
令和元年度 第２回米子市子ども・子育て会議 議事録 

 

 

１ 開会・会の成立宣言 

○（吉岡係長）みなさんこんばんは。本日はお忙しい中、お集まりいただきあ

りがとうございます。定刻になりましたのでただいまより令和元年度第２回米

子市子ども・子育て会議を開催いたします。会議の成立の報告ですが、米子市

子ども・子育て会議条例第４条第３項により委員の過半数の出席により成立い

たします。本日の欠席は聞いておりません。齊木委員につきましては、３０分

くらい遅れるということを連絡いただいております。まだ来ていない委員さん

もおられますが、十人中七人の出席をいただいておりますので米子市子ども・

子育て会議条例第４条第３項により本会議が成立していることをご報告いたし

ます。会を始めます前に、今回、事務局のほうで、はじめて参加する職員がお

りますので、簡単にご挨拶させてください。 

 

〇（松浦こども相談課長）失礼いたします。本年４月１日の人事異動に伴いま

して子ども相談課長としてまいりました松浦です。どうぞよろしくお願いしま

す。 

○（足立こども相談担当課長補佐）失礼します。７月の人事異動で議会事務局

からこども相談課の方に参りました足立と申します。よろしくお願いします。 

○（茅野子育て支援課長補佐）失礼いたします。子育て支援課児童青少年担当

をしております茅野と申します。よろしくお願いいたします。 

○（前田主任）７月の異動で子育て支援課に参りました子育て政策担当、前田

といいます。よろしくお願いします。 

○（吉岡係長）はい、以上でございます。そうしますとまずお手元の方に追加

資料の方配布させていただいております。資料１の４、資料２の４、そして報

告１（別紙１）というこの３枚追加資料でつけさせていただいております。本

日の資料につきましては資料１－１から１－４と資料２－１から２－４、そし

て報告１というものとそれから追加資料の別紙でございます。皆さん資料の方

はお手元にございますでしょうか。それでは以後の進行を会長にお渡ししたい

と思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

２ 会議の公開・議事録について 

○（佐藤康会長）はい。始めに会議の公開と議事録の全文議事録の作成につい

ての了承についてです。宜しいでしょうか。はい。梅雨が明けて本当に毎日暑

い日が続いていますけど皆さん体調いかがでしょうか。天気予報によると向こ



う１週間も猛暑日の日が続くような予報ですので健康管理には十分注意してい

ただけたらと思います。それでは今回の会議は議題が２つ、報告案件が１つあ

ります。議題の１つ目は米子市子ども・子育て支援事業計画第２期計画につい

てです。２つ目は放課後健全育成事業に従事する者及びその員数に係る基準に

ついてです。事務局より説明した後に議論の方はしていただきたいと思います。

それで報告については令和元年度米子市変更予定等の特定地域型保育事業につ

いてご報告を行なってまいります。 

 

３ 議題 

〇（佐藤康会長）それではまず議題１の米子市子ども・子育て支援事業計画第

２期計画についての説明を事務局の方からお願いします。 

○（吉岡係長）はい、失礼いたします。そうしますと資料１－１から１－４を

ご用意してください。まず始めに資料１－１米子市子ども・子育て支援事業計

画第２期計画についてということで１、計画及び予定のところでございます。 

米子市子ども・子育て支援事業計画ですが、平成２７年度より幼児期の学校

教育や保育、地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める「子ども子育て

支援新制度」がはじまり、市町村を実施主体として幼児期の教育・保育の量的・

質的確保について、また、地域における子育て支援の充実を図るため、平成２

７年３月に「子ども・子育て支援事業計画」を策定し、４月から第１期計画が

開始いたしました。この計画ですが、第１期計画は平成２７年度からの計画期

間を５年で、今年度、令和元年度（平成３１年度）までの計画になっておりま

す。来年度、令和２年度から第２期計画の計画期間となりますので、本年度中

に第２期計画を策定、予定としては、今年の１２月に第２期計画案（案）につ

いてのパブリックコメントが実施できたらと考えています。従いまして、そこ

までに計画の素案を完成させたいと考えておりますので、よろしくお願いいた

します。 

そうしますと次に第２期計画の考え方でございます。第１期計画では、小学

校就学前児童の保護者を対象に、ニーズ調査を実施し、量の見込みを算出した

ところ、それまでの実績値との乖離が多き事業がかなりあり、それらについて

は、追加調査や実績値を基に計画数値を作成しました。これを受けまして、第

２期計画の計画値作成の考え方について、平成３０年３月の子育て会議におい

て、量の見込みについて、実績値等から最新のデータや情勢を反映して算出す

るものと、ニーズ調査を基に分類して実施することで了承をいただきました。

表左側の事業は、第１期計画での実績と乖離が大きかったものや実績値と最新

のデータの組み合わせで算出する事業を載せています。右側の「ニーズ調査を

実施し、量の見込みを算出する事業」について載せています。こちらの事業で



すが、「放課後健全育成事業（学童保育）」については、子ども・子育て新制度

が始まってから、待機児童解消のための保育の受け皿を拡大している中で、保

育所等を利用した子どもが小学校に入り、相当数、学童保育を希望することが

予想されることから、ニーズ調査を実施する事業としております。また、「一時

預かり事業」と「地域子育て支援拠点事業（子育て支援センター事業）につき

ましては、在宅育児世帯の支援について、今後、市として取り組んでいくべき

内容であることから、ニーズ調査を実施する事業としました。今回は、表の左

側の実績値等により量の見込みを算出する事業のうち、枠で囲ってある事業、

ご審議いだきいただきたいと思います。なお、教育・保育の量と、ニーズ調査

を実施して量の見込みを算出する３事業、こちらについては、ニーズ調査は終

了し現在データの集計中でございます。残りの事業については、次回の会議で

量の見込みについて計画値を提示させていただく予定としております。 

資料の１－２をご覧ください、地域子ども・子育て支援事業計画のうち、今

回、量の見込みを算出した事業を載せています。資料の見方ですが、「１．子育

て利用者支援に関する事業」を例に説明しますと、まず、事業名の下に事業の

概要を記載しています。 

事業の概要の下の表が今回見込んだ令和２年から令和６年までの見込みの数値、

計画上の「量の見込み」ニーズの量の見込みと「確保の内容」市としてどれだ

け受け皿を確保するかの目標値でございます。なお、今回載せている事業につ

いては、ほぼ、利用を希望される方の意向は満たしている、体制が整っている

ことから、量の見込みと確保方策の計画値は同数で算出しております。その下

の段は、それぞれの数値の算出方法を載せています。その下に、参考として、

第１期計画の見込みと、これまでの実績の表を載せておりまして、この表の太

い線の下の段、③がこれまでの実績値です。 

そうしますとまず子育て利用者支援に関する事業についてご説明させていた

だきます。利用者支援事業ですが、妊娠期から子育て期まで切れ目のない支援

を行うことを目的に、平成３０年度より、こども相談窓口を設置し実施してお

りまして、利用者支援を適正に行えていることから、量の見込みと確保方策に

ついては、１か所としています。 

続きましてその下２、時間外保育事業。これは保育園等の延長保育ですが、

実利用者数で２，１００人と見込んでおります。「量の見込み」の算出方法です

が、女性の就業率の向上による利用の増加が見込まれる反面、働き方改革によ

る利用の減少も考えられ、見込がなかなか難しいところもあり、平成３０年度

の実績、参考の表の太線の下の段、③の段の平成３０年度の実績を勘案して見

込んでおります。なお、全ての園で実施されており、希望される園児は利用で

きる状態にあると考えています。 



続きましてめくっていただいて３の子育て短期支援事業でございます。（１）

「子育て短期支援事業（ショートステイ）」です。保護者が病気や出産、家族の

看護など社会的事由（冠婚葬祭や出張等）で、ご家庭でお子様の養育が一時的

に困難になった場合に、お子様を児童養護施設などでお預かりする事業で、利

用期間は一泊２日以上で、原則として７日間までご利用できます。こちらの数

値ですが、延べ利用日数で２２４日、過去５年の実績から最大値を参考に算出

しました。下の表の参考、③の実績をみていただくと、年度によって利用の多

い年、少ない年の変動があるということと、また、市町村は在宅支援の中心（支

援拠点）となることとされていることから、事業利用の増加を見込み、平均値

ではなく、過去の最大値、平成２７年度の実績値から算出しております。「確保

方策」の算出方法ですが、委託先３か所、児童養護施設米子聖園天使園、乳児

院米子聖園ベビーホーム、松江赤十字乳児院の３か所で実施しておりまして、

現状利用希望を断るケースはほとんどなく、供給は需要を満たしているため、

「量の見込み」と同数としております。 

続いてその下の夜間養護等事業（トワイライトステイ）でございます。こち

らの事業なんですけども、平成３０年度から実施しておりまして、保護者が、

仕事その他の理由により平日の夜間又は休日に不在となり家庭において児童を

養育することが困難になった場合に児童養護施設等において児童の養育を行う

事業です。さきほどの、ショートステイは１泊２日以上の利用からでしたが、

こちらのトワイライトステイは泊まりではなく、日帰りで平日（夜間）は 概

ね午後４時から午後１０時頃、休日（土日祝）は概ね午前９時から午後１０時

頃、お子さんをお預かりしております。量の見込み及確保方策は、延べ利用日

数で３０日と見込んでおります。この量につきましては、平成３０年度から実

施した事業で参考となる実績が少なく、 平成３１年度の４月から６月の３カ月

の実績（７日間）×４の１年分の見込みから算出しております。実施場所は、

委託先２か所、天使園とベビーホームで実施しており、十分ご利用できる体制

は整備されています。 

続きまして乳児全戸訪問事業についてでございます。こちらの事業の量の見

込みですが、０歳児の人口の数位の見込みをもとに推計値で算出しております。

０歳児の人口の推移ですが、資料の１－３をご覧ください。２の出生数、平成

１７年度からの平成３０年度の出生数の実績、棒グラフを見ていただくと、平

成１７年度から平成２７年度までは１３００～１４００人台で増加と減少を繰

り返して推移していましたが、平成２８年度から減少傾向となりました。上の

１、人口の数位の見込みの表で、右側の点線で囲ってある数値が、令和２年か

ら令和６年度の人口を推計しております。０歳児の人口が減少していく傾向、

この推計値を基にしまして、資料１－２の「４乳児全戸訪問事業」の見込み数



値を算出しております。こちらの事業は、原則１回、出生した乳児のご家庭を

保健師等がほぼ対象者への訪問を実施しておりまして、対象者が何人であろう

と実施できる体制、受け皿を確保しております。 

次に５の養育支援訪問事業及び要保護児童対策協議会その他の者による要保

護児童等に対する支援に資する事業でございます。こちらの事業につきまして

は量の見込みですが、訪問人数が９０人で、延訪問件数が６００人と見込んで

います。この数値につきましては、平成２７年度から事業を拡大し、現行の体

制となったことから、平成２７年度からの過去４年間の実績の平均値から算出

しております。こちらにつきましては下の表の参考の実績 ③の実績を見てい

ただければと思いますが、平成２８年度の訪問実績が吐出して大きかったとい

うことから、最大値でなく平均値で計画値を算出しております。また、それぞ

れのご家庭の状況に応じた訪問支援を適切に行えていることから、確保方策は

「量の見込み」と同数としております。 

次にめくっていただいて、６、病児・病後児保育でございます。こちらの事

業ですが、谷本こどもクリニックのベアーズデイサービス、せぐち小児科のペ

ンギンハウス、博愛病院内のかるがもの３か所で実施しております。病気の流

行期によって利用ニーズの変動が激しいことから、過去５年の最大値、平成２

９年度の実績を勘案し、計画値を算出しております。 

次に７、妊婦検診でございます。こちらの事業については、資料１－３の令

和 2 年からの０歳児の人口の推移を参考とし、妊婦健診の受診券の交付者数に

平均受診回数を乗じて算出しております。また、どれだけニーズ、対象者が増

加しても、対象者全員が受診できる体制を整えているところから確保方策も量

の見込みと同数としています。最後に追加資料１－４、今回の事業においても

ファミリーサポートセンター事業でございます。こちらにつきましては、延べ

利用者数で２，２００人と見込んでいます。この数値におきましては、平成３

０年度の利用実績に基づきまして、今後の人口減少と、幼児教育無償化による

利用の増加を見込み算出しております。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。今の事務局の説明を踏まえ

てご質問やご意見ありましたらお願いしたいと思います。どうでしょうか。は

い。 

○（藤戸委員）時間外保育事業の平成２９年度の実績が２８年度から上がって

いるのと資料１－４のファミリーサポートセンター事業で実績が平成２８年度

から２９年度が格段に減っているのは何か背景があるんでしょうか。 

○（赤井係長）赤井といいます。時間外保育についてですけど２８年度と２９

年度のところで件数のカウントの方法を少しを変えまして、全件にすべての実

績をチェックしたところ実数としてはおそらく既に１０００件以上はあったと



いうところで２９年度に全件チェックをしたというところと３０年度も全件チ

ェックしてこの数であったというところです。あとファミリーサポートセンタ

ーについて数字が減っているということに関しては正確にこれが原因だという

ことがはっきり申し上げられはしないんですけど保育施設であるとか学童施設

の方が非常に増えていた時期でしてセンターの職員にもいろいろ確認してみた

んですけれども依頼の件数が減ってきているというところでした。そして３０

年度にファミリーサポートセンターの数字が２９年度に比べて増えているなと

いう感じがあるのが、国の指導によってファミリーサポートセンターの支援の

件数のカウントの方法を変えなさいという指示がありまして預かりと送迎を分

けてカウントするようにということで国の方から指示がありまして増えている

ように見えるんですけれど出動回数としてはそんなに増えてはいないというと

ころがあります。 

○（藤戸委員）はい、分かりました。 

○（佐藤康会長）他にありませんでしょうか。大丈夫ですか。この前も事務局

の方とお話したんですけども、病児保育の方なんですけれども各施設によって

利用方法と登録方法が違うということで保護者の方から予約できるところと当

日でなければ受付してもらえないところがあると。それで予約で行かれたのと、

当然当日受付のところに集中して当日もそこに利用できないというような声が

保護者から言われるんですけどその辺はこれから対応するってことはないんで

しょうか。それからあとは谷本委員さんは専門ですのでもう少し場所を質量を

増やすっていうことは出来ないかなと保護者の方からそういう声がありますの

でどうでしょうか。 

○（吉岡係長）事前登録を不要としている施設は３施設中、１施設でございま

す。施設の考え方はお子さんの安全を考えてのことだと思います。初めてのお

子さんを受けるリスクというのもあって、あとはお子様をお預かりするのも難

しいのではないのかな。すみません。これは私が各事業者さんに聞いたことで

はないですけどもそういったことはあるのではないかなと思います。それでま

た施設につきましても３施設だけで十分かといわれると当然インフルエンザと

か流行っている時期になるとどうしても集中してしまいます。ただこうやって

病気が流行っていないときには空いてる状態ということにもなりますけれども、

こちらに事業に参加させていただいている事業者様がいらっしゃいましたら本

当にお願いをこれからもどんどん最初だけではなくて広げていただけるのでは

ないかと思っているところでございます。なかなか計画見込み値につきまして

利用希望がどのくらいあるのだろうかというところで実績から見込んだという

こともありまして事業の見込みと確保方策と整備させていただいているところ

でございますが実態としてこういった現状があるのは十分把握しているところ



でございます。 

○（佐藤康会長）ありがとうございました。他にありますか。 

○（谷本委員）いいですか。 

○（佐藤康会長）はい、お願いします。 

○（谷本委員）病児保育ですけど、病気にかかっている最中のお子さんを預か

った後で病後児保育っていうのがあるんですけど、これは病気の回復という定

義なので、米子の三つの施設は一応病児、病気の最中です。ですから熱のイン

フルエンザの最中のお子さんを預かっていくという前提で動いてますけど、そ

うしたらそれぞれの施設によって若干バックアップ体制とか、もし何かあった

時の体制とかっていうのは違っているので、同じレベルでやるっていうのはな

かなか難しいところがあります。それから人数も一応施設配置基準が２対１と

いう形になるので、これもその日に急に増えたからと言ってすぐ応援の体制が

できる施設とそうでない施設があるので、どうしても予約したら満杯だったら、

６でしたら６で終わってしまうところもありますし応援のできるところとその

日の状況によっては１０人や１１人まで入れるとかという違いがあります。そ

れから、なかなか一概には言えないということ。それから病気の真っ最中なの

で当日は基本的には看ないということが多々あるんですね。ただ水ぼうそうと

かだとそう状況が変わらないんで１日目で水ぼうそうっていうのが確定してる

と次の日からはそのまま行ってもらっていいと。一応２日間くらいは休みもら

ってその後は行ってもらっていいという形になりますけど、すごく変動してい

る例えば入ったりとか出したりとかそういうお子さんだと、朝に全然診ずに一

日預かって夕方すごく悪くなって、途中ですかなり悪くなってというのがある

ので、そういう意味でいうと状況に応じてどこもそういう対応してると思いま

すけど。 

○（佐藤康会長）ありがとうございます。何かありましたらお願いします。は

い、森田委員、お願いします。 

○（森田委員）病児保育と違うかもしれないですけども保育園に預けるときに

例えば上の子がインフルエンザにかかりました、それで下の子はかかってない

ので保育園に預けますというので、保育園中がもうインフルエンザに感染して

２年前くらいにうちの子が通っていた保育園では年長１人というときもあった

んですよ。それでそういうのは親が休んでいるのだったら上の子下の子みんな

兄弟で保育園に預けるのはダメというふうにしたらどうかというふうに園長に

相談したんですけど、それは市の方でだめだということでその辺改善ができな

いかなと聞きたいです。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。 

○（吉岡係長）基本的に保育所というところがお子様を保育する場所で、もう



当然インフルエンザになった場合にはもう禁止にはなりますけどもかかってな

いお子様に限ってそれを、例えば保護者の方が看病してお家におられるという

ことは逆に看病されてらっしゃいますので、それを理由にかかってないお子さ

んを保育園に預かってもらうのを遠慮してもらうというのはなかなか難しいの

かなという気はします。 

○（森田委員）それじゃあ結構園の半分くらいお休みというのは小学校だとお

休みですけど。 

○（吉岡係長）小学校だとそうですね。あくまで保育園というのが義務教育と

は違ってあくまで就労支援じゃないですけども、保育が必要な保護者のお子さ

んをお預かりする場所なので、基本的にお預かりするというのが。話は違いま

すけど小学校とかは台風とかで休校になっている場合であっても保育園のする

ことは少なくても行なう。 

○（森田委員）親が休めなくて病児保育に預けているんだったら上の子は預け

てもいいですよとかそういうのはできないのですか。親がずっと休んでいるの

で家で面倒みているんだから上の子と下の子の兄弟も一緒に。 

○（吉岡係長）市において休んでいる保育園の基準というのが、その日いらっ

しゃるからじゃあ保育園は来てはということではなくて、例えばお仕事が遅い

方とか、じゃあ日中いるから、じゃあお子さんがいるので看るということでは

ないところがあるので、なかなか今いるからじゃあ看てくださいと逆にこちら

からはなかなか言えない。保護者様のニーズがあればお預かりさせていただき

ます。 

○（佐藤康会長）よろしいですか。じゃあ他にありましたらお願いします。そ

れじゃあ無いようでしたら、ただ今のは事務局の案で決定していただきたいと

思います。 

よろしいでしょうか。よろしいですか。はい、ありがとうございます。 

 

○（佐藤康会長）それでは議題２の放課後健全育成事業に従事する者及びその

員数に係る基準についての説明を事務局の方からお願いします。 

○（青砥主任）子育て支援課子育て政策担当の青砥と申します。それでは放課

後健全育成事業に従事する者及びその員数に係る基準についての説明を私より

させていただきます。資料２－１をご覧ください。始めに経緯及び現在の状況

を説明させていただきます。放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員

数に係る基準については、厚生労働省令で定める基準に従うものとされている

ことから、本市における配置基準は１ページ目中段にあります国の基準と同じ

ものといたしました。この度、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革

の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が成立いたしまして、令和



２年度より当該配置基準については、「従うべき基準」から、「参酌すべき基

準」となりました。今までは国の基準に必ず従わないといけなかったものが市

町村の裁量である程度定めることが可能となりました。 

それで放課後児童健全育成事業に従事する者及びその員数に係る基準につい

ては、人手不足や放課後児童支援員の資格の取得の要件が厳しいことが以前か

ら指摘されておりまして、配置基準を「参酌すべき基準」とすることが平成30

年12月の閣議決定を受けまして、本市では、平成30年度第４回米子市子ども・

子育て会議において、どのような配置基準とするのが望ましいのか、検討を行

なっておりました。その際の資料については別紙２－２をご覧ください。その

時の会議においていくつか基準緩和の例を事務局側から列挙し説明しましたが、

その際には従事する者の数を１人とする基準は、児童の安全面を考慮すると認

められないのではないかということ、また、従事する者の資格の有無について

は、従事する者の質の担保として研修の機会を増やした方がいいのではないか

という意見がありました。以上が今までの経緯と現在の状況となっております。 

続きまして２番、民間放課後児童クラブ の現状及び意見等についてです。先

日、民間の放課後児童クラブの方に配置基準についてアンケートを取りました。

このアンケートのついては資料２－３に載せております。こちらの方をご覧く

ださい。対象事業者数は１３事業者で、回答事業者数はそのうち１１事業者で

した。回答のあった１１事業者のうち半数を超える６事業者が、現在の経過措

置、今の経過措置は年度末までに研修を終了する見込みのある者も資格のある

者として配置基準の中に含むことができたんですけど，その経過措置が今年度

末で終わったことになってしまうと基準違反になるかどうかという質問に対し

て６事業者が基準違反になってしまうという回答でした。さらに、基準違反の

内容について基準違反になると答えたすべてが「職員を２人配置できるが、資

格保有者を配置することができない」ということでした。国の現在の配置基準

は大きく分けると２つありまして、職員が２人以上いるということと，そのう

ち１人は有資格者を置くということでございます。それで今回のアンケートで

は６事業者が２人は配置できるけど有資格者を置くことができないという回答

をされました。職員配置の現状及び課題について意見を聞いたところですが、

放課後児童クラブの職員の不規則な勤務形態による人手不足、放課後児童支援

員の資格を取るための要件が厳しいこと、また、県が行なう中部で行われるん

ですけど研修が受講しづらく職員が積極的に受けてくれないことなどの意見が

あった。以上が民間の事業者さんのアンケートの内容です。 

次に３、他市の動向について説明させていただきます。先日、他市の方に現

在の状況を聞いてみたところですが、鳥取市、倉吉市、境港市、安来市、松江

市、出雲市に問い合わせをしたところ、いずれの市も、現段階では具体的には



検討はしていないとのことでした。鳥取市と出雲市については放課後児童支援

員の人数については検討の必要があるのではないかと考えておられるようです。 

次に基準の方向性について説明させていただきます。事業者の意見をまとめ

ると、放課後児童支援員の資格要件が厳しいことに加え、人手不足であること、

資格要件を満たしていても、研修が受講できないなどの課題があることが明ら

かとなりました。このことから、資格の基準をある程度緩和し、質の担保を確

保するために研修の機会を増加させて、受講しやすいものとしたいと思ってお

ります。今後の基準の方向性を踏まえて最後５番のところに移ります。事務局

側から提案する見直し案としては、現行の基準にある今年度末までの経過措置

の部分の期限を無期限のものとし代わりに研修を終了していると予定している

ものは資格の取得予定を満たした段階で研修を受講することとするという案で

す。今年度末までの経過措置が終わった場合に現在の基準の問題点としては新

規で採用した職員は基本的に放課後児童支援員の資格を持っていません。保育

士等の資格を持っていても９月から行なわれる県の研修を受けなければ有資格

者とはならないため新規採用職員を雇った場合、実際に研修が終わるのは１２

月なのでそれまでの間その人は有資格者としては認められないため基準違反と

なることが可能性として高くなります。それに対しましてこのたびの見直にす

ることで４月から採用した職員についても、例えば保育士の資格を持っている

方だとその年度中に研修を受講する予定であれば放課後児童支援員としてみな

すことができるということになります。また追加でお渡しした資料２－４をご

覧ください。これは現在の待機児童の状況と放課後児童クラブの運営状況のデ

ータとなりますが、２番の方で運営状況の右側の列に平日における職員配置の

列を作っております。ちなみにこの数字はある特定の日付の配置状況となって

おりますので毎日は必ずこの運営状況とは限らないことをご留意いただきたい

と思います。これによると放課後児童支援員は真ん中の人数の通り各クラブと

も配置はできてはいますが、実際に研修を修了した者は右の列の人数の通りで

す。現在は先ほど説明した経過措置期間中ですので今年度末までに研修を受講

した人も有資格者としてみなすことができるため、真ん中の数字が１人以上い

れば基準を満たしているという判断になります。しかし、現在研修を終了して

いる方が一番右の列になります。計算しましたところ、真ん中の放課後児童支

援員数と認定資格研修修了者の数は今のところ３７人も差が出ております。こ

の方は一応今年度中に研修を受けるため有資格者とみなされている方の数とな

ります。中部で今年の９月から行なわれる研修にもし右側の列が０人となって

いる施設の方ですが、例えば真ん中の列が２人で右側の列が０人となっている

方は今年のうちに２人がその資格の研修を受けなければ来年度は資格者がいな

いということになって基準違反になってしまうことを表しています。この通り



資格の研修修了者が十分ではないため来年度は基準違反のままの基準だと基準

違反となることが可能性として考えられます。このことからも基準の方を事務

局側から提案した見直し案の通りにすることが望ましいと考えております。し

かしながら見直し案の通りといたしますと保育士などの資格がないものでも２

年間の実務経験を経た後研修を受けて資格を取るということであれば資格を取

るまでの２年間は何も資格がない方が支援員としてみなされてしまいます。極

端な話を言い出しますと全く経験のない方だったりが２年後に研修を受けます

ということをおっしゃればそれが有資格者としてみなされてしまうことになっ

てしまうため職員の質が問題にもなってきます。そのために米子市としては県

と強調して初任者研修みたいなものを開催しまして当該放課後指導支援員の質

の担保とすることといたしたいと考えております。以上が事務局からの提案で

ございます。委員の皆様にご審議いただきたいと思いますのでよろしくお願い

します。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。じゃあ今の説明を踏まえて

意見や質問がありましたらどうぞお願いしたいと思います。 

○（草分委員）はい。 

○（佐藤康会長）草分委員、お願いします。 

○（草分委員）すみません、新規で入られた方が９月まで試験がないというこ

とでみなし期間とされているんですけども、このみなし期間が終了ってあるん

ですね。要は、４月１日で入りましたよと、それで今年度何かの理由があって

この６日間受けられなくて修了できなかった場合、来年度もみなし期間とする

というのがすごく変だと思います。 

○（佐藤康会長）お願いします。 

○（青砥主任）現在の基準ですと今年度末でみなし期間が終わってしまいます

ので今年度中とられない方、取ることができなかった方は来年度から始まる研

修をもう１回受けて全部受け終わるまでは有資格者としてはならないので。 

○（草分委員）だからその見直し案だと３２年は撤廃するわけですよね。そう

なったときに、みなし期間はいつまでも有効なのか。 

○（青砥委員）一応この放課後児童支援員の研修は１年間の有効期間というの

が受講した科目でありますので、例えば今年取れなかったときは来年に取らな

いといけないことになりますので、来年度。 

〇（草分委員）では、まず整理させてもらうと、入りましたよと。大前提とし

ては、受講しますよという大前提があって、今期半分うけたら、そのみなし期

間は２年間に延びるという考え方で大丈夫ですか。じゃあ２年間で取れなかっ

たら３年目からは。 

〇（青砥主任）、もう１回受講をということになります。 



○（佐藤康会長）他にはありますか。 

○（佐々木委員）今回継続するということでそうしないと６か所が違反になっ

て運営できないという形になるということですよね。 

○（青砥主任）はい、アンケート上ではそのような感じとなっております。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。現在本当に利用している方は多いと思うん

ですね。うちの園でもやっていたとがあるんですけども、支援員さんもお願い

すると、すごく時間が中途半端なんですよね。夕方の時間で一番忙しい時期な

のでなかなか形手がいないというのが現状でした。それでどうしてもというこ

とで元職員だった人にお願いしたりとかそういった形で対応していたんですけ

ども、その時に研修を受けなさいというのがあったんですけど、誰一人行きた

くないということで結局そういうことがありましたので、うちはそういう形に

なったんですけども。すごい研修の期間が長いですし、なかなか行きたくても

いけないというのが現状じゃないかと思いますけどその辺も踏まえてどうでし

ょうか。 

○（藤戸委員）すみません、素人なんですけど丸１日の研修が６回も行って何

をするんだっていう感じなんですけど座学が中心なんでしょうか。 

○（青砥主任）全て座学ですね。実地はないですね。 

○（赤井係長）研修の内容としては座学が中心になっていまして、だいたい６

回行かれるんですけども午前中で終わられて帰るような形で、午後から業務に

戻られるようなカリキュラムを組んでやっていきます。 

○（藤戸委員）それでしたら、この試験をしたら大変難しいと思うんですけど

倉吉の試験センターが協力してだったらネットでいいと思うんですけど、例え

ば最近は e-ラーニングとかがあるのでそれで今の時代だったらわざわざ倉吉に

行かんでいいんじゃないのかと思うんですけどその辺を変えていったらどうか

と思うんですけど。 

○（赤井係長）ありがとうございます。同じような意見をみんな持っておりま

して県の方にも研修を受講しに行ったりとか、わざわざ行かなくてもできるこ

とであればネットとかを介してとかできるんじゃないんでしょうかというお話

はさせていただいています。また委員さんのご意見もいただきましたし、その

辺は強く要望していきたいなと思っております。 

○（藤戸委員）もしくはネットワークが難しかったらすでに持っている有資格

者に研修をしていい権利を与えるとかそういうものもいいんじゃないかと思う

んですけど。 

○（赤井係長）ありがとうございます。それですでにもう持っておられる方と

一緒に働かれているわけですからその中で職場内研修というかこういうことが

大事なんだよということを話していただくと。既に今の基準でも職場内で研修



しましょうという基準はあるんですけれどもそういったところをまた検討して

いけたらなと思いますが、今のところはこの受講を進めるというところで考え

てございます。他のいろんな可能性も含めて考えてみたいなと思っています。 

○（佐藤康会長）ありがとうございました。他にありませんでしょうか。谷本

委員お願いします。 

○（谷本委員）年に１回しかない。年に１回で、その日に病気したらそれはア

ウトという話なので、だから年に何回か、２回くらいすると多分いける人もた

くさん増えるんじゃないかと、それは無理ですかね。米子市で独自というのは。 

○（青砥主任）一応この基準上は都道府県知事が行なうという研修っていうふ

うになっているので、県の副知事が変える、米子市長がっていうふうにすれば

変えることはできるみたいなんですけど、現状そこの基準を変える予定はない

です。それで鳥取県の方には今もずっと２年前までは東部と西部でそれぞれ開

催されていて西部で受けなかった人は東部で、東部で受けなかった人は西部っ

ていうのはできたんですけど、去年、一昨年くらいから中部っていうふうにな

ってしまったので、これからも県の方には理解できれば開催していただくよう

に２回以上開催していただく要望をしたいとは思っています。 

○（吉岡係長）合わせて、谷本委員がおっしゃられたように、市の方で同じよ

うな研修ができたら１番当然受講しやすいというところがありまして、これは

すぐすぐに何らか市の方で対応が難しかったということもあって今回ご提示で

きなかったところはございます。ただこちらにつきましても当然検討していて

市の方でより皆様が受講しやすい体制を整えたいと思っておりますので、並行

して、同じような研修が実施できるかどうかは検討していきたいと思っている

ところでございます。それで合わせて鳥取県に対しても回数であったり、実施

場所について回数増やしてくださいというのはこれまでも要望していたところ

でございますがさらには今回県とも協調して研修というのも考えているところ

ですので、あわせて開催をさらに要望していきたいと思っています。 

○（佐藤康会長）はい。草分委員お願いします。 

○（草分委員）分かればでいいんですけど、東部、西部でやっていたものを中

部１回にしたっていう理由は分かりますか。 

○（赤井係長）すみません。３０年度から１か所になったかなと思っておりま

してそれまでの２か年か３か年である程度の人数が受講できたというふうに県

の方が判断されたと思われまして、ただ３か所で開催しても一度に大人数がく

ることがなかったので１か所にして効率化を図られたというところだと思いま

す。 

○（草分委員）それだと佐藤委員がおっしゃられたように要はやっても受けた

い人がおらへんとか、成り手がおらへんとかそういうのが問題なのかなと。や



っぱりこれは回数増やすものすごく大事だしやる場所増やすのもすごく大事だ

けどそっちの方が大事なのかなと。何らかの資格を持ったら給料上げるとか、

３０歳で、そっちの方がもっともっと大事なのかなって気がいたします。 

○（赤井係長）ありがとうございます。待遇の改善というか資格を取ることで

みなさんの働く環境がよりよくなるってところも重要なポイントじゃないかと

いうご意見をいただきましてありがとうございました。またお金の面について

もこちらの方で検討をさせていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○（佐藤康会長）他にはありますか。はい。 

○（齊木委員）すみません。すごい単純なことをお聞きしたいんですけど、こ

の１番下にある県と協調して初任者研修を開催しとあるんですけど、その対象

者とその内容が何なのかと。その研修で９月から１２月にかけて６日程度行な

われる内容に準じたものであるのか、それとも別にということなんでしょうか。

それでこの初任者研修っていうのは、ごめんなさい、私の理解がよくできてい

ないんですけど保育士などの資格がないけど実務経験を２年したと。だけど支

援員の資格を取るまでの間、支援員とみなすことになるから質がどうなんだろ

うということが課題となるから２年以上の実務経験を経た後の人が研修受ける

ってことでもないんですね。最初から資格はないけれども、これに就きたいっ

て人が初任者研修を受けるってことなんですよね。それでじゃあその中身って

いうものはもう米子市の方が独自で何か考えられてされるってことなんでしょ

うかね。 

○（吉岡係長）初任者研修の具体的な内容については実はまだ具体的に検討が

できていないところでございますので、当然、条例改正などの見直しというこ

とになれば、じゃあここのどういった質を担保するために、これからの初任者

研修はどういった研修をしなければならないかというところをさらに具体的に

考えないといけないところだとは思ってはおるんですが、現状ではこうした、

例えば米子市には教育委員会っていうものがあって、学校の先生に研修をして

いただければいいなとか、そういったところの教室、学校の現場の方にお話、

研修を受けていただければいいなというところが。公立の仲良し学級につきま

しては定期的に研修をしておりまして、そういったところも一緒に合わせて研

修や、当然経験者の方を講師に招いたりという、まだ具体的にちょっとどの程

度までというのは埋まっていないところでございます。 

○（佐藤康会長）よろしいでしょうか。じゃあ齊木先生。 

○（齊木委員）はい。これは何歳以上っていうことはないんですね。社会経験

とか全くなくてもいいんでしょうか。一応少なくとも保育士の資格を取るため

には、３回措置で保育士の資格を取るということになるんですけれども、そう

いうことになると２０歳以上であれば。 



○（吉岡係長）例えば放課後児童健全育成事業に２年以上従事している方とい

うのは高卒以上でとかということになっているので、特に２０歳以上というこ

とではありません。あとは事業者さんの雇用体系で、じゃあ例えば１８歳以上

だとか、中卒以上、高卒以上だとかということになると思うんですけれども、

こちらについては例えば放課後児童健全育成事業従事者５年以上というところ

は高卒ではなく中卒の方で５年経過したらというところでのことだと思います。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。他には大丈夫でしょうか。

本当に難しい問題だと思うんですけど、辛いのは米子市独自でそういう研修を

組んでいただいて受けやすい環境を作っていただいたらと思うんですね。です

からこれが基準から抜けてほかの要素も含めいろんなことでも踏まえて条例改

正に向かっていただきたいと思いますけどそれでよろしいでしょうか。よろし

いですか。はい、そういうことでしたいと思います。 

 

４ 報告 

○（佐藤康会長）それでは報告案件の説明を行います。 

○（山田係長）子育て支援課の山田です。いつもお世話になっております。そ

れでは報告１の方をご準備ください。今回、令和元年９月３０日をもっての事

業廃止申請が１件と、あわせて令和元年１０月１日からの変更申請が１件。ま

ず事業開始についてでございます。資料が報告１にありますとおり小規模保育

所中央クローバー保育園でございますけれども、所在地は米子市長砂町８５－

８でございまして、利用定員は１９名、内訳は０歳児が６名、１歳児が６名、

２歳児が７名となっております。こちらの運営会社は竹内合同会社でございま

すけれども人材の維持確保が困難であるために事業を整理されることになりま

して事業廃止を申請されました。なお、保育事業につきましてはこれからこの

説明で申し上げる事業所にすべて引き継ぎされる予定でございます。続きまし

て事業変更についてでございます。皆生クローバー保育園でございますけれど

も、所在地は米子市皆生温泉２－１４－１３でございまして、こちらも小規模

保育事業所として運営されております。利用定員は１９名、０歳児が６名、１

歳児が６名、２歳児７名となっております。こちらの運営会社は株式会社クロ

ーバーホールディングスでございまして、現在、小規模保育事業所４施設、企

業主導型保育施設が７施設、民間保育所等を運営しておられます。この皆生ク

ローバー保育園に関してまして申し上げますと、中央クローバー保育園に移転

をして名称を中央クローバー保育園として運営されるという予定でございます。

先ほど申し上げました通り保育内容についての変更はありませんので職員も含

めすべて新しい中央クローバー保育園に引継ぎされる予定となっております。

また保護者に対しての説明会の開催にあたりまして保護者の方からは特に反対



意見等は出ていないというふうになっております。今回の変更につきましては

報告１の別紙の色塗りのもので、議題とさせていただいておりますので、あわ

せてごらんください。なお、皆生クローバー保育園の移転、変更に伴いまして

従来の皆生クローバー保育園の保育事業につきましては同一系列の保育園が引

き継ぐことでございますので希望される方はそのまま就学前まで在園すること

が可能となります。報告は以上でございます。 

○（佐藤康会長）ありがとうございました。この件につきまして何か質問があ

りましたらお願いします。よろしいですか。もともと同じグループですよね。 

○（山田係長）そうですね、はい。そうです、グループ会社としては同じ仲間

に入っています。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。 

 

５ その他 

○（佐藤康会長）それではその他で何かありますでしょうか。 

○（吉岡係長）事務局の方からはありません。 

 

６ 閉会 

〇（佐藤康会長）はい。ないようですので、これで今日の会議は終了となりま

す。よろしいでしょうか。お疲れさまでした。 

○（全員）ありがとうございました。 


