
意見・質問 県回答欄

⑴

　認定こども園の整備が進んでおり、より子育てしやすい環
境が整ってきていると感じる。地域差があると思うが、地域
によっては、幼稚園で定員割れが見られる一方で、認定こど
も園では空き待ち児童が存在しているという現状があるよう
だ。需要と供給のバランスについて、具体的数字を拾うこと
でより子育てしやすい環境の整備に繋がると考える。

　御指摘の通り教育・保育の提供体制については地域によって需
給状況が異なりますが、幼稚園や認定こども園といった施設の種
別によって需給状況を捉えるのではなく、保育ニーズの有無や年
齢といった子どものための教育・保育給付の認定区分に応じて需
給状況を捉え対策を講じていく必要があると考えています。参考
資料１のとおり令和２年度実績においては２号認定こどもと３号
認定こどものうち１、２歳児について需要量（ニーズ）が供給量
（利用定員）を上回っているため、今後の需給の推移も想定しな
がら適切な需給調整となるよう市町村と協議してまいります。

⑵
　需給状況が計画よりも上回った背景に、コロナで仕事（働
き方）が変化し、保育園の利用（人数や時間など）が以前と
比較して減少したという傾向はあるか。

　利用児童数については、令和元年度に比べて756名の減少
（1.67％の減）となりました。
　この減少について、少子化の進行など様々な要因が複雑に関係
していると考えられることから、新型コロナによる影響を明確に
分析するのは難しいところです。

⑶
　県の計画的な提供体制の充実はありがたい。今後各施設が
質を高めて、子育てを楽しいと感じる子どもを増やしたいと
感じる取組をしていくことが大切だと考える。

　引き続き、各施設において保育の質を高められる取組について
支援してまいります。

⑷

　最近、企業主導型保育園をよく見かけるようになったが、
需給実績に反映されているのか。また、保育内容等について
既存の保育施設との乖離は見られないのか。企業主導型保育
園に対する県の指導等はどのように行われているのか。

　参考資料１のとおり令和２年度実績から企業主導型保育事業の
地域枠については、その利用定員を供給量に計上しています。
　企業主導型保育事業は児童福祉法上は認可外保育施設に該当す
るため、認可保育所等に適用される設備・運営基準は適用されま
せんが、国の補助要綱・要領や認可外保育施設指導監督基準等の
基準を満たす必要があります。
　企業主導型保育事業の採択は国が所管しているため、国が委託
する団体が施設監査を実施することとなりますが、県や宮崎市に
おいても所管する認可外保育施設としての施設監査を毎年実施し
ており、前述の認可外基準に抵触する事実を把握した場合は適宜
改善を指導しています。

⑸

　「３　教育・保育施設等に従事する者についての需給状況
について、計画上の需給量を大きく上回る需給を確保するこ
とができており、今後も従事者の確保に向けた取組を継続す
る。」とある。そもそも幼稚園以外の施設では、11時間の開
園時間に対して、１人８時間勤務の職員で11時間を対応する
ことは難しいので、計画を立てるときに、職員数と勤務時間
考慮しているのか疑問に感じた。幼稚園から認定こども園に
移行した園は、数の問題では無く、時間全体に対応し続ける
点に苦慮していると考える。

　職員の配置については、11時間の開所時間中の各時間帯におけ
る実際の利用児童数に応じた配置基準を満たすよう指導している
ところであり、全利用児童数に応じた職員数を開所時間全体を通
じて配置することを求めている訳ではありませんが、休憩・休暇
の取得しやすさや余裕のある職員ローテーション等という観点か
らは十分な職員配置が困難な状況であると認識しており、今後も
保育士修学資金の貸付や処遇改善のための研修の実施等により保
育人材の確保に取り組んでいきます。

⑹

「３　教育・保育施設等に従事する者についての需給状況に
ついて」参考資料３を見れば分かるが、資料１－２を見ただ
けでは、実績が計画に至っていないようなイメージを受ける
ので、今後は資料の工夫だと考える。

　需給状況については、供給量について計画値は下回りました
が、需要量に対しては上回りました。
　御指摘のとおり、計画値との比較だけでなく、需要量と供給量
にも触れながらわかりやすい資料の作成に努めます。

⑺

　最近、企業主導型保育園が増えているが、需給実績の中に
は入っていないのか。入っていないのであれば、別で集計は
ないのか。また、施設への立ち入り調査や指導はどのように
されているのか伺いたい。
　園児が死亡する事故や、部屋に閉じ込めた事件があった。
県内での指導はどのようにされているのか伺いたい。

　参考資料１のとおり令和２年度実績から企業主導型保育事業の
地域枠については、その利用定員を供給量に計上しています。
　企業主導型保育事業の採択は国が所管しているため、国が委託
する団体が施設監査を実施することとなりますが、県や宮崎市に
おいても所管する認可外保育施設としての施設監査を毎年実施し
ており、前述の認可外基準に抵触する事実を把握した場合は適宜
改善を指導しています。
　国の通知や報道等で重大事故や不適切な保育に係る事案を把握
した場合は、必要に応じ通知等を発出するなどして注意喚起を
図っています。
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意見・質問 県回答欄

⑻

　コロナ禍で経済状況も悪いなかであるが、子育て関連施策
への予算を堅持されており、宮崎県の子育てを重視する強い
姿勢が示されていると思う。
　今後も子育てしやすい宮崎県の子育て各種施策の推進を
図っていただきたい。

　県では直接的な子育て支援だけでなく、子どもが安心して生活
することができるよう通学路の歩道整備などインフラ整備等も含
めて様々な分野で取組を行っております。
　引き続き安心して子育てできるみやざきづくりを目指して各種
施策に取り組んでまいります。

⑼
　コロナで働き方が変化して（例えば在宅とか）保育園が利
用できにくいということはないか。
　あるとすれば、改善してほしい。

　市町村による保育認定に当たっては、多様な働き方に応じた利
用調整等を行うことことされており、例えば居宅内での労働か、
居宅外での労働かという点のみをもって一律に入所調整における
点数に差異を設けることは望ましくないことを市町村にも周知し
ています。
　なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、自宅等での保
育可能な場合は登園を控えるよう地域の実情に応じて市町村が協
力を依頼する場合がありますが、感染拡大防止の観点からやむを
得ない措置であると考えますので御理解ください。

⑽
　人口減少の課題は、過疎地域に限定したものでなく、すべ
ての地域において、共通の課題として、今後の保育、子育て
支援の在り方など検討していかなければならないと考える。

　本県でも人口減少は大きな課題であると認識しており、県内全
域で取り組んでいくことが重要であると考えております。
　子ども・子育て支援に関する取組についても市町村と連携しな
がら引き続き推進してまいります。

⑾

　これからも企業等への呼びかけを積極的に行い、育児休暇
を取りやすくし、0歳児が家庭で安心して過ごせる支援体制が
大切だと考える。
　コロナウイルス等の感染症対策のためにも外で過ごす機会
を増やせる植樹や菜園を増やす施策も希望する。

　「子育てに優しい働き方改革応援事業」などワークライフバラ
ンスを推進する取組などについても実施しているほか、「子ど
も・子育て支援事業」を行うなど、子育て世帯に対する取組を推
進しています。
　また、来年度には改正育児・介護休業法も施行されますことか
ら、育児休業等の取得について呼びかけを行うなどの広報を行っ
てまいります。

⑿
　「みやざき結婚サポートセンター」における成婚数が目標
を上回っており、よかったと感じた。令和３年度も、これに
上乗せして増やしていただきたい。

　今年度は、ＡＩを活用した新マッチングシステムの導入やＳＮ
Ｓを活用した広報事業等を予定しており、さらなる会員数・成婚
数の増加に努めてまいります。

⒀
　最終目標値と実績値がかけ離れているものについては、再
度検討の余地があるのではないか。

　実情を踏まえ、今後見直しも含めて検討してまいります。

⒁

　子ども家庭総合支援拠点の設置促進については、県のバッ
クアップが不可欠であると考える。これまでの取組の中で、
研修会・説明会など、他の自治体と意見交換をできる機会が
持てたことや県から直接市町村へ訪問し、要対協トップへア
プローチすることは、拠点の設置・運営の中で、職員の人
事・人材確保につながっている。

　市町村が実施する取組について、県として研修会の開催や情報
共有を図る場を設けるなどして、引き続き支援してまいります。

⒂

　参考資料5だけでは目標に向けて順調に施策が進んでいるの
か判断し辛い。また、最終目標まで達成できるのか、実績値
との開きがある指標もあり、細やかな説明が欲しい。
　全国体力・運動能力等はコロナ禍だからこそ、知りたい情
報である。

　実情を踏まえ、今後見直しも含めて検討してまいります。
　全国体力・運動能力等調査については、昨年度は新型コロナの
影響を受け、県だけでなく全国でも中止されたところです。
　子どもたちの体力・運動能力の維持や向上は重要であることか
ら、国や県において、家庭内で実践できる運動メニューの動画等
を配信するなど取り組みました。
　今年度の調査結果を詳しく分析し、コロナ禍での体力・運動能
力の維持や向上に向けた取組を進めてまいります。

⑴「第２期みやざきこども・子育て応援プラン」の令和２年度実績について
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意見・質問 県回答欄

⑴

　実施時期、時間帯については、主な意見にあった通りと感
じた。
　近年、水害の被害については不安が募る。
　ハザードマップにとらわれず、訓練の内容を考え取り組む
ことも必要となってくるのではないか。

　災害はいつ発生するか分からないことから、訓練については、
時間帯や伝達方法などについて、様々な工夫をしながら実施して
まいります。

⑵
　土砂災害警戒区域等に指定されている施設の調査等をして
はどうか。（避難経路を含む。）

　各施設の状況について、市町村とも情報共有を図りながら、必
要な助言などを行ってまいります。

⑶
　訓練の実施を大変心強く感じている。
　宮崎県の子どもたち、家庭を支える意味で施設間の垣根を
越えた取組は素晴らしい。

　本訓練については、近隣の施設で支援することが重要であると
考えており、今後も継続して取り組んでまいります。

⑷

　継続した取組がとても意義がある。今後も是非継続して実
施してもらいたい。実施時期については、豪雨だけが災害で
はなく、様々な事態を予想し、多様性のある内容が望まし
い。伝達方法については、選択肢が多ければ多いほど保険に
なるので、可能な限り模索してほしい。

　実施時期や連絡方法について、様々な選択肢を提示しながら効
果的に実施できるよう引き続き工夫してまいります。

⑸

　訓練に参加してこそ必要性が理解できる。
　対象園、対象地域を変え、より具体的な災害内容（災害規
模等）を想定し、実際にできる支援内容を、各園に伝達する
訓練方法が、より災害時に生かされるのではないか。

　幼稚園連合会、保育連盟及び認定こども園協会の３団体ととも
に訓練実施対象園を広げていくなど、実際に訓練に参加してもら
うことで本訓練のメリットを感じていただけるように努めてまい
ります。

⑹

　そもそも災害とはいつ起こるかわからないもの。様々な季
節や時間で開催された方がよいと考える。もちろん、業務上
大変なことも多いかと思うが、施設には意義を御理解いただ
き、最大限の協力をお願いしたい。

　実施時期や時間帯について、様々な場面を想定しながら実施す
るよう工夫してまいります。

⑵「災害時における相互支援に関する協定」に基づく訓練実施について
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意見・質問 県回答欄

⑴

　保育士等の処遇が改善努力が行われている様子がうかがえ
る。しかしながら、採用人数と離職人数の状況や、各施設の
保育士等の充足状況を見る限り、課題が多い。新聞等で課題
が示されている通り、子どもの命を預かり、幼児の保育教育
を担う専門職の処遇のさらなる改善が図られることを期待し
たい。保育士等の処遇がより改善され、幼児教育へ携わる人
材の資質向上が推進されることにより、子どもたちのよりよ
い保育教育環境整備に繋がることを期待する。

　保育士等の処遇については、人事院勧告に準拠したベースアッ
プ等に加え、職員の平均勤続年数に応じた加算制度や職員の技
能・経験に応じたキャリアアップを見据えた加算制度により、各
施設への給付費の算定上の人件費は年々改善が図られてきたとこ
ろですが、今後も引き続き国に対して更なる処遇の改善を要望し
ていきます。

⑵
　足りていない理由、一部時間帯不足している。時間給雇用
で割増賃金（行政が補助）することなどは検討できないか。
　人材派遣会社の登録者の中に資格のある人はいないのか。

　施設に給付される運営費のうち人件費については、国において
地域ごと、職種ごとの予算積算上の年額が示されていますが、給
与体系や賃金水準は施設ごとに異なるため、施設や地域の実情に
応じて各運営法人等において適切に配分されるべきものと考えま
す。
　人材派遣会社や民間職業紹介事業者の中には保育士資格を持っ
ている方が登録されているところもあり、保育士等の採用に当
たってこうした事業者を利用してる施設もあると伺っています。

⑶
　県内養成校等の学生が減少していると聞いている。中・高
校生への奨学金等の案内をお願いしたい。

　事業の実施主体である県社会福祉協議会と連携し、高校を直接
訪問しての制度説明や案内文書の送付等のほか新聞広告等様々な
媒体を使って制度周知に努めているところであり、引き続き保育
士資格の取得を目指す養成校の学生に対する支援に取り組んでい
きます。

⑷

　朝夕当番の保育者確保は大変である。ローテーションがで
きない、したくない保育者（育児のため）も多い。保育の質
や働きやすさのためにも人数の増員が求められる。１歳児の
５：１、４－５歳児の25：１について宮崎県独自でも実施で
きると画期的。離職率改善にもつながると考える。

　職員の配置基準の改善については、子ども・子育て支援の「質
の向上」に係る項目として国において実施するものと整理されて
います。その実施には多額の財源を安定的に確保する必要があ
り、県としても国に対して早期の実現を要望しているところです
ので御理解ください。

⑸

　業界全体で次の２点に取り組むことが急務である。
・コロナ禍を逆手に取って、園の校務改善を行うこと（ICT
化、働き方改革）
・子ども、保育者、保護者、地域の共主体化の実践で、希望
を持って、この業界を目指す学生・資格・免許保育者を増や
すこと

　保育人材の確保のためには、業務効率化・業務改善による保育
の現場、職業の魅力の向上も重要な課題であると認識していま
す。国・県においても、職員の業務負担軽減に資するＩＣＴ化の
導入経費に対する補助を拡充しているところですので、各施設に
おいても積極的に補助事業を活用するなどして業務の効率化等を
進めていただきたいと考えています。

⑹
　保育士等の離職に対して、離職する側の理由等について具
体的なものを把握しているか。

　今回のアンケートは施設を対象に実施しており、設問の中に
「離職理由」はありませんでしたが、厚生労働省の調査によると
「職場の人間関係」「仕事内容への不満」「休暇の取りづらさ」
「勤務時間の長さ」の順となり、次いで「昇進、昇給、給与への
不満」となっています。

⑺

　保育士の確保は保育の質の確保・向上の課題に関わるこ
と。量の確保がこれまで当面の課題だったが、量の確保委一
定のめどが付いた現段階では、質の問題として捉えて、今後
とも議題として取り上げてほしい。

　子ども・子育てに関する様々な課題ある中でも重要なテーマの
一つと認識していますので、今後も時機を捉えて御意見を伺う機
会を検討したいと考えています。

⑻

　幼稚園から幼保連携型認定こども園に移行した園におい
て、11時間の保育時間をどのように対応するかは大きな課
題。「朝夕の保育士等が不足している　57.3％」の結果は、
基準上の隙間にあたる部分で、事故等の危険もある。いまだ
に、認定こども園において、朝保育及び夕保育を預かり保育
ととらえている園もあり、保育の質の低下が懸念される。
　また、全国的な幼児教育・保育の動向として、子どもの主
体性を育む環境づくりが行われ、その中での保育が主流と
なってきているが、県内では教諭主導型の集団一斉保育に力
を注いでいる園も少なくないと思われる。幼稚園教育要領や
保育所指針等も改定されたので、数の確保の問題に加えて、
是非、県主導で新しい保育についての勉強の機会を設けて、
県全体で保育の質向上に取り組んでいただきたい。

　アンケートにおける「不足している」の回答は、職員配置基準
は満たしているものの、休憩・休暇の取得しやすさや余裕のある
職員ローテーション等という観点からは人材確保が十分ではない
という趣旨と考えていますが、朝夕の利用児童が少数となる時間
帯を含め開所時間全体を通じて保育の質が低下することのないよ
う、利用児童数に応じた職員配置基準を下回る場合は施設監査等
を通じて改善を指導することとしています。
　各施設においては、幼稚園教育要領や保育所保育指針等を踏ま
え、幼児の主体的な活動が確保されるような環境づくりに取り組
んでいるものと考えていますが、引き続き研修等を通じて幼稚園
教諭や保育士等の資質向上や専門性向上に取り組みます。

⑼

　県内施設49％（227施設）が足りていないとの回答だが、
「保育士バンク」等、求人サイトの利活用状況はどうか。施
設側からの求人方法としては、ハローワーク以外にあるの
か。

　県内の保育所等における求人サイトの利活用状況についての
データはありませんが、厚生労働省の調査による「採用人数計に
占める採用経路別の採用者割合」は、「求人情報サイト掲載」が
7.1％となっています。
　求人方法としては、学校への案内や就職説明会への参加のほ
か、新聞・雑誌広告や施設のホームページ等での募集、縁故等を
利用していると伺っています。また、県では宮崎県保育士支援セ
ンターを設置し、潜在保育士等の就職相談、斡旋を行っており、
令和３年７月末時点で、潜在保育士等502人が登録しています。

⑽

　資料１－２、参考資料３の需給状況からは、各職種におい
て供給体制は十分に確保できているようだが、資料３のアン
ケート結果を見ると保育士が足りていないとの回答が半数で
あった。各施設で確保するための対策や離職しないように工
夫をされているようだが、例えば、別の職種の企業等とも人
材確保のための情報交換をするなど、新たな視点が必要なの
ではないか。
　子育て支援員の養成講座を県が行っているが、これまでに
何人受講されて、どのくらい業務に従事されているのか。保
育士不足解消のための事業だったと思うので、うまく活用で
きていることを期待する。

　保育士等の離職理由の中には、保育業界特有の職場環境等が要
因となっている可能性のあるものも考えられますので、他業種に
おける取組についての情報交換などは大変貴重な御指摘であり、
今後の保育人材確保対策の参考とさせていただきます。
　本県の子育て支援員研修については、平成28年度より実施して
おり、令和２年度までに698名が修了されています。
　受講後に代替保育士として就業されている方の数は、近年把握
しておりませんので、今年度より、研修終了の翌年にアンケート
を実施し、就業状況の把握に努めてまいります。

⑶保育士等の確保に関するアンケート結果について


