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平成 26年度第６回柏原市子ども・子育て会議会議摘録 

開催日時 平成 26年９月３日（水）午後 2時 00分から 

開催場所 柏原市健康福祉センターオアシス 

議 題 １ 開会 

２ 会長あいさつ 

３ 案件 

（１）地域子ども・子育て支援事業の量の見込みと確保方策について 

（２）子ども・子育て支援事業計画（素案）について 

（３）利用者負担について 

（４）その他 

４ 閉会  

出 席 者 

委 員 

谷向委員、小松委員、川渕委員、近藤委員、田中委員、 

中野委員、西委員、西村委員、福岡委員、三木委員、 

【計 10人出席】 

（４名欠席 藤宇委員 北畑委員 永野委員 東森委員） 

事務局  

議事の内容 

【開 会】  

事務局 お待たせしました。それでは定刻になりましたので、ただ今より第６

回柏原市子ども子育て会議を開催させていただきます。会議の開催前

に、本日の出席いただいている人数が 10 名、委員 14 名中 10 名ご出席

いただいております。従いまして、過半数の出席がございますので、子

ども子育て会議条例第４条第２項の規定により、会議が成立しているこ

とをご報告申し上げます。それでは会長、よろしくお願いします。 

 

谷向会長 皆さま、こんにちは。 

 

一同 こんにちは。 

 

谷向会長 夏休みも終えまして、昨日、私はお母さんのグループに行っていまし

たら、夏休みが終わってやっと子どもたちが少し学校や幼稚園に行って

くれるようになって、息ができるようになったという話をされておられ

ました。なかなか 24 時間、大変なのだと思います。私どもは、今回、

小松先生と一緒に会長、副会長をさせていただいておりますが、私の方

は臨床心理が専門でして、小松先生の方は広く幼児一般の発達心理学の

方がご専門だということです。 

私が臨床の現場でお会いするお母さんとか、お子さんとかというの



 2 

は、やっぱりかなりしんどいなと思っておられるお母さんとかお子さん

が大変多くございます。その辺は多分西村先生も同じようなことをお感

じになっておられると思いますし、児童委員の先生なんかも同じような

思いでいらっしゃると思います。 

そういうふうにいろいろな、しんどいなと思っておられるようなお母

さんとお会いしていますと、やっぱりこのままではいけないなという思

いもすごく、ふつふつとわいてきます。それから臨床心理学や発達心理

学の中では、乳児期の例えば４カ月ぐらいのお母さんと子どもとのやり

取りが、やっぱりそのお子さんの発達の先の、先の、次の世代の子育て

の段階まで予測する部分があるということも分かっております。という

ことは、やっぱり乳幼児期からとても大切に子どもを育てていかないと

いけない。でもそれは 24 時間、息もできないようなお母さんにすべて

任せるのではなくて、みんなで、地域で子どもを育てていかないといけ

ないというような思いで、恐らくこの会議は進めていかないといけない

し、それから市長がこの柏原を子育て日本一ですか。 

 

事務局 大阪ナンバー１です。 

 

谷向会長 大阪ナンバー１ですか。にされたいということでありましたら、やは

り柏原市全体でそういう子育てをされるご家庭を支援していくという

ことが大切でありまして、そのためにはどういうシステムとか、それか

ら皆さんが、地域の連帯とかを作り上げていかないといけないのかとい

うことが、この会議から提言できればいいなと考えております。 

今日は今年度半ばにしまして、この会議の目標であります数値がほぼ

決まってきます。皆さんにお伺いを立てるということになると思うので

すけれども、その数値の先に何があるか。数値の底に何があるか。底辺

に何があるかということを、皆さまがお感じになっていることを、やっ

ぱりこの会議に出していただいて、やはり次の世代、次の、次の世代、

柏原だけではなくて、日本の子どもたちの育ちというものを皆さまと一

緒に考えていければなと考えておりますので、今後も、今日もご意見、

よろしくお願いいたします。 

 

事務局 それでは進めさせていただきたいと思います。本日ですけども、案件

といたしましては地域子ども子育て支援事業の量の見込みと確保方策

について。こちら 13 事業ございまして、前回、６事業やりまして、残

りの事業の、同じように量の見込み数と確保方策についてと、あと子ど

も子育て支援事業計画、今、お配りしている数値等を載せるような形の

事業計画を作っていきます。１章と２章の途中ぐらいまで、完成してい
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る部分だけを見ていただきたいというものと、あと３つ目に利用者負担

について。こちらは子ども子育て支援新制度が始まりますと、保育料等

の利用者負担の仕組みがちょっと変わりますので、その辺りのご説明を

させていただきたいと思います。 

その他としまして、ピンク色のチラシを渡していると思うのですけれ

ども、この週末にやるイベントの広報を後ほどさせていただきたいと思

います。もう一つ、ちょっと分厚目のハンドブックという形で子ども子

育て支援制度ハンドブック。こちらは施設、事業者向けと書いておりま

すけども、前回、お配りしたものより、詳しく書いておりますので、制

度の中身はこちらの方が分かりやすいと思いますので、またご覧くださ

い。 

それでは案件の方に入らせていただきます。 

 

【議 事】 

 

 

事務局 資料１に基づいて説明。 

谷向会長 一時預かりについての見込みの量ということなのですけど、これに関

して何かご意見ございませんでしょうか。ご利用になられたとか、いか

がですか。ご経験とか。 

 

中野委員 ないですね。この子育て短期支援事業も、ショートのトワイライトス

テイとかいうのが、前も、前回もお話したから、そのきっかけではない

のかもしれないですけど、どうしても預けなくちゃいけないから、いき

なり預けるではなくて、前もって自分は親もいない、旦那も親もいない、

近所に知り合いもいないという状態の人が、やっぱり何かのときに預け

たいというときのために、これがあると分かっていて、それを前もって

練習のために、子どもを慣らすために利用するということはできるので

すかね。 

 

事務局 はっきりと練習のためと言われると、難しいと思います。 

 

中野委員 うちの子どものときに、福祉のところでこれを説明されたときに、や

っぱり初めての場所とかそういうのってなかなか慣れないので、今はう

ちは両親がいるのですけども、介護とか必要な時期になってくるときに

預けなければいけないという状況になったときに、「そういうふうにし

ていいんですか」みたいな感じでちょっとしてみたから、「いいですよ」

みたいなことは言われたんですけど、でもここでの会議のときはちょっ

と無理っぽいなとか思っていて、大阪市の方はそういうことをやってい
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ると聞いていたので、ちょっとそれが気になって、聞きたいぐらいなの

ですけど。 

 

事務局 明らかに練習ですと言われると、ちょっと何とも申し上げにくいので

すけども、練習という意味もかねて、今日はちょっと違う用事で預かっ

てもらう、緊急に預かってもらわないといけないときのために、その辺

はうまく使っていただければなと思います。 

 

中野委員 そういうことを言ってもいいのですか。周囲の方に。 

 

事務局 もちろん緊急の場合の方と、例えば競合すれば「ちょっと待ってくだ

さい」っていうことになるかもしれないのですけども、空きがあればそ

ういう形でご利用いただいても大丈夫です。 

 

中野委員 いいということですね。ありがとうございます。 

 

谷向会長 今のご意見のように、一つ一つ、ハードルが低く、使いやすいという

ことがやっぱり非常に大切なことだと思うんです。その辺、やっぱり使

いにくいという思いが、皆さま方に何かありますかね。どうですか。 

 

中野委員 私は、色々なお母さん方とお話しする機会が多いのですけども、あま

り情報収集などはされていないように思います。多分今回こういう会議

に出させていただいた内容のことを知らないお母さん方は、いざ市役所

に行って、いろんなハードルがあったという話をよく聞くので、それを

また皆さんにお伝えしたいなと思っています。 

 

谷向会長 またこれも根本に戻りますけど、なんのための子育て支援かといった

ら、子どもの健やかな発達ですから、子どもの健やかな発達を支援する

ためには、子どもを預けるときにも、やはりその準備として練習は必要

ですよね。 

 

中野委員 と思うのですけどね、はい。 

 

谷向会長 その意識をやはりもう少し、双方、お持ちいただくと。 

 

中野委員 そうですね。 

 

谷向会長 親の方も急に預けられる方もいらっしゃいますよね。 
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中野委員 そうなのですよ。そういう方もいらっしゃるので。 

 

谷向会長 それは実は子どもにもかわいそうだし、負担がいくし、ということを

利用者も知ってもらわないといけませんね。 

 

中野委員 はい。知ってもらった方がいいかなと…。 

 

谷向会長 両方が知らないといけないということですね。 

 

中野委員 はい。 

 

福岡委員 ただ緊急に、となったときには、やっぱり練習とかもできないと思う

ので、親のほうがどういう施設であるとか、緊急にもし預ける場合があ

ったときには、どういう形で保育してもらえるのかな、というところを、

ある程度把握していれば、じゃあここだったらこういうときに預けてみ

ようかな、と思えるのかなと。そういう情報が多分全くない状態なので

はないかなと思うので、そういう、あるということ自体、まず知らない。

だからそういう預かりがあるということプラス、その施設の情報である

とか、子どもを預けたらどういうふうに保育をしていただけるのかとい

うところまでは知りたいというか、親としては情報として知っておけば

利用してみようかなという気持ちにもなるのではないかなと思います。 

どうしても預けられない方って、やっぱりいらっしゃると思うので、

そういう方のために、やっぱり情報発信というか、知っていただける方

法を何か考えていく必要があるのかなというふうに思います。 

 

谷向会長 なかなか情報発信も行き届くところまでが難しい感じですね。 

 

田中委員 一時預かりというのは、これ、親が子どもを預かってほしいときに預

かってもらえるところですよね。これは私立の保育所は全部一時保育を

やっているわけではないのですね。 

 

事務局 通常入所されている子どもさんと別室を設けて、一時預かり用の部屋

で保育士を付けてやってもらっています。 

 

田中委員 だから別に来ている子どもさんと関係ない人が、ちょっと今日、急用

で預かってほしいと言えば、そこで預かってもらえる施設が保育所では

ないのですか。 
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事務局 保育所は保育に欠ける子どもを、手続きを踏んで、入所申し込みをい

ただいて、この子は入所できるかという判定会議をした上で、入所を決

定しますので。 

 

田中委員 今のこの法律に変わっても、保育の欠ける子でないと受け付けしない

のですか。 

 

事務局 保育に欠けるという言い方ではなくなるのですけども、入所の流れと

しては同じです。 

 

田中委員 同じなのですか。 

 

事務局 はい。 

 

田中委員 そうしたら今、お困りの家庭が預けたいと思ったら、預かってもらう

ところがないのですよね。 

 

事務局 そのお困りの理由によります。 

 

田中委員 理由、保育に欠けると言ったら保育所のイメージではなく、何か都合

で、用事で、例えば名古屋までなんか行かなければならないというとき

に預かって、子ども、乳幼児を連れて電車に乗っていくのはちょっと、

子どもは厳しいから、ちょっと預かってほしいという場所はないのです

か。 

 

事務局 それが一時預かりです。 

 

田中委員 だからそれは一時預かりですけども、保育に欠けるという言葉がそこ

で、役所の方で審査を待たないといけないのですよね。 

 

事務局 一時預かりの場合は、保育に欠ける、欠けないはみません。 

 

田中委員 いいのですよね。 

 

事務局 はい。 

 

田中委員 ところが窓口は、今ここに書いている、これだけしかないのですよね。 



 7 

 

事務局 今やってもらっているのはそこだけです。 

 

田中委員 もっと間口を広げることはできないんですか。 

 

事務局 さっき申しましたように、保育所の入所児とは別に、保育所の中で部

屋を設けて、保育士も付けてやりますので、キャパに余裕のある部屋を

確保できる保育所はやってもらいますけど、「そのために１つ部屋を作

ってください」とはいかないので、そこはやっていただける範囲でお願

いしています。 

 

田中委員 ということはもう部屋が、他のところは部屋がないということにつな

がってくるのですかね。 

 

事務局 現状で言うとそうですね。 

 

田中委員 そういうことなんだね。今後の課題ですよね。もう少しゆとりを持っ

てしていただけたら、安心できますけどね。 

 

川渕委員 すいません。ちょっと確認したいのですけど、⑦-2の②、確保方策の

ところで、子育て短期支援事業、ひょっとしたら説明があったのかもし

れないですけど、３カ所で定員１人で、240 日だったら総数は 720 では

ないのですか。 

 

事務局 おっしゃる通りです。 

 

川渕委員 これが全体の②の子育て短期支援の利用と、全く同じ数字をここに当

てこむというのが、国の政策ですね。 

 

事務局 そうですね。 

 

川渕委員 そうしたらこの中に②が含まれていると考えてよろしいですね。 

 

事務局 すいません、次回、修正したものをお持ちしますので。その余剰分が

ちょっと増えてくるという形になります。 

 

小松副会長 実際問題としては、例えばご兄弟で預かってもらうみたいなこと、結

構１人というのは、１人だけというのは現実的ではないわけですよね。
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だからそれはならすと１人みたいな理解をした方がよろしいのでしょ

うか。 

 

事務局 はい、そうです。 

 

小松副会長 だからご家族で２人なり、３人なりお子さんがいらっしゃる家庭って

あります、普通、多いですから。 

 

事務局 受け入れることができれば、ということになりますね。 

 

谷向会長 実際、例えばお買い物に行っている間にどこかちょっと預かるところ

がスーパーの中にあるとか、あるいは映画館で保育室が付いている映画

館があるとか、本当にしんどいお母さん方、結構そういうところを使っ

たりされていたりします。お金を出しても預けたいと思われる方も結構

いらっしゃるので、この辺もう少し、本当はニーズが潜在的にはあるの

ではないかなと思ったりはしますけど、いかがでしょうか。その辺、使

い方というか、提供の仕方というものも、本当はもう少し工夫が必要で

はないかなと思ったりもします。ご意見、他にないでしょうか。 

 

西村委員 今、実態としてどんな人が預けているのですか。それがよく分からな

い。どういう理由で預けることが多いのですかね。 

 

事務局 保育所の入所については、週 20 時間の就労という、保育所に入所す

るにはそういう条件があるのですけども、そこには満たないけど、週３

日ぐらい就労しているような方です。 

 

西村委員 

 

パートで働いている短期の、そういう人が預けている。 

 

事務局 

 

そういう人ですね。 

西村委員 はい、なるほど。要するに仕事の間、預けたいということですね。 

 

事務局 はい。 

 

西村委員 それでは今、会長がおっしゃったような、ちょっとしんどい人という

のは、あまり対象というか、念頭にはないわけですね。 

 

事務局 例えば出産を控えられていて定期健診等で例えば今月、９月何日に病
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院に行かなければいけないからとか、そういうことで予約して使われて

いる方もいらっしゃいます。 

 

西村委員 今会長がおっしゃったのは、精神的にしんどくて、ちょっとでも子ど

もと離れたいとか、そういうことですよね。 

 

谷向会長 そういうことを含めてです。 

 

西村委員 そういうことも多いんです。 

 

谷向会長 そういう気軽なものも。 

 

事務局 一時保育の利用状況とかを見たときに、やっぱりリフレッシュしたい

からというお母さんの理由を書かれているところもありましたので、そ

んなことで使っていただいているところもあります。 

 

西村委員 その辺を、しんどいお母さんって割とそういう情報が得にくいわけで

す。それをもうちょっと利用できるようにしたというか、そういう趣旨

ですよね、先生。 

 

谷向会長 そうですね、はい。 

 

西村委員 だからそこをうまいことカバーできないかな。潜在的にはものすごく

多いと思うのです。われわれの感覚では。そのことを言っているのです

けど。 

 

事務局 子育て相談で、電話がかかってくるときもあります。「ちょっとしん

どいんです」っておっしゃるお母さんには、一時預かりしてくれるとこ

ろを、「じゃあ、こういう時間帯で、こういう金額ですけれども、１回

行ってみますか？」という形では紹介させてもらっているというのがあ

ります。 

 

谷向会長 もしＳＯＳ出されたら、そういうふうに対応できますけれども、ＳＯ

Ｓ出す前の段階で、母子保健の方と連携しながら、もう少しいろいろ知

恵を出していかないといけないかなとは、ちょっと見ていて、お聞きし

ていて感じました。 

 

西委員 赤ちゃん訪問とか、そういうときに少し「こういうのありますよ」と



 10 

いうことをお母さんにお知らせしておいたら、どこかに、やはりそのと

きというのは、赤ちゃんがかわいいので、そんな気持ちにはならない、

と思われると思うのですけれども、やはりどういうときにどういう精神

状態であったりとか、やっぱり、「ああ、つらいな」と思うときもある

と思いますので、そういうしんどいお母さんに対しては、小さいときか

ら少しお声掛けをしておく必要があると思います。 

 

事務局 養育訪問事業というものがスタートしていまして、その中で各家庭に

こういう支援施設があるので、利用どうですか、というパンフレットを

持っていったりする事業もやっていますので、しんどいという電話相談

を受けたときには、「こういうことがあるんです」ということで対応し

ていますので、事前に対応ということも少しずつできていっているかな

と感じています。 

 

事務局 これは養育支援訪問事業として後から出てきます。 

 

谷向会長 そうですね。次ですね。 

 

事務局 こんにちは赤ちゃん事業と連携して、これは市としても大きくしてい

かないといけないと思っていますので。 

 

谷向会長 次に進みましょう。 

 

事務局 

 

資料１に基づき説明。 

谷向会長 質問なのですけれども、訪問事業は具体的にはどなたが、ご家庭訪問

されるんですか。 

 

事務局 家庭児童相談員という形で、今、保育士があたっています。今現時点

では正職で３名です。 

 

谷向会長 それは養育支援の方ですか。 

 

事務局 そうですね、はい。養育支援訪問。こんにちは赤ちゃん事業の方は健

康福祉の保健師です。 

 

西村委員 これは生まれたときに行って、何回ぐらい行くのですか。 
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事務局 こんにちは赤ちゃんは基本的に全員１回。それ以外で、やっぱり訪問

回数が必要という人については、２回、３回と、特に回数に上限なく行

かせていただいています。 

 

西村委員 何かチェックリストみたいなものはあるのですか。この人は危険だみ

ないな。 

 

事務局 そうですね、特にチェックリストというものは付けていないのですけ

れども、保健師、看護師、専門職で行かせていただいているということ

で、家庭状況であったりとか、お母さんの気持ち、赤ちゃんの体の状態

とかを含めて、必要があれば再度訪問、あとは担当保健師につなぐとい

うことで、させていただいています。 

 

西村委員 ありがとうございます。 

 

小松副会長 ちょっと資料があればお伺いしたいのですけど、いろいろ子育てに課

題があったりとか、しんどいお母さんがいらっしゃると思うのですけ

ど、なんていうか、割と避けられるというか、他の場合もあると思うの

ですが、捕捉率と言ったらちょっと言葉が悪いですけど、対象のリスト

に挙がっているお母さんのところにはすべて会えていると理解してよ

ろしいでしょうか。 

 

事務局 訪問できている人数というのは 90～95％で、あと子どもさんが入院中

であったりとか、あと転出してしまったりとか、もうすでに保健センタ

ーの事業に参加していただいていて、そこでお会いできたりという方も

おられるのですけれども、25年で拒否で会えなかった子どもさんが６名

ぐらいで、１％ぐらいです。24年度で拒否で会えなかった子どもさんが

３名という形になっていますので、ほぼ皆さん会えているような形で

す。 

拒否とかのお母さんの内訳としましては、やっぱり上に子どもさんが

居て、訪問時間が取れないであったりとか、「３人目であるのでもう結

構ですよ」とか、そういう方が含まれていますので、その方には４カ月

健診では必ず、保育状況等をしっかりと見るようにはしています。 

 

小松副会長 すいません、あと１点。もし会えても会えなくても、大変だなとなっ

たときには、具体的に次のステップというか、いろいろ対応策とか、も

っと専門的な機関というのは何か、カンファレンスですよね。というこ

とをされるということでしょうか。 
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事務局 そうですね。訪問に行った担当者が係内で会議をもちいて、その後、

虐待リスクがあるとか、あと他のサービスが必要ということであれば、

家庭児童相談室の方に相談させていただいて、必要な関係機関が集まっ

て、ケース会議ということで今後、その方の訪問をどういう形で行くか

とか、今後のサポート体制をするために、ケース会議を行っているケー

スも何件かはあります。 

 

小松副会長 ありがとうございます。 

 

谷向会長 大体、見守りが必要なケースというのはどれぐらいなのでしょうか、

柏原の場合は。 

 

事務局 そうですね。10％ぐらいかなということで、中には妊娠期から関わり

があって、妊娠中からケース会議をして、サポート体制を整えるという

ケースも数件あったりとかしていますので、大体全体の件数の、年度

10％ぐらいではないかと思います。 

 

谷向会長 10％未満ですか。 

 

事務局 そこはすいませんが、数字ははっきり出していないです。 

 

谷向会長 もう少しお聞きしたいのですけど、その 10％に、対してのその連携と

いうものはどういうふうになっているのですか。妊娠期ということは母

子手帳を取られたか、あるいは産科に行かれたところぐらいから、そう

いう支援とつながりますよね。そのお子さんが出産後もどういうふう

に、小学校まで上がっていかれるようになるのですか。 

 

事務局 一番初めの取りかかりは妊娠届を出されたときに、保健センターに来

られた方を、保健師で全員面接しているのですけれども、市役所等で出

された方については、アンケートを書いていただいているので、その中

で不安事項が多かったりとか、高齢出産であるとか、あとリスクの高い

お母さんについては電話と、あと訪問等で妊娠期に連絡を取らせていた

だいています。あとそれ以外に、病院の方から、産院の方から養育支援

情報提供書というものが、大阪府はできていますので、それをもって市

の方に連絡があり、関わりが始まるという形になっております。 

あと、子どもさんのフォローの状況なのですけれども、それぞれ担当

者の訪問があって、健診とかつながる中で保育所入所とかそれぞれの所
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属ができてきて、支援ができていくという形になっているかと思いま

す。 

 

谷向会長 では保健センターの方から、次は家庭児童相談室の方へ、あとは保育

園、幼稚園、今後こども園が出てきたりしたらこども園というようなと

ころへ連携されていって、全体で、みんなで子どもを見守っていくとい

うような体制になっていくというデザインです。よろしいですかね。 

 

事務局 保健的なところは保健センターで保健師さんに聞かれるという形で

すが、「子どものあやし方が分からない」とか「遊び方が分からない」

という形になると、養育支援訪問事業という形で保育士、家庭児童相談

員が家庭に行って、あやし方を、一緒にあやしてあげたりとかという形

の支援をしています。その中で対人関係とかということになってくる

と、親子教室につないでいったりとか、保育所に入所した方がいいのか

な、とかという形でその子、その子に応じての対応はしてきているとい

う形になります。 

 

谷向会長 ありがとうございます。この辺で皆さまご意見、ご質問とか、いかが

でしょうか。 

 

西村委員 今年４月からやっているのですか。 

 

事務局 乳児全戸訪問の方は、始まったのはかなり前、保健センターの方で府

の取り組み以前に、独自で先に、全数会うという、約束しての訪問では

なかったのですけれども、会うようにしていったのは平成 13 年ぐらい

から少しこの時期に訪問が要るかなということで、ちょっと名簿を出し

て、少しずつ訪問を始めていたところですけれども、実際、虐待予防で、

というところでの取り組みが始まったのはもう少し後になったと思い

ます。 

 

事務局 養育支援訪問事業というものは 23年度からやっているのですが、その

とき、始まったころはちょっとしんどいという家庭のみだったのですけ

れども、今年度からは全戸訪問という形です。子育て支援課の方に乳児

医療でお母さんが来られるときに、赤ちゃん訪問しますよという同意書

をもらっています。それと同時に家庭児童相談員が養育に関して訪問さ

せていただきますということを、今年度からその同意書と一緒に、こん

にちは赤ちゃん事業で取っていますので、全戸訪問という形で今年度は

訪問させていただいています。 
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西村委員 分かりました。 

 

近藤委員 すいません。これ、乳幼児の方はいつごろで、この養育支援は時期的

には子どもの、何歳ぐらいに訪問になるのですか。 

 

事務局 こんにちは赤ちゃん事業で行かれた後に訪問するという形になりま

す。４カ月以降ぐらいになります。 

 

近藤委員 じゃあ、こんにちは赤ちゃん事業は１カ月ぐらいに行っているのです

か。 

 

事務局 こんにちは赤ちゃんの方は、２～３カ月ごろの子どもさんに行かせて

いただいています。 

 

近藤委員 じゃあ結構すぐ後に、もう一度、養育支援訪問が…。 

 

事務局 ４カ月以降ぐらいになると思います。 

 

近藤委員 １歳までの間に？ 

 

事務局 はい。これまでに、４カ月までの間、ハイリスクで生まれたお母さん

とかというところには、生まれてしばらく、１カ月ぐらいからという形

で訪問させていただいているという家庭もあります。そこの家庭の状況

によって、訪問する期間は違っています。 

 

近藤委員 分かりました。 

 

谷向会長 たいていのおたくは、来てもらわなくてもいいわと思っておられるお

たくもあるかと思いますけれども、実際、行ってみられてどんな感触で

いらっしゃいますか。今、この事業が始まって、こんにちは赤ちゃんか

ら養育支援につながって、訪問事業されていると思うのですけど。 

 

事務局 こんにちは赤ちゃんの方は２～３カ月で行かせていただいて、その後、

４カ月健診で皆さんに会えるのですけれども、やっぱりその後、４カ月

から次の健診が皆さんあるのが１歳半健診、集団でするという時期があ

りまして、やはりその４カ月から１歳半までの間というのが、子どもの

成長として、離乳食の開始から始まり、発達的にも腰が座って、歩行と
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いうところで、お母さんの赤ちゃんへの関わりがすごく変わってくる時

期になるので、その時期に養育支援訪問事業ということで入ってもらう

ことで、少しお母さんで、関わりに行き詰っていた方とかについては、

いいサポートができるのではないかなと思います。 

 

事務局 訪問させていただいて、待ってくれているお母さんもいらっしゃいま

すし、いろいろなところで出生届を出したりとかするときに、いろいろ

な資料を頂いたりとかしているとは思うのですけれども、それをなかな

かゆっくり見られるという時間もないようなので、行って、「こういう

ものがありますよ」とお知らせすることで、「そういうところがあるん

やな」って知っていただくということもあります。「訪問してもらって、

助かったわ」というか、「そういうとこも行っていいねんな」という気

持ちになられるお母さんもいらっしゃるので、そういう部分ではプラス

になっているかなと感じています。 

 

西村委員 会長、僕の意見は、やっぱり全体的にはみんなこう、非常識なものは

少なくなっているように感じます。それは皆さんの努力だと思いますけ

ど、昔はミルクの入れ方も分からないとかいうお母さんもいましたけ

ど、それはずいぶん減りましたので、それは機能しているのではないで

すかね。 

 

事務局 そうですね。 

 

西村委員 それは情報がいろいろ伝わるようになったからだと思いますけど。た

だその後がどう出すか、全然分からないじゃないですか。そんな一般に

は。うちはいいことをやっています、虐待が減ったといっても、なかな

かデータを出すことができないからね。それを一般の市民にどういうふ

うに分かってもらえるか、難しいですね。 

 

谷向会長 そうですね。そんな大変な、ではなくて、一般の方が少し困っている

というところに、今、手が届くようになってきているとは思うのですけ

れども、私もいろいろ聞いたことがありますけれども、手荒な赤ちゃん

の扱いの話とか、いろいろ、何も知らずに子育てを始めるというケース

の話はいろいろ聞いたことがありますけど、それはいつごろが一番ひど

かったですか。 

 

西村委員 僕ですか？ 
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谷向会長 西村先生の感覚だったらいかがですか。 

 

西村委員 昔、病院にいた時代は、やっぱりすごいのが来ましたね。救急をやっ

ていると、そういうやっぱり、なんかガシャガシャと揺さぶってしまっ

たとか、骨折させたとか、それは山のように来ましたけど、開業してか

ら、やっぱり年々減っていますね。開業して、自分から情報発信してと

いうか、柏原市がうまいことやっているかもしれない。開業したのは 16

年前ですが、やっぱり予防接種も全然進んでいないし、昔、百日咳とか

すごく多かったんです。百日咳って皆さんご存じないでしょ。はしかと

かも多かったんですよ。今、はしかなんてほとんど見ないでしょ。あと

は、虐待も多分、昔の方が多かったですね。ものすごく個性的、手荒だ

し、けがをさせる人はいっぱいいましたけど、徐々に減ってきています。

今のお母さん、すごく扱いやすくなりましたものね。皆さんのおかげか

もしれないけど。 

 

西委員 確かに私も上がもう 20 うん歳なので、そのときは全然そういうこと

は、それこそ百日咳であったりとか、うつってきたとか、よくあったの

ですけども、主任児童委員としてお手伝いさせていただいていて、健康

相談であったりとか、毎月に健診にいろいろな相談があるのです。そこ

に保健師さんの方がおられて、予防接種の仕方であったりとか、子ども

の発達で少し気になることがあったりとか、すごく力になっていただい

ているので、それで来られるお母さん方にとってはやはりすごくプラス

になっていると思います。だけど本当に、どれだけしんどいお母さんが、

どういう思いで、どうされているのかということだけは、やっぱりちょ

っと見えないところがあったりするのかなと思います。 

 

谷向会長 見えないというのは？ 

 

西委員 いえ。来られないお母さん方ですね。ちょうどおっしゃってた、４カ

月から１歳６カ月の間の健診の間であったりとか、あと幼稚園に入るま

での時期であったりとか、子育て支援の方に行かせていただいていて

も、本当に来られるお母さん方はもう生き生きと、楽しく喜んで来てい

ただけるので、やっぱりそういうお母さん方が、どういうふうにしてい

らっしゃるのかなということは、私たちのみんなの中では話はよく出ま

す。 

あと、その子どもたちが保育所、幼稚園に行き、今度は小学校、中学

校とずっとつないでいくわけですよね。だからやっぱりできるだけ早い

うちに改善というか、お母さんのその気持ちをくんで、なんかこうプラ
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スになるというか、そういうことができればいいですけども。その辺、

人によってその気持ちがどれだけのものを持っていらっしゃるかとい

うことが、ちょっと分からない…。 

ただいろいろな機会というか、行くところは本当にたくさんあると思

います。子育て支援の施設もそうだし、保健師さんに関わっていただい

ている毎月の健康相談もそうだし、たまにお手伝いに行かせてもらうと

きには、「こんなことをされてるんだな、こんなんだな」というので、

全くバタッと空くわけではないと思います。行かれたらそういう機会は

たくさんあるので、本当にいいものを柏原市としてもしていただいて、

さらにプラスしてこうやって全戸数すべての訪問されるということで

すので、もっともっと、「こういうときにはこういうのを利用したら、

柏原市でこんなんしてるよ」ということを、そのときにいかにどうやっ

てお知らせするか。それをどうやって利用してもらえるかによって、も

っともっといいものがあったりとか、変わってくる。まだでも柏原市は

そんなにない、他市の方に行かせていただくともっと大変なことをたく

さん聞きますので、その点柏原市はまだ恵まれているというか、それな

りにいらっしゃるかとは思うのですけれども、見えないところではね。

だけどどんどん、どんどん、定期的に行って、そういったところで発信、

リフレッシュするなり、そういうことをしていただけたらいいかな、と

いうものがたくさんあるのではないかなと思ったりします。 

 

谷向会長 どうぞ。 

 

福岡委員 うちは一番下の子が平成 13年生まれなのですけど、ちょうどやっぱり

今お聞きした 13 年ぐらいから訪問を始めたと言われていて、やっぱり

乳幼児期、ちょっと心配のある子どもだったので、実際うちも訪問して

いただいて、保健師さんとお話もさせていただいたこともあるんです

ね。やっぱりそういうときには、ちょっとお話しさせていただける、相

談できるということでやっぱり安心ということはありましたし、家に来

ていただくことプラス、ここの保健センターとかに来ますと、顔なじみ

の保健師さんがあいさつしてくださる。そうしたらまた健診、次健診に

来たときに、また何かあったときには相談できるかなという、なんかそ

ういう相談できる方が増えていくという意味でも、ちょっと安心感が出

たかなと思います。その全戸訪問ということはすごくいいことだなと思

って、13年と聞いてちょうどうちの子がお世話になった、そのころから

始まった事業だったのだなということで改めて…。いいことだなと思わ

せていただいています。よろしくお願いいたします。 
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近藤委員 うちは 14年生まれなのですけど、８カ月ぐらいで引っ越して来たので

なかったのですよ。それでやっぱり引っ越ししてくると、情報が全くな

くて、だからできればそうやって来た人にも、２歳ぐらいか３歳ぐらい

までは、保育所とか大体行く年齢ぐらいまでは、一度、電話でもいいか

ら来たことはちゃんと届けているのだし、あればちょっとうれしかった

かなと。多分来た人が一番困っているじゃないですか。だからそういう

こともちょっと気を付けてもらったら、また「柏原市に行って良かった

よ」ということにも、結構最近口コミ多いので、やっぱりそういうこと

がつながって、転勤の方も「あそこいいよ」ということで広まっていく

のではないかなと思います。 

 

小松副会長 すいません。もし、さっきいろいろな意味で気になるおうちが 10％ぐ

らいとおっしゃっていて、もし、そうすると年 50 件弱ぐらいというイ

メージでよろしいですかね。 

 

事務局 連携をしている件数となりますと、もう少しというか、かなり少ない

と思うのですけれども、この保健センターの中で次、４カ月健診であっ

たりとか、そこで様子を見ようという方であったりとか、あと保健セン

ターの方で４カ月健診の後、ちょっと育児不安の高い方を対象に、ひよ

こ教室、フォロー教室をしていまして、そちらの方でちょっと教室に参

加していただいて、フォローさせていただいている方とかもいまして、

年間通してフォロー、４カ月健診から新たに見つかって、フォローを開

始する方とかもありますので、この訪問をきっかけに見つかったという

ことになると、ちょっと人数が減ってくるかと思っています。 

 

小松副会長 それはあれなのですけど、つまり潜在的にはそれぐらいのお母さんが

より手厚い支援があった方がいいかなということですね。いや、何をお

伺いしたいかと言うと、本当に大変なおうちをずっと、言ってみればそ

の期間とか、保育園、幼稚園につなぐまでしっかりされようと思ったら、

かなり実は人手が要るのではないかという気がするのです。つまりきち

んとしたカンファレンスをされて、連携の作業もされながら、かなりの

数のおうちと、なんというか、やり取りをされると結構大変かと。例え

ば子ども家庭センターなんかはいろいろ大変な話があるわけですけど、

つまりここでなかなか、現場からお話ししにくい話だと思うのですけ

ど、人手的に継続的にそういうことがしっかり進められるだけの状況

に、市としての人数の配置なんかということが進んでいるのかどうかと

いうことは、今 10％という話をちょっと伺って、気になったのですが、

どこからでも可能な範囲でちょっと状況を教えていただけたらと思う
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のです。 

 

事務局 今の３人という中では厳しいということが本音ですけれども、そうい

うことも子育て支援課の方では、行った件数でこれだけの人しかいない

ということは感じてくれていますので、来年度、またその次の年度にか

けて人員要求はしていきたいという話は聞かせていただいたりしてい

ますし、こちらの方もより充実した支援ができるように人員要求をして

いきたいと感じています。 

 

谷向会長 そうですね。いろいろなプログラムがあって、情報誌でまとめてみて

も、これを読みこなすお母さんが少ないですね。 

 

事務局 そうですね。 

 

谷向会長 やっぱり訪問に行って、直にその方に必要なところを口でお伝えして、

説明してあげて、さらにそこで顔なじみになるということが、とても今

のお母さん方とか、周りにお知り合いの少ない方とかにとっては大切で

すので、支援につながるためのおぜん立てということが行政の役割とし

て欠かせないということになります。その辺の充実ということは望まれ

ますよね。 

 

事務局 訪問した後、広場に来ていただいたり、親子教室に来ていただけるお

母さんに「来てくれた」という思いで声掛けをすることで、お母さんた

ちも安心される部分もあると思いますし、私たちも行って良かったなと

思う部分もあると思います。 

 

谷向会長 保健師さんが付き添って、そのグループに参加されるようなところま

でフォローされるということもよく聞きますし、やっぱりそれぐらいの

手厚さというものが必要な方も大勢いらっしゃるように、私なんかは感

じております。 

 

事務局 保健センターと連携しながら、１週間交代に行こうかというような話

し合いというか、そういうこともケースの中に出てきていますので、こ

っちが２週間に１回行くよりは、連携して１週間ずつ行って、情報の共

有という形で進めていくケースもあります。 

谷向会長 すごく必要不可欠ですね。 

 

事務局 そうですね。 
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谷向会長 そこへ西村先生とか児童委員の西さんとかが加わるということも、あ

るいはその保育園や幼稚園がまた連携していくということもすごく大

切だと思いました。他、何かご意見いかがでしょうか。 

 

西村委員 「特に気になる方」という人もやっぱりいるでしょ？  10％の中の、

その中の１％ぐらいは、そういう人にはどうしているのですか。  

全体には良くなっていると思いますけど、精神的に病んでおられるお母

さんはやっぱり増えていますからね。 

どうにもならなくて、お母さんがミルクさえやらないで、という人も、

うちに来ていますけど、そういう方へのフォローとか、確かに気になっ

ていますね。先ほど、先生がおっしゃっていましたけど、カンファレン

スもあまりシステマチックにやっていないのですよ、市の方はね。 

特別配慮の必要な親子関係の家庭はどうしているのかなと思って。 

 

事務局 子ども家庭センターにつないでいます。 

 

西村委員 そっちにつないでいるのですね。 

 

事務局 はい。 

 

西村委員 こっちの方のフォローは？ 

 

事務局 より専門性があって、あと措置権限を持っている、言ってみれば子ど

もと親を引き離すことができる。その権限は柏原市にはないので。 

 

西村委員 なるほど。 

 

事務局 大阪の子ども家庭センターであれば、子どものことを考えて、母子を

引き離すという権限もありますので、そちらの方に相談を掛けて、子ど

も家庭センターの方に動いてもらうという形ですね。 

 

西村委員 分かりました。でもこっちでも全くフォローしませんと、いうことで

は当然ないとは思いますけどね。 

 

事務局 預けて関わりがなくなるということではなくて、今まで関わっていた

家児相の方に柏原市の保健師が相談を掛けて、同じように子家センがそ

こに入ってきてもらい、処遇をそこで決める。もしこれが一時保護とい
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うような措置権限を発揮するのであれば、子家センにその役目を担って

もらいます。もちろん一時保護ですので、また帰ってきますので、その

フォローというのは市がするという形ですね。 

 

谷向会長 幼稚園とか保育園とかとの連携ということはいかがなのでしょうか。 

 

事務局 保健センターの方で発達的に課題があったりとかで、保育園に入所さ

れているということであれば、本人や保護者の方の同意を得て、保育所

と情報交換し状況を聞かせていただいたり、入所ということになりまし

たら、保護者の同意を得ながら家庭児童相談室の方につないで、あと保

育所の方で今後、継続してみていただけるように、情報提供という形で

させていただいています。また必要があれば園や保育園の方に入園して

から、ケースカンファレンスを持つ場合もあります。 

 

谷向会長 私なんかは、どうやったら子どもの発達を、と先ほども申し上げまし

たけれども、幼児期の質を上げたいというか、質が上がってほしいなと

思うのです。それは幼稚園も保育所も、子ども園もそういう機関もそう

ですし、それからご家庭を支える専門機関も含めて、すべての質が上が

らないと、今携帯のゲームをしているお母さん、多いですよね。それが

今発達の方でも問題になってきていると思うのですけれども、あれをや

っている間、お母さん、絶対子ども見ませんよね。もう１回言いますけ

ど、その影響が子どもの発達、その先の次の世代を育てるところまでや

っぱり影響を及ぼすと思うのですね。 

だからそういうすべてのところで、子どもの育ちを支えていくという、

その質を上げるためには、いろいろなところが連携して、質を高めてい

かないといけない。そこを、柏原市で一致団結したいと、私はすごく思

います。それをもちろん、非常にノーマルに楽しく健康に子育てをされ

ている方も、しんどいお母さんも含めて支えるというところで、幼稚園

と保健センターや保育所、こども園、みんなが風通し良く連携できる形

というものを、今後、充実していく必要があるとは強く思うのですが。

どうですか、田中先生のところは？ 

 

田中委員 いや、今、会長さんがおっしゃる通り、預かり保育の話も先ほどあり

ましたけども、非常に間口が狭い、１％しか受け入れできないのですよ

ね。幼稚園、保育所でも朝早く、いつもの時間より早く預けたいとかい

う親に、何かゆとりを持たせてあげる方法はないのかな。なんかギスギ

スしておられて…。 

今、虐待の話も少しでましたけども、今は近所から、ちょっと親が大
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きい声で怒ってると、「虐待してんのと違うか」とたまに入ってきます。

それで幼稚園は何を見るかといったら、服を脱ぐ機会のときに傷がない

か、どうかと思ってそれを見て、別にその人に報告する義務はありませ

んので、もし何かあれば保健センターかどこかに通報しないといけない

のですけども、そういう内部告発みたいなものはよく入ってくるような

時代になりました。今は、事実を認めなくても、幼稚園の方も保育所の

方も、全部連絡しなさいよという時代になっていますので、以前よりは

虐待は減っているかなとは思いますけども、無知の親がだいぶ増えてき

ていますので、本当は中学、高校で、子ども、赤ちゃんのことの教育を

もうちょっとしておいていただかないといけないと思っています。けれ

ども、このテーブルには乗りませんよね。 

 

谷向会長 ここには乗らないかもしれないですけど、母子保健の一環ですね。 

 

事務局 そうですね。思春期の妊娠とか、性感染症であったりとか、その辺り

の健康教育というものはやっぱり柏原市は進んでいないかなと思うの

で、ちょっと今後の課題では学校との連携とかというところは、考えら

れるところなのですが、やはり実際いる子どもさん、今来ている乳幼児

さんとかを中心に働きかけということになるので、なかなかマンパワー

の関係もあってちょっと進められていない状況ではあるかなと思うの

ですけれども、やっぱり訪問する中で、若年の妊婦さんとかが増えてい

たりということもありますので、その辺は保健センターとしてはもうち

ょっと対策は考えていかないといけないかなとは感じています。 

 

田中委員 自動車の免許は免許証をもらい、それから切り替えのときに講習を受

けてもらいますよね。母子手帳をもらうときに、別に講習はないですよ

ね。やっぱりそういうところでも講習があってもいいのかな。そういう

ことを学校で受けていない人が多いのではないかなと思うのですよね。

親からも聞いていないし、ただ付き合っていたら赤ちゃんできたという

母親。父親でも全然認識ない人がいると思うので、両親そろって、やっ

ぱりやらないといけないのではないかな。やっぱり子ども虐待のことも

あるし、子どもを素直でいい子に育てようと思ったら愛情がないといけ

ないと思いますので、その辺は欠けているような気がします。 

 

谷向会長 他、ご意見いかがですか。私も先生に同感です。 

小松副会長 すいません。ちょっとこれとはかけ離れてくるかもしれない。さっき

西村先生が少しカンファレンスの話をしかけられたのですけど、例えば

お医者さんなり、子ども家庭センターなり、つまりそういうカンファレ
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ンスを充実するというか、例えばおうちに居たとき、どこを見たらいい

のかという、チェックリストみたいなものが、調べればあるのだと思う

のです。そういう、連携的なことで、あるいはカンファレンスの充実み

たいなことで、足りないようなことというのがあるのかとか、あるいは

西村先生、今までのご経験で、もうちょっとこういうものがあったらい

いのかな、みたいなものがあれば、伺ってみたいなと思ったのですけど、

ちょっと話が広いのと、実務的なことにかなりなってくるので、そぐわ

ないのかもしれないのですけども。 

 

西村先生 そうですね。要するにすごく課題のある子どもさんですね。情報の共

有はものすごく難しいですよね。個人情報の件があるので、こっちもあ

まり言えないし、だから個別に電話を掛けてやるしかないですよね。私

のところはもちろんしんどさを抱えた子が来るし、身体的に遅れた子、

虐待も来ます。そういう子が来た場合は、通っている幼稚園の先生、私

のところと、市の方に来てもらった方がいいですね。 

個別に連絡しこっちでセッティングしたみたいなことがほとんどです

ね。確かに横のつながりはあまりないような気はします。解決策、だけ

ど今、要するにうちなんかは個人経営の医院なので、柏原市とガッツリ

やれるかというとなかなか難しいのです。本当は柏原病院なんかにあっ

たらいいですね。あまり答えになっていないですけど。 

 

小松副会長 いえいえ。というようなことももしかすると、ここの数字には表れな

いと思うのですけども、多分それこそ場所を、どこを取るか、とかとい

うことから始まって、きっとそういうことはやりやすい、やりにくいっ

て出てくると思いますので、また、ちょっとここからはずれていくと思

うのですけども、ご検討いただけたらいいかなと思いました。 

 

谷向会長 なかなか専門性が求められる領域で、子どもを放っておいたら、とい

う時代ではなくて、放っておいても子どもの周りに大人がいないのです

よね。昔みたいにたくさんの、いろいろな関わりが手厚くあればいいの

でしょうけれども、本当にそういう手厚い人の関わりというものがない

ですので、ここはやっぱり柏原市が専門性をどんどん高めていく必要は

あるかなと思います。何か他、ご意見よろしいでしょうか。 

 

福岡委員 話は全然それるのですけども、今は携帯を持つのも低年齢化していま

して、小学生でも持って当たり前という時代になってきているので私は

子どもたちの将来がとても心配だなと思います。自分の子どもは持たせ

たくないと思っていても、周りの環境が変わってきているので、持って
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いないと連絡が取れないとかという事もありますが、 

毎日、地元の学校に通っている小学生に、どうして携帯が要るのか、親

と連絡を取り合う、安心の手段ではあるとは思うのですけども、使い方

というか、それが便利になり過ぎて、必要以上のものが備わっているの

で、その辺りの規制は中学校等でも掛けていただいているとは思うので

すけれども、実際、持ち込んでいるお子さんがかなり多いかなと思うの

ですね。そういう教育とかも、今後すごく大きな課題になっていくので

はないかなと思っています。 

 

谷向会長 本当になかなか難しい、子どもが育つことが難しい時代になってきた

と思います。 

 

西村委員 でも、ＩＴというものは、やっぱり悪い面もあり、そればかりやって

いるお母さんもいるけど、情報発信はやっぱり便利ですので、例えば同

じ年代の、４カ月健診に来た 20 人とか、そこでちょっと連絡取れるよ

うにして、ＬＩＮＥでできますよね。そのグループでＬＩＮＥしても構

わない。それでコミュニケーションの場を作ってあげることもできます

けどね。そればかりやっていたら駄目ですけど、そんなことはやってい

るのですか。 

 

事務局 ４カ月健診では特にはしていないのですけれども、その後のひよこ教

室では、育児不安の高いお母さんに、少しコミュニケーションが取れる

ような形で、何人かのグループで話をしてもらう機会を作りながら、最

後に「もしメールとか交換されるのであれば、してもらっても結構です

よ」ということで、ちょっと時間を設けることもあります。 

 

西村先生 実際に対面ではしゃべれないけど、メールはできる人がいますね。不

思議ですね。そういう文字情報でしかやり取りしにくい人がいる。やっ

てあげてもいいのではないですか。 

 

福岡委員 そうですね。でも私はやっぱり言葉で発信するのと、文字で発信する

のとでは受け取り方も違うのかなと思うのですね。どうしてもそっちに

頼らないといけない方もいらっしゃるし、それで情報発信し便利に使う

という意味ではプラスなこともたくさんあるかなと思うのですけれど

も、やっぱりメールとか、文字で伝えるということが大人も子どもも増

えている時代になっているので、コミュニケーションの力が・・。大人

はまだ今までの経験があるからいいのですが、子どもは発達段階で大事

な今の時期に、ほとんどメールで会話、連絡を取り合うのもメールでと



 25 

いうことが当たり前の時代になってきていることが、これでいいのかな

と心配になります。大人はまだ普通に、使い方をわきまえられるが、子

どもの使い方がとても心配です。 

 

西村委員 子どもは駄目ですね。中学校でも割合駄目ですね。個人的にはそう思

います。 

 

福岡委員 でももう持っているお子さんがほとんどです。持っていないお子さん

を探す方がもう難しい。そういう意味では、大人もだんだんそういうも

のを便利に使いだすと、子どもにもその影響があるかな、与えてもらえ

ることが当たり前であって、使い方も、やっぱり大人自体そうやってゲ

ームとかにはまっていくという方もいらっしゃるのは事実なのかなと

思いますし。 

 

西村委員 ネット依存は山ほどいます。 

 

福岡委員 なんかそういうのは…。 

 

西村委員 家に引きこもってネット依存ね。１日 20 時間ぐらいするみたいです

ね。 

 

福岡委員 20時間ですか。 

 

西村委員 学校に行けない子はずっとあれをやっていますよね。 

 

谷向会長 18時間とか 16時間とか聞いたことあります。 

 

西村委員 すいません。20時間はちょっと言い過ぎでした。だけどそれは一般論

なので、先生のおっしゃるコミュニケーションが大切、親子間のコミュ

ニケーションですよね。それが大事だということはもちろんでそこを柏

原市でどんなふうに盛り込んでいくかですよね。 

 

谷向会長 小学校の方からはどうですか。子どもさんとかを見ておられて。 

三木委員 そうですね。全体的には持っている子たちはやっていますね。個々に

やりたいことをやっている子どもさんたちが多いですね。たまに耳にし

ますけどね。 

 

谷向会長 こういう感じですか。 
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三木委員 まだゲームは持たせないので、それはないのですけども、話を聞いて

みたら、ゲームということが多いですね。女の子でも３年生で携帯を持

っている方もいらっしゃいますし。安全の面もありますけれども…。 

 

谷向会長 ありますよね。他にご意見、何か。最後そうしたらもう一つ。 

 

事務局 利用者支援事業ということになります。こちらは 27年度から新制度が

始まるに当たっての新規事業です。例えば、保育所や幼稚園の利用、シ

ョートステイ等の利用者支援ということで、現在、市役所の窓口にも保

育士が１人付いておりますので、やっているような事業ではあるかと思

うのです。どういう中身かまだ見えにくいということがありますので、

最低１カ所ということで、始動していきたいなと考えております。 

１３事業のうち残り、２つについては、５月の会議でお話したのです

が、新設事業です。保育所や幼稚園関係の実費徴収に掛かる補足給付を

行う事業という名前が付いているものと、あと多様な主体が本制度に参

入することを促進するための事業。これは認定こども園とかへの民間業

者の参入を促進するための事業です。 

 

小松副会長 この大きい冊子の 14ページに、数とかで何をするのかということは、

14ページの最後のところの２つですかね。 

 

事務局 そうですね。その辺りはまだ国で事業の中身について検討中というと

ころもありますので、ここは計画には載せません。 

小松副会長 11番について、利用者支援事業とあって、今見ていただいているペー

ジの次のページを見ると、利用者支援というものと地域連携、基本型、

特定型というものがあるのですけど、これは柏原市はどっちをされる？ 

  

事務局 今の体制でいくと、行政機関の窓口を活用して、ということになりま

すので、下の特定型ということになってくると思います。 

 

小松副会長 その場合、「地域連携については行政がその機能を果たします」と書い

てあるのですが、それは子育て支援課がされるわけですか。 

 

事務局 市役所の窓口でするのであれば、特定型になりますし、今、広場であ

るとか、ここの支援センターでも保育士がいて、保育所の入所であると

か、その辺りの支援はしておりますので、窓口以外でやるのであれば基

本型になりますし、今どの形でやるということまでは決めておりません
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ので、見込みとしては１カ所ということで考えております。市として、

全体的にいうのであればもっと３カ所、４カ所という、将来的には増え

ていくと思いますが、今の時点ではそこまで検討しておりません。 

 

小松副会長 この横浜市の保育コンシェルジュはどんなものですか。 

 

事務局 結構ニュースとかでも話題になっていましたけども、柏原でもやって

いるといえばやっているのかなと思うのですが、例えば保育所の入所を

申し込まれて、入れる人はいいですけど、待機児童がかなりいるところ

とかであれば「入れません」となり、その後どうするかという話になっ

てきたときに、一時保育の案内をしたりとか、その人が保育所かどこか

預けられる施設が見つかるまで支援するというイメージで、保育コンシ

ェルという事業を横浜はされています。 

 

西村委員 柏原も同じことをやっていますよね。 

 

事務局 今年は待機児童が出ましたけども、低年齢以外は割と入りやすかった

市ですので、保育所に限っていえば入所の後の、入れなかったフォロー

をするというところまではなかったのです。そういう形で、いろいろな

サービス、こんなことがありますよとかいうことを提供するような事業

として、横浜はされたのですけど、それに近いことはさせてもらってい

るのかと思っています。 

 

西村委員 なんかアピールできるような名前を付けて、待機０、絶対保育施設に

入れます、みたいなことを出せばいいのですよね。「他市は待つけど、

こっちは待たないよ」と言ったら、働く、そのためにやっているわけで

すからね。働くお母さん、来てくれますよね。 

 

事務局 今年初めて、４月の待機児童が出ましたので。 

 整備していってまた０に、いつでも入れるようにしていきたいと思って

います。 

 

谷向会長 これは保育所だけではないですよね。入所だけではないですよね。 

 

事務局 ではないです。 

 

谷向会長 今後は保育所にするか幼稚園にするか、こども園にするか、どういう

支援事業があるのかという情報提供と、訪問もありの、でもコンシェル
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ジュもありの、というきめの細かいものを目指していただくのがいいと

思います。 

 

事務局 保育所入所希望で来られたとしても、いろいろ窓口で聞き取る中で、

例えば「預かり保育の幼稚園もありますよ」とか、いろいろな形でアド

バイスをするというか、支援をしていくようなイメージです。 

 

谷向会長 ご質問とかございますか。 

 

事務局 そういう意味では支援センターとかの方がいいのかもしれない。 

 

小松副会長 そうですね。 

 

事務局 その辺もちょっと検討させていただきます。 

 

谷向会長 最初の出会いというものはすごく大切ですので、支援が支援につなが

るかどうかということは、最初の専門の行政の機関とかの出会いが、

後々まで響きますので、ぜひ大切にしていただければと思います。 

 

西村委員 小松先生がおっしゃったことが、すごく売りになるなと思ったのです

けど、柏原市のホームページとかに「子育て応援します」ホットライン

ということを書いておいて、それで「何でも相談してください」って、

「24時間、絶対出ます」って。冗談ですけど…。 

 

 

めちゃくちゃ人件費も掛からないし、夜中に掛かってきますかね。掛

かってくる？ 

 

事務局 そのように出すと掛かってくると思います。 

 

西村委員 そうか。掛かってくるかな。でも本当は夜中の拾い上げが大事なので

すよね。小児科では本当に悪い人は夜中に悪くなるから。でも売りには

できるのではないですか。無理ですか。 

 

事務局 24時間は無理だと思います。 

 

三木委員 今の件で、例えばどこかの市ではされているのかどうか知りませんけ

ども、録音とかそういうものもやっているの？ 

 

事務局 留守電みたいな形にでしょうか。 
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三木委員 そこにメッセージ、取りあえず言うことによって救われるということ

もありますよね。そういうことも入れたらどうですか。よくいじめとか

そういうことでも、そういうことが、電話があるように、子育てに関し

てもそんな電話をずっと鳴らせて、声を拾い上げられるということが可

能だと思うので、そういうことも考えていただいたらいいかと思うので

すけど。 

 

田中委員 拾い上げられるだけの財源があればいいのですけど。その財源がない

ところに意見ばかり拾ってもどうかな、と思う。だけどそれをあからさ

まにしてしまったら、もう身もふたもない。だからやはり意見は意見で

取り入れていただくだけの、やっぱり心のゆとりというか、お腹も膨ら

ませていただいて、みんなが期待しているので、赤ちゃんとか、就園前

の子どもたちの関連で、親も相当助かると思いますので、その辺が優し

さではないかなと思うのですよ。一同、お願いしているということで…。 

 

中野委員 不妊治療をされているお母さんとかは、子どもがほしくて治療をされ

ているじゃないですか。だからそういうお母さんたちの拾い上げとかは

ないのですかね。そうしたら出生率が高くなるかな…。 

 

事務局 不妊の助成制度というものは大阪府がやっています。 

 

中野委員 やっていますよね。 

 

事務局 そういうご相談があれば、大阪府の方へつなげていくことにはしてお

ります。 

 

中野委員 財政の問題とかにつながるかもしれないですけど、多分そんなに市と

か地域でそうやって応援するところというのは、あまりないような気が

するから、ある意味、柏原市のうたい文句の一つとして。財源がないか

ら無理かもしれないですけど…。 

 

田中委員 だけど、やっぱり子ども支援のところで受けるのか、その話が、これ

だったら大阪府でやっていますよという方向付けをしてあげていただ

いたら、相談者はすごく安心されると思う。伺うことや電話を掛けるこ

ともすごく度胸が要ることだと思いますので、その辺のところ、窓口、

があれば。 
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西村委員 不妊治療はちょっとコスト的に難しいのではないですかね。かなり額

が掛かりますね。それを全員にやろうと思ったらなかなか、半額でもし

んどいね。何十万ですね、あれね。それで生まれるかどうか、分からな

いから…。 

 

事務局 それを効率的にやるということで、府が取りまとめています。 

 財政が豊かなところは市独自で、府と市の助成という制度があるので

すが、なかなか柏原市につきましては、そこまでの助成事業は難しいで

すので、大阪府につなげていくということでやらせていただいていま

す。 

 

中野委員 不妊治療をされる方は結構水準以上だと思うのですよ。年収が。 

 

中野委員 そういう方が柏原市に在籍することで、税金を落とす率も高いかなと

か、ちょっと思って…。 

 

西村委員 なるほどね。そこまで考えましたか。 

 

中野委員 そういう方は絶対子どもを大切にするのです。できないからこそ苦し

んで、多分普通以上に勉強しているのではないかな、育児に関しても。 

 

西村委員 思い切ってしますか。 

 

近藤委員 たくさんではなくても、少しでもやっているということで柏原市って

やっぱり「子どもを重点的にみてくれるんだな」という思いはみんなに

伝わると思うのですよ。結構いいことだなと思いますね。 

 

谷向会長 そうですね。 

近藤委員 少しでいいから…。 

 

中野委員 全部ではなくて、治療する方はそれなりにお金を持っているから…。 

 

近藤委員 金銭的に少しでもいいから、助成してくれている、応援してくれてい

るのだという思いが持てるし、柏原市に対してみんなが見る目というも

のが違ってくるのではないかなと思います。 

 

田中委員 だけど気持ちはね…。 
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近藤委員 それだけ力を入れてくれていうのだという…。 

 

事務局 せっかくそういうご意見を頂いていますので、ここでこういう声が上

がっていますよということは財政当局とか、企画とかには持っていきた

いという事は約束させていただきます。ただお約束できる話ではないと

いうことと、その少しというのが本当に少しなのか、やりたいという思

いが実現できるかということは別にして、せっかくそういうお声を頂い

ていますので、先ほどの電話の件とか、今の不妊治療の件ということは、

ご意見として伺わせていただきます。 

近藤委員 私もたくさん転勤し、いろいろなところに住んできたのですけど、や

っぱり選ばれる市というのは、この前の学力テストなんかで上の方、大

阪で転勤してくるのだったら北摂の方とかに行ってしまうのですね。 

でも場所的に言ったら、別にここは不便ではないし、高槻より難波辺り

に出るのだったら近いですし、そんなに悪い条件ではないし、家賃も安

い。 

でもここに住んでいて、外部から来ている人はあまりいない。今まで住

んできたところでは「結婚してもずっとここで」という人はあまり周り

にいなかったのですね。でもここに住んでいたら、ＰＴＡをやっていて

も、「あら、あそこの先生、私、中学校のときの体育の先生やった」と

か、そんな人ばっかりでずっといるのですよ。ずっといる人はずっと居

る人で、どこも行かなかったということはすごくいいのですけど、外か

ら全然来ないのですよね。だから他から全然来ないというところでは、

いろいろなところに住んでいて、違うなと思ったのですよ。 

それで選ばれる都市はやっぱり転勤とかで来ても、ここは住みやすいな

と思ったら、そこでもう永住していくのですよ。小学校の間居たら、こ

こはいいから、やっぱり中学変わることはよくないし、ということで、

そこに家を買って、もうそこの住民、柏原市だったら柏原市の住民にな

っていくのですよ。それで結構増えていく部分があるのですけど、その

辺の魅力がもう一つ足りないのかなという気がします。決して悪い所で

はないのですけど、財政のこととかもあるかとは思うのですけど、周り

がやっている分にはそろえてやっていかないと、必ず家を買ったりする

人とか、転勤の人でも今、インターネットでなんでも調べられるので、

２週間しかなくても、その間にすごく情報を調べてやってくるので、校

区まで決めてこられるのですよ。大阪市では小中に冷房が付きました

し、柏原市で全部をやっていくのは無理ですけど、よそがやっているこ

とにはそろえていかないと、厳しいのではないかなと思ったりします。 

 

事務局 例えばこの 10 月から、子どもの医療費も小学校６年生まで引き上げ
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ますということはまさしくそこだと思うのです。他の市もほとんど進め

ていますけれども、そこは柏原市も劣ってはいけないということで、今

まで通院については就学前、小学校入るまで１回 500円の医療費の負担

をしていただいたら、月に 2,500円以上は、お支払いは求めませんとい

うことを、この 10 月から小学校６年生まで引き上げるということで、

財政条件は厳しいですけれども、やはり子育てナンバー１を目指すとい

うことで、担当の課は違うのですけれども、そういうことの努力は浸透

していけばということです。例えば「柏原行ったら、医療費、小学校出

るまで掛からへんよ」ということがすごく魅力になるのかな、というこ

とで取り組んでいるのですけれども、周りの市、皆さん、他の市も同じ

ように取り組んでいるので、突出したと思ったら、後ろを見たらもう背

中がここにあったというような状況が今の、各市がもがいているところ

かなと感じています。 

 

近藤委員 そうですね。遅れてでも付いていかないと、産む人とか、必ずそこを

見ていますので、やっぱりどういう地域かということは住んでみないと

なかなか分からないのですけど、そういう文書になったりしていて、分

かりやすいところは比べられるので、その辺であまり他よりも良くない

と、やっぱり省かれてしまう、来る人には厳しいところだと思います。 

 

事務局 おっしゃる通りです。 

 

中野委員 所得制限は、柏原市はやっていませんよね。 

どこまで浸透しているかですよね。 

 

事務局 そうですね。柏原におられたら当たり前のように感じられると思うの

ですけど、例えば所得制限のあるところもありますので、同じ制度があ

っても、他市では医療費は使えないけれども、柏原に来たら使えるよね、

ということがどこまで知っていただけるかという。自分のところがいい

ことはアピールできますけども、他市はうちより劣っていますよという

アピールはなかなかしにくいので、その辺はお母さん方の力もお借りし

ながら…。   

 

西村委員 しかし医療費無料はいいことかもしれないですけど、要するに受診率

が増えるでしょ。 

 

事務局 そうです。 
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西村委員 医者の僕が言ったら駄目ですけど、少しのことでも医者に行くわけで

すわ。そうしたらものすごく高い薬が出ますよ。コストも考えないから

ね。そうしたらどんどん、どんどん、医療費が積み上がっていって、要

するに国の財政は赤字だから、結局次世代の子どもたちに課しているわ

けですよね。子どもらが払わないと駄目なのですよ。だからお金を掛け

過ぎるというのは、良くないと僕は思います。 

医療費、あれも僕も実は反対だったのです。医師会長に言って「やめと

いたら」と言っていたのですけど、なりましたけどね。 

だって病院に通うことがヘルスケアになっているかというと、それほ

どなっていないですよ。あまり言ったらいけないですけど、病院によく

通う人と、通わない人、どっちが健康かというと、あまり通わない人の

方がかえって健康だったり。病院も、来てくれたらいろいろサービスを

して、いろいろ薬を出すから、やり過ぎの部分もあるわけです。だから

本当に子どもらのためにという事になると、やっぱり予防接種した方が

良かったと私は思いますね。 

あとは、療育とかでお金が掛かっているのは、出してあげた方がいい

と思う。それはもう絶対です。ものすごくお金が掛かるからね。それで

意外に保険も効かないし、風邪で困っているのと発達で困っているの

は、その根本的なところが違うわけです。生活ストレスがものすごいで

すので。そう言う方はたくさんいるし、大変ですよ。 

谷向会長 そうです。質的なところで私が思いますには、やはり発達障害という

広がりが、今、早期発見が大切ということも分かってきましたけれども、

発達障害という範疇も広がりができていますので、そこを丁寧に、早い

時期から対応できるようなシステムと、専門的な見極めの目とかが非常

に大切だと思っています。そこも柏原市の一つ課題だなと思っています

ので、また母子保健と市と連携しながら、そういうものも含めて充実さ

せていっていただきたいと思いますね。 

西村委員 そうですね。あとそういうふうに発達の目、見方というものをある程

度統一していかないと駄目ですね。今、ものすごくバラバラなのですよ

ね。ちょっと専門的な話になるけど、リスクの検査とかでも、すごくあ

てにする人と、あんなものは全く無視する人と、今だったらリスクなん

て、われわれにとってはもう当たり前なのですけど、リスクって知って

いますよね、もちろん。ごめんなさい、発達検査。今、発達検査をして、

きちんとどこが悪いかとか、ある程度見極めてやっていく時代なのです

けど、「そんな」なんて言う人も居るし。そうなると、お母さんはすご

く不安に思われるのですよね。「どっちが正しいのよ」と。ある程度、

新しいものを取り入れていく方にしないといけないと、私は思うので
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す。 

 

谷向会長 絶対にそちらの方も力を入れてもらいたと、私も思っております。発

達の方もとても大切だと思います。それでは資料３でよろしいですか。 

 

事務局 新制度開始に伴う利用者負担について資料に基づき説明。 

谷向会長 ご質問、ございますか。 

 

中野委員 幼稚園のお金が、今、現行、4,375円。 

 

事務局 一律 7,500円です。 

 

中野委員 7,500円が分かれる…。 

 

事務局 分かれていくのですけども、保育所についても国の基準を丸々とって

いないので、国の基準から少し落としています。同じような形で、国基

準から少し落としたような形です。今まで 7,500円だったものを、次か

ら２万 5,700円ですよとはいくらなんでも言えませんので。 

 

小松副会長 少しだけ補足というか、私、この制度のことを勉強しているわけでは

ないのですが、要するにいろいろなご家庭があって、経済的に苦しいご

家庭から、割とお金のあるご家庭まであると。実は日本ではあまり研究

が進んでいないのですけど、アメリカとかでは経済的な支援をしたらど

れぐらい効果があるのかということについては、結構研究があります。

例えば幼稚園の保育料を減免してあげるとかいうのも、ある種の、苦し

いご家庭に対する支援という意味があるのですが、例えばこの最初のペ

ージの②に当たるところまでというのは、明らかにと言ったらちょっと

語弊がありますけれども、かなり支援が要るであろうと研究上は位置付

けれられる、何ていうか、年収なのですね。それはもちろん、例えば両

親、もっとおじいちゃん、おばあちゃんからお金、支援があるとか、い

ろいろ実は安く住めるとか、条件があるので、一律には言えないのです

が、実はこの辺の年収までは明らかに、経済的に支援が要るのではない

か。あるいはしんどいですよね、ということがいろいろな文献に出てく

るラインです。その次の③ぐらいまで実は、それは考えなければいけな

いのではないかということも、実は話があります。 

あともう一つ、若干、専門家の端くれで申し上げておきたいのは、実

は日本の幼児教育は、幼稚園とか保育所は、皆さんそれぞれかもしれな

いですけど、世界的にみるとかなり充実していて、例えばアメリカなん
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かは幼稚園とか保育所ってクオリティー的に厳しいと。お金の使い方と

して幼稚園段階とか保育所段階でお金を使うのが、実はその後の効果を

考えたときには、一番効果があるのだというようなことは、それもどう

いう基準で考えるかにもよるのですが、割と言われているのです。つま

り同じ額、幼稚園教育の充実に使うのと、中学校教育の充実に使うのだ

ったら、幼稚園教育に使った方が効果はあるのだということが割と出て

きているのです。 

ので、何を言いたいかというと、日本の幼児教育はそれなりに社会の

インフラとして機能しているところが実はあるということなのです。な

ので、ここで言ったから、それにどれぐらいの権威があるか分からない

ですが、それなりに税金を使って、今かなり激変する可能性があるわけ

ですけども、ある程度色々な形で幼児教育が受けられるような準備をし

てあげるということは、実は社会的に効果がある事業であるし、お金の

使い方というようなことが言われていますし、特にさっき言った、②、

③ぐらいのところまでは、それなりに配慮と言いますか、必要かなと、

いろいろ文献を読んだりする結果から申しますと言えるということは

お伝えしておこうかなと思います。 

 

西村委員 そこにお金を入れておいたら、リターンが大きいよということです

か。 

 

小松副会長 そこも厳密に比較がしにくいのですけども、逆に言うと、アメリカの

学校と日本の学校とは効果が全然違うので、日本と同じような効果があ

るかといったら、私も保証できないのですが、小学校、中学校で多少、

そういう貧困家庭の支援という形でお金を使っても、ほとんど結果が出

ないという、実は…。下がりはしないのですよ。若干は上がるのですけ

ども。何が一番効くかといったら、アメリカはもともとのオフィシャル

な幼児教育なり保育が貧弱だからということはもちろんあるのですが、

実は一番ここが効く。 

 

西村委員 なるほど。 

 

小松副会長 ということは言われております。 

 

西村委員 同じようなことがあれですよね。アメリカで発達障害になんであんな

に金を入れるかといったら、あそこに金を入れておいた方が、将来的な

社会の負担は減るのですよね。予防接種をなんであんなに一生懸命やる

かというと、予防接種を一生懸命やった方が医療費が減るので、全体の
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経済的な負担は減るのですよね。だから要するに予防接種した方が得す

ると、彼らは考えているのです。だから幼児教育を一生懸命やった方が、

将来の社会的な、社会全体を考えると、そこに金を使うことはいいお金

の使い方だよというのですね。 

 

小松副会長 比較的、ですね。私は教育大にいますので、バイアスがかかった発言

かもしれませんが。というのは、つまり 7,500円だったものをいきなり

３倍、４倍の額にするということは、受益者負担であるとかいうことと

か、もっと働けということ、親に働けということであればそれはいいか

もしれないのですけども、ただいろいろなご家庭がありますし、いろい

ろな環境がありますので、決してそこで負担を軽くすることは、単なる

無駄遣いではないということがありますということを、ちょっとお伝え

しておこうかな。 

 

谷向会長 ご検討の資料になさっていただいて。 

 

近藤委員 これだけ高かったら、幼稚園に行かない人がいっぱい出てくる。私は

多分行かせません。幼稚園に一番下は半年しか、いろいろ事情もあって

行きませんでしたが、３年行く人が大体になってきていますよね。でも

こんなに高かったら行かせない人がいるのではないかなと思います。 

 

中野委員 この金額だったら保育所に入れようと、保育所がまた増えてくる可能

性もありますよね。 

 

谷向会長 すいません。４時を過ぎていますので。 

 

事務局 現状の私学の、私立の保育料に合わせたみたいな形の階層になってい

ます。 

 

谷向会長 もう少し幅を持って、いろいろなパターンを考えるという必要がある

のではないでしょうかね。 

 

事務局 そうですね。 

 

田中委員 保育所の方でちょっとお伺いしますけども、国の基準と柏原市の示し

ておられる額とは、同額を柏原市はそれに投入しているというか、補助

していると、そうとったらいいですか。 
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田中委員 約６万円ほど掛かっていまして、これは 10号とか 12号、13号、この

辺は２万 5,000円ほどですから、その差額というものは、そういうふう

にはみないのですか。 

 

事務局 基準との差額ですよね。それは市が持っているということです。 

 

田中委員 市が持っているのですね。だから保育所の分でも約半分以上を市が持

っているということなのですね。 

 

事務局 負担分といいますか、国の基準に置き換えたときに取れるお金と、市

の基準で取れるお金を比べると、大体今 72％ぐらいですね。国を 100

としたら、今、市の階層で取っているのは。 

 

田中委員 大体１人頭の経費が 100 とすれば、個人負担は 40～50 だということ

ですかね。 

 

事務局 １人当たりの経費という意味ではなくて…。 

 

田中委員 全体の４～５割しか個人は負担していないということですよね。 

 

田中委員 そういうことではないですか。 

 

事務局 １人当たりの経費というのは、例えば民間に支弁、お金を払っている

運営費というものが、０歳だったら月 10 何万とかいう額があるのです

けども、それは１人当たり掛かっているお金です。 

 国の示しているこれぐらいの所得であれば、これだけを取りなさいね

と示された額より、大体柏原はそれに７掛けしたような形で保護者から

の負担を求めているということです。 

 

田中委員 国の階層との比較表というのは、ここにも３歳、４歳とございますよ

ね。この辺の真ん中ぐらいを取ると、大体半分近くは、２分の１は市と

は言わないけども、市ですかね、金額を出しているということは、どう

言ったらいいのかな。国が２分の１？ 

 

事務局 いや、それぞれの階層でみると、そこではたまたま半分になっていた

り、例えば第２階層なんかだったら、３歳未満時 9,000円が国の基準で

すけど、うちは 900円しか取っていませんので、ここでいうとかなり割

安です。 
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田中委員 そういうことですね。 

 

事務局 例えば第５階層、国の第５階層と、市の第９階層を比べると、ここは

同じ額を取っています。４万 4,500円、これは国基準の限界まで、第９

階層は頂いています。 

 

田中委員 国の第５階層が４万ですね。 

 

事務局 ４万 4,500円ですね。で、市の第９階層が４万 4,500円ですので…。 

 

田中委員 ３歳、４歳になってくるとだいぶ補助してもらっているのですね。 

 

事務局 ３歳、年齢が上がるとかなり安く設定しています。 

 

田中委員 そうですね。分かりました。 

 

事務局 その階層ごとにいうというよりも、全体でみて、総額で７割ぐらい。

３割は市の独自のお金で補てんしています。幼稚園の部分についても同

じような考え方で作っていくようなイメージは持っておりますけれど 

も、どういう設定にするかは教育委員会ともご相談させていただいて、

ということになってきますので。 

 

西村委員 これは他市に比べたら安いのですか？ 一緒ぐらい？ 

 

事務局 保育所の方ですか。 

 

西村委員 保育所とか…。 

 

事務局 保育所の方は近隣で比べるとあまり変わらない。大体７割ぐらいです

ね。階層ごとにみるとまちまちですけど、総額でみると大体７割ぐらい

取っている市がほとんどですね。 

 

西村委員 引っ越しするとき、やっぱり見ますよね。 

 

近藤委員 見るでしょうね。 

 

田中委員 幼稚園の方からいえば、幼稚園は義務教育とは違いますからね。小学
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校、中学校は義務教育ですから当然無償で入っているかもしれませんけ

ど、昔は本なんかも有償でしていましたけれども。だからやっぱり自分

の受けるものに対する対価を支払わないといけないという概念からい

くと、税金の使い道の問題がありますので、そこは公平に税金を扱って

いく必要があるので、少し差はあっても、あまり極端に差があるという

ことは不公平だということになる。だからそこは均等になるようにして

いくことが、みんなに平等だということにも、私はなるような気がする

のですね。 

 

谷向会長 これに関しましては、素案を出されて、議会で決裁されると？ 

 

事務局 これは条例になりますので、１２月の議会を目標にやっています。 

 

谷向会長 また次回の会議でも、ここでもまた意見を述べることは可能なのです

か。 

 

事務局 利用者負担を決めるに当たっては、子ども、子育て会議の意見を聴取

しないといけないことになっていますので、意見をお聞きします。 

 

谷向会長 今日、持って帰って、また周りの方とかのご意見もいろいろ聞いて、

次回、持ってきたらいいということになりますかね。 

 

事務局 ただ先ほど、田中園長がおっしゃったように、受益者負担という観点

があるので、安ければいいということは、皆さんの望みだと思うのです

ね。すべて、公共料金は安ければいい。ただそこには平等性も加味しな

いといけない。あとは市の財政も加味しないといけないと。受益者に、

サービスを利用される方の対価として、どれぐらいの金額を求めるのが

適正かという観点がありますので、安ければいいですよというお声を頂

いたので、それが丸々答えに反映できるかということのお約束は、今回

のこの受益者負担についてはできない話しかなというところは、１点ご

理解いただいた上で、いろいろ、次の会議でもご意見をいただければな

と思います。 

 

谷向会長 ということだそうですので、また次回ということで。 

 

田中委員 この話は、今日は終わりですか。もう、少し意見してもよろしいです

か。 
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事務局 どうぞ、はい。 

 

田中委員 いいです？ 先ほどから皆さんにおっしゃっていて、８ページで、柏

原市の出生率が大阪府よりも、私は環境的には非常に恵まれているか

ら、大阪府平均よりも上にあることが当たり前だと思っているのに、だ

いぶ下がっているのは、ちょっと合点がいかないというのか、何か手を

加えないと、ますます具合が悪いのではないかなと。これを上に向けて

いくのに、どうしたらいいのかということですよね。このままの数字を

見て、「あー、こんなに低いんだ」ということだけで留めることなく、

上に向ける方法です。それを真剣に考えてもらわないと、みんなは柏原

大好きで、生活しているのに、下がりっぱなしだと。それが大阪市内か

らずっと離れたところにあるのだったら、「電車賃が掛かるからな」と

かおっしゃっていることもあるかもしれませんけども、「いやいや、北

摂に比べたら相当悪いよ」ということならば、それはもう一目瞭然で分

かるのだったらいいのですけどね。もうちょっとこの数字を上に上げる

方法はないのかなと。それをこの子育ての会議の最後の結論にでも持っ

ていっていただけたらうれしいなと、こんなふうに思っています。 

 

事務局 第２章のところでいうと、これはあくまで統計を出しているだけです

ので、こういうことがあって、さらに施策の展開とか、どういうことを

していくかということは後の章で書いていきます。 

 

田中委員 いや、今現在下がっていることが気に入らないのですよ。柏原が好き

だから、下がっていることが気に入らない。平均だったらまだ分かるの

ですよ。なんで下がらないといけないのだと。 

 

小松副会長 考えられる可能性は、一つはお年寄りの数ということが一つ、人口千

対でいえば、つまりお年寄りの比率が多ければ、人口千対の指数が下が

る可能性があるのと、もう一つ、学生が多いということが反映されてい

るという可能性は、つまり教育大と福祉科学大とあって、ということが

反映されている可能性はあると思う。ただそれはちょっと、じゃあ何人

学生が居たら 0.1ポイント下がるのか、みたいなこと、あるいは高齢化

率がどれぐらいで 0.1ポイント下がるのかということ、ちょっとその辺

は私も全然分かりませんので、やっぱりこれは逆に言ったら、市の専門

の部局の方で、例えば他の市との比較ですよね。近隣の市で例えば大阪

府を超えている市があれば、そこは柏原市と一体何が違うのかとか、人

口構造がどうなっているのかというようなことは、やっぱり市としては

見ていただけたら、今、先生のおっしゃる通り、大事かなとは思います
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が。 

 

田中委員 いや、関西女子さんがそこにある、あの町が、学生が集まる場所であ

り、商売がみんなどんどん発展している。教育大さんがある、教育大さ

んの所には、駅のところにそういう、例えですけれども、お店屋さんが

いくつもある。ところが教育大さん、あそこに来たけれども、お店が周

りに増えないということは、あまり教育大さんは柏原市に対して、あま

り影響していないと。学生がお金を落としていないと。 

 

小松副会長 お金は落としていないですけど、住んでいる学生が居たら、つまり学

生のうちに子どもを産む数というものはごく限られているわけですよ。 

 

田中委員 分かりますよ。 

 

小松副会長  だからつまり学生の比率が多いと、人口千対当たりと考えたときに

は、出生率が下がってしまう可能性はある。ただそれは可能性の問題な

ので、ぜひそこを、市の担当部局の方にはしっかり見ていただく必要が

あるかなと思います。 

 

田中委員 川があり、山があり魅力ある市だと思っているのに、住んでいるとこ

ろはちょっと狭いところに住んでいますけども、だけどもいいところだ

と思っているので、もうちょっと集まる方法は、何か最後の方でまとめ

ていただけたら。でないとこのカーブが下がりっぱなしで、府のライン

と市のラインがだんだん開いてきたら、「この会議は一体なんやねん」

と、もうちょっと「この会議をしたから上に上がったで」ということだ

ったら分かるけども、より下がってきたら、会議の意味があまりないよ

うな気がして寂しい。やっぱり役所にお願いすることが大事でございま

すね。すいません。 

 

谷向会長 課題ということでよろしくお願いいたします。すいません、誠に申し

訳ございません。かなり延長してしまいましたので、今日はこれで終わ

らせていただいて、もう１点ありますね。 

 

事務局 柏原市子育て応援イベント「親子でハッピーフェスティバル」の案内。 

 

谷向会長 ぜひご参加いただけましたら。周りのお子さんのいらっしゃるご家庭

にお勧めいただけましたら。 
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事務局 午後の部は、当日券もありますので。 

 

谷向会長 それでは、最後に先生。 

 

小松副会長 はい。長時間ありがとうございました。今日は現場のこともいろいろ

教えていただいて、それに応じてまたご意見も頂戴できて、今後のこと

を考えるいい場になってきたかなと思いました。もう何回か引き続き現

場の状況等、教えていただきながら進めたいと思いますので、よろしく

お願いいたします。 

 

谷向会長 ありがとうございました。それでは皆さま、次回、よろしくお願いい

たします。 

 

【閉会】 ありがとうございました。 

 

 

 

 


