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令和元（2019）年度第４回八尾市子ども・子育て会議  

 

日時：令和元（2020）年２月 27（木）午後７時から 

場所：八尾市文化会館４階会議室１ 

 

１ 案件 

（１）八尾市子どもいきいき未来計画（後期計画）素案のパブリックコメント実施結果について 

【事務局】（資料１「八尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）素案の市民意見提出制度（パブリック

コメント）の実施結果と市の考え方について」、資料２「八尾市こどもいきいき未来計画（後期

計画）（案）」及び資料３「八尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）素案の変更箇所」に基

づき説明） 

【委員】資料２の５ページ、ピンクの枠の中に入っている「八尾市こどもいきいき未来計画」の中に、

母子家庭等及び寡婦自立促進計画が入っているかと思います。今回、養育費支援、面会交流と

いうのは、私がパブリックコメントに書かせていただいたのですが、まさかそのようなことが

始まるとは夢にも思わず書いていました。それは自立促進計画の中で、ひとり親家庭の自立促

進に関して、本当は１冊の計画があるくらい、いろいろな子育て、生活支援、就業支援、経済

的支援充実といったことを柱に総合的に自立促進を考えていく中に、例えば養育費の確保の支

援であったり、面会交流を安全におこなうための支援であったり、そういうものが包括的に入

っていると思っています。 

ただ八尾市の計画の中では実行計画などがきちっとあって、それぞれの事業、ママサポートで

あったり、そういったものがあるとは思いますが、そういったことを考えていきながらの養育

費なのかなと。例えば、離婚したときにきちんと養育費をどう扱ってくいかというような計画

をたてて、きちんとして、それでもだめだったときの養育費確保の市の補助みたいなことを言

っていると思いますが、そこだけがパッと出ているが、それは最終的なことで、本当にしなけ

ればいけないのは円満に離婚というのはなかなか難しいのだけれど、リスクマネジメントとし

ての離婚後、子どもが傷つかないとか、そういったことを考えるための養育費支援のことが最

後に出てくるものだと思います。その全体の中で考えていくことが必要だと思います。大きな

ところで見ていかなければいけないと思います。 

【会長】事務局はどのようにお考えでしょうか。 

【事務局】資料２の 73ページ、ひとり親支援の取り組みにおいて、今回、養育費確保支援と記載してお

りますが、これは離婚時に養育費の取り決めをしていない、あるいは取り決めていても支払い

が滞るケースが多いということから、子どものためにという視点で、養育費をできるだけ確保

するような支援を行政として一歩踏み出してみようという内容の取り組みです。今、ご意見に

あったように、養育費確保に取り組めばひとり親家庭への支援が十分だとは考えておりません。

現在、八尾市ではひとり親家庭の自立支援として、様々な施策に取り組んでおり、今後この事

業だけではなく、他の事業も併せてひとり親家庭をどう支えていくのか、総合的に検討する必

要があると認識しております。 

【会長】総合的に自立支援を捉えているということです。施策のほうもそのように進めていただければ

と思います。他に意見はありませんか。 
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【委員】資料２の 52ページの「（仮称）こども総合支援センターの整備」と挙がってきていることにつ

いて説明してください。 

【会長】もう少し具体的にということですね。お願いいたします。 

【事務局】「（仮称）こども総合支援センター」については、前回会議でお示しした素案の中では「子ど

も・子育てに関する総合的な支援拠点」と記載しておりましたが、今回の市政運営方針の中で、

「（仮称）こども総合支援センター」という名称となったため、本日配付した資料の記載も変更

いたしました。 

内容としては、平成 28年４月に「（仮称）八尾子どもセンターの基本的な考え方」を打ち出し、

検討を進めていた経過がございます。その後、子育て世代包括支援センターや子ども家庭総合

支援拠点、児童相談所の問題など、様々な状況の変化がございましたので、一旦ここでリセッ

トして、行政課題をしっかりと捉えた上でどのようなものが望まれているのか検討していると

ころです。例えば発達障害の相談については、今でも各部局あるいは窓口でそれぞれ相談を聞

いてはいるものの、「子どもの発達に不安がある方の相談窓口はこちら」というような看板を掲

げた部署は現在ございません。また若者支援の取り組みについても課題認識を持っており、そ

ういった課題に対応できる総合的な相談窓口を持っていこうというのが考え方の柱になって

おります。本格的に検討するのは、令和２年度からになりますので、具体的なところはこれか

ら検討してまいります。 

【委員】そういったことを「用語集」に入れてしまうほうが見やすいのかなと思いました。 

もう１点ですが、資料２の 94ページの「新・放課後子ども総合プランを踏まえた方向性」の中

の１つ目の点に「令和５年度（2023年度）において、引き続き一体的にまたは連携して行われ

る放課後児童室及び放課後子ども教室の全小学校区での実施をめざします」と記載されており

ますが、新八尾改革プラン実行計画において「民間委託等の手法による利用希望者へのサービ

ス提供」とも記載されています。その点について具体的に決まっていることがあれば教えてく

ださい。 

【事務局】新・放課後子ども総合プランを踏まえた放課後児童室及び放課後子ども教室の一体的にまた

は連携して行われる全小学校区での実施ということでございますが、放課後児童室につきまし

ては、小学校で昼間保護者がいない家庭、いわゆる留守家庭事業といわれるものであります。

一方、この子ども教室につきましては、これは全児童対策でさせていただいているのですが、

まず大きな課題としましては、放課後子ども教室の実施日数が各校区によってバラバラだとい

うことがあります。地域力の差によって、やはり放課後子ども教室を熱心に実施できる校区と、

１か月に１回もできないような校区という差があります。課題の１つに、全小学校区で放課後

子ども教室を実施できるような体制にならないかというのがあります。その上で、地域のいろ

いろな達人の方々に教えていただける場を学校の教室を使って提供しているというところで、

例えば将棋を教えてもらったり、独楽を教えてもらったり、けん玉を教えてもらったり、とい

うようないろいろな体験を地域であったり、あるいは企業の協力を得て進めたりするのですが、

そこに放課後児童室の子どもたちも当然参加できるという形になりますが、このあたりを連携

したり一体化ということで進めようと思えば、児童室と放課後子ども教室の担い手が違います

ので、一定整備していく必要があると思います。国のほうは、これを「新・放課後子ども総合

プラン」という形で支援して、学校の中でそのような場所を地域と放課後児童室の指導員、あ
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るいは学校が交流して進めていきなさいとしております。この質問の中にありました、これを

委託して実施するのかどうかということにつきましては、放課後児童室のほうを含めまして全

体的な費用対効果というのが一体どのような形で見出せるのかということを総合的に我々も

検討しなければいけない、ということは指示を受けておりますので、どのようなやり方がいち

ばん相応しいやり方であるのか、ということを検討したいと思っております。放課後子ども教

室の現状の課題としましては、まったく小学校によってまちまちですので、このあたりをどの

ように直していくかということです。放課後児童室のほうは、入室希望が増えているので、こ

のあたりをどのように対応できるのかということが次の課題です。一足飛びに差はなくしまし

ょうというようになるかどうかは未知数です。そこを検討していきたいと思います。 

【委員】資料１は、この市民の方からのいろいろな意見に対する市の考え方は計画書のほうに掲載する

のですか。 

【事務局】資料１については、計画書へは掲載せず、別途市のホームページのほうで公表していこうと

考えております。 

【委員】やはり子どもにとって教育・保育の連携というのは非常に大事だと思います。どこかにあるの

かと思って見ていたら資料１の７ページのいちばん下のほうに「本市としては連携施設を必置

とすることとしております」とあります。このようなことは市の考え方、何らかのときに形で

出すべきではないかと思います。これは感想というか私の意見です。以上です。 

【事務局】今の連携施設の件ですが、84 ページの（４）「教育・保育給付の確保方策についての八尾市

の考え方について」の２段落目の中に「卒園後の受け皿の役割を担う『連携施設』を必置とす

るとともに、設置区域を限定します」と記載しています。 

 

（２）八尾市子ども・子育て支援事業計画素案の変更について 

（４）特定教育・保育施設の利用定員について 

【事務局】（資料１から３、資料５「特定教育・保育施設の利用定員（案）」、参考資料１「量の見込みの

増減」、参考資料２「確保方策の増減」、参考資料３「子ども・子育て支援新制度における利用

定員について」に基づき説明） 

【副会長】（令和２年２月 18日に開催した令和元年度第 1回八尾市児童福祉審議会の協議内容を報告。） 

【委員】資料５の利用定員について聞きたいのですが、昨年度または今年度、来年度につきまして、こ

の利用定員を変更された施設もあるのでしょうか。 

【事務局】利用定員につきましては、認可定員の範囲で利用定員を定めるという形になっておりますの

で、受け入れの人数に合わせて定員を変更していただいています。その集計がこちらの資料に

なっているとご理解いただけたらと思います。 

【委員】利用定員ということなので、実態とはまた違っているということですよね。これはこのまま同

じように、現実としてこの定員が、利用人数はこうですけど、入る人数はまた違う数字が入っ

てくるということもあり得るということですよね。 

【事務局】実態として、利用人数に併せて利用定員を定めておりますが、３月のこの時期ですので、若

干１人、２人は違ってくるところがあるかと思います。また、これは利用定員になりますので、

若干定員に満たない場合も出てくる可能性はあるかと思います。また、その場合に弾力運用は

想定してございません。 
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【委員】この量の見込みの１ページでいうと、例えばＡ型といったお話が出てきていますが、実際に現

場としては、資料の中で公立を含めない民間のこども園・保育園というのが募集枠に対して 21

園割れていたんです。今はわかりませんが、それと本当にこの見込み量というのが見込みであ

って、現実に即しているのかというのが現場にいるものにとってはちょっと首をかしげるよう

なことがどんどん出てきています。特に未満児です。一時選考の結果がもう挙がっているので

すが、一次選考で辞退される方もいらっしゃいます。今、二次選考になっているのですが、結

構な時間がかかっていまして、どうしてそのような時間がかかるのかなというのと、またそこ

で辞退される方もいらっしゃるということもあり、この見込み量を出していただいているので

すが、机上の数字で実態とかけ離れていると感じます。 

もう１つは、保育士のことです。八尾の家賃補助は、いちばん最初は一律 82,000円が 10年で

した。それが 59,000 円で５年になったんですね。82,000 円の場合は礼金と共益費と駐車場代

と家賃に対応していたのですが、その駐車場代が消えて、今 59,000円の５年です。家賃補助に

頼る職員が結構いるんです。82,000円の経過措置は取ってもらっているのですが、近隣他市で

は 59,000 円じゃありません。もう少し高いです。せっかくの保育士確保を八尾市でやってい

ただいているのですが、量の見込みといったらやはり保育士がいるので、そこの部分をどのよ

うにしていかないといけないのか、いないものを引っ張ってくるわけにはいかないし、この状

況であれば東大阪とか大阪市のほうに流れていってしまいます。実際に私保連としても、市の

ほうに協力する体制を一生懸命取っているのですが、この量の見込みと利用定員と実態という

ものにかなりの格差があるなと思いました。何かもっと八尾独自の保育士確保を考えておられ

るのでしょうか。 

【事務局】保育士確保についてお答えさせていただきます。家賃補助について 82,000 円だったものが

変更するとなることについてご意見いただいたかと思います。家賃補助 82,000 円というのは

国の制度を活用しているものでして、全国一律で 82,000 円の家賃補助が、地域によって基準

額を変えていくということで、２月に入ってからだと思いますが、国から通知があり、八尾市

の場合については、59,000円を上限とするというものでございます。経過措置というのは、令

和元年度までにこれまで制度を活用していた場合はそのままの金額を適用するということで、

国から通知が出ているところです。例えば大阪市ですと、66,000 円、堺市ですと 55,000 円な

ど、その市町村によって金額を定めてきたところでございますので、国の制度としては八尾市

ですと 59,000 円になりますとご案内をさせていただいたところです。保育士確保につきまし

て、八尾市では何をしているのかというところでは、家賃補助とは別に２年間お仕事していた

だいた保育士の方に対して 100,000円ずつを２年間支給する補助金制度を、来年度から働く方

については 100,000円ずつを３年間支給するという形に変更させていただくということで、現

在来年度予算案をご議論いただいているところでございます。その他にも、近隣府県の養成校

に訪問させていただいて保育士確保について学校とご相談いただいているところでございま

す。後は保育士就労セミナーなど、八尾市としてもできることをいろいろ取り組んでいるとこ

ろではあるのですが、更に新たな保育士確保策に取り組みたいと思います。家賃補助の基準が

下がったことについては、国の基準で下がっているのですが、よい方法を八尾市として模索を

していきたいと考えているところです。 

【会長】国の補助金の基準が下がった分を、今のところ八尾市が独自に補助するような計画はないと理
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解してもよいですか。 

【事務局】保育連盟からの要望という形で、この前の連絡会議の場でご意見をいただき、その後に会長

からも改めて、82,000円までとは言わないがなんとかもう少し増額対応にならないかというご

意見をいただきました。八尾市としてはご意見いただいたので検討させていただきますとお伝

えさせていただいたのですが、まだ答えは出てございません。 

【会長】検討課題として挙がっているということですね。 

【事務局】ご意見としていただいておりますので検討中ではあるのですが、今具体的にお答えできる段

階ではございません。申し訳ございません。 

【会長】２年間 100,000円というのはご存知でしたか。 

【委員】２年間 100,000円とあるのですが、１年目の方に２年間 100,000というよりは家賃補助という

ほうが多いです。大体標準を見ますと、八尾市で家賃満額 59,000円ですが、じゃあ共益費が出

るかというところでは大体 65,000円か 64,000円くらいであればちょっと大丈夫かなという部

分があります。今うちで借りている子で家賃がいちばん高い人で 88,300 円です。家賃のいち

ばん低い人で 65,000 円なんです。１Ｋでその値段です。59,000 円だったら共益費も出ないし

家賃としても八尾は結構高いです。ですから少しきついかなというのは今実感しています。今、

国のほうが 82,000 円で出した分の経過措置というのがあるのですが、反対に家賃補助をもら

っている職員は戦々恐々としているというのが実態です。 

【会長】量の確保のところでも実態に併せてとおっしゃっていましたので、保育士確保のほうも実態に

併せて実現に向けて検討いただきたいと思います。 

【委員】私も保育士の確保がすごく気になっているところです。もちろん確保も大事ですし、乳幼児期

の子どもさんへの関わり方次第で、その子どもさんの人としての土台となるところが、すごく

大きいんですよね。どうしても職業柄、そのへんなしでは話を進めてもらいたくないな、とい

うところと、いろいろな工夫をされて本当にいろいろな取り組みをされているのは十分承知し

ているのですが、なかなか現実に保育士さんも忙しくハードというか、燃え尽きてしまうとい

うか、離職率も低くないということもお聞きしております。どうしたら確保して、やりがいを

持って子どもたちと誇りを持って人としての土台を育てているという、命を育てるというのは

本当に重みのある大きな仕事だと思うのですが、そのあたりをもう少し社会全体に認知されて

いくような取り組みが、八尾市はこういったところも、ものすごく評価しておりますよ、とい

ったところをもう少しＰＲしていかないと。本当に若い子たちが目をキラキラさせて将来の夢

とかでも語っています。子どもが好きで保育士になりたい、でも実際に今の現場もそうなので

すが忙しくて、どうしても自分が潰れてしまう、ですからいろいろな補助金ももちろんそうで

すし、本当にそのあたり、国の補償はベースとして基準はあるかと思うのですが、その中で八

尾市はこのあたりにもう少し工夫しているとか、やはり人は感情を持っていますし、心を持っ

ている生き物ですので、何か魅力がある惹き付けられる施策があるとよいと思います。 

もう１つ、乳幼児期保育の期間は毎日親御さんが子どもを迎えにきます。ですから、先生方と

毎日顔を合わせる機会があります。小学校ではなくなってくることも含めると、やはり保育時

期に親御さんと毎日顔を合わせ、そこで現場で任させている「親を育てる」というところにな

かなか追いついていない、親の対応で忙しくて子どもまで行き届かないなど知人の保育士さん

からもよく聞きます。そのへんをもう少しこのような施策の中で、現場で毎日の親と顔を合わ
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せているところで、親を育てるような何か毎日継続して、やっていけるという何かがあったら

よいです。私も赤ちゃんの乳児期でせいぜい関わるのが１歳までなんです。その後、いろいろ

な相談があって、その後２歳、３歳とか、赤ちゃんのお兄ちゃん、お姉ちゃんたちの子育ての

相談も受けることもあるのですが、やはり私たち現場ではせいぜい新生児、乳児までなんです。

その後はやはり保育士さんにゆだねていく、というところで、本当に子どもと関わる仕事をさ

れている方は、本当に尊敬しているのですが、ただ現場では忙しい、親を育てる大変さという

のは、身に染みて私も感じているのですが、なかなか産科の現場だけでは補いきれません。そ

うすると地域に出て、地域で根づいてされている同僚もおりますが、そこでも追いつかない、

そうなってくると、毎日顔を合わせるとなるとやはり保育所なんです。そこをもう少し有効に

送迎の時間、特にお迎えにこられたときとか、もう少し親御さんの心理面的なサポートであり、

十分できているよ、それでいいんだよとまず親御さんを認めてあげて、認めてもらってこそ人

はその相手の方のご意見を受け入れようと心を開いていくところもありますし、そのあたりを

もう少しカウンセラー的にまでとはいいませんが、重点的に働きかけてもよいと思います。そ

うでないと、もう虐待もＤＶも追いつかないです。現場では本当にきりがないです。そこにい

ろいろお金をかけてやっていますが、いかに予防が大事か、とすごく思います。そうなってく

ると、親を今から１から育てるのはもちろん大事ですが、それと併せて今から育つ子どもさん

をいかに豊かに育てていくかというところにも、もう少し私たちは意識をおいていかなければ

ならないのではないかと思います。いろいろな生きづらさを抱えている人たちが増えてきてい

るので、もっともっと考えていかないと３年後なかなか税金だけでは補いきれないというか、

そのあたりは大変ではないかなと思います。いつもそのあたりの葛藤で私は働いています。 

【委員】公立の認定こども園で、本当に親育て、幼児期から小学校、中学校、高校、18歳までの連続の

育ちみたいなところを今一生懸命先生たちと日々保育を振り返りながら行っているところな

のですが、その中でもやはり研究事業というのを１つの柱として持っております。今取り組ん

でいるところで、公立だけではなく近隣の八尾市内の私学の幼稚園、保育所さんたちとも一緒

になって研究を進めていきましょう、というところで、今おっしゃっていた子どもの土台づく

りを今一生懸命やっているところです。虐待というあたりや保護者の支援というのは、正直、

私も日々毎日苦労しているところではあるのですが、やはり親が安心して、まずこども園にき

てくれる、安心して預けてもらえるということを基本に、今園づくりをしているところです。

日々の保護者との信頼関係づくりから、コツコツやっていくことで、虐待などがなくなるよう

になっていくのかなと思いながら、日々苦労しながらいっているところです。情報発信はどん

どんしていきたいと思います。また一緒にやっていただけたらと思っております。 

【副会長】ありがとうございます。児童福祉法の中で保育士さんは資質の向上をしてくださいと書かれ

ていますので、大変ではございますが頑張ってもらいたいと思います。 

利用定員で違和感があるというご意見をいただいたのですが、認可定員がつまりは定員だった

時代から、この新制度ができてから利用定員というのができて、これは施設の建物や設備に併

せて認可されるわけなのですが、もう少し弾力的に運用できる仕組みとして多分書かれたので

はないかと推測しています。だから、若干の動きはあるのだろうとは思うのですが、参考資料

３の裏に子ども・子育て支援法第三十一条が載っています。市町村長は利用定員を定めようと

するときは、審議会に意見を聴くこととあります。厳密にこの文言を解釈すると、どこかの園
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で利用定員を変えられたらどこかで議論しなければならないというようにも捉えられます。そ

のことが現実的にどうなるのかということですね。その年によって、あるいは預けられる子ど

もさんの年齢によって、やはりそれもフレキシブルにおさめたいですよね。何が言いたいのか

というと、八尾市さん全体を見ていて、実態との間に違和感があるのであれば、保育連盟のよ

うな組織でいろいろと情報発信をして、そういった課題をしっかりと市に届けて話合っていた

だくということが必要かなと思います。保育士さんの確保策について、本計画の中に記載はあ

りますか。 

【事務局】保育者の確保については、資料２の 62ページの「具体的施策を実現するための主な取り組

み」の中で「保育者の確保」として入っております。 

【副会長】最近、私立さんでは保育士で働いている方が知り合いや友だちとして紹介してくださったら

お互いそれぞれ 10,000 円とか、実際そういう方が働き出したらお金 100,000 円とか、そんな

制度を始められたところもあったりします。根本的に少し違うだろうと、やはり保育士さんの

給料といいますか、やはりしっかりと手当てしてほしいと思います。 

また、ひとり親家庭の親御さんの支援の養育費確保策ですが、これも司法書士のような方が相

談に乗りますよという、公正証書の作成費用を補助します、あるいは民間の保証会社と行政が

契約を結んで、そして当事者の方が保証会社と契約をすることの費用を補助しますと、段階を

どんどん進められるようになっているので、これは費用もかかる話なので、政策的な政治的な

話になるかもしれませんが、段階があるということを事務局さんも知っていると思いますが、

そういったことにご留意いただきたいと思います。 

いろいろなことをやっている中で、特に保育士さんの確保策なんかは本当に競争的状態です。

これは本当に抜本的になんとかしないといけない。 

【会長】１つだけ。例えば先ほど養成校を回っているといっていましたが、今は養成校を回っても非常

に厳しい状態です。需要と供給のバランスが悪いですし、今副委員長もおっしゃいましたが、

児童の最善の利益はもちろんなのですが、やはり働く側の最善の利益をどう確保するか、とい

うのを本気で考えないと、保育者の質を維持しようと思ったら、そういった社会的保障がやは

り確実に必要になります。それは周りがやっているから慌てて後手後手にならないように、八

尾市さんにも今後実現に向けて取り組んでいただきたいと思います。それで各園が声を出して

いくよりも、組織で意見を挙げて、諦めないでぜひともやっていただきたいと思います。 

 

（３）八尾市子どもいきいき未来計画（後期計画）概要版について 

【事務局】（資料４「八尾市こどもいきいき未来計画（後期計画）概要版（案）」に基づき説明） 

【委員】概要版や本日の資料の配布方法はどうされるのですか。市民に対する配布方法です。 

【事務局】計画書の冊子のほうは庁内を含め、公共施設に配布予定です。個別に個人さんに配布という

形はいたしません。また、情報公開コーナーのほうでの販売等はさせていただきます。なお、

概要版についても同じく公共施設へ配布させていただきます。 

【委員】この概要版は自治振興委員会の幹事会のほうにも配布をお願いしたいです。 

【事務局】担当課と検討させていただきます。 

 

（５）その他 
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【会長】今回の会議の案件以外に何かご意見がございましたらどうぞ。 

【委員】提案なのですが、ペットボトルが小さくなっていませんか。これはプラスチックゼロ宣言の

配慮でしょうか。常々思うのですが、あったら飲んでしまうのですが、なくてもいいかなと

思います。皆さんはいかがでしょうか。これは提案です。 

【会長】ご検討ください。 

【事務局】ありがとうございます。 

【会長】他にご意見はございませんか。 

【委員】東山本地区に低年齢保育施設のたんぽぽ保育園がありますが、そちらについて、令和３年度か

ら３歳児以上を受け入れるため、西山本地域に保育園を建設するとして、その説明会が今月あ

りました。説明会に参加したお母さんから、その施設の現３歳児は今年の３月に卒園した場合、

いくところがないという話を聞きました。 

八尾市の前回か前々回の会議で、八尾市は低年齢保育をつくるときはそれ以上の例えば連携施

設であるとか、受け口がない限りはつくらない、そういう方向でいますということで話があり

ましたが、そのお母さんらからは、たんぽぽ保育園は実際には３歳以上の受け口がなくて、そ

こから出される子どもが実際いるという話を聞きました。それは本当なのでしょうか。 

【事務局】八尾たんぽぽ保育園は西山本につくられる予定をお聞きしております。その中で、３歳児以

降のいくところが現状ないというご質問ですが、八尾ソレイユ認定こども園が今年度の３歳を

受け入れていただく予定になっております。 

【事務局】補足として、たんぽぽ保育園の現２歳と３歳の継続施設として、八尾ソレイユ認定こども

園が受け皿として保育提供できるように法人間でお話されたと聞いております。ただ、そこ

には行かせたくないという保護者さんも中にはおられたと聞いておりまして、その場合に保

護者さんが望むところに園児の保育先があったのかというと、必ずしもそういうわけではあ

りません。ただし、行き先がなくなるということは必ずないように、やり取りが法人間であ

ったと聞いております。 

【副会長】国は連携施設の経過措置は「しばらくの間は」みたいな話があるのですが、本来５歳まで

の保育をずっと見通せて、そして子どもさんが受けられるので、今後小規模をつくられる際

に、必ず次はここにいくんですよということを保護者に知っていただいた上で入っていただ

く必要があると思います。 

【会長】そういった保護者の声が出ているのであれば、ちゃんとそれに不安がないように説明してあ

げてください。ぜひ今のような声が上がらないように対応していただきたいと思います。 

最後に公募委員の方にひと言お話いただきたいと思います。 

【委員】特に今回のことについて意見はないのですが、全体を通して自分が子育てしている中でここま

で子どもたちのために施策をいろいろとしてくださっているのを知って、今後少し自分たちも

利用できたらよいと思いました。できるなら欲しい情報を欲しいタイミングで欲しい人にきち

んと提供していけたらなと思います。 

【会長】ありがとうございます。本日の案件は以上になりますが、本日２年間の任期における今日が

最終の審議会となります。ですので、ぜひ皆さんにひと言ずつお話いただきたかったのです

が、公募委員の方についてはぜひご意見をいただきたいと思っておりました。ありがとうご

ざいました。今の意見を事務局のほうもしっかり反映していただきたいと思います。委員の
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皆さま、本当に２年間ありがとうございました。ここまで漕ぎつけることができましたのも

皆さんのお蔭です。 

【副会長】私は八尾市さんのお仕事を初めてさせていただいたのが 2002 年でした。八尾市さんの放課

後児童の健全育成事業の検討部会に入らせていただきました。その後、2004年に次世代育成支

援推進法ができ、次世代育成支援推進会議ができてからずっとこちらに来させていただいてい

ます。この会議の中にも長い期間ずっと一緒に議論を進めていただいている委員の方もおられ

ます。私事ですが、今月うちに２人目の孫ができました。同時にうちの孫がいくつになるまで

仕事ができるか考える年になりました。この子たちに将来の夢を託せるかなとつくづく感じて

います。ぜひこの計画が子どもさんたちに夢を託す、多分理念が私たちの夢だと思いますので、

子どもさんたちに私たちの夢をしっかり届くようになったらよいと思います。 

【事務局】（閉会挨拶） 

 


