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令和２（2020）年度第２回八尾市子ども・子育て会議  

 

日時：令和 3（2021）年 3月 11 日（木）午後７時から 

場所：八尾商工会議所３階大ホール２ 

 

１ 部長あいさつ 

 

２ 案件 

（１） 特定教育・保育施設等の利用定員について 

【事務局】（資料１「特定教育・保育施設等の利用定員（案）」、参考資料１「子ども・子育て支援制度に

おける利用定員について」資料２「就学前施設等の整備について」に基づき説明） 

【会長】はい、ただいまの説明について、ご意見ございませんか。 

    令和４年の３施設の①が用和、②が龍華、③は？ 

【事務局】八尾平和の方になります。資料１の私立認定こども園の番号 35、認定こども園八尾平和幼稚

園になっております。 

【会長】ご意見ございませんか。はい、どうぞ。 

【委員】ちょうど放課後児童室のことがここに出ていたのでお伺いしたいんですけども、決まっていた

らでいいです。どのような形、例えば校区だったりとか、受け入れ人数とか、どのような形で

併設・運営していかれるのかを教えていただけたらと思います。 

【事務局】はい、お答えさせていただきます。今用和幼稚園の跡地で２クラブ、定員で言いますと３７

名×２クラブの予定をしています。基本的には、用和小学校区にはなるんですけども、他校区

からも受け入れ調整をさせていただくような形になるかと考えております。もう一つが龍華幼

稚園の跡地で１クラブ 40 名の定員で、基本的には龍華小学校区を予定しているところです。

以上です。 

【会長】はい、他にはよろしいですか。 

それでは事務局提示の利用定員案について、承認ということでよろしいでしょうか。ありがと

うございました。 

では、続きまして案件２について、事務局から説明をお願いいたします。 

 

（２）八尾市立認定こども園一時預かり保育の実施について＜報告＞ 

【事務局】（資料３「八尾市立認定こども園一時預かり保育の実施及び放課後児童室の保育時間の延長

に向けた検討について」に基づき説明） 

【会長】ただいまのご説明で何かご意見、ご質問、ございませんか。 

確認ですけど、預けるにあたって要件はなし、ということですね。 

【事務局】基本的には八尾市在住の児童です。生後３か月以降です。 

ただ、実際に保育が可能なのかどうかは、受付のときに面談をさせていただいて、お子さんの

状況等を確認させていただきたいと考えてございます。 

【会長】よろしいでしょうか。特になければ次へいきます。 

では、続きまして、案件の３について、事務局から説明お願いいたします。 
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（３） 放課後児童室の保育時間の延長に向けた検討について＜報告＞ 

【事務局】（資料３「八尾市立認定こども園一時預かり保育の実施及び放課後児童室の保育時間の延長

に向けた検討について」に基づき説明） 

【会長】はい、今から検討ですので、ご意見あれば、どうぞ。 

【委員】まず先に質問からなんですけども、他市の延長の実施がどのような形でされているのかという

のをおわかりであれば、教えていただきたいなと思うんですが。 

【事務局】はい、お答えします。府内の今 19 時までというところが、42 市町村中 30 市町村ございます

ので、現状のところ、検討にはなるんですけれども、概ね 19 時までが適当ではないかなという

ふうに考えております。以上です。 

【委員】ちょうど私のところが 18 時から 20 時まで延長をやらせてもらっています。元々の経緯が、や

はり就学前は 20 時まで保育園の方が利用できていたんですけど、小学校にあがった途端に 18

時までの利用となると、やはり保護者の方の就労が影響大きく与えるということで、17 時でし

たら子ども 1人で帰って、お家でお父さん・お母さん帰ってくるまで 1人で留守番するという

のも、やはり子どもにとったら、安心・安全ではないのかなということで、うちのところは 20

時まで延長利用という形で、設定させていただいています。 

このような形で今回八尾市さんも 19 時まで延長利用を考えていただけるということで、保護

者の方にとっても安心・安全な放課後のライフが確保できるのかなと思いました。またよろし

くお願いします。 

【会長】20 時までされているということですね。20 時までの利用者はやっぱり結構おられる。 

【委員】今はコロナなので、家庭保育の協力期間ということで、何名かが家庭で協力いただいている方

がいらっしゃるんですけども、昨年よりも利用の人数というのは減っていますが、大体 2月で

延べ人数 94 名。1月で 74 名、12 月で 102 名という形で統計させてもらっています。大体 1日

4人ぐらいは利用されている形になるかなとは思うんですが。 

【会長】ありがとうございます。他にご意見は。はい、どうぞ。 

【副会長】お伺いしたいんですけどね、例えば 18 時、19 時、20 時頃と言ったら、2月、1月結構暗いじ

ゃないですか。何か時間延長するときに、こういうことをちょっと配慮した方がいいとかそう

いうことはございますでしょうか。 

【委員】そちらの方は八尾市さんと同じなんですけども、17 時に帰られる家庭の方は、送り出しをさせ

てもらって子ども達で帰るんですけども、17 時以降になる方は、必ずお迎えに来てもらうよう

な形をとっています。 

【副会長】はい、ありがとうございます。 

【会長】はい、他にございませんか。検討の参考になるような情報がありましたら。よろしいですか。 

では次の案件に移らせていただきます。 

続きまして、案件の 4です。事務局から説明お願いいたします。 

（４）（仮称）八尾市こども総合支援センター基本構想について＜報告＞ 

【事務局】（資料４「（仮称）八尾市こども総合支援センター基本構想」、資料５「（仮称）八尾市こども

総合支援センター基本構想（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」に基づき説明） 
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【会長】では、ただいまの説明について、何かご質問ございませんか。はい、どうぞ。 

【委員】不登校のこととか、いじめのこととか、たくさん出てくると思うんですけれども、最近ちょっ

とよく聞くのが、小 1からの行きしぶりであったりとか、クラブ内でのいじめがあったことによ

り解決ができずに、進学を諦めた。不登校が長期になり、進学を諦めるということも今年度の中

３の話をちょっと聞かせていただく機会がありまして、今現在の不登校について、学校で行われ

ている調査と対応について、お伺いしたいなと思います。 

それが１点と、コロナ禍でやっぱり身体と心身の影響が心配されるということは、メディアでた

くさん取り上げられていると思うんですけれども、2020 年の年末にアンケートを行った国立成育

医療センターの調査においては、先月アンケートの結果が出たりとかするのを私ちょっと拝見し

たんですけれども、子どもの鬱であるとか、ストレスの対処など、体に出てるということが調査

であがっています。この件について、この 1年でどのような調査がなされて、それをどういうふ

うに活かしていくのかということをお聞きしたいと思います。居場所もさせていただいてたりす

るんですが、子どもの言葉であるとか、すぐ手が出てしまうであるとか、そういったことを子ど

もの何かイライラする感じであるとか。公園も利用するんですけれども、本当に活発に体から発

信するような発散の仕方であるのをちょっと目にすることが多いんですね。なので、今から出て

くることだとは思うんですけれども、そのへんのところの調査具合を教えていただきたいと思い

ます。 

【会長】まず 1つ目、学校での具体的な対応について、お願いします。 

【事務局】まず 1点目のいじめ・不登校についての学校での調査等についてでございます。詳細資料今

手持ちでないので、具体の時期等については申し上げにくいんですけれども、いじめ問題の取り

組みといたしまして、学校の方でも一定そういった調査、アンケートとかをとりながら、事例等

についての把握を進めるとともに、今回八尾市で起こったいじめの事象も踏まえまして、弁護士

や臨床心理士等の外部専門家と連携をいたしまして、いじめ対応を行う、いじめ対応支援チーム

という体制を構築しているというところと、教職員に対するいじめ防止対応の研修、児童生徒に

対しても脱いじめ傍観者教育といったところの実施をして、対応をしているところでございます。 

また、今年度につきましては、いじめから全ての子どもを守るために弁護士等の専門職を配置い

たしました「いじめからこどもを守る課」というところが、市長部局の方にも設置をされており

まして、オール八尾市として取り組むためのいじめから子どもを守る条例も制定されたところで

ございます。そういった中で市長部局と教育委員会も連携をいたしまして、いじめから子どもを

守る取り組みを進めているところでございます。 

【会長】先ほどのご質問は、具体的な対応をご説明いただいたんですけども、実態をどの程度、どうい

う方法で市は把握されていますかと、1 つ目も 2 つ目もそうだったと思うんですね。その点では

どうですか。 

【事務局】それにつきまして、児童・生徒に対するアンケート調査等を行う中で把握をしているととも

に、先ほど申し上げましたいじめからこどもを守る課でも、なかなか学校の方に言いにくいとい

うようなこともございますので、そういったところで、いつでも相談来ていただける体制をとっ

ているところでございます。また教育委員会におきましても、そういったアンケート調査の中で

出てきた事例等につきまして、いじめから子どもを守る課と連携をしながら学校とともに対応を

図っているというところで、実態把握に努めているところでございます。 
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【会長】2つ目のコロナ禍での影響も同じように実態調査等はどちらが管轄なんでしょうか。 

【事務局】コロナ禍でのお子さんの鬱とかストレスというところは、実態の調査そのものは、今特にし

ておるというところではないんですけれども、実際、子育て総合支援ネットワークセンター「み

らい」等でご相談いただくような内容についても、児童家庭相談ということで広くご相談を受け

ています。また保護者さんだけじゃなくて、子どもさんからの相談も受け入れるような形になっ

ていますので、そういったところで話を聞かせていただく場面持たせていただいたり、地域の身

近な相談できる場所として、地域子育て支援センター、つながりセンター等々で、ご相談を聞い

ておるというような状況でございます。 

【委員】ありがとうございます。いじめのことについては、児童・生徒だけではなく、保護者からもし

っかりとアンケートを取っていただきたいと思います。本当に悩まれているご家族多いと思いま

す。うちでも実体験があるんですけれども、うちは 3年前です。ですが、状況が変わっていない

どころか、やはり学校それぞれの対応というのが、やっぱり違うような気がいたします。担任の

先生にアンケート調査をするとか、顧問の先生にアンケート調査をするとか、クラブの顧問など、

そういったことも細かくされないと、クラブ内で起こってクラブを辞めることで回避する。です

が、クラスに戻るとやはりそれだけではすまない。またそこから不登校が始まる、そういったこ

とってやっぱり子どもたちも敏感ですので、そういったところをもうちょっと手厚く。なので子

どもセンターではそういったことも含めて、たくさんの子どもたちが、保護者が、その周りの方

が相談しやすい体制を市民レベルでしていただきたいなと思っています。よろしくお願いします。 

【会長】パブリックコメントの番号の 3番のところにも同じようなご意見がありましたよね。その不登

校とかいじめとかの実数と悩んでいる潜在的な部分をどうカバーするかというのを意見として

あげていただいたと思うんですね。こういう場合でも相談しても大丈夫ですよという発信は必要

ですよね。 

他にご意見ありませんでしょうか。 

【委員】最近よく耳にするヤングケアラーというのがあると思うんですけれども、介護、今老々介護だ

けじゃなくって、ヤングの方で介護されているとかいうことで、学校を欠席がちになったりとか、

それから成績不振になったりとか、進学を諦めたりとかいうことも、しばしば最近耳によくして

いると思うんですけれども、そういったこととかも、今子育てだけじゃなくって、成長する過程

において、中学・高校生とか、そういう段階の方々にも幅広く気軽に相談して、なんか聞いてほ

しいなという人が、気軽に行ける施設にしてほしいなとすごく思います。この「総合」というの

はとってもいいことで、これがあったらいいなと思っていたんですけれど、こういった 1本通し

ていただけるというのは本当にありがたいことだと思いますので、是非もっと気軽になんでもい

いから来てくださいというふうな感じで、これとこれとこれだけじゃなくってなんでもいいんで

すよということ、あともう 1つは今ジェンダーとかいうことで性の問題とか、いろいろあると思

うんですね。女性だと女性の体のこととか、生理のこととか、妊娠のこととか、高校生ぐらいに

なるとそういったこととかもいろいろ出てくる可能性もあるかと思いますので、そういったこと

はやはりお医者さんにすぐ行くっていう勇気は絶対ないと思うので、そういった心配ごととかも

気軽に話し合える場というのを求めたいなと思います。 

【会長】そうですね、利用する側にはありがたいですよね。 

他にご意見ありませんでしょうか。 
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【委員】すいません、2 点お願いします。移動支援は行わないというふうに市の考え方にはっきり書い

ているんですけども、アクセスの悪いと言いますか、健診にはセンターに行かれていると思うん

ですけども、この性質上、何回か通うということが想定されると思いますので、移動支援という

か、たくさんあるメニューのどれを使っても 1人ずつ違うと思うんですね、ニーズが。家事支援

をしてほしい人とか、産後のサポートが必要な人とか、その中に移動支援がほしい人がいると思

うので、八尾市は本当にたくさんのサービスがあると思うんですけど、それをみんなが全部使っ

たら大変なことになるからなかなか宣伝しにくいみたいな。いくつかあるうちのどれか自分に必

要なやつに使えるようなチケットがあるとか、なんかこうみなさんが自分がほしいサービスが選

べるような。なんかそんなふうにその人に必要な支援が違うと思うので、たくさんある支援の中

に１つ移動支援がほんとにほしいなと。つどいの広場をしているんですけど、やはりみなさん喜

ばれているんですけど、遠いというふうな声は聞きますので、そこをサポートしていただきたい

なというのが１つあります。 

子どもの権利条約もすごくこだわってパブリックコメントにも書かせていただいたんですけど

も、やはり子ども権利条約の中にある子どもの最善の利益というのは、子どもの意見表明とセッ

トで考えないといけないなと思っています。このこどもセンターの中で子育てだけでなく、子ど

もが入ったのは本当に嬉しいです。子どもが相談しやすいこととみなさんおっしゃっているんで

すけど、子どもは窓口に行って相談はできないと思います。遊びの中で、居場所の中で声を聞く

ことで子どものニーズを聞いたり、困りごとを聞くことで救済していけると思うんです。で、そ

こに制度の何か足りないところがあれば、制度を改善していくということなので、子どもを権利

の主体ととらえて子どもの声を聞くという子ども参加のところをしっかりこのこどもセンター

で保障していっていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。 

【会長】はい、その人に必要な支援として移動支援というのは非常にニーズが高いということですが。 

【事務局】ご意見ありがとうございます。今ご意見をお聞きしてまして、それぞれの方にあったチケッ

トですよね。私今頭の中で魔法のようなそういうチケットがあったらすごい喜ばれるだろうなとい

うのは、正直行政の 1人として思います。ただ、現実それをどう運用していくのかとなりますとや

はり移動支援にしましても、行政職員が移動支援自体をやるわけにはまいりませんので、それを担

っていただく事業者さんとの連携ということも全て繋がってくると、少し今の段階では難しいかな

というところが、現実になっております。 

子どもの権利条約のところはですね、権利条約の第 3 条の子どもの最善の利益と、第 12 条の子ど

もの意見の表明権、これはセットで考えることによって、おっしゃるように子どもが権利の主体と

なるものだ、という認識を行政も持っておりますので、しっかりとこの施設を運営していく中で、

子ども自身の意見も聞きながら、また運用を変えていくというといったこともあるでしょうし、あ

るいは、制度を必要に応じて変えていくといったようなことも子どもの意見も聞きながらやってま

いりたいというふうに思っております。 

【会長】はい、他にご意見よろしいですか。はい、どうぞ。 

【委員】さっきの補足なんですけど、今日は中学校の卒業式だったんですよね。恐らく行けることを選

べなかった子どもたちがいたと思うんですね。やっぱり子どもも保護者もとても苦しい思いを1日。

ここで中学校と縁が切れると思ってヤッターと思うのか、行きたかったなと思うのか、やっぱり最

後友達に会いたかったなと思うのか、そういった気持ちというのも行政の方も含めてみなさんもそ
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ういう場合があるんだということを。また小学校もありますが、同じことがやっぱりいろんな家庭

で起こっていると思います。それだけちょっとお伝えしたかったので。 

今日たまたま中学校の卒業式、そういう不登校の人の気持ちです。ありがとうございました。 

【会長】ありがとうございます。案件４について、よろしいでしょうか。 

では、続きまして案件のその他ですが、事務局の方から説明をお願いいたします。 

 

（４） その他 

【事務局】（資料「八尾市行政機構新・旧比較表」に基づいて説明） 

【会長】これについて意見報告につき、意見交換について割愛させていただきますので。 

あと残り委員のみなさまから、会議案件以外のことでも結構ですので、何かご意見どうぞ。 

【委員】今の機構図のことで質問でもいいですか。 

先私質問する前に、私校長会の代表で来ていますので、いろんな学校の子ども達の不登校であると

か、いじめのこととか、いろんな意見を聞かせていただいていることについては、学校の校長とし

てはいろいろしっかりと受け止めないかんなというふうに思っております。まずそれだけちょっと

お願いします。いろいろ感じさせていただきまして、ありがとうございました。 

機構図なんですけど、意見というか質問なんですけど、こども若者部と名前を変えたときに、この 

“若者”は何歳までを想定しているのかというところが質問なんです。何かと言うと、まずその質問 

のお答えをいただいてから次の質問をしてもいいかなと思うんですけど、先ほどのパブリックコメ 

ントのいろんな意見を見ていく中で、若者の定義がどうも 40 歳までというふうにね、どこかの方 

に出てくるんですね。今まで私の感覚でいうとこども未来部というのは、18 歳ぐらいまでを担当す 

る部署だというふうに思っていたんですが、こども若者部というふうに名前を変えると、40 歳まで 

が範囲になるのというふうに思ったわけです。そうすると、18 歳までの課題でもなかなか大変な部 

署がね、40 歳まで丸ごとやれるのですかというみたいなことを思ったりするわけです。 

もう１つは青少年会館がこども若者部から抜けたわけですけど、元々青少年会館というのは単に小 

中学生までではなくって、ここは若者が集まる場でもあったわけですよね、過去には。だから、中 

学卒業した後の高校生友の会であるとか、大学生友の会であるとか、言うたらその若者が集まる場 

であったんなら、そのこども若者部からこの青少年会館がなぜ学齢期の教育委員会に縮小されるの 

かみたいなこととか、なんか整合性が取れてないような気がするんですが、何かお答えいただけた 

らありがたいんですけど。 

【会長】パブリックコメント 7番ですよね。概ね 40 歳までというのがありますね。では、今の質問につ 

いてお願いします。 

【事務局】何点かご質問いただいているんですが、まず若者の定義ご質問あったんですけども、これ 

法律によってもいろいろ違ってくるんですけども、概ね 40 歳まで、これ施策によっても変わって 

まいります。これを全てこども未来部でやるのは無理なんじゃないかというご心配いただいてるん 

ですけども、もちろん行政ですので 40 歳までの方の様々な行政サービスを全てこども若者部でや 

るという意味ではないです。ただ、今まで、概ね 18 歳まででやってきているものをさらに年齢を伸 

ばしてどういうことをするのかわかりやすい例を１つあげると言いますと、今社会問題にもなって 

おりますひきこもりの問題。こういったことは18歳までで年齢で切って済む問題でもないですし、 

もう少し年齢をあげてですね、若者施策を中心に充実させていきたいということでこのこども若者 
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部という名前になっています。ただ、18 歳以上の方も行政サービスの使い方というのは、もちろん 

ひきこもりの話だけでないので、いろんな部局が関わりながらということになります。青少年会館 

の方ですね、元々青少年会館は、教育委員会にあったんです。何年か前にこども未来部ができたと 

きにこども未来部の方に来たんですけども、どちらの部局にあっても、メリットデメリットござい 

ます。教育委員会に今回移したからと言って、小学校・中学校だけに縮小するわけではないです。 

教育委員会にあっても、例えば生涯学習課があるように年齢を限定している施設ではありませんの 

で、今までどおり若者のところも含めてやってまいります。教育委員会に行くことによっていいこ 

とも、教育的な視点での運営がなされるという意味でいい面でもございますので、これからもこど 

も若者部と教育委員会にいった両青館は、協力しながら施策を進めていくという形でございます。 

【会長】はい、よろしいでしょうか。 

【副会長】先ほどご指摘いただきました若者についてですけども、国のこども若者支援法ですか、そう 

いったものを作り、ひきこもりの若者を中心に、社会的な援護、守っていく、そういうことが必要

な方々を、地域の中でどうやって支えていくかという国の大きな方針がある中で、今回こういう子

どもの、あるいは子育てのこども総合支援センターというのを置かれることは、ものすごくいいこ

とだなと思っています。その中で、若者も視野に入れるということなんですけど、先ほどから少し

お話もありましたように、それぞれの家庭が置かれている子ども、あるいは若者の状況について個

別に問題の深刻さがどこにあるのかということをアセスメントし、関わろうとしてくださっておら

れ、今回こどもの発達相談、教育相談、児童虐待相談、そういう柱を作っておられるんですけれど

も、むしろこれだけいろんな方々が連携を図るのだから、この 3本の枠組みに収まらないものを是

非拾い上げていただきたいなと思います。児童相談所では、その他相談という相談のくくりがある

んですけども、それぞれのご家庭、あるいは若者の状況を踏まえて、是非広げていただきたいなと

期待しています。 

【会長】では、限られた時間でしたが、大事な意見をいただきまして、どうもありがとうございました。

それでは本日の案件は以上となります。 

これで令和２年度第２回八尾市子ども・子育て会議を閉会いたします。ありがとうございました。 

 

閉会 


