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高槻市・茨木市では、就学前児童の人口は減少傾向、保育利用の申込は増加している。
要因のひとつとして、働きたいと考える母親の増加がある。
ほかの要因は、昨年の制度改革で、保育所利用の要件が緩和されたことがある。
高槻市は3年連続待機児童ゼロ。実質的なゼロに向け、今後も保育施設を新設予定。
茨木市は、保育所の建て替えなどで保育枠を確保。保育士対策も進めている。

この記事のポイント

　高槻市
　人口減少も
　高まる保育ニーズ

槻市は2014～2016年の4月ま
で、3年連続で待機児童ゼロを
達成した。小規模保育事業所

の新設や既存の保育所の増改築など
で、毎年受け入れ枠を拡大し続けてい
ることが功を奏していると見られる。2013
年には55人だった待機児童が翌年に0人
に転じた理由として、市役所の入所受付
窓口で、教育保育利用者支援員（通称コ
ンシェルジュ）と呼ばれる専属の職員が入
所希望者の対応を行うようになった点も
大きい。各家庭の事情をヒアリングし、働き
方や地域に合わせた総合的なアドバイス
を行うことで、スムーズな入所に繋がって
いる。
　高槻市は厚生労働省が定義する待機
児童数は0人となるが、申し込みをしたに
も関わらず入所できなかった「利用保留
児童」は今年4月時点で517人にのぼる。
4月時点での就学前児童の人口は年々
減少しているものの、保育の申し込みなら
びに実質的な待機児童は、増加傾向に
ある。働きたいと考える女性も増えており、
高まる保育ニーズに今後も継続的な対策
が求められている。

　実質的な待機児童ゼロ
　に向けた対策とは

体的な施策として、2008年に
は、入所を待つ児童のための

「認定保育施設」制度を開始
（現在3園）。認可外保育施設ではあるが、
市が独自の基準を定め認定している。あ
わせて、認可外保育施設の認可化も進め
てきている。2014年12月からは、市外から
の転入や育児休業明けの入所希望など、
年度途中に生じる保育需要に対応する

「臨時保育室」を市が独自に開室。また、
今後は需要が高い0～2歳を受け入れ

る小規模保育事業所を主として、毎年
新設していく方針。しかし、小規模保育
所を卒園したあとの3歳児の受け皿につ
いては、連携施設の確保に課題がある。
長時間保育に対応できる幼稚園の認定
こども園化を進めているものの、歴史ある
私立幼稚園をこども園化することに抵抗
のある事業者もあり、進捗は思わしくない。
　一方、高槻市では子どもの預け先とし
て、保育所だけではなく幼稚園を選ぶ保
護者も多い。全ての私立幼稚園で預かり
保育を実施しているため、両親共働き家
庭でも幼稚園を預け先の選択肢として考
えることができる点は利用者にとって心強
い。こうした市民特性もふまえ、ニーズの動
向を見ながら、実質的な待機児童もゼロ
になるよう取り組みが進められている。

　茨木市
　200人前後で
　増え続ける保育希望者

木市でも、働く女性の増加など
による保育ニーズの高まりがあ
り、2014～2016年の3年間、保

育利用の申し込み者が毎年約200人ず
つ増加している。また、2012～2016年に
実施された保育所や小規模保育事業所
などの新設（計18カ所）や、保育所に入所

できるまで保育要件の高い児童を一時的
に預かる「待機児童保育室」の設置（2カ
所）により、子どもを預けられる可能性が
できたと考える保護者が増え、保育ニー
ズの掘り起こしが起きたことも要因と考え
られる。
　2015年の待機児童は前年から82人増
の186人と府内でも4番目に高い数字とな
った。今年度は、特にニーズの高い0～2歳
の保育枠を確保するため小規模保育事
業所を4カ所新設した効果もあり、待機
児童は147人に減少したが、実質的な
待機児童は363人にのぼり、さらなる受け
皿確保が急務となっている。

　急ピッチで進む
　保育所・保育士施策

点施策は、既存の保育所等の
建て替えで、今年度は1園、来年
度は4園で定員を各30～40人ず

つ増員し、170人の保育枠を確保。また、公
立幼稚園5園を認定こども園に移行させ来
年度80人の受け皿を確保する予定だ。
　ここ数年、近隣各市ともに保育所の新
設や保育士の増員が急務となり、茨木市
でも、保育士不足を解消するため、2014年
4月、他市に先駆けて「保育士宿舎借り
上げ支援事業」を開始。事業者が保育
士用に宿舎を借り上げた場合の賃借料な
どを助成し、保育士が働きやすい環境を
整備している。また、保育士への処遇改善
に充てるための国からの補助金の割当に
ついて、早期に保育士の賃金に反映され
るよう事業者に向けて説明に回ったり、説
明会を開いたりするなどして、保育士の処
遇改善へつなげるための取り組みも行っ
ている。
　既存の保育施設だけではなく、幼稚園
の預かり保育の利用など、保護者が幼稚
園も預け先の選択肢として考えられるよう
にし、待機児童の解消を目指していく。

厚生労働省により定義された、保育申し込みをしたにも関わらず入所できず、順番待ちをしている状態
の児童のこと。通所可能な保育所はあるが第1希望の保育所に入所するために待機している児童や、
各自治体が独自に行う施策の認可外保育施設を利用している児童などは待機児童の数から除かれる
ため、「実質的な待機児童」の数ははるかに多い。

就学前児童の人口は減少

増える高槻市・茨木市の
実質的な待機児童
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　全国で問題となっている待機児童の増加。大阪府内でも、ここ数年で急激に増加した自治体が多い。高槻市や茨木市で
は、就学前児童の人口は年々減少傾向にあるにもかかわらず、保育利用の申し込みは反比例して増え続けている。昨年4月に
施行された「子ども・子育て支援新制度」では保育所利用の要件が緩和され、パートなど就労時間が短い場合や求職中の人
も対象となり、その申し込みの増加が一因である。待機の解消に向け各市はどのような取り組みを行っているのだろうか。

待機児童
の定義

利用保留児童数の推移（4月時点） 
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折れ線グラフは利用保留児童数の割合

利用保留児童とは…保育申し込みをしたが入所できなかった児童のこと

就学前児童数の推移（4月時点） 

●直接メールで登録する方法

登 録 方 法

●QRコードから登録する方法

大阪府警察が発信している
「安まちメール」
身の危険を感じたり、不審者を見かけたら
すぐに110番通報をしましょう。

touroku@info.police.pref.osaka.jpに空メールを送信
してください。

バーコードリーダー機能付きの携帯
等で、QRコードを読み取り、大阪府警
察ホームページにアクセスできます。

協力：大阪府警察

告知内容：徒歩で下校中の小学校低学年の女児が、男に
後をつけられるという事案が発生しました。
犯人：男は40歳位、身長170㎝位、ボサボサ頭、首に白色
タオルを巻き、黒色カバンを所持、グレー色Ｔシャツ、長ズボ
ンを着用。

発信：高槻警察署
発生日時：6月21日 16時10分
発生場所：高槻市真上町1丁目13番付近

告知内容：男が小学生女児に対し「家どこ」等と声を掛け
ながら下半身を露出する事案が発生。
その他：犯人は40歳から50歳位の男1名。身長180セン
チ位で太目。黒色の髪。黒色上衣。 

発信：茨木警察署
発生日時：6月17日　17時50分ころ
発生場所：茨木市鮎川一丁目付近

発生状況：女子児童らに対し、自転車に乗車した男が近付
き、女子児童の履いていたスカートを触る等の行為をする
事案が発生しました。
犯人：年齢20歳位、大学生風、茶髪、コカコーラと記載の
黒色Ｔシャツ、ピンク色自転車に乗車した男1名

発信：摂津警察署
発生日時：6月15日 17時00分
発生場所：摂津市桜町1丁目10番付近

告知内容：本日摂津市内において、摂津市役所職員を名
乗る人物より、還付金を支払うという名目の振り込め詐欺（
還付金等詐欺）と思われる不審電話が相次いで発生しま
した。

発信：摂津警察署
発生日時：6月14日 

発生状況：通学途中の女子学生に対し、前方に立ってい
た男が、下半身を露出する事案が発生しました。
犯人：年齢30歳くらい、身長175センチくらい、細身、黒髪
短髪、黒色Tシャツ、灰色スエットを着用した男1名。

発信：摂津警察署
発生日時：6月14日 8時05分
発生場所：摂津市 東別府3丁目5番付近

告知内容：帰宅途中の女性に対し、男が下半身を露出す
る事案が発生しました。
その他：犯人は、30歳代、小太り、黒色短髪、青色Ｇパン着
用、色不明の自転車使用。

発信：高槻警察署
発生日時：6月13日　20時ころ
発生場所：高槻市城西町5番付近
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17828
17530 17389

建設業 7 1 6 5 ― 5

製造業 22 2 20 22 3 19

情報通信業 10 1 9 9 ― 9

運輸業,郵便業 35 ― 35 41 1 40

卸売業,小売業 42 2 40 48 1 47

金融業,保険業 9 1 8 6 2 4

　飲食・小売業等の
　人手不足が顕著

木や豊中の商工会議所が開
催する販売促進セミナーは2～
3年前は活発に開催されてい

た。最近では人材育成や求人票の書き
方セミナーが大幅に増加。「特に飲食や
美容などのサービス業の人手不足は深
刻です。なかには、離職を防ぐために増収
分を給与にあて、年間の人件費が33％上
がった飲食店もあり
ます。また、人手不
足で店舗拡大やイ
ベント出店を見送る
などの声も多く、人
手不足に悩む経営
者は増える一方で
す。新店舗開設時
の金融機関への審

査時にも、スタッフ確保の計画を求められ
ます」と、商工会議所の職員は話す。

　既存社員の負担が増える

立行政法人 労働政策研究・研
修機構より6月に発表された調
査結果では、全体の52.1％の

企業で人手不足が生じており、このうち3
分の2が「需要の増加に対応できない」

「技術やノウハウの伝承が困難」など、経
営への影響を認識している。さらに、人手
不足が時間外労働の増加や休暇日数の
減少を引き起こすため、さらなる離職の増
加を招くという悪循環に陥っている。職場
の人手不足を感じている労働者は50.9％
で、不足を強く感じるほど職場へのストレ
スも強く、約4人に1人が転職志向であるこ
とが分かった。また、61.9%の企業が、応募
要件の緩和や業務の効率化などの対策

を行っているが、その一方で約6割が「実
感できるような効果はない」と答えている。

　高時給枠は900円から
　今年1200円にUP

手求人媒体の代理店によると、
飲食や美容業界の求人募集
件数は2年前は3379件だった

が、現在は6811件と2倍以上に増加。にも
関わらず応募者が0の場合も珍しくないと
いう。デスクワーク職の募集ハードルが下
げられ、応募者は飲食、小売などのサービ
ス業よりも、まずデスクワーク職に応募する
傾向があるという。残業を減らしたり時給
を上げる企業も増え、求人媒体に掲載さ
れる「高時給枠」は昨年までの900円から
今年は1200円と大幅に上がった。給与ア
ップ以外に、残業がないことやキャリアアッ
プなどのやりがいを大きく打ち出すなど、
改善策を講じている。また飲食店のなかに
は、履歴書を不要にしたり電話のみで採

年４月から実施されている電
力の小売自由化。関西エリア
で電力会社を切り替えた件数

は、3月4日時点で約1万2千件、3月末で約
13万2千件（+12万件）、４月末は約18万3
千件（+5万1千）、5月末では約21万6千
件（+3万3千）。全契約数の2％弱にとどま
り、様子見をしている家庭の多いことがう
かがえる。
　切り替える際のポイントは大きく分けて
二つある。ひとつは価格面。現在の電気
代より安くなったり、ポイントがついたりする
プランを選ぶというもの。もうひとつは環境
に配慮した電力を選ぶというもの。太陽光
や再生可能エネルギーの含まれた電力を
選びたいという人も多い。

　310社の事業者（6月16日現在）が小売
登録しているが、そのうち、関西エリアで
低圧電力を供給している会社のなかから
選ぶことになる。住まいの郵便番号や現
在の電気代など使用状況を入力するだ
けで、価格比較などができるウェブサイト

（エネチェンジやカカクコムなど）を参考に、
どういった会社やプランがあるのかシミュ
レーションすることもできる。

用する企業もあるという。
　今年9月末に茨木市で飲食店を開業す
る鍋谷さんは、自身が企画運営するイベン
トのスタッフをアルバイトとして雇用し、開業
のめどを立てている。「飲食店のやりがい
や楽しさを伝え、独立開業を目指すスタッ
フのステップアップに役立ててもらいたい」
と、スタッフと「働きがい」を共有し、職場環
境にも工夫が必要と語る。

人手不足が深刻化
　景気が緩やかに回復し有効求人倍率が24年ぶりの高水準に達する中、人口減少が続き、企業
は慢性的な人手不足に陥っている。ここ北摂でも深刻な人手不足に悩む事業者の声が多い。

平成28年５月１日現在のパートタイム労働者過不足判断のポイントをみると、調査産業計で31
ポイントと27期連続して全ての産業で不足超過となった。特に「宿泊業，飲食サービス業」、「サ
ービス業（他に分類されないもの）」、「卸売業,小売業」、「生活関連サービス業,娯楽業」で人
手不足を感じている事業所の割合が多い。　出典元：厚生労働省

　「最近は、資格保有者や経験者を採用する
より、まずは人材を確保しその後研修を行うケ
ースが増えている」と豊中商工会議所の西村
さん。「有期実習型訓練」は、企業が契約社員
など有期雇用の従業員に対し、OJT（実習）と
Off-JT（座学）を組み合わせた訓練を行い、実
践的な職業能力を習得させるもので、適正や
能力を判断した上で正社員登用ができる。採
用のミスマッチを防ぎ、また、国の助成制度を活
用し、訓練中の賃金や経費負担を軽減できる
と期待を集めている。北摂では茨木、豊中市の
商工会議所が窓口となっている。
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産業別パートタイム
労働者過不足状況

ジョブ・カード活用で人材確保

求人票の書き方、人材
育成等のセミナーの需
要が高くなっている

平成27年11月調査
産　　業

平成28年５月調査

不足 過剰 ポイント 不足 過剰 ポイント

不動産業,物品賃貸業 31 ― 31 19 ― 19

学術研究,専門･技術サービス業 8 2 6 8 1 7

宿泊業,飲食サービス業 63 2 61 60 ― 60

生活関連サービス業,娯楽業 53 1 52 47 1 46

医療，福祉 32 6 26 34 4 30

サービス業（他に分類されないもの） 41 1 40 49 1 48

調査産業計 31 2 29 33 2 31

平成27年11月調査
産　　業

平成28年５月調査

不足 過剰 ポイント 不足 過剰 ポイント

電気コンシェルジェによるサポートがあったり、割引プラ
ンなどで絞り込めたりする。
エネチェンジ https://enechange.jp/

選ぶときのポイントは
電力自由化

保護者が働いている、いないに関わら
ず、就学前の子どもの教育と保育、子
育て支援を一体的に行う施設のこと。
対象年齢は施設による。

認定
こども園
とは

務教育段階での学習のつま
ずきが原因で、高校中退や、
不登校になるという現状を踏

まえ、昨年から大阪府教育委員会（府
教委）が取り組んでいるのが、「生徒の
力を引き出す学校」という意味を持つ
「エンパワメントスクール」の設置だ。
　平成27年4月より府立の3高校でス
タート（西成高校・長吉高校・箕面東高
校）し、平成28年4月からは新たに成城
高校、岬高校が開校した。具体的な取り
組みとしては、通常授業以外に、小・中
学校レベルの学び直しの授業や、大学
や専門学校、企業とも連携して「ほんも
のに触れる授業」を実施し、進路実現を
はかるというもの。
　その中の1校、箕面東高校では習熟
度別に基礎から学び直すカリキュラムと
特色ある取り組み（週1回の事業所実
習やマナー講座などのキャリア教育、大

学生や社会人など経験豊かな講師か
ら深く学ぶ学外連携による多様な学び
など）のほか、進路実現に向け、劇表現
やファッションマテリアルなど、多様な
ニーズに対応した70以上の参加・体験
型科目があり、生徒たちは新しい自分の
発見や主体的な学習方法を身につける
ことをめざしていく。
　府教委は「スタートから1年、生徒たち
は“勉強が大事”という意識が向上し、
学習習慣が身についてきた。授業では、
多くの生徒が積極的に発言したり、発
表できるようになってきている」と話す。

義

●国語、数学、英語の30分モジュール授業
●1学年6クラスの生徒が9講座に分かれ、習熟度別

に基礎から丁寧に学習している。
●タブレットPCやプロジェクターとともに、オリジナル教

材やNHK講座を活用しながら、わかりやすい授業と
なるよう各教員が工夫している。

30分モジュール授業の様子（箕面東高校）

学び直しとキャリア
教育に重点を置いた

「エンパワメント
スクール」とは?

箕面東高校の授業の様子

今後、このテーマでさらに特集を組む予
定です。記事に関するご意見をお寄せく
ださい。詳細はQRコードから。抽選で粗
品を進呈します。締切は7/31まで。

全国で注目される施策や課題は、地域で暮らす私たち
にどう影響するのか？身近に起きた出来事やトレンドなど、
幅広い分野のニュースを紹介していきます。ネットでもさ
まざまなニュースを紹介しています。

シティライフNEWS　で検索


