
（２）提出人数及び意見数

提出人数 意見件数

１６人 ７８件

(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

「（仮称）八尾市こども総合支援センター基本構想」を策定するにあたり、八尾市市民参画と協働のまちづくり基本条例第１２条の規定に基づ
き、検討途中の素案を公表し、市民意見提出制度（パブリックコメント）を実施しました。その結果と提出された市民意見に対する市の考え方を
公表します。
　ご提出いただいたご意見等は、趣旨を損なわないように要約するとともに、同じ趣旨のご意見については、まとめております。

（１）意見募集期間
　　　令和２年１２月７日（月）～令和３年１月７日（木）



提出された意見と市の考え方

番号 項目
掲載

ページ
意見の要約 市の考え方

1

第１章
２．八尾市の子ども・子育て
支援の現状
（１）現状

2ページ

八尾市こども総合支援センターへの相談は、保護者以外に、子どもからの相談もでき
るということでしょうか？本基本構想を熟読しましたが、保護者向けの相談・支援につ
いては詳しく掲載してありますが、子どもへのアプローチや、相談・支援がほとんどあり
ません。
子どもアドボカシーを取り入れる など、声をあげにくい子どもが気軽に相談できる窓口
も記載していただきたいと思います。

八尾市こども総合支援センターには子どももご相談いただけます。
ご意見の趣旨を踏まえ、11ページの記載内容を修正します。

（２）子ども・子育て総合相談機能
●多種多様な課題や悩みを抱える子ども自身や子育て家庭の最初の相談窓口とな
り、不安感・孤独感・負担感の軽減に努めます。
●身近な子育て相談も含め、何らかの課題を抱えた子ども自身や子育て家庭を対象
とした総合相談窓口とし、幅広い相談に対し適切な子育て支援サービスへのつなぎや
アドバイス、情報提供を行います。

2

第１章
２．八尾市の子ども・子育て
支援の現状
（１）現状

2ページ

相談窓口として、「みらい」・「教育センター」「保健センター 」 などを中心に連携されて
いることはよく理解できるのですが、中学校を卒業した子どもや子育て世代への相談
窓口はどうなってますか？青少年課の「八尾市若者相談窓口」や、青少年会館での取
り組みなど、継続した支援が分かるように掲載してはどうでしょうか？

主に０歳から１８歳までの子どもとその保護者を対象に、子どもと子育て全般に関する
相談を､子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」でおうかがいしています。

ご意見の趣旨を踏まえ、下記のとおり追記します。

なお、概ね40歳までの若者とその家族を対象に若者相談支援事業を実施しています。

3

第１章
２．八尾市の子ども・子育て
支援の現状
（１）現状

3ページ

不登校児童の数字と不登校に悩む子どもがイコールではないと思います。不登校は、
年間３０日以上の長期欠席の子どもを対象にして言われますが、実際に学校に行きづ
らい子どもは、もっと多いと言われています。掲載している不登校児童の推移の表と、
教育委員会が実施しているアンケートなども掲載して、学校への行きづらさや悩んでい
る子どもの現状を掲載したほうがいいと考えます。また、学校に行くことを選ばない家
庭もあるため、「不登校＝こどもが悩んでいる」という表現ではなく、違う表現はないで
しょうか？

不登校児童の数字と不登校に悩む子どもが同等ではないことは認識しております。

ご意見の趣旨を踏まえ、下記のとおり修正します。

●不登校の子どもが増加している。

4

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応　～
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

4～7ページ

全ての窓口がひとつになり、他業種の専門家からその時々の問題（子どもだけの問
題、課題だけでなく、家庭の問題として捉えれることでその時）にあった助言や、支援
が受けられ、かつ継続的に支援が受けることができるようになれば、これほど保護者
の方にとって、心強いものはないと思います。多角的な支援が必要になってくると、今
まで以上に連携が必要になってくると思いますが、窓口からの振り分け、引継ぎを円滑
にし、たらいまわしにならない様に対応していくことがとても重要だと感じます。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
切れ目のない支援をさらに推進していくため、今まで以上に関係機関の連携が必要に
なると認識しており、（仮称）八尾市こども総合支援センターの設置に向けて、情報の
共有化を図るなど連携の仕組みづくりを進めてまいります。

5

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応

4ページ

「包括的な相談窓口の設置に向けた主な課題は、下記の３つになります。」

意見４つ目に、子どもが相談できる窓口や子ども支援に対する課題も追加していただ
きたいです。

現在、１８歳までの子どもからの相談についても､子育て総合支援ネットワークセンター
「みらい」でおうかがいしており、（仮称）八尾市こども総合支援センターでも対応いたし
ます。

2



番号 項目
掲載

ページ
意見の要約 市の考え方

6

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応

4ページ

３．八尾市の子ども・子育て支援の課題と対応

「なんでも相談していいんだ」ということにつながるので、たくさんの課題認識を書き込
んで欲しい。子どもや子育てに関わる様々な課題を抱えた人が読んだときに、これは
相談しにくいな」「相談していいのかな？」という気持ちにならないように、心に寄り添っ
て欲しい。
D V・L G B T Q（S O G I）※用語解説付きで・性暴力・子どもによる介護問題・様々な
背景による生きづらさ・どんな小さなことでもその人にとって困りごとは人権の関わる課
題である。相談に行かないのは、「どこに相談していいのかわからない」だけではない。
いくら周知しても知ってもらっても、相談のハードルが高いのは、公的機関への信頼が
ない部分もある。トラウマ的な体験をしたり、そこに相談に行くのはしんどい人という風
評を生んでいることもある。

ご提案の趣旨については、「子ども・子育て支援についての課題は、増加する保育
ニーズ、児童虐待の顕在化、いじめ・不登校、また経済的に困難な状況にある世帯に
おける子どもへの貧困の連鎖、若者のひきこもりなど、さまざまな課題がありますが、」
との記載に包含されているものと認識しております。
相談しやすい体制づくりに努めてまいります。

7
第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応

4ページ

若者のひきこもり

課題としてあがっているが、具体的な支援の明記がありません。長期不登校も含め、
具体的な支援がなく、予防に重点を置いているように感じます。

市では現在、概ね40歳までの若者やその家族を対象に若者相談支援事業を実施して
おり、（仮称）八尾市こども総合支援センターについても若者支援の機関等と連携して
まいります。

8

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（２）子どもの発達相談につい
て

4ページ

（２）子どもの発達相談について

一般的に、子どもの発達についての理解や、親支援の視点のない方が相談を受けて、
傷つき体験をした方が、相談が続かない、再度行きにくい人がおられる現状がありま
す。八尾市でも、そうならないために、安定的な雇用形態で、専門職のスキルアップが
しやすい状況での専門職、支援員、相談員などの体制の拡充や強化をお願いします。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
困難を抱える子どもや、子育て家庭が抱える課題に包括的に対応できるよう、必要な
体制の整備を図ってまいります。

9

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（２）子どもの発達相談につい
て

5ページ

（２）子どもの発達相談について

伴走型の支援→子どもや保護者の気持ちに寄り添った伴走型の支援として欲しいで
す。
子どもが相談をしたり発達支援を受けると精神面で傷心になったという保護者の話し
や相談を耳にすることが多々あります。子どもの気持ち、子どもを支える保護者、内容
によっては現状を受けとめるのが辛い時もよくあることだと発達障がいの子どもを持つ
保護者から聞いています。そういった精神的な負担も考慮して尊重された配慮のある
支援につながるように明記が必要ではと思います。

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

さらに、一人ひとりの児童を支援する計画が立てられ、関係機関で引き継がれながら、
継続的かつ一貫的な子どもや保護者の気持ちに寄り添った伴走型の支援が求められ
ています。

10

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

 「児童虐待と不登校については、その背景の要因として子ども自身あるいは家庭が直
面しているさまざまな問題が複合的に絡んでいることがあります。」とありますが、いじ
めの「いじめる側」についても、家庭において抱える課題に子どもが影響を受け、また
は「いじめる側」の子どもも、家庭ないで虐待を受けている等の問題があります。いじめ
られている子どもはもちろんですが、いじめている子も何らかの問題を抱えており、そ
こも改善しない限り（親への支援・子どもへの支援）いじめの根本的な解決はできない
ように感じます。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
「児童虐待やいじめ、不登校など困難に直面している子どもが依然として多くいます。」
と記載しておりますが、いじめを受けている子どもだけでなく、いじめる側の子どもへの
支援も必要であると認識しており、関係課連携のうえ、対応してまいります。

3



番号 項目
掲載

ページ
意見の要約 市の考え方

11

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

背景の要因の一つとして（発達障害や発達に心配のある子どもの支援）と記している
が、あえて強調しているように見て取れる。児童虐待やいじめ、不登校の背景は多様
で複雑であり、一人一人理由が違う。あえてこれだけ例に出すことは当事者や家族を
かえって不安な気持ちにさせるのではないかと思います。

（全６件）

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

児童虐待やいじめ、不登校など困難に直面している子どもが依然として多くいます。児
童虐待と不登校については、その背景の要因として子ども自身あるいは家庭が直面し
ているさまざまな問題が複合的に絡んでいることがあり、多種の専門職による支援体
制を整備する必要があります。

12

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

「その背景の要因として子ども自身あるいは家庭が直面しているさまざまな問題が複
合的に絡んでいることがあります。」

子ども自身、親、家庭の事もあり複合的と言えると思いますが、教育・社会の考え方・
制度等の環境もそのベースにあると思っています。そこの捉え方で子ども、親・家庭に
対する対応・援助が違ってくるのではないかと思います。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

13

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

不登校でOD(起立性調節障害)を患ってる子が増加しています。不登校になりたい訳で
なく学校へ登校したいが病気のため体調が整わず行けない。相談出来る場所も見つ
からず社会から断絶され孤独に戦ってる親子がほとんどです。SOSをキャッチして支援
出来る専門分野を作ってほしい

現在、教育センターで起立性調節障害も含めて不登校についての相談に対応しており
ます。
（仮称）八尾市こども総合支援センター設置後は、(仮称)八尾市こども総合支援セン
ターでも相談をおうかがいし、教育センターと連携して対応してまいります。

14

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

八尾市こども総合支援センターのスタッフとなるかたには、ぜひとも、起立性調節障害
についての正しい理解・対応方法を学んでいただきたく存じます。
　・学校へ行きにくくなっている（不登校状態）ことに対して、自己肯定感が低くなってし
まう子どもも少なからずいます。間違った理解や対応で、子どもの気持ちを傷つけた
り、ODを悪化させることのないようODについて定期的に研修等行っていただければと
思います。

（全４件）

現在、教育センターで教職員を対象として、不登校支援の研修の中で起立性調節障
害についての研修を実施しております。
今後、継続して研修を実施するとともに、（仮称）八尾市こども総合支援センターの設
置に向けて、関係機関の職員への研修に努めてまいります。

15

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5～6ページ

学校へ行きたいけれど体調のせいで行けず、しかも入院して院内学級に在籍している
わけではない子どもに、勉学の機会・学校ではない居場所がありません。適切な支援
機関への「つなぎ」をしようにも存在しない状態ですので、「誰一人とり残さない・切れ目
のない支援」を理念とするこども総合支援センター内でそういった機会・場所（プログラ
ム）の提供をしていただくことを提案いたします。
　・ODに罹っている子どもは、午前中より夕方以降に比較的体調がマシになる場合が
多いので、遅い時間帯までの開館やプログラム等の実践。
　・ODに罹っている子どもは、脳血流が落ちている場合が多いので、勉学については
その子どものペースに合わせた学び直しや繰り返し等、個別対応が望ましい。
　・ODの症状は個人差が大きく、また、天候や気候や季節・ストレスによっても変わる
ので、「参加・不参加」を事前に約束することは難しい。参加を強制したり・欠席すること
をストレスに感じさせることがないようにするプログラム等の工夫。
　・保護者の集いなどもそこで行えるようになると、保護者も運営の方も助かるだろうな
とも思います。

（全４件）

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

4



番号 項目
掲載

ページ
意見の要約 市の考え方

16

第１章
３．八尾市の子ども・子育て
支援の課題と対応
（３）児童虐待やいじめ、不登
校問題の増加

5ページ

今回、素案を読み合う中で、不登校の子どもたちの健康診断の話になりました。今回
保健センターのあるかがやきのところに移転するということなので、不登校の子どもた
ちの居場所や健康診断が出来たらすごく安心だし、子ども大切にしてる感じ出るよね。
という話が出ました。細かいことですが、この計画の中には書ききれない、一つ一つの
事業や関わる方々の想いに、子どもの権利条約の理念に基づく子どもの権利を柱にし
た運営がされることを心から望みます。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

17
第２章
１．基本理念

6ページ

「子どもの幸せ」という表現は、抽象すぎて危険だと思います。考える人によって、その
「幸せ」の価値観が違ってきます。大人の都合によって、子どもの未来が左右されない
よう、何を軸に考えるかを明確にして頂きたいです。「子どもの幸せを第一に考え」を
「子どもの権利条約で定められている子どもの最善の利益を考え」に訂正して頂きたい
です。

（全５件）

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

誰一人とり残さないように、子どもの権利条約で定められている子どもの最善の利益
を考え、子どもの育ちに応じた切れ目のない支援を推進します。

18

第２章
２．基本的な視点
（２）家族が抱える課題を丸ご
と受け止める相談体制の整
備

6ページ

「例えば、～生活困窮や高齢者介護などの課題がある場合には庁内の関係課などと
連携しながら支援します。」
（P8 の関係機関図に表記されていない課題の場合）と分かるように足してもらいたい
です。

関連機関は多岐にわたるため主なものを記載しております。

19

第２章
２．基本的な視点
（２）家族が抱える課題を丸ご
と受け止める相談体制の整
備

6ページ

（２）家族が抱える課題を丸ごと受け止める相談体制の整備

わかりやすく安心して相談しやすい総合的な相談窓口を整備します。や、「抵抗なく」
「気軽に」などの文言を挿入するなど。
４ページのところでも述べましたが、「相談しやすさ」が本当に大事だと思います。困っ
た人が、相談に行く、行って良かったと思う、次の支援に繋がって困りごとが解決に向
かうのは、周知や、人数や体制だけの問題ではないと思います。主訴の裏にある背景
への鋭い観察など、相談者を理解するということが、まさに専門性なのだと思います。
市は、専門職の方がやりがいを持って働きやすい環境を整備して欲しいと思います。
その上で、市民によりそう相談窓口であって欲しいと願います。

ご提案の趣旨については、「安心して相談できる」に包含されていると認識しておりま
す。

20

第２章
２．基本的な視点
（２）家族が抱える課題を丸ご
と受け止める相談体制の整
備

6ページ

（２）家族が抱える課題を丸ごと受けとめる相談体制の整備

周囲の人の話しから行政への相談は、ハードルが高いと聞きます。また、過去の経験
からうまく解決できずにトラウマになることもあったりします。相談しやすい雰囲気、気
持ちに寄り添える相談窓口であることが大切であると思います。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

21

第２章
２．基本的な視点
（２）家族が抱える課題を丸ご
と受け止める相談体制の整
備

6ページ

（２）家族が抱える課題を丸ごと受けとめる相談体制の整備

生活困窮や高齢者介護に追加して、性的マイノリティや性暴力などと追加して欲しいで
す。性的マイノリティや性暴力など家庭が抱える課題の中に実際あがってくるのではな
いかと思います。

例として、生活困窮や高齢者介護を記載しており、ご意見の課題については、「生活困
窮や高齢者介護などの課題」に包含されているものと認識しております。

5
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ページ
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22

第２章
３．基本的な視点
（３）予防的な支援のさらなる
強化

7ページ

「専門職による虐待リスクのある家庭へのアプローチや市民への啓発」

望まない妊娠や性被害に合ったときの対処法などを含む性教育や、DV ・デート DV 予
防のジェンダー教育など、 こどもに対してのアプローチや啓発も必要ではないでしょう
か。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

23
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

7～8ペー
ジ

情報共有については、個人情報の取り扱いについての安全がどのように考えられてい
るのか、この基本構想だけでは、わからないので、「どんなシステム？」「安全なの？」
「当事者の意向は尊重されるの？」ということが懸念されます。ここの部分に対しての
安心材料も書き込んであると、安心かと思います。８Pの図に各家庭と見守りシステム
をつなぐ線に、「意向確認」とかあるといいのかな？と思います。このシステムに誰がど
うやってアクセスできるのか？ということが大事と思います。
例えば虐待なら警察とかも情報を共有できるのでしょうか？例えば子どもの切れ目に
ない支援に欠かせないようなその子の発達の情報なら、学校や福祉施設が入るので
しょうか？すでにそういった情報共有はされている？それを強化する？そこに関しての
課題は書かれていないので、いろいろ疑問と不安が生まれます。
情報共有は必要だと思うので、プライバシーの保護、セキュリティーへの配慮、整備に
ついては一言押さえておいて欲しい。

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

Ｐ7　しかし、子どもたち一人ひとりを大人になるまで切れ目なく見守り続けるために
は、支援に必要な情報を共有し、関係機関が適切に把握する仕組みが必要となるた
め、個人情報の保護や情報セキュリティに十分配慮した上で、システムの導入などの
手法により情報共有を図ります（次ページの＜情報共有化のイメージ＞を参照）。

24
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

8～9ページ

＜５つの機能と関連機関のイメージ＞
＜包括的な相談体制のイメージ＞

全体的に小中学生のイメージがあるが、中学卒業の年から18歳までの子どもや保護
者の相談、特に子ども自身からの相談に対応することに関して、書き込まれていない
が、子どもが家族のケアラーとなり、就学できていなかったり、学校を休みがちだった
り、アルバイトをしていたりする。他にも、年齢の高い子どもの複合的な虐待問題や、
非行問題、労働問題、様々なハラスメントを受けたり、列挙すればキリがないほど、課
題はある。そういった若者からの相談を受けれる窓口や関係機関との連携も必要だと
思います。この基本構想の重点課題ではないかもしれませんが、いつも中高生の「声
を聴く」ことが少ないように思うので、意識していただければと思います。

市では現在、概ね40歳までの若者やその家族を対象に若者相談支援事業を実施して
おり、（仮称）八尾市こども総合支援センターについても若者支援の機関等と連携して
まいります。

25
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

8～9ページ

＜５つの機能と関連機関のイメージ＞
＜包括的な相談体制のイメージ＞

・この二つの図の関係機関と相談窓口の書き込みの基準があるかとは思うですが、高
校・支援学校・警察・などは入ってこないのでしょうか？

・関連機関に警察署は含まれないのでしょうか？

・関連機関に人権政策課とファミリーサポートセンターを追加してほしいです。

（全３件）

関連機関は多岐にわたるため主なものを記載しております。

26
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

8ページ

情報共有化のイメージ

最初の四角の中が「各家庭」となっていますが、 どうしてなのでしょうか？家庭が対象
の場合もあると思いますが、個人が対象の場合もあります。ケースによっては、家族の
中に加害者がいる場合もあります。被害者保護の観点から、「各家庭」と書かれている
と、相談しにくい人もあるのではないでしょうか？「相談者又は支援対象者」ということ
ではないでしょうか？

ご意見の趣旨を踏まえ、「相談者又は支援対象者」に修正します。

6



番号 項目
掲載

ページ
意見の要約 市の考え方

27
第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能

8ページ

情報共有化のイメージ

相談したことが情報として記録され、共有されることへの不安があります。個人情報な
ので丁重にしてほしいです。

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

Ｐ7　しかし、子どもたち一人ひとりを大人になるまで切れ目なく見守り続けるために
は、支援に必要な情報を共有し、関係機関が適切に把握する仕組みが必要となるた
め、個人情報の保護や情報セキュリティに十分配慮した上で、システムの導入などの
手法により情報共有を図ります（次ページの＜情報共有化のイメージ＞を参照）。

28

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（１）情報発信・交流・ネット
ワーク機能

10ページ

乳幼児期の交流の場は、とてもありがたいです。参加することによって、月齢の近い子
供達の様子が知れたり共感し合えると、気持ちに余裕が生まれます。今でも、色々な
交流の場を設けていただけていますが父親も参加しやすい講座やイベント等も増やし
ていただきたいです。子育て＝母親 と言うイメージがまだ多く残っていると思っていま
す。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
父親も参加しやすい講座やイベント等について検討してまいります。

29

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（１）情報発信・交流・ネット
ワーク機能

10ページ

子育て情報の発信についてですがこども園、幼稚園、保育園の情報(一時預かり、園
庭開放、願書提出の方法等)を掲載していただいていますが実際利用しようと思い、連
絡すると内容が違ったり、一時預かりを受けていなかったりと何ヵ所も連絡したことが
あります。
願書提出や選考方法等も、各園独自の方法があり確認が大変だったと聞きました。
定期的に新しい情報を共有していただけるとありがたいなと思いました。
電話をかけるのも、ハードルが高かったりします。(子供がいると中々電話に集中でき
ません。)

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
新しい情報を提供できるよう努めてまいります。

30

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（１）情報発信・交流・ネット
ワーク機能

10ページ

〈情報発信・交流・ネットワークのイメージ〉

表に「学校」が入ってないのはなぜでしょうか。
学校を入れて欲しいです。

関連機関は多岐にわたるため主なものを記載しております。

31

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（１）情報発信・交流・ネット
ワーク機能　～　（５）教育相
談機能

11～14ペー
ジ

先生からの体罰やスクールセクハラ、塾や習い事で起きた体罰などの相談は書かれ
ていないが、対応外でしょうか？関係課と連絡するならばそれはどこでしょうか？保護
者以外の大人からの虐待に対してもこれからしっかり対応すると明記してほしいです。

ご意見としていただいているような保護者でない大人からの体罰等についても、相談
の内容に応じて適切な機関につなぐなどの対応を行います。

32

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（２）子育て相談機能

11ページ

子育て相談のイメージ

イメージ図の左の四角には 、「子育て家庭（子 ども・妊産婦含む）からの相談」 と 書い
てあり 、こどもからも相談できることが分かりますが、本文を読むうえでは、子育てに関
する不安・負担の軽減のための相談で、対象者は保護者だというイメージが強くなりま
す 。「子育て相談機能」を「子ども相談・子育て期の相談機能 」として頂きたいです。

（全４件）

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

（２）子ども・子育て総合相談機能
●多種多様な課題や悩みを抱える子ども自身や子育て家庭の最初の相談窓口とな
り、不安感・孤独感・負担感の軽減に努めます。
●身近な子育て相談も含め、何らかの課題を抱えた子ども自身や子育て家庭を対象
とした総合相談窓口とし、幅広い相談に対し適切な子育て支援サービスへのつなぎや
アドバイス、情報提供を行います。

7
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33

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（２）子育て相談機能

11ページ

子育て相談のイメージ

子育て期には、保護者自身の体調の変化や心身のストレス多いが、育児に追われる
あまりに、後回しにされるケースも多々あります。保健センターと連携で、保護者自身
のことでも相談しやすいアプローチをして頂きたいです 。

保護者自身の相談については、保健センターと連携して対応してまいります。

34

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（２）子育て相談機能

11ページ

２行目

不安感 孤独感 負担感
孤独感を追加してほしいです。
子育て中の保護者、特に日中、在宅で子育てをしている主となる保護者にとっては一
人で子育てを担う場合は負担が大きくだれしも孤独感を感じやすいのではないかと思
うからです。また、子どもが増えるにつれ保護者一人で2人を、保護者一人で3人、多胎
育児になるにつれて子育て負担は大きくなっていきます。そういったことも孤独感につ
ながります。

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

●多種多様な課題や悩みを抱える子ども自身や子育て家庭の最初の相談窓口とな
り、不安感・孤独感・負担感の軽減に努めます。

35

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（３）子どもの発達相談機能

12ページ

発達相談支援機能には18 歳までの子どもを支援とかいてあるが、15 歳～18 歳まで
の子どもたちの引きこもり相談などはどの機関が対応するのですか？

（全２件）

市では現在、概ね40歳までの若者やその家族を対象に若者相談支援事業を実施して
おり、（仮称）八尾市こども総合支援センターについても若者支援の機関等と連携して
まいります。

36

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（４）児童虐待相談機能

13ページ

虐待はあってはいけない、虐待にあう子どもをなくしたいとは思うのですが、四角四面
の対応をして頂きたくないと思います。学校も担任も子どもの状況を教育委員会に報
告しないといけない、人数が増えたりすることへの評価に敏感になっているのかと思い
ます。数字とか早く学校に復帰したかではなく、子どもの気持ちがどう変わってきたか、
親もどう変わってきたか、担任との関係が信頼できる関係になっているのか。子どもの
成長をじっくりと見守ることを大人集団で確認し合える関係にしたい（親、担任、教師、
学校、地域）。そのようなことの方が大事と思います。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

37

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（５）教育相談機能

14ページ

相談員は、学校教育経験者に限りますか？定義はありますか？また、教育OBとは、ど
のような人をさしますか？不登校の子どもの相談やケアは、元教員のかたが合わない
時があると思います。必要に応じて状況に合わせた支援と書いているのですが、どん
なことを想定しているのでしょうか？
学校教育経験者に限らない方がいいと思いますし、限らないのであれば、こんな人も
教育相談を受けれるよ、とわかるような例示と「等」などが必要かと思います。別室登
校や、さわやかルームなどでは学生さんのサポートなどもあったらいいと思います。怖
くて「もっと頑張れ！」っていう元先生はやめて欲しいです。

学校教育経験者は小・中学校の教員の経験があり、様々な相談に適切に対応できる
方を想定しております。また、必要に応じて、学校現場と調整したり、教育センターのさ
わやかルーム（適応指導教室）につなぐなどの支援を想定しています。

8
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38

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（５）教育相談機能

14ページ

教育相談機能が、独立し、学校教育経験者を配置するとありますが、そのメリットも大
きいかと思いますが、学童期以降の方が、幼児期よりも、発達・家庭の課題・虐待など
複雑に絡み、課題が複雑化し対応が難しいと思います。また、学童期以降に問題が表
出し、相談の場にくるご家庭もあるかと思います。 ですので、学校教育経験者を配置し
た、教育相談機能が教育センターとの連携をメインにするのでなく、子育て相談と同じ
ような体制で対応していただきたいです。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

39

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（５）教育相談機能

14ページ

子どもが関わりやすい人材のひとりとして、カウンセラーの存在が挙げられますが、子
どもからの話で「短期間・短時間で常駐ではないため関わることのできる時間が少なく
信頼がおけなくて話しにくい」と聞いたことがあり、せっかく地域の中学校区で教育相談
が利用できるのに、利用できず残念に思ったことがありました。思春期の時期、自分自
身の現状を認めるのが難しかったり、人と話すことが難しかったりするようなこともあり
ます。
そのようなことを理解したうえで、小中学校の子どもへの対応経験のあるカウンセラー
や非常勤じゃなく長期にわたって数名のカウンセラーで常駐の体制をとるなど、子ども
が相談しやすいような雰囲気や体制などの工夫をぜひお願いしたいです。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
困難を抱える子どもや、子育て家庭が抱える課題に包括的に対応できるよう、必要な
体制の整備を図ってまいります。

40

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（５）教育相談機能

14ページ

<教育相談のイメージ＞　  学校以外の学びの場及び居場所
教育OBによる不登校の子ども支援

注釈のマークが異なっているので、欄外にあるのが、本文内の注釈と分かりづらいで
す。

ご意見の趣旨を踏まえ、記載内容を修正します。

「＊教育OBによる不登校の子ども支援」を削除。
用語集に「さわやかルーム（適応指導教室）」を追記します。

41

第２章
３．（仮称）八尾市こども総合
支援センターに必要な機能
（５）教育相談機能

14ページ

<教育相談のイメージ＞　  学校以外の学びの場及び居場所
教育OBによる不登校の子ども支援

具体的にどういう支援でしょうか。教育ＯＢの中でも、例えば元校長先生や年配の先生
というだけで交流の場面で、子どもが気を遣ったり委縮してしまうような場面を見たこと
があります。子どもを尊重でき、子どもが話しやすく、寄り添いながら子どもの背景や今
の現状を受けとめられる人が必要な人材と感じています。

さわやかルーム（適応指導教室）において、それぞれの子どもに応じた適応指導を実
施しております。

42
第２章
４．職員体制

15ページ
官製ワーキングプアという言葉がありますが、どんな雇用形態でしょうか？特に、相談
現場の女性の不安定な非正規雇用は社会課題と認識されています。安定的な雇用で
働きやすい環境を保障し、支援に当たれるよう整備をお願いします。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。
困難を抱える子どもや、子育て家庭が抱える課題に包括的に対応できるよう、必要な
体制の整備を図ってまいります。

43
第２章
４．職員体制

15ページ
様々な専門性の中に、性被害や性暴力に関する充分な知識を持ち、子どものケアや
親子関係や加害被害の関係性にアプローチできる専門職の方がいて欲しい。身体
的、心理的な虐待や暴力に隠れた性虐待、暴力を見逃さないで欲しい。

児童相談所の専門分野にはなりますが、ご意見について、今後の施策の参考とさせて
いただきます。
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44
第２章
５．施設の概要
（１）必要とされる必要諸室

16ページ

・子どもの相談しやすさは、場所作りが必要だと思うので、子どもが相談のないときでも
所在できる子どものフリースペースが１６ページで確保されていないのが残念です。子
どもコーナーなどの設置の予定はありますか？

・読書できるスペースや、学生が自主学習できるスペースなどがあれば、日頃から抱い
ている不安を相談できる関係づくりになるのではないかと考えます。

（全２件）

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

45

第２章
５．施設の概要
（１）必要とされる必要諸室～
（３）開館日及び開館時間

16～17ペー
ジ

子どもが起立性調節障害（OD）で不登校となっています。身体的な疾患（症状）に配慮
した設備（机やイスだけでなく和室の様に足を伸ばしたり臥床できる学習スペース）を
希望します。生活リズムや体調が時々で変化するので、利用予約や現地まで足を運ぶ
ことすら困難でストレスになることがあります。いつでも行ける利用できる環境を希望し
ます。親にも子にも、業務時間外（特に深夜～早朝）でも安心して相談したりコミュニ
ケーションがとれる管理された場の提供があればよいと思います。（オンラインや座談
会等）

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

46
第２章
５．施設の概要
（２）設置場所

17ページ

今までのみらいの場所からすると、遠くなってしまう人もいるので移動支援が必要では
ないでしょうか。

（全２件）

子育て総合支援ネットワークセンター「みらい」の移転に伴う移動支援は行う予定はあ
りません。

47
第２章
５．施設の概要
（３）開館日及び開館時間

17ページ

検討中とありますが、「相談しやすさ」につながるよう、時間や曜日など、充分な体制で
負担なく多様なニーズに応えられるよう、また多様なライフスタイル、障がいや課題を
抱え、なかなか現場にはいけない方へのアウトリーチなどと合わせて、整備をお願いし
ます。オンライン相談やSNSなどアプリ使用がアクセスしやすい人もいると思います。

検討の結果、記載内容を修正します。

（３）開館日及び開館時間
　　月曜日から土曜日　午前９時から午後５時１５分まで
　　（休業日：日、祝日、年末年始）
　※子ども・子育てに関する相談業務を土曜日も実施

また、必要に応じたアウトリーチやオンライン相談などについて今後検討してまいりま
す。

48
第２章
５．施設の概要
（３）開館日及び開館時間

17ページ

機能が集約するメリットの反面、施設まで距離が遠くなり利用が難しくなる方が増える
と思います。開館時間の延長や土曜日の開館などについて、体制や業務内容を現在
検討中とのことですので、ぜひ足を運ぶことができるチャンスを増やす工夫をお願いい
たします。 駐車場代の負担、バスのルート、本数など考えますと、私の住んでいる地
域からでも、距離があるので、心の距離も遠いのが現状です。

検討の結果、記載内容を修正します。

（３）開館日及び開館時間
　　月曜日から土曜日　午前９時から午後５時１５分まで
　　（休業日：日、祝日、年末年始）
　※子ども・子育てに関する相談業務を土曜日も実施。

ご利用していただきやすい施設となるよう努めてまいります。

49
第２章
５．施設の概要
（３）開館日及び開館時間

17ページ
週1回で土日いずれかを開館して欲しい。就労の保護者やひとり親家庭など希望する
保護者は多いと思われるから。

検討の結果、記載内容を修正します。

（３）開館日及び開館時間
　　月曜日から土曜日　午前９時から午後５時１５分まで
　　（休業日：日、祝日、年末年始）
　※子ども・子育てに関する相談業務を土曜日も実施。
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50

互いの施設が連携でき、より子ども・親家庭に対応していただけるのならいいかと思い
ます。親ひとりでは限界があり、行政として子育てを支える取り組みをしていただける
のは大きな支えになります。子育て中の親が相談できる場所がいろいろなところにある
ことは大切です。力を入れて取り組んで頂きたいと思います。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

51

素案の中で、地域社会への理解や擦り合わせなどのアプローチについて見当たらな
かったことが気になりました。 相談体制が整い、支援してくれる人や行政に出会えたと
しても、生活を営む地域社会への理解や受け皿が整わなければ、子どもが実社会で
生活することも、18歳になった時に社会で生きていくことも困難になるのではないか。
相談体制の中で連携していくとある、小学校・中学校、認定こども園・保育所・幼稚園、
その中の職員はもちろん、地域で生活する市民が、子どもの育ちへの支援に関して理
解できるようなアプローチが必要だと感じます。 ですので、連携という名の中に、何を
考えていらっしゃり、どうしていく必要があるのかを、具体的に提示していただきたいと
思いますし、そこを市民共に解決していく必要があると感じます。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

52
ＬＧＢＴＱに対する文言や理解の視点が盛り込まれていないように思うので、どのように
お考えか教えてください。できれば、八尾の中にも専門職を置いて頂きたいです。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

53
子どもは18歳までとしていますが、実際の子どもセンターの支援が中高生において
は、明確でないように思います。中高生の支援については、どのようにお考えでしょう
か。

中高生の子どもの支援及び子どもからの相談についても実施します。

54
小児診療（発達検査）を探すのが難しいと聞きます。月１回でも開催をしてもらえないで
しょうか。ご検討お願いします。

ご意見について、今後の施策の参考とさせていただきます。

55

教育センターの設置場所が、なぜあんな遠いところになったのかわかりません。車での
送り迎えがあると聞きましたがその時間にいけるほどになっている子どもはいいが、子
どもの状況は一人ひとり違い子どもの状況に合わせてした方がいいと思っています。
私自身は教育センターに自転車でいっていますがなかなかの距離です。やはり親が相
談に行きやすい条件がある場所がいいと思います。

（仮称）八尾市こども総合支援センター設置後は、（仮称）八尾市こども総合支援セン
ターでも、教育相談をご相談いただけるようになります。

その他 ―
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