
 令和３年度第２回米子市子ども・子育て会議 

 

１．開会 

○（大谷担当課長補佐）そうしますと、斎木副会長のほうがまだお見えではな

いですけれども、定刻となりましたので始めさせていただきます。それでは、

ただいまより令和３年度第２回子ども・子育て会議を開催いたします。 

 

２．会の成立宣言 

○（大谷担当課長補佐）まずは本日の会議の成立の報告ですが、米子市子ども・

子育て会議条令第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、欠席のほうが藤吉委員様とお伺いしております。まだ斎木先生のほ

うがお見えになっておりませんので、今の段階で１０名中８名ご出席いただい

ておりますので、本日の会議は成立していることをご報告申し上げます。 

それでは以後の進行を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。 

 

３．議題 

○（佐藤会長）こんばんは。今日はお忙しい中、お集まりいただいてありがと

うございます。新型コロナもだいぶ落ち着いてきましたが、ゼロの日があった

りなかったりということが続いています。１日も早く終息して元の生活に戻れ

たらいいのにと願うばかりです。 

初めに、この会議の公開と全文議事録の作成についてご了承をお願いしたい

と思います。よろしいでしょうか。 

（一同了承） 

○（佐藤会長）今日の会議は議題が２つあります。議題の１つ目は、「事業所等

の確認について」、議題の２つ目は「こども総本部の設置について」です。それ

ぞれ事務局のほうから説明を受けて、皆様のご意見をいただきたいと思います。

よろしくお願いします。 

 

○（佐藤会長）それでは議題１の「事業所等の確認について」の説明を事務局

のほうからお願いいたします。 

○（榊原主任）それでは資料１をご準備ください。今回は定員変更をはじめ、

統合に関わるもの、事業の廃止等、様々なものがありますので、順に説明をさ

せていただきます。 

 まず１ページ目をご覧ください。１ページ目は利用定員の増加予定が２件、

減員予定が１件となります。 

上段の定員増加予定の巌保育園ですが、所在地は米子市蚊屋でして、現在の

利用定員が６０名です。令和４年１月１日からは、利用定員は１００名で、内



訳は０歳児１５名、１・２歳児３４名、３から５歳児は５１名の予定となって

おります。建物を新築され、１月より０歳児の受入れを開始する予定のため、

定員増加の申請をされました。また巌保育園は米子市春日保育園と統合し、令

和４年４月１日より箕蚊屋保育園に事業所名を変更予定となっております。 

続いて中段、定員増加予定のよなごまなびや園の所在地は、米子市皆生新田で、

現在の利用定員は１０５名です。令和４年４月１日からの利用定員は１３５名

で、０歳児１２名、１・２歳児４８名、３から５歳児は各２５名の予定となっ

ております。開園時からの年次的な計画による増加です。 

下段、定員減員予定の成実保育園ですが、所在地は米子市石井で、現在の利

用定員は６０名です。利用規模が少ないことから、令和４年４月１日からの利

用定員は５０名で、１・２歳児２０名、３から５歳児３０名の予定となってお

ります。 

２ページ目をお願いします。２ページ目は休止予定が１件、廃止予定が４件

となります。休止予定のひなたぼっこ保育園ですが、所在地は米子市角盤町で、

現在の利用定員は１・２歳児１２名です。令和４年４月１日から休止予定とな

っております。事業所の強みであった世代間交流の実施が感染症対策のため困

難となり、事業休止の申請をされました。 

続いて廃止予定の４件ですが、全て令和４年３月３１日、令和３年度をもっ

て廃止予定となっております。 

まず淀江保育園ですが、所在地は米子市淀江町で、現在の利用定員は１１０

名、１・２歳児が２６名、３から５歳児が８４名となっております。続いて宇

田川保育園ですが、所在地は米子市淀江町で、現在の利用定員は４５名、内訳

は１・２歳児１４名、３から５歳児３１名となっております。淀江保育園と宇

田川保育園については、公立園同士で統合し、認定こども園化するため廃止を

予定しております。 

春日保育園ですが、所在地は米子市上新印で、現在の利用定員は４５名、１・

２歳児１１名、３から５歳児は３４名となっております。春日保育園について

は、巌保育園と統合し、箕蚊屋保育園となるために廃止を予定しております。 

下段、米子駅前ベアーズですが、所在地は米子市末広町で現在の利用定員は１

５名、内訳は０歳児３名、１・２歳児１２名となっております。採算が合わず

事業継続が困難となったため、事業廃止の申請をされました。 

３ページ目をお願いします。３ページ目は私学助成幼稚園から子ども・子育

て新制度への移行予定が１件、既存施設から認定こども園への移行予定が１件、

統合による開所予定が１件といった内容となっております。 

まず令和４年４月１日より新制度の施設への移行を予定しているにしき幼稚

園ですが、所在地は米子市河崎でして、移行後の利用定員は１５０名となって

おります。満３歳、３歳児７０名、４歳児４０名、５歳児４０名の予定となっ

ております。 



続いて既存施設から幼保連携型認定こども園への移行予定となっているえん

ぜるこども園ですが、現えんぜるこども園でして、所在地は米子市旗ヶ崎です。

現在の利用定員は９０名で、令和４年４月１日からの利用定員は１０５名を予

定しており、０歳児１５名、１・２歳児３０名、３から５歳児６０名の予定と

なっております。施設の面積、人員配置ともに基準は満たしております。 

下段、統合による開所予定の淀江どんぐりこども園ですが、公立の淀江保育

園、宇田川保育園を統合し、幼保連携型認定こども園として令和４年４月１日

より開所予定となっております。所在地は米子市淀江町で、利用定員は１５０

名、内訳は０歳児９名、１・２歳児４２名、３から５歳児９９名の予定となっ

ております。 

４ページ目をお願いします。４ページ目は無償化に伴う確認申請関係となり

ます。まずベビーハウス向井ですが、所在地は米子市安倍でして、小規模保育

事業所です。この度の確認申請は、一時預かり事業を始められることに伴い提

出をされました。 

続いて淀江どんぐりこども園ですが、所在地は米子市淀江町で、令和４年４

月１日開所予定の幼保連携型認定こども園です。預かり保育事業及び一時預か

り事業を開始予定とされておりますので、無償化に伴う確認を行う予定となっ

ております。 

説明は以上です。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○（佐藤会長）ありがとうございました。今の事務局の説明に、質問やご意見

がありましたらお願いします。はい、吉岡委員お願いします。 

○（吉岡委員）４月からこちらに参加しておりますが、ちょっと経過がわから

ないんですけれども、この統合されるところっていうのは距離的に離れた２つ

の場所が統合されるということで、そういったことで地域へのこれまでの説明

の経過とか、そういったものがあれば教えていただきたいと思います。 

○（大谷担当課長補佐）淀江どんぐりこども園につきましては、平成３１年、

令和元年のあたりからずっと地元とも話をしていたところになります。場所と

いたしましては、淀江保育園と宇田川保育園のちょうど真ん中あたりに位置す

るところになりまして、具体的な場所としましては、今ラピスパのあるところ

の隣に敷地を設けることになっております。既に建設を始めておりまして、大

体外観ができてきたところということになります。地元との話合いの中でいろ

いろご要望もいただきまして、それを入れた形で、この度のこども園を開設さ

せていただくということになっております。 

○（吉岡委員）巌保育園と春日保育園のほうは、春日がなくなりますが。 

○（大谷担当課長補佐）こちらの統合につきましては、場所のほうは今ござい

ます巌保育園を改築させていただきまして、ちょっと大きめに建物を作って春

日のぶんもカバーしていかれるという形になっております。 

○（吉岡委員）地元の説明とかも、数年前から進めてこられたという感じです



か。 

○（大谷担当課長補佐）こちらのほうにつきましても、ごめんなさい、私さっ

き淀江を３１年度と言いましたけど、３０年度から既に話合いを進めておりま

して、こちらのほうも淀江と大体同じ時期に地元と調整を始めておりまして、

この度の統合に至ったということになります。 

○（吉岡委員）ありがとうございます。 

○（佐藤会長）それでは他にありませんか。佐藤委員お願いします。 

○（佐藤比委員）認定こども園の説明の中で、現えんぜるこども園と説明があ

ったと思うんですが、私としては現えんぜる保育園だと認識しておりますが、

いかがでしょうか。 

○（榊原主任）失礼いたしました。現えんぜる保育園です。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。大丈夫でしょうか。 

 他に質問、意見がございませんので、議題１については了解ということでよ

ろしいでしょうか。 

○（佐藤会長）はい。ありがとうございます。 

 

○（佐藤会長）それでは議題の２「こども総本部の設置について」、事務局から

説明をお願いします。 

○（金川課長）子育て支援課長の金川でございます。「こども総本部の設置につ

いて」説明をいたします。お手元の資料２をご覧ください。 

 このこども総本部の設置でございますが、去る９月の米子市議会定例会にお

きまして、組織機構の改正に係る条例が議決をされまして、正式に設置が決定

したものでございます。設置の目的でございますが、こども総本部は家庭、地

域、学校など、子どもに関わる人たちが力を合わせて子どもの成長を支えてい

くため、制度の違いなどを乗り越えて、特に教育と福祉が一体となって支援を

していくことを目指して設置をするものでございます。 

 続いて２番の設置の時期でございますが、令和３年１２月６日としておりま

す。一番下のほうにもお示ししておりますが、この１２月６日からは、こども

総本部各課の事務室はふれあいの里に移転をして設置をすることとしておりま

す。 

 続きまして３の組織機構改正の内容でございますが、現在、こども未来局子

育て支援課、我々の課と、教育委員会の事務局の教育総務課、これを改編しま

して、子どもに関する施策の企画や総合調整を行う「こども政策課」、保育施設

や学校施設の運営等を所管する「こども施設課」、子育てに関する給付事務等を

行う「こども支援課」を新たに設置いたします。１枚めくっていただいて、２

枚目に組織機構の体制のイメージ図を載せております。図の左半分が市長、副

市長の下に事務を行う市長部局としてのこども総本部、右側が教育長の下に事

務を行う教育委員会事務局となりますが、この左右を横断する形で、それぞれ



先ほどのこども政策課、こども施設課、こども支援課の３つの課を配置してお

ります。このようにこの３つの課は、市長部局と教育委員会の垣根を越えて、

業務を総合的かつ一体的に行っていく課という位置づけでございます。なお、

本会議につきましては、こども政策課が１２月以降所管をするということとし

ております。 

 続きまして４番のこども総本部で想定する主な取組でございますが、（１）か

ら（３）に掲げる「学校教育の一層の充実と教職員の専門性の発揮」、「子ども

と家庭に対する切れ目のない福祉支援の充実」、「地域で子どもの成長を支える

新たな体制づくり」。この３点を柱といたしまして、先ほど申し上げたとおり、

市長部局と教育委員会の垣根を越えて一体的に行う取組を想定しております。

具体的な取組をそれぞれ記載しておりますが、この内容につきましては令和４

年度以降の早期の実施に向けて、内容の検討を現在進めているところでござい

ます。 

 最後に５番のふれあいの里におけるこども総本部及び教育委員会各課等の配

置につきましては、まず入口に一番近いところにこども総合相談窓口を所管す

るこども相談課を配置するなど、相談に来られた方が利用しやすい環境づくり

に配慮するとともに、子どもへの支援に一体的に対応するそれぞれの課を隣り

合わせに配置することなどによりまして、迅速かつ適切な支援を行うことがで

きる体制を整えていくこととしております。 

 最後に３枚目をめくっていただいて資料の３枚目ですが、これが去る１０月

１０日の日曜日に日本海新聞に掲載した紙面広告でございます。このような広

報について、今後も『広報よなご』、米子市ホームページに加え、ダラズエフエ

ム、中海テレビ、あるいはＳＮＳといった様々な媒体で広報・周知を図ってい

くこととしております。説明は以上でございます。 

○（佐藤会長）ありがとうございました。それでは今の説明に関してご意見な

どありましたらお願いします。森田委員。 

○（森田委員）このこども総本部というのは、０歳から中学校を卒業するまで

という考えでよろしいですか。 

○（金川課長）まず子どもさんを妊娠されて、それ以降、義務教育までという

案もありますが、それ以降についても支援を継続するといったことで取り組ん

でいくことを予定しております。社会に、世間に出るまでということですね。 

○（森田委員） その途切れがないように、例えばこれを設置して、今までど

ういうところが足りていなかったとか、この“切れ目なく”というのは意味は

わかるんですけど、何か漏れがあったということでしょうか。 

○（金川課長）これまでで言いますと、例えば生まれて健診があったり、それ

から保育園に入って小学校に入る。それぞれ例えば保育園のことは保育園、小

学校のことは小学校ということで、どうしても支援する主体が違ってくるとい

うことがありました。今までの取組でも就学される前からの支援ということで、



情報の共有ですとか取組はやってきたところでございますが、組織も一緒にな

ってやることで、さらにその取組を深めるということを考えております。 

○（森田委員）じゃあ市も教育のほうと子どものほうと、みんながその状況を

把握して支援していくという形でよろしいですか。 

○（金川課長）そうですね。例えば学校の所管で言うと今は学校教育課があり

ますが、それもふれあいの里に一緒に移転をして、今のこども相談課と同じ事

務室で、それぞれ実際に支援をする人たちが隣り合わせでやっていくというこ

とになりますので、いろんな支援をそれぞれが別々にやるのではなくて一緒に

なってやっていくという考えで進めております。 

○（森田委員）ありがとうございました。 

○（佐藤会長）他にありませんか。 

○（谷本委員）この４番について教えてください。４番の想定している主な取

組というところと、これの中に１のア・イ・ウ、２のア・イ・ウがある。これ

ってこのイメージ図の中に同じ言葉があまりない。どこに入るのか説明してい

ただければありがたいんですけど。わからないので。 

○（金川課長）この４番に掲げるそれぞれの取組が、じゃあどこの課がやって

いるのかということでしょうか。 

○（谷本委員）はい。 

○（金川課長）それぞれの課でやる部分と、あるいはここに出ていないところ

にもまたがってやる部分も出てくるんですけども。例えば医療的ケア児の切れ

目のない支援で言いますと、こども相談課、こども政策課、あるいは保育園で

の取組に関してはこども施設課、健康対策課等も含めて、そういったところが

一緒になってやっていくというイメージになります。もちろん学校に上がれば

学校教育課が加わるというふうになります。 

 それ以外の部分、例えばスクールソーシャルワーカーと家庭児童相談室で言

えば、学校にあります学校教育課とこども相談課。学校支援員と学童保育指導

員の一体的任用については、学校教育課とこども施設課。５歳児健診を端緒と

した早期支援、これにつきましては先ほど同様に健康対策課、こども相談課、

学校教育課と。学童保育の充実と放課後こども教室の活用、これについてはこ

ども施設課と学校教育課、こういったところが一体となって取り組んでいくと

いうところで想定をしております。 

○（谷本委員）もう１点いいですか。教育委員会事務局と一体的対応というの

が書いてあるところなんですけど、ここは全部波線の中に入っているんですけ

ど、これが一体になるんですか。それともどこかから、学校教育課から下が一

体となっているのか。 

○（金川課長）まずこの横でつながっている部分、こども政策課、こども施設

課、こども支援課は、それぞれ市長部局と教育委員会事務局それぞれを兼ねて

いるという位置づけになりますので、ここは当然一体的になるんですが。それ



以外にも課同士、例えば施設課と学校教育課、あるいはこども政策課と学校教

育課、そういったこの案に出ている部分についてはこども総本部、市長部局と

教育委員会事務局という垣根ではなくて、この中にある組織は一体となって取

り組んでいくということであります。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。三島委員。 

○（三島委員）今の４番のところの記載の仕方で、ちょっと事業者の立場から

した時に、（１）番「学校教育の一層の充実と教職員の専門性の発揮」というと

ころで引っかかりまして。学校教育というものと、その一方で成長の目的のと

ころに『保育と福祉が一体となって』と書かれています。そうした時に、保育

って福祉に入るのかなと思って読んでいるんですけども、ここに『教職員の専

門性の発揮』という文言が出ているので、保育、学校教育がスタートするまで

のところの、そこに向き合っていく専門の部分についての専門性というか、そ

の部分も少し文言として何かに入れておいていただけると。例えば職場に帰っ

て説明をする時にちょっといいかなというところも思いまして。入っていない

とは思っておりませんが、なんか学校教育をすごくちゃんとするためにという

ふうにも取れるので、そのあたりをご考慮いただくと、そこの部分も一生懸命

携わる者がいるかなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○（金川課長）確かにここには『教職員の』という書き方をしておりますが、

それ以外にも保育士あるいは福祉の相談支援業務に携わる人々、そういった

方々がそれぞれに専門性を発揮して、それで初めてこういった取組が実現する

というふうに考えておりますので、今後の発信についてはしっかりと考慮して

いきたいと思います。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。佐藤委員。 

○（佐藤比委員）先ほど三島委員が言われたところは、私もそのとおりだなと。

ここに保育が全く投入されていないというのは残念だなという想いがあります。 

 ４の想定している取組のところの（１）番ウの『学校教育支援員と学童保育

指導員の一体的運用』というのを、もう少し具体的に教えていただければと思

います。 

○（松原課長補佐）子育て支援課児童・青少年担当の松原です。今ご質問があ

りました学校教育支援員と学童保育指導員の一体的運用と体制充実についてで

ございます。現在の学童保育、いわゆるなかよし学級につきましては、待機児

童の解消ということが１つの課題となっております。そういった中で、今、な

かよし学級の指導員の職員確保というのが課題にありまして、これを学校教育

の中でにこにこサポート事業というのがある、その事業で学校支援員という職

員がありまして、そこがこのなかよし学級の指導員のいわゆる補助という形で

連携してすることで、お互いウィンウィンの関係で事業が安定的に継続してい

けるというふうに考えておりまして、この総本部の設置に伴って、その体制を

設置していくという考えでございます。 



○（佐藤比委員）このことは公立の学童さんと、という観点ですよね。 

○（金川課長）すいません。若干の補足になりますが、学校支援員は、学校活

動の中で個別の支援が必要な児童に対して、担任と一緒に指導や生活の介助を

しているということがありまして、兼務をすることで個別の児童に対するそう

いった深い理解、あるいは適切な支援が実現できるのではないかということも

１つ、理念としてはあります。 

○（佐藤会長）斎木委員。 

○（齊木委員）さっきから話題になっている４の（１）のところなんですが、（２）

と（３）は、そこに書かれているア・イ・ウとかアとのつながりが、結びつき

が私はわかるんですが、最初に見た時に（１）とアとイがどうつながっていく

かというか、そのへんの関係性が私にはなかなか理解というか。特に『教職員

の専門性の発揮』と定めていて、その後にア・イがあった時に「あれ？」と思

って。三島委員さんとか佐藤委員さんとかが「学校教育だけではなくて、福祉

や保育とかそういったことも」とおっしゃって、そういうことも入るんだなと

思ったんですが、なんとなくイの『学校教育の』という、『専門性の発揮』とい

う言葉とアとイが、もう少しはっきり内容がわかるようにしていただけるとい

いかと。私はこのへんが少し結び付かないところがあると感じたところです。 

○（景山局長）アのほうですけれども、このスクールソーシャルワーカーと家

庭児童相談室の一体的対応によりまして、（１）の太字の部分が叶うということ

を目指しておりますが、確かにおっしゃるとおり、そこと今の部分が結び付か

ないというところでございますので、ここの説明も工夫していきたいと思うん

ですけれども。その中というところで申し上げますと、スクールソーシャルワ

ーカーというのは教育委員会に配置される社会福祉士などの資格を持った、福

祉的な視点でもって学校の中の様々な課題の解決に向けて業務をしている職員

でして。一方で家庭児童相談室というのが、今現在、市長部局のこども未来局

にある部署なんですけども、これは子どもを取り巻く様々な課題、保護者の課

題、それから関係機関の課題などなど、子ども自身以外のいろんな課題を解決

するために、もちろん保護者さんの相談にも応じますけれども、多機関、多く

の機関が協働で子どもの健やかな育ちを支援していくための組織、仕組みを持

っている事務局を持っているところでございます。こういった両方の福祉的な

要素を学校の中に取り入れることによって、現在、教員の多忙化とよく言われ

ていますけれども、現状は、子どもさん自身の課題というよりも、子どもを取

り巻く家庭環境ですとか様々な要因が相まって、本来は学校の先生は学校活動

の中で子どもたちにしっかり向き合っていただくべきだというふうに認識して

おりますが、例えば放課後とかお休みの時に校外に出向かれたり、保護者の方々

といろんな課題解決に向けての動きをしていただいておりますところから、こ

の際、今回の組織改革によって、そういった子どもたちを取り巻く課題につい

ては、できるだけ福祉のほうで引き取っていき、そういった課題を解決するこ



とで、子どもさんが落ち着いて学校活動ができる、そして先生方も学校活動に

集中できるような環境を整えていきたいというところから、このアの項目を挙

げております。 

 そしてイのほうですけれども、確かにご指摘いただいていますように、『教育

の一層の充実と専門性の発揮』というところに若干違和感があるというふうな

ご指摘をいただいていますと、なるほどと思うところもあるんですけれども、

先ほど課長が申し上げましたように、学校の中で特別に配慮が必要なお子さん

に加配のような形で支援をしていただいている学校支援員と。すいません、こ

こちょっと誤りでして『学校教育支援員』というふうに載せていますが、“教育”

を削除していただきたいと思うんですけれども、正しくは学校支援員です。学

校支援員が、そういった特別に支援が必要なお子さんが学校の活動の中で、し

っかりとこの学校支援員が横で支援をしている、そういったお子さんが仮にな

かよし学級におられた時に、お子さんにとっても「授業中に支援してくれた先

生がおんなるな」という安心感、そして支援する側も、よりしっかりと授業中

などの様子を把握している支援員が、そこで校外の活動の支援にもあたるとい

うことは大変充実した取組になるのではないかというところから、もちろんそ

れぞれの人材確保といった課題もありますので、両面で解決していけるのでは

ないかというところから、こちらのほうにしっかり取り組んでいきたいと思っ

ておりました。確かに（１）のところにこれがあるのはというご指摘はありま

すが、想定しているような取組の学校の（１）から（３）の中で、敢えて入れ

るのであればここということで記載しているところでございます。 

○（佐藤会長）よろしいですか。 

○（佐藤会長）私のほうから１つあるんですけれども、今、巡回相談というの

をやっておりますよね。これは今までどおりこども相談課のほうでよろしいで

すか。 

○（瀬尻こども相談課長）こども相談課のほうで実施していきます。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。はいお願いします。 

○（佐藤比委員）４番の（１）のところで気付いたんですけど、『学校支援員と

学童保育指導員』という文言があるんですけど、学童保育については放課後児

童支援員というような資格が必要だと認識しておりますが、この指導員は米子

市さんの特別な名称で指導員となっているものでしょうか。 

○（松原課長補佐）学童保育指導員が、これは正式な名称かという。 

○（佐藤比委員）資格的に元々“指導員”だったのが“支援員”という名前に

変わっていると思うんですけども、この職種として米子市さんは“指導員”と

呼んでいるのかということです。 

○（松原課長補佐）放課後児童健全育成事業のいわゆる支援員さん、それなり

の研修等を受けられた、そういう資格を持った職員なんですけれども、米子市

のなかよし学級のほうでは一般的にと言いますか、市のほうで「なかよし学級



の指導員」という名称にさせていただいております。 

○（佐藤比委員）わかりました。 

○（佐藤会長）はい。よろしいですか。 

○（佐藤比委員）質問です。（２）のウの放課後こども教室なんですけど、今現

状、放課後こども教室の運用を少し教えていただけたらありがたいです。 

○（松原課長補佐）今現在、米子市の放課後こども教室としてはまだ実態はご

ざいませんで、これはこども総本部設置後に教育委員会、またはいわゆる部局

を超えて、今は総合政策部にあります生涯学習課等も一緒になって進めていく

予定にしております。 

○（佐藤比委員）ありがとうございました。 

○（佐藤会長）三島委員。 

○（三島委員）今のところで私も気になったのでお伺いさせていただきます。

この４の（２）のイの『学童保育の充実』。この“充実”というのは施設の数の

ことなのか中身のことなのか、どのようなことなのか教えていただけますでし

ょうか。 

○（金川課長）まず現時点で想定をしておりますのは、なかよし学級の待機児

童が生じているというところで、学校の余裕教室あるいは特別教室等を活用し

て、今は１学校になかよし学級を１単位、あるいは２単位で２学級置いている

場合もあるんですけれども、それを待機児童の発生状況によって常設の２単位、

数を増やすという取組ができないかというところで教育委員会と一緒になって

考えています。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。大丈夫でしょうか。 

議題２については以上にしたいと思います。 

 

４．報告 

○（佐藤会長）続いて報告事項ですけれども、事務局から説明をお願いします。 

○（大谷担当課長補佐）そうしますと、議題について本日はたくさん意見をい

ただきましてありがとうございました。議題に対するご意見等につきましては、

またこちらのほうの施策に反映させていただきたいと思います。 

 それでは報告のほうにつきましては、２点、私のほうからご説明をさせてい

ただきます。こちらちょっと資料がなくて口頭になるんですけれども、まず待

機児童の見込についてでございます。米子市の場合、大体これまで例年は５０

人前後の待機児童が１０月１日の時点では出ておりましたが、昨年はご報告申

し上げましたとおり、それがいきなり２名に減ったと。これにつきましては、

コロナの影響もあるので、ちょっと見極めたいというようなお話をさせていた

だいたところなんですけれども、実は１０月１日の速報としましては、この度、

初めて市としてゼロということになります。ただ、実際きちんと、こちらにつ

いて本来的にはアンケートを取ったりとか、集計には国とか県の示す基準でと



いうのがございますので、それによってはまだ完全にはっきりとということに

はならないんですけれども、例年どおりの計算でいけば、今年について初めて

０人ということになりそうということになります。これはやはりコロナの影響

ということも考えられますので、市としてはまだこちらの進捗は見極めたいと

いう段階でございます。 

 またもう１点につきましては、条例の改正についてでございます。２つの条

例の改正について、今、１２月の市議会のほうに提出を検討しているところで

ございます。１つが「米子市特定教育保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例」。これが子ども・子育て支援法に規定されておりま

す各施設のあるべき運営の基準を定めるもの。またもう１つの条例のほうが、

「米子市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例」。これは

こちらの名称どおりの家庭的保育事業ですとか、米子市にありますものは小規

模保育事業というような、市のほうで認可をするような事業につきまして、運

営の基準について定めたものになります。 

 こちらの内容なんですけれども、どちらも、国のほうが今、デジタル化を大

変推進しているということになるかと思いますが、その立場を受けまして、こ

ういう保育施設や事業所のほうにおいてもデジタル化を推進していこうという

流れになります。その中で、今までですと書面で園の記録ですとか書面を保存

してくださいというのが基本的にはあったわけなんですが、これにつきまして

は電磁的方法、つまり電子データですね、パソコン上のデータのほうで管理し

てもいいよというようなことを可能とする旨を追加するということになります。

今まででも恐らく事業所さんのほうでは既にパソコン等の導入を進めていただ

いていると思いますし、米子市においてもＩＣＴを進めますというお話をさせ

ていただいたことがあるかと思うんですけれども、やはりこれからにつきまし

ては、そういうデータでの管理ということが基本になっていくのかなというと

ころになりまして、これについて、やはりこの基準を設けておいたほうが事業

者さんたちの業務負担の軽減にもつながるというふうに考えておりますので、

こちらのほうの条項を新たに加えようとするものになります。 

 ちょっと今日は資料をご用意できず大変申し訳ないんですが、こちらについ

てまた資料のほうができましたら、皆様のほうにもお示しをしたいと思ってお

ります。報告は以上になります。 

○（佐藤会長）ありがとうございました。 

 

５．その他 

○（佐藤会長）その他ですけど、何かありますでしょうか。 

○（森田委員）コロナ感染防止対策を保育園などでもいつもしていただいて、

本当にありがたく思っています。９月から３歳以上児さんにもマスクの着用が

されていると思うんですが、クラスターとか他の保育園とかでも児童が感染さ



れたりなどあって仕方がないのかなとも思うんですけど、厚生労働省等でも５

歳以下のマスクは認めていなかったりとか。お迎えに行って、朝と夕方の送迎

でしか見ていないんですけれども、子どもがマスクをしていない子に対して「お

前はコロナだ」とか言っているのを見たりしたので、そういうのとか鼻マスク

とか。まあ触ると思います、子どもなんで。そのへんが、もっと違う方法の感

染対策ができるのかなと。そういう差別に遭ったら本当に意味がないし、子ど

もがかわいそうですし。子どもは難しい。例えばこの時間だけは先生のお話を

聞いたりお話するから着けましょうとか、１日見ているわけではないので、ど

の程度着けているのかわからないんですけど、お迎えに行った時に外でみんな

遊んでいる時もマスクをしているので、最近まで暑かったですし、子どもの健

康状態とかも気になっています。 

○（大谷担当課長補佐）実はこのマスクの話につきましては、やはり熱中症と

の関係もありますので米子市としては、ただ我々に専門家がいるわけではない

ので、国や県の基準に基づいて対応をお願いしますということにしておりまし

た。そうすると厚労省とか専門家の医師会なんかのホームページを見ますと、

少なくとも３歳以下のお子さんについては『推奨しない』と書いてあって、以

上児さん、就学前のお子さんについても「場面によって」ということでお話が

あったと思いますので、そのようにお話をさせていただいていたところなんで

す。ただ夏の間に例の第５波が来た時に、やはり県内で保育施設、我々が関知

しないところではあるんですけども、かなりクラスターが発生したという事実

があったようでございまして、県のガイドラインのほうでは、もうちょっとマ

スクの着用を積極的にというような内容に変わって参りました。これが９月の

下旬ごろに出たガイドラインになるんですけれども。ですので、やはり０、１、

２歳までのところが「推奨しない」ということでございますので、恐らくそこ

ではマスクは着用ということはされておられないと思います。ただ県のほうに

見解を伺いましたところ、２歳であっても、そこからマスクの着用を教育的に、

やはりしていくところも必要だろうということで、体調等々を見ながら、様子

を見ながら、できるようであればなるべくマスクの着用をお願いしたいという

ようなお話がございました。ただもちろん我々としても、熱中症を含め皆さん

が必ず絶対というところのマスクの着用では、やはりまだ小さいお子さんにつ

いてはないのではないかと思っておりますので、やはり場面的なマスクの着用

をお願いしたいというようなことで園のほうにはお話をさせていただいている

ところです。 

○（吉岡委員）追加で。県の職員なのでガイドラインの話なんですけれども、

これまでにも何回かガイドラインを改正させていただきまして、最新版が９月

なんですけれども。その時に、おっしゃるようにマスクの着用が難しいお子さ

んとかもいらっしゃるので、例えば食事の時にパーテーションを作っていただ

いたりとか、それから今のマスクの話ですけれども、着用するのとしないのと



何万倍も違うと看護大学の先生とかから感染症の指導とかをいただきまして、

なるべく可能な方にはマスクの着用をお願いしています。それでいざ感染され

た方が園児さんとかに発生してしまいますと、どうしても濃厚接触になると２

週間、お家のほうでお子様が安静になさって健康観察してくださいというお願

いをしないといけません。その濃厚接触者をいかに減らすかというところで、

やはり２号とか３号とかいうのが必要な方がたくさんいらっしゃる中で、いき

なり「はい、今日から２週間保育園に行ったらダメですよ」みたいな話になっ

てしまうので、どうしてもそういう幅を狭めるためにもマスクの着用ができる

お子さんはマスクを着用していただいたり、他にも様々なコロナの感染対策を

お願いしておりまして、保育士さんに本当に負担をかけているところなんです

けれども、こういったところと、あと家庭でのそうした協力をお願いしたいと

いうふうに思います。よろしくお願いします。 

○（佐藤会長）他にありましたらお願いします。よろしいでしょうか。 

 

６．閉会 

○（佐藤会長）何もないようでありましたら、これで会議を終了したいと思い

ます。どうもお疲れ様でした。 


