでいいのかど

うかということです。あるいは、お子さんだけではなく、もう少し広くいろんな世



代の方が集うような仕組みを他の部署と連携を図るとか。ファミサポも同じよう

に、ちょっと預かってほしいという緊急に対応できるかどうかといったことや、フ

ァミサポも大事なシステムなので、このままずっと先細りになるのを見届けるだ

けでいいのかどうかというような気もします。 

以上の件について何かコメントいただけたらと思います。 

【事務局】：まず、一つは利用者支援事業の状況についてです。平成 30年度からは２ヵ所で

すがこれまでは１ヵ所ということで、年間の相談件数というかたちでいきますと

平成 30年度で２千件を超えるという、件数としては大きく出ております。その中

で非常に多岐に渡る相談事業がございまして、いわゆる手当とか、助成制度に関す

ることでありますとか、健診のこと、子育て支援に関すること、後は子どもを預け

ることに関することであるとか、子育て支援課を始め、こども未来部の多岐の事業

に渡る様々な相談を受けているという事業でございまして、この２千件を超える

うち、ほぼ２千件は来庁による相談ということで、１人の方が複数の相談をされる

というケースも多々見られるということでございます。これらについては、今後保

健センターにおける母子保健型の利用者支援事業と合わせて合理的に対応してい

く、今後ともニーズのある事業であると思っております。 

【事務局】：ショートステイにつきまして、障がい児も利用されているかどうかというとこ

ろなのですが、保護者がレスパイト等を必要としている等の状態でお子さんを預

けたいといったニーズがある場合にご利用いただいているところです。お子さん

の中には障害のある子もない子もおられるかと思いますので、そこを特段区別す

るというようなことはなく、そのケースでお子さんに兄弟がいる場合は、障がいの

ある子とない子が同時に利用されることもあります。 

続いて、地域子育て支援拠点事業あるいはファミサポ事業の計画数が減ってい

るということで、特に地域拠点の事業につきましては在宅支援ということで、いわ

ゆる保育ニーズの裏返しで、在宅保育の方自体が減ってきているという状況の中

で、今回４万人から３万８千人という数字で減らしているところでございますが、

拠点の数としましてはつどいの広場はこれまで 15ヵ所でやっていくと共に、地域

子育て支援センターにつきましては 31年度より３ヵ所から５ヵ所に増やしてやっ

ている事業でございます。その辺りは 31年度の実績も見ていく必要があるのです

が、座長ご指摘のつどいの広場事業についても今、全ての中学校区というかたちに

展開をする中で、おっしゃるように地域ごとにすごく利用のある所、あるいは利用

のない所という課題もございますし、制度発足 10年以上経過していて、そういっ

た施設についての老朽化という別の課題もございまして、まさに今後の課題とし

てそういった法律、あるいはニーズの変化にも応じて、その事業者を今後どうして

いくのかというところ、正に我々今課題というふうに考えておりまして、今後こう

いうニーズの中でどう対応していくのかというところ、今検討しているところで



ございます。また、ファミサポ事業につきましてもやはり一定のニーズはあるもの

の今後どう変化していくのか、ある程度利用者の区分けをいろいろ分析していく

必要があるのですが、先ほどの拠点事業と同様に今までのニーズではなく新たな

ニーズの掘り起こしみたいなところもご指摘いただきましたが、そういった視点

も向けられるのかどうかというところも考えていきたいというふうに思っており

ます。 

【座長】：ありがとうございます。また、つどいの広場は 15か所すべての中学校区でやって

いただいている中で、多分そういう広場をやっておられる方々の交流みたいなこ

とも持っておられると思いますので、ぜひ、そこで実際に手伝っておられる方々の

意見を聞いていただきながら、いい方向に持っていけたらというふうに思ってお

ります。今、そういうボランティアで関わってくださる方が先細っていくようなと

ころもありますので、つどいの広場同士で助け合うといったようなことも必要で

あると思いますし、ぜひ何かいいことを考えていただけたらと思います。 

【委員】：みらいとか保健センターのほうで多分件数はかなり増えてきているとは思うので

すが、ただこの２ヵ所で十分に支援できるのかどうかというところが、と言います

のも、家庭というものが昔だとどなたかおばあさんとかお父さんとかおばさんと

かが入って家庭で収まるところが、今は収まりきれなくて要するに投げかけられ

るということがすごく多くなってきて、それで施設のほうが巻き込まれるという

ようなかたちがどんどん出てきているのですが、保護者の方の在り方がかたちを

変えてきているので、もう四六時中みらいさんとか保健センターの方にはお世話

になるのですが、ただその中でたくさんのいろんなものが出てきている中で、かな

り目いっぱいではないのかというような、現場にいてそういうふうに思えるので

すが、そのことに関してはどう思われていますか。 

【事務局】：先ほどおっしゃられるように児童虐待件数、いわゆる要保護児童の数について

は年々軒並み増えて状況でございます。また、昨今の児童虐待の事案をニュースで

見るにつけ、疑わしい相談についても非常に件数が増えるという状況の中で、みら

いあるいは家庭児童相談所のほうで対応しているところですが、昨今、国のほうで

も緊急強化対策というかたちで示された通り、まず体制整備が喫緊の課題になっ

ているという実態がございます。また、みらいにつきましても、子ども家庭総合支

援拠点というかたちで専門家をしっかり配置して、体制を強化して進めていくと

いう流れの中で、今、鋭意専門職を確保しながら対応しているところでございます

が、保育の現場にそれで十分対応できているのかというところについては、なかな

か対応仕切れていない部分もあるかと思いますが、引き続きそういうところをし

っかりと対応していきたいというふうに考えております。 

【座長】：今、国が示している社会的養育ビジョンの中で、今大阪府さんが計画をまとめて

おられるのですが、その中でも市町村の相談機能の強化というのがビジョンの中



に入っていますので、そういうところなども見ていただきながら、だんだんとそう

いう市町村ベース、基礎自治体でしっかりと支えていくと、そういうようなことが

もっと流れてきそうですので、マンパワーに関してもいろいろと考えていただけ

たらというふうに思います。私のほうからもう１点、ショートステイに関して、子

育て短期支援事業ですね。今、障害を持っておられる子どもさんも健常児さんも区

別なくというふうにおっしゃったのですが、受けていただいている施設は母子生

活支援施設だけですか。 

【事務局】：ショートステイ施設については、市内で確保しているだけではなく、大阪府下

のいろんな地域にまで我々も受託先を求めて開拓をしておりまして、現在、東大阪

市ですとか、柏原市あるいは羽曳野市とか、新たに開拓した所でいくと泉大津市の

方まで委託先を増やしながらご対応させていただいており、現在７ヵ所委託して

おります。 

【座長】：これは児童養護施設中心にというかたちですか。 

【事務局】：そうですね。ほぼ児童養護施設が多いです。 

【座長】：これは元々、国が最初に作った事業の中でショートステイとトワイライトステイ

というものがありました。夕方、親御さんがなかなか帰ってこられない子どもさん

が施設に帰ってきて、そして宿題を見てもらったり晩ご飯食べたりお風呂入った

りして、親御さんが迎えに来るという仕組みを国が児童養護施設辺りを中心に考

えたのですが、あまり利用者がいませんでした。つまり、校区と施設の位置がミス

マッチしていたのです。だから、もし校区の中にそういう施設があれば子どもさん

を預かっていただけるし、親御さんも安心してあそこの施設に迎えに行けばいい

というかたちになるのですが、ちょっとこれは元々国の設計がミスマッチだった

と思われます。ただ私の考えとしては、別に子どもの施設だけに限定しなくてもい

いのではないかと思います。それを具体的に子ども食堂のようにやり始めたのが

滋賀県の社会福祉協議会、県社協を中心にいろんな事業者さんと話し合って、そう

いう特別養護老人ホームで子ども食堂をしようということをやり始めて、滋賀県

は結構広域なので、特養は送迎バスを持っていますから、それを使って子どもさん

を送迎するといったようなことを始めたとか、何かいわゆる地域の資源をどう活

用するかということをものすごく弾力的に考えて利用できるようになれば、何か

そういった子どもさんのニーズが浮かび上がってくるのではないかという気がし

ます。そして市民の力を借りたり、事業者さんの力を借りたりするといったことを

考えていかないといけないので、将来的に何かいろんな事業がそういうかたちで

展開できればいいと思いました。  

【委員】：ｐ４の（６）の養育支援訪問事業で、30 年度の実績が 19 人ということで、子ど

もの数を考えた時に４歳から５歳まで一番人数がいるのに実績がこの数字という

のは、「特に」必要な家庭に対しての事業だからこの人数で、「特に」ではなくて「少



し」必要な家庭であったりという数値はどこかにあるのですか。 

【座長】：まず、実績に比べて見込み量の設計が倍以上になっていると。そういう見守りが

必要という辺りのご家庭をどのくらいの数値なのかということですね。 

【事務局】：この事業は０～１歳頃のお子さんを対象としております。その意味で申し上げ

ますと、大体２千名ぐらいのお子さんが対象となります。この事業を八尾市では

「切れ目のない支援」ということで、いろんな機関が連携しながら実施している中

では、保健センターでの健診で、必要なところへのフォローは保健師さん等で訪問

するような事業とも連携し、この養育支援訪問事業については子育て支援課が養

成したパートナーさんにご訪問していただいております。その時に、専門性のある

保育士・看護師等の資格のある方と子育て経験のみのパートナーさんがペアで訪

問する事業となっております。そういったかたちで、保健センターの母子保健の方

で訪問しているところと、子育て支援課におけるパートナーとが連携しながら実

施する事業になっています。２千名のうち、健診後に訪問する必要性のある方が４

分の１ぐらいいると聞いており、中でもパートナーさんが訪問して見守りながら

じっくり話を聞かせていただくこの事業でいいますと、大体 50名ぐらいの中で予

算を確保し実施する事業ということでございます。 

【座長】：児童福祉法上の定義で言うと特定妊婦ですか、妊娠しておられてちょっと心配と

いうご家庭と、そして今すぐ保護が必要というレベルではないですが、その子ども

さんの養育について支援をしていってあげたほうがいいという要支援児童という、

その辺りが市町村でしっかり見守ってくださいというかたちになっています。だ

から、０・１歳の子どもさんを想定していただいて、ベースが２千人ということで

実態は 19人ということなので、大体１％ぐらいの子どもさんということを想定し

ていただいているのですが、念のためにそれを２％ぐらいの子どもさんを想定し

ながら予算を取っていただいているという理解になると思います。 

 

（４）教育・保育提供区域の設定について 

【事務局】：（事務局説明）資料４「教育・保育提供区域の設定について」 

【座長】：ありがとうございます。私は何か所かでこういう仕事をさせていただいているの

ですが、このような分析は初めて見ました。非常に丁寧に出していただいていると

思います。 

【委員】：確かに地域によって子どもの数がすごく減っている地区もあれば、千塚だったり

マンションが建ったりしていますよね。すごく子どもの数が増えたと喜ばしく思

う事もあり、割と交通機関のよい地域は通いやすいと思います。ただ、訪問とか、

相談を受ける中でも、やはりそこに行くまでの交通機関がなかなか難しいとか、今

回の子どもさんに限らず、上の子どもがまだ２歳・３歳で２人・３人を雨の中、抱

っこしてとか、自転車に乗せてそこまで行くのがまず大変なので、本当はもっと利



用したいけど頼りにくいとか、まずそこなのかなと。まず行くまでのサービスを含

めて、ではファミサポはと思った時に、まず申請に行くのもなかなか遠いとか、自

分は助産師だからどうしても１ヶ月前後の方々に関わることが多いのですが、や

はり出産して小さな子どもさんを育てる中でまず一つの壁が一か月健診までの中

でも退院して１週間・２週間・３週間ぐらいが一番お母さん方は辛いのではないか

と。「一番のパートナーであるお父さんに協力してもらいたいけれども、仕事で朝

が早かったり、帰宅が遅かったりで、自分１人で子どもたちを連れているとなると、

やはり難しいので自分ががんばるしかないんです」、と言ってがんばってらっしゃ

る方がより一層がんばられて自分はもう駄目というケースも少なくないので、例

えば通うためのタクシー代を支給となった時に赤ちゃんとか乗せるのにタクシー

で抱っこというのは基本、専門職としてはどうなのかなと。チャイルドシート等が

気になるとか、２人・３人の子どもたちを後部座席に乗せて、果たして安全面でど

うぞと言ってあげられるのかなとか、実際に自転車で抱っこしておんぶして前に

乗せて一生懸命がんばっているお母さんを見て、「何でそれで来たの？危ないよ」

と、とてもじゃないけど言えない、「よく無事に来てくれたね」という、それは病

院でも同じなのですが。本当に些細なことなのですが、そういった毎日の生活の細

かいところまでもっと自分がその年齢の子どもさんたちと一緒に 24時間過ごした

時に、果たしてどこまでそのサービスを利用しきれるのかなと、その辺りから考え

ていかないといけないと思います。それから、先ほどの案件３の時にも思ったので

すが、サービス内容も含めて子どもさんプラスお母さんの目線で見てしまってい

る先入観があるのかなと思います。ただ、いろんな家族の方と関わる中で、逆に例

えば確かに今の日本では子どもさんと一番関わるのはお母さんが多いのかもしれ

ませんが、中にはお父さんが関わる家庭や、お母さんが多かったとしてもお母さん

を側で一番支えているお父さんのサポートまで果たして行き届いているのかと。

実は男性の方々も病院に来られていて、側で泣いて、大変そうで不安がいっぱいな

妻の様子を見ていて、自分が情けなくてどうしていいか分からない、自分も毎日仕

事にも行かなければいけない、忙しくてとてもじゃないけどフォローしきれない、

どんどんお父さんも気持ちが辛くなっていかれるとか、「お父さんもいつでも来て、

話だけもいいですよ」とお伝えするのですが、やはり日本社会では男性の方は仕事

が休みづらかったり、遅かったりとかで難しい。やはり助産師としては祖父母の

方々も含めて、家族まとめて。実はお母さんの一番のストレス要因は何なのかと思

ったところ、普段仲のいい実のお母さんの子育てに対する価値観の違いがどうし

てもプレッシャーに感じて、気負いすぎて、必要以上に自分を責めてらっしゃって

どんどん気持ちが辛くなるとか、そこに少なくともパートナーのご主人のご理解

があればまだ救われるのですが、なかなか日本の方は感情を出すのはとても苦手

な所があるので、心の中では大事に思っていても言葉で十分フォローしきれない。



そうしたら、お母さんは１人で背負い込んで、家族の中でも孤立してしまう、まだ

こういうところに来られる人はいいと思うのですが、本当に支援が必要な人はこ

ういうところにお足を運べないのかなと思うと、一助産師として何ができるのか

と日々思うところ・葛藤があるのですが。例えば、今全国で寺院を利用していると

ころが増えていて、私は個人的に気軽に地域で駆け込み寺ではないですが、年齢関

係なく生む前の若い世代から今正に子育て中からシニア世代の方々とか、こう見

ていて戸惑う場面もたくさんあると思いますが、もうどの世代の人たちも性別関

係なく、そういった方々が通いやすいそれぞれの地域で気軽に足を運べる場所は

どこかなと、そういう所で自分も助産師として、病院以外でお手伝いできたらいい

なと思っているところです。最近、お寺を利用して、「ちょっと個人で講習に行こ

うかな」とか思うぐらいです。だから、本当にもっと今ある施設をうまく活用して

いけば、そういった寺院等、それこそ今までの経験を積み重ねて、心の面でも余裕

がある、人生の大先輩である年配の方々も立ち寄られている場面も見るので、顔は

知らないけどそこでちょっとでもお母さんとか吐き出して楽になったら、それは

それでその方が専門職ではなくても、「そうか、そうか」と聞いてくれる高齢の方

がいらっしゃったことで、そのお母さんの気持ちが明るくなって最悪なケースに

至らずお母さんも救われていくことがあるかもしれないとか、何かもう少し柔軟

にいろんな視点から子育て支援というものを見直していかないと、子どもがこれ

からどんどん増えることはまずないので、サポートする人たちももちろんサポー

トされないというような子どもたちのお母さん、後は家族の人に関わっていくの

は難しいでしょうし、いろんな分野を超えたサポートの姿勢・かたちというものが

今問われているのかなということを考えています。 

【座長】：小さなお子さんを育てておられる現場からの肌感覚の話をいただけたと思ってお

ります。こういう提供区域というかたちで一定エリアを設け、そしてその中で展開

していこうというふうなところが基本にはなっているのですが、今お話ししてい

ただいたように、一つ一つの家庭の子育てをどこまできめ細やかに見ていけるの

かという大きな課題を頂けたということと、そして地域にある様々な資源を弾力

的に活用するというお話を頂けたのかなと思います。確かに、寺院業界も地域の中

にどう貢献するか、社会貢献できるかとそういうことを集落超えて全国の寺院が

真剣に考えて始めています。だから、全国たくさんの寺院がある中で、過疎化ある

いは限界集落を越えて、そんな辺りのお寺だと尚更のことコミュニティにかなり

深く関わりながらやっておられるところもあります。そういうところもきっとポ

テンシャルがあるのだろうなという気がします。最近、視座ということにいろんな

ところで考えさせられることが多く、視野と視点の両方を含むもので、つまりどれ

だけの範囲見えているのかが視野で、そしてどこを見ているのかが視点です。確か

に、こういう何か一つのサービスの仕組みであるとかを考える時にどこまで見え



ているのか、どこを見ているのか、それがいろんな領域で専門性があり、教育は教

育、福祉は福祉、そういうふうな動作は動作へ、それぞれがどの辺りまでを見て、

どこを見ているのかということをしっかりとすり合わせていく必要があるだろう

という気がしています。だから、これだけきちんと分析していただいて、４区域と

いうのはまたどうなのかという印象を受けているのですが、果たして各区域でど

の辺りまでどこを見ているか、そういうふうなことをぜひ事業者さんがそこで展

開意識を持って見ていただけたらという気がしています。 

【委員】：分析の通りであればこれは…。 

【座長】：妥当な感じですよね。 

【委員】：四つに分析していただいているのですが、この四つの中でも、例えば高安中学と

いうのはほとんど子どもがいなくて、北高安小と中高安小が統合したのですが、こ

ちらの南部のほうでもすごく二極化になってきて、これからもっとそれが進行し

て、集まる所にはすごく集まりますが、空き家が結構あります。その空き家の後は

誰かも分からないような空き家が結構地区の中にもありますし、それから空き地

もあります。だから、その分をもうちょっとどこら辺にこれから大体分かるかと思

うのですが、多分その空き家をつぶしてという、持ち主自体が分からないという状

況なので。四つには分かれていますがある程度その中ですごく差が出てくるので

はないかと思いますが、いかがでしょうか。 

【事務局】：おっしゃる通り、四つに分けた区域や地域ごとにそれぞれの特色というものが

あると思います。そういったものをしっかりと見つめられて、今後の確保策につい

ても検討してまいりたいと考えています。 

【座長】：ただ今ご意見いただいたのですが、多分これでもう、どう確保していくか、そう

いうところにかなりかかってくる課題かと思います。 

【委員】：この四つの区域はこの資料を見せていただいて初めて知ったのですが、今、認定

こども園ということで、今までたくさんあった幼稚園・保育所が整備されて八尾市

は五つの認定こども園をこの４月から開園していますが、その中で保護者のニー

ズの一番は「家の近くだから」だろうと予測していたのですが、それが 49．7％、

それ以上に「教育・保育の内容がいいと思ったから」や「施設の雰囲気がよかった

から」とか、後は「勤務先送迎が便利だから」という理由のほうが高いというとこ

ろらへんで、自身の園の運営のほうをちょっと試みて、やはりその質の高いという

ところらへんを時代のニーズが流れているのだなというふうに感じました。 

【座長】：区域を拝見しますｐ１の図で、今の時点でこういう児童数が少ないのは桂、大正、

志紀、東部という感じで、どちらかというと周辺部ですよね。だから、委員からお

っしゃっていただいたように、今後このエリアでどのような住宅開発がされるの

か、リノベーションですね、そういった辺りも気になるというご指摘だったと思い

ます。前に学生さんと一緒に大阪市内のある区の子どものいるエリア・いないエリ



アの分析をした時に、やはり子どものいるご家庭が多い所は交通の便がいいとこ

ろでした。駅から近いとか、その辺りになってきますので、そうなってくると交通

も考えていかなければならないというちょっと大きな話になってくるのですが。

今回、分析していただいたデータに基づくと、非常に妥当だなという気がします。

だから、今後もしかしたらこのｐ３の全区域で見ると立地割合が高くなっている

ということなのですが、それぞれで見てみたらどんな結果が出るかという気もし

ます。だから、例えば「勤務先に近く送迎に便利だから」といった辺りの方がどの

辺りにおられるのかなと逆に思います。普通は子どもさんの送り迎えをするのだ

から、自宅から近いところというふうなことを考えられると思うのですが、そのよ

うなイメージが掴みにくいところがあるので。いろいろとこういう分析していた

だいて、ものすごく説得力があるなと思います。教育・保育提供区域の設定につい

ては、事務局さんの案としては現行の４区域制を維持して対応していきたいとい

うことですが、これに対してご異論ございますか。 

    （異議なし） 

よろしいでしょうか。それでしたらお認めいただけたものとさせていただきま

す。今日は３点の案件がございまして、教育・保育給付の量の見込みについて見込

み量を一定お示しいただきました。次に地域子育て支援拠点事業の量の見込み、こ

れも同じように一定の量の見込みと、見込みにかからない事業に関しても一定の

お示しをいただきました。三つ目が教育・保育提供区域の設定ということで、今回

はこの三つの案件につきまして、事務局さんご提案の内容をご了承いただけたか

と思います。 

 

（５）その他 

【座長】：それでは、その他の案件というものがあるのですが、委員の皆さま方、何もなけ

ればこれで閉じさせていただこうかと思います。後、今日出てきた案件に関しまし

て、今後の会議では更に具体的な影響の確保方策の議論に入っていくのですが、今

日いろいろお考えいただいた、あるいは感じていただいたものは、次回の策定部会

でも多分議論ができると思います。またいろいろご意見・ご質問を持ってきていた

だいてもいいかと思いますので、よろしくお願いいたします。それでは事務局さん

にお返しします。 

【事務局】：（次回の会議日程の説明） 

【座長】：次回は８月 27日の火曜日７時からですね。また遅い時間帯になりますが、ご参集

のほどよろしくお願いいたします。それでは、ご協力のおかげでちょっと早めに終

わることができました。ありがとうございます。また、今後ともよろしくお願いし

ます。どうもありがとうございました。 

 



閉会 

 

 


