
大阪狭山市における

子育て支援の現状

大阪狭山市教育委員会事務局 こども政策部

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・皆さんこんにちは。私は大阪狭山市　教育委員会事務局　こども政策部　子育て支援グループ課長の井上でございます。・本日は、第15期のまちづくり大学の講義として、「大阪狭山市における子育て支援」についてお話をさせていただきます。・不慣れな説明ではございますが、どうか最後までお付き合いください。・また、最後に質疑応答の時間も取らせていただく予定です。・本日は「大阪狭山市の子育て支援」について、何故これらの事業に取り組むようになったのかを、私の方からお話しさせていただき、後程、子育て支援センター（通称：ぽっぽえん）所長の湯川と、子育て支援・世代間交流センター（通称：ＵＰっぷ）所長の山本の方からそれぞれ２つの施設の紹介や子育て支援の具体的な取り組みについて、お話しさせていただきますのでよろしくお願いします。



子ども・子育て支援新制度の施行

（平成27年4月）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・では早速、すでにご存じの方もいるかと思いますが、平成24年8月に子ども・子育て関連３法というものが成立し、平成27年度から「子ども・子育て支援新制度」が施行されています。・現在はこの「子ども・子育て支援新制度」に基づき就学前教育・保育や、子育て支援の様々な取り組みが進められているところでございます。



・急速な少子化の進行
・待機児童問題
・仕事と家庭の両立が難しい
・子育ての孤立感と負担感の増加
・子ども・子育て支援が質・量ともに不足
・児童虐待問題の深刻化
・放課後児童クラブの不足 「小1の壁」

など

子どもや子育てを取り巻く課題

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・それでは、なぜ新制度に移行する必要があったのか？　を皆さんと、簡単に振り返っていきたいと思います。・当時の、こどもや子育てを取り巻く環境には多くの課題がありました。・まず、女性の高学歴化や社会進出が進むと、晩婚化による少子化や、一層の核家族化が進行しました。・結婚しても、低迷する経済情勢のもと、夫婦共働きの家庭も増える状況でした。・それに伴う、保育所の待機児童問題。・仕事に追われ、家事や育児など仕事と家庭の両立が難しくなってくる。・核家族化により、実家とも離れて、近所づきあいもなく、悩みや相談する人がいないため、子育てするにも孤立感や負担感だけが増えストレスがたまってくる。・うまく発散できない場合、子どもにきつくあたったり、しつけのつもりが暴力や子どもをほったらかしにするネグレクトなど、児童虐待問題が深刻化することも。・このように、子育ての環境が大きく変化してきました。



子ども・子育て関連３法の趣旨と主なポイント

◆３法の趣旨
３党合意（※）を踏まえ、幼児期の学校教育・保育、地域の子ども・

子育て支援を総合的に推進
※「社会保障・税一体改革に関する確認書（社会保障部分）」平成24年6月15日 民主党・自由民主党・公明党

社会保障・税一体改革(社会保障部分）に関する実務者間会合）

◆主なポイント
○認定こども園制度の改善（幼保連携型認定こども園の改善等）

・幼保連携型認定こども園について、認可・指導監督の一本化、

学校及び児童福祉施設としての法的位置づけ

○認定こども園、幼稚園、保育所を通じた共通の給付（「施設型給付」）

及び小規模保育等への給付（「地域型保育給付」）の創設

○地域の子ども・子育て支援の充実（利用者支援、地域子育て支援拠点等）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・これらの課題をなんとか克服せねばと、国では、子ども・子育て関連３法を作りました。・関連３法の主なポイントは３点あります。・ まず１点目は、認定こども園制度の改善です。幼稚園と保育所の機能を併せ持つ施設として法的な位置づけがなされました。・２点目は、認定こども園と幼稚園、保育所などに通園する園児の保護者に対する財政面での共通の支援。これには、少人数の単位で、０-２歳の子どもを預かる小規模保育（本市ではサニーサイド）や、家庭的保育、事業所内保育、居宅訪問型保育（本市には無い）も含まれています。・３点目は、どこにも通園していない子どもや、子育て家庭への支援の充実です。・ この法律のもとで、「子ども・子育て支援新制度」が施行されることになります。　



新制度で教育・保育は何がどう変わるの？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・それでは、「子ども・子育て支援新制度」が始まることによって、就学前の教育・保育は何が変わったのでしょうか？



新制度で増える教育・保育の場

【施設より少人数の単位で、０-２歳
の子どもを預かる事業】
※小規模保育、家庭的保育

事業所内保育、居宅訪問型保育

【幼児期の教育を行う学校】
・幼児期の学校教育を希望される

場合、利用できます。

【就労などのため、家庭で保育できない
場合、保護者に代わって保育する施設】

・両親ともに就労している等の理由が必要

です。

【教育と保育を一体的に行う施設】
・保護者が働いていても、いなくて

も利用できます。
・「子育て支援の場」もあります。

※新制度に移行しない私立幼稚園の利用の手続きや保育料は今までどおりです。

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・この図は、新制度が始まる際に、国が発行したパンフレットから抜き出したものです。教育と保育の捉え方が今と変わっていますが、就学前教育・保育の場には、幼稚園や保育所、認定こども園、そして、新たに20人未満の少人数の単位で、子どもを預かる地域型保育というものが法整備されました。・新制度に移行されていない私立幼稚園もま近隣市ではまだたくさんあり、本市からも約3割の児童が通園しています。・今年の4月から認定こども園として、大谷さやま子ども園、大野台こども園の２園が設置されました。・また、今年の10月からは、全国的な取り扱いとして、幼児教育・保育の無償化が実施されています。・これは、幼稚園及び、保育所・認定こども園の3歳児クラスから5歳児クラスまでのすべての子どもたちと、0から2歳児クラスの非課税世帯の子どもたちの利用料（保育料）が無料となるものでございます。・ただし、通園バスの送迎費用や、給食の食材費、行事費等はこれまでどうり実費徴収として保護者負担となります。　（小規模保育・・・定員6~19人、家庭的保育・・・5人まで、　事業所内保育・・・事業所内の従業員の子どもや、地域の子どもが対象、居宅訪問型保育・・・1対1で自宅に訪問し保育する。いわゆる保育ママ）　



新制度は教育・保育以外の支援はあるの？

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・では、「新制度」は、教育・保育以外の支援はあるのでしょうか？



ファミリー・サポート・センター

●子どもの預かり等の援助を受けること
を希望する方と、援助を行うことを希望
する方との相互に助け合う活動に関する
連絡、調整を行います。

地域子育て支援拠点

●身近なところで、気軽に親子の交
流や子育ての相談できる場所を増や
します。
●行政やNPO法人などが、担い手と
なって行います。

一時預かり

●急な用事や短期のパートタイ
ム就労など、子育て家庭の様々
なニーズに合わせて、一時預か
りを利用しやすくしていきます。

病後児保育

●病気や病後の子どもを、
保護者が家庭で保育できな
い場合に、病院・保育所な
どに付設されたスペースで
預かります。

妊婦健康診査
妊婦に対する健康診査として、
①健康状態の把握、②検査計測、
③保健指導を実施するとともに、
妊娠期間中の適時に必要に応じ
た医学的検査を実施します。

乳児家庭
全戸訪問

●生後４か月までの乳児
のいる全てのご家庭を訪
問し、子育て支援に関す
る情報提供や養育環境等
の把握を行います。

養育支援訪問

●養育支援が特に必要なご家
庭を訪問し、養育に関する指
導・助言等を行うことにより、
ご家庭の適切な養育の
実施を確保します。

地域の子育て支援の充実

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・　先ほど、核家族化により、悩みや相談する人がいないため、子育てをするにも孤立感や負担感だけが増えストレスがたまり、うまく発散できない場合、『児童虐待に及ぶ』、というように、　　子育ての環境が昔と比べて、大きく変化してきたとお話ししました。・　親の子育て力が低下していく中で、地域の宝である子どもを、各家庭だけで育てるのではなく、行政や地域の大人も協力しながら育てよう。・　また、親も育て支援していこうと、このように地域の子育て支援の取り組みを、各市町村で、地域の実情にあった方法で行うようになりました。



●子育て家庭がニーズに合わせて、幼稚園・保育所などの施設や、地域の子育て
支援事業などから必要な支援を選択して利用できるように、情報の提供や相
談・援助などをしていきます。

●利用方法等が分からないなど、子ども・子育てに関する総合窓口として、
誰もが利用できます。

利用者支援

子育て中の親子（妊婦含む）など

最近子育てが
しんどいです…

うちの子、
よその家庭の子より
落ち着きがない気がする…

もう夜中だけど、
親を病院に連れて行くので、
子どもをあずかってほしい…

相

談

何でも
ご相談ください!

利用支援専門職員(仮称)
地域子育て支援拠点など身近な場所で実施

本事業が行われる
施設等の職員との連携
利用者支援事業を運営する職員を指す

●個別ニーズの把握

●相談対応(来所受付・アウトリーチ)

●ネットワークの構築
●社会資源の開発

● 子育て短期支援事業
● 一時預かり

● 指定障害児相談
支援事務所

● 子育てサークル
● 保育センター(保健師)

子ども・子育て支援に
関わる施設・事業・活動

紹介等

紹介等

紹介等

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・そして、新たな事業として、子育てに関する情報提供や、子育て家庭がそれぞれのニーズに合わせて相談できる、子ども・子育てに関する総合窓口として「利用者支援事業」を開始することになります。　詳細については、後程、ぽっぽえん、ＵＰっぷのところでご説明させていただきます。



「さやまっ子のびのびプラン」

大阪狭山市子ども・子育て支援事業計画

（平成27年3月策定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ このように、子ども・子育て支援新制度で様々な事業に取り組むため、各市町村では、地域の現状にみあった「子ども・子育て支援事業計画」を策定することになりました。・大阪狭山市では、「さやまっ子のびのびプラン」と名付け、平成27年度から31年度までの5年計画として、この計画に基づき、事業を進めています。・計画は１冊の冊子になっていますので、皆様にお配りすることはできませんが、本日、概要版をコピーしてきましたので、そちらをご覧ください。



「さやまっ子のびのびプラン」の基本的な考え方

（基本理念）

ともに育ち ともに支え 一人ひとりが輝くまち

（基本的な視点）

子どもを大切にする視点

保護者の主体的な力を高める視点

みんなで子育てを応援する視点

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ 「さやまっ子のびのびプラン」の基本的な考え方について抜粋して、簡単にご説明させていただきます。・ まず、基本理念は、「ともに育ち　ともに支え　一人ひとりが輝くまち」　としました。・ そして、基本的な視点として、子どもを大切にする視点、保護者の主体的な力を高める視点、　みんなで子育てを応援する視点の３つの視点をもって、それぞれの施策・事業に取り組むこととなります。・ 本日は、時間の都合上、くわしくご説明できませんが、関心がおありの方は、市のホームページに掲載していますのでご覧いただきたいと思います。・ ちなみに、現在は、令和２年度から６年度までの５年間の計画、第２期「さやまっ子、のびのびプラン」の策定に向けて準備を進めています。・策定に先駆け、「子どもの育ちと子育てに関するアンケート調査」を就学前児童1,000人と小学生1,000人の各保護者を対象に実施しました。・その結果も踏まえ、現在、学識経験者、幼稚園、保育園の代表者・保護者、子育て関係の団体の代表者、公募の市民等のご意見を頂戴しながら、　来年の3月までに計画を策定すべく、作業を進めているところです。



大阪狭山市

新幼保連携推進計画

（平成28年7月策定）

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
　 新制度が出来た頃、大阪狭山市では、公立幼稚園の園児が減少する一方で、保育所の待機児童が増えてきていました。　家庭で保育されている子育て家庭への支援の問題など、大きな課題がありました。そこで、「さやまっ子のびのびプラン」に基づき、　事業を進める上での実施計画として、「新幼保連携推進計画」を策定することになりました。　



子育て支援拠点施設の状況

拠点施設名
開設年

及び中学校区

中学校区の
乳幼児数

（0～2歳児）
備 考

地域子育て
支援センター
わんぱくプラザ

H12年
狭山中学校 695人 池尻保育園の子育て支援事業と

して実施

市立子育て
支援センター
ぽっぽえん

H18年
南中学校

365人 南第一幼稚園の廃園施設を活用
して設置

ファンズガーデン
H17年

第三中学校
340人 くみの木幼稚園の廃園施設を活

用して設置

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・この表は、大阪狭山市における当時の子育て支援の拠点施設の状況を表したものです。・拠点施設は各中学校区に１か所、市全体で３カ所設置していました。・３つの拠点のうち、わんぱくプラザは保育園内に設置されており、入所児童との交流ができるなどの魅力はあるものの、保育園の運営に支障がないように利用が制約されます。・そのため、利用対象となる乳幼児が最も多い狭山中学校区内において、子育て支援拠点施設の増設が必要になりました。・ちなみに、今年４月１日現在の本市の就学前の児童数は3,107人です。・そのうち、０～２歳児は1,485人で、中学校区別に言いますと、狭山中学校区が732人、南中学校区が343人、第三中学校区が410人となっており、計画時よりも85人増加している状況です。



本市の課題

■ 将来を見据えた教育・保育施設の整備

■ 保育ニーズに応じた保育の提供体制の整備

■ 質の高い教育・保育の提供

■ 子育て支援拠点施設の適切な配置

計画の推進方向

１．市立幼稚園再編

再編の基本的な考え方

○５か所ある市立幼稚園施設（または敷地）の有効活用

○望ましい集団を維持するため一部を認定こども園に移行

○存続する幼稚園の充実

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・当時の、本市の課題は４点ございました。・まず１点目は、将来を見据えた教育・保育施設を整備していくこと。・２点目は、保護者のニーズも反映し、また、子どもの集団として適切な規模が維持できるよう、認定こども園も含めて、保護者に選択してもらえるような施設配置をし、保育の提供体制を整備していくこと。・３点目は、教育と保育の受け皿をただつくるということではなく、質の高い教育・保育を提供していくこと。・４点目に、アンバランスな子育て支援の拠点施設の配置状況を踏まえ、子どもの多いところに子育て支援の拠点を適切に配置していくこと。　　・この課題に対する取り組み方向として、まず、市立幼稚園を再編すること。・再編の基本的な考え方は、当時５か所ある市立幼稚園施設（または敷地）を有効活用していくこと。・次に、望ましい集団を維持するため、保育の必要な子どもも利用できるように、一部の幼稚園を認定こども園に移行すること。・そして、幼稚園としてこれからも運営していく幼稚園は、保護者に選んでいただけるように、魅力ある幼稚園にする。そのため、機能の充実を図っていくこととしました。



東幼稚園・半田幼稚園・東野幼稚園

各幼稚園の再編

○３年保育（３歳児の受入れ）の実施

○夏休み中も含めた預かり保育の実施

■給食の提供・・・・・実施時期、実施方法は未定

魅力ある幼稚園づくり

市立幼稚園として今後も運営

平成２９年度から

（市立こども園も同じ）

西幼稚園・南第二幼稚園

設置する認定こども園

認定こども園へ移行

区 分 内 容

類型 幼保連携型認定こども園

開園時期 平成３１年(2019年)４月

利用年齢 保育利用：乳児～５歳児 教育利用：３歳～５歳児

設置・運営の主体 学校法人又は社会福祉法人

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・市立幼稚園を再編するには、・５園のうち、地域に乳幼児が多く、今後も一定規模の集団づくりが可能と考えられる園として３園を決定しました。・次に、魅力ある幼稚園づくりとして、平成29年度から、３年保育と、夏休み中も含めた預かり保育に取り組むこととしました。・そして、５園のうちの残り２園は、認定こども園に移行することで、将来的にも一定規模の子どもの集団の維持が見込めると判断し、教育と保育の十分な定員を確保するため、幼保連携型認定こども園とし、・この４月から西幼稚園の跡地には「大谷さやまこども園」が、南第二幼稚園の跡地には「大野台こども園」がそれぞれ開園しています。・設置・運営の主体は、学校法人又は社会福祉法人とし、市は、その設置・運営を支援しています。



２．子育て支援拠点の適切な配置

○狭山中学校南側の市有地に建設

○中学生をはじめとする世代間の交流

狭山中学校区

・わんぱくプラザ

南中学校区

・ぽっぽえん

第三中学校区

・ファンズガーデン

狭山中学校区

・新施設
・わんぱくプラザ

南中学校区

・ぽっぽえん

第三中学校区

・ファンズガーデン

新施設

狭山中学校区

・新施設
・わんぱくプラザ

第三中学校区

・ファンズガーデン

南中学校区

・ぽっぽえん

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・子育て支援の拠点ですが、対象となる乳幼児が最も多い狭山中学校区にも、常時、子育て中の親子が利用できるように、(仮称）第２子育て支援センターを建設することとしました。・なお、この施設は、就学前の親子が利用する他、地域の方々にも利用していただけるように、中学生をはじめとする世代間の交流ができるようにしました。



計画施行後の大阪狭山市の就学
前教育・保育子育て支援の現状

就学前教育・保育
施設（公立）
６園 ⇒ ４園

東幼稚園
半田幼稚園
東野幼稚園
市立こども園

就学前教育・保育
施設（私立）
７園 ⇒ ９園

池尻保育園 ・ きらり保育園
ルンビニ保育園 ・花梨つばさ保育園
池尻なな保育園
山本こども園 ・つぼみこども園
大野台こども園 ・ 大谷さやまこども園

市立子育て支援センター‟ぽっぽえん“
地域子育て支援センター「わんぱくプラザ」
地域子育て支援拠点施設「ファンズガーデン」
市立子育て支援・世代間交流センター‟ＵＰっぷ“

地域子育て支援
拠点施設

３園 ⇒ ４園

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・「新幼保連携推進計画」に基づき、事業を進めて、現在はこのような状況になっています。・公立の就学前教育保育施設は、６園から４園に。　　　（西幼稚園、南第二幼稚園を廃園）・私立の就学前教育保育施設は、７園から９園に。　　　（大谷さやまこども園　大野台こども園を設置）・地域子育て支援拠点施設は、（仮称）第２子育て支援センターを正式名を「子育て支援・世代間交流センター」として、今年の１月に新しく整備し、３園から４園になりました。



子育て支援の概要

背景
・３歳未満児の約７割は家庭で子育て
・核家族化、地域のつながりの希薄化
・少子化
・価値観の多様化

課題
・多様な大人、子どもとの関わりの減少
・子育ての孤立化による不安感や負担感

行政と市民が一丸となって
子育てを支援

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・ここからは、子育て支援について、お話しさせていただきます。・大阪狭山市では、2歳児以下の約７割は家庭で子育てをされています。　・しかし、先ほども説明しましたように、少子化、核家族化、地域とのつながりの希薄化などにより、様々な世代の多様な大人との関わりが減少、また、他の子どもとの関わりも減少しています。・子育ての孤立化による不安感や負担感を少しでも和らげ、保護者に子育てが楽しいと感じていただくために、行政や地域の大人が子育て家庭を支援する必要性が生じています。・また後程の説明にもでてきますが、認定子育てサポーターという形で、市民の皆様に、子育て家庭を支援していただく事業も実施しています。・このまちづくり大学での学びを通じて、本日受講されている皆様も可能であれば、ボランティア活動への参画をお願いしたいと思います。　　



地域の子育て支援
情報提供

子育てアプリ
の配信

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・子育て支援に関しては、保健センターや民生委員・児童委員、地区長会、社会福祉協議会、地域のボランティアなど、色んな機関・団体とも連携しながら進めています。・また、子育て支援関連の情報を、広報誌やチラシの配布、市のホームページに記載するとともに、｢子育てアプリ｣を使って配信しています。



プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・情報を、より早く、広く、手軽に、保護者に発信できればと、平成29年12月度から、スマホからでもダウンロードできる「子育て情報アプリ」を作成し、市民の皆さんに活用していただいて　います。・主な機能として、子育て情報の提供、イベント情報の提供、予防接種スケジュールの管理、急病の際の連絡窓口の紹介、赤ちゃんの成長の記録をつけてグラフする機能など。・令和元年8月末までのダウンロード数は1561件となっており、大変好評いただいておるところでございます。



「大阪狭山市立子育て支援・世代間

交流センター」 （愛称）“UPっぷ”

＜開設＞ 平成31年1月21日

＜施設の位置付け＞

子育て支援の拠点施設であるとともに、

子どもや子育て家庭との世代をこえた

市民の交流拠点施設

新たな地域子育て支援
拠点施設の誕生

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
・大阪狭山市では、実に20年ぶりの公共施設となります、子育て支援・世代間交流センターを建設しました。・市民の皆さんに親しみ、大いに利用していただけるようにと、市民から愛称を募集し、「UPっぷ」に決まりました。・この説明につきましては、後程、山本の方からご説明させていただきます。・以上で、子ども・子育て支援新制度への以降の経緯や、新幼保連携推進計画を踏まえた、　大阪狭山市における、就学前教育・保育、教育、子育て支援の現状についてご説明させていただきました。
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