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三朝町三朝町三朝町三朝町のののの保育保育保育保育のののの現状現状現状現状とととと課題課題課題課題についてについてについてについて    

    

１１１１．．．．はじめにはじめにはじめにはじめに        

近年近年近年近年、、、、少子化少子化少子化少子化、、、、核家族化核家族化核家族化核家族化のののの進行進行進行進行、、、、地域地域地域地域とととと家庭家庭家庭家庭のつながりののつながりののつながりののつながりの希薄化希薄化希薄化希薄化やややや女性女性女性女性のののの社社社社

会進出会進出会進出会進出のののの増加増加増加増加・・・・就業構造就業構造就業構造就業構造のののの変化変化変化変化などなどなどなど子育子育子育子育てをてをてをてを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく環境環境環境環境はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わってきわってきわってきわってき

ておりておりておりており、、、、保護者保護者保護者保護者のののの子育子育子育子育てにてにてにてに対対対対するするするする意識意識意識意識もももも変化変化変化変化しししし、、、、保育保育保育保育ニーズはますますニーズはますますニーズはますますニーズはますます多様化多様化多様化多様化

してきているしてきているしてきているしてきている。。。。一方一方一方一方でででで、、、、保育保育保育保育にににに必要必要必要必要なななな保育士保育士保育士保育士はははは全国的全国的全国的全国的にににに不足不足不足不足しておりしておりしておりしており、、、、本町本町本町本町にににに

おいてもおいてもおいてもおいてもそのそのそのその例外例外例外例外ででででなくなくなくなく保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保にににに苦慮苦慮苦慮苦慮しているしているしているしている。。。。    

こうしたこうしたこうしたこうした状況状況状況状況のののの中中中中でででで、、、、町民町民町民町民がががが安心安心安心安心してしてしてして子子子子どもをどもをどもをどもを預預預預けることのできるけることのできるけることのできるけることのできる保育体制保育体制保育体制保育体制

をををを確保確保確保確保するするするするためためためため、、、、本町本町本町本町のののの保育施保育施保育施保育施策策策策についてについてについてについて問題点問題点問題点問題点・・・・課題課題課題課題をををを整理整理整理整理しししし、、、、将来的将来的将来的将来的なななな保保保保

育育育育サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実にににに向向向向けてけてけてけて保育施設保育施設保育施設保育施設のありのありのありのあり方方方方はどうあるべきかをはどうあるべきかをはどうあるべきかをはどうあるべきかを検討検討検討検討することすることすることすること

とするとするとするとする。。。。    

    

２２２２．．．．三朝町三朝町三朝町三朝町のののの保育施設保育施設保育施設保育施設のののの現状現状現状現状        

（（（（１１１１））））三朝町三朝町三朝町三朝町のののの人口及人口及人口及人口及びびびび就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童のののの推移推移推移推移        

①①①①    人人人人    口口口口    

三朝町三朝町三朝町三朝町のののの人口人口人口人口はははは平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年にににに約約約約７７７７,,,,５００５００５００５００人人人人、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年にににに約約約約６６６６,,,,５００５００５００５００人人人人

とととと年間年間年間年間約約約約１００１００１００１００名名名名ずつずつずつずつ減少減少減少減少してしてしてしているいるいるいる状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

（（（（出生出生出生出生・・・・死亡死亡死亡死亡によるによるによるによる自然減自然減自然減自然減６０６０６０６０名名名名、、、、転入転出等転入転出等転入転出等転入転出等によるによるによるによる社会減社会減社会減社会減４０４０４０４０名名名名））））    

②②②②    就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童    

三朝町三朝町三朝町三朝町のののの就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童はははは、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年にににに約約約約３５０３５０３５０３５０名名名名、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年にににに約約約約２６０２６０２６０２６０

名名名名とととと徐々徐々徐々徐々にににに減少減少減少減少しているしているしているしている｡｡｡｡        

③③③③    世帯数世帯数世帯数世帯数        

世帯数世帯数世帯数世帯数はははは、、、、核家族化核家族化核家族化核家族化のののの影響影響影響影響ででででここ５ここ５ここ５ここ５年年年年ははははほぼほぼほぼほぼ横横横横ばいであるばいであるばいであるばいである。。。。    

    

三朝町三朝町三朝町三朝町のののの人口人口人口人口とととと就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童                                                                （（（（4444月月月月1111日現在日現在日現在日現在））））    

    

    

（（（（２２２２））））保育所設置保育所設置保育所設置保育所設置・・・・利用児童数等利用児童数等利用児童数等利用児童数等のののの状況状況状況状況        

①①①①    保育施設保育施設保育施設保育施設、、、、定員定員定員定員    

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年以前以前以前以前は４は４は４は４施設施設施設施設（（（（三朝保育園三朝保育園三朝保育園三朝保育園、、、、東保育園東保育園東保育園東保育園、、、、賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園、、、、竹田保育竹田保育竹田保育竹田保育

園園園園））））でででであったがあったがあったがあったが、、、、平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年にににに三三三三朝保育朝保育朝保育朝保育園園園園とととと東保育園東保育園東保育園東保育園がががが統合統合統合統合しししし、、、、みささこどみささこどみささこどみささこど

区分 H10 H15 H20 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31

総人口（人） 8,339 8,035 7,529 7,005 6,911 6,818 6,723 6,620 6,538 6,440

就学前児童（人） 374 341 354 291 286 274 265 266 261 250

世帯数（世帯） 2,687 2,723 2,706 2,594 2,587 2,572 2,557 2,539 2,535 2,554
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もももも園園園園としてとしてとしてとして開設開設開設開設しししし、、、、現在現在現在現在は３は３は３は３施設施設施設施設となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

    

②②②②保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数        

人口減少人口減少人口減少人口減少にににに伴伴伴伴いいいい、、、、就学前就学前就学前就学前のののの児童数児童数児童数児童数はははは減少減少減少減少しているがしているがしているがしているが保育所保育所保育所保育所のののの利用者数利用者数利用者数利用者数はははは、、、、

平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年は２４０は２４０は２４０は２４０人人人人、、、、平成平成平成平成２０２０２０２０年年年年は２５１は２５１は２５１は２５１人人人人、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年は２２０は２２０は２２０は２２０人人人人ででででああああ

るるるる。。。。    

低年齢低年齢低年齢低年齢からのからのからのからの入所希望入所希望入所希望入所希望のののの増加増加増加増加によりによりによりにより利用者数利用者数利用者数利用者数はははは、、、、ほぼほぼほぼほぼ変変変変わっていないわっていないわっていないわっていない。。。。        

    

③③③③定員充足率定員充足率定員充足率定員充足率    

        定員充足率定員充足率定員充足率定員充足率（（（（利用児童数利用児童数利用児童数利用児童数÷÷÷÷定員定員定員定員））））はははは、、、、平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年ににににみささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園７６７６７６７６....５５５５％、％、％、％、

賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園９２９２９２９２％、％、％、％、竹田保育園竹田保育園竹田保育園竹田保育園５５５５５５５５％％％％でここでここでここでここ数年数年数年数年充足充足充足充足率率率率はははは大大大大きくきくきくきく変変変変わっていわっていわっていわってい

ないないないない。。。。    

    

（（（（３３３３））））年齢区分別年齢区分別年齢区分別年齢区分別のののの保育所利用児童保育所利用児童保育所利用児童保育所利用児童のののの状況状況状況状況        

①①①①    年齢区分別保育所利用児童数年齢区分別保育所利用児童数年齢区分別保育所利用児童数年齢区分別保育所利用児童数        

平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在のののの保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数のののの内訳内訳内訳内訳はははは、、、、次次次次のののの表表表表ののののとおりとおりとおりとおり。。。。

年度末年度末年度末年度末になるとになるとになるとになると年年年年のののの途中途中途中途中にににに生生生生まれた０まれた０まれた０まれた０歳児歳児歳児歳児をををを預預預預けるニーズけるニーズけるニーズけるニーズがががが増増増増えてくるためえてくるためえてくるためえてくるため、、、、

例年例年例年例年１５１５１５１５人以上人以上人以上人以上増加増加増加増加するするするする。。。。    

    

平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月１１１１日保育所利用児童数日保育所利用児童数日保育所利用児童数日保育所利用児童数                【【【【単位単位単位単位：：：：人人人人】】】】    

    

※※※※    保育保育保育保育をををを必要必要必要必要とする２とする２とする２とする２号号号号、、、、３３３３号入所者号入所者号入所者号入所者（（（（広域含広域含広域含広域含むむむむ。）。）。）。）    

    

②②②②    保育所利用児童割合保育所利用児童割合保育所利用児童割合保育所利用児童割合        

就学前児童就学前児童就学前児童就学前児童のののの保育保育保育保育所利用児童所利用児童所利用児童所利用児童のののの割合割合割合割合（（（（保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数保育所利用児童数÷÷÷÷就学前就学前就学前就学前のののの前児童前児童前児童前児童））））

はははは、、、、平成平成平成平成１６１６１６１６年年年年がががが全体全体全体全体でででで６９６９６９６９．．．．６６６６％％％％であったがであったがであったがであったが、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年が８３が８３が８３が８３．．．．５５５５％、％、％、％、

とととと１３１３１３１３....９９９９％％％％高高高高くなってきているくなってきているくなってきているくなってきている。。。。    

    

（（（（４４４４））））保育保育保育保育サービスのサービスのサービスのサービスの実施状況実施状況実施状況実施状況    

保護者保護者保護者保護者のののの就労変化就労変化就労変化就労変化にににに伴伴伴伴いいいい、、、、土曜午後開所土曜午後開所土曜午後開所土曜午後開所、、、、延長保育延長保育延長保育延長保育、、、、乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育乳幼児保育は３は３は３は３園園園園とととと

もももも実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

        障害児保育障害児保育障害児保育障害児保育、、、、一時預一時預一時預一時預かりかりかりかり事業事業事業事業はははは、、、、現在現在現在現在、、、、みささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園、、、、賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園の２の２の２の２

園園園園においてにおいてにおいてにおいて実施実施実施実施しているしているしているしている。。。。    

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

児童数 7 30 42 49 50 42 220



 

        

にににに

    

（（（（５５５５

    

あるあるあるある

    

（（（（６６６６

    みささこどもみささこどもみささこどもみささこども

子育子育子育子育

のののの後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館

４４４４月月月月

センターをセンターをセンターをセンターを

確保確保確保確保

賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園

修繕修繕修繕修繕

ししししたがたがたがたが

のののの受入受入受入受入

竹田保育園竹田保育園竹田保育園竹田保育園

いるいるいるいる

    

    

（（（（７７７７

保育士保育士保育士保育士

３３３３

育育育育

をををを

    休日保育休日保育休日保育休日保育、、、、

にににに基基基基づづづづきききき倉吉市倉吉市倉吉市倉吉市

５５５５））））待機待機待機待機児童児童児童児童

    未満未満未満未満児児児児のののの受受受受

あるあるあるあるがががが待機待機待機待機児童児童児童児童

６６６６））））保育保育保育保育施設施設施設施設

みささこどもみささこどもみささこどもみささこども

子育子育子育子育てててて支援支援支援支援センターはセンターはセンターはセンターは

後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館

月月月月からからからから子育子育子育子育てててて

センターをセンターをセンターをセンターを開設開設開設開設

確保確保確保確保しししし、、、、月月月月からからからから

賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園はははは

修繕修繕修繕修繕するするするする部部部部分分分分もももも

たがたがたがたが、、、、空調空調空調空調設設設設備備備備

受入受入受入受入にににに対対対対応応応応するためするためするためするため

竹田保育園竹田保育園竹田保育園竹田保育園についてはについてはについてはについては

いるいるいるいる状況状況状況状況であるであるであるである

７７７７））））保育所保育所保育所保育所のののの

保育士保育士保育士保育士のののの配配配配置状況置状況置状況置状況

保育士保育士保育士保育士・０・０・０・０歳児歳児歳児歳児

３３３３歳児歳児歳児歳児：：：：２０２０２０２０

育育育育にににに対対対対応応応応したしたしたした

をををを配配配配置置置置しているしているしているしている

、、、、病病病病児保育児保育児保育児保育

倉吉市倉吉市倉吉市倉吉市にににに委託委託委託委託

待機待機待機待機児童児童児童児童のののの状況状況状況状況        

受受受受けけけけ入入入入れについてれについてれについてれについて

待機待機待機待機児童児童児童児童はははは発発発発生生生生

施設施設施設施設のののの状況状況状況状況        

みささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園はははは、、、、平成平成平成平成

センターはセンターはセンターはセンターは

後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館後三朝地区公民館にににに移移移移

てててて支援拠支援拠支援拠支援拠点点点点

開設開設開設開設。。。。平成平成平成平成２５２５２５２５

からからからから金金金金曜日曜日曜日曜日までまでまでまで

はははは、、、、平成平成平成平成１４１４１４１４

もももも増増増増えてきているえてきているえてきているえてきている

設設設設備備備備のののの更新更新更新更新

するためするためするためするため、、、、

についてはについてはについてはについては

であるであるであるである。。。。    

のののの保育士保育士保育士保育士配配配配置状況置状況置状況置状況

配配配配置状況置状況置状況置状況はははは

歳児歳児歳児歳児：：：：３３３３人人人人

２０２０２０２０人人人人に１に１に１に１人人人人

したしたしたした保育保育保育保育士士士士のほかのほかのほかのほか

しているしているしているしている。。。。    【【【【※※※※

病病病病児保育児保育児保育児保育、、、、病病病病後児保育後児保育後児保育後児保育

委託委託委託委託しししし、、、、実施実施実施実施しているしているしているしている

    

れについてれについてれについてれについてはははは、、、、

発発発発生生生生していないしていないしていないしていない

    

平成平成平成平成２５２５２５２５年年年年にににに

センターはセンターはセンターはセンターは、、、、賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園

移移移移しししし、、、、子育子育子育子育てサーてサーてサーてサークルクルクルクル

支援拠支援拠支援拠支援拠点点点点のののの取取取取組組組組としてとしてとしてとして

２５２５２５２５年度年度年度年度からはからはからはからは

までまでまでまで開設開設開設開設しているしているしているしている

１４１４１４１４年年年年９９９９月月月月にににに

えてきているえてきているえてきているえてきている。。。。平成平成平成平成

更新更新更新更新等等等等、、、、今今今今後大後大後大後大規模規模規模規模

、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度

についてはについてはについてはについては、、、、昭和昭和昭和昭和５４５４５４５４

保育士保育士保育士保育士配配配配置状況置状況置状況置状況        

はははは､､､､児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設最最最最低基低基低基低基準準準準

人人人人に１に１に１に１人人人人    １１１１

人人人人    ４４４４歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児

のほかのほかのほかのほか、、、、延長延長延長延長

※※※※    １１１１歳児歳児歳児歳児
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病病病病後児保育後児保育後児保育後児保育はははは、、、、１１１１

しているしているしているしている。。。。

、、、、希望希望希望希望するするするする

していないしていないしていないしていない。。。。    

にににに建建建建設設設設さささされたれたれたれた

賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園のののの新築新築新築新築

てサーてサーてサーてサークルクルクルクル

としてとしてとしてとして、、、、火火火火・・・・

からはからはからはからは、、、、みささこどもみささこどもみささこどもみささこども

しているしているしているしている。。。。    

にににに建建建建設設設設されされされされ

平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度

今今今今後大後大後大後大規模規模規模規模なななな修繕修繕修繕修繕

年度年度年度年度にににに００００歳児歳児歳児歳児室室室室

５４５４５４５４年年年年３３３３月月月月にににに

    

児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設最最最最低基低基低基低基準準準準

１１１１歳児歳児歳児歳児：：：：４４４４．．．．

歳以上児歳以上児歳以上児歳以上児：：：：３０３０３０３０人人人人

延長延長延長延長､､､､土曜午後土曜午後土曜午後土曜午後

歳児歳児歳児歳児においてはにおいてはにおいてはにおいては

 

１１１１市市市市４４４４町町町町によるによるによるによる

。。。。    

するするするする園園園園でのでのでのでの受受受受

れたれたれたれた比較比較比較比較的的的的新新新新

新築新築新築新築をををを機機機機にににに「「「「子育子育子育子育

てサーてサーてサーてサークルクルクルクル活動活動活動活動をををを実施実施実施実施

・・・・水水水水・・・・木木木木曜日曜日曜日曜日

みささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園

    

されされされされ、、、、既既既既にににに１５１５１５１５

年度年度年度年度にににに施設施設施設施設

修繕修繕修繕修繕をををを控控控控えているえているえているえている

歳児歳児歳児歳児室室室室のののの拡張工拡張工拡張工拡張工事事事事

にににに建建建建設設設設されされされされ

児童児童児童児童福祉福祉福祉福祉施設施設施設施設最最最最低基低基低基低基準準準準のののの規規規規定定定定

．．．．５５５５人人人人に１に１に１に１

人人人人に１に１に１に１人人人人））、））、））、））、

土曜午後土曜午後土曜午後土曜午後にににに対対対対応応応応したしたしたした

においてはにおいてはにおいてはにおいては独独独独自基自基自基自基準準準準

によるによるによるによる定定定定住住住住自自自自立圏形立圏形立圏形立圏形成成成成協協協協定定定定

けけけけ入入入入れができないれができないれができないれができない

新新新新しいしいしいしい施設施設施設施設

子育子育子育子育てててて支援室支援室支援室支援室

実施実施実施実施していたがしていたがしていたがしていたが

木木木木曜日曜日曜日曜日の３の３の３の３日開所日開所日開所日開所

園園園園にににに併併併併設設設設したしたしたした

１５１５１５１５年以上年以上年以上年以上経過経過経過経過

施設施設施設施設のののの中長中長中長中長期管期管期管期管理理理理計画計画計画計画

えているえているえているえている。。。。増加増加増加増加

拡張工拡張工拡張工拡張工事事事事をををを実施実施実施実施

されされされされ、、、、老朽老朽老朽老朽化化化化がかなりがかなりがかなりがかなり

規規規規定定定定にににに基基基基づづづづきききき保育士保育士保育士保育士

に１に１に１に１人人人人    ２２２２歳児歳児歳児歳児

））、））、））、））、障害障害障害障害

したしたしたした保育士保育士保育士保育士

独独独独自基自基自基自基準準準準】】】】    

定定定定住住住住自自自自立圏形立圏形立圏形立圏形成成成成協協協協定定定定

れができないれができないれができないれができない状況状況状況状況

施設施設施設施設であるであるであるである。。。。    

支援室支援室支援室支援室」」」」をををを開設開設開設開設

していたがしていたがしていたがしていたが、、、、平成平成平成平成２１２１２１２１

日開所日開所日開所日開所のののの子育子育子育子育てててて

したしたしたした専専専専用用用用のののの部屋部屋部屋部屋

年以上年以上年以上年以上経過経過経過経過しておりしておりしておりしており

中長中長中長中長期管期管期管期管理理理理計画計画計画計画をををを

増加増加増加増加する０する０する０する０

実施実施実施実施したしたしたした。。。。    

がかなりがかなりがかなりがかなり進進進進

保育士保育士保育士保育士（（（（定数内定数内定数内定数内

歳児歳児歳児歳児：：：：６６６６人人人人に１に１に１に１

障害障害障害障害児保育児保育児保育児保育､､､､一時保一時保一時保一時保

保育士保育士保育士保育士（（（（非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員員員員

定定定定住住住住自自自自立圏形立圏形立圏形立圏形成成成成協協協協定定定定

状況状況状況状況もももも

    

開設開設開設開設。。。。そそそそ

２１２１２１２１年年年年

てててて支援支援支援支援

部屋部屋部屋部屋をををを

しておりしておりしておりしており、、、、

をををを策定策定策定策定

する０する０する０する０歳児歳児歳児歳児

    

進進進進んんんんでででで

定数内定数内定数内定数内

に１に１に１に１人人人人    

一時保一時保一時保一時保

非常勤職非常勤職非常勤職非常勤職員員員員））））
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平成平成平成平成３１３１３１３１年年年年４４４４月月月月１１１１日現在日現在日現在日現在でのでのでのでの保育士保育士保育士保育士のののの配配配配置状況置状況置状況置状況についてについてについてについてはははは､､､､みささこどもみささこどもみささこどもみささこども

園園園園とととと竹田保育園竹田保育園竹田保育園竹田保育園はははは正規職正規職正規職正規職員員員員よりよりよりより、、、、臨臨臨臨時時時時職職職職員員員員がががが上上上上回回回回るるるる状況状況状況状況でででで保育保育保育保育をををを行行行行っているっているっているっている｡｡｡｡    

    

（（（（８８８８））））保育施設保育施設保育施設保育施設のののの運営費運営費運営費運営費のののの状況状況状況状況        

        平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから施行施行施行施行されたされたされたされた子子子子どもどもどもども子育子育子育子育てててて支援新支援新支援新支援新制度制度制度制度によりによりによりにより、、、、認認認認定定定定こどもこどもこどもこども

園園園園、、、、幼幼幼幼稚稚稚稚園園園園、、、、保育所保育所保育所保育所をををを通通通通じたじたじたじた共通共通共通共通のののの給付給付給付給付（（（（「「「「施設施設施設施設型給付型給付型給付型給付」」」」））））及及及及びびびび小規模小規模小規模小規模保育保育保育保育

等等等等へへへへのののの給付給付給付給付（（（（「「「「地域地域地域地域型型型型保育保育保育保育給付給付給付給付」」」」））））がががが創創創創設設設設されたされたされたされた。。。。「「「「施設施設施設施設型給付型給付型給付型給付」」」」はははは、、、、施設施設施設施設

にににに対対対対してしてしてして財政支援財政支援財政支援財政支援をををを保障保障保障保障することとしすることとしすることとしすることとし、、、、国国国国のののの定定定定めためためためた公定公定公定公定価格価格価格価格からからからから利用者利用者利用者利用者負担負担負担負担

をををを控除控除控除控除したものがしたものがしたものがしたものが給付額給付額給付額給付額となっているとなっているとなっているとなっている。。。。    

【【【【財政負担財政負担財政負担財政負担イメイメイメイメーーーージジジジはははは下記下記下記下記のののの図図図図のとおりのとおりのとおりのとおり】】】】    

保育所保育所保育所保育所のののの運営費運営費運営費運営費はははは､､､､入所児童入所児童入所児童入所児童のののの年齢構成年齢構成年齢構成年齢構成やややや定員定員定員定員規模規模規模規模等等等等によりによりによりにより単純単純単純単純にににに比較比較比較比較をををを

することはすることはすることはすることは容易容易容易容易ではないがではないがではないがではないが､､､､基本的基本的基本的基本的にににに私立私立私立私立保育所保育所保育所保育所のののの人人人人件費件費件費件費はははは、、、、基基基基準額準額準額準額内内内内でででで執執執執行行行行

されておりされておりされておりされており､､､､基基基基準額準額準額準額をををを下回下回下回下回ったったったった事事事事務費務費務費務費､､､､管管管管理理理理費費費費についてはについてはについてはについては､､､､そのそのそのその取取取取扱扱扱扱にににに対対対対するするするする

制制制制限限限限はあるがはあるがはあるがはあるが､､､､翌翌翌翌年度以年度以年度以年度以降降降降のののの人人人人件費件費件費件費､､､､修繕修繕修繕修繕､､､､備品備品備品備品等等等等購購購購入入入入費費費費のののの不足不足不足不足をををを補填補填補填補填するたするたするたするた

めのめのめのめの積立金積立金積立金積立金としてとしてとしてとして積積積積みみみみ立立立立てられているてられているてられているてられている。。。。指指指指定定定定管管管管理者制度理者制度理者制度理者制度をををを導導導導入入入入しているしているしているしている賀茂賀茂賀茂賀茂

保育園保育園保育園保育園についてはについてはについてはについては、、、、公定公定公定公定価格価格価格価格にににに基基基基づづづづいたいたいたいた指指指指定定定定管管管管理理理理料料料料のののの支払支払支払支払いをいをいをいを行行行行っているっているっているっている。。。。    

    

            

公立保育所公立保育所公立保育所公立保育所 私立保育所私立保育所私立保育所私立保育所

町町町町　1/3　1/3　1/3　1/3 町町町町　1/3　1/3　1/3　1/3

県県県県　1/3　1/3　1/3　1/3 県県県県　1/3　1/3　1/3　1/3

国国国国　1/3　1/3　1/3　1/3 国国国国　1/3　1/3　1/3　1/3

町町町町　4/4　4/4　4/4　4/4

国国国国　1/2　1/2　1/2　1/2

利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額

施施施施

設設設設

型型型型

給給給給

付付付付

費費費費

地域子地域子地域子地域子どもどもどもども子子子子

育育育育てててて支援事業支援事業支援事業支援事業

給付給付給付給付のののの構造構造構造構造

説明

公費負担額公費負担額公費負担額公費負担額

利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額

公公公公

定定定定

価価価価

格格格格

県県県県　1/4　1/4　1/4　1/4

町町町町　1/4　1/4　1/4　1/4

利用者負担額利用者負担額利用者負担額利用者負担額

地域子ども子育て支援事業

施設型給付費

公定価格

ことば・用語

市町村の実情に応じ、支援事業計画に従って実施

する事業。一時預かり事業や延長保育事業のほ

か、支援センター事業、ファミリーサポとセンター事業

などが対象

認定こども園、幼稚園、保育所を対象とした財政支

援

子ども一人当たりの教育・保育に通常要する費用を

基に算定されており、「認定区分」「保育必要量」「施

設の所在地域」などを勘案して算定される
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（（（（９９９９））））予算規模予算規模予算規模予算規模とととと保育所保育所保育所保育所運営費運営費運営費運営費のののの推移推移推移推移        

三朝町三朝町三朝町三朝町一一一一般般般般会会会会計計計計におけるにおけるにおけるにおける保育所保育所保育所保育所運営費運営費運営費運営費はははは､､､､平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度がががが約約約約２２２２億億億億９５００９５００９５００９５００

万円万円万円万円でででで一一一一般般般般会会会会計計計計の６の６の６の６％％％％をををを占占占占めめめめていていていているるるる｡｡｡｡平成平成平成平成２４２４２４２４年度年度年度年度はははは、、、、１７１７１７１７....７７７７％％％％となっていとなっていとなっていとなってい

るがるがるがるが、、、、これはこれはこれはこれは、、、、みささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園のののの建建建建設設設設をををを行行行行ったことによるものであるったことによるものであるったことによるものであるったことによるものである。。。。    

今今今今後後後後、、、、施設施設施設施設のののの老朽老朽老朽老朽化等化等化等化等によるによるによるによる整整整整備備備備、、、、情報通信情報通信情報通信情報通信基基基基盤盤盤盤のののの設設設設備備備備によるによるによるによる支支支支出出出出のののの増加増加増加増加

がががが見込見込見込見込まれまれまれまれるなかるなかるなかるなか、、、、町町町町のののの歳入歳入歳入歳入はははは、、、、年々減少年々減少年々減少年々減少傾傾傾傾向向向向にありにありにありにあり、、、、町町町町のののの財政財政財政財政はははは厳厳厳厳しいしいしいしい状状状状

況況況況にあるにあるにあるにある｡｡｡｡        

    

一一一一般般般般会会会会計計計計にににに占占占占めるめるめるめる保育所保育所保育所保育所運営費運営費運営費運営費のののの割合割合割合割合                                            （（（（単位単位単位単位：：：：万円万円万円万円））））    

    

※ 保育所運営費・・・管理費及び人件費（報酬、賃金、共済費、需用費、光熱水費、修繕料、賄材料費

等、役務費、手数料、委託料、使用料及び賃借料）など実際に要する経費、賀茂保育園の委託費 

    

３３３３．．．．保育所保育所保育所保育所のののの問題問題問題問題・・・・課題課題課題課題        

保護者保護者保護者保護者のののの就労就労就労就労形態形態形態形態のののの変化変化変化変化やややや女性女性女性女性のののの社会進出社会進出社会進出社会進出のののの増加増加増加増加などによりなどによりなどによりなどにより､､､､低年齢低年齢低年齢低年齢からからからから

のののの保育所利用希望者保育所利用希望者保育所利用希望者保育所利用希望者がががが増加増加増加増加してきておりしてきておりしてきておりしてきており､､､､乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育････延長保育延長保育延長保育延長保育などなどなどなど多様化多様化多様化多様化したしたしたした

保育保育保育保育サービスサービスサービスサービスへへへへのののの対対対対応応応応がががが求求求求められているめられているめられているめられている｡｡｡｡またまたまたまた、、、、少子化少子化少子化少子化やややや核家族化核家族化核家族化核家族化がががが進進進進展展展展するするするする

などなどなどなど子子子子どもやどもやどもやどもや子育子育子育子育てててて家庭家庭家庭家庭をををを取取取取りりりり巻巻巻巻くくくく社会環境社会環境社会環境社会環境はははは変化変化変化変化しておりしておりしておりしており､､､､子育子育子育子育てにてにてにてに対対対対すすすす

るるるる負担感負担感負担感負担感やややや孤立孤立孤立孤立化化化化によるによるによるによる育児不安育児不安育児不安育児不安をををを抱抱抱抱えるえるえるえる保護者保護者保護者保護者がががが増増増増えておりえておりえておりえており､､､､地域地域地域地域におけにおけにおけにおけ

るるるる子育子育子育子育てててて支援支援支援支援体制体制体制体制のののの充実充実充実充実がががが求求求求められているめられているめられているめられている｡｡｡｡    

このようなこのようなこのようなこのような状況状況状況状況においてにおいてにおいてにおいて､､､､保育所保育所保育所保育所はははは､､､､保育所保育所保育所保育所でのでのでのでの保育保育保育保育サービスのサービスのサービスのサービスの充実充実充実充実はははは勿論勿論勿論勿論

のことのことのことのこと、、、、地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援のののの中核施設中核施設中核施設中核施設としてのとしてのとしてのとしての役役役役割割割割もももも重重重重要要要要になってきになってきになってきになってき

ているているているている。。。。        

多多多多種種種種多様化多様化多様化多様化したしたしたした保育保育保育保育ニーズにニーズにニーズにニーズに対対対対応応応応しししし､､､､子育子育子育子育てててて世帯世帯世帯世帯がががが安心安心安心安心してしてしてして妊娠妊娠妊娠妊娠、、、、出出出出産産産産、、、、育育育育

児児児児ができができができができ、、、、子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがががが元気元気元気元気でででで伸伸伸伸びびびび伸伸伸伸びとびとびとびと暮暮暮暮らすことができるようらすことができるようらすことができるようらすことができるよう、、、、町町町町やややや地地地地

域域域域がががが一一一一丸丸丸丸となってとなってとなってとなって子育子育子育子育てててて環境環境環境環境をををを整整整整ええええ、、、、「「「「子育子育子育子育てするならてするならてするならてするなら三朝町三朝町三朝町三朝町でででで」」」」とととと言言言言われわれわれわれ

るるるる町町町町づづづづくりくりくりくりのののの実現実現実現実現をををを目指目指目指目指してしてしてして、、、、限限限限られたられたられたられた財源財源財源財源やややや人人人人材材材材をををを有効有効有効有効にににに活活活活用用用用したしたしたした取取取取りりりり組組組組

みがみがみがみが必要必要必要必要であるであるであるである｡｡｡｡    

    

（（（（１１１１））））特特特特別保育別保育別保育別保育のののの充実充実充実充実        

保護者保護者保護者保護者のののの就労就労就労就労形態形態形態形態のののの変化変化変化変化にににに伴伴伴伴いいいい､､､､保育保育保育保育メメメメニニニニュュュューもーもーもーも多様化多様化多様化多様化しておりしておりしておりしており、、、、乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育、、、、

延長保育延長保育延長保育延長保育､､､､障害児保育障害児保育障害児保育障害児保育､､､､休日保育休日保育休日保育休日保育、、、、病病病病児保育児保育児保育児保育、、、、病病病病後児保育後児保育後児保育後児保育などのなどのなどのなどの特特特特別保育別保育別保育別保育ののののニニニニ

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29

一般会計 421,613 440,321 500,008 446,122 518,633 455,678 452,718 591,296 494,122 494,575

保育所運営費 28,741 26,963 29,253 30,655 91,633 30,208 28,890 28,969 29,999 29,469

構成比 6.8% 6.1% 5.9% 6.9% 17.7% 6.6% 6.4% 4.9% 6.1% 6.0%
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ーズがーズがーズがーズが高高高高まっているまっているまっているまっている。。。。    

休日保育休日保育休日保育休日保育、、、、病病病病児保育児保育児保育児保育、、、、病病病病後児保育後児保育後児保育後児保育につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、恒常恒常恒常恒常的的的的にににに当該当該当該当該サービスをサービスをサービスをサービスを必必必必

要要要要とするとするとするとする児童児童児童児童がががが少数少数少数少数であるためにであるためにであるためにであるために、、、、専門専門専門専門のののの職職職職員員員員をををを配配配配置置置置することがすることがすることがすることが難難難難しいしいしいしい。。。。    

乳児保育乳児保育乳児保育乳児保育をををを実施実施実施実施するうえでするうえでするうえでするうえで、、、、乳児乳児乳児乳児室又室又室又室又はほはほはほはほふふふふくくくく室室室室のののの面積面積面積面積はははは、、、、ほほほほふふふふくしないくしないくしないくしない

未満未満未満未満児児児児1111人人人人につきにつきにつきにつき１１１１....６５６５６５６５平方平方平方平方メメメメーーーートルトルトルトル及及及及びほびほびほびほふふふふくするくするくするくする未満未満未満未満児児児児1111人人人人につきにつきにつきにつき３３３３....３３３３

平方平方平方平方メメメメーーーートルトルトルトルをををを合合合合計計計計したしたしたした面積面積面積面積以上以上以上以上がががが必要必要必要必要となっているがとなっているがとなっているがとなっているが、、、、調調調調乳乳乳乳室室室室等等等等のののの整整整整備備備備をををを

含含含含めめめめ、、、、現在現在現在現在は０は０は０は０歳児歳児歳児歳児においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、みささこどもみささこどもみささこどもみささこども園園園園では９では９では９では９人人人人、、、、賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園ではではではでは

１２１２１２１２人以上人以上人以上人以上のののの受入受入受入受入をををを行行行行うことがうことがうことがうことが困難困難困難困難なななな状況状況状況状況にあるにあるにあるにある。。。。    

またまたまたまた、、、、００００歳児歳児歳児歳児については３については３については３については３人人人人に１に１に１に１人人人人のののの保育士保育士保育士保育士のののの配配配配置置置置がががが必要必要必要必要となっているとなっているとなっているとなっている。。。。

年年年年のののの途中途中途中途中でのでのでのでの入所入所入所入所があるたがあるたがあるたがあるためめめめ、、、、年度年度年度年度当初当初当初当初からからからから保育士保育士保育士保育士のののの配配配配置置置置がががが必要必要必要必要であるであるであるである。。。。    

    

（（（（２２２２））））地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける子育子育子育子育てててて支援機能支援機能支援機能支援機能のののの充実充実充実充実        

地域地域地域地域におにおにおにおけるけるけるける子育子育子育子育てててて支援支援支援支援対策対策対策対策としてとしてとしてとして､､､､一時保育一時保育一時保育一時保育のののの充実充実充実充実をををを図図図図るとともにるとともにるとともにるとともに､､､､子育子育子育子育

てててて支援支援支援支援センターやセンターやセンターやセンターや地域地域地域地域のののの子育子育子育子育てててて組織組織組織組織等等等等とととと連携連携連携連携してしてしてして､､､､乳幼児乳幼児乳幼児乳幼児のののの保育保育保育保育････育児育児育児育児にににに関関関関すすすす

るるるる相談相談相談相談にににに応応応応じじじじ､､､､    助言助言助言助言するなどするなどするなどするなど､､､､地域地域地域地域におけるにおけるにおけるにおける機能機能機能機能のののの充実充実充実充実をををを図図図図るるるる必要必要必要必要があるがあるがあるがある｡｡｡｡        

    

（（（（３３３３））））    待機待機待機待機児童児童児童児童        

未満未満未満未満児児児児のののの受受受受入入入入れについてれについてれについてれについて、、、、希望希望希望希望するするするする園園園園でのでのでのでの受受受受入入入入れができないれができないれができないれができない状況状況状況状況もあるもあるもあるもある。。。。

出生数出生数出生数出生数のののの減少減少減少減少によりによりによりにより今今今今後後後後発発発発生生生生することはすることはすることはすることは見込見込見込見込まれないとまれないとまれないとまれないと思思思思われるがわれるがわれるがわれるが、、、、町内町内町内町内のののの

事業所事業所事業所事業所でででで働働働働くくくく保護者保護者保護者保護者のののの受入受入受入受入れれれれについてはについてはについてはについては見込見込見込見込みがつかないみがつかないみがつかないみがつかない状況状況状況状況であるであるであるである。。。。    

    

（（（（４４４４））））保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保    

保育士保育士保育士保育士のののの確保確保確保確保についてはについてはについてはについては､､､､公公公公立立立立保育所保育所保育所保育所のののの保育士保育士保育士保育士のののの半半半半数以上数以上数以上数以上がががが臨臨臨臨時時時時職職職職員員員員といといといとい

うううう体制体制体制体制でありでありでありであり､､､､職職職職員員員員のののの高齢化高齢化高齢化高齢化、、、、全国的全国的全国的全国的なななな保育士不足保育士不足保育士不足保育士不足からからからから、、、、今今今今までまでまでまで以上以上以上以上にににに保育士保育士保育士保育士

のののの人人人人材材材材確保確保確保確保がががが困難困難困難困難となることがとなることがとなることがとなることが予測予測予測予測されされされされ、、、、保育所保育所保育所保育所運営運営運営運営にににに支支支支障障障障をををを来来来来たすおそたすおそたすおそたすおそれれれれ

があるがあるがあるがある｡｡｡｡    

またまたまたまた、、、、公公公公営営営営でででで運営運営運営運営するするするする園園園園でででで勤務勤務勤務勤務するするするする臨臨臨臨時保育士時保育士時保育士時保育士などのなどのなどのなどの非正規職非正規職非正規職非正規職員員員員についてについてについてについて

はははは､､､､法令法令法令法令等等等等のののの制制制制限限限限によりによりによりにより採採採採用用用用からからからから長長長長期期期期のののの期期期期間間間間でのでのでのでの雇雇雇雇用用用用ができずができずができずができず、、、、安定的安定的安定的安定的なななな保育保育保育保育

士士士士のののの確保確保確保確保ができないというができないというができないというができないという問題問題問題問題をををを抱抱抱抱えているえているえているえている。。。。（（（（施設加施設加施設加施設加配配配配保育士保育士保育士保育士やややや障害児加障害児加障害児加障害児加

配配配配保育士等保育士等保育士等保育士等をををを加加加加えるとえるとえるとえると、、、、年度年度年度年度当初当初当初当初に２５に２５に２５に２５人人人人程程程程度度度度のののの採採採採用用用用手続手続手続手続きがきがきがきが必要必要必要必要））））    

年度中途年度中途年度中途年度中途においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、保育士保育士保育士保育士のののの配配配配置基置基置基置基準準準準のののの高高高高い０い０い０い０歳児歳児歳児歳児などをはじめとしたなどをはじめとしたなどをはじめとしたなどをはじめとした

低年齢児低年齢児低年齢児低年齢児のののの受入受入受入受入れのためれのためれのためれのため、、、、中途中途中途中途採採採採用用用用でのでのでのでの保育士保育士保育士保育士をををを必要必要必要必要とするがとするがとするがとするが、、、、保育士保育士保育士保育士資格資格資格資格

をもつをもつをもつをもつ人人人人材材材材そのものがそのものがそのものがそのものが極極極極めてめてめてめて少少少少なくなくなくなく、、、、そのそのそのその確保確保確保確保がががが困難困難困難困難であるであるであるである。。。。    

指指指指定定定定管管管管理制度理制度理制度理制度をををを導導導導入入入入しているしているしているしている賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園賀茂保育園においてはにおいてはにおいてはにおいては、、、、正職正職正職正職員員員員とととと臨臨臨臨時時時時職職職職員員員員がががが

ほぼほぼほぼほぼ同程同程同程同程度度度度となっているとなっているとなっているとなっている。。。。臨臨臨臨時時時時職職職職員員員員のののの雇雇雇雇用用用用期期期期間等間等間等間等についてはについてはについてはについては、、、、法令法令法令法令上上上上でのでのでのでの制制制制

限限限限がないがないがないがない。。。。    
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（（（（５５５５））））保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上    

    子子子子どもたどもたどもたどもたちちちちがよりがよりがよりがより豊豊豊豊かにかにかにかに育育育育つつつつ環境環境環境環境をををを提供提供提供提供するためにはするためにはするためにはするためには、、、、サービスをサービスをサービスをサービスを提供提供提供提供すすすす

「「「「量量量量」」」」のののの確保確保確保確保だだだだけでなくけでなくけでなくけでなく、、、、ひひひひとりとりとりとりひひひひとりのとりのとりのとりの発達段階発達段階発達段階発達段階やややや特特特特性性性性にににに応応応応じたじたじたじた教教教教育育育育・・・・保保保保

育育育育をををを提供提供提供提供していくしていくしていくしていく保育保育保育保育のののの質質質質のののの向上向上向上向上ががががよりよりよりより一一一一層求層求層求層求められるめられるめられるめられる。。。。    

    

（（（（６６６６））））    施設整施設整施設整施設整備備備備        

    １１１１日日日日のののの大大大大半半半半をををを園園園園でででで過過過過ごごごごすすすす子子子子どもにとってどもにとってどもにとってどもにとって安全安全安全安全・・・・安心安心安心安心でででで快適快適快適快適なななな環境環境環境環境をををを確保確保確保確保すすすす

るためにるためにるためにるために各各各各施設施設施設施設のののの維持維持維持維持・・・・修繕修繕修繕修繕がががが必要必要必要必要であるがであるがであるがであるが、、、、公公公公立立立立保育所保育所保育所保育所のののの施設整施設整施設整施設整備備備備はははは､､､､改築改築改築改築､､､､

大大大大規規規規模模模模修繕修繕修繕修繕ともともともとも民間保育所民間保育所民間保育所民間保育所とはとはとはとは異異異異なりなりなりなり、、、、国国国国庫補助庫補助庫補助庫補助対対対対象象象象がががが除除除除外外外外されているされているされているされているためためためため､､､､

町町町町費単独費単独費単独費単独でのでのでのでの整整整整備備備備となるとなるとなるとなる。。。。    

施設整施設整施設整施設整備備備備にににに当当当当たってはたってはたってはたっては､､､､今今今今後後後後のののの財政財政財政財政状況状況状況状況もももも勘案勘案勘案勘案しながらしながらしながらしながら整整整整備計画備計画備計画備計画をををを策定策定策定策定しししし、、、、

実施実施実施実施していくしていくしていくしていく必要必要必要必要ががががあるあるあるある｡｡｡｡        

    

    


