
令和元年度 第５回米子市子ども・子育て会議 議事録 

 

 

１ 開会・会の成立宣言 

〇（赤井係長）それでは定刻となりましたので会議のほう始めていきたいと思

いますが、会の開会にあたりまして、まず、資料の追加をお願いいたします。

机の上に置いてありますけれども、議題２の資料といたしまして、資料２－１

を追加配布しております。また、議題３の資料として、資料３－１を追加で配

布しておりますのでご確認ください。 

そうしますと、ただいまより令和元年度第５回子ども・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。本日の欠席は髙田委

員、谷本委員と伺っておりまして、ちょっと斉木委員は遅れられているところ

だと思うんですけれども、１０名中７名の方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

とをご報告します。 

それでは、以後の進行を会長にお渡ししたいと思います。 

 

２ 会議の公開・議事録について 

〇（佐藤康会長）こんばんは。暖かい日が続いてたんですけれども、突然の雪

で子どもたちはね、あの、外遊びが十分できてその度に空を眺めながら「あ～

雪降らないかな～。雪遊びしたいな～。」っていうつぶやきが聞こえてたんです

けど、今日は本当に大喜びで雪遊びを堪能していました。 

さて今日、始めに議会の紹介と議事録の全文議事録の作成についての了承、

よろしいでしょうか。 

（一同了解の意思表示） 

〇（佐藤康会長）今回の会議は議題が３つ。報告案件が１つあります。 

議題の１つ目は「新規事業所等の認可と確認について」です。２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。パブリックコメ

ントの結果報告を受け、修正について検討をしていただきたいと思います。３

つ目は「保育士の配置基準の弾力化について」です。報告案件は、「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」です。 

 

３ 議題 

○（佐藤康会長）それでは議題の１の、まず「新規事業所等の認可及び確認につ

いて」の説明を事務局のほうからお願いいたします。 



 

〇（山田係長）はい。失礼いたします。子育て支援課山田です。本日は大変お

足元の悪い中、また、お忙しいところお集まりいただきましてありがとうござ

います。それでは資料１をご準備ください。 

今回は、令和２年４月１日からの定員の変更が４件ほどあります。保育園、

認定子ども園の定員増がそれぞれ１件、保育所と新制度幼稚園の定員の減員が

それぞれ１件でございます。 

まず最初に定員の増員のほうでございますけれども、リトルえんぜる保育園

でございます。所在地は米子市旗ヶ崎でして現在の定員が４０名でございます。

４月からの利用定員は４８名ということで、内訳は０歳児が１５名、１歳児１

８名、２歳児１５名の予定となっております。続きまして、認定子ども園、米

子ナーサリースクールですけれども、所在地が新開でございまして現在の定員

は２６名でございます。４月からの定員は３２名で満１歳児、１歳児、２歳児

さんそれぞれ各５名ずつ、３歳児６名、４歳児１１名でございます。このうち、

１号認定として３歳児１名、４歳児２名となっております。 

続きまして定員減員予定の園の報告でございます。ひばり保育園と良善幼稚

園の２園でございます。まずひばり保育園ですけれども、米子市上福原にござ

いまして、現在の利用定員は１００名です。４月からの利用定員は９０名でご

ざいまして、２号認定が６３名で、ひばりのほうは２月１日からのものでござ

います。すみません。２号認定が６３名で、内訳は３歳児２０名、４歳児２１

名、５歳児２２名の予定でございます。また３号認定は２７名で、内訳のほう

が０歳児６名、１歳児９名，２歳児１２名の予定となっております。続きまし

て良善幼稚園ですけれども、こちらは米子市安倍にございまして、現在の利用

定員は１５０名です。４月からの利用定員は１３５名でございまして、３歳児

が５３名、４歳児が３８名、５歳児４４名の予定となっております。 

説明は以上でございますので、増員予定の２園につきまして、まずリトルえ

んぜる保育園につきまして委員の皆様にご審議いただきまして、その後で三島

委員にはしばらく席を外していただきました上で、米子ナーサリースクールに

ついてご審議いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。以上

です。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。それではリトルえんぜる保育

園の確認について何か意見、質問ありましたらお願いします。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。それでは了解ということでよろしいでしょう

か。（一同了解の意思表示） 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。 

○（佐藤康会長）次にですね、米子ナーサリースクールの増員の審議になります



けれども、三島委員には退席していただいてもよろしいでしょうか。 

（三島委員退席） 

○（佐藤康会長）それでは、米子ナーサリースクールの確認について何か質問、

意見がありましたらお願いします。 

○（佐藤康会長）よろしいですか。それでは、了解ということでよろしいでし

ょうか。（一同了解の意思表示） 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。 

○（赤井係長）失礼いたします。先ほどの資料１になるんですが、１枚目のリ

トルえんぜるの部分ですが、４８名の定員変更ということでご説明したところ

なんですが。資料のほうが利用定員４５となっておりますがこちら４８の間違

いですので修正をお願いいたします。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。 

 

〇（佐藤康会長）それでは議題の２ですね、「米子市子ども・子育て支援事業計

画第２期計画について」ですが、パブリックコメントの結果がまとまったこと、

また、その他の修正箇所について、事務局のほうから説明をお願いします。 

○（小林主任）子育て支援課小林と申します。よろしくお願いします。それで

は、議案２についてですが、まず資料２をご用意ください。 

 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が、前回会議で

素案をご審議いただき、パブリックコメントを、令和元年１２月１９日から令

和２年１月１７日にかけて実施いたしました。提出人数は８人、提出件数は４

２件でした。今回は、市民の皆様から提案のありましたご意見をまとめ、主な

意見への市の考え方をお示しし、計画の修正案について検討をお願いいたしま

す。なお、資料２の参考として最後３枚については、いただいたご意見をほぼ

そのままの形で添付しております。なお、本計画については、「理念や考え方、

政策の大きな方向性を示す任意記載事項」と、「保育や地域子ども・子育て支援

の必要量と確保策を示す需給計画」、としております。施策や事業などの細かい

内容までは掲載するものとしていないことと、計画自体に直接関わらないこと

については、修正を行わない、という考えに基づいて回答しております。もし

素案を本日お持ちでない委員さんがおられましたらおっしゃってください。大

丈夫でしょうか。では、説明に移ります。 

 まず、１、障がい児保育へのご意見ですが、障がい児保育の実施に係る理念

や施策を盛り込むべき、手話言語条例に基づく施策推進方針が策定されたが方

針に基づく具体的施策を盛り込むべき、というような内容のご意見がありまし

た。本市の考え方ですが、計画の理念は、障がいのあるお子さんも含めまして、

「全て」の子どもに、妊娠期から成人に至るまでの切れ目ない支援体制を構築



し、健やかに生活できる社会の実現を目指すものです。ただ、支援体制の構築

については触れておりますが、手話言語条例に基づく施策推進方針にあるよう

に、お子さんの特性に合わせた支援を行うという意味での記載がありませんで

したので、５ページ「第２章４（２）の発達支援体制の強化」の【主な取組】

に「様々な障がいのある児童の特性に応じた支援」に取り組むことを追記しま

す。 

次に、公立保育所の方向性について、資料には、６番までのところに示して

おり、それぞれに市の考え方について記載しております。例としましては、公

立施設を減らさない、また、増やす・残すこと、小規模な保育所がいいという

こと、施設の数をそのままで大規模修繕や改築を行うこと、送迎のこと、など

についてご意見がありました。本市の考え方ですが、保育は公立保育所と民間

保育所、あるいは規模の大小にかかわらず、違いがないと考えています。今後

子どもの数の減少が見込まれることから、公立施設を再編、子育て支援センタ

ーを併設し、広い地域をカバーしながら子育て支援事業を実施することで、妊

娠期から幼児期の切れ目のない支援の拠点としたいと考えています。今後の少

子化を見据えると、現在の施設数は過剰となると考えています。市としては、

必要な政策と考えておりますので、計画の修正については考えておりません。 

次に、７民間施設に関するご意見ですが、様々な種類の施設増えたが、保育

実績が少ない施設の保育実態を明らかにし、基準を満たしているか、満たして

いない場合はその是正方針を示してほしい、というものに対してですが、本市

の考え方は、施設ごとに所管する機関が定期的に監査を実施・確認しておりま

す。基準を満たしていない場合は勧告等行うことになっております。このほか

にも、市に保育リーダーを配置しておりますので、小規模保育事業所を巡回訪

問し、保育内容を確認し、助言するなどの支援を行っております。 

次に、８基本的な考え方に対してに関するご意見ですが、「第２章２基本的な

考え方」に「保護者が第一義的責任を有するという基本認識のもと」という記

載があるが、公の責任逃れではないかというご意見がございました。本市の考

え方ですが、子ども・子育て支援法、児童福祉法のほか、日本が批准している

児童権利条約第 18条第 1項にもある表現であり、根本的に子どもを養育するの

は保護者であり、「家庭」が子どもの発達にとって有益なもの、身近とも、基礎

的とも、言えると思うのですが、そういう考えは通念となって、一般的となっ

ています。一方で、保護者が援助を必要とする場合には社会として支援する体

制は徐々に整い、これまでも子ども子育て支援を拡充してきているところです。

ご心配されるようなことにはなっていないと考えていますので、特に計画の変

更は行いません。 

次に、９低年齢児保育の受け皿について、へのご意見ですが、米子市の親の



就業率は増加が見込まれず、少子化は進むとのことだが、０歳児の待機児童は

増えている。低年齢児の保育ニーズにどう応えるか、というご意見がありまし

た。本市の考え方としては、２３ページ第４章２（２）に量の見込みと確保方

策として数値を記載しております。０歳児にのみ待機児童がありますが、０歳

児の受け皿を増やすことで保育ニーズに対応いたします。 

次に、１０保育士確保・処遇改善について、へのご意見ですが、保育士を増

やすために、賃金の引き上げや労働条件の改善が必要、保育士の質を高めるた

めの対応をどうするか、というご意見がありました。本市の考え方としては、

賃金面では、年々加算が充実し、改善が進んでいると考えています。業務改善

面では、保育に係る様々な記録や登降園管理などの事務負担軽減を図るため、

ICT機器導入を助成しております。保育そのもの以外の業務を軽減し、保育に集

中できる環境を整備することで、保育の充実につながると考えています。 

１１保育に係る経済的な負担についてのご意見ですが、保育料の無償化を進

めるべき、副食費の負担を軽減すべき、徴収事務の負担をどうするかというご

意見がありました。本市の考え方は、今年度保育料の改定を行い、０歳から２

歳児の保育料を軽減しました。また、３歳からは国制度により無償化となって

おり、保育料のさらなる無償化を市で拡大する考えは現在のところありません。

また、副食費の負担や徴収事務につきましては、国の制度に準じて実施してい

く考えです。 

次に、１２学童保育の充実についてへのご意見ですが、全ての小学校区域で

待機児童を解消する、従事する職員の待遇改善や研修の充実を図る、というご

意見がありました。本市の考えですが、このあと説明もいたしますが、２２ペ

ージ第４章３の（３）に確保方策を記載します。学童保育へのニーズが高いこ

とについては課題として認識しております。引き続き、待機児童の多く発生し

ている校区を対象とする民間放課後児童クラブの参入を進めるよう取り組んで

まいります。 

また、放課後児童クラブの職員は、不規則な勤務形態で従事時間が短く、処

遇改善が難しいところですが、研修については初任者研修を実施するなどして

支援していきたいと考えています。 

最後に、１３他の課題についてのご意見ですが、少子化、虐待、子どもの貧

困も優先的な課題ではないか、というご意見がありました。 

本市の考え方ですが、虐待、貧困の問題を抱える家庭やお子さんについても、

全ての子育て家庭を切れ目なく支援すると４ページ「第２章４（１）切れ目な

い支援体制の構築・運用」に載せており、重要な課題として認識しています。 

少子化対策は、子育て環境に係る施策によるものだけで、功を奏するもので

はないと考えますが、子ども・子育て支援施策の充実により、計画全体を推進



していきたいと考えています。子どもの虐待に関しましては、第４章３地域子

ども・子育て支援事業（４）子育て短期支援事業、（７）養育支援訪問事業及び

要保護児童対策地域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

る事業が関連施策としてあります。また、保育施設には管理者向けに虐待への

対応を啓発する取組を行っております。子どもの貧困に関しましては米子市子

どもの貧困対策推進計画を策定し、教育支援、生活支援などの取組を行ってお

ります。 

パブリックコメントによりまして、修正箇所としましては、５ページの下の

部分に、様々な障がいのある児童の特性に応じた支援を追記する、という修正

案で提案いたします。また、修正を行わなかったもの、その他寄せられました

ご意見については、子ども・子育てに関わる貴重なご意見として、今後の施策

を検討する中で参考にさせていただきたいと考えております。 

続きまして、資料２－１をご用意ください。こちらについては、現在素案で

お示ししたものから、修正をお願いしたい箇所についての資料でございます。    

まず 1 点目ですが、計画書素案１０ページ下に（２）保育所等の利用状況の

グラフがあります。議案３の際に報告いたしますが、令和元年度の待機児童数

がまとまりましたので、そちらのグラフに数を加えるとともに、グラフの指標、

どの折れ線や棒グラフが何についての数字であるか、という説明が抜けており

ましたので、追記させていただきます。 

次に、２点目ですが、計画書素案 26ページの放課後児童健全育成事業につい

て、量の見込みと確保方策の記載を記載しておりますが、現時点でいくつか開

設のご相談をいただいているものがありますので、現在素案でお示ししている

ものよりも、確保方策を上方修正させていただきます。また、現時点でのニー

ズ調査の結果に沿った形で、令和６年度末に確保方策が十分なものとなるよう、

施設を拡充していく必要があると改めて検討いたしまして、最終年度には量の

見込みに合った確保方策を目標とする形で修正いたします。 

次に、３点目ですが、計画書素案３０ページの一時預かり事業のうち、保育

所での一時預かりについても、先ほど放課後児童健全育成事業と同じ考えによ

り、最終年度には量の見込みに合った確保方策を目標とする形で修正いたしま

す。 

最後に、４点目として、こちらの不手際なのですが、今年度第３回の子ども

子育て会議において、地域子ども・子育て支援事業に新規として掲載するとい

うことで、量の見込み及び確保方策について提案し、審議をしていただきまし

た、「実費徴取に係る補足給付事業」について、素案を作成する段階で掲載がも

れておりました。不備がありましたことについて、大変申し訳ございません。

こちらについては、国の実施要綱の基準に該当される方に、全て実施するとい



うものですので、第３回会議でご提案した内容で記載を追加いたします。 

 そのほか、委員の皆様にお渡ししてあった計画書素案について、全ての修正

を反映いたしまして、整理を行い、最終的なものを改めて配布する予定にして

おります。説明は以上です。修正案についてご審議をよろしくお願いいたしま

す。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。パブリックコメントからで

すね、色々、あの、４つの考えについて報告を受けたわけなんですけれども、

これについて何か意見、質問ありましたらお願いしたいと思います。 

どうですか、もっとこういうものも追加したらいいというものがありました

ら、出していただけたらと思いますけれども。どうでしょうか。 

齊木先生から何かないですか。 

○（齊木委員）そうですね、ちょっと考えさせてください。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。大丈夫ですか。それでは何も意見が出ない

ようですので、事務局の案で計画書を決定しても宜しいでしょうか。大丈夫で

しょうか。（一同賛成の意思表示） 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございます。それでは、今の市のほうの考

えについて皆さん了解したようですので、これで決定ということにしたいと思

います。ありがとうございました。 

 

〇（佐藤康会長）それでは議題の３ですね、保育士の配置基準の弾力化につい

て事務局のほうから説明をお願いします。 

○（小林主任）それでは続きまして、議案３ですが、資料３及び資料３－１を

ご用意ください。まず、資料３をご覧ください。小規模保育事業 A 型及び事業

所内保育事業における保育士の配置基準の弾力化についてですが、これまで何

度かご審議いただきまして、平成３０年度の第３回子育て会議で、同様に弾力

化について議題としまして、要件緩和の条例改正を行ったところです。 

昨年度の改正では、資料３破線の枠囲みでお示ししていますが、１点目、朝

夕の児童が少数である時間帯では、保育士のうち１名については市長が保育士

と同等の知識及び経験を有すると認める者をもって代えることができる。とい

うものと、２点目、１１時間開所するために、８時間労働の職員では必ず対応

できない時間帯があるため、基準上必要となる保育士数を上回って配置してい

る場合は、上回って配置している保育士数の範囲内で、市長が保育士と同等の

知識及び経験を有すると認める者を、保育士とみなすことができる。という弾

力化を条例化しました。なお、運用としては、市長が保育士と同等の知識及び

経験を有すると認める者としては、「子育て支援員研修のうち、地域保育コース

を修了した者」としておりました。 



次に資料３－１をご覧ください。待機児童数の報告ですが、１２月にとりま

とまりまして、会議での報告が遅くなっておりましたが、令和元年１０月１日

時点では、０歳児が５６人という結果でした。昨年度よりも０歳児の入所者数

は増えているのですが、申込者数も増えたことにより、待機児童が増加いたし

ました。配置の弾力化によって、待機児童数が少しでも減少することを期待し

ていたところですが、令和元年度の結果を受けまして、国が特例を認めている

部分で、市が条例化していない特例についても、少しでも可能性を拡げ、携わ

っていただける人を増やし、そこから保育士の試験を受けていただくなどにつ

ながらないかと、さらに要件を追加・検討させていただきたいということです。 

 資料３に戻っていただいて、追加する要件、まず１点目ですが、「昨年の朝夕

の児童が少数である時間帯」、「１１時間開所するために、８時間労働の職員で

は必ず対応できない時間帯があるため、基準上必要となる保育士数を上回って

配置している保育士数の範囲内」で、市長が保育士と同等の知識及び経験を有

すると認めるものを保育士とみなす、としてその市長が認めるものに、「保育所

で保育業務に従事した期間が十分にある者（常勤で１年相当程度）」を加える、

というものです。常勤で１年相当といたしますと、１日８時間で月２０日勤務、

１２か月で１，９２０時間となりますので、約２，０００時間程度の勤務経験

がある方ということになります。（１日２時間・月２０日のパートさんであれば

４年勤務）それだけの勤務実績がある、ということは、保育士の指導・助言の

もと、保育業務を補佐する中で、保育士の対応を間近で見て、実際に子どもに

対応しながら学んでおられますので、一定の知識をお持ちだと判断できると考

えます。 

 次に、２点目ですが、３幼稚園教諭等の活用ということで、幼稚園教諭、小

学校教諭、養護教諭の普通免許状を有する方を保育士とみなす特例を設けると

いうものです。この部分は前回も審議いただいたのですが、これまで、小規模

保育や事業所内保育事業は、０歳から２歳のお子さんの施設ですので、３歳以

上児の保育に携わることが望ましいとされていることから、弾力化の要件とし

ない形で提案をさせていただいておりました。ただ、低年齢児の保育の専門家

ではありませんが、幼稚園教諭、小学校教諭、養護教諭の普通免許状を有する

ということは、多くの時間をかけて学ばれて、免許更新も行って免許状を有し

ていることから、児童の発達等に関して一定の知識をお持ちである、というこ

とは判断できると考えます。先ほども申しましたとおり、やはり保育士が足り

ない状況があり、保育に携わっていただける方の可能性を拡げ、そこからまた

保育士試験の受験者が増え、保育士を増やすことにつながる、という可能性を

拡げておきたいという考えから、弾力化の要件に加えるということで、今回改

めてご審議をお願いいたします。なお、資料３の裏面の４，５，６の部分です



が、弾力化によって保育士とみなす者は、子育て支援員研修を受けるように事

業者に義務付ける、また、この弾力化は、保育士不足が解消するまでの緊急的・

時限的なものである、過去３年間の指導監査において、市長から勧告や改善命

令を受けた事業者は対象としないこと、を踏まえて運用していくものとしてい

ます。これに加え、子育て支援課におります保育リーダーを各事業所に定期的

に巡回させ、保育の内容について確認してまいります。説明は以上です。ご審

議をよろしくお願いいたします。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。今事務局のほうから色々説

明がありましたけれども、この規制緩和について皆様の意見を伺いたいと思い

ますけれどもよろしくお願いします。実際に保育園、現場の先生方もいらっし

ゃいますので、どうでしょうか。はい、森田委員お願いします。 

○（森田委員）この提案にはすごく賛成なんですけれども、私の友達で今も幼

稚園教諭の資格を持っている方がいて、でも結婚して子育てでずっと従事をし

ているので現場から離れているんですけれども、その大阪のそこの住んでいる

場所の地域でこういう保育士が足りないので研修を一日受けて、そのあと試験

を受けたらそのこういう資格が取れる、保育士の皆さんみたいなそういうのを

なんか受けてくるみたいな話をちょっと聞いて、なんか米子市でもそういうの

をやったらいいんじゃないかなと思ったんですけども、意外と結婚してなかな

か社会復帰をしないで家にいる方とかもいると思うんですけど、そういう方が

また社会に戻れるように、「いや、私は幼稚園のしか持ってないからなかなか戻

れるのが難しい」とか思っている方も多いと思うんですよ。なのでそういう方

とかにも、あ、まあ、これでもすごく満たしているとは思うんですけど、そし

たらなんかそういう０歳児とか、保育士としての勉強とかもできて、試験も受

けたらそういう一時的な免許を取って仕事に戻りやすいのかなとちょっと思い

ました。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。あの、うちの園でもですね、あの、結婚し

て出産で園を離れて、また復帰したい、小学校に上がったくらいに言ってくる

んですけれども、そのブランクというのはやっぱりすぐ解消はできないと本人

は言いますよね。ですから、いきなり担任もってくれというのは、それは難し

い。やっぱりそこの現場で３・４年やってからでないと担任という責任は取れ

ないというような意見があるんですけれども。で、あとはあの、やっぱり離れ

ちゃうとその幼稚園とか保育園の大変さがわかってるので、もっと簡単な仕事

で給料が高いほうがいいという方も多いですよね。それを掘り起こすには市と

してもいろんなことを考えていかないと難しいのかなと思いますよね。私立幼

稚園とかでもそういう形でどんどんどんどん声掛けてですね、復帰してもらえ

るような形を今年度取っているところなんですけれども、それでも確保するの



は難しいですよね。 

○（池口課長）この規制緩和に関しましては、現状米子市では建物の規模です

とか、定員においてはかなり余裕があるという状況なんですけれども、保育園

や幼稚園さん、認定こども園も含めて働き手のほうがなかなか確保できないと

いう課題を抱えています。資料のほうにもお示ししましたけれども、待機児童

が米子市は増えておりまして、これの解消を図るっていうことを大事な政策課

題というふうに考えております。こういうふうに規制緩和、弾力化していくこ

とに関しては保育の質への確保ということでご心配をお持ちになったと思うん

ですけれども、そこに関しては、一定の経験ですとかそれから資格、それとあ

と研修を早期に受けていただくことで緩和していきたいというふうに考えてい

まして、そこにも書いてありますように、待機児童解消されるまで、人手不足

が解消されるまでの期間限定の措置ということで、弾力化の運用を認めていた

だければ、少しでも各施設さんのほうで児童の受け入れということができるよ

うになるんではないかということでのご提案でございます。ぜひ、皆様からの

ご意見いただきましてご指導いただけたらと考えております。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。本当に確保するのは大変だ

と思います。今、今日、確認事項の中にもありましたよね、保育士が確保でき

なくて定員を落とすと。そういうところもこれからどんどん増えていくんじゃ

ないかなと思います。で、私に言われたのは広島のほうの幼稚園なんですけれ

ども、子どもはいると。でも職員が退職して、その代わりの職員を補充できな

かったんでこの３月で廃園しますという幼稚園が１園出ましたね。で、横浜で

も、あの横浜でもですね、子どもはいると。３園持っている幼稚園なんですけ

れども、２００人くらいの子どもがいるけども、職員がどうしても足りなくて

そこの１つの園を廃園にして他の２つの園に子どもを回すと。そういう形にな

った幼稚園があります。ですから、関東でもあんだけ養成校があっても採用で

きないと。ましてや米子の場合は、養成校は鳥取県は１校しかないですよね。

でそこからまたあの、各園で取り合って、で、教育実習で県外の学生も来ます。

１回県外に出た学生は帰ってこないですよね。私のところも５、６人卒園生だ

ったりとか県外の養成校のほうから教育実習を受けるんですけれども、「どうす

る？」と、「向こうで就職します。」というようなこともですね。そういう現状

なので、これから本当に保育士や幼稚園教諭をね、確保するのは大変なことに

なるんじゃないかなと思います。斉木先生はそのへんはどう思いますか。 

○（齊木委員）すいません。えーとですね、あの、まあ弾力化ということにつ

いては反対ではないんですけれども、例えば今ここの追加事項を見たときに、

保育所で常勤で１年相当程度ということで、それが１日８時間で２０日間とい

うことで１６０時間ということをおっしゃって、ま、そうでなければ、まあそ



の、じゃない、１日２時間３時間のパートの人はもう少し何年間か勤めてない

とって言ってますよね。私は時間数ではなくて、ま、むしろ時間数も大事なん

ですけれども、そこでどういう子どもたちとの関わり方をされていたか、だか

らやっぱり保育の質だと思うんです。もちろん時間数も大事なんですけれども、

えーと例えば保育、実はあの、保育士以外の保育従事をしてらっしゃる方の研

修をしたりとか、それから以前は、再就職支援何とかって言う形で一旦保育の

現場にいたけど離れた人たちに、もう一度保育に戻りませんかっていうそうい

う、研修会なんかちょっと関わらせてもらったことがあるんですが、本当に人

数が少なくってほとんど２人、３人っていう形でしかなかったです、そのとき

は。で、今回も、そういう保育士以外の方で従事されている方の、いろんな方

がいらっしゃって、やっぱりさっき言ったように子どもたちとどう関わってこ

られたかっていうことがすごくなんか大きいような気がします。もちろん時間

数も大事ですので、それから、あの、地域保育コース修了した人、から、追加

で期間が十分にあるんだけれども、でもなおかつやっぱり技術だとか知識があ

る程度やっぱり持っておられないと、かなと思います。で、先ほどのその、支

援事業計画のほうにも処遇改善のことも挙がってたようなので、それも併せて

っていうことで、この追加事項のこれをこのまま良しとするのか、もう少しじ

ゃあ追加事項で期間が十分にあるものなんだけれども、なおかつ、もう少し何

かね、うん、っていうものがあったほうが私はいいかなあとは思いました。以

上です。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。どうでしょうか。 

○（赤井係長）ありがとうございます。先生のほうからも以前からその離職さ

れた保育士さんの掘り起こしという部分で非常に研修を利用されるかたも少な

いというふうに伺ってましたし、この度この補填をするのに、やはり保育に従

事してるっていうのはどういう従事の仕方かっていうところが非常に難しいよ

ねってこちらの中でも話していました。その質をはかるというところがなかな

か難しいところではあるなあという認識ではありますが、確かにどういう関わ

り方をしてきたかとか、その保育業務のどこまでをこう補助してきたかってい

うところがなかなかこうはかりにくいところではあるなと感じております。こ

ういう弾力化を入れるとなっても、やはり事業者さんのほうも入れられる側と

してその保育士の代わりをしてもらうにあたって、全くこう、頼りにならん人

を入れるっていうことはなかなか難しいと思いますし、鳥取市さんのほうにも

このこういう弾力化の案件はありますかということで、どれくらいのケースが

ありますかと伺ったところ、今のところ１件もないというようなお話ではあり

ました。なのでここを緩めたところで、ものすごくこう入ってきてくださる方

が増えるということは難しいのかなというのはあるんですが、県のほうも、鳥



取市のほうも国のほうも認めている弾力化というところがあります。こちらの

ほうでも、もしこういうケースがほとんど無いんだとは思うんですけれども、

もし入られるというようなことがありましたら、保育リーダーを重点的にちょ

っと巡回させていただいて、その入られてる弾力化の方についてもお話を丁寧

に伺うですとか保育の実践の場を見せていただくとか、そういった形でフォロ

ーをさせていただけないかなっていうふうに考えております。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。どうでしょうか、他の委員

の方。あの、今のことなんですけども、うちの園も資格者と資格の無い方もい

るんですね。そうすると、資格がある人と無い人では全然働き方が違いますよ

ね。やっぱり子どもに対するあの、関わり方も違いますけれども、とっさのと

きの動きが全く別なんですよね。ですから、いくら保育の資格が無くて５年や

っててもやっぱり資格を持ってやってるそういう先生とは、本当に、５年やっ

てもそこまでには追いつかないですよね。そういうこともあるんじゃないかな

とは思いますけど。 

○（草分委員）ちょっと１個ここで質問。保育園のことってよくわからないん

ですけれども、米子市の保育園で、例えば、細かいお金なんか持って行きます

よね。あんなん今、偉い園長先生とか、上の先生がこう一生懸命数えてますけ

れども、事務員さんとか置く、置いたこととか置く計画、まあいわゆる一般職

の採用って公立保育園って今まで無かった、幼稚園って多分いますよね、一般

職の人。いらっしゃいますよね。 

○（佐藤康会長）います。 

○（草分委員）まあそれは規模のこともあるんでしょうけども、だったら、例

えば、朝の電話番であったりとか集金だとか、今やったらもうどんどんどんど

ん投薬の希望とかもすごい複雑になってきてるじゃないですか。僕が子ども預

けてた何年間の間だけでも、だーっとすごい書類、出す書類が増えたりとか書

くことが増えたりとか、色々増えてるんですけれども、そういうの、資格を持

ってる人いないんだったら一般職の人をそういうところに充てるとかっていう、

のでは。今弾力っていうのとは違いますけれども、人の確保ってのいうは、そ

ういう施策って無理なんですか。多分規模とかの話になってくるんで。そうす

るとすごいこのパブコメでもあったけど、ちっちゃいところはそのまま残せと

いうよりも、大きくするとか合併するのとかもすごい合理的な考えなんでいい

のかな、全ての人にいいのかなと思いますし、過去に事務員さんがいらっしゃ

って一般職の方がいらっしゃったのでお聞きしようと思って。よくわかんない

んで。 

○（池口課長）はい、今のお尋ねの件なんですけれども、あの、公立の保育所

によって、一般職が、いわゆる事務をしていたというようなケースは無かった



と思います。園長はもちろん保育士の資格を持っておりますけれども、現在の

公立園では、園長がいわゆる事務的な部分を担うというような役割もしており

ます。米子市の場合、園の定数っていうのが一番大きい園で１２０人なんです

けれども、職員数もおっしゃるようにそう多くはございませんで、まず、保育

のほうをやっていただくという風なやり方をしています。園のほうも事務負担

の軽減につきましては、例えばあの、子育て支援課のほうである程度肩代わり

はできる部分はないかとか、そういう課題というのは認識はしておりますけれ

ども、現在の人の配置の状況で、まだここに至っていない状況です。園の中で

職員の負担軽減ということを考える中で、今草分委員がおっしゃったような事

務的な部分の軽減策っていうのは必要だというふうに考えておりますけれども、

事務職員では、いわゆる保育というのはできないということがありますので、

この度のご提案は、時間帯ですとか限定的な条件の中で、子どもさんをお預か

りするっていう役割を担ってくださる方っていうのをいかに確保していくかと

いうことでご提案をしているところ、内容でございます。弾力化については斉

木委員さんが言われたように、保育に従事している内容ですとか、ただ時間だ

けでははかれないっていうことも、内部でももちろん検討しております。研修

を受けていただくっていうような条件を付けることと、待機児童が今かなりの

人数が米子市におりまして、実は他の市町村さんと比較したときに人数が増え

たのは米子市だけでした。そういうこともありまして、前回のご提案とまたそ

れを拡充するという内容になるんですけれども、保育に従事していただいてい

る方っていうのをいかに確保していくかっていうことが大事なことではないか

ということで今回のご提案をしたところでございます。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。いかがでしょうか。 

○（草分委員）そうですね、僕が聞いてるのは弾力化のことじゃなくて、そも

そも人が足らんってところで。おっしゃってることもごもっともで、僕の質問

に対する返答としては。まあまあ全然違う、僕の言うてることちゃいますよ、

議題３のことだなって良くわかったんですけども。要は、だったら資格を持っ

て、それこそ園長先生、園長補佐みたいなごっつい仕事出来る方にそんな事務

職をささんと、一般の方でも出来る仕事を一般の方にしていただく。その分空

いた時間を保育やっていただくというような形で。例えば、どうでしょう、と

いうのがご提案。だからこれはまあ全然関係ない話。 

○（赤井係長）ありがとうございます。あの、大変ありがたいご提案というか、

確かにそうだというご提案でありまして、実際に私立の保育園とかになります

と事務員さんを置かれたりしてまたそちらに加算がついたりということで給付

のほうで手当てをされてたりします。で、今お話しいただいた公立保育園につ

いては、そういったことがないので、園長が代わりにやっているということが



あるんですが、園長も大切な保育士の一部であるっていうのは私どもも注目は

しておりましてですね、あの、願望といたしましては園長から事務仕事をなる

べく取ることで、園長が実際の保育現場の一部になっていくということが本来

求めていく姿なのかなというのは感じております。事務員を巡回させるとか、

そういうようなことも、内部のほうでは検討はしているところでして、ただこ

れがすぐすぐ変えていけないところがあるんですけれども、確かに園長の１と

いうのはキラッと光っておりまして、いつかこれをうまいこと使いたいなとい

うようなことはあるんですけれども。 

○（草分委員）こういう紙なんかはやっぱり現場は忙しいのにぼーんときて、

これ折るのだけでも大変だな、と僕らも思うので。もったいないですよね。 

○（赤井係長）ありがとうございます。何かいい手立てがあればまた考えてお

きたいと思います。 

○（草分委員）すごいこれだけ単品で考えるとなかなか解消出来ない問題なん

じゃないかなとすごい思うんですが。人が足らん、さっきの話、園の規模の話

にもなりましたけど、１人の先生で例えば１０人マックスでみれるとして、そ

れで８人、８人、８人小規模な園でみてたとしたら、それまとめてね。４人の

先生で４０人みて、あるいは３２人を３人でみると。それ考えてみると、これ

だけ単品で考えるとなかなか答えって出なさそうだなって気はします。すみま

せん。 

○（赤井係長）いえいえ、ありがとうございます。 

○（佐藤康会長）よろしいでしょうか。それでは、あの。どうぞ、三島委員お

願いします。 

○（三島委員）ちょっと確認なんですけど、この追加される保育業務に従事し

た期間が十分にある者っていうのは、特例の人と認められる要件として、これ

は子育て支援研修を終わった人、か、１年以上ぐらいの常勤経験がある、この

二つがあるということでしょうか。要するに、両方が求められるのか。 

○（赤井係長）両方を満たした人でなければならないかということですかね、

それで言いますと、片方でよろしいんですけれども、追加いたします保育所で

保育業務に従事した期間が十分にある者という方に関しては、その年度の初め

だけはそれで入れるとしてもですね、その年度中に子育て支援員研修が実施さ

れていますので、そこで受講してくださいねということを事業者さんに義務付

けてということになるので。子育て支援員研修を受けるまでは、その実務経験

者ということで入られますが、途中で研修を受講されて、子育て支援員研修受

講済者というふうには変わっていくというような形で考えております。 

○（三島委員）そうすると、子育て支援員研修というのは、まあいろいろ法令

も変わったりとかするので、その最新の保育の業界のことを勉強する場である



とも思うんです。実務が１年くらいあれば、まあ大体慣れているのかなという

ふうに思うんですけど、先ほど先生方もおっしゃっていたように、そこで何を

していたかっていうのは本当に重要で。おっしゃるとおり、本当にその時々少

ないクラスで毎日違うところに行って、とりあえず保育士の１として入ってね

という働き方をしていたら、やっぱり担任のようなもっと子どもと近いところ

で色々考えて動くには、当然急には出来ないわけなのでね、それもやっぱりそ

うなってもらうにはすごく時間がかかる。けれどもこれで、保育士が足りない

一定期間だけのことですよっていう措置だと、そこで働きたい人も、なんて言

うのかな、その仕事をする先が見えない。とりあえず今ちょっと時給がいいか

らやろうとか、となると、その保育の質ってことまで考えていくと結局堂々巡

りで。まあ私は基本的には賛成なんですけど、それも働く現場を見ているので、

絶対いた方がいいと思うんです。でも、誰が来てくれるかによって保育士が、

自分がもっと大変になるよな、とは思います。結局のところ。なので、そうい

う意味で言ったら、朝夕の少数の時間帯だけじゃないところも認めていただけ

たらいいと思いますし、もう１つ言うと、間口を広げることで、保育士の資格

を取って保育士になりたいなって思ってくれる人が増えたらいいなってちょっ

とあったと思うんですけど。鳥取県はね、やってるんですよ、１年に１回、期

日までに、そういった学校などに行って、資格を取りたい人を助成します。急

に言われて１月３１日までに４月の入学を整えられるほど、きちっと計画立て

られる人いないので、であれば、これをきっかけに保育士の学校に行ったり、

通信教育をしたりして保育士の資格を取った人には何かしら米子市もそこに向

けてその人にこう、その人にというか保育業界へ助成いただけるといいなあと

いうのを先日鳥取県から来た書類を見て思いましたんで、お伝えだけさせてい

ただきます。 

○（佐藤康会長）はい、どうでしょうか。 

○（赤井係長）ありがとうございます。参考にさせていただきたいなと思いま

す。貴重なご意見をいただきましてありがとうございます。少しでも保育士確

保策というところで、米子市も非常にこの問題を重大だというふうに認識はし

ているんですけれども、なかなか良い手立てというか、策に辿り着いていない

というところがありまして、皆さんのいろんなご経験ですとか知識をこうやっ

て教えていただくことによって、またそこから情報収集させていただいたり、

新たな政策を立案するというところにつなげていきたいなと思っておりますの

で、ありがとうございます。 

○（佐藤康会長）はい、他にありましたらお願いします。よろしいですか。そ

れでは、弾力化についてなんですけれども、提案どおりで認めるという形でよ

ろしいでしょうか。（一同賛成の意思表示） 



○（佐藤康会長）はい、ありがとうございます。それではいいか、ということ

になりましたのでよろしくお願いします。 

 

４ 報告 

○（佐藤康会長）それでは、報告案件は、「放課後児童健全育成事業に従事する

ものおよびその員数に係る基準についてですので事務局のほうからお願いいた

します。 

○（青砥主任）子育て支援課の青砥と申します。よろしくお願いします。 

それでは、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

ついて報告させていただきます。報告資料１－１をご覧ください。まず経過に

ついてですが、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、以降、単に配置基準と言います。配置基準についてはですね、今ま

で厚生労働省令で定める基準に従うものとされていましたが、令和２年度より

参酌すべき基準となり、市の裁量をもって配置基準を定めることが可能となり

ました。この基準の参酌化については平成３０年の１２月に閣議決定されたこ

とから、本市では過去２回に渡って配置基準について議論を行い方向性を固め

た上で、米子市１２月議会において条例改正を行ったところです。しかし、こ

の条例改正を行う上で議論していただいた内容と若干変更があったことからこ

の度報告をさせていただくことになりました。改正後の条例文意ついては報告

１－２のとおりとなっております。変更された箇所について説明するために、

報告資料１－１に戻らせていただきますが、報告資料１－１をご覧ください。

３番のところですね、改正後条例文説明ここに移らせていただきます。過去２

回の議論において、配置基準を緩和するにあたって研修の受講要件を満たした

段階で速やかに研修を終了することを条件として条文に定めることとしていま

したが、この条文を制定するうえで、研修が中部で開催されることから受講し

づらい状況であること、あと６日間あるうちの１回でも受講できなければ、当

年度中に研修を終了することができず、次年度に再度受講しなければならない

ことなどの理由から、「研修の受講の機会の確保が困難である場合には」という

文言を用いて、最長３年間の猶予を確保することといたしました。速やかに、

といったところを速やかにが出来なかったらどうなるんだ、ということがあっ

たということから、最長で３年という猶予を確保したところです。以上が変更

した点となります。最後にですね、この度改正した配置基準のイメージを報告

資料１－３に載せておりますので説明させていただきます。報告資料１－３を

ご覧ください。まず、例１なんですが、保育士資格などの研修、子育て支援員

の研修受講要件を満たした状態で任用された場合、その後研修を終了する予定

の者を例１ではイメージしております。すでに研修受講要件を満たしているた



め、速やかに研修を受けていただくことを条件に放課後児童支援員とみなしま

すが、研修の受講機会確保が困難となる場合には最長でも３年間のみなし期間

が延長されます。今回のこのイメージ図では、令和２年４月１日に任用された

場合、最長でも令和６年３月３１日までがみなしの最大の期間ということにな

ります。次に例２ですが、研修受講要件に該当する見込みとして任用された者

で研修受講要件を満たした後、研修を終了する予定の者をイメージしておりま

す。この場合、研修受講要件を満たした後速やかに研修を受講していただくこ

とを条件に放課後児童支援員とみなします。該当になってその後研修を速やか

に受けてもらうっていう条件のもとみなしておりますがそれが、最長３年とい

うところです。最後に例３は、これは経過措置として改正後の条文に付け加え

ているところです。すでに研修受講要件を満たしている人をイメージしており

ます。この場合ですね、令和２年の段階で速やかに研修を受講することを条件

に放課後児童支援員とみなしますが、困難な場合は最長でも令和５年３月３１

日までみなしの期間ということになります。報告は以上となります。 

○（佐藤康会長）はい、ありがとうございました。今の報告について、何か意

見がありましたらよろしくお願いします。よろしいですか。 

 

５ その他 

○（佐藤康会長）それでは、その他何かありましたらお願いします。 

○（赤井係長）失礼します。その他の案件としては、特にはございませんけれ

ども、３月にかけて、急遽お願いする案件がなければ、今年度最後の子ども子

育て会議になるかなと思っております。本年度は計画改定のタイミングと重な

りまして、委員の皆様には何度も足を運んでいただきまして多くの議事をご審

議いただきまして本当にありがとうございました。また、今日はお足元の悪い

中わざわざ来ていただきまして本当にありがとうございました。子ども子育て

関連施策につきましては、動きがめまぐるしく、パブリックコメントに沢山の

意見が寄せられたように、多くの課題を抱えているところです。来年度もこち

らの会議の場で様々な案件をご審議をお願いすることになると思いますけれど

も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございました 

 

６ 閉会 

○（佐藤康会長）それではこれで閉会とさせていただきます。だいぶ冷えてき

て凍ってるところもあると思いますので、どうか気をつけてお帰りください。

どうもお疲れ様でした。 


