
 令和３年度第１回米子市子ども・子育て会議 

 

１．開会 

○（大谷担当課長補佐）ただいまより令和３年度第１回子ども・子育て会議を

開催します。今日の会議は委員の改選後、初めての会議ですので、委嘱状を交

付させていただきます。通常ですと、お一人ずつ対面にてお渡しするところで

すが、感染症対策として、失礼ながら事前に席に置かせていただいております。

令和５年３月３１日までの任期となりますが、よろしくお願いいたします。 

 

２．こども未来局長あいさつ 

○（大谷担当課長補佐）こども未来局長の景山よりご挨拶させていただきます。 

○（景山局長）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。ご挨拶が遅れて申し訳ありません。私、この４月の人

事異動で２年ぶりにまた戻って参りまして、引き続きお世話になります。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

まず皆様には日ごろから市政全般に渡りまして、取り分け子ども・子育て施

策の推進にご理解とご協力をいただいておりますこと、本当にありがとうござ

います。本会議、今年度の第１回目でございますけれども、この度は改選期で

ございまして、９名の皆様には引き続きのご就任、そして鳥取県の吉岡様には

新たにご就任いただくことになりました。皆様それぞれお忙しい中、ご就任に

つきましてはご快諾をいただいております。本当にありがとうございます。本

市では子ども・子育て支援事業計画に基づきまして待機児童対策、そして子ど

も子育て支援事業に力を入れて取り組んでいるところでございます。５年ごと

に策定いたしますこの計画の第２期目の計画が今年度２年目を迎えることとな

りまして、この２年目というのは非常に重要な１年になると私どもは考えてい

るところでございます。 

本日の資料は少したくさんではございますけれども、ご覧いただきますよう

に、３件の議題がございますが、その後の報告を４件ほどご用意させていただ

いているところでございまして。例えば平成３０年度に発達支援の強化という

ことで始めました５歳児健診でございますが、これが昨年度で３年になりまし

て、初年度に受けてくれた子どもたちが小学校に入学したというような時期で

ございました。そして最近ちょこちょことテレビや新聞などで取り上げていた

だいておりますけれども、米子市では教育と福祉が一体的になって本市の子ど

もの育ちを支えていく仕組み、体制を作っていこうということで、今年の年末

を目途にちょっと大きな組織改正をする予定としておりまして、そちらのほう

につきましても報告させていただきたいと思っております。計画の内容という、

そのものは当然のことではありますけれど、せっかくの貴重な機会ですので、

様々なもっと広い子ども・子育てに関するご意見を私どもに寄せていただけれ



ば本当にありがたいと思っておりますので、どうぞ皆さん忌憚のないご意見を

賜りますようよろしくお願いいたします。 

それでは本日、短い時間ではありますけれども有意義な会議にしていきたい

と思っております。ご協力をよろしくお願いいたします。ありがとうございま

した。 

 

３．会長・副会長の選出（委員の互選による） 

  会 長：佐藤康委員 

  副会長：齊木委員 

 

４．各委員及び事務局の自己紹介 

 

５．会の成立宣言 

○（大谷担当課長補佐）今日の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します。欠席

は藤吉委員と聞いております。１０人中９人に出席いただいておりますので、

本日の会議は成立している事をご報告申し上げます。それでは、以後の進行を

会長にお渡ししたいと思います。よろしくお願いいたします。 

 

６．議題 

○（佐藤会長）初めに、この会議の公開と議事録の全文議事録の作成について

の了承を願いたいと思いますけれど、いかがでしょうか。 

（一同了承） 

○（佐藤会長）今日の会議は、議題が３つ、報告案件が４つあります。議題の

１つ目は「令和２年度米子市子ども・子育て支援事業計画実施状況について」

です。２つ目は「第２期米子市子ども・子育て支援事業計画中間見直しについ

て」です。３つ目が「災害時等の保育施設の対応について」です。 

報告案件ですが、報告１は特定教育・保育施設等変更予定、報告２は米子市

子どもの貧困対策推進計画の取組状況について、報告３は米子市５歳児健康診

査についての事業報告、報告４はこども総本部（仮称）の設置についてとなっ

ています。それぞれ事務局のほうから説明をいただいた後に委員の皆様方から

ご意見を賜りたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

○（佐藤会長）まず、議題１の「令和２年度米子市子ども・子育て支援事業計

画実施状況について」の説明を事務局からお願いします。 

○（赤井係長）そういたしますと資料１‐１及び資料１‐２をお手元にご用意

ください。まず資料１‐１ですが、こちらは幼稚園や保育所などの教育・保育

の量の見込、またその量の見込に対する確保方策、その実績についての資料と



なります。 

令和２年度の部分をご覧ください。②－①については、見込の量に対しての

受入れ枠と計画の差となりますので、マイナスであれば不足しているというよ

うな状況になるのですけれども、網掛けの部分をご覧いただきますと、こちら

は企業主導型等の届出保育施設等の受入れ枠がございますので、不足している

分についてはこちらの受入れ枠があるというふうに考えております。 

確保しました受入れ枠の実績が③になります。③－②は実績と計画の差にな

ります。 

特定教育保育施設とは、幼稚園や保育所、認定こども園などになります。ま

た特定地域型保育事業、こちらは小規模保育事業所などが含まれますが、こち

らはほぼ計画どおりの受入れ枠を維持しております。欄外に参考の数値としま

して実利用者数を入れております。③－④が定員に対しての実利用者になって

おりまして、０歳児は定員程度に利用しているという状況がありますが、その

他の年齢では余裕があるというような状態になっております。 

こちらの欄外の実利用者のところから右のほうを見ていただきますと、こち

らは届出保育施設の利用状況について記載しております。届出保育施設ですけ

ども、市の計画によらずに整備された施設となっておりまして、いずれの年齢

においても定員には余裕がありますけれども、多くのお子さんが利用されてい

るような状況です。特に１・２歳児について、無償化の対象になりませんけれ

ども、企業主導型保育事業所においては、企業が負担されることで利用料が安

いという面がありまして、特に１・２歳児のところで多くの利用者があるとい

うふうに思っております。 

またその下に評価及び課題の部分ですけれども、施設数の増加としては、令

和２年度はございませんでした。既存保育所が認定こども園に移行されまして、

３～５歳児の受入れ枠が増加いたしました。また０～２歳児の３号認定の受入

れ枠は無償化による需要の高まりから、３号を減らして３～５歳の教育認定で

ある１号認定を増やす施設がありました。そういう関係で少し減ったところも

あったんですが、数年前に施設整備をされまして年次的に定員数を増やしてい

くという計画をしていた施設で受入れ枠の増加がありまして、少し増加したと

いう状態になっています。 

ご覧いただきますと利用定員と実利用者に差があるような状況なんですが、

昨年度実績報告したものと今年度実績報告しているものでは、届出保育施設と

民間の施設を合わせれば大体同じくらいの利用者さんがおられまして、ご自分

の使いたい施設を希望に合わせて使っておられる、１～５歳児に関しては利用

者の意向に沿った施設を利用できているというふうに考えております。 

０歳児についてですが、こちらは定員に対しての利用割合が高く、教育保育

施設等では年度末にはフル稼働となっているような状態ですけれども、令和２

年度においては、感染症の影響かと思われますが、出生数が約１００人減少し



たことから、０歳児での入所希望者が減少し、入りやすい状況が年度の後半ま

で続いたのではないかと思われます。ただ、感染症による産み控えから、今後

出産ラッシュに転じることも考えられますし、先ほど申しましたように経営の

面から、０歳を減らして別の枠を増やすという施設さんもありますので、今後

も０歳児の受入れ枠の増加というのは１～５歳児の枠というより０歳の枠を中

心に少しずつ増加させていく、保育士を確保して少子化の状況を見ながら既存

の施設の更新の機会に乗じまして、０歳児枠を少しずつ拡大して参りたいと考

えております。 

次に資料１‐２をご覧ください。こちらは地域子ども・子育て支援事業とい

いまして、１３事業と言われているものになります。 

まず１つ目ですが、こちらは子育て利用者支援に関する事業（利用者支援事

業）ということで、保育施設等や子育てに係るサービス等の情報提供や、相談

を行う関係窓口と連携するなどの業務を行う窓口を、米子市ではふれあいの里

内に子ども総合相談窓口として設置しております。こちらの評価ですが、事業

の主旨に合うよう、切れ目ない支援の実施に努めたという評価をしております。 

次に２番、時間外保育事業です。こちらは実績としては減少傾向ですけども、

希望される方が希望される時に利用ができているという状況です。 

次に３番、放課後児童健全育成事業、これはいわゆる放課後児童クラブ、学

童と言われるもので、米子市の公立では“なかよし学級”と言っています。放

課後に適切な遊びの場、生活の場を用意し、子どもたちの健全育成を図るとい

う目的を持った事業です。こちらは需要が高いため、民間事業者の新規開設に

あたり施設整備費用を助成する他、学校施設の改修に乗じてなかよし学級の定

員を増加させるなど、受入れ枠の拡大をはかっております。民間事業者のサー

ビス内容や料金が様々であるため、利用者の希望とマッチしない場合があるな

ど、校区によって児童数が全く違うので待機児童を減らすというのはなかなか

難しいという状況にはあるんですけども、需要が高い事業にはなりますので、

民間・公立ともに確保方策・受入れ枠の拡大をしていく必要があると考えてお

ります。 

次のページです。こちらは子育て短期支援事業のショートステイ事業、１つ

下にトワイライトステイ事業というのがございます。ショートステイは、保護

者が入院する、仕事により泊まりで家を空けるなどの理由によって一時的に養

育が困難になった場合に児童養護施設等によって養育する事業です。トワイラ

イトステイは、平日夕方から夜１０時までと、休日の朝から夜１０時まで、一

時的に養育が困難になった場合に児童養護施設によって養育する事業になりま

す。こちらは両事業とも、令和２年度は感染症の影響で利用控えがありました

し、施設側の調整により実績が減少したという状況です。 

次に５番、地域子育て支援拠点事業。これはいわゆる子育て支援センターと

いいまして、複数の乳幼児及びその保護者の交流の場や情報提供をするなどの



事業です。在宅で子育て中の方が多く利用される施設なんですけども、不特定

多数の方が利用される施設ということがありまして、感染症予防の観点から密

集することがないように予約制ですとか滞在時間の制限を行うなど、運営上の

工夫をしたり消毒作業を徹底したりと安心安全な運営に努めて参りました。今

後は市内における適正配置の検討を進めることが課題となっております。 

はぐっていただいて６番、乳児全戸訪問事業ですけども、こちらは出生数の

減少により件数が減少していますが、電話等も使いながら全ての乳幼児の把握

に努めております。緊急事態宣言中は家庭訪問ではなく電話訪問を行いました。 

次に７番、養育支援訪問・要保護児童等支援に資する事業ということで、養

育上の困りごとの解決や軽減、家庭での安定した養育を支援する事業でして、

保健師、助産師、保育士等が訪問いたしまして、育児の技術指導ですとか精神

的な支援を行っております。令和２年度については、保健師を増員し充実を図

ったことで、担当保健士による訪問支援の実績が増加いたしました。それぞれ

の家庭の状況に応じた訪問を行ったというふうに評価をしております。 

次に８番、一時預かり事業で幼稚園における在園児を対象とした一時預かり

事業になります。こちらは平成３０年１０月の幼児教育・保育の無償化により

利用実績が伸びまして、その後もその利用者が維持されると思われます。次の

ページですけれども、保育園での一時預かり事業になります。保護者の不定期

な仕事や通院、育児疲れ等により、家庭での保育を受けることが一時的に困難

になった乳幼児を保育所で一時的に保育するという事業です。こちらの事業に

つきましても、利用控えですとか施設側の制限により、特に年度の前半は少な

い状況がありました。また園の行事による制限ですとか実施施設数の減少も利

用が少ない理由とは認識しておりますので、実施園を増やすということが課題

となっております。 

次に９番、病児・病後児保育事業ですが、こちらは病中、または病気回復期

のお子さんを一時的に保育する事業です。こちらも実績が大きく減っています

が、原因としては感染症対策が徹底されたということで、その他の感染症にか

かるお子さんが少なくて希望者が減ったということも原因の１つかと思ってお

りますし、例えば発熱した家族がいては職場も出勤してこないでくださいとい

うのが、コロナの関係で徹底されたということもあったと思います。お休みし

やすくなったということもあるかと思います。また保護者に代わって病児保育

施設の職員が病児を迎えに行き、そのまま病児保育が利用できるサービスとい

うのを行っておりますけれども、令和２年度は２件の実績がございました。 

次の１０番はファミリーサポート事業ですけども、こちらは会員同士が相互

援助活動を行うという事業です。こちらの事業も、援助を受ける側も援助をす

る側も利用を控えられたことによって実績が減少しています。また引き続き、

援助する側の会員の確保が課題となっております。 

はぐっていただいて次のページ、（１１）妊婦健診事業及びその下の（１２）



実費徴収に係る補足給付事業ですが、希望者・対象者全員が受けていただける

状況となっております。 

議題１については以上です。 

○（佐藤会長）今の説明を踏まえて、質問や意見はありませんか。 

（意見なし） 

○（佐藤会長）よろしいですか。議題１については、以上としたいと思います。 

 

○（佐藤会長）次に議題２「第２期米子市子ども・子育て支援事業計画中間見

直しについて」の説明を事務局からお願いします。 

○（赤井係長）それでは資料２をお手元にご用意ください。「第２期米子市子ど

も・子育て支援事業計画中間見直しについて」ですが、第２期計画は令和２年

度から令和６年度までの５カ年計画となっておりまして、令和４年度が中間見

直しの年度となります。先ほど議題１で報告いたしましたとおり、コロナによ

る影響を複数の事業で受けておりまして、本来であれば実績ですとか経過を参

考としながら、計画の見直しをしていくところなんですが、特異な状況が続い

ているということで、見直しが大変難しい状況となっております。国が今後、

見直しの考え方や記載事項の変更について示してくる時期があると思うんです

けども、大きなところの方針といたしまして、平常時と異なる状況であった事

業及び希望者が利用できている状況である事業については、大きな基本方針と

しては中間見直しは行わないでいいのではないかと思っておりまして、現状の

計画のままを中心に進めたいと考えております。 

ただし平常時と変わらない利用状況であった事業については、実績を勘案い

たしまして見直しの必要性を検討していきたいと考えております。特に放課後

児童健全育成事業については感染症による影響を受けておりませんし、需要の

高い事業となっております。この２期計画を策定する際に年長さん、保育園を

卒園する年のお子さんのご家庭に調査、アンケートを行った関係で、やはり高

学年の時の利用の仕方というのが、はっきり想定できない状態で調査に回答し

てくださっていたと思いますので、実際にその学齢期にあるご家庭にアンケー

トを取ってみてもいいのではないかと思っておりまして、こちらについてはニ

ーズ把握の必要があるかなど、そこも含めまして検討していく必要があると考

えております。 

議題２については以上です。 

○（佐藤会長）今の説明を踏まえて、質問や意見はありませんか。 

（意見なし） 

○（佐藤会長）よろしいですか。見直しはしない、というような内容でしたが。

よろしいですか。議題２については、以上としたいと思います。 

 

○（佐藤会長）次に議題３「災害時等の保育施設の対応について」の説明を事



務局からお願いします。 

○（赤井係長）そうしますと、資料の３を本日、机の上に当日資料として配布

いたしました。ハザードマップですとか土砂災害警戒区域についてですとか、

ご覧いただければと思います。 

昨年度の会議におきまして、休園判断について１度ご審議いただいたことが

あったんですけど、令和３年５月に避難勧告が避難指示と一本化されるなどの

改定がございまして、今回、災害が想定される場合の保育施設の休園を要請す

る判断基準をこの資料のとおりとしたいということで議題としております。 

前回もお話させていただきましたが、特別警報の発令やその可能性が強く疑

われる場合には、もうそこで災害が起こっているかもしれないような状況です

し、気象庁も外に出てはだめだということを広く呼びかけられる状況なので、

外出すること自体、命の危険があるというような状況になりますので、基本的

にはこちらは休園させていただいて、代替保育のほうも難しいと考えていると

いうことで前回もお話したところです。 

あと、自治体が避難に関する情報でレベル３以上を発令した時、というのも

前回お示しした内容だったと思うんですが、ここの基準でやはり判断基準を設

けたいと考えておりまして、発令区域内の園については休園あるいはお迎えの

要請ということにしまして、代替保育が可能な状況であれば実施するというこ

とで考えております。 

今回の大雨において米子市は避難指示を久々に出したという状況がありまし

て、その直前には静岡県熱海市で大規模な土石流が発生しまして、多くの行方

不明者・死者を出したという状況がありました。県と気象庁が共同で発表する

土砂災害警戒情報等を受けて、危険度分布ですとか、今回配布しているハザー

ドマップなどに基づいて土砂災害警戒区域を含む自治会に対して避難指示が出

されたという状況と思われます。今回、最も早く発令された淀江町中西尾地区

へのレベル４避難指示を受けまして、敷地にイエローゾーンがかかっている公

立の宇田川保育園で、７月８日、午後３時３０分ごろに保護者さんにお迎え要

請をしまして、翌９日は臨時休園としました。また１２日の月曜日についても

突然大雨がずっと続いたということもありまして、また１３日も高齢者等避難

が発令されましたので、宇田川保育園については１０時３０分ごろに保護者に

お迎え要請をしたところです。今回の発令が土砂災害警戒区域を含む自治会と

いうことで、本来だったらその自治会にある園は全部閉めなくてはいけないの

ではというところがあるんですが、そもそも土砂災害警戒区域というのが、お

配りしている資料にあると思うんですが、黄色い線に囲われたところが危ない

ところということでエリアが限定的に絞られていて、同じ自治会とはいえそこ

から３００ｍも離れている施設もあったりしたということで、また雨の状況も

ある程度これから落ち着くという見込みもありましたので、土砂災害警戒区域

と近接していない園については休園要請を行いませんでした。ですが、洪水な



どこの地域とゾーンが区切れないほど広範囲に被害が及ぶ可能性があるものに

ついてはレベル３以上で休園とせざるを得ないと考えておりますけども、今後

の見通しですとか雨の状況等も含めて、判断の基準は持ちながらも総合的な判

断をして休園要請することになるのかなと考えています。また現場でしかわか

らない危機的状況というのを市役所のほうで把握できていないこともあるかと

思いますので、現場判断での避難について妨げるものではないというふうに考

えておりますが、その判断が常識を逸脱していなければ、子育て支援課として

は支持していきたいと考えております。 

他に今回の対応を振り返りまして、庁内の連携の体制も含めて反省点を次に

生かせるように取り組んでいかなければならないと考えております。 

議題３については以上です。 

○（佐藤会長）今の説明を踏まえて、質問や意見はありませんか。 

私からよいですか。今回いろんなところで休園や保護者に早いお迎え要請と

いう園があったと思うんですけど、幼稚園の園長会があった時に、全く状況が

わからないと。幼稚園は幼稚園でというのがありますけれど、市内のどこの保

育園、保育所が休園になっているとか早い時間のお迎えとか、そういう情報を

幼稚園にも流して欲しいという話が出たんですね。幼稚園なんかは小学校の状

況を見てどうするか判断するのがほとんどなんですけども、保育園の状況も幼

稚園のほうにもメールかなんかで流していただいたら、休園とかそういった時

も参考にしたいというのがありますので、幼稚園のほうも仲間に入れて欲しい

と思います。よろしくお願いします。 

○（赤井係長）ありがとうございます。先ほども申しましたとおり、こういっ

たご意見も踏まえながら、今後どういった形で運用していくか、皆さんが安心

して過ごせるかというところを振り返って、反省点を次に活かしていきたいと

思っております。事務局としましても、こちらに連絡がない状態でお迎え要請

が出ているという情報も後から入ってくる状況もありましたので、連絡の体制

というか、避難に関する行動を取られる前に、ぜひこちらにも一報入れてくだ

さいとか、ある程度のルール化を皆さんに、こういった基準を定めた時にはど

ういった流れでとかこちらにも報告が欲しいといったことも、ある程度ルール

化していったほうがいいかとは思っておりますので、その中の集約された情報

については皆さんに提供できるように、また考えていきたいと思います。 

○（佐藤会長）よろしくお願いします。 

他にありませんか。では森田委員。 

○（森田委員）今回いろんな小学校とかでも休校になりましたけども、その近

隣の保育園ですとか、その時はなかよし学級も閉鎖されましたよね。で、他の

例えば民間の放課後の預かり、ああいうところの対応とかはどうされたのかと。

例えば警察官だったり医師だったり、どうしても仕事に出なくてはいけない人

たちの子どもたちの預かりとかはどうなっていたのか、その見直しとかはどう



されるのか話合いとか。それが何か今回あったら教えてください。 

○（松原課長補佐）放課後児童健全育成事業、なかよし学級につきましては、

基本的に学校の敷地内に併設された施設がほとんどだということで、基本的に

は学校の対応と合わせるようにはしております。大雨、土砂災害の話ですと、

敷地内ということもありまして、さらに校区も限定されたということです。 

まず淀江につきましては、なかよし学級はちょっと離れた児童館というとこ

ろにありまして、そこはイエローゾーンにかかって非常に危険だということも

あります。小学校のほうもお迎えで一斉下校ということもありましたので、結

局、迎えに来るというのは非常に危険な状況ということで判断をしまして、な

かよし学級もそれに合わせて閉鎖という扱いにしております。ですので簡単に

言いますと、お迎えがある場合には合わせてなかよし学級のほうも危険と見な

しまして閉鎖、閉級ということで。例えば子どもたちの一斉下校、その場合に

つきましては預かりはします。するんですけども、警報が発令されておりまし

たので、警報の場合は必ず時間になった時には迎えに来ていただくということ

を前提にお預かりをさせていただいたところです。 

○（金川課長）少し補足をさせていただきます。先ほどエッセンシャルワーカ

ーの方のお子さんのお預かりをどうするかというお話がありましたが、今の災

害に関してはコロナなどと異なりまして危険が切迫しているというところで、

そのまま現地で預かったりというのが難しい場合がほとんどではないかと想定

されます。例えば今回、宇田川保育園休園でお迎えをお願いしたところなんで

すが、この場合ですと時間を限りまして、ある時間以降はその地域の指定され

ている避難所のほうに職員と一緒に避難をするといった対応をしたこともあり

ました。いずれにしても危険を伴うということで、こういった場合にはお迎え

をお願いせざるを得ないということをご理解いただければと思います。 

○（森田委員）次の日に、どうしてもみられないのでという声もなかったんで

すか。 

○（大谷担当課長補佐）宇田川保育園につきましては、大雨があったのが先週

の水曜日で、木曜日も休園ということになったんですけども。その際、実際に

ご連絡を、次の日の休園につきましては、判断は次の日の朝に行いますという

ことで、その次の日の朝にご連絡をさせていただきますということでしたんで

すけど、結局あの時は警戒レベル４をずっと維持したままということでしたの

で、あの朝に休園のほうを判断いたしました。ただ、前日にお迎えの連絡をし

た時に、代替保育が必要かどうかということは全ての保護者さんにご連絡はし

たところです。その結果、今回につきましては皆さんが代替保育を必要とされ

ることがなかったので、今回につきましてはそのまま完全休園とさせていただ

きました。 

もし代替保育が必要であればということですが、宇田川保育所の場合は淀江

保育園が一番最寄りとなりまして、またこれは公立同士で上手く連携ができる



ということでしたので、そこを指定させていただこうというふうには考えてお

りましたけれども、幸いなことにと申しますか、保護者様が大丈夫ということ

だったので、そのまま休園という形でさせていただいたところです。 

１２日、今週の月曜日には突然の大雨だったものですから、確かにこちらも

準備ができていなくてどうしようというところではあったんですけども、こち

らも幸いなことに、こちらにつきましてはその日中に警報は解除ということに

なって、次の日からは開所ができるということでしたので、こちらについても

特に代替保育というお話はなかったということになりますが。 

ですので、今回は本当に我々も学ばせていただくことが多かったんですが、

まず１つにつきましては、災害というのが１つの種類ではないと。我々として

も警戒レベル４や３であれば、全部同じ対応をしなければならないと資料を作

った時には思っていたんですが、今回の場合は一番心配されたのが土砂災害で

した。土砂災害の場合ですと、先ほどの説明で申しましたとおり、とても被害

範囲が限定的なので、情報としては全体に出るんですけども、実際その場所が

本当に危ないかどうかというところになるととても限定的なので、本当に全て

を休園にする必要があるのかどうかという判断を、まずその時にしたところで

す。今回いろんな地区で実際にレベル４が出ましたけれど、全てその地区にあ

る保育所を確認したところ、そこには入っていなかったので休園要請はしなか

ったということになります。ただこれが今度は逆に洪水だった場合なんですけ

ども、洪水というのは結局川の氾濫ということになると思うんですが、これが

今週月曜日に判断を迷ったとこです。と申しますのは、本当に急激に降りまし

たので、我々が知らないうちに各川のほうが増水しているという連絡がまず入

るんですね。その時にはもうすでに道路は冠水していますだとか園庭のほうに

も水が流れ込んでいます。これはちょっと川の水の話じゃないんですけども。

とか、もう既に米子市内ではないですけれども、結局もっと奥のほうの地区で

は警戒レベルが出ているので、もうそういう判断をしましたというご連絡を実

際いただいたところです。そうすると我々のほうは、こちらのほうは避難指示

が出ていないので、こちらのほうにすぐ休園してくださいというのは実際言え

ないところなので、先ほどのことも説明したんですけれども、まずは現場判断

というのが一番大切なところだと思います。ですので、現場判断で危ないとい

うことであれば、園によって休園をして対応していただくというのが、やはり

一番大事なところだろうと思います。我々は連絡を受けてその状況を伺えば、

それに賛同する、支持するという流れで、話をそれぞれの園にはしたいなと今

後は考えているところとなります。以上です。 

○（松原課長補佐）付け加えで、民間学童につきましては、レベル３ないしレ

ベル４の発令があった際に、市のほうから連絡等させていただきまして、あと

は現場判断ということにはなりますけど、１件、山の近くにある学童のほうが

的確な判断の下、休園したということがございました。以上です。 



○（佐藤会長）その他いかがですか。谷本委員、お願いします。 

○（谷本委員）今回のことを受けて、まず米子市全域で避難となれば、全域と

言われると、全員で避難というとどこに行くんですかね。全員がもし本当に避

難しようと思うと、全員がてんでんばらばらに動き始める危険性があって。洪

水としても、今回は土砂災害でしたけど、被害想定はすごく限られた地域です

から、もうちょっとやり方が。校区と言われても、全く関係がない、全く山も

何もないというのに逃げないといけないという話になってくるんですね。うち

学童保育はそのままやったんですけど、土曜日もすごく依頼がいっぱいあって、

土曜日もやったんです。でも片方で警戒宣言が出ていますよね。逃げろと言わ

れていて、その中で預かるというのは結構決断しないといけなくて。土砂災害

などになぜ出すのかというのが疑問です。地域的に事前にある程度マップを見

たらわかっていると思いますので、その地域のうち場所を限定した形で出して

もらうともうちょっといいんじゃないかというのが一つ。 

それから、現場の判断というのは現場でないとわからないということなんで

すけど、川に関しては上流で降っているものがドンと流れてくる形なんで、上

流は見えないと。もしそういう情報がもっと手に入れられたらすごくいいです。

今カメラがここに書いてあるものよりもっと増やしてあったと思うので、もっ

と上流のポイントで、ここを見れば下流のこの地域が危ないとか、そういうよ

うな情報がもうちょっとわかりやすく出ているといいと思います。どこから入

ったかというと、結局国交省から入ってくるしかない状態だったので、それよ

りは市の中で協力をできるといいんじゃないかという感じがしました。 

それから現場の判断ということで、現場の情報をどうやって集めるか、どこ

に連絡したら全部が集まっているか、事前に言われていると、もうちょっとい

いんじゃないかと思いました。 

○（金川課長）まず避難の指示とその範囲についてですけど、これは今お配り

しているようなハザードマップ等で、こういった場合にはこういう避難先にと

いうのは一応定めてはおるところですけども、なかなか実際の避難にあたって

わかりにくいことがあるということについては、また防災担当のほうとかにも

伝えて、よりわかりやすい避難の情報をどうやって出していくかということに

ついては、市の内部のほうの検討になろうかと思います。 

それぞれの避難の指示については、例えば今の洪水とかで言いますと、その

上流とかの降雨の状況も踏まえて下流域での避難の指示を出されているという

ふうに聞いてはいます。それも先ほどのことと同様に、合わせてわかりやすい

情報の提供ということで、市として検討する材料だというふうに考えておりま

す。 

あと園としての避難等の判断に関する情報集約ですけども、これについても

避難等の判断について情報提供をお願いしたいというところで、実際の災害に

あっては、なかなかそういうことを提供してもらう暇もないというか、そうい



ったことも考えられるところですので、どういう形で情報を出していただいて、

それを集約して、またそうやって集まってきた情報をどうやって提供するかと

いうことについては、これは今後検討した上で、また情報提供させていただき

たいと考えております。 

○（佐藤会長）他にいかがでしょうか。はい、草分委員。 

○（草分委員）今、情報の件であったんですけども、幼稚園とか保育園とか、

例えば急に閉所・休園するとか、小学校なんかのはまちこみメールかなんかで、

緊急避難しますとかメールじゃないけど一斉にザーッと流れるみたいなのとか。

あと緊急時の留守番電話のほうに何かあったら電話してくれみたいな形で、ま

ず第１報が早いというか。保育園とかどうされていますかね。 

○（赤井委員）ありがとうございます。保育園に関しては、民間の保育園とか

は保育業務のシステムを入れておられて、そこに保護者さんが登録されていて、

そこから緊急メールを送れたりするようになっています。そうでないところは

電話というのがちょっと前は主流だったので、システムを入れられていないと

ころは電話での連絡が主ではないかと思います。 

ちなみに公立保育所については、今そういったシステムを入れる準備をして

いるところで、それが入るまでの措置として、このコロナの関係もあって緊急

で休園しますということをお伝えしなければいけない時が来るかもしれないと

いうことで、保護者さんから連絡先メールのアドレスを収集して、何かあれば

そちらに送らせていただくというやり方をさせていただいています。 

○（草分委員）今のお話でよかったなと思いました。電話対応だったら、先生

方は開所時間より早く行って対応しないといけないということになってくるの

で、２次災害の危険性が高まるということで。できるだけみんなが、とにかく

自分の身も守ってもらうことが。避難や休園の対応のために事故したとか被害

に遭うとかにつながらない仕組みづくりがあると。 

○（佐藤会長）ありがとうございます。 

一応、幼稚園の場合は緊急メールシステムがあります。保護者の方に入園の

ときに登録していただいて、それで一斉メールを流しています。すぐその時間

に流せますけども、次の日の朝に、予約で送るシステムがありますのでそうい

う形と。それから緊急メール配信と、あとはホームページを上手く使いながら。

緊急メールのほうは、どうしても登録するのは嫌だという保護者がいますので、

ホームページのお知らせというところに情報をアップすると、そういうやり方

をほとんどの幼稚園がやっています。 

他にありますでしょうか。本当に命に関わることですので、今いろんなご意

見をいただきましたので、これをまた検討していただいて反映していただけれ

ばと思いますので、よろしくお願いします。 

 

７．報告 



○（佐藤会長）次に報告案件ですが、報告１の特定教育・保育施設等変更予定

をお願いします。 

○（榊原主任）それでは報告１をご準備ください。今回は令和３年８月１日か

らの利用定員の減員変更が１件あります。新制度幼稚園の利用定員の減員が１

件です。 

定員減員予定の米子幼稚園ですが、所在地は米子市両三柳でして、現在の定

員が２１６名です。８月からの利用定員は２１０名で、満３歳児が８４名、４

歳児が６３名、５歳児が６３名の予定となっております。 

説明は以上です。 

○（佐藤会長）何か質問等ありますでしょうか。谷本委員。 

○（谷本委員）新制度の定員区分に合わせるためと書いてありますが、これは

どういう意味ですか。 

○（大谷担当課長補佐）変更理由についてのお問合わせということなんですけ

ども、元々、多分３月にこちらのほうに定員の増加ということで議題として上

げさせていただいていたところだったと思います。その時には園側も、その時

のご希望が２１６名あったので、そのままでは定員を増やさなければいけない

というふうにお考えになって２１６名にされたということなんですけども、実

はそうしますと給付費という考え方になってくると何名までのところがいくら、

何名までのところがいくらというところで、そこで区切りが来てしまうという

ところがございました。そのまま２１６名ちゃんと入られたらよかったんです

が、希望はそれだけあったんだけども実際はそこまで、今は２００名をちょっ

と切っているぐらいの入所だと伺っているのですけれども、やはりなかなかそ

こまでに至らないということなのであれば、そういう定員の区切りのところで

定員のほうを設けたいというご希望がございましたので、これについてはそう

させていただいたというところでございます。 

○（佐藤会長）その他よろしいですか。 

次に報告案件ですが、報告２米子市子どもの貧困対策推進計画の取組状況に

ついてをお願いします。 

 

○（松原課長補佐）そうしますと、令和元年度に５カ年計画として策定しまし

た「米子市子どもの貧困対策推進計画」、別名は「ひまわりプラン」といいます

が、これにつきまして４つ数値目標を掲げております。この数値目標と令和２

年度に取り組みました主な内容をご報告いたします。 

まず数値目標でございますけれども、１つ目の生活保護受給世帯向けの学習

支援事業の実施箇所数と２つ目のひとり親家庭学習支援事業の実施箇所数。こ

の２つにつきましては、それぞれの事業を同時に実施していることから、数値

目標のほうも一緒でございます。令和５年度の最終的な目標値は３カ所として

いるのに対しまして、令和２年度末時点で１カ所というところでございますが、



現在２カ所目の開設に向けて鋭意検討されているところでございます。 

次に３つ目のスクールソーシャルワーカーの配置数ですけれども、目標値５

人に対しまして、令和２年度末時点で３人でございます。これは今後予定され

ておりますこども総本部（仮称）でございますけれども、これの設置により教

育と福祉が手を携えまして、一体となって、支援が必要な子ども１人１人に対

しましてスピード感を持って対応できるよう、増員を含めた体制整備を行って

いくこととしております。 

４つ目の生活保護世帯の子どもの高等学校等進学率でございます。目標値１

００％に対しまして、令和２年度末時点で１００％ということになっておりま

す。この数値につきましては、生活保護世帯も常に入れ替わりということもご

ざいますので、常にこれは変わってくるものと考えております。この数値を今

後も維持できるように、学習支援等をさらに充実させるべく事業実施に努めて

いきたいというふうに考えております。 

最後に２つ目の主な取組でございます。１番目の子どもの居場所づくりに関

しましては、子どもの居場所づくりに取り組む民間団体等に対する立ち上げ経

費の補助を行っております。補助額は１団体上限２００万円で、昨年度は１件

の交付申請がございました。 

次に子ども未来塾の実施につきましては、島根大学特任教授をコーディネー

ターとして配置しておりまして、定期的な親子面談等を行いながら子どもの特

性だとか家庭環境等を把握しまして、子どもに合った学習計画を立てた学習会

を実施しております。学習支援者についてでございますが、これは教員のＯＢ、

市の職員、その他将来教員を志す島根大学の学生等、総勢５４名で指導をして

おります。未来塾参加の児童生徒は、小学生１４名、中学生２３名でございま

す。 

次にこども食堂との意見交換会でございます。現在米子市内には１２団体、

１４カ所でこども食堂を実施しておられます。昨年度は要保護児童対策地域協

議会についての研修会、アフターコロナにおけるこども食堂の活動についての

協議や、コロナ感染予防物品の提供についてお話のほうをさせていただいてお

ります。 

簡単ではございますが、取組状況のご報告でございます。 

○（佐藤会長）何か質問等ありませんか。三島委員お願いします。 

○（三島委員）質問というより、これは令和元年度からの５カ年計画というこ

となので、まだ５年は経っていないから全ての成果が出ていないと思うんです

けど、１の目標値の状況のところの一番下にある、生活保護世帯の子どもの高

校等への進学率というのが出ています。これは多分入ってくると思っているん

ですけど、卒業率というのも合わせて考えていただきたいと思いました。元年

度ですから、多分３年度末で３年が過ぎるので、順調にいけば３年で高等教育

期間は終わると思うので、それまでの間の１年とか２年とかの間にも、高校に



は進学したけれども何かの事情でそれが上手くいかない子がいるとしたら、そ

の途中で何かすべきことができないかなというふうに思いましたので、ちょっ

とお願いしたいと思いました。 

○（松原課長補佐）ありがとうございます。これは５カ年計画ということでご

ざいます。令和５年度までということでございますので、また次期、第２期計

画になると思います。その際には先ほどの三島委員の貴重なご意見を参考にさ

せていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○（佐藤会長）他にありますでしょうか。はい。 

○（森田委員）この主な取組のこども食堂、こども未来塾、子ども居場所づく

り事業。これは私が知らないだけかもしれないですが、周知されているのかと

いうことと。あとうちの子ども、こども未来塾の紙を学校からもらってきて、「み

んな行こうぜ」みたいになっていたんです。「これ行けないんじゃない？ひとり

親世帯とかの家庭だけじゃない？」って言ったんですけど、「いいよ、行こうぜ」

みたいになっていて、ちょっとそこが困りました。 

家庭で対応できればいいんですけど、「大丈夫だよ」という子どもがいたみた

いなので、そこがどうかなと思いました。 

○（松原課長補佐）こどもの居場所づくり事業に関しましては、これアナウン

スは米子市のホームページにも掲載させていただいておりまして、正直なとこ

ろまだＰＲが不足しているのかなというふうには思いますが、例年いくつかの

民間事業者の方からの申請はいただいているところでございます。 

こども未来塾のアナウンスという話だと思いますが、基本的には生活困窮者

であったりひとり親家庭であったりという世帯を対象にした学習会でございま

して、これもアナウンスとしては大々的にすることで、逆にあそこに何曜日の

何時に行く子どもはという、そういう偏見とかそういうことにもつながり兼ね

ないということで、実はあまりホームページに上げたりだとか市報に掲載した

りということはしておりません。仕方としましては、子育て支援課のひとり親

の相談窓口がございます。そこでの広報ですとか、児童扶養手当の受給者の世

帯に対するチラシの配布、あとは福祉課の生活保護の窓口におけるアナウンス

に留めさせていただいているということでございます。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。 

ないようですので、次に報告案件ですが、報告３の５歳児健康診査について

説明をお願いします。 

 

○（瀬尻課長）そうしますと、健康対策課と子ども相談課で実施しております

令和２年度「米子市５歳児健康診査についての事業報告」をさせていただきま

す。 

まず米子市５歳児健診の目的でございますが、保護者の方々が子どもの特性

に気づき、児童の健全な育成のための支援につなげることでございまして、具



体的には発達・情緒・社会性・集団行動等の場面等で課題のある児童を早期に

発見し、児童や保護者に早期の支援を開始することにより、保護者の就学への

不安解消や児童への適切な対応や就学に向けての準備につなげることを目的と

しております。 

次に米子市５歳児健診の流れでございますが、まず１次健診としまして、令

和２年度中に５歳に達する市内の全児童を対象にしておりまして、お子様の様

子や行動についてアンケート形式で実施しております。対象児童の誕生月別に

４・６・８・１２月と年４回に分けて質問を送付し、回答を返送していただく

ことといたしました。保護者からアンケートの回答につきましては、「支援の必

要性が低い・いくらかある・ある」の３段階で評価し、結果につきましては約

１カ月後に郵送により全保護者にお知らせしております。 

次に２次健診についてでございますが、１次健診で支援の必要があると評価

された児童の中で保護者が２次健診を希望された児童を対象としており、１次

健診結果をお送りした際に２次健診案内を郵送により通知しております。 

なお２次健診当日は、保健師によります身体計測や問診を行いまして、次に

心理士による面談が行われた後に医師による診察を行っております。そして保

健士・発達支援員・心理士によります子育て相談や心理発達相談、教育委員会

の指導主事による教育相談を実施しております。 

また２次健診後に保護者の希望により発達検査を受けられました児童につき

ましては、これも保護者の希望に応じて専門医療機関への紹介などを行ったり、

さらに巡回相談の発達支援事業の実施や情報提供などを行っております。 

次に実施状況ですが、記載しておりますとおり、１次健診の返送者は、対象

者１，３５９人中１，２６５人で９３％の返送率でした。また返送者のうち、

支援の必要があると判断された２次健診該当者は、返送者１２６５人中２９５

人で、２３．３％の割合でした。その中で保護者が２次健診を希望された２次

健診受診者は、２９５人中６５人で、２２％の割合でございました。 

続いて対応状況といたしまして、アンケート未返送者への対応といたしまし

ては、ハガキによる再勧奨を２回実施しております。また保育園・幼稚園等に

対して声かけ依頼を実施してきたところでございます。また２次健診非該当者

の中でアンケートに相談事の記述をされた保護者につきましては、発達相談ホ

ットラインの電話番号を案内しております。一方で２次健診受診者につきまし

ては、健診後、必要に応じて保育園・幼稚園等での巡回相談、ペアレントトレ

ーニング及び個別相談などの発達支援事業を提案し、実施して参りました。ま

た支援の必要がいくらかあると評価された２次健診の非対象者につきましては、

１次健診の結果を送付する際に、日ごろの子育てのヒントになるような子ども

さんへの対応の仕方の用紙と発達相談など各相談事業をご案内させていただい

ているところでございます。お子さんが２次健診の対象とはならなかった保護

者の方、すでに医療機関等を受診しておられるため２次健診を希望しない保護



者の方が相談できる場といたしましては、５歳児相談を案内しております。 

最後に今後の方針でございますが、５歳児健診以降のフォローとして巡回相

談、ペアレントトレーニング及び個別相談など発達支援事業の利用促進に努め

て参りたいと考えております。また保育園や幼稚園など保育施設への巡回相談

や保護者参観などの機会を捉えまして、広報・啓発の推進を図ります。１次健

診、アンケートの返送率の向上に努めますとともに、５歳児健診２次対象者の

相談支援と就学移行支援を計画的に実施するように努めて参りたいと考えてお

ります。 

説明は以上でございます。 

○（佐藤会長）何か質問等ありませんか。よろしいですか。 

それでは次に報告案件ですが、報告４のこども総本部（仮称）の設置につい

ての説明お願いします。 

 

○（金川課長）それでは「こども総本部（仮称）の設置について」ご説明をい

たします。“（仮称）”とありますとおり正式な名称については現在検討中でござ

いまして、９月までには正式な名称をお知らせできると考えております。 

昨今、新聞やテレビでもすでに報道されておりますが、本市では未来を担う

子どもたちが健やかに成長できるように、教育と福祉が一体となって、子ども

に係る施策についてより効果的に行うことができる体制を整備したいと考えて

おります。そこで、本年１２月にこども総本部を現在のふれあいの里に設置す

る予定としております。 

この目的でございますが、家庭、学校、地域等、子どもを支援する様々な仕

組み、これらが力を合わせて、いわゆる行政の縦割りによる弊害をなくして、

１人の子どもの成長過程を一貫して支援していく新しい体制を整備することと

しております。 

これまでの子どもへの支援につきましては、妊婦からの早期の支援開始、あ

るいは先ほどの５歳児健診の開始、あるいは市長の２期目の公約でもあります

こども総合相談窓口の設置について、順次進めてきております。ただこの中で

発達支援の充実や、特に就学これまでの子どもへの支援につきましては、前後

の支援に重点を置いて子ども自身、あるいは保護者の不安の軽減と適切な支援

の実施に向け、これまでも取り組んできたところでございます。 

これに加えまして、今後は義務教育の終了から高校、あるいはその子どもた

ちの自立までしっかりと支援が継続できる、そういった体制を整えたいという

ふうに考えております。具体的に言いますと、１人の子どもについて、現在は

母子保健に始まり、就学前は福祉、就学後は学校教育、義務教育の終了後は福

祉。そういった形で支援の中心となる機関が１８歳までの間でも変わっていっ

てしまうということがございますが、そういった支援に関わる機関の都合で線

を引くのではなくて、教育と福祉が一体となって支援することに、途切れるこ



となく子どもたちを支える、そういった体制を作っていきたいと考えています。 

具体的な現在のプリントの内容でございますが、こども総本部を設置すると

ともに、現在の教育委員会事務局、それに私どもこども未来局の課の一部の再

編をして、共通する業務の集約をすると。そういったことで子どもに関する施

策を一体的に実施していきたいと考えております。 

スケジュールでございますが、後ろの３番にお示ししておりますとおり、こ

の７月からふれあいの里の改修工事に取りかかって参ります。９月は組織の改

正に関する議会の議案の議決をいただいて、１２月にこども総本部として立ち

上げていく予定としております。 

説明は以上でございます。 

○（佐藤会長）何か質問等ありませんか。はい、谷本委員。 

○（谷本委員）内容がよく見えてこないんですけど。ちょっと言わせていただ

きますけど。今年生まれる子ども、もう既に何人生まれるかだいたい検討がつ

いているじゃないかと思うんですけど、また後で教えてもらいたいというのが

１つと。 

それから保育指針が変わって、教育基本法が変わって。で、非認知能力をど

う育てるかという問題と、アクティブラーニングをどうするかという問題と、

そこの接続をするかという問題が、今大きな問題になっているんですけども。

そこに関してどういう予定で、こういうのを作られると多分一体になるんでや

りやすくはなるんじゃないかと思いますけれど。 

子どもたちの接続の問題を含めて、どういう図が書けるかという問題だと思

うんですね。それもかなり具体的でないと。今どっちかと言うと縦割りのまま

動いてきている状態なんで、保育指針は保育指針で勝手に動いていますし、教

育基本法は教育基本法の中で動いて行っている。その接続は実際問題かなり難

しい。それから現場でも結構小学校と保育園・幼稚園が何とかして一体化する

というか交流などでなされようとしていますけど、ただ実際に充分本当にでき

るんだろうかというところが、現実的には起きている。それを何とかしてもら

うといいと思います。 

○（景山局長）ありがとうございます。今、谷本委員さんにいただいたこと、

全て調整していくのにハードルが高いものがいっぱいあると思うんですけども、

そこを承知の上でできる限り、教育委員会の専権事項は、それはどうしようも

ないことでありますのでそこは残しつつ、それ以外のところは一緒になる方法

というのを今模索しているところでありますが。単純に同じフロアに、例えば

教育委員会の、さっき貧困計画にもありましたスクールソーシャルワーカー、

社会福祉の立場で学校に入っていけるそういった職業と先生方にもお世話にな

っております要対協の事務局でもある家庭児童相談室、児童福祉の分野とが、

離れていない同じフロアで仕事をすることによって迅速に適切に子ども支援が

できるのではないかということ。それに今、法律のお話をしていただきました



けども、確かにそうでありまして、それぞれの政策部門が揃って一貫した政策

を考えていかなくてはいけないんじゃないか。というのは、今できていない大

きな課題でして、そこも大きな１つの組織で、こども政策課なるものを今ちょ

っと予定しているんですけども、その中で教育の政策とそれ以外の政策の分野

が同じ組織の中にいて、一貫した子育て・教育の政策を企画していこうと、そ

ういったこともこれからやっていきたいということで今、考えているところで

す。 

それから先ほど金川課長のほうも申し上げましたけども、節目節目で担当に

なる部署が替わっていって、なんとか切れないような工夫はしているんだけれ

ども、どうしても切れてしまう実態があるからこそこういう組織にしていきた

いと思っていますが、義務教育が始まってから教育委員会の登場ではなく、も

う少し早い段階から手を伸ばしてもらう。そして義務教育の間だから教育委員

会が中心だよではなく、その間もしっかり我々福祉保健部のメンバーも関わっ

ていく。そして義務教育が終わっても教育委員会もしばらくサポーターに残っ

てもらうといったような、そういったチームによる子ども支援を行っていけな

いかということを今、議論しているところです。 

何にしても、かなりいろんなことを調整していくようなことになっていくと

思います。ちょっと人口規模の小さな自治体は近隣でも、児童福祉の要対協の

事務局を教育委員会が担っておられるとか、幼児教育の部分を教育委員会が担

っておられるところがあるんですけども、なかなか米子くらいの規模がある自

治体さんがこのような組織を取っておられるところは全国的に少ないというか、

ほぼないなという状況があるのは、何かしらの大きな課題があってなかなか進

みづらいものがあって、向かっていくには計り知れない課題がいっぱいあるの

ではないかと思うんですけど、とにかく１人の子どもの育ちを、できましたら

行政の都合で切っていかない。その中にもできたらばぜひ地域共生社会の一員

である地域の皆様も、なんとか一緒に、みんなで子どもたちを育てていけるよ

うな体制づくりに向かっていきたいというところから、今回の組織改革に向か

うことになったところです。本当に大丈夫？というご意見をたくさんいただい

ておりますので、冒頭にも申し上げましたこの会が計画の内容に留まらずとい

うのは、できましたら「こんなようなことを思いついているんだけど、どうで

しょうか」というのを私どもからお伺いしながら、いろんなご意見をいただき

ながら、ぜひ子どもの育ちをしっかり支えていけるような体制、そして地域に

していきたいと思っておりますので、どんどんご意見いただければ、投げかけ

ていただければと思っておりますので、よろしくお願いします。 

○（佐藤会長）よろしいでしょうか。今年度からですかね、教育委員会からこ

ども相談課のほうに担当者が一緒にいますよね。 

○（景山局長）もう少し前からなんですけれども、割愛教員ということで学校

現場の教職員がこども相談課のほうに席を置いて、教育委員会との兼務で活動



しておりまして、先ほどの報告にもありましたように主に発達支援、そこから

就学に向けて切れ目のない支援体制の担い手として従事してもらっております。 

○（佐藤会長）実際にうちの園でも何度もお世話になっておりますので、今ま

では教育委員会とこども相談課と別々のものがあったんですけど、今年度は同

じ場所にいるので、連絡が１人、１回で済んじゃうので、そのへんはすごく変

わったなと思っているんですね。それをさらに充実できるような内容でしてい

ただいたら、現場も本当に助かると思っています。 

他に何かありますか。はい、お願いします。 

○（佐藤比委員）局長のほうからありましたので、今こんなこと考えていると

いうのをお話しします。子どもの脳を育むという視点を、ぜひ今説明の組織で

取組を。次世代を担う子どもの育成に重点を置いた施策として、最近では赤ち

ゃんの脳や子どもの脳の研究がすごく進んで、いろんなことがわかってきてい

ると聞いています。その中で今のように非認知スキルとか学力のために、特に

乳児から３歳までの間に言葉かけの格差と今言われていますけど、言葉かけの

数や質によって子どもたちの脳が育まれるということが話題となっています。

そういう視点からも施策を考えていただきたいなと考えています。すでに新潟

県なんかは、１歳保育士の配置は３:１ということで、調査研究が進んでおりま

す。６:１と３:１では、約６倍も言葉かけの量が違うという研究結果が出てお

りますので、子どもの脳を育むために保育園だけじゃないですけど、それぞれ

の家庭でもたくさんお話してくださいとか、絵本をたくさん読んであげてくだ

さいというアプローチだったりもできると思いますので、そういう視点からも

施策を考えていただけたらありがたいです。 

○（景山局長）我々も、特に今、米子市長が在宅の子育て支援に力をいれたい

ということで取り組んでいるところでして、そういったいろんな成功事例が大

変参考になりますので、お話をゆっくり聞かせていただき、ぜひ参考になるも

のだと思いますので、私どもも勉強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。 

○（佐藤会長）他にありますでしょうか。よろしいですか。 

 

８．その他 

○（佐藤会長）次に「その他」何かありますでしょうか。 

（特になし） 

 

９．閉 会 

○（佐藤会長） それではこれで子ども・子育て会議第１回目を終了します。

皆様ありがとうございました。 


