
○４番（石垣 智矢君）   ４番、石垣智矢。 

 石垣智矢です。どうぞよろしくお願いいたします。 

 一般質問、２回目ではございますけれども、まだまだ緊張はぬぐえませんけれども、一生懸

命臨みたいと思っております。 

 町議会議員になりましてはや３カ月がたちました。この東員町、今までとは違う側面から見

させていただくことでわかったことや疑問に思うこと、そしてたくさんの方々からご意見をい

ただく中で、さまざまな自分の中でも思いというものも芽生えてまいりました。この２回目の

一般質問で、まだまだ住民の皆さまのお声をこの場所に全て反映させるというのは難しいもの

ではございますけれども、皆さんにご理解いただけるようなこと、そしてしっかりとご質問を、

この町政の場に届けさせていただくことを、自分の気持ちの中でしっかりと整理させていただ

きまして臨ま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。 

 一般質問に入る前に、４月に九州地方熊本県を襲いました熊本地震がございました。たくさ

んの方が被害にあわれ、今もなお避難所生活を余儀なくされている方もおられます。我々議員

も、微弱ではありましたけれども、東員町議会議員全員で義援金のほうを送らせていただきま

した。本町におきましても、いずれ来るであろうと予想される災害に対してさらなる確たる準

備、そして対応をしていかなければならないと感じております。被災地の１日も早い復興をお

祈りしつつ、そして犠牲になられた皆さまに心から哀悼を表するとともに、被災者の皆さまに

お見舞い申し上げたいと、そのように思っております。 

 それでは一般質問に入らせていただきます。 

 本日は本町における保育士不足について、質問させていただきます。 

 近年、全国的に保育士の人材不足というものが深刻化している中で、本町においても人材不

足によって、現場職員への負担の増加などが懸念されております。 

 幼保育園は子どもの命を預かる現場であり、これからの人間形成における重要な教育現場で

あると考えております。幼保育園に関しまして、現場の先生方だけでこれはできるものではご

ざいません。子どもを預ける保護者の皆さま、そして近隣住人皆さまのご理解とご協力のもと

に成り立っておるものでございます。専門職としての保育士の現状をまずたくさんの方々に知

っていただき、本町で保育の仕事をしてみたいという方が少しでも増えるような方法を模索し、

そして議論していくことが大事だと、そのように思っております。 

 そこで１つ目の質問です。皆さんに知っていただくためにも、幼稚園・保育園の保育士不足

による現状と現場職員への負担を軽減するための精神的ケアなどの対応はどのようにされてお

るのか、質問させていただきたいと思います。 

 そして２つ目は、保育士の人材確保において、さまざまな形で努めていただいておるという

のは私も承知の上ではございますけれども、保育士に多い世代は２０代、そして３０代の女性

の方々が多いというふうにデータ上も出てきております。ネット環境での募集というものをも

っと充実していくべきなのではと、そのように考えております。早急な人員確保をするために



も、ネット環境での募集を積極的にするべきではないのか、これが２点目でございます。 

 そして３つ目です。３つ目は、本町では保育士正規職員の経験者採用を行っております。保

育士として働き、経験を積まれた方々がこの東員町に来て、さらにそれを生かしながら働いて

いただける、この経験者採用をとり入れているというのは、本当に働いている方々にとっても、

そして子どもを預ける保護者の皆さんにとっても非常によい採用方法だと、そのように考えて

おります。しかし僕がここで質問させていただきたいのは、経験者採用とはまた別に、本町で

働いてくださる臨時職員の方々を正規職員として採用する方法もあってよいのではと、そのよ

うに考えております。 

 厚生労働省が発表する保育分野における人材不足の原因、理由というデータによると、保育

士資格を有する求職者が再就職先に保育士を希望しない理由、たくさんあるんですけれども、

この第３位に雇用形態が希望と合わないというデータが出ております。ちなみに１位は就業時

間が希望と合わない、２位がブランクがあることへの不安などという理由がございますけれど

も、本町で臨時職員として数年勤務していただければ、正規職員での採用対象になりますよと

いうような制度を設けることで、臨時職員として働いていただける保育士さんをより募集しや

すくなるのではないか、そして正規職員を目指す方のモチベーションアップにもつながり、辞

職率も軽減されるのではと、そのように考えております。ですので、東員町で臨時職員として

働く方を優先できる東員町経験者採用を取り入れてみてはどうかと、そのような質問が３つ目

でございます。 

 そして４つ目の質問ですが、４つ目の質問は、少し私自身解釈を間違えておりましたので、

ここで訂正をさせていただきながら質問させていただきたいと思います。 

 厚生労働省が発表する保育士職へ就職を希望しない一番の理由は、やはり賃金が希望と合わ

ないというのが今の皆さんの抱える現状でございます。たくさんある理由の中でこれが半分を

占めておりまして、やはり賃金の安さというのが、一番原因になっているのではというふうに

考えております。 

 しかし希望に見合う大幅な賃金アップというものは、財政上莫大な費用がかかりますのでな

かなか難しいもの、厳しいものだというふうに私もとらえております。そこで大幅な賃金アッ

プという形で保育士不足、それに伴う職員の負担増加を解消できないのであれば、それにかわ

る、何とか現場の消耗品や物品購入などを少しでも充実させて、子どもたちの幼保育に集中で

きる環境づくりをすることはできないのかという、この以上４点の質問をさせていただきます。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   石垣議員からの保育士不足に向けてについてのご質問にお答

えをいたします。 

 現在町の幼稚園・保育園におきましては、待機児童ゼロを目指し、クラス開設に必要な正規

職員及び期限付臨時職員を雇用し、４月１日スタート時の体制として、人員確保をすることは

できております。しかしながら年休取得時等の代替保育士の余裕を持った確保までには至って



いないのが現状であります。常勤の正規職員及び臨時職員が少しでもゆとりを持って勤務でき

るように、今後も継続的に保育士の募集を行い、弾力的な保育ができるよう努めてまいりたい

と考えております。 

 また年１回、職員一人一人から希望調書を取り、できるだけ意見を取り入れ、可能な限り人

事に反映させることで、勤務しやすい環境の提供ができればと考えております。 

 次に人員確保の現状について、お答えをいたします。 

 保育士の確保につきましては重要課題と認識し、努力をしております。具体的にはハローワ

ーク、ホームページ及び広報にて、年間を通じて登録募集をしております。また、保育実習を

受け入れた学生の出身大学へ打診し、募集案内をしております。さらに職員にも保育士を紹介

していただくよう呼びかけるなど、できる限りの対応を行い、人員確保に努めているところで

ございます。 

 次に東員町で臨時職員として働いた経験のある人を、経験者採用として優先的に採用するこ

とについてのご質問にお答えをいたします。 

 職員採用につきましては平等性を保つことが必要であるため、東員町での臨時職員経験者を

優先させることは困難であると考えております。 

 最後に園での物品購入についてのご質問にお答えをいたします。 

 園で必要な物品は事前に各園から聞き取りをし、消耗品と備品に分けて予算化をしておりま

す。議員ご指摘の各自で物品を購入し、使用していることが見受けられる件につきましては、

園だけで使用するものと私的に使用するものとのすみ分けが困難なものに関しまして職員自ら

購入し、使用している場合もあると考えられます。消耗品費の予算につきましては、全町的に

削減されていることもありますが、私ども町の施策である子育て支援として、保育支援員の配

置に人件費を計上しております。 

 今後もスムーズな園経営が行われるよう努めてまいりますので、ご理解賜りますようにお願

いをいたします。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   答弁ありがとうございます。 

 ご答弁をいただきまして、再度再質問のほうをさせていただきたいと思っております。 

 １番のところで今の現状、お話をしていただきまして、もちろん開始するに当たって人員は

足りておるんですけれども、しっかりとサポートとして、そしてフリーでおっていただける臨

時職員が足りていないと、今そのようなお話をいただきましたけれども、その中でやはり今後

人材不足ということに関しては、もっと考えていかなきゃいけないんですけれども、やはり現

場の精神的ケアというものに関して少し疑問に思ったところがあります。 

 １年に一度、職員から希望調書をとっておるということでしたけれども、１年に１回の聞き

取りで、本当に勤務しやすい環境になっていくのかどうかというものを疑問に感じます。現状

が働きやすい環境だったらまだしも、やはり先ほどの答弁を聞きますと、なかなか休みがとれ



ない現状だというふうな形でして、なかなか働きやすい環境ではございませんので、１年に１

回という回数が本当にいいのかというのが、私自身今思うところでございます。やはり子ども

たちの命を預かる仕事でございますので、職員のモチベーションが下がるようなことであって

はならないと、そのように感じております。 

 ですので、ここで１つ提案があるんですけれども、本町には経験豊富なベテラン保育士の方々

が数多くおられます。その方々をメンタルアドバイザーという、これは仮の名前ではございま

すけれども、職員の悩みや相談をいつでも聞けるような、そのような体制を、そういう役職を、

本町の幼稚園、そして保育園に携わって仕事をしていただける、そんな役職を設けてはどうか

なというふうに感じております。 

 もちろん保育士の資格を持った方でございますので、万が一お休みをとられたりして人員が

空いてしまうというところに関しては、この方々が臨時に行っていただけるような制度も付け

加えればいいのかなというふうに感じております。あくまでもメンタルアドバイザーというよ

うな役職で、この幼稚園・保育園の、そして職員の方々の精神的・肉体的ケアもできるのでは

と考えますが、このあたりの提案どうでしょうか、ぜひともお考えいただきたいと思います。 

 お答えお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   ご質問にお答えをさせていただきます。 

 私どもも幼保の現場の先生方のメンタルケアということに対しては大変重要な事案だと認識

をしております。 

 現在メンタル面でのケアにおきましては、町へ２回カウンセラーを配置して、そういう状況

があれば聞いていただくということをやっておりますし、県互助会の会員とか家族に対しまし

て、年間１２回ほどメンタルケアの相談日を設けております。また公立学校・幼稚園の先生に

なるんですけども、公立学校共済に対象者は年間数十回、県内でもそういうメンタルケアのも

のをやっていただいております。今後もそういう公的な部分での充実は努めていきたいなと思

っております。 

 それからメンタルアドバイザーですけれども、１つのご提案であるなということで考えを持

っております。ただ現在、幼保の現場には園長、副園長、主任という者がおります。そういう

役職を持った者は園経営だけではなくて、職員のメンタルケア等も当然見ていく役職であろう

なということは私も思っておりますので、園経営と同時に職員のケア等も含めたマネージメン

トができるように、今後は特に指導していきたいなと思っております。 

 もう一人の方が人材というか、メンタルアドバイザーを、どのような方を実際に具体的に置

けるのかというようなところに課題がありますし、果たして人が見つかるのかなという、ちょ

っと心配も持っております。 

 私どもとしましては、先ほど幼保の先生方の厳しい現状というのもありまして、保育教育の

環境整備という面で２つほどやっておることがあるんですが、１つは保育園の定員なんです。

保育園は今、０歳は３人で１人の先生がつきます。１歳・２歳は国の基準でいきますと６人で



１人、東員町だけ特別に１歳は４人で１人という先生の配置をしております。 

 それからもう１つはクラスの子どもたち、担任の先生が１人で見るのではなく、きめ細やか

な保育や教育を進めるために、保育支援員の配置というのを今強力に進めております。平成２

２年度の人数でいきますと、１６名であったのが、平成２８年度の予算というか、平成２８年

度の配置は現在４７名、３倍の人数、特にそれは４歳児のところが大変大事だという認識のも

とに、戦略的に配置をしているというところもありますので、ご提案の趣旨も大変よくわかり

ますし、今後もそういうところに気をつけながら検討させていただきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   園長先生や副園長先生方が、やはり主になって運営をしていた

だいておると。これは間違いないことでございます。しかしそれ以外でも、やはりしっかりと

メンタルケアを、行政としてもこういう形をということで、どんどん新しく提供していくとい

うのも、私たちがさせていただくことなのかなというふうに思いますので、もちろんメンタル

アドバイザーというのは１つの案でございます。いろんな形のやり方があると思いますので、

どうかそのあたりは、さらなる議論を交わしていただきまして、よりよいものを見つけていた

だいて実行に移していただきたいと、そのように思っております。 

 そして先ほど教育長のほうからお話をいただきました保育支援員のことでございますけれど

も、本年度４７名ということで、かなり多く採用されているということで、保育支援員という

ものは、この近隣の市町では、なかなか保育支援員をたくさん採用しているまちというのはな

いと思うので、これは本当に東員町の独自なものなのかなと思うんですけれども、保育支援員

がこれだけ活躍しておるこのまちの幼稚園・保育園があるんだということは、住民の皆さまに

しっかりとＰＲというのはされておるのでしょうか、質問させていただきたいと思います。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   これだけ採用してますよというのも、ちょっとなかなかどこ

かに載せるということはありませんけれども、こういう議会の場とか校長会、園長会で私ども

はお話をさせていただいております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   私がこの保育士の人材不足に関しまして一般質問をさせていた

だく前に、たくさんの方々からご意見をいただきまして、ご意見を聞きにも行かさせていただ

きまして、その中で先ほど教育長おっしゃっていただいたように、この東員町は保育支援員が

充実しているから、私はほかの市町から東員町に引っ越してきましたというお話も伺っており

ます。もちろん知っている方々は、本当に東員町に来て子どもを預けたいと思って引っ越しも

していただいているわけなんですけれども、なかなかよそで前例を見ない保育支援員の数だと

思いますので、僕はもっともっとこれ、全国的にＰＲしていってもいいことなのかなというふ

うに思います。これが結局現場で働いている職員の負担軽減にもつながっておりますし、保護



者の皆さまの子どもを安心して預けられる、そのような現場になっていっておるのかなという

ふうに感じますので、この保育支援員というものに関しては、どんどん東員町の持ってある才

能といいますか、施策だと思いますので、ぜひとももっとＰＲしていただければというふうに

思っております。 

 それでは私の質問の２番目でいただきましたご答弁ですけれども、やはりネット環境が時代

の中でかなり流通している中で、東員町も２０代・３０代、そして子どもを持っておる女性の

方々が多いわけでございますので、臨時職員になっていただく方、ハローワークというのもも

ちろん大事でございます。ですけれども、子どもを育てながらという方々が、しっかりと空い

た少しの時間に気軽に見れるような、そのようなネット環境をもっと充実させるべきなのかな

というふうに感じておりますので、やはりネット環境の充実というのをもっと図っていただき

たいと、そのように感じております。 

 そして３番のご答弁に関してなんですけれども、経験者採用という形で、もちろん公平に行

うことは当然だというふうに私も認識しております。東員町で臨時職員が今少なくなっておる

ということで、何とかして募集する方法、窓口を広げるべきなのではないかというふうに感じ

ております。これは東員町だけではなく、ほかの近隣の市町も、何とか保育士さんをうちのま

ちで働いていただきたいということで、試行錯誤を重ねて、皆さん人員確保をされておるんだ

というふうに思うんですね。なので、我々東員町独自の保育士の方々が働いていただけるよう

な、そんな我々独自の差別化を図った、そのようなものがあるのかどうか、質問させていただ

きたいというふうに思います。お願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 私も議員と同じように東員町で働いてもらいたいし、働いてもらうような環境整備というの

に努めなければならないと思っております。現在東員町独自かどうかというのは、ちょっと自

信のないところはあるんですけれども、私どもは３つの方向で、今そのことに向けて進めてお

ります。 

 １つは職員の正規職員化であります。期限付きとか臨時職員ではなくて、正規の職員を採用

していくという方向を進めております。ここ数年ですけれども、退職者数を若干上回る新規経

験者採用を行っております。東員町で過去３年ですけれども、新採者は１３名採用しましたけ

れども、その時の応募は４５名の方が応募していただきました。また経験者採用、ここ３年で

３人を採用しておりますけれども、応募者は１５名ということで、４倍から５倍の方が、東員

町で正規になるということに対して魅力を感じて東員町の職員になっていただいております。 

 ２点目の方向性としては、職員の待遇等労働条件等の改善に向けて進めなければならないな

ということで、今後も進めたいと思いますけれども、待遇改善でいうならば、園長先生を課長

級の給与にしたとか、期限付きの方々の賃金を経験者年数に沿って上がっていくような仕組み

もつくらせていただきました。また臨時職員、パートの方々の日給や自給も、少しですけれど

も上げさせていただきましたし、今年はフリーの期限付きの先生の予算もつくりまして、大規



模な、園の中にそういう方が採用できるようにというような形で、今取り組んでおるところで

ございます。 

 ３点目は保育所や幼稚園をつくるだけではなくて、東員町の保育や教育の質の向上を目指さ

なければならないなと私は思っております。東員町では私どもの先輩が幼保一体化の施設をつ

くっていただきまして、それで保護者の方のニーズに合うようなスムーズな運営をしておりま

すし、１６年一貫教育プランで保幼中学校の連携とか、幼稚園では柳沢プログラムといって、

体力をつけるプログラムを全園的にやっています。これなどは三重県下の幼稚園・保育園の協

会から、東員町はすごいことをやってみえるなというような評価もいただいております。 

 また、先生方の研修も非常に活発に行われておりまして、日々自分たちの力量を高めるとい

うような研修もされております。ですから職員の正規化、待遇改善、労働条件向上、そして東

員町の教育保育の質的向上を目指して今後も取り組み、その結果、東員町で働きたいなという

ような方々をできる限り増やしていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   先ほどのご答弁にもありましたけれども、正規職員の採用とい

うのは、東員町は非常に多いんだというふうにおっしゃっておられました。こちらのほうも東

員町というのは非常に確かに正規職員の採用というのは多いです。全国的に公立の保育士の採

用というのは、正規雇用は４８．２％というふうになっております。２人に１人が正規雇用な

んですけど、２人に１人は、逆にいえば臨時職員の方であったり、非正規雇用になっておると

いう現状でございますが、東員町はこの４８．２％という数字ははるかに超えておると、その

ように聞かせてもらっております。 

 もちろん正規雇用という形で採用するのは大事なんですけれども、今の現状は臨時職員の方

が少し不足しておるというところで、このあたりに関しては正規職員を何とか続けていただき

まして、たくさんの方が募集に募っていただけるというのはすごいありがたいことなんですけ

れども、それによって現場の運営が回らないということになってはいけないと思いますので、

しっかりと臨時職員のほうも皆さんから募集を募りまして、何とか現場が休みもとれるような、

そして現場が働きやすいような、そんな現場環境をつくっていただければと思います。 

 ですので、新しくちょっと採用方法なんかも、東員町の経験者採用という形で提案もさせて

いただきましたけれども、この採用方法についてもまたいろいろと議論していただいて、何と

かいい方向に進めていただければと、そのように感じております。ありがとうございました。 

 そして次に４番の点でございますけれども、先ほどお話もありましたように、保育支援員の

方々を何とか人件費として回しまして、物品購入などの経費を何とか削減して、そちらのほう

の人員増加に回しておるというご回答があったわけですけれども、その考えについては、私自

身もそういうお考えであればぜひともそれを進めていただきたいなというふうに思っておりま

す。 

 やはり保育支援員、これは東員町の目玉にもなると思いますし、厳にそれでこの東員町に移



り住んできていただいておる方のご意見もございますので、ぜひともそういうお考えであれば

進めていただきたいというふうに思います。 

 その回答を受けまして、私自身質問をさせていただきたいことがあるのですが、今後そのよ

うな形で保育支援員もそうですし、保育士を何とか入っていただこうというふうな形で、今推

し進めてもらっておると思うんですけれども、今後将来、１０年、２０年、何年先になるかわ

かりませんが、少子化の問題なども受けまして、保育士の人員が今度はあふれてくるというよ

うな可能性もございます。そして今は時間外や休日などといった共働きの家庭が増えたことに

よって、そのような住民のニーズ、そして保護者の方のニーズが多様化しているというのも現

状であると思います。 

 今後保育士の方々が安定かつ長期的に働きやすい環境づくり、そして住民の皆さん、保護者

の皆さまの多様なニーズに柔軟に対応できるような将来の幼稚園や保育園のあり方について、

お考えがあればぜひともお聞きしたいと思っております。 

 よろしくお願いします。 

○議長（三宅 耕三君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをさせていただきます。 

 私は大きくは２つの方向性があるのではないかなと思っております。１つは国の幼稚園・保

育園の政策への対応、それからもう１つは東員町独自の方向性をどう出していくかということ

にかかわってくると思います。これは平成２４年に子ども子育て３法というのが成立をいたし

ました。この目的は、質の高い保育教育の提供と保育の量的拡大、それから地域の子ども子育

て支援の充実という、この３本柱で法律が改正をされました。 

 私どもはその国の法律の改正にのっとって、例えば現在ある東員町の幼稚園・保育園は特定

保育幼稚園施設という形になりましたので、そういう準備を進めましたし、特定地域型保育事

業所というのが可能になるということで、家庭的保育所とか小規模保育所とか事業内保育所と

いうような、１９人以下の保育ができるような施設が可能になると。これは私どもが認可をし

ていくという形になりますので、そういう基準とか、どういう運営ということに対しまして、

条例等準備を平成２６年度、平成２７年度か、させていただいております。先ほど申しました

ように国の幼保のあり方、それに対応して東員町の幼保のあり方を考えていかなければならな

いという大きな方向の中で進めていきたいなと思っております。 

 一方、東員町の独自の幼稚園・保育園の運営どうしていくか、これも基本的にはいろんな法

律がありますので、この法にのっとって進んでいくのは当然でありますけれども、私どもは先

ほどもお話をさせていただきましたけれども、幼保一体化というのを進めております。これは

国でいいますと、国は全ての園で幼保一体化を進めなさいというような話がありますけれども、

平成１１年度から東員町ではそのような取り組みをずっと進めております。 

 そしてそこでの理念というのは、幼稚園・保育園を就学前の教育保育の提供の大切な機会だ

ととらえて幼保一体化を進めておりますし、福祉と教育を一体化して進めていくということが

大切であるという理念のもとに、子どもたちの健全な発達を目指して今頑張っている。私ども



はそういうことに責任がありますので、４月段階では当然待機児童ゼロを目指してクラス編制

に努めております。 

 もう１つは、枠だけをつくるのではなくて、幼稚園・保育園で進められている内容というの

を充実していかなければならないと考えております。具体的なのは１６年一貫教育プランであ

り、エリクソンという発達心理学者の考えをもとにしながら、幼稚園の先生たちがみんなで一

緒に子どもたちの社会性、運動能力、いろんなものを育てるというような実践を進めておりま

す。そして、そのためにやっぱり有能な人材確保というのを今後も努めたいと思いますし、具

体的には正規職員化を計画的に進めたいと思いますし、また将来減っていくかどうかはちょっ

とわかりませんけれども、少子化にあって幼稚園・保育園の人口問題を考慮した場合には、計

画的な採用というのを考えていきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（三宅 耕三君）   石垣議員。 

○４番（石垣 智矢君）   ありがとうございます。 

 保育園・幼稚園というものの将来のあり方というものは、非常に今後重要になってくるのか

なというふうに感じております。特に最近、教育長も言われましたけれども、小規模保育とい

うことでございまして、２０１５年から新たに導入された子育て支援員などというのも出てき

ております。また全国的には幼稚園・保育園の民営化というような流れも大きく出てきており

ます。 

 もちろんそれをしようという話ではございません。あくまでもそのような流れで時代が変化

してきておるというような形が、今現状あるということなんですね。全国的にも保育士不足が

問題視されておりますけれども、やはりそれに子どもを預けるお父さん、お母さん、そして保

護者の方々の家庭環境も変わってきておるという、そのようなのも背景にあるというふうに考

えております。 

 ぜひとも将来の幼稚園・保育園のあり方に関しましては、１年や２年ですぐにできるもので

はございません。それこそ１０年、２０年というような長いスパンの中で将来のあり方という

ものをぜひとも模索して考えていただきたいというふうに思いますので、ぜひともそのあたり、

将来のこともしっかりと我々自身一緒になって考えさせていただきたいなと、そのように思っ

ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 そして人材確保におきましても、私自身も友だちが保育士の方もおられますので、ぜひとも

そのあたりもご協力させていただいて、何とか子どもたちを育む場を提供させていただきたい

なというふうに思っております。 

 そのような形で、今回は保育士不足に関して質問させていただきますけれども、やはり現場

の職員の方々のケアであったり、働きやすい環境づくりというものを一番にまず優先していた

だきたいなと、そのように思っておりますので、人材確保に早急に努めていただきまして、そ

してそれに伴う現場の働きやすい環境づくりのさらなる向上を目指していただき、それを願い

つつ、私の一般質問にさせていただきたいと思います。 



 本日はどうもありがとうございました。 


