
令和元（2019）年度第２回八尾市子ども・子育て会議 

 

 

日時：令和元（2019）年 10月３日（木）午後７時から 

場所：八尾市役所６階大会議室 

 

１ 案件 

（１）子ども・子育て支援事業計画策定部会の協議方向について 

【副会長】：（子ども・子育て支援事業計画策定部会での協議内容について説明） 

【事務局】：（資料１「子ども・子育て支援事業計画策定部会における『教育･保育給付』及び『地域子

ども･子育て支援事業』の検討経過について」に基づき説明。） 

【副会長】：ありがとうございました。ただ今の説明につきまして、皆様から何かご意見はございます

か。 

【委員】： 13 ページに「放課後児童健全育成事業」という項目がありますが、基本的なことを教えてい

ただきたいと思います。地域では放課後子ども教室と学童保育の２つが今、行われています。

この（３）放課後児童健全育成事業にあたるのはどちらなのでしょうか。 

【事務局】：学童保育のほうになります。 

【委員】：地域型を八尾市としてやっていかれるということなのですが、今現場で保育士さんは不足し

ております。例えば、八尾の保育士さんで、八尾の中でここの園にいったら、また転園のとき

に違う園に移る方は結構いらっしゃいます。すごく心配するのは、Ａの既存の園にいらっしゃ

った保育士さんがこの地域型に行ったとき、１歳児の担任の方が１人、もちろんＡの保育園も

求人を出します。でも来ません。どうしてかというと、待機児童解消でどんどんこども園やＡ

型や保育園が建っています。それで養成校の学生さんが少子化で少なくなっているので、保育

士のなり手がいなくなっているんです。一方で 5 人受け入れても、他方で５人受け入れられな

くなっていて、じゃあ同じじゃないのかとなってきます。もし、紹介会社の求人をかけたとし

ます。１人を紹介してもらうのに、年収の 30％、90 万から 100 万を紹介会社にはらわなけれ

ばいけません。その紹介で来てくれた方が１週間以内で辞めれば 80％、１か月以内で辞めれば

50％返金されます。ですが１か月過ぎてしまうと返金はありません。求人しても来ないので、

他の保育士さんがカバーに回らなければいけません。保育士さんはどんどん疲弊していきます。

疲弊していても職場に行くのですが、そこで何が起こるかというと、保育の質をそこで担保で

きなくなります。保育の質を担保できなくなるということは、これから 20 代の子どもたちの

生活、健康という面に対してマイナスになるという研究も出ています。保育士さんも妊娠もし

ますし休んだりもします。産休も育休も必要です。箱物も大事なのですが、保育士さんを確保

するようなことを併せてお願いしたいと思います。いかがでしょうか。 

【事務局】：お答えさせていただきます。保育士確保については以前からご意見をいただいております

が、八尾市も厳しい状況ですし、他市も厳しい状況と認識しております。全国的に保育士確保

が非常に厳しい状況であることを感じながら保育士確保策を実施させていただいております。



平成２９年度よりいくつかの保育士確保策を実施させていただいておりますが、八尾市だけが

実施しているわけではなく、他市でも実施しておられます。本市としても他市に負けないよう

な形で実施していきたいと考えておりますが、事務局としましても何が保育士確保について有

効な方策なのか模索しているところです。他の方策として、働く保育士さんに負担がかかり疲

弊してしまうということも問題になっておりますので、本市では、その補助的な役割を担うこ

とができる子育て支援員を養成する講座を開催しております。また、保育士さんの負担軽減と

して、国の処遇改善として、処遇改善加算Ⅱという新たな処遇改善策が設けられましたが、将

来的には研修の受講が要件になることから、その研修については、遠くまで受講しに行く負担

を軽減するために本市で研修を実施したりと、考え得ることを取り組んでいるところです。委

員がおっしゃるように保育士確保については、非常に厳しい状況で、事務局としましても、何

かよい方策があればぜひ取り組んでいきたいと考えているところです。 

【副会長】：ありがとうございます。大阪府さんでは若い方が保育養成施設を卒業し、そして大阪府内

での保育施設に一定期間勤めたら、すべての学費が免除になるという施策をやっています。東

京都では保育士のアンケートを実施して実態を調査しています。いろいろな自治体が保育士確

保に非常に苦労されております。ぜひ八尾市さんでも取り組んでいただきたいと思います。保

育士さんの確保支援については、専門部会の議論でも、八尾市には一層保育士確保支援につい

ては力を入れていただきいといった意見も出ておりました。他にご質問、ご意見はございませ

んか。よろしいでしょうか。 

 

（２）八尾市子どもいきいき未来計画平成 30（2018）年度実績等について 

【事務局】：（資料２「八尾市こどもいきいき未来計画平成 30（2018）年度 推進状況」に基づき説明。） 

【副会長】：ありがとうございます。５年間の進捗状況、そして推進状況につきましてご意見を頂戴し

たいと思います。いかがでしょうか。 

【委員】：最初のページに「要保護児童対策地域協議会」とあるのですが、この協議会のメンバーはど

のような方で構成されているのですか。 

【事務局】：要保護児童対策地域協議会のメンバーですが、見守り機関として学校や保育所などがあり

ます。事務局としては市の子ども部局の関連であったり、警察、児童相談所、教育委員会、保

健所、保健センターなどが関わっております。 

【委員】：地域の代表は入っていないのですね。 

【事務局】：地域ですと民生委員も入っております。 

【委員】：資料２の１－２の「児童虐待防止対策の充実」のところで挙がっている数字についてお伺い

します。いちばん上の通告件数割合ですが、2017年度で下がって 2018年度で上がっています。

何か理由は何かあるのでしょうか。また、通告件数もかなり下がっているのですが、カウント

方法が変わったのでしょうか。また、この 199 件の通告件数の内、身体、心理、ネグレクト、

性的虐待といった内訳と、東大阪子ども家庭センターのほうに通告があった件数、子どもが保

護された件数を教えてください。 



【事務局】：虐待通告件数のうち、要保護児童対策地域協議会の関係機関からの通告件数割合の部分で

すが、この通告は、地域などから入る場合と、要保護児童対策地域協議会の関係機関から入る

場合がありますので、この部分は通告として実際に入った割合の結果となることから、特に何

か原因があってということではないと考えております。通告件数で平成 30 年度が 29 年度に比

べて減っているのは、カウントの方法が変わったということではなく、トータルでいいますと、

虐待通告自体が市の「みらい」に入る部分と、直接児童相談所に入る部分があります。今回、

市のほうに入った通告は結果として減ってはいたのですが、児童相談所に入っている通告件数

は逆に少し増えている形になり、トータルでは増えている形になっております。なぜこれがそ

のような形になったかということは、１つは社会的な情勢です。児童虐待に関する死亡事例と

いったものが報道され、児童相談所に注目が集まっている部分があり、結果として児童相談所

のほうに通告がいくというものが増えたからだと考えております。 

【委員】：八尾市の件数はわかりますか。 

【事務局】：八尾市のケースで「みらい」に入っているのは 199 件と書いてありますが、児童相談所に

入ったのは 701 件ありますので、トータル 900 件となります。前年度が「みらい」に入ってい

るのが 255 件、児童相談所に入っているのが 496 件でトータル 751 件です。児童相談所と八尾

の分を合わせておよそ 150 件、去年より増えているという形になっています。結果として、児

童相談所のほうに通告がいった分が増えたというところが原因だと考えております。また、虐

待種別なのですが、最近はネグレクトが増えています。ネグレクトの部分が 37％、身体的虐待

が 26％、心理的虐待が 22％程度となっております。最近は警察からの通告も増えていて、１

つは面前ＤＶです。パートナーの方と喧嘩などを子どもさんの前で行うものが面前ＤＶと位置

づけられています。その部分で、心理的虐待に該当するということで警察からの通告が増えて

います。一時保護の八尾市の件数は平成 30 年度が 82 件となっております。 

【委員】：今、パーセンテージでおっしゃったのですが、件数で教えてください。 

【事務局】：身体的虐待が 86 件、ネグレクトが 124 件、心理的虐待が 119 件、性的虐待が１件という形

になっております。これは最初の通告段階の部分の数字となりますので、すべてが認定を受け

たわけではございません。 

【副会長】：通告件数は増えているのですが、特に最近では市民の方の意識が報道などで変わってきて

いるということです。 

【委員】：「みらい」と児童相談所で別々に通告されていますが、共有されていることはありますか。 

【事務局】：通告自体が「みらい」に入ったり、児童相談所に入ったりします。ただ、そのリスクを判

断しまして、結果的に軽度のものであれば、例えば児童相談所に入った分も「みらい」に事案

送致という形で連絡をいただきます。そして「みらい」が対応する部分もありますし、逆に「み

らい」で受けたケースでも重症事案であれば児童相談所に対応を依頼する場合もございます。

そこはリスクを判断した上で相互に対応し、どちらが行うか決めている状況です。 

【委員】：重度のもので児童相談所に通告が入った場合、「みらい」のほうへ児童相談所のほうから連絡

があるのですか。 



【事務局】：例えば児童相談所で一時対応された場合、実際に一時保護されて終わりではないので、地

域に戻られるときのいろいろなタイミングの中で、「みらい」に関わる必要がある場合に連絡

をいただいております。ただ、その前の段階でも児童相談所で一定対応が落ち着いた段階で「み

らい」に連絡はいただいておりますので、その辺り情報を共有しながら進めている形です。 

【副会長】：報道等の影響により市民の方々が児童相談所さんへ通告されたりしていると思いますし、

また、先ほどご説明があったように、面前ＤＶで警察が関わると、警察から直接児童相談所の

ほうに向かいます。最近は面前ＤＶを含めた心理的虐待が増えていますので、そちらの部分も

児童相談所への直接的な連絡増につながっているのかなと思います。要保護児童対策地域協議

会のほうにも、児童相談所の担当ワーカーが参加していますので、その中で情報共有を図って

対応されています。なお、児童相談所が通告を受けて、即座に一時保護するというよりは、し

ばらくの間、例えば周辺から情報を集めたりするのに要保護児童対策地域協議会にも連絡が入

ったりすることもあります。他にございますか。 

【委員】：３ページの「児童虐待発生予防システム」とありますが、よくわからないので教えてくださ

い。また、11 ページの「子どもセンターの検討」の部分で、「平成 30 年度に新たに開設され

た子育て世代包括支援センター」とありますが、ここについて教えてください。 

【事務局】：まず、「児童虐待発生予防システム」については、母子保健法に基づいて健康推進課が実施

しております、乳幼児健康診査、４か月・１歳半・３歳半の健康診査の未受診など、八尾市が

状況を把握できない家庭等に対して、地域にお住まいの民生委員児童委員に居住の確認を依頼

しまして、報告をいただいた上で市の保健師が対象家庭に訪問を行いまして、養育状況等の確

認、乳幼児健診の受診の勧奨、保健サービスや子育て支援等サービスに関する情報提供等行う

取り組みとなっております。また、平成 30 年度では健康推進課が対象者４名のうち、民生委

員児童委員協議会に１名依頼されて全数把握をされたというかたちになります。ですから、よ

ほどの確認ができない場合に民生委員児童委員に確認をお願いしているものでございますの

で、この地域の方に協力をいただいてその虐待発生予防に取り組むものとなっております。 

【事務局】：資料 11 ページの「子どもセンターの検討」の中に出てくる「子育て世代包括支援センター」

についてです。この機能としては、健康推進課によるポピュレーションアプローチとして、妊

娠、出産の段階からすべてのお子さん、妊婦さんにアプローチして、初期の段階からそういっ

たリスクの高いお子さんの把握に努めます。そこでよりハイリスクと思われるお子さんについ

ては子育て世代包括支援センターではなく、「みらい」にてしっかりと対応し、それぞれが連

携を取りながら支援を進めてまいります。あくまで子育て世代包括支援センターという機能と

いう形であると認識していただければと思います。 

【副会長】：子育て世代包括支援センターは、妊娠、出産から子育て、そして保育サービスまでの切れ

目のない支援をより効果的に展開していくという目的で母子保健法に基づき設置することに

なった機関ですね。また、児童虐待発生防止システムについては、乳幼児健診や妊産婦健診に

来られない方はリスクが高いということで、健診を受けられない方について、民生委員さんと

連携しながら丁寧にやっていくということですね。他に何かございますか。それでは、次に移

りたいと思います。 



 

（３）八尾市子どもいきいき未来計画（後期計画）の検討について 

【事務局】：（資料３「八尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）＜素案＞」及び資料４「若者ワール

ドカフェ実施概要（中間報告）」に基づき説明。） 

【副会長】：ありがとうございます。ただ今、こどもいきいき未来計画の後期計画について説明がござ

いました。何かご意見、ご質問はございませんか。 

【委員】：まず、基本的なことを教えていただきたいのですが、最近子どもの貧困対策が話題になって

います。この子どもの貧困はどのような状況をいっているのですか。定義的なものはあるので

すか。 

【事務局】：子どもの貧困対策では、子どもの「相対的貧困」を定義として施策を推進しています。 

【副会長】：相対的貧困という考え方について、それぞれの家庭が自由に使えるお金、等価可処分所得

を算出し、それを金額の高い順から並べ、その中央値の２分の１以下の所得で暮らす方を相対

的貧困ラインと設定しています。子どもの貧困対策の法改正がございまして、市町村も子ども

の貧困に係る計画を策定する努力義務が置かれましたので、今回その要素を計画の中に盛り込

むこととしています。 

【委員】：個人的に気になったところですが、資料３の 21 ページの③「小学校就学後（低学年）に放課

後を過ごさせた場所」の中で、「自宅」の割合が 66％です。小学校５年生では「自宅」の割合

が 80％に上がっています。私は小学校低学年から学童に入るものだと思っていたので、高学年

になると「自宅」のパーセンテージが増えるというのが意外でした。例えば学童保育が過ごせ

ない場所なのか、それとも自宅に１人で待っているのか、何か理由があるのでしょうか。 

【事務局】：高学年になりますと、子どもが学童保育に通いたがらないという傾向にあります。全児童

のパーセンテージからいいましても、５年生くらいになるとほとんどの方が通っておられませ

ん。親は預けたがるのですが、子どものほうは学童に通いたがらない傾向にあります。親とし

ては夏休みを学童で過ごすことを主目的としてとりあえず学童保育に申し込み、夏休みが終わ

り２学期に入った途端に退所届を出されます。高学年の子どもは家の鍵を自分で持って帰れま

す。親は家に帰って来て、家の中で誰もいないときに子どもが１人で勝手におやつを食べたり、

友だちを勝手に連れて来てゲームをしたりということが嫌なので、できるだけ学童に行ってほ

しいとは思うのですが、子どもは学童保育に通いたがらないという矛盾した傾向にあると思い

ます。実際問題、高学年の親が預けたいと思うほど、預かっている状況ではありません。ただ、

現在は５、６年生では特に 10％くらいですが、今後この率がどんどん上がっていくことは予想

されますし、低学年でも預かる率が 50％に迫ると思われます。 

【副会長】：子どもの居場所というのは大事なキーワードでございます。いろいろなところで子どもの

居場所がどうなっているのか、どんな子どもがどこにいるのかということは、子どもの育ちに

は大事な要素ですので、いろいろな部署で見守りをして頂きたいです。今子どもの居場所はど

うなっているのかということを我々市民はアンテナをみがいていく必要がある気がします。今

回、子どもの貧困を初め、若者支援という要素も計画の中に入っています。7 ページ、39 歳ま



での若者について、計画の中に盛り込むということです。また、10 月から始まる保育の無償化

の動き、また中核市としての児童相談所の研究、いろいろ時代の流れに沿いながら新しく盛り

込んでいただいていると思います。また、保育サービスにあたっては、先ほど専門部会の議論

の報告をさせていただきましたが、５年前はこの議論に挙がらなかった地域型保育、それを少

子化ではあるけれど、待機児童の状況の推移を見て必要な形ということで今回の計画に盛り込

むこと。ただし、そのときに、保育の質の担保に重きを置く視点から、実施手法を小規模保育

のＡ型、あるいは事業所内保育に限定して取り組み、また、つくったときには必ず連携園は置

いてくださいと、一定のハードルは設けながら慎重に検討していくこと。時代の流れに応じて

いろいろと取り組んでいただいております。ただいま委員からいただいた意見の、子どもの居

場所については非常に大事な要素だと考えております。ご意見はございませんか。いかがでし

ょうか。 

【委員】：33 ページの基本的な視点なのですが、今回、若者の視点が入ったので。（１）は、子ども・若

者の「参加」だということだと思います。下から３行目は「支援」についてなので、それはど

ちらかというと（３）の「すべての子ども～」という公正性・公平性といったところなので、

（３）のほうに「支援に努める」というような文言を入れてもらい、（１）のところでは相談

体制が充実することとか、どんどん子どもたちや若者が声を出してそれが施策につながるよう

な、受け入れる体制をここでしっかりつくっていくということなのではないかと思いました。

そうすると、（２）は社会化で、（４）は男女共同参画なので、（５）がボヤっとしてはっきり

しないと思います。ここではＳＤＧｓ、持続可能性や多様性を尊重することについて、もう少

しはっきりと打ち出して、５つの視点が良い感じになるのではと思いました。 

【副会長】：貴重なご意見をいただき、ありがとうございます。今回、子どもの貧困対策の中でも基本

理念にどれも、子どもの意見が尊重され、その最善の利益を最優先、優先考慮されという文言

が入っております。子どもの声を聞く、そういう子どもの参加がどんどん必要になっていくと

思います。ただ、子どもの貧困に関して、国の大綱が各自治体の計画策定と同時進行していま

して、都道府県も子どもの貧困対策の計画を作成中で、困ってらっしゃいます。資料３の 71

ページの指標のところが空白になっていますが、これは、国の子どもの貧困に対するあり方を

検討する委員会の議論など、国の動向を見極めていきながら、指標等についても具体的に検討

していただくこととなります。他にございませんか。 

【委員】：子どもを大切にするという視点はいちばん大事ですが、その子どもと向き合う親御さんたち

も誰かに受け入れてもらって満たされて、安心した環境に置かれてこそ、安心して子どもと向

き合っていけると思います。また、先ほど他の委員がおっしゃっていたように、保育の現場は

本当に忙しくて、子どものお世話以外に例えば親御さんの対応、親御さんの子どもに対する不

安感や、今少子ということで、中にはやはりたくさん子どもさんがおられる親御さんもいらっ

しゃいますが、１人、２人のお子さんだからこそ目が向きすぎてしまって自分の所有物になっ

てしまいがちな親御さんに対して、その親御さんたちに気づきを与えながら向きあっていくと

いうところに、すごくエネルギーを要してしまっていて、本来の子どもたちに対しての保育の

お仕事ができないといった声も聞いております。そして、一生懸命な保育士さんほど心を病ん

でしまいます。現場では時間が足りず、業務に追われ、親御さんの対応もされています。時間

に追われてでも課題はどんどん山積みにというところで、自宅に持って帰られます。そうする



と、一生懸命な方ほど睡眠時間を削ってでも働くということを、保育士さんに限らず学校の先

生方からもよくお聞きします。子どもさんたちと現場で向き合っていらっしゃる方、子どもを

育てていく大事な役割を担っている大人たちが潰れていってしまっている現実が多いのでは

ないかと思います。ですから、施設でもいろいろ満たしてあげるところも大事ですが、そこに

勤めておられる大人の方々を守ってもらう環境もすごく大事だと思います。少子といいますが、

私はあまり悲観的には捉えていません。子どもが少なくても、１人１人がもっともっと大事に

育ててもらえるような、そんな社会になれば、子どもの持っている能力は大人が思っている以

上にものすごく伸びしろがたくさんあります。数が少なくなっていく今の時代だからこそ、も

っと質に目を向けていかなければいけないと思います。そうなったときに、やはり子どもと関

わる大人たちを守っていく環境というところにも力を入れていかないと、虐待も急にゼロにな

らないと思いますし、まだまだこれからも時間を要して解決していく大きな課題の１つでもあ

ります。ですから、やはり子どもに関わる大人たちを守れるような、安心して子どもと向き合

っていけるような環境を提供していけるような行政の働きが大事なのだと思います。保育士、

小学校、中学校の先生方に限らず、子育て支援に従事している方たち、一生懸命毎日働かれて

いて、あまりにも抱えるものが多すぎてどんどん潰れていってしまいます。心を病んでしまう

方々に共通していえるのは、私が今思っているところの１つとしては、自分で意思決定して決

めていける力がもう少しあったらよいのかなと思うのと、その人の守られているという安心感

というところがあるのだけれど気づけないというか、とにかく忙し過ぎて一生懸命いろいろな

ことをやろうとされても現場ではそれが行き届かない場面が多く、もったいないと思っていま

す。 

【副会長】：ありがとうございます。先ほどお話しましたが、東京都の保育士さんの実態調査の中でも、

保育士さんが大変だと思う業務の中に保護者対応があります。それが３番目から４番目くらい

です。現場の保育士さんは親御さんと向き合う中で、状況によってはそれがストレスへとつな

がる部分もあるのだと思います。みんなで子どもさんを育てていく、そして保育士さんを支え

ていくことが必要なのだと思います。今回、この計画の中でいろいろな要素を入れていますが、

地域の中で支えていくという仕組みをつくっていかなければならないと今の話を伺って感じ

ました。 

【会長】：他の自治体もちょうど今、計画を立てておられる時期ですが、いろいろな施策を挙げる中で、

やはり人材の確保をどうするのかということが共通の課題です。どこの自治体でも学童の指導

の質の問題など、保育の現場もそうですが、これだけのものを回していく人材を、経費を含め

てどう確保するか、確保だけではなくどう育てるか、それらが大きな課題であるといえます。

もちろん地域と連携して地域の力を借りなければいけないのですが、今、地域の皆さんも既に

いっぱいいっぱいでやられています。ですから、これ以上負荷がかかってくるとどうするのか

という問題もあります。それと八尾市さんの場合は、施策の中に２－３に「子育て支援のネッ

トワークづくり」をきっちりと入れていただいており、これはすごく良いと思いますが、本当

に連携するためにはどうしたらいいのかが問題です。知っていればもっと支援できたケースが

あります。そもそも個人情報の問題もあるのですが、ネットワークを充実させた後に本当に実

質的な連携をどう進めていくのか、そういったところは具体的な取り組みのところに書かれて

いますが、質的な部分でそういうところは今後の課題になってくると思います。また、先ほど



委員もおっしゃっていた 33 ページ、基本理念の５番の「子どもの健やかな育ちを支える視点」

について、ここが大事で、どこの自治体も情報の充実を重点事業事項で挙げていますが、子ど

もの家庭の総合的な支援拠点をどのように展開するか。個別の支援も必要ですが、51 ページ、

2-3 のところに、「子ども・子育てに関する総合的な支援拠点の整備」と記載されているように、

総合的な支援をどのようにしていくのかも大事な課題だと思います。そういったことは盛り込

まれていますので、実際に実現させていくのにどうするのかという具体的な課題があると思う

ので頑張らなければいけないと思います。 

 

（４）つどいの広場利用者へのアンケート調査の結果報告について 

【委員】：（資料５「つどいの広場利用者アンケート 2018」に基づき説明。） 

【副会長】：ありがとうございました。何かご意見はございませんか。なければ前回の部会の議論も踏

まえまして、今後の検討に活かしたしたいと思います。 

 

（５）その他 

【事務局】：（次回会議日程等の説明）  

 

閉会 


