
令和３（2021）年度第１回八尾市子ども・子育て会議　委員意見及び市の考え方

  案件(１)　地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援の実施について

案件(２)　八尾市こどもいきいき未来計画の実績等について

案件(３)　令和３（2021）年４月１日現在の待機児童数等について

案件(４)　就学前施設の整備について

案件 番号 意見の概要 市の考え方

(１) 1

八尾市在住児が入園している類似施設で基準通りの
保育を受けているかの確認は、八尾市さんで出来る
のでしょうか。あるいは施設のある近隣市では抜き
打ちの調査などが出来るのでしょうか。

八尾市在住の幼児が通う「幼児教育類似施設」が基
準を満たしているか（基準通りの保育を行っている
か）については、原則的に八尾市で確認を行いま
す。

(１) 2
近隣市の「幼児教育類似施設」とは、具体的にどの
ような施設か。八尾市でも開設が可能か。その予定
があるのか。

現時点で、八尾市在住の幼児の通園を把握している
施設は、生駒市の「いこま山のようちえん」と、東
大阪市の「東大阪朝鮮初級学校（幼稚班）」になり
ます。
「幼児教育類似施設」は市への届出等が不要のため
開設の可否を判断するものではなく、開設予定があ
るかどうかも把握していません。

(１) 3
今後八尾市では「幼児教育類似施設」ができる予定
があるのでしょうか？

市への届出等が不要のため開設予定があるかどうか
把握していません。

(１) 4
八尾市在住であれば、市外の施設を利用していて
も、対象になるということで間違いないでしょう
か。（良い制度だと思いました。）

施設が基準を満たしていれば、八尾市在住の幼児
が、市外の施設を利用していても、利用支援の対象
となります。

(１) 5

現時点では、八尾市に「対象施設」はないとのこと
ですが、今後は、どれぐらいできるのでしょうか？
八尾市内に、出来た場合、近隣市へ通園している若
干名の利用料は、支援を継続できるのでしょうか？

市への届出等が不要のため今後の開設予定について
把握していません。施設の所在地にかかわらず、対
象施設が基準を満たしていれば、引き続き利用支援
を受けていただけます。

(２) 6

資料４　資料１
１－２　児童虐待防止対策の充実
通告件数のうち、虐待種別、年齢別、一時保護措置
数、東大阪子ども家庭センターでの八尾市分通告
等、実情（実数）をお知らせください。

令和２（2020）年度の通告（実数）287人のうち、虐
待種別ごとでは、ネグレクトとが97人、身体的虐待
が96人、心理的虐待が93人、性的虐待が１人となっ
ています。年齢別では、０～２歳が90人、３～５歳
が74人、６～８歳が49人、９～11歳が39人、12～14
歳が25人、15～17歳が８人、特定困難なものが２人
となっています。
東大阪子ども家庭センターが受けた八尾市管内の通
告件数（実数）は712人、東大阪子ども家庭センター
が虐待による一時保護を行った人数は70人となって
います。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 7

資料４　資料１
１－２　児童虐待防止対策の充実
虐待通告件数（287件）は増加しています。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
（28.2％）は減少し、個別のケース会議も減ってい
ますが、どのような通告が増えたのですか。

通告経路としましては、昨年度と比較し、「家族・
親族」からが43→66件、「近隣・知人」からが47→
63件と、家庭や近隣からの通告が増加しています。

(２) 8

資料４　資料１
１－２　児童虐待防止対策の充実
研修会の「市民」対象の実施方法は？オンラインで
すか？「再生」とありますが。

市民向け研修につきましては、オンラインで実施し
ており、八尾市公式YouTube上で研修映像を公開して
行っており、その再生回数を記載しております。

(２) 9

資料４　Ｐ４
１－２　児童虐待防止対策の充実
10206　子育て総合支援ネットワークセンター「みら
い」の体制強化
みらいの強化についても期待したい。

令和４（2022）年度中の（仮称）八尾市こども総合
支援センターの開設に向け、支援体制の充実と関係
機関との連携強化を図ります。

(２) 10

資料４　Ｐ５
１－３　いじめ・不登校等への対応
児童会・生徒会役員との意見交換（子どもの声を直
接聞く）は実施できて良かったです。「いじめられ
ている当事者はＳ０Ｓを発信しにくい」という意見
は以前からもありました。具体的な改善策として何
か提案はありますか。

「いじめられている当事者はＳ０Ｓを発信しにく
い」という児童生徒の意見への対応としましては、
教育委員会では、小学校４年生と中学校１年生を対
象として実施している「脱いじめ傍観者教育」を中
心とした児童生徒への取組み等を通して、傍観者と
呼ばれる児童生徒が教職員や保護者にＳ０Ｓを発信
したり、学級集団の雰囲気を変えていくことができ
る環境の醸成に努めております。
また、市のいじめからこどもを守る課では、令和３
（2021）年度の新規事業として、手紙相談事業を実
施し、全児童・生徒にいじめ手紙相談用紙を配付し
た中で、児童・生徒のＳ０Ｓを把握し、相談対応し
ていくように努めております。さらに、いじめに関
する相談先が記載されたいじめ防止啓発カードやチ
ラシを全児童・生徒に配付し、学校や保護者等とは
別の相談窓口の周知を図っております。

(２) 11

資料４　資料２
１－３　いじめ・不登校等への対応
10301　「いじめの認知件数」が増加しているのは、
条例が制定され、一人ひとりのいじめに対する意識
がいじめの未然防止につながっていると思いまし
た。

昨年度、市長直轄組織として、いじめからこどもを
守る課が創設され、10月には、いじめから子どもを
守る条例が制定されました。いじめの認知件数の増
加は、学校での積極的な認知が大きな要因になりま
すが、今後も、いじめの防止等に向けて、学校や教
育委員会と連携して取り組みを進めていきます。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 12

資料４　資料２
１－３　いじめ・不登校等への対応
10301　いじめの認知件数が令和２（2020）年度の件
数147件となっていますが、小学校、中学校、各々の
件数を教えていただけますでしょうか？

令和２（2020）年度のいじめ認知件数は、小学校
（義務教育学校前期課程）では2,567件、中学校（義
務教育学校後期課程）では283件となっております。

(２) 13

資料４　資料２
１－３　いじめ・不登校等への対応
いじめの件数。小・中学校別で、実数でお知らせ下
さい。

令和２（2020）年度のいじめ認知件数は、小学校
（義務教育学校前期課程）では2,567件、中学校（義
務教育学校後期課程）では283件となっております。

(２) 14

資料４　資料２
１－３　いじめ・不登校等への対応
10302　令和２（2020）年度の小学校の不登校児童数
が112人、中学校の不登校生徒数が263人と前年度よ
り増加になっています。考えられる理由として、ど
のような理由があるとお考えでしょうか？

不登校児童生徒については、ここ５年間で増加傾向
にあります。特に新たに不登校になった児童生徒の
割合が増加しており、主な理由としては、「無気
力・不安」「親子のかかわり」「生活リズムの乱
れ」「友人関係」等が挙げられます。

(２) 15

資料４　資料２
１－３　いじめ・不登校等への対応
「10302　スクールカウンセラーの活用」の表は、ど
こから表題の「活用」が読み取れるのでしょうか。
小・中ともに不登校児童・生徒数が増加しているこ
とはわかります。

認知されている不登校児童・生徒には、全てのケー
スにスクールカウンセラーが関わっており、それだ
けスクールカウンセラーの需要があり、また活用さ
れているといえます。

(２) 16

資料４　Ｐ６
１－３　いじめ・不登校等への対応
10306　適応指導教室（さわやかルーム）における援
助活動の実施
成果のところに、「入室生の社会的自立に向け好転
させることができた。」とありますが、さわやか
ルームの実施の様子を聞かせていただけますでしょ
うか？

さわやかルームでは、様々な要因によって登校でき
ない児童・生徒に対して、家庭と学校の中間点とし
ての場を提供し、スモールステップで学校復帰・社
会的自立をめざしています。主に自習活動を行う
「チャレンジタイム」、学習活動の他にも、”話
す・報告する”という経験を積み重ねることや、他
の児童・生徒と活動を共にする経験を積み重ねる
「みんな活動」などを行っています。

(２) 17

資料４　Ｐ９
１－４　若者への支援の充実
10406　青少年指導員への若者の参画
青少年指導員の担い手不足が課題となっています
が、恐らく市民の中には担いたいと思われている方
がいらっしゃると思います。どのような人材確保を
しているかがわかりませんが、既存の仕組みとは
違った方法を取り入れることも必要なのではないか
と思います。

青少年指導員の委嘱につきましては、各地区におい
て候補者の推薦を行うための推薦委員会を設置して
いただき、青少年指導活動に熱意を有し、識見・行
動等について青少年指導者として適当である方を推
薦していただいております。
各地区におきましては、地区活動等を通じて人材を
確保するなど、地域の実情に応じた様々な方法で青
少年指導員の推薦にご尽力いただいていると認識し
ております。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 18

資料４　資料３
２－２　子どもの居場所づくりの支援
（20203）桂・安中青少年会館における子ども・保護
者の活動場所・機械の提供
新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、移動
教室の中止で利用数はゼロ。その他についても、利
用数が大きく減（特に、子育て支援事業は半数以
下）となっています。【課題】にあげていただいた
点について、取り組みの推進をお願いします。

昨年度は、新型コロナウイルス拡大防止のため、４
月から６月中旬は休館し、家庭の事情で子どもを見
ることができない場合に、小学生教室・パレットク
ラブの登録児童を受け入れました。開館後は、感染
症対策を徹底しながら、教室の回数や定員を減ら
し、館の貸館等も利用に制限を行って実施しまし
た。今年度については、新型コロナウイルス感染症
の影響の出口が見えない中ですが、引き続き、子ど
も・保護者の安全・安心を確保し、感染症対策を取
りながら、可能な限り事業を実施してまいります。

(２) 19

資料４　資料４
２－３　子育て支援のネットワークづくりの充実
「20303　子育てサークル等のつながりづくりの支
援」では、コロナ禍でも３１件のサークル登録数が
ありますし、家から外に出て、交流したいという
ニーズは潜在しているかと思います。

サークルの方に関しましては、交流を通して不安軽
減につながったり、実際に顔を合わせることで喜び
を共に感じたりしておられます。同じ空間で、同じ
時を過ごすことは子どもにとっても保護者にとって
も安心や楽しみにつながっており、ご意見をいただ
いている通り交流をしたいニーズの表れだと認識し
ております。

(２) 20

資料４　Ｐ38、資料４　資料９
３－４　子育て支援サービスの充実
２－２とも関連しますが、「30403　集いの広場にお
ける交流の機会提供」では、つどいの広場利用者は
１万人以上減少しています。コロナ禍が影響してい
ることはわかりますが、課題に挙げていただいてい
るよう、「新たな広場の周知及び未利用者の開拓」
について具体的な提案を期待します。

在宅子育て世帯が利用できる制度や施設をまとめた
在宅リーフレットを作成し、情報を得にくい世帯へ
も届けることができるよう在宅子育てをされている
対象者宅へ直接郵送にて送付し、周知に努めまし
た。また各つどいの広場におきましても、地域の病
院や店舗等に依頼しチラシ配架していただく等広報
活動を展開しております。

(２) 21

資料４　Ｐ39
３－４　子育て支援サービスの充実
30407　一時預かり事業の実施
今年度から公立認定こども園においても一時預かり
事業が始まり、保護者から助かっていると話しを聞
くことがあります。この１年の中で緊急事態宣言が
発令されると私立の一時預かり事業はストップし
て、働いたり、通院、リフレッシュ等の利用の保護
者が困っている話しをよく聞きました。発令中は公
立認定こども園だけの一時預かりが可能と聞きまし
たが、そこだけでは不足なのではと考えます。今
後、そのような場合の対策をどのように考えておら
れるか聞かせてください。

緊急事態宣言期間中は、施設内での感染拡大を防止
するため、市立認定こども園において家庭保育協力
としており、私立園にも同様の対応をするよう依頼
しています。
私立園では、この趣旨に沿って、一時預かり事業に
ついても縮小または休止の対応をされているものと
認識しています。
ご意見について、今後の施策の参考とさせていただ
き、保護者ニーズに対応できるよう努めてまいりま
す。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 22

資料４　Ｐ49
３－６　放課後の子どもの活動等の充実
「放課後子ども教室推進事業」が全面中止となり残
念ですが、活動実態の調査や再開に向けた協議を推
進していただいているとのことで期待したいです。

放課後子ども教室推進事業につきましては、感染症
対策を前提とした安全な活動手法についての検討を
進めるとともに、各校区に対し個別にヒアリングを
行い、今後の活動再開に向けた協議を進めておりま
す。

(２) 23

資料４　資料11
３－６　放課後の子どもの活動等の充実
放課後児童健全育成事業の利用者数は増加し、今後
もその傾向は継続すると考えます。コロナ禍での実
施もさることながら、待機児童を出さず、場所や人
員の確保はたいへんだと思います。事業の充実をお
願いしたいです。

本市こどもいきいき未来計画においても、放課後児
童室の入室児童数は今後数年間、増加し続けるもの
と見込んでおり、引き続き、市直営の児童室を整備
するとともに、公民連携の観点から、社会福祉法人
等の運営による同事業への更なる参入も促進し、新
型コロナウイルス感染症対策も徹底しつつ、希望す
る全ての児童が安心して利用できるよう、事業の充
実を図ってまいります。

(２) 24

資料４　資料11
３－８　子育て支援サービスの相談体制の充実
「30802　子育て総合支援ネットワークセンターにお
ける相談支援の実施」において、子育て相談・児童
家庭相談の来訪者数が大幅に増加し１万件を超えて
いる点が気になります。従来の体制で対応可能なの
でしょうか。

子育て総合支援ネットワークセンターの相談支援体
制については、近年の相談件数の増加対応及び（仮
称）八尾市こども総合支援センターの令和４
（2022）年度中の整備に向け、段階的に拡充を図っ
ており、今後もより良い相談支援に向けた取り組み
を進めてまいりたいと考えております。

(２) 25

資料４　Ｐ55
３－９　障がいのある子どもやその家族への支援
3090　2認定こども園・保育所での障害保育の実施
事業内容に巡回指導が標記されているが、年１回で
あり、十分な巡回指導がなされているとは、考えら
れない。
障がい児が年々多くなっているなか、既存施設の障
害児枠だけでは収まらないため、専門機関との連携
をもっと密にし、図るべき状況ができていない。
保健所・みらい・こども園係との連携もできていな
い場合もあり、システムづくりを構築していただき
たい。
また、サポート児が増えることにより、保育士の負
担もかなり増え、人手不足のなか子どもにも、職員
にもよい環境とは言えない状態である。

現在、本市教育センター主催の特別支援教育・保育
研修や学識経験者による、年１回の巡回指導を実施
し、特別支援教育・保育の質の向上に努めるととも
に、認定こども園等からの要請に応じて、医療型児
童発達支援センターやこども園入所担当の専門職に
よる助言を行い、障がい児保育に係る内容の充実を
図っております。
今後も子どもの育ちに応じた切れ目のない支援を推
進していくため、引き続き検討を行いながら、関係
機関との連携強化を図る仕組み作りに努めるととも
に、低年齢児からの支援や一人ひとりの状態に応じ
た支援方法について、ノウハウの共有などを積極的
に行い、支援を行ってまいります。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 26

資料４　資料13
４－１　ひとり親家庭等の自立支援
40101　母子・父子自立支援員の配置の表においてひ
とり親相談受付状況で生活一般の相談が令和２
(2020)年度265件に増えて、40110母子生活支援施設
への入所の表では、母子生活支援施設への入所世帯
数も令和２(2020)年度111世帯と増えています。引き
続きコロナ禍の影響が心配されるので、丁寧な支援
をしていただきたいです。

長引く新型コロナウイルス感染症の影響で、今後も
ひとり親家庭相談の増加が見込まれる中、引き続
き、丁寧な相談支援を行うとともに情報発信にも努
めてまいります。

(２) 27

資料５　Ｐ１
(１)利用者支援事業
「利用者支援事業」が具体的にどの様な形で、市民
に啓発されているのかわかりにくいのですが、広場
との連携の実感がありませんが、どのようになって
いくのでしょうか。
また、現在、在宅育児をさている方は、年齢別で何
人いてるんでしょうか。％も教えて下さい。

利用者支援事業については、ホームページを活用し
た市民啓発に努めています。
令和２（2020）年度における利用者支援事業につい
ては、子育て支援課で特定型、保健センターで母子
保健型として、２か所で事業実施し、子育て支援課
窓口では市民に対し「つどいの広場」を含めて在宅
子育てに支援に関する情報提供を行い、保健セン
ターでは、助産師・保健師等が「つどいの広場」と
も連携しながら保護者支援を行いました。
今後は、（仮称）八尾市こども総合支援センター基
本構想に沿って、本事業の内容を整理し、特定型に
ついては、窓口で保育利用調整を中心の案内を行
い、必要に応じて在宅子育ての社会資源の案内に努
めてまいります。
在宅児童については、年齢別に０歳児1,469人
（78.3％）、１歳児1,056人（52.4％）、２歳児873
人（43.8％）、３歳児263人（12.5％）、４歳児205
人（10.0％）、５歳児213人（10.2％）となっており
ます。なお、企業主導型保育施設等へ入所されてい
るケースを含んでおります。

(２) 28

資料５　Ｐ１
(３)放課後健全育成事業
計画値には社会福祉法人等の同事業所利用予定の人
数も含まれているのでしょうか。また、入室児童の
増加を見越して、今後それら同事業所への受け入れ
児童数の計画値がわかれば教えていただきたいで
す。

計画値につきましては、市内の全児童室入室希望人
数となっており、その人数分を確保できるよう、直
営児童室の整備及び、公民連携の観点から法人運営
の児童室整備を進めていく必要があるものと考えて
おります。
また、法人運営児童室の受入れ児童数の計画値につ
きまして、今後を含めて個別計画はなく、市全体の
入室希望人数を計画値としているところです。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(２) 29

資料５　Ｐ１
(３)放課後健全育成事業
旧幼稚園園舎を利用した保育とされていますが、ま
だ、利用されていない園舎等、これからの活用内容
を知りたいです。

現在、５カ所の旧幼稚園舎を放課後児童室として活
用しており、令和４（2022）年度から３カ所を追加
し、計８カ所の旧園舎を児童室として利用する予定
です。その他の旧園舎につきましては、現在のとこ
ろ、児童室として利用する予定はございません。
なお、現存する他の旧園舎につきましては、行政課
題への対応や地域での活用等の方向性が示されてい
るところであります。

(２) 30

資料５　Ｐ３
(８)一時預かり事業
その他の一時預かりが５年前と比べると大幅な減少
が見られますが、どのような要因があるのでしょう
か。

一時預かり事業については、補助金の交付を受けて
実施している施設と、補助金を申請せず自主事業と
して実施している施設がありますが、補助金の交付
を受けて実施した施設のみ実績報告を受けていま
す。
平成28（2016）年度と比べ、その他の一時預かりの
実績が減少していますが、補助金を申請せず自主事
業として実施している施設を含めると、実施施設数
は増加傾向です。

(２) 31

最近問題になってきているヤングケアラーの記載が
ないのでは。（介護は本当に大変です。お金もかか
ります。色々と利用するとなれば手続きもあります
し、わからない事項も多い。）

ヤングケアラーについては、ホームページにて市の
相談窓口相談等を紹介をしております。今後、教育
現場や介護現場への啓発等により、必要な支援につ
ながるよう努めてまいります。

(２) 32
令和２（2020）年度は感染症流行のため各種の事業
を行うことが難しかった様子が窺えました。

―

(２) 33
コロナ禍でできなかったことも多くあるかと思いま
すが、コロナだけどできること、計画の代替実施が
今後進めていけることを期待しています。

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。

(２) 34

実際の直接的な質問ではありませんが、八尾市が実
施している出前講座に子ども・子育て政策を入れて
いただけないでしょうか。（オープンスクール時の
ＰＴＡ向けの講座として利用できないかと思いま
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。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(３) 35

入所保留児童は、どこの市においても見られます
が、個々の状況を丁寧に観ていくことで、何か課題
が見えてくるという事はないのでしょうか。例え
ば、自宅と園との距離であったり、きょうだいがい
る園であるとか…。何が保留の原因となっているの
でしょうか。

特定の認定こども園等を希望して他の利用可能な認
定こども園等を利用しない方は保留児童になり、保
留児童の多くがこのケースに該当しています。
平成30（2018）年度に実施したアンケート調査結果
では、現在利用している施設や事業を選んだ理由の
上位３つが「自宅に近く、送迎に便利だから」「教
育保育内容がよいと思ったから」「施設の雰囲気が
良かったから」であることから、この３つが特定の
園を希望する主な理由と推察しております。

(３) 36

入所保留児童は、27人減少となり良かったですが、
未だにかなり人数が残っています。この児童・保護
者に対してのコンサル等はきめ細かくなされている
のか。”順番待ちです”だけで終わらせないように
お願いしたい。

特定の認定こども園等を希望して他の利用可能な認
定こども園等を利用しない方は保留児童になり、保
留児童の多くがこのケースに該当しています。
平成30（2018）年度に実施したアンケート調査結果
では、現在利用している施設や事業を選んだ理由の
上位３つが「自宅に近く、送迎に便利だから」「教
育保育内容がよいと思ったから」「施設の雰囲気が
良かったから」であることから、この３つが特定の
園を希望する主な理由と推察しております。
なお、入所不承諾の結果通知だけではなく、認証保
育施設や企業主導型保育等利用可能な施設を含め、
丁寧な入所調整案内を行っております。

(３) 37

保留児童数が、記載されている数字と現場で感じる
数字とは、かなりの乖離があるように感じる。
八尾市も広いので、希望した園に入所できない保護
者と入所数に対して空きが出ている施設があるた
め、保留数は、今後も少なくなるであろうが保留児
童の解消には、至らないと感じる。

特定の認定こども園等を希望して他の利用可能な認
定こども園等を利用しない方は保留児童になり、保
育認定を受けて企業主導型保育や八尾市認証保育施
設に入所する場合も保留児童にカウントされます。
そのため、保留児童数を０にするの困難ではありま
すが、保育ニーズの増加により低年齢児に保留児童
が多く生じていることから、今後も小規模保育施設
及び分園等の設置による保育枠の確保と、あわせて
丁寧な入所調整を行ってまいります。

(３) 38
2020年10月時点の保留・待機の子ども達が、2021年
４月には、保育園に入れているのか。その上で、表
の保留児がいるのですか。

令和２（2020）年度入所申込の有効期限は令和３
（2021）年３月末であり、令和３（2021）年４月以
降も引き続き入所を希望する場合は再度申込が必要
となるため、令和２（2020）年度保留児童が令和３
（2021）年度入所申込へ引き継がれるものではあり
ません。
なお、新年度申込をされる場合は、前年度入所保留
となり認証保育施設を利用された場合等、一定の優
先利用の基準を定めています。
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案件 番号 意見の概要 市の考え方

(３) 39 入所保留児童数の減少を望みます。
小規模保育施設及び分園等の設置による保育枠の確
保と、あわせて丁寧な入所調整を行うことで、保留
児童数の減少に努めてまいります。

(４) 40

必要な地域に必要な事業所を配置していただきた
い。また、必要でない地域の事業所については、撤
退・閉園の選択も視野に入れて計画を進めていただ
きたい。

施設整備にあたっては、地域における既存施設と保
育ニーズを考慮しており、今後も適正な整備を進め
てまいります。
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