
６月教育委員会定例会議事録

１ 日　時 平成27年６月25日（木） 午後４時～午後５時17分

２ 場　所 湖西市役所　市長公室

３ 出席者 教 育 長 山下　宗茂

委 員 柴田　隆夫 飯田　宣子 佐原　陽子

事 務 局 教育次長兼図書館長(落合　　進) 教 育 総 務 課 長(竹上　　弘)

学 校 教 育 課 長(渡辺　宜宏) 幼 児 教 育 課 長(杉浦よしみ)

社 会 教 育 課 長(朝倉　陽美) 文 化 課 長(切池　　融)

スポーツ推進課長(河合　利和) 教育総務課長代理(三浦　祐治)

４ 報　告 第 17 号 湖西市勤労青少年ホーム運営協議会委員の委嘱について

５ その他 ・湖西市内の保育施設入所待ち乳幼児の解消に向けた取り組みについ

て

・「すくすく子育てママ応援読本」の作成・活用について

・アメニティプラザ指定管理者の公募について



午後４時00分開会

(山下教育長)　出席は４名、定足数に達しているので、平成27年６月湖西市教育委員

会定例会を開会する。

　審議に入る前に、本日からこれまでの大林委員に替わり佐原委員に出席していただ

くことになったので、簡単に挨拶をいただきたい。

(佐原委員)　湖西市の白須賀に住んでいる。普段は英語教室をやっている。分からな

いことばかりであるので、またいろいろと教えていただきたい。よろしくお願いする。

(山下教育長)　もう１点、教育長の職務を代理すべき委員を、これまで大林委員にお

願いしていたが、大林委員が任期満了で退任をされたので、今回改めて教育長職務代

理者として、柴田委員を指名する。よろしくお願いする。

　それでは審議に入る。

　報告第17号「湖西市勤労青少年ホーム運営協議会委員の委嘱について」事務局の説

明を求める。

(社会教育課長)　報告第17号「湖西市勤労青少年ホーム運営協議会委員の委嘱につい

て」、湖西市勤労青少年ホーム運営協議会規則（昭和48年湖西市規則第５号）第２条

の規定に基づき、下記の者が湖西市勤労青少年ホーム運営協議会委員に委嘱されたの

で報告する。平成27年６月25日提出　湖西市教育委員会教育長　山下宗茂。

　委嘱又は任命された委員は７名、任期は平成27年６月１日から平成29年５月31日ま

での２か年である。

　湖西市勤労青少年ホーム条例では、第７条の規定により、運営協議会を置くとされ

ている。運営協議会に必要な事項を定めた湖西市勤労青少年ホーム運営協議会規則に

より、委員の定数は10人以内、任期は２年で、市長が委嘱することになっている。

　本件は、５月31日任期満了に伴い、委員を委嘱したものであり、委嘱された委員７

名中２名が再任である。

　以上。

(山下教育長)　質疑のある方は発言をするように。

(飯田委員)　基本的なことで、以前も伺ったことがあるかもしれないが、協議会等の

委員を委嘱する場合に、教育委員会の審議事項になるものと報告事項になるものとに

分かれるのはどうしてか。

(山下教育長)　教育委員会又は教育長が委員を委嘱・任命する場合には、この教育委

員会に議案として提出し、委員に諮るという形になる。そこで委員の皆さんの総意で、

好ましくない委員が万が一あった場合には、その委員の任命又は委嘱ができないので、

もう一度委員を変えて再提出する形になろうかと思う。今回の場合は、規則第２条に

あるように、教育委員会又は教育長の委嘱ではなく、市長が委嘱するということに

なっている。もう既に市長によって委嘱された者について、教育委員会に関連する協

議会等であるので、報告をさせていただき、委員について説明させていただいた。そ

れで報告という形になる。

(飯田委員)　市長が委嘱するものと教育長が委嘱するものと、同じ教育委員会が管轄

している施設等についても両方あるということか。

(山下教育長)　そのとおりである。

　他に質疑がないようであれば、この報告については終了させていただく。

　続いて、「その他」事項の「湖西市内の保育施設入所待ち乳幼児の解消に向けた取

り組みについて」事務局の説明を求める。



(幼児教育課長)　「湖西市内の保育施設入所待ち乳幼児の解消に向けた取り組みにつ

いて」である。

　これまでの取組としては、市内の保育施設入所待ち乳幼児の解消のため、平成23年

度から私立保育園の開設に向けた取組を始めていた。平成25年度、私立保育園――し

らゆりこども園保育園部、真愛保育園が開設されたことにより、市内の総定員数が

165名増え、入所待ち乳幼児の減少が図られた。しかし、保育園への入園希望者が予

想以上に増え、平成26年度末には入園率を拡大しているが、入所待ち乳幼児は100名

を超えている状況である。

　平成24年度末には、保育園の定員が660名に対して712名の在籍で、107.9パーセン

トの入園率になっているが、入所待ちは95名であった。平成25年度当初――平成25年

４月１日現在、しらゆりこども園、それから真愛保育園が開設し、入園定員が165名

増えたものの、まだ開設当初ということで入園希望が少なかったため、定員825名の

ところ760名の在籍で、４月当初の入園率は92.1パーセントであった。このときには、

53名の入所待ち児童がいた。しかし、平成25年度末には、在籍が839名、入園率101.7

パーセント、54名の入所待ちとなり、２園開設されたということで年度の始めと終わ

りとで入所待ちの数が大して増えることなく、なんとか入園されたのではないかと思

う。平成26年４月１日当初は、しらゆりと真愛保育園が保護者に認知されたので、入

園希望が増え、785名が在籍、入園率95.2パーセントで出発し、54名いた入所待ちが

38名まで減ったという状況であったが、平成26年度末には878名の在籍で、106.4パー

セントの入園率となったにもかかわらず、入所待ちがとうとう100名を超え、107名と

いう状況になった。各園頑張って保育可能人数の枠で一所懸命入園させていただいて

おり、入園率106.4パーセントとなったにもかかわらず、入所待ちはどんどん増えて

しまい、100名を超えてしまったというところである。平成27年度当初では、在籍は

最初から851名、今年度の４月１日、しらゆりこども園が幼保連携型のこども園から

こども園になり、保育園の子どもたちの定員を21名増やして定員は846名に増えた。

定員を増やしたにもかかわらず、年度当初から52名の入所待ちという状況となった。

入園率は最初から100パーセントを超え100.6パーセント。４月当初からこういう状況

であるので、１歳、０歳の枠が少しはあって入ってくるが、減るということはあまり

なく、これから少しずつ増えていくことが予想されている。これが、現在の状況であ

る。

　大体、年度の途中、秋ぐらいから「育休から復帰するがどうしても入れない。どう

したらいいか」という相談があるのだが、現在、この５月、６月からも「どうしたら

入れるか」、「どこに空きがあるか」、「空き状況はどうか」という相談の件数が多

くなっており、１時間ぐらい話をしていくような人も増えている。子ども・子育て支

援事業計画において市の教育・保育の量の見込みが示されており、０歳から３歳まで

の保育の確保が課題となっている。再三言っているように、湖西市では国の定義であ

る「待機児童」はいない。通常の交通手段によって自宅から20分、30分未満で登園が

可能であるなど特定の保育所を希望し、「どこでもいいから入れてほしい」というの

ではなく保護者の私的な理由から待機しているという状況であるので、「待機児童」

というくくりには入らないが、「入所待ち」という児童は年々増加している。枠を増

やしてきたにもかかわらず、４月の時点で入園率が100パーセントを超えているとい

うことは、今後この状況が改善される見込みはあまりないということで、多くの皆様

に待っていただいている状況である。

　市としても何らかの対策を、平成27年から平成32年までの計画の中で考えていくよ

うにはしてあった。３歳から５歳までの方の２号認定のお子さんについては、幼稚園



の方の一時預かり事業を拡大し、長期休暇中でも受け入れるように計画していきたい

と思っており、また今年度から鷲津幼稚園も一時預かり事業を始めた。来年から、長

期休暇中の一時預かりをセンター方式で行い、枠を増やすことで２号認定の保育園に

いるお子さんの時間が短い方が幼稚園でも過ごせるようになるのではないかと考えて

いる。そちらの上のお子さんたちはいいのだが、１歳と０歳の受入れ枠がなかなかで

きないということで、小規模保育事業というのも誰かが参入していただければ計画の

中に取り込んではいる。

　しかし、事業所で手を挙げてくれる方もいないので、市の方でも、既存の施設を考

えながら受入れを増やしていくよう計画にも入っている。平成29年度ぐらいから考え

る予定であったが、このように入所待ち児童が増えたということで、今の地域の状況

や受入先、財政面などを考慮した結果、今後の取組として、できれば来年度から、新

居幼稚園に保育園部分を併設してこども園にし、施設・設備の形態から保育園部には

３歳から５歳までを受け入れ、内山保育園の３歳から５歳までを新居幼稚園からこど

も園となったところに移し、内山保育園は０歳児から２歳児までの保育施設として入

所待ち児童の乳幼児を受け入れて開所を図ろうかという検討をしたいところである。

新居幼稚園はここ数年８クラスで推移しており、12クラスは部屋があるので、内山保

育園の幼児が現在各クラス20人弱で３クラス分増えても十分受け入れることができる。

これに加えて、新居幼稚園と内山保育園とは距離的にも近く、園を変わってもさほど

差がないところであり、通園面でのデメリットは少ないのではないかと思っている。

また、内山保育園に通っているお子さんは、同じ新居地区の方がほとんどであるため、

同じ地域の子どもたちが新居幼稚園からこども園になったところで統一した教育・保

育を受けられることになるというメリットもある。０歳から２歳までの間は内山保育

園で、３歳になったら新居のこども園の方へ、場所が変わるというだけなのだが、そ

ういう流れになるとスムーズに教育・保育が連続して行えるのではないかと考えた。

　しかし、大きいお子さんと小さいお子さんで兄弟で通っているご家庭があり、上の

お子さんと下のお子さんとで違う園に送迎するというのは保護者にとって負荷が大き

いので、現実的にはちょっと無理かと思う。そこで、兄弟関係の０歳児から２歳児ま

でについては、混合クラスをこども園の方に一つ作り、そちらで受け入れたらどうか

と考えている。保護者様の意見を伺ってのことになるが、兄弟別でも構わないという

方はそのまま、大きい子たちはこども園の方、小さい子たちは内山保育園でというこ

とでもいいと思う。

　内山保育園を０歳から２歳までに特化すると、乳児だけで今のところ定員50名ほど

を予定しているので、入所待ちの人数全てを解消できるわけではないが、32名ほど枠

が増加するのではないかと見込んでいる。新居幼稚園をこども園にして内山保育園の

子どもたちを移したところでも、預けるお子さんの保育料や保育期間、保育時間とい

うのは今までと変わりはない。内山保育園で保育をするのではなく、新居こども園の

保育園部で保育をするという形に変わるだけである。新居幼稚園は給食も、市内の幼

稚園の中で唯一自園調理をしているので、他の園とは違い、業者の給食になるという

ことはなく、一番負担が少ない考え方ではないかと思い、計画を立てた。

　湖西市内全体としては、一番希望が多いのは鷲津地区、新所原地区ではあるが、新

所原地区には既に微笑、岡崎、真愛の３園の民間保育園がある。それから岡崎幼稚園

がある。鷲津地区については保育園、幼稚園１園ずつで、両方とも公立であるが、両

園とも定員いっぱいという状況であり、鷲津保育園の方はご存じのように老朽化が激

しく、建替えや移転を検討していかなければいけない時期になっているが、早急に対

応できるような問題ではないので、まず入所待ちのお子さんたちをなんとかするとい



うことを考えると、新居幼稚園をこども園化し内山保育園を０歳から２歳までに特化

して少しでも入所待ちを解消していくのが、コスト的にも、時期を考えても一番先に

できることではないかと考えている。

　６月30日には、内山保育園の保護者に説明をしていきたいと思っている。

　以上。

(山下教育長)　追加して説明する。

　新居幼稚園に保育園部を併設してこども園にし、新たに募集をかけてもなかなか乳

幼児の入所待ちの解消にならないということはご理解いただきたい。施設のキャパシ

ティ等の問題があり、募集をかけたときに０歳児から２歳児までだけをこども園で受

け入れるという設備が整っておらず、新たにそういう設備を作らなければいけないと

いうことになるので、経済的になかなか難しい。それから、０歳から５歳までという

形で他の園のように受け入れてしまうと、入所待ちをしている一番大きな層である０

歳、１歳、２歳の解消につながっていかない。そのため、やむを得ず新居幼稚園をこ

ども園化することと同時に、隣接の内山保育園を０歳児から２歳児までの保育施設に

特化することによって、この一番大きな層の乳幼児の解消につながる、この形でない

と解消に向けた取組にならないと、事務局としては検討の結果考えた次第である。

　実際には、保護者のご意見等を聞かないと、実施に向けた取組ができないので、今

話があったように30日に説明会を開き――私の方から説明させていただくが――そこ

で意見や質問等を受けながら、保護者の皆さんのご意見をまずは伺うというところか

ら始めたいと思っている。内山保育園から新居のこども園の方へ移ってもいいという

方が多ければ、反対をされている保護者の要望を個々に聞きながら、別の園への転園

ということもあれば、できるだけ要望にそいたいと思うし、逆に他の保育園の方から

新居こども園の方がいいという方もいらっしゃるかもしれないので、そこにできた空

きに内山保育園から新居こども園に移りたくないという方に行っていただくようなこ

とも可能ではないかと思っている。できるだけ要望にそいながら取り組めれば、一番

入所待ちの解消になるのではないかと今のところ考えている。

　委員の皆さんの意見を伺う。　

(柴田委員)　こういう案が出たのは、いつの話なのか。

(山下教育長)　去年。実際には、今回の総合教育会議でも、幼児教育課の事業計画と

して提案させていただき、実際には事業計画ということで実はウェブサイトの総合教

育会議の議事録にはもう名前が出ている。それをご覧になった内山保育園の保護者の

方からもお話を伺っている。現実には、平成26年度中に入所待ちの乳幼児がどんどん

月を追うごとに増えていく中で、「お金がない」、「民間の施設が参入してこない」

などいろいろな形で「無理だ、無理だ」と言っているばかりではこの解消に向けた取

組はできないだろう、恒久的という話ではないが今やれることはもうここしかないの

かなということで、昨年度途中からこういう検討には入っている。ただ、いろいろな

方々の思いもあり、いろいろな方々にご迷惑をかけるということもあるので、なかな

かこれを計画として上げ、実行に移すというところまで踏み切れなかったという状況

にある。

(柴田委員)　保護者がウェブサイトでこれを見たらしく、30日の内山保育園での説明

について「集まってくれ」というだけでその内容が全然分からず、しかも平日の夜集

めるということで、内容も分からないのに仕事を休んだり、子どもを置いてきたりし

てまで集まるだけの内容なのかどうかという電話をいただいたので、先般、教育委員

会に電話をした。園長先生に聞いても分からないと言うので「どういうことか」と、

たまたま私も新居であるので、私のところに連絡があった。答えようがなかったので、



教育委員会に言っておくと答えておいた。保護者の方はすごく心配していらっしゃっ

て、ひょっとしたら入れなくなるのではないかというような意見もあるようであり、

それで病気になった保護者の方もいると聞いた。すごく悩んでいるということであっ

た。

(山下教育長)　実は、この説明会を開くにあたり、園長さんたちに相談をした。園長

先生にいつぐらいの時期を設定したらいいかという話をしていく中で、30日にしよう

ということになった。時間的には、今、仕事云々という話があったが、基本的にほと

んどの保護者の方は子どもを保育園に迎えに来る時間である。基本的には保育時間が

６時までであるので、まず、開く時間を４時半と６時に設定させていただいた。これ

は、子どもをふだん保護者の方が迎えに来る時間である。仕事があれば、別の方が当

然迎えに来なければいけない。皆さんが必ず子どもを迎えに来られる時間帯を、説明

会の時間として設定をさせていただいた。

　ただし、そのときにお子さんが一緒にいると、説明を十分聞くことができないだろ

うということで、当日は、申しわけないが保育士の方に延長をしていただいて、説明

会が終了するまで子どもの面倒を見ていただき、その間、保護者の方には私どもから

説明をするという形にさせていただいた。

　それから、園長から、説明会を開くにあたりどういう内容で開くのか必ず質問があ

るので、保護者会の会長さんには内容を伝えさせてほしいと言われた。伝えていただ

いて構わないとこちらの方も了解をし、園長から保護者会の会長に説明をさせていた

だいた。保護者会の会長は、役員の方々に、こういう形で会を開くという説明をされ

た。

　ところがその後、その役員の方々から保護者の皆さんの方に話がずっと流れていき、

事務局にたくさんの問い合わせがあった。直接来られた方もいらっしゃる。ただ、そ

の内容が、園長さんから話を聞いた会長さんですら、とらえ違いをされている部分が

あり、このままいろいろな方に一人ひとり説明していっても、内容をきちんと理解し

ていただけるような状況にはないと判断した。

　そこで、私と担当課の方から説明会のときにお話をするのでそのときにぜひ出席し

ていただきたい、次年度の園の運営にかかわることであるのでぜひ出席をしてまずは

説明を聞いていただき、その上でいろいろな質問や疑問については直接お答えをする

ということにした。何も説明をしていない状態でいろいろなことをおっしゃっても、

やはり一人ひとりに回答するというわけにはいかない。一人に回答することによって、

その方からまた別の方に違った形で回答内容が伝播していくということでは収拾がつ

かなくなってしまうので、全て30日の説明会のときにお願いをしますということで、

今推移をしている。そうしていかないと、きちんとした内容が正確に伝わらないだろ

うと感じている。

　当日は、言葉だけではなく今日の資料も含めて資料をお渡しをし、その資料を見な

がら説明を聞いていただくような内容にしようと思っている。それから、説明会終了

後には、保護者の方々にご意見を聞く紙を配布させていただき、その紙に書いていた

だいて提出していただく。そうしないと、口頭で「言った」、「言わない」という話

になってしまうので、こちらとしては説明会を聞いて保護者の方がどういうふうに感

じ、どういうご意見を持たれているのかということをきちんと把握をした上でどうす

るか、今後のことについて検討しなければいけない。そんな段取りでいこうと考えて

いる。

　柴田委員からお話のあったことについては私も報告を受けたが、申しわけないが30

日までこのままでと考えている。



(柴田委員)　そういう、その場で説明するというような内容も伝わっていないようで

ある。集まって何かいきなり線引きされたり、いきなりやめざるを得ない状態になっ

たりするのではないかというような話も出ているようである。

(山下教育長)　おそらく今、会長、役員、それから一般の保護者の方々におおよその

内容についての情報はもう、全員に回っているだろうと思う。

(柴田委員)　当日そういう説明をするという内容がうまく伝わっていない。

(山下教育長)　この前、役員の方が４名代表で来られ、その方々が説明会の前に事前

に回答をほしい旨の内容の文書を置いていった。その役員の方々にも懇切丁寧に、と

にかく説明会のときに全てお話をするので、その話を聞いた上でいろいろな質問や要

望を出していただきたいと言ってある。その役員の方々から一般の保護者の方にも当

然、情報として流れていると私は判断している。

　とにかく、４時半ごろに園児を迎えに来られる保護者の一団があるということ、そ

れから最終の６時に残りの保護者の方が園児を迎えに来るということであるので、４

時半と６時の２回に設定させていただき、同じ説明をそこでさせていただくというふ

うに考えている。

(柴田委員)　そうすると、来年の４月は一応入所待ちの人が30人ぐらい減るというこ

とか。

(山下教育長)　もし、この取組が実現の方向に向けて動き出せば、新居こども園の保

育園部についても他の保育園と同じように入所希望というものを取ることになるので、

もう少し解消に向けた人数が増える可能性はある。ただ、昨年度と同じような希望が

もし出てきた場合――昨年107までいったが、そこまでくると全員の入所をというこ

とは、まず困難であろう。

　現在も保育園の入所を希望しながら幼稚園に暫定的に通わせているという方もい

らっしゃるので、３歳児、４歳児、５歳児については先ほど夏休みの一時預かりをす

ることで保護者の方の勤務の緩和ということを目指すという話もあったように、３歳

児、４歳児、５歳児についてはまだいろいろな手立てで、少し不十分かもしれないが、

働く意思のある保護者の希望にそえる部分というのは少しはあるのではないか。

　ただ、０歳児、１歳児、２歳児については、受け入れる場所がないとなかなか働く

ということができないので、この部分の解消をまずはしなければいけないのではない

かと思う。

(飯田委員)　市内の幼稚園、保育園の中で、今の時点で定員に達していないところも

あるのか。

(山下教育長)　定員という定義が難しいのだが、実は私立についてはもう２園が120

パーセントを超えている。120パーセントというのは、私立の保育園にとっては定員

いっぱいぐらい――施設の大きさから考えて、大体私立の保育園の場合は120パーセ

ントぐらいの収容がほぼ満杯状態であるという話は聞いた。それが２園。もう既に

115パーセントを超えているというところも１園ある。しらゆりこども園も含めて私

立については、収容できる人数というのはもう、おそらく１桁ぐらいだと感じている。

　公立の保育園については、施設的に100パーセントを超えた人数を収容できない。

法律にうたってあるキャパシティいっぱいの部分を、公立の場合は定員として設定し

ているので、定員を超えて収容するということは基本的にはできない。よく内山保育

園や新居保育園については希望がなく、なかなか定員に満たないという話があるが、

こちらにしてもおそらくもう１桁ずつぐらいしか受入れは難しいだろうという状況で

ある。

　それから、ご承知のように保育園については同年齢の園児の数によって当然大きさ



だけではなく保育士の人数も決められているので、受け入れれば受け入れるだけ保育

士を探してこなければいけないという状況にある。これがなかなか難しいところだと

思う。

　特に今年度は、説明にあったようにしらゆりこども園が定員を21人増やした。これ

は、幼稚園部の方の定員を減らし、保育園部の方の定員を増やした。増やしたが、年

度当初に受け入れた園児は851とあるように、昨年度に比べて66人増やしている。入

所待ちについても55人減らしているということであるので、今年度当初はかなりの数

をどうしようもなくて受け入れているという状況をご理解いただきたいと思う。

(飯田委員)　通園のことでちょっと聞きたいのだが、新居幼稚園の入口のところはた

ぶん、車の出入りが時間で制限されていた気がする。その場合、駐車場はたとえば地

域センターにとめてそこから歩いていくというような形になるのか。

(山下教育長)　内山保育園のように園舎、園庭のすぐ横に車をとめて子どもを引き取

りにいくというわけにはきっといかないだろう。そういう意味では新居地域センター

の駐車場を利用していただくというのが一番安全かつ駐車スペースが確保できるので

はないかと思う。現在でも新居幼稚園があそこの駐車スペースを幾つかお借りして幼

稚園児の送迎の保護者の車用に駐車スペースを取ってあるので、その辺りはまた、実

現に向けて動き出せば新居支所にも話をして少し増やしていただくというふうになる

のではないか。ただ、時間帯が違うので、そこら辺で増やさなくても可能になる部分

もあるかもしれない。

(飯田委員)　僅かな距離かもしれないが、たとえば子ども２人を抱えて連れていくに

は、ちょっと歩くのに距離がある。前からも少しずつお話をしているのだが、保育園

は朝、持ち物がとても多い。衛生面、教育面から考えれば一つ一つはうなずけるのだ

が、複数のお子さんを持っていて朝の持ち物がすごく多く、しかも着いてから保育園

に入るまでの距離が長いとなると、やはり保護者の負担がとても大きくなるので、な

るべく朝起きてから保育園へ入るまでの負担が少なくなるように配慮をいただけると

ありがたいと思う。

　それから、今回の措置というのは多分、たくさんの入所待ち児童の状態を解消する

ためにまず、すぐ取り組むこととしてやっていると思うのだが、保育園や幼稚園の通

園圏の子どもたちというのはそのまま小学校へ上がっていくのに対し、希望する保育

園に入れなくてちょっと遠くの園に入っている保護者というのは結構、小学校に入っ

てからやっていけるかという心配がすごくあるので、そういうことを緩和できるよう

なケアができないか。近くで知った顔の子がいれば、小学校に入ってからも１人にな

らずに済むのではないかと思う。小学校に入った後に、全然これまで触れたことのな

い子どもたちと急に一緒になるということで、１年生になったときの不安があるので

はないか。できれば、地域の幼稚園、保育園に入れ、地域の小学校に一緒に上がれれ

ば、そういうことが皆可能であれば問題ないのだが、そういう事情にはなっていない

ということは理解できているので、なるべくそういう不安に対するケアもお願いした

いと思う。

(山下教育長)　逆に内山保育園は、先ほど課長から話があったように地元の方が非常

に多いので、こども園になって幼稚園部の子たちと保育園部に入る子たちが午前中一

緒に活動できればいいと思っている。おそらく地元の子どもたち同士であるので、そ

のまま新居小学校に上がっていくような状況というのが一番できやすい部分ではない

か。逆に、今希望の多い微笑保育園、鷲津保育園、岡崎保育園は、他の地域の子たち

がたくさん来ている。そういう保護者の希望が多いということが第一にある。たとえ

ば通勤の都合上鷲津保育園に入れたい、例えば自分は白須賀だけれども真愛保育園で



はなく通勤途中だから岡崎保育園に入れたいという方が入ってらっしゃる率が高い。

そういう点では、今心配されていることは、他園に比べるとかなり少ないのではない

かと思っている。

(飯田委員)　新居保育園の場合においては少ないと思うが、本当は鷲津保育園への転

園を希望していたが入れなくてそのまま継続で新居保育園に残っている保護者もいる。

(山下教育長)　保育園の受入れについては、私も説明を聞いて初めて分かったのだが、

毎年手続をし直すということが基本であるという話を聞いているので、保育に欠ける

お子さんの優先度に応じて本当は毎年もう１回割振りをし直すということが一番法律

的に望ましいことなのかもしれないと思う。ただ、そうすると保護者の方にとっても、

子どもさん自身にとっても、非常につらい状況に置かれてしまうということがあり、

おそらく最初に受け入れた園でそのまま継続をして卒園までもっていくという形が基

本になっているのではないかと思っている。どうしても、希望が集中する園にはなか

なか入れないという実情があるが、担当の方ではその人の通勤等のいろいろな状況に

ついて把握をした上で割振りをさせていただいているので、皆さん全ての要望にこた

えられないという状況にはあると思っている。ただ、これによって少しでも働きたい

という保護者の要望にそえればというふうには思う。

　また、30日の説明会のときの保護者の意見等については、こちらの方で集約をして

委員の皆さんの方にもお話をさせていただきたい、報告をさせていただきたいと思っ

ている。

　こども園については、先ほど課長からも話があったように、今のところ施設的にも

地理的にもこの新居幼稚園しかできないということだけはご了解いただきたいと思う。

漏れ聞こえてくる中には、たとえば岡崎幼稚園があれだけ大きいからこども園にして

はどうかという話もないわけではない。ただ、施設的にかなり老朽化していることも

あり、もう一つは先ほど課長が言ったように近隣に岡崎保育園があり、ちょっと離れ

ているが微笑保育園も同じ地域にあるということを考えると、なかなか岡崎幼稚園を

こども園化して保育園児を受け入れるというのは難しいと考えている。これは、私の

個人的な思いである。同じ地域に保育園が共存することになると、公立の保育園では

なく私立の保育園であるので、一度協議をするということが事前に必要になってくる

のではないかと思う。

　よろしければ次に、「「すくすく子育てママ応援読本」の作成・活用について」事

務局の説明を求める。

(社会教育課長)　社会教育課で「すくすく子育てママ応援読本」を平成26年度、作成

した。家庭教育力の向上を図るために、これからの子育てにかかわる保護者の手引書

として作成した。当初は、小学校６年生までを網羅しようと考えていた。しかし、予

算的にも40ページを基本としており、そうすると盛り込む内容が薄く、バラバラに

なってしまうこともあり、小学校に上がるまでのお子様を対象にした応援読本という

形で作らせていただいた。中を見ていただければ分かるのだが、なるべく短い言葉で、

なるべく絵を入れた形で、若いお母さんに少しでも見ていただけるようなカラフルな

冊子にさせていただいた。

　この活用方法として、まず幼稚園、保育園、こども園の保護者全員に配ることとし

ている。その中で幼稚園、保育園については幼児教育課に相談の上、個人懇談のとき

になるべく手渡しで配っていただくことにしてある。その他ふたば学級、家庭教育学

級の中で、保護者を対象に配らせていただいている。ブックスタートにおいては、な

るべく第１子を対象に配っていただく形にしている。公立の幼稚園、保育園の教職員

の方にも１冊ずつ配布する形にしており、3,000部のうち今社会教育課の手元に残っ



ているのが300か400ぐらいになっている。

　家庭教育学級の中央研修は今まで１回しかやっていなかったが、３回に増やさせて

いただき、この本を題材にして少しずつ内容を勉強し、その後保護者の皆さんでグ

ループワークをしていただく機会を設けさせていただいている。

　また、外国人向けのものも必要ではないかということで、自前の印刷にはなるが、

国際交流協会と市民協働課と調整して翻訳し、外国の方たちにも見てもらえるような

ものを作っていきたいと考えている。

　以上。

(山下教育長)　委員の皆さんの意見を伺う。

　昨年度この作成に取り掛かり、基本的には１年かけてこれを作成し、これから活用

方法等をもう少し考えていかなければいけないと思っている。親御さんがいつも持っ

て参考にしながら子育てをしていただければいいというつもりで内容を工夫して作っ

た。ただ、その分非常にアラカルトな内容になっているので、今後第２集を作るとか

これを改訂するとかというときには、もう少し使いやすいような形にできたらと思っ

ている。

(飯田委員)　こういうことが家庭の中でうまくいけば、その後の小学校へ上がってか

らの授業とか生活などにもいい効果が出てくるのではないかということで作られたと

いうことか。

(山下教育長)　そういうことである。私自身がこの仕事に就いていろいろな子どもを

見ていく中で、私自身がずっと向き合ってきた高校生ぐらいの年齢になってしまうと、

もう自分が気付かない限りはちょっと難しいという部分はある。そういう意味ではお

母さん方にアプローチすることによって、生まれたばかりの乳児から、ちょうど基本

的なことをいろいろ身に付けていく就学前の子どもたちの生活習慣というのが一番大

事なのではないか。だから、お母さんが意識して子どもに向き合ってくださるという

ことが、湖西市内の子どもの成長を促進するのではないかと思い、本当に基本的なこ

と、たとえば何時までに寝かせよう、それはこういう理由からであるという形で、た

だこうしようというだけではなくその理由も含めてお母さん方に理解していただいて、

子どもに接していただくというようなスタイルをできるだけ採ったつもりである。こ

れを全て実施したからどうかというとなかなか難しいのだが、一つでも二つでも子育

ての参考にしていただければ違ってくるのではないかというふうに期待はしている。

(飯田委員)　子育て祖父母応援読本もほしいかなと思う。結構今、祖父母が見ている

パターンも多いのではないかと思う。

(山下教育長)　どなたが見てくださっても結構だと思う。本当は「パパ」も必要かも

しれない。

(飯田委員)　目にするところに、施設に置いてあるといい。

(山下教育長)　どなたが接しても、基本的には同じ内容であるので、代表である「マ

マ」をここに入れたが、「ママ」に限らず、ぜひ皆さんも「お父さんも読むといい

よ」というふうに言ってくださればと思う。

(飯田委員)　毎年発行されていくのか。

(山下教育長)　本年度については予算立てをしていない。できれば、ブックスタート

時――要するに乳児のときのお母さん方には毎年配りたいと考えており、そういう形

で積み重なっていけば毎年そんなにたくさん必要とはしないだろうと思っている。今

回初めてであり、０歳児から１歳児ぐらいまでを対象にしているので、かなりの数が

必要になってきたという段階である。

(柴田委員)　母子手帳と一緒に渡してあげればいいのではないか。



(山下教育長)　今、紹介にもあったように、いろいろなところでこれをテキストにし

ながら講演、お話という形で広めていこうというような取組をしているので、ママに

なる前に読んでもらう取組として検討させていただく。

　よろしければ最後に、「アメニティプラザ指定管理者の公募について」事務局の説

明を求める。

(スポーツ推進課長)　現在、アメニティプラザは、平成22年度に１回目の公募を行い、

平成23年４月１日から株式会社コナミスポーツ＆ライフと東海ビル管理株式会社の共

同企業体に指定管理者制度を利用して管理運営をお願いしている。本年度末をもって

５年間の運営期間を終了するため、平成27年度中に次期の指定管理者を選定する必要

がある。

　そのために、７月１日から湖西市のウェブサイトに掲載して８月21日までの期間を

設けて事業者等を募集する。７月16日に現地説明会を行った後、質疑を受け付け、そ

れに対する回答を行い、８月21日の締切日までに提案をしていただくということにな

る。９月中旬頃に、プロポーザル方式により指定管理者候補者選定委員会において優

先交渉権者と次点交渉権者を選定する。10月上旬に優先交渉権者と仮協定書を締結し

て、12月議会に議案を提案し議決をいただきたいと思っている。その後、12月下旬ま

でに本協定書を締結する。もし、指定管理者が現在と異なる者となったときには、平

成28年１月から３月までの間に事務引継ぎを行っていただく。指定管理者の運営期間

は、平成28年４月１日から平成33年３月31日までの５年間となっている。

　指定管理者の主な業務としては、まず、利用の許可、料金徴収業務である。ここで

徴収した利用料は、指定管理者の収入となる。次に、施設利用者の利便性向上に資す

る業務である。現在行われている利便性向上に資する業務としては、アメニティプラ

ザへの巡回バスということで、入出方面、新居方面から２ルート、自主運行でバスの

運行を行っている。それから、夏休み期間はプール利用者が多いため、休みなしで営

業している。次に、施設、設備、備品等の維持管理及び修繕に関する業務については、

施設、設備、備品等の維持管理に努めていただき、修繕に関することも指定管理者に

お願いしていく。次に、事業計画及び事業報告に関する業務のうち、事業計画につい

ては毎年２月末までに、事業報告については月次報告にあっては月末から２週間以内

に、年次報告にあっては年度末から２週間以内に提出してもらうようになっている。

　指定管理者が行うことができない業務は、市長のみの権限に属する業務として掲げ

た業務である。また、指定管理者の委託料の算定は、維持管理費等の運営費から施設

運営収入を差し引いた額を基本とし、事業者から提案のあった金額を基に、毎年度業

務開始までに、市と指定管理者が事業条件等を考慮し協議の上決定する。

　以上。

(山下教育長)　委員の皆さんの意見を伺う。

(柴田委員)　ここで働いている人は、指定管理者から給料をもらっているのか。

(スポーツ推進課長)　通常、事務所に男性が２人いるが、その人がコナミの社員であ

る。女性の方は、社員ではないが、指定管理者が雇っている。

(柴田委員)　指定管理者の収入としては、施設の利用料しかないのか。

(スポーツ推進課長)　利用料と、自主事業の開催が可能であり、水泳教室、健康づく

り教室、ヨガとか体操教室とかダンス教室とかそういった自主事業を有料で実際に

行っており、それが収益になる。

(柴田委員)　維持管理の修繕の費用は、どこが払うのか。

(スポーツ推進課長)　平成23年度から平成26年度までの実績を見てみると、おおむね

平均して1,000万円の修繕を行っている。今回も、修繕については1,000万円を限度と



するという条件を付けたいと思っている。それを超える修繕については、指定管理者

の方でここを直したいという部分があっても、基本的には行えない。

(柴田委員)　その1,000万円までは、誰が払うのか。

(スポーツ推進課長)　指定管理者が、指定管理料に見込んでいただく。

(柴田委員)　市で払うということか。

(スポーツ推進課長)　そういうことになる。

(柴田委員)　運営する費用で給料を払い、そこで黒字になった部分はどうなるのか。

(スポーツ推進課長)　黒字になれば、指定管理者の収益になる。

(山下教育長)　ただ、収益が多い場合は、市の方にその収益分について還元するとい

うことになっている。

(スポーツ推進課長)　そういう決まりもある。

(山下教育長)　一定の枠について、指定管理者の収益になる。一定以上の収益が出た

場合は、市の方に還元するという形になっている。

(柴田委員)　応募者はたくさんあるのか。

(スポーツ推進課長)　今回についてはまだ分からないが、前回は５、６組から提案が

あった。

(飯田委員)　選ぶ際には管理料の高い安いもあると思うが、計画を見た上で検討して

いくということか。

(スポーツ推進課長)　金額も一つの検討事項だが、運営方法とか、地域貢献について

どういったことを考えるかとか、モニタリングも行ってもらうのだがそのモニタリン

グについてどう考えるかとか、そういうもの全体を考慮して選定委員会で点数を付け

てもらい、得点の多いところに決定することになる。

(柴田委員)　指定管理者を入れた方が、市としては運営しやすいということか。２、

３人であれば、市の職員を回すという形にはならないのか。

(スポーツ推進課長)　市の職員では、教室などを開くのはなかなか難しい。人件費も

高い。

(柴田委員)　市でやった方が人件費が高くなるのか。

(スポーツ推進課長)　高くなると思う。

(佐原委員)　指定管理者が替わると、自主事業で現在開催しているダンス教室などが

変わるということか。

(スポーツ推進課長)　自主事業の教室については、大体２か月ぐらいのサイクルと

なっている。２か月間、週１回で８回という形でやっている。

(山下教育長)　指定管理者が替わっても、そういう教室というのは継続されるのかど

うか。

(佐原委員)　きっと変わるということだろう。その指定管理者が自主事業としてそう

いうものをやっているということは、また新しい指定管理者が考えた自主開催のもの

になるということだろう。

(山下教育長)　ただ、今もそうなのだが、きっと市民の要望等を聞きながら、一番希

望されているものを教室として開催していると思うので、ダンスを継続してほしいと

いう市民の声が多ければ、おそらく指定管理者が替わっても教室が継続されるという

可能性があると思う。

(飯田委員)　現在、特にコナミさんと東海ビル管理さんの運営ということで何か困っ

ていること、苦情が来ているということはないか。

(スポーツ推進課長)　小さな苦情は、ないことはない。私が来てからは、お風呂に対

する苦情が１件。それはお客さんが使いにくいというような苦情であり、その辺は利



便性向上のために、少し修繕を指定管理者にお願いした。それからもう一つ、駐車場

に無断駐車されては困るからということでロープを張ってくれと言われ、駐車場を

しっかり閉め、使っていないときには使われないように指定管理者にお願いした。そ

ういった苦情も少しあった。

(山下教育長)　あとは施設の形態等で問題の発生する部分もあり、これは指定管理者

に係る部分ではない。そういう問題も、報告としてはこの３年間に幾つかあった。

　本日の案件については、これをもって全て終了した。これにて、平成27年６月湖西

市教育委員会定例会を閉会する。

閉　会　　　午後５時17分終了


