
令和２年度 第１回米子市子ども・子育て会議 議事録 

 

 

１ 開会 

〇（大谷担当課長補佐）開会に先立ちまして、資料の差し替えをお願いいたし

ます。皆様の机の上に資料１の差し替えを置かせていただいております。ナー

サリースクールさんの変更後の定員数の年齢内訳の数字に誤りがございました。

大変申し訳ございませんが、今回お配りしたものに差替えをお願いいたします。 

それでは、ただいまより令和２年度第１回子ども・子育て会議を開催します。

新型コロナウイルス感染症の影響によって、本年度初めての会議となりますの

で、よろしくお願いいたします。 

それでは、開会にあたりまして、こども未来局長の湯澤よりごあいさつをさ

せていただきます。 

 

２ こども未来局長あいさつ 

〇（湯澤こども未来局長）皆様、こんばんは。本日は、お忙しい中、お集まり

いただきましてありがとうございます。こども未来局の湯澤です。先ほども申

し上げましたけども、今年度、第１回目のこの子ども・子育て会議を開催させ

ていただくにあたりまして、ひとことごあいさつを申し上げます。 

皆様には、日ごろより子ども・子育ての施策推進にあたりまして、ご理解と

ご協力をいただいておりまして本当にありがとうございます。新型コロナウイ

ルス感染症の影響によりまして、前回の会議からしばらく間があいてしまいま

した。皆様に集まっていただくことがなかなか難しい時期もございまして、本

年度、今回が初めての会議ということになります。この２月以降、これまで私

たちが当たり前だと思っていた社会環境が、すっかり変わってしまうような事

態となっております。子育てをしておられる方、それから子育てを支援してい

ただいている教育・保育関係の皆様も、とてもご苦労をなさっていることであ

ろうと思っています。こんな中ですけれども、お忙しい中に皆様にお集まりい

ただきまして、本当に感謝しております。この会議は、事業者さん、それから

専門家の方々、そして保護者の皆さんにも来ていただいておりまして、それぞ

れのお立場から様々なご意見をいただく場として、本当に貴重な場だと考えて

おります。ぜひ、今日も忌憚のないご意見をたくさんいただきたいと考えてい

るところです。 

昨年度は、子ども・子育て事業計画の改訂にあたりまして、これも皆様のご

協力により、改訂させていただくことができました。新たな事業計画によりま

して、待機児童の解消ですとか、さらなる子ども・子育て支援事業の推進を図



っているところでございますけれども、この子ども・子育て会議でまた新たな

課題などにも皆さんのお力をお借りして、今後もご意見をいただいていきたい

と思っております。感染症の状況を見ながらになりますけども、今後の開催も

ご協力いただきたいと思っております。 

おわりになりましたけれども、お集まりの皆様のご健康とご健勝を祈念いた

しまして、開会のごあいさつとさせていただきます。今日はよろしくお願いい

たします。 

 

３ 会の成立宣言 

〇（大谷担当課長補佐）それでは、本日の会議の成立の報告をさせていただき

ます。 

この会議は、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することとなっておりますが、本日は委員の皆様全員ご

出席いただきまして、誠にありがとうございます。これで本日の会議は成立し

ている事をご報告申し上げます。 

また、申し遅れましたけれども、私は４月より子ども・子育て政策担当のほ

うに参りました大谷と申します。実は私、以前にこちらの会議のほうを担当さ

せていただいておりまして、また皆様とよい会議を作り上げていきたいと思っ

ておりますので、ぜひ今後ともよろしくお願いいたします。 

それでは、以後の進行につきましては、佐藤会長のほうにお渡ししたいと思

います。よろしくお願いいたします。 

 

４ 会議の公開・議事録について 

〇（佐藤康会長）こんばんは。新型コロナウイルス感染症の影響で様々な催し物

が中止となり、閉塞感でいっぱいでしたけども、ＧＯＴＯトラベル等で、また

少しずつ賑わいが戻ってきたように思われますが、これから冬にかけてインフ

ルエンザと新型コロナ、両方の感染拡大が懸念されておりますので、充分注意

していきたいと思っております。 

それでは、はじめに会議の公開と議事録の全文議事録の作成についてご了承

を諮りたいと思います。よろしいでしょうか。 

（一同了解の意思表示） 

〇（佐藤康会長）ありがとうございます。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、「事業所等の確認について」です。事務局より説明を受けて、

皆様のほうからご意見をいただきたいと思います。 

２つ目ですが、「災害時等の保育施設の対応等の考え方について」、これもま



た事務局より説明を受け、皆様のご意見をいただきたいと思います。 

報告案件は、「新型コロナウイルス感染症への対応について」、事務局のほう

から報告を行ってもらいます。 

 

５ 議題 

○（佐藤康会長）それでは、まず議題１の「事業所等の確認について」の説明を、

事務局からお願いします。 

〇（山田係長）はい。子育て支援課の山田でございます。本日はお忙しいとこ

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、先ほど大谷の

ほうが申し上げましたとおり、差し替えをした資料の１をご覧ください。 

この度、令和３年４月１日から、認定こども園の定員の増員２件の変更申請

がございます。最初に定員増員予定のよなごまなびや園でございますけれども、

所在地は米子市皆生温泉でして、現在の定員は７５名でございます。令和３年

４月からの利用定員は１０５名の予定で、年齢別の内訳は０歳児が９名、１・

２歳児が３６名、３・４歳児が６０名です。このうち１号認定児童は３、４、

５歳児とも各５名となっております。 

続きまして、同じく定員増員予定の米子ナーサリースクールでございますけ

れども、米子市新開にございまして現在の利用定員は３２名です。４月からの

利用定員は３８名の予定となっておりまして、年齢別の内訳は０歳児が６名、

１・２歳児が１２名、３・４・５歳児２０名で、このうち１号認定としては３

歳児１名、４歳児２名、５歳児２名の予定となっております。 

説明としては以上でございますけれども、まず本日、よなごまなびや園の定

員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、三島委員にはし

ばらく席を外していただいたうえで、米子ナーサリースクールの定員について

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。 

○（佐藤康会長）はい。ありがとうございました。それでは、今ありましたまな

びや園の増員について、何か質問、意見ありましたらお願いします。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。よろしいですか。 

（一同了解の意思表示） 

○（佐藤康会長）はい。それでは了解ということでよろしいでしょうか。 

○（佐藤康会長）次に、米子ナーサリースクールの増員の審議に入りますので、

三島委員には退席していただきたいと思います。 

（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増員について、何か質問、

意見ありましたらお願いします。 

○（佐藤康会長）どうでしょうか。了解でよろしいでしょうか。 



（一同了解の意思表示） 

○（佐藤康会長）それでは了解ということで。 

（三島委員着席） 

○（佐藤康会長）それでは、議題１としましては以上としたいと思います。 

 

○（佐藤康会長）続きまして、議題２の「災害時等の保育施設の対応の考え方に

ついて」、説明を事務局のほうからお願いします。 

〇（赤井係長）それでは議案２についてですが、まず資料２と資料２－１をお

手元にご用意ください。 

災害時等の保育施設の対応の考え方ということで、資料２－１のほうは災害

時に注意を呼びかける時の用語の説明としてお配りしておりますので、レベル

３とはどんな状態のことか、特別警報がどのようなことか、と思われた時にご

覧いただければと思います。 

それでは資料２に基づいてご説明いたします。災害時の保育施設の対応の考

え方ということですけれども、皆さんの記憶にも新しいかと思いますが、今年

の九州豪雨や台風１０号など、近年は規模の大きな自然災害が続いておりまし

て、洪水や土砂災害により要配慮者が利用する福祉施設において多くの方が犠

牲になっています。保育施設も避難に配慮を必要とし、時間がかかる乳幼児が

利用している施設ということですので、対応を想定しておく必要性が高まって

います。 

これまで保育施設については、臨時休園できる規定がありませんでしたので、

いかなる時も開所すると考えてまいりました。ですが、こういった災害が差し

迫った状況においては、市町村は保育の実施を義務づけられてはいますが、安

全確保ができていることが大前提であるということで、臨時休園の判断基準を、

最終的な意思決定者の市町村が設けるようにと国から要請がありました。米子

市においても、臨時休園の判断基準の検討を進めたいと考えまして本日、議題

としております。 

休園と言っても、やはり保育施設には働かれている方のお子さんが預けられ

ているということがありまして、慎重に考えなければいけないというふうに国

のほうも示しております。 

ということで、あまり臨時休園が頻発するというのも保育を必要とする保護

者さんへの負担が大きいですし、ですが反対に危険が迫っている状況ですとか、

避難に関する情報を市が発している区域に通常どおり皆さん登園してください

よ、というのは、危険回避を考えた時に相反することになりますので、四角の

枠囲みしているような基準ではどうかなということで、案をお示ししておりま

す。 



まず①ですが、気象庁の特別警報の発令を基準の一つとしてはどうか、と考

えております。特別警報は、数十年に一度の深刻な気象状況があったときに発

令されますが、すでに災害が起こってしまっているかもしれない状況ですので、

開所前であれば登園や通勤の安全を考慮し、休園の判断をしてはどうかと考え

ております。高潮ですとか波浪によっても特別警報が出ることがあるそうなん

ですけれども、こちらは市全体に影響するものであるかないかというのは判断

して、ケースバイケースになってくるかな、とは思っています。 

開所中に特別警報が発令されるようなことがあれば、状況次第で避難を優先

する必要があるんですけれども、保護者さんも安全が確保できる状況になった

らお迎えに来ていただいて、引き渡し次第休園するというふうにしてはどうか

と考えております。 

また、先日の台風１０号の時ですけども、前日に気象庁のほうから「翌日に

特別警報発令の可能性がありますよ」というふうにアナウンスが広くされてい

まして、気象庁から見通しが発表されたときにどうするかということなんです

けれども、“見込み”なのでまだ発令はされていない状況なんですけれども、公

共交通機関が計画的に運休したりだとか、多くの企業さんで休業を決められる

とか、やはりこれは外出してはいけないというような社会全体の状況になると

思われますので、九州の多くの自治体で休園判断されたように、前日から見込

まれて「数十年に一度の災害が起こるかもしれませんよ」と言われれば休園も

やむを得ないのではないかなと考えて基準の案を作っております。 

次に②市の防災担当が発令する避難に関する情報に基づき、休園を判断する

というものです。こちらは資料２の裏面をご覧いただきたいんですが、ここは

いろんな基準の設定が可能だと思われますので、この案も一例なんですけれど

も、避難情報を発するときには発令区域を定めていますので、園の所在地と全

く異なる場所に発令されたからといって休園するとはせずに、避難情報が発令

された区域の中の園では休園する、という考え方でお示ししております。 

発令区域内の園は、朝のある時点から発令されていれば休園として、開所中

に発令されれば避難しつつお迎え要請をし、休園というか閉所に向かうという

ことです。 

発令区域外での園では、基本的には開所いたしまして、安全確保が難しいと

いう状況があるようであれば、園の運営に著しい影響があって開所は難しいと

いうような判断があるようであれば、休園を検討するというふうに、こちらの

案では考えております。 

すでに休園判断の基準を定めている市町村もいくつかあるんですけれども、

自治体によってはレベル３では自粛要請や状況によって判断するとしており、

レベル４から休園をするよ、としているところもあります。市内のどこかにレ



ベル４が発令されたら市内全園休園としているところもあれば、こちらの案の

ように発令区域と園の所在地の関係で休園するという判断をしている自治体も

あります。今回の案では、レベル３でも状況が悪化していくレベル３は、レベ

ル４をもうすぐ発令するよということを見越して準備を促すために発令され、

状況が改善していくレベル３はレベル４からの引き下げで発令されるんですけ

れども、そのへんの違いを出すのはたいへん難しいと思いますので、危険が増

すほうに合わせてレベル３でも発令区域内では休園ということにしています。

またレベル４あるいはレベル５であっても、土砂災害警戒区域の１カ所で土砂

崩れが起きそう、土砂崩れが起きたという場合は、影響が限定的となるために、

それをもって市内全体を休園とまではなかなか難しいかなと考えて、発令区域

内に一致する園を休園としてはどうかと考えております。 

こちらにいろいろ書いてはいるんですけれども、２については要するに、避

難情報を発令された区域の園は休園し、それ以外の区域の園は原則開所して、

安全確保が困難な状況のときには市の子育て支援課と相談し、休園するかを判

断するというところで考えております。 

一番下、少し色が違う部分に関しては、途中解除された場合ですが、夜、危

険な状況になってからの避難が難しいために、夕方までに避難情報を発令して

翌朝には解除するというような場合があったりですとか、朝のうちは避難情報

が出ていて開所時間中に解除されるような場合がありますが、被害状況や周辺

状況を確認しまして、保育が可能であれば施設から保護者さんに連絡し、途中

から開所するような方向で考えています。時間帯によっては給食提供ができな

いこともあるでしょうし、安全が確認できる時間が遅ければ途中開所できない

ということもあるかと思います。 

先ほども申し上げましたが、避難情報の発令の区域外であっても、安全が確

保できない、危険な状況が予想されるというのであれば、市の子育て支援課に

状況説明とご相談をいただいて閉園を検討することになりますし、市が休園を

判断するんですが、その決定は各施設に伝達し、施設から各保護者へお伝えい

ただくことになります。市が休園を判断するタイミングによっては、ご家庭で

の保育や対応に影響があると考えますので、例えば台風であるとか前線の活動

で前日から「明日は大嵐になる」というようなことが想定できるような場合は、

あらかじめ翌日休園することがあるかもしれないことですとか、朝の何時時点

で判断するかというようなことですとか、電話や一斉メール以外の周知手段、

例えば「ホームページに朝何時に掲載します」などの情報をお知らせして、翌

日はどうなるかわからないという心づもりを、保護者の方にしていただく必要

があるのかなと考えております。 

また基準を定めましたら、保護者の方にはご案内して「保育施設も臨時休園



をすることがある」というのをお知らせする必要があるかとも考えています。 

米子市としましては、保育を必要とする児童を可能な限り保育するというと

ころを大切に考えていまして、浸水想定や土砂災害の恐れがなく、避難情報が

発令されていない安全な立地の園はできるだけ開所することを想定しています

が、それでも危ないのではとか、そういったお考えの意見があればお伺いでき

ればなと思いますし、それ以前に臨時休園することに対して、保護者さんとし

てどういった意見をお持ちかというところも聞いてみたいなと思いますし、そ

の他、休園に関して気になること、心配なことがありましたらお話いただけれ

ばと思います。説明は以上です。 

○（佐藤康会長）はい。ありがとうございました。今の説明を踏まえて、質問や

意見ありましたら、どうぞよろしくお願いします。 

○（佐藤康会長）いかがでしょうか。子どもの命に関わる問題ですので、幼稚園

の場合は小学校、警報が出たら休園という形になっておりますけれども、その

代わりどうしても保育がいるお子さんは、園が「預かり保育はやってください」

という、文科省のほうから通達が出てますので。ただ、こういう特別警報です

か。この場合はどうするかというのはまだはっきり。多分、預かり保育もやら

ないというような形になるんじゃないかと思いますけども。 

○（佐藤康会長）何かありましたら。はい、お願いします。 

○（谷本委員）何点か、一つはハザードマップは、これとはどういう関係が。 

○（赤井係長）ハザードマップなんですけども、保育施設の認可施設で、浸水

想定にある園というのが４０施設弱ありまして、土砂災害の警戒区域にある施

設はどこもないんですけれども。浸水想定も河川それぞれによってどうも違う

らしいですし、それぞれの河川の水位によって避難情報が出たり出なかったり

というところなので、日野川みたいな大きい川が氾濫するってなれば、かなり

広域で浸水想定で避難情報も出てきたりするので、その場合は本当に市内広域

で休園するということになるかなと思っています。 

○（谷本委員）それも使いながら判断するという。 

○（赤井係長）はい。 

○（谷本委員）それから例えば医療関係者とかが、コロナのときにいろいろ問

題を見ていますから、医療関係者ですからいろんなことをやってきたはずなん

ですけど。それと同じで、社会的な基盤を支えている人たちのお子さんがどう

なるのでしょうか。 

○（赤井係長）いわゆる代替保育という感じの、そうですよね。当然、必要と

考えてはいるんですけれども、やはりこの特別警報が出ますとか、浸水想定で

広域的にダウンしますという状況というのは相当な状況だと思われますので、

おそらく保育士の出勤自体がとても危なかったり、保護者さんの出勤だとかお



子さんの登園自体がものすごく危険な状況というのも想定されるなと思ってい

ますので、本当に危ないときはそういった代替保育というのもご用意がかなり

難しいかなと思っております。なので事前に職場とご相談いただいたり、職場

の災害時の業務継続という部分でお考えいただかないといけない部分もあるの

かなというふうに思っています。全部が全部対応できるとは、想定が難しいか

なと思っています。 

○（谷本委員）それはあれですけど、例えば医療機関が全部閉まってしまうと

か、警察がいきなりいなくなってしまうとか、そういうのを想定するというこ

とですか。 

○（赤井係長）そうではないですけれども、職場の中で来れる人、来れない人

とか、小さなお子さんがおられて保育園が閉まっていたら出勤できない人の代

わりに、じゃあ誰が勤めるかというところで人繰りをしていただいたりするの

か、どうしてもとなれば考えなくてはいけないんですけど、かなり難しいかと。 

○（谷本委員）事前に考えておかないといけませんよね。 

○（赤井係長）そうですね。 

○（谷本委員）どういう対応をするのか。 

○（赤井係長）はい。そうですね、ご両親ともにそういった仕事に就いておら

れて、そういう時どうするかっていう方はやはり事前に登録していただいたり

して、この子どもさんたちには代替保育が必要だという数を把握したりですと

か、じゃあそうなった場合にどこでどう保育するのかっていうのは、まだこれ

から詰めていかないといけないという部分になるかなと思います。 

○（谷本委員）ぜひこれ詰めといて。先にやっとかないと。あの一つ、３．１

１の日ですけど、救急病院が大混乱しているとか、お子さんが最後に迎えに、

朝６時にね。一生懸命向かっているけど結局着かなくて、朝６時にやっとにや

っと親に引き渡せるんですね。そうすると、じゃあ閉めてしまってもいいとい

うふうに言うのは簡単ですけど、やるのはすごく大変なんですよね。だから何

らかのうちで対応してもらうといいと思いますし。それからコロナのときも、

結局、休園の要請というのがあったんですけど、実際に休園できたところはな

いんですよね。さっきの話みたいに、医療関係者の人が困ってしまうというの

ができるので、どうしても預かってもらわないと医療の現場に行けないという。

そういう点で言うと、そういう場合も想定しとかないと打つ手がないという感

じでは結局、今の問題が次の問題を生じるという形になってしまうので、ぜひ

そこを。 

○（大谷担当課長補佐）今、谷本委員がおっしゃっていただいた指摘は、とて

も我々も大切に思っているところです。先ほど休園するしかないんじゃないか

というのは、前日ですとか当日、園に来るまでの時にどうなっているかという



状態であれば、そこは来られるほうが危ないというところで休園のことを考え

るというふうに思っておりますし、開園中にそのようなことが起こった場合に

は、当然ですけれども保護者さんに引き渡すまでは当然開園する、これが当然

ですけれどもここまでは、お子さまの身の安全を守るということで、そこにつ

いては保育所のほうでみるということで考えているところです。 

あと、３．１１のことがありましたけれど、長期化に及ぶ場合というのは、

これについてもう我々のほうで内部では考えているところで、当然そこについ

ては、代替保育を必要とされる方については、それを提供しなければいけない

というところまでは考えているところなんですが、ではその場所をどうするか

ですとか、そこから先のことについて誰がするのかというところにつきまして

はまだもうちょっと内部のほうで話を詰めていきたいと考えております。 

○（佐藤康会長）はい。よろしいですか。 

○（佐藤康会長）特に仕事の途中で「休園になりますから迎えに来てください」

と言われても、なかなか来れない保護者もいるかと思うんですね。実際に幼稚

園でもそういうことが。警報が出たから今日は午前中で終わる、迎えに来てく

ださいって言っても、「そんなこと、今言われても来れない。どうしても６時ま

では迎えに行けない」という方もいらっしゃいますが、その時はもう一応４時

半では終了するって言っても、やっぱり６時まで待っているということもあり

ますので。そのへんもう一度、細かく検討してもらえたらと思います。 

○（佐藤康会長）他にありませんでしょうか。はい。森田委員、お願いします。 

○（森田委員）市のレベルで警戒レベル４とか５だったら、もう本当に危険な

状態だと思うので、休園は平気だと思うんですけど。例えば一部の地域で発令

されて、一部の土地は平気だけど海側は危ないよとか。一部の地域の場合だと、

じゃあ仕事場がそっち方面の人とかだと行けないかもしれないですけど、仕事

がどうしても休めない人って出てくると思うんですよね。そういう場合は例外

は必要なのかなと思います。ただ市全体で出ていたら休園。だったら本当に危

ないです、それは。仕方ないのかなとは思います。 

○（赤井係長）ありがとうございます。いただいた意見も参考にしながら、詳

細を詰めていきたいと思います。 

○（佐藤康会長）他にありましたらお願いします。藤吉委員。 

○（藤吉委員）ありがとうございました。警戒レベル３以上、大雨警報が出た

らなんですよね、休園になるっていう基準のこともですけど。もしわかるよう

だったら、過去にこのレベルになった時も保育園が開いていた時もあったと思

うんですけど、何人ぐらいの方がその状況下で登園されていたかおわかりにな

りますか。 

○（赤井係長）ご質問ありがとうございます。実はレベル３も、大雨警報とか



洪水警報が出たら必ず出るというものではないらしく。米子市でどのくらい出

たことがありますかって防災担当に聞いたんですが、本当に数年に１回のレベ

ルその間にどれぐらいの人が登園していたかっていうのは、ちょっと確認がで

きてはいないんですけれども。結構限定的に出される、あまり頻発するような

形では出さないように聞いてはいますので、大雨警報、洪水警報が出たからす

ぐにレベル３、すぐに閉めるというふうにはならないというふうに考えていま

す。やはりレベル３を出すときにも、レベル４になっていくということを意識

しながら出すということですので、避難が多く影響が及ぶということを判断さ

れて、あんまりポンポンポンポン出さずに結構慎重に判断して出すというふう

に聞いていて、ほとんど出すことがないというふうには聞いています。 

○（佐藤康会長）よろしいですか。他にはどうでしょうか。（間） 

○（佐藤康会長）ないようでしたら、今、委員の皆さんからいろんな意見が出ま

した。それを踏まえてさらに続けていただけたらと思います。よろしくお願い

します。 

○（佐藤康会長）議題２は以上で終わりにしたいと思います。よろしいでしょう

か。 

 

６ 報告 

○（佐藤康会長）それでは次に報告案件は、「新型コロナウイルス感染症への対

応について」の説明を事務局のほうからお願いします。 

〇（赤井係長）それでは報告１の資料をお手元にご用意ください。「新型コロナ

ウイルスへの対応について」ということで、子育て関連施設の主だった施設の

対応をまとめております。 

まず１番ですが、保育施設においては国の緊急事態宣言を受けて４月１０日

から５月１６日まで、全体に登園自粛を要請いたしました。その後については、

手洗い・換気・消毒などの感染予防を図りながら自粛要請を行わずに開所を続

けております。 

保育施設にいる子どもの年齢ではマスクを着用することが反対に危険とも言

われていますし、子どもさんの年齢からしましてもスキンシップが欠かせない

ですし、生活の中での距離がとても近く、大きな声や飛沫を飛ばすことが避け

られないということで、３密を防ぐことが完全には難しい状況ではありますけ

れども、こまめな消毒や園の活動ですとか、行事運営の工夫などで、各施設で

対応いただいているところです。 

その他、保育入所に係る配慮といたしまして、育児休業からの復帰予定で保

育施設の利用を開始された保護者さんで、就労先からの要請や保護者希望など

により、新型コロナウイルス感染症の影響によって、やむを得ず育児休業を延



長された方の復職期限を、通常ですと保育施設入所後の１カ月以内としていた

ところだったんですが、この度は令和２年７月１日まで延長いたしました。ま

た求職活動をしても、新型コロナウイルス感染症の影響で９０日以内に就労先

が決まらなかった方についても、求職活動を事由とする教育・保育給付認定の

有効期間を８月末まで延長いたしました。 

次に２番、学童保育施設での対応ですけれども、２月のおわりに突然の全国

一斉休校が発表されまして、①にまとめておりますとおり臨時学童教室を実施

いたしました。突然のこと、かつ準備期間が大変短かったということで、こち

らのほうもどんなふうにやっていくかということで大変混乱したところです。

多くのお子さんをお預かりすることで、教室が密にならないように分散いたし

ましたので、なかよし学級の指導員だけでは保育しきれずに、多くの職員にご

協力をいただきました。民間の児童クラブも人員確保が難しい中でしたが、一

日開所していただきまして、なんとか子どもたちの行き先ができたというとこ

ろでした。 

次に②番ですけれども、米子市の学校では４月の最終週に連休と合わせるよ

うに一斉休校となりましたので、その間は②にまとめておりますとおり、緊急

学童保育を実施いたしました。感染拡大への緊迫感が増した緊急事態宣言中と

いうことと、平日の４日間と短期間であったことから対象者を絞って実施いた

しましたので、前回、①番の臨時学童教室に比較しますと約１５％の申し込み

ということになりました。民間児童クラブも一日開所していただきましたけれ

ども、利用者は少なかったというふうに伺っております。 

次に報告１資料裏面の③なかよし学級の運営についてですが、先ほど申しま

した①と②の期間以外は、緊急事態宣言を受けておうちで過ごせるお子さんに

ついては利用自粛の要請をいたしました。その後は学校の対応を参考にいたし

まして、感染予防に努めながら自粛要請などはせず開所を継続しております。 

他の学童施設ですとか保育施設での対応については、資料にもホチキス留め

しております別紙のとおり、ホームページを通じて対応についてお知らせして

いるところです。 

報告１の資料に戻りまして、最後３番ですけれども、子育て支援センターで

の対応についてですけれども、緊急事態宣言を受けまして、電話対応を残し、

４月１４日から５月６日までは完全休館といたしました。５月７日からは全館

開館しておりましたけれども、５月中は密にならないように予約制を取らせて

いただいて、一気に支援センターに人が集まらないようにという配慮をしまし

た。その後につきましては、育児講座ですとか栄養相談などのイベント等につ

いては予約制とさせていただいております。子育て支援センターには、マスク

の着用が難しい０歳ですとか１歳のお子さんの利用が多いために、密にならな



い配慮というのを各子育て支援センターの実情に合わせて行っております。 

子ども・子育てに関連する多くの事業が、感染症の影響を受けまして例年と

異なる対応を取っておりますけれども、主だったものとしてのご報告は以上で

す。 

○（佐藤康会長）ありがとうございました。今の報告について、何か意見ありま

したらお願いします。よろしいですか。はい。 

○（藤吉委員）すいません。感染症への対応というところで、感染予防という

ところなんですけど、園の中で消毒作用とかが結構大変になってるんじゃない

かと思いまして。一部の先生から話を聞いたこともあるんですけど、多分これ

まで以上に掃除したりとか消毒に気を使ったりとかで、子どもに向き合う時間

が少なくなってきちゃうんじゃないかなっていう心配があるんですが、何かそ

ういったお声が出ていたりしないかっていうところと。例えば清掃も含めて業

者さんにお願いできたら、そのぶん負担っていうのを減らせるのかと思うんで

すけど。何かもし、そういったお声が出ていらっしゃるのかどうかっていうの

と、何かそこに対しての対応とか市として考えていらっしゃるところがあれば

聞かせていただきたいなと思いました。 

○（佐藤康会長）お願いします。 

○（赤井係長）ありがとうございます。具体的に消毒作業がすごく増えて困っ

ているというようなお声自体は上がってきてはいないんですけれども、当然ノ

ロウイルスが出た時のような対応でいろいろなところ、人がよく触るようなと

ころだとか、消毒する作業は増えているのではないかなと推測しています。た

だ、なかなかそこに対する支援というのは、まだ検討できていないというとこ

ろではあります。 

○（藤吉委員）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。よろしいですか。 

○（佐藤康会長）それでは、その他に移りたいと思います。 

 

７ その他 

○（佐藤康会長）その他、何かありますか。 

〇（赤井係長）事務局のほうから２点ほど、その他としてお話させていただき

ます。 

昨年の会議でご審議いただきまして、放課後児童健全育成事業の放課後児童

支援員の資格基準について緩和させていただいたところでしたが、職員の質を

担保するために初任者研修を県と連携して行うようというようなことをお話し

ておりましたが、感染症の影響から少し延期させていただいておりまして、よ

うやく９月の下旬に当初予定していた内容で研修を実施いたしました。まずそ



れが１点と。 

もう１点が、子ども・子育て会議の委員の方の中から子育て支援課の業務に

新たにご協力いただきたいという件がございまして、担当からご説明をさせて

いただきます。 

〇（井上担当課長補佐）失礼します。子育て支援課の井上です。よろしくお願

いします。 

本日は保育園の給食調理業務について、来年の４月からねむの木保育園の給

食調理業務について委託に出すということにしておりまして、それに伴いまし

て、業者を選定するにあたりまして選定委員会というのを立ち上げる必要がご

ざいまして。まず１回目の選定委員会をしたところではありますけれども、そ

の中で行政サイドの委員がちょっと多いということでご意見をいただいたとこ

ろです。それに伴いまして、子どもの給食のことであったり、そういう主旨で

あることから事務局のほうでも協議をさせていただきまして、こちらの子ど

も・子育て会議の中から２名の方に選定委員会の委員さんになっていただきた

いということで、今日こちらのほうに来させていただいたところでございます。

こちらの選定委員会のほうは２名ということで、もし承認いただけるというこ

とであれば、こちらのほうから２名の方指名をさせていただいて、今後、選定

委員会を給食の選定をするという際には要項がございます。この要項の中にも

こちらの委員から出していただくということを付け加えさせていただきたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○（佐藤康会長）今、給食の調理委託についてありましたけれども、この委員会

の中から２名ということがありましたけれども、いかがでしょうか。給食をや

っている幼稚園はあるんですけど、やっぱりメニューについてとかそういうの

が業者任せではなくて、ある程度保護者の意見も「もっとこういうものを子ど

もたちに食べさせてあげたい」というような意見だったり出てきますので、で

きればこの委員の中から、一番いいのが小さいお子さんのいる家庭から２名選

出していただいたらいいのかなとは思うんですけど。どうでしょう。了解いた

だけますでしょうか。 

（了承の意思表示） 

○（佐藤康会長）よろしいですか。それでは了解していただきましたので進めて

いただきたいと思います。 

○（井上担当課長補佐）ありがとうございます。 

○（佐藤康会長）他にありましたら。よろしいでしょうかね。まだ時間があるん

ですけれども。 

 

８ 閉会 



それでは今日の議案と報告関係についておわりましたので、以上で終了したい

と思うんですけれども、よろしいでしょうか。はい。それではお疲れさまでし

た。 

 


