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第３章 第１期計画の主な取り組み状況と課題 
 

 

１ 第１期計画の法定事業の実績 
 

第１期計画で設定した目標事業量に対する達成状況は以下のとおりです。 

１）教育・保育事業    

■１号認定（教育認定子ども）＜３～５歳＞ 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 973 931 900 1,084（883） 1,081（863）

確保の内容 1,485 1,474 1,432 1,417 1,417 

実績値 1,004 962 1,049 1,084 1,069 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

幼稚園・認定こども園（１号認定）の受け入れについて、平成 27 年度当初より量の見込みを

上回る実績がみられました。平成 30 年度以降は量の見込みを拡大し、平成 30 年度では量の見

込みと同数の実績値となっています。 

 

■２号認定（保育認定子ども）＜３～５歳＞ 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 828 793 766 787（750） 785（733）

確保の内容 711 746 764 779 779 

実績値 708 739 746 816 823 

待機児童 1 6 2 1 1 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

保育所・認定こども園（２号認定）の受け入れについて、平成 27 年度以降増加傾向にあり、

平成 29 年度までは量の見込みを下回る実績で推移していましたが、平成 30 年度では量の見込

みを上回っています。いずれの年度も待機児童が発生しています。 
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■３号認定（保育認定子ども）＜０歳＞ 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 99 98 97 88（96） 87（95）

確保の内容 95 115 115 115 115 

実績値 111 123 95 99 96 

待機児童 7 11 1 0 0 

 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

保育所・認定こども園（３号認定）での０歳児の受け入れについて、平成 27 年度当初より量

の見込みを上回る実績がみられましたが、平成 29 年度以降は 90 人台での推移となっています。

平成 30 年度以降は待機児童が発生していません。 

 

■３号認定（保育認定子ども）＜１、２歳＞ 

（単位：人） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 474 469 460 511（448） 486（443）

確保の内容 396 443 443 443 443 

実績値 432 483 514 532 524 

待機児童 21 30 15 7 9 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

保育所・認定こども園（３号認定）での１、２歳児の受け入れについて、平成 27 年度以降増

加傾向にあり、平成 28 年度以降は量の見込み及び確保の内容を上回る結果となりました。待機

児童は平成 28 年度をピークに概ね減少傾向となっていますが、令和元年度では９人となってい

ます。 

 

 

２）地域子ども・子育て支援事業    

■利用者支援事業 

（単位：か所） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 2 2 2 2 2 

確保の内容 0 1 2 2 2 

実績値（令和元年度は見込み） 0 1 2 2 2 

 

利用者支援事業は平成 27 年度には実施していませんでしたが、平成 28 年度にゆうゆうセン

ターで１か所、平成 29 年度以降は同センターと交野市立地域子育て支援センターの２か所で実

施しています。 

 

 



 

40 

■地域子育て支援拠点事業 

（単位：延べ組数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 12,460 12,254 

14,443 

（11,999）

15,032 

（11,831）

14,415 

（11,625）

確保の内容 13,000 13,000 

13,796 

(13,000) 

14,591 

(13,000) 

14,591 

(13,000) 

実績値（令和元年度は見込み） 13,082 13,720 14,725 14,854 14,840 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

地域子育て支援拠点事業は平成 27 年度当初より量の見込み及び確保の内容を上回る実績がみ

られました。平成 29 年度以降は確保の内容を拡大し、平成 30 年度では量の見込みを下回る結

果となっています。 

 

■妊婦健康診査事業 

（単位：延べ回数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 7,252 7,168 7,070 7,000 6,986 

確保の内容 7,252 7,168 7,070 7,000 6,986 

実績値（令和元年度は見込み） 7,002 6,603 6,940 6,403 5,811 

 

妊婦健康診査事業は量の見込みを下回って推移しています。年度ごとに増減がみられますが、

実績値は概ね減少傾向で推移しています。 

 

■こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業） 

（単位：実件数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 518 512 505 500 498 

確保の内容 518 512 505 500 498 

実績値（令和元年度は見込み） 590 551 542 549 472 

 

こんにちは赤ちゃん訪問（乳児家庭全戸訪問事業）は平成 27 年度当初より量の見込みを上回

る実績がみられ、実績値は概ね減少傾向で推移しています。 
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■養育支援訪問事業 

（単位：実人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 5 5 5 5 5 

確保の内容 5 5 5 5 5 

実績値（令和元年度は見込み） 1 0 0 1 5 

 

養育支援訪問事業は平成 27 年度と平成 30 年度に実績がみられ、それぞれ１人となっていま

す。平成 30 年度からは適切な養育の実施を確保するため、育児援助・家事援助を新たに実施し、

事業を拡充しました。 

 

■子育て短期支援事業 

（単位：延べ日数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 12 12 12 12 12 

確保の内容 12 12 12 12 12 

実績値（令和元年度は見込み） 7 52 9 25 48 

 

子育て短期支援事業は平成 27 年度以降増減を繰り返しています。平成 28 年度と平成 30 年度

で量の見込みを上回る結果となりましたが、いずれの年度も適切に対応するとともに、平成 30

年度に契約施設を１か所増やし、契約施設の確保に努めました。 

 

■子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター） 

【就学前児童】 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 2,225 2,195 2,168 2,145 2,125 

確保の内容 2,225 2,195 2,168 2,145 2,125 

実績値（令和元年度は見込み） 706 793 862 668 668 

 

【小学校児童】 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

確保の内容 1,300 1,300 1,300 1,300 1,300 

実績値（令和元年度は見込み） 1,334 1,511 1,428 1,068 1,294 

 

子育て援助活動支援事業（ファミリー・サポート・センター）について、就学前児童は量の見

込みを下回って推移し、小学校児童は平成 27 年度当初より量の見込みを大幅に上回る実績がみ

られたものの、平成 30 年度以降は量の見込みを下回る結果となりました。就学前児童・小学校

児童ともに年度ごとに実績値の増減がみられる中、提供会員数及び依頼会員数は増加し、会員拡

充に努めました。 
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■一時預かり事業 

【幼稚園型（１号認定による定期的利用）】 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 973 931 900 5,054（883） 5,054（863）

確保の内容 973 931 900 5,054（883） 5,054（863）

実績値（令和元年度は見込み） 1,140 2,421 3,143 4,639 4,700 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

１号認定による定期的利用は平成 27 年度当初より量の見込み及び確保の内容を大幅に上回る

実績がみられました。平成 30 年度以降は量の見込みを拡大し、量の見込みを下回る結果となっ

ています。 

 

【幼稚園型（２号認定による定期的利用）】 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 30,000 28,800 27,600 26,700 26,100 

確保の内容 30,000 28,800 27,600 26,700 26,100 

実績値（令和元年度は見込み） 86 143 361 452 500 

 

２号認定による定期的利用は平成 27 年度当初より量の見込みを大幅に下回る実績がみられま

したが、増加傾向となっています。 

 

【幼稚園型を除く】 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 13,651 13,273 12,933 12,674 12,472 

確保の内容 13,200 13,200 13,200 13,200 13,200 

実績値（令和元年度は見込み） 1,858 1,834 1,816 1,950 2,000 

 

その他の一時預かりは平成 27 年度当初より量の見込みを大幅に下回る実績がみられました

が、増加傾向となっています。 

 

■延長保育事業 

（単位：実人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 710 681 655 489（632） 478（613）

確保の内容 710 681 655 489（632） 478（613）

実績値（令和元年度は見込み） 450 495 551 500 500 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

延長保育事業は平成 27 年度から平成 29 年度にかけて増加し、平成 30 年度以降は量の見込み

を上回る結果となりました。 
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■病児保育事業 

（単位：延べ人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 725 695 668 645 625 

確保の内容 600 1,200 1,200 1,200 1,200 

実績値（令和元年度は見込み） 101 374 401 428 440 

 

病児保育事業は平成 27 年度以降、いずれの年度においても利用がみられ、増加傾向となって

います。 

 

■放課後児童健全育成事業（放課後児童会） 

（単位：実人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み 721 692 665 710（642） 695（642）

確保の内容 810 810 810 890（810） 890（810）

実績値 714 777 772 800 878 

※（ ）内は当初計画策定時の計画値 

放課後児童健全育成事業（放課後児童会）は平成 27 年度以降増加傾向にあり、平成 28 年度

以降は量の見込みを上回る結果となりました。 

 

■実費徴収に係る補足給付を行う事業 

（単位：実人数） 

 平成 27 年度 平成 28 年度 平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

計画値 

量の見込み - 19 20 20 20 

確保の内容 - 19 20 20 20 

実績値（令和元年度は見込み） - 19 13 15 15 

 

実費徴収に係る補足給付を行う事業は平成 28 年度より実施し、給付対象者の負担軽減を図る

ため、助成を実施しました。 
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  ２ 第１期計画の取り組み状況 
 

第１期計画の主な取り組み状況と今後強化が必要な取り組みは以下のとおりです。また、第１期

計画の基本施策ごとに、子育てに関する取り組みを実施または支援する団体を対象に実施したアン

ケート調査結果を抜粋して記載します。 

 

 第１期計画期間中に新たに取り組みを開始した事業 

 これまでの取り組みを第１期計画期間中に量的及び内容的に充実させた事業 

 これまでの取り組みを継続して実施した事業 

 

基本目標１）すべての子育て家庭を支える まちづくり    

≪主な取り組み状況≫ 
基本施策１ 妊娠・出産・育児の切れ目のない支援 

平成 30 年８月より新生児聴覚検査助成事業、産婦健康診査助成事業を、平成 31 年４月より産

後ケア事業、不育症治療費助成事業、産前・産後サポート事業を新たに開始するとともに、子

育て世代包括支援センターを設置した。 

こども医療費助成制度について、通院・入院助成を中学３年年度末までに拡充した。 

妊婦健康診査事業や乳幼児健康診査事業、こんにちは赤ちゃん訪問等、妊娠初期から出産期、

育児期にかけてさまざまな事業・教室等を実施した。 

基本施策２ 多様なニーズに応じた保育サービスの充実 

令和元年 10 月より、子育て世帯の経済的負担の軽減を図るため、幼稚園、認定こども園等を利

用する３～５歳児クラスの幼児及び住民税非課税世帯の０～２歳児クラスの幼児の利用料の無

償化を実施した。また、世帯の収入にかかわらず第３子以降の保育料無償化（第２子は半額）

を市独自に実施した。さらに、特定教育・保育施設に在園する３～５歳児に対して、世帯の収

入にかかわらず第３子以降の副食費免除を市独自に実施した。 

待機児童解消のため、民間保育所の施設拡充をはじめ、市立・私立の保育所・幼稚園の認定こ

ども園への移行や、小規模保育施設の開設等、平成 27 年度から 330 人以上の保育定員の拡大

を図った。 

基本施策３ 人権教育及び児童虐待問題対応の充実 

虐待事例検討会や個別ケース会議等を開催し、関係機関のネットワークを強化し児童虐待問題

に関する研修及び啓発を行い、児童虐待の発生予防、早期発見に努めた。 

基本施策４ 障がいのある子ども（支援の必要な子ども）のライフステージに応じたきめ細やかな

支援・保育・教育の推進 

平成 29 年４月より、補装具支給及び大阪府の助成事業の対象とならない軽度の難聴児に対し、

補聴器購入費の一部または全部を助成する、軽度難聴児補聴器購入等助成事業を新たに開始した。 

幼児期から学童期をつなぐ一貫した支援体制の充実をめざすため、巡回相談事業を拡充した。 

発達支援の必要な子どもたちへの療育について、関係機関会議の定期的な開催により関係各課

や関係機関との連絡調整を図ることで、療育プログラム等の機能支援センターが行う事業の充

実につなげた。 

 

拡充 

 

新規 

 

拡充 

 

継続 

 

継続 

 

拡充 

 

継続 

 

新規 

 

拡充 

 

新規 

 

新規 

 

拡充 
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障がいのある子ども（疑い含む）に対し、児童発達支援や放課後等デイサービス等の個別給付

を行った。 

基本施策５ ひとり親家庭の自立支援の推進 

平成 29 年４月より、ひとり親家庭のファミリー・サポート・センターの利用料補助を開始した。 

ひとり親家庭支援、就労支援として職業訓練等の案内や母子父子相談、生活支援としての手当、

助成を行った。 

基本施策６ 男女共同参画・仕事と生活の調和（ワーク･ライフ･バランス）の推進 

交野市男女共同参画計画に基づき、近隣市との連携や男女共同参画フェスティバルを開催する

とともに、平成 29 年には女性の就労を支援する「おりひめジョブ★フェスタ」等を実施した。 

 

≪今後強化が必要な取り組み≫ 
◆若年出産、高齢初産、疾患を抱えるなどの支援を必要とする妊婦が増加しているため、早期に対応が

できるよう医療機関と連携し、支援につなげていく体制構築に取り組む。 

◆より多くの人が妊娠・出産・育児に関する教室等に参加できるよう、周知方法を工夫する。 

◆経済的な理由で就学が困難な児童生徒の保護者に対し、援助を実施するとともに、必要な世帯への制

度周知に努める。 

◆第１認定こども園の民営化による定員拡大、さらなる私立幼稚園の認定こども園への移行促進等、引

き続き待機児童の解消に向けた施策展開を進める。 

◆児童虐待に関する相談件数が増加しているため、関係機関の専門性の強化と関係機関相互の連携強化

に取り組み、児童虐待の発生予防、早期発見に努める。 

◆巡回相談件数や障がい児に対する福祉サービス等の利用が増加しているため、交野市立機能支援セン

ターが中核的な役割を担い、関係機関との連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標２）子どもの育ちを支える まちづくり 

≪主な取り組み状況≫ 
基本施策１ 質の高い幼児期の学校教育・保育の推進 

保育士等の交流や職員の資質向上のための合同研修を実施するとともに、平成 30 年度及び令和

元年度に市立認定こども園各１園で、第三者評価を実施した。 

「幼小の接続の必要性」をテーマに、交野市こ・幼・小連絡協議会や小中学校において講演会

を開催し、理解啓発を行った。 

基本施策２ 学校教育の推進 

平成 29 年４月より、全小学校図書館に学びあいサポーター、全中学校図書館に図書館アドバイ

ザーを配置し、学校図書館の充実を図った。  

≪団体アンケート調査結果からの意⾒≫ 
○地域の中で妊娠・出産・育児の時期にある家庭がどこにいるかといった情報が入りにくく、孤立し

ている方や問題を抱えている方に必要な支援を届ける工夫が必要。 

○外国人の保護者が孤立しないよう、積極的に受けられるサービス等が必要。 

○保育士や職員数の不足とともに、職員の専門性の向上や研修の充実が必要。 
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35 人学級を６年生まで拡充するとともに、ＩＣＴ機器の新整備・更新、教職員研修を実施し、

学力の育成を図った。 

基本施策３ 乳幼児とふれあう機会や子育てを学ぶ機会の充実 

平成 27 年度より、つどいの夏祭りの開催にあたって中学生ボランティアを募集した。 

中学生等が乳幼児とのふれあい体験等を通し、乳幼児についての知識等を深め、自分自身やい

のちの大切さを学ぶことができた。 

基本施策４ 思春期保健対策の充実 

各中学校及び小学校２校にスクールカウンセラーを配置するとともに、スクールソーシャルワ

ーカーを２名、家庭教育支援員を新たに配置した。 

基本施策５ 「食育」の推進 

離乳食・幼児食の講習会、親子食育講座や市立認定こども園への出前講座等を開催し、食育に

関する取り組みを実施した。 

基本施策６ 子どもの成長を見守る体制づくり 

学習環境の整備や登下校の安全見守り、放課後の居場所づくり等、さまざまな学校支援の取り

組みを実施するとともに、防犯教室や各種訓練等、安全対策を推進した。 

基本施策７ スポーツ・文化・レクリエーションの充実 

各種スポーツ教室や体育行事を開催し、地域におけるスポーツ活動を推進するとともに、おは

なし会やおたのしみ会等、図書館活動の充実を図った。 

 

≪今後強化が必要な取り組み≫ 
◆私立の保育士等の研修への参加を促進し、公私交流及び保育の質の向上に努めるとともに、市立認定

こども園全園で第三者評価を実施できるよう取り組む。 

◆関係機関との連携を一層強化し、学校における諸課題の未然防止に取り組む。 

◆より多くの家庭で食育に対する取り組みを実践してもらえるよう、交野市健康増進計画・食育推進計

画との連携を強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

基本目標３）地域ぐるみの子育ち・子育て支援が豊かな まちづくり 
≪主な取り組み状況≫ 
基本施策１ 地域における子育て支援ネットワークの充実 

子育て支援員養成講座を実施し、受講者を子育て支援員として認定した。 

子育て支援者交流会を定期的に開催するとともに、地区交流会へ参画し、ネットワークの充実

を行った。 

  

≪団体アンケート調査結果からの意⾒≫ 
○こ・幼・小連携による交流事業を充実させていく必要があるが、まずは職員同士の交流・連携の強

化が必要。 

○職員が多忙であるため、保育士や保育教諭、幼稚園教諭等の人材確保が必要。 

○学校、行政、家庭、地域等各組織が連携するための具体的な方法の検討が必要。 
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基本施策２ 子育て相談支援及び子育て情報提供の充実 

平成 30 年度より妊婦の課題やニーズに対応するために、妊娠届出時に妊娠・出産マイプランシ

ートを作成し、必要に応じて支援につなげる取り組みを行った。 

子育てマップの設置か所数を増やすとともに、「織姫ねっと」において継続的に情報発信するほ

か、新たに予防接種通知や、必要とする人に必要とする情報をダイレクトに届ける子育てアプ

リを導入し、情報提供の充実を行った。 

基本施策３ 地域における子育て支援の充実 

中学校区ごとに開設している地域子育て支援拠点「ぽらりすひろば」を第１児童センターに移

転し、週３日から週５日へ開設日数を増やし、こども図書室と連携して事業を実施した。 

校区福祉委員会活動や世代間交流事業、子育てサロンを継続的に実施し、子どもの居場所づく

りの意識の高まりがみられる中、取り組みの推進を図った。 

基本施策４ 地域環境を活かした多様な活動の推進 

ＪＡや農業団体と連携し、農業が身近に感じられる取り組みを実施するとともに、自然環境分

野の講座や事業の実施、交野市子ども会育成連絡協議会が実施するスポーツ・文化事業に対す

る支援等を通じて、地域環境を活かした多様な活動の推進を図った。 

基本施策５ 子どもの居場所づくり 

放課後児童会の利用者数は、低学年・高学年ともに増加傾向にあるが、待機児童数はゼロを維

持している。また、市内小学校全 10 校で毎週水曜日に実施してきたフリースペース事業につい

ては、２校で週２回、２校で平日毎日開催するなど、４校でフリースペース実施日数を拡大し

た。 

第１児童センターについては、平成 29 年度より施設管理が市直営となり、子育て支援拠点とし

て子育て支援室を新設する施設の複合化を行った。 

基本施策６ 安心・安全に子育てできる生活環境の推進 

子どもを交通事故や犯罪等から守るため、「こども１１０番の家」の旗や「動くこども１１０番」

のステッカーを配布するほか、青色防犯パトロール車による子どもの安全見守りパトロールや、

青少年指導員会による市内巡回パトロール等を行った。 

 

≪今後強化が必要な取り組み≫ 
◆子育てサロンの担い手確保を強化するとともに、地域の中で子どもたちを育むための取り組みを継続

的に実施する必要がある。また、認知度が低い事業に対しても、周知活動の強化に努める。 

◆子どもが放課後を安全に過ごせるよう、放課後児童会を継続して実施するとともに、フリースペース

の実施日数の拡大に向けて、各小学校との連携や安全ボランティアの増員に努める。 

 

 

  

≪団体アンケート調査結果からの意⾒≫ 
○地域の子育て支援者の減少や高齢化が進み、担い手の確保が必要。 

○子どもたちが安心・安全に過ごせる居場所の確保とともに、人材の確保が必要。 
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  ３ 交野市を取り巻く課題 
 

１）子育て家庭への支援の充実    

●女性の就業率は平成 22 年から平成 27 年にかけて上昇し、女性の社会進出が進んでいることが

わかります。家庭の就労形態の変化により保育ニーズの増加が予測されることから、新制度に移

行していない幼稚園の認定こども園への移行や小規模保育施設等の保育施設の新設による受け

皿の確保を行うなど、受け入れ体制を整備することが重要です。また、男女共同参画の視点に立

ち、子育てしながら働きやすい職場環境づくりについて啓発を強化することが必要です。 

 

●少子化や核家族化の進行により、身近な人から子育てについて学ぶ機会が減少し、情報化の進展

によりインターネット上にはあらゆる情報があふれており、子育てに対して不安を抱える保護者

が増加しています。また、妊娠・出産をめぐる課題として若年出産や高齢初産、疾患を抱えるな

どの支援を必要とする妊婦の増加があげられます。子育てに関する支援のニーズは多様化してお

り、支援を必要とする世帯へ適切に支援が届くよう、支援体制の構築が必要です。 

 

●全国の児童相談所における児童虐待に関する相談対応件数は一貫して増加しており、交野市にお

いても児童虐待に関する相談件数が増加しています。児童虐待の相談に対して虐待事例検討会や

個別ケース会議を開催してきましたが、今後も継続的に開催するとともに、関係機関のネットワ

ークを強化することが重要です。また、児童虐待問題に関する研修及び啓発活動を行い、児童虐

待の発生予防、早期発見のために重点的に取り組んでいく必要があります。 

 

●交野市において、巡回相談件数や障がい児通所支援の利用が増加していることから、今後、発達

支援の必要な子どもの増加が見込まれます。交野市立機能支援センターが中核的な役割を担い、

関係機関との連携を強化することが必要です。 

 

●アンケート調査結果からは、充実してほしい子育て支援サービスについて、子育て世帯への経済

的援助を求める声も多くみられるとともに、子育てにかかる出費について悩む方も多くみられま

す。ひとり親世帯の割合が増加していることからも、児童扶養手当等、子育て家庭の経済的な負

担の軽減に関する情報提供を充実させるほか、就労支援等、自立に向けた生活支援のさらなる周

知が必要です。 

 

●団体アンケート調査結果からは、外国人の保護者が孤立する傾向があり、積極的に受けられるサ

ービスが必要であるとの声もみられます。外国人の保護者をはじめ、ひとり親家庭、発達支援の

必要な子ども、支援を必要とする妊婦等、特有の悩みを抱える家庭へのあらゆる支援の充実が必

要です。 
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２）子どもの健やかな育ちへの支援の充実    

●交野市では、認定こども園化を推進し、保育量の確保と幼児期における教育・保育の一体的な提

供に取り組むとともに、保育士等の合同研修を実施するなど、職員同士の交流や資質向上に取り

組んできました。一方で、団体アンケート調査結果からは、職員同士の交流・連携の強化や人材

の確保を求める声がみられます。引き続き職員の資質向上や人材の確保に取り組むとともに、第

三者評価を実施するなど、市全体における教育・保育の質を向上させることが必要です。また、

学校における諸課題を未然に防げるよう、関係機関との連携強化が必要です。 

●近年、スマートフォンの普及と同時にＳＮＳ（ソーシャル・ネットワーク・サービス）の利用が

増加しています。ワークショップからは、ＳＮＳの利用増加により、ＳＮＳの利用に対して不安

が高まっている子どもがいることが問題としてあがっています。学校における情報モラル教育に

取り組むとともに、保護者を対象に、ＳＮＳの危険性や正しい使い方について啓発を充実させる

ことが必要です。 

 

●平成 30 年度児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に関する調査結果（文部科学省）

によると、いじめの認知件数は前年度より増加し、ＳＮＳ等のインターネット上のいじめも過去

最多となっています。また、小中学校の不登校児童生徒数も平成 24 年以降増加傾向となってい

ます。交野市においては、不登校生徒数は概ね横ばいの推移となっていますが、不登校児童数は

平成 27 年度から平成 29 年度にかけて増加しています。交野市では、各中学校にスクールカウ

ンセラーを配置し、スクールソーシャルワーカーとの連携を強化するなどの取り組みを行ってき

ましたが、今後は関係機関との連携をより一層強化し、学校における諸課題の未然防止に取り組

むことが必要です。 

 

●アンケート調査結果からは、子どもが参加したい、または保護者として参加させたいと思ってい

る地域活動として、体験学習活動・スポーツ活動の割合が高くなっています。子どもの多様なニ

ーズに応じ、心身ともに健全な育成を図るための取り組みの充実が必要です。また、子育てに関

して悩んでいることや気になることとしては、子どもの食事や栄養に関することが高くなってい

ます。子どもの健やかな育ちの視点において、より多くの家庭で食育に対する取り組みを実践し、

健全な食生活を送ることができるよう、交野市健康増進・食育推進計画との連携強化が必要です。 
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３）地域における子育て支援の充実    

●共働き家庭等の増加により、放課後児童会の利用者も増加傾向にあります。引き続き子どもが放

課後を安全に過ごすために、放課後児童会において適切な遊び及び生活の場を提供できるよう環

境の整備を行うとともに、フリースペースにおいて実施日数を拡大するなど、居場所づくりの強

化が必要です。 

 

●昨今、子どもを巻き込んだ事故、犯罪の度重なる発生により、安心・安全な子育て環境に対して

保護者の意識が高まっていることが考えられます。子どもの安全を確保するため、地域全体での

見守り体制の充実や、道路や公園、関係施設設備の点検等が必要です。 

 

●アンケート調査結果からは、地域の方に子育てを支えられていると感じない人が２割ほどみられ

ます。支えてほしい人として、同じ世代の子どもをもつ保護者や幼稚園、保育所、地域子育て支

援拠点等の職員が上位にあがっていることからも、保護者同士の交流の促進や子育て家庭が相談

しやすい体制整備、情報提供の充実が必要です。また、地域の中で子どもたちを育むためには子

育てサロン等、地域住民の協力が不可欠です。地域の子育て支援者の減少・高齢化が進んでいる

ため、地域の担い手確保の強化が必要です。 

 

●アンケート調査結果からは、充実してほしい子育て支援サービスについて、公園等の屋外の施設

の整備が多く、ワークショップにおいても、子どもが自由に遊べる場所を求める声が多くあがっ

ています。小中学校や公民館等、地域資源を活用した子どもの遊び場の整備が必要です。 

 

 

４）子どもの貧困に関する支援の充実    

●子どもの生活実態調査結果からは、世帯の経済状況が学習面や余暇活動等、子どもの生活に連動

することがわかりました。世帯の経済状況によって子どもの生活が左右されないよう、生活格差

を埋めるための取り組みの推進が必要です。 

 

●社会保障給付の受給状況をみると、困窮度が高いほど、社会保障給付の利用率が高くなっている

ものの、一部の制度では困窮度が高い世帯でも利用率が低いなど、必要とされる世帯に対して制

度が普及できていないことが考えられます。困窮層が確実に制度利用へとつながるよう、仕組み

づくりが求められます。さらに、最終学歴と困窮度の関係性もみられることから、若年出産者に

対する産前産後のケアだけでなく、子育て支援、学びなおし、就労支援の充実等が必要です。 

 

●困窮度が高い層では、朝食をとっていない子どもが多くみられるとともに、困窮度が高まるにつ

れて勉強時間が短く、結果として学習理解度の低下につながっていると考えられることから、生

活習慣を整えるための施策が求められます。また、困窮度が高いほど、塾や習い事に行くことが

できていないことも明らかです。家族や親類以外のさまざまな大人や学校以外の友だちと接する

機会の喪失は、さまざまな経験の格差にもつながるため、居場所づくりのための取り組みの推進

が必要です。 

  


