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 那珂市議会教育厚生常任委員会記録 

 

開催日時 平成 29 年６月 30 日（金） 午後１時 

開催場所 那珂市議会全員協議会室 

出席委員 委員長 古川 洋一  副委員長 筒井かよ子 

     委 員 大和田和男  委  員 冨山  豪 

      〃  萩谷 俊行    〃   君嶋 寿男 

欠席委員 なし 

職務のため出席した者の職氏名 

     事務局長 寺山 修一  事務局次長 清水  貴 

次長補佐 横山 明子 

会議事件説明のため出席した者の職氏名（総括補佐以上と発言者） 

     副市長 宮本 俊美   保健福祉部長 加藤 裕一   

     こども課長 大森 晃子 こども課長補佐 片野 弘道 

     子育て支援Ｇ長 会沢 正志 

会議に付した事件と結果概要 

付託案件 

     （１）認可保育所の設置・運営者の新規公募（プロポーザル）実施について 

         結果：執行部より報告を受けた 

     （２）調査事項「教育環境への支援」について 

         結果：午前中の校長会役員との懇談及び小学校の視察を終えての感想、今

後の調査内容について意見交換を行った 

     （３）議会報告会での意見等の対応について 

         結果：正副委員長から報告 

    開会（午後１時00分） 

委員長 皆様こんにちは。 

本日は教育厚生常任委員会を開催するにあたりまして、ご多用のところご参集いただき

ましてありがとうございます。 

委員の皆様におかれましては、午前中に引き続きということになりますので、よろしく

お願いいたします。簡単ですがご挨拶に代えさせていただきます。 

ご連絡いたします。 

会議は公開しており、傍聴可能といたします。 

また、会議の映像を庁舎内のテレビに放送いたします。 

会議内での発言は必ずマイクをご使用いただき、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願い
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いたします。 

携帯電話をお持ちの方は、電源をお切りいただくかマナーモードにしてください。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はおりません。 

定足数に達しておりますので、これより教育厚生常任委員会を開会いたします。 

会議事件説明のため、副市長ほか関係職員の出席を求めております。 

職務のため議会事務局職員が出席しております。 

ここで副市長よりご挨拶をお願いいたします。 

副市長 改めましてこんにちは。 

教育厚生常任委員会へのご出席お疲れさまでございます。 

本日は、執行部のほうから認可保育所の公募につきましてご説明させていただきますの

で、よろしくご審議のほどお願い申し上げます。 

よろしくお願いいたします。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

これより議事に入ります。 

認可保育所の設置・運営者の新規公募（プロポーザル）の実施についてを議題といたし

ます。執行部よりご説明をお願いいたします。 

こども課長 こども課からは私と外２名が出席しております。よろしくお願いいたします。 

では概要についてご説明いたします。 

このたび市内において民間認可保育所の設置について、新規公募をプロポーザル方式に

より行うことになりましたので、ご報告申し上げます。 

那珂市では、平成28年度、29年度と２年連続して待機児童が発生しております。これを

解消するためには、やはりもう１園、保育所が必要なのではないかと考えました。 

これから出生数は減少すると言われておりますが、今後ますます女性の社会進出が進み、

就労する女性の数は増え、保育需要は大きくなってくると思われます。 

昨年度、一部の保育所で増築を行ってもいただきましたが、それでもまだ待機が出てい

る状況です。 

資料の中段ですが、そこに那珂市待機児童の現状についての表を掲げております。 

今年度４月１日現在の状況ですが、正式に国、県に発表した待機児童数は６名となって

おりますが、私的理由、つまりこの保育所以外は入所しませんというような方ですね、そ

う言って待っているような方を含めると、実は35名ほど待っている状況です。この35名の

うち、約６割が菅谷地区の方です。 

選定内容についてですけれども、事業者選定の公募の方法は、プロポーザル方式により

行います。提案内容や財務状況等を総合的に審査した上で決定し、その後、市と協議を行

うという形です。 

定員は101名から130名です。この枠というのは、補助基準額の枠からとったものです。 
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先ほど申し上げた35名という数字からは大分多いと思われるかもしれませんが、実は那

珂市から他の周辺市町村、例えば東海村、ひたちなか市、水戸市などに入園している児童

も多くおりまして、他市町村の利用が70名を超えている状況です。 

周辺市町村でも待機児童を抱えている状況ですので、もう那珂市からの児童はお断りを

せざるを得ないという状況に、いつなるかもわかりません。そういったことを勘案します

と、また、保育所が充実していれば、他市町村から転入してくるというようなことも考え

られますので、定員100名以上は欲しいなと考えて、この枠の101から130人といたしました。 

設置場所につきましては、菅谷地区、菅谷竹ノ内にいたしました。先ほど35名の方が入

所を待っている状態ですと申し上げましたが、このうち６割以上が、実は菅谷地区にお住

まいの方です。 

また、入所申請時には申請書というものを書いていただくわけですが、第１希望から第

５、第６と記入してもらうんですが、まず大体の方が書くのが菅谷地区の保育園、菅谷保

育所とか、かしま台保育園を第１希望として書いてくるのが実情であります。このように、

一番住民からの要望のある地区で募集をかけたいと考えました。 

次に補助金についてですが、待機児童が発生していることから、保育所整備交付金の中

でも特別に待機児童加速化プランという特別な補助金が使えます。これは待機児童解消の

ために、国が自治体が行う保育所の整備といった取り組みに対し支援するもので、国補助

の割合を高くして、市の補助率が軽減されるというものです。 

具体的には国補助が２分の１のところを３分の２出してもらえます。市補助が４分の１

のところは12分の１まで軽減されます。 

今後のスケジュールについてですけれども、７月に子ども子育て会議を開催し、その席

上で、今回の保育所公募についてお話しし、10月からはお知らせ版やホームページに掲載

して周知を図り、公募を開始します。 

募集期間は10月から12月です。12月中旬には募集を締め切り、後半には選定委員会を行

い、平成30年度の予算計上に向けての事務を行っていきます。 

２月には県に補助金の事前協議書を提出し、３月には教育厚生常任委員会で委員の皆様

に公募の結果を報告させていただければと思います。 

４月に補助金の内示を受けまして、工事に着手してもらい、平成31年４月には開所する、

こういった内容のスケジュールでございます。 

また、選定委員会の設置を行いまして、公平な選定を行い、副市長や関係部長、学識経

験者、福祉関係の方などを委員とする構成を考え、そういった委員会を設けた上で、公平

な選定を行っていきたいと思っております。 

説明は以上になります。よろしくお願いします。 

委員長 執行部からの説明が終わりました。 

質疑ございませんでしょうか。 
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大和田委員 認可保育所１カ所、定員が101名から130名ということなんですけども、土地の面

積はどのぐらい必要なんですか。 

こども課長 正確には申せませんが、大体5,000平米程度は目安として考えられるのではないか

なと思います。園庭を設けなければいけないこと、また駐車場なども入るのかなと思うと、

厳密ではありませんが、そのぐらい広い敷地は考えたほうがいいかなとは思っているとこ

ろです。 

委員長 ほかにございますか。 

君嶋委員 ただいま5,000平米ということですが、平米より私は何坪で言ってもらったほうがわ

かりやすいんですよ。すみません。 

こども課長 申し訳ありませんでした。 

3.3でざっくり割ってみましたが、1,515坪ぐらいになるかなと思います。 

君嶋委員 そうすると、この公募を10月に開始ですよね。そのときに、1,500坪のスペースのあ

る土地を公募する、計画する方は、結局借りるか自分で持っている土地しかないですよね。 

この５反歩というその土地を本当に見つけられるのかっていうのが、この菅谷、この地

域でね。ちょっと私不安なんですけど、その点どう考えてますか。 

こども課長 そうですね、地図などを見ますと、確かに中心部は住宅街で引き占めております

けれども、もうちょっと、同じ菅谷地区の中でも、まだ畑や山林となっている所の敷地は

あるのではないかなと考えます。 

保健福祉部長 ただいまのご指摘のとおり、なかなか10月からぽっとやっただけでは探すのも

いろいろ、見つけるのも本当に大変だと思いますので、できれば子ども子育て会議が７月

にありますので、会議が終わった後ですね、詳細は書くことはできないんですけど、大体

概要的なことを書いてこういう形でやっていきますというような形の広報は流せれば流し

ておいたほうがいいのかなというふうには考えていますので、そのあたりもやっていきた

いなと思っております。 

君嶋委員 いや、それはわかるんですけど、ただ３カ月ぐらいでそれだけの場所というのが、

山とか畑はありますと言ったって、これからその後すぐ交渉したりとか計画していかなき

ゃならないでしょ。 

計画出すときには、その土地が借りられるか、見つかるか、本当にあるのかなと思うん

ですよね、もう逆を言えばちょっと疑いたくはないんですけど、もうそういう土地がどこ

かにあって、そういう話をしてるのかなっていうふうに思うんですね。 

以前もこの近くにもそういう一回保育園の建設予定という土地も出てきたことがあるん

ですけど、そういうのを考えると、何かもうどこかにそういう土地がありきで、きてるの

かなと思っちゃうんですよね。 

だって正直これだけのスペースの山とか畑がすぐに見つかりますか。私は不安に思うん

ですけどね、その辺どうかな、どう考えているのかもう一度お願いします。 
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子育て支援Ｇ長 お答えします。 

先ほど課長のほうからも話がありましたが、菅谷地区に関しても、調整区域の場所とか、

あと市街化でも比較的バイパスから東側については、畑とか、あと山林とかっていうとこ

ろで、まとまった土地の取得というのも、まだまだ可能かなっていうところで私どもは認

識していまして、今回、先ほど部長のほうからも話がありましたが、事前にそういった情

報等は、話した中で、用地の確保については当然公募する方がお願いする形で対応してい

きたいと思っております。 

以上です。 

君嶋委員 そうするとバイパスから東側っていう方面に大体そういう動きというか計画になっ

ちゃうのかな。そういうことはないでしょう、まさかこちらで、この地域だってどこか畑

があれば、そこで希望する人も出てくるだろうし、そうですよね。 

子育て支援Ｇ長 例えというか、バイパスから東側が比較的空いているという話なんですが、

決して場所的なものは、菅谷地区、竹ノ内地区という中での区切りはさせていただくんで

すが、場所についてはその地区について、どこでもあれば特段こちらとしては規制は設け

ないような形になるかなと思います。 

以上です。 

君嶋委員 はい、わかりました。 

ただ、今現在もう既に民間でやってる保育園もその周辺にということ、考慮するとか、

そういうことはないですか。 

近くでも場所があればもうそこに。計画が、それで通るか通らないかはわからないです

けど、そういうのも結構ありきかなって思うんですけど。 

結局民間の保育園があっても、まだ足りないからもう一つこうやって、プロポーザルで

募集してつくろうとしているわけだから、そういうのが周りにいや、うちのほうで近くに

あるのにっていうことは、問題が起きないですかってことです。 

こども課長 すぐ近くに保育園が二つ並んでできてしまう、極端な話、そういうことが起きな

いのかということだと思うんですけれども、例えば、隣接してたとしても、問題にはなら

ないかなと思います。 

菅谷地区ではやはりそれだけ需要があるわけですし、どなたも、もう本当に菅谷の保育

所に何とか入りたいということで、要望が多いわけですので、近くになってもそれは構わ

ないと思っております。 

冨山委員 ちなみに選定委員会を設けるということなんですけど、選定委員になられる方って

いうのは、どのような方がなられるんですか。 

こども課長 まだ具体的にはこれからですが、委員長には副市長、そしてそのほか、保健福祉

部長、企画部長など、そういった関係部長を入れます。それから学識経験者、それと、福

祉関係の代表者などを入れていこうと思っております。 
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また、財務のほうにも詳しい者などを入れていきたいなと考えております。 

委員長 ほかにございますか。 

副委員長 今菅谷地区にこだわるというが、固執して菅谷地区でということでおっしゃられて

おりますが、もし仮に菅谷地区で見つからなくて、例えば五台地区あたりは菅谷に隣接し

てますので、五台地区あたりでこういう件があるんだけどっていう申し出があった場合は、

考慮はされるのでしょうか。あくまでも菅谷なんでしょうか。 

こども課長 申しわけありません、今回の応募につきましては、菅谷地区ということで、線を

引かせていただきたいと思います。 

また、ほかのところにも、五台だけじゃなくて、じゃ横堀はどうなんだ、あそこはどう

なんだ、近いぞというような話で、そうしますと線引きが非常にあいまいになってしまい

ます。今回は菅谷地区ということに限って公募してみたいと思います。 

委員長 ほかにございますか。 

すみません、私から。 

この前事前に説明で私は聞いてるんですけど、他の方は聞いていらっしゃらないんで、

市内の既存の保育園ですか、そういったところとのお話がされているのか、今回の公募は

市外も含めてですよね。 

その市内の業者の方とのお話とか、協議とか、そういったことがされているのかという

ことをまず教えてください。 

こども課長 はい、申し上げます。 

実はですね、皆様にお話し申し上げる前にやはり保育所、現在保育所を行っている方に

も、１園保育園ができるということは、運営についても、これからの方針についても非常

に影響を与えることですので、この市内で保育所をやってらっしゃる方、そういった事業

者の方には、１園設ける予定だということはお話は実はしてあります。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それともう１点、先ほど近くに例えば保育園が二つできても、具体的に言いますと、例

えばかしま台保育園のすぐ隣に保育園ができてもとか、問題ないという先ほどの答弁はそ

ういうことですよね。 

何かいくり苑さんのところに企業型の保育園ができましたよね。あれはなぜ企業形にな

ったんだっていう話で、わたしもちょっとこれは人から聞いた話なんですけど、かしま台

保育園さんが近くにあるから、企業型にせざるを得なかったんだみたいな話を聞いたんで

すけど、それは事実なんですかね。そういうのはないということなんですかね。 

こども課長 申し訳ございません、今の話は私初めて聞くお話でございます。 

去年、一昨年あたりですか、内閣府のほうでですね、企業型保育園っていうのが大分叫

ばれ始めまして、私どもも急な始まり方だったので、余り知識がなかったところ、急な始

まり方で内閣府のほうで始まりました。 
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実際、あそこは老人ホームか何か経営なさってますよね。病院なんかを営んでるところ

ももちろん対象になるんですけれども、まず自分の従業員を確保するために、それには保

育するところが必要なので、保育園をつくりたい。 

でも、今までのやり方ではなくて、もっと有利な方法で国からも補助金を入れてやる方

法があるよと、その枠内の50％以下に地域枠というのを設けて、今どこでも保育園が不足

しているので、そういうふうに地域に貢献してもらえるような枠を合わせてつくっていた

だけるのであれば、補助金の仕組みに乗って運営ができますよというのが、去年おととし

あたりからですかね、急に内閣府のほうの主導で始まったものです。 

恐らく、そちらの企業の方は、そういったものが始まるということを耳にして、また、

自分の働いている従業員の方にも保育が必要だということで、これはいい制度だというこ

とで始まられたのかなと思っておりました。 

先ほどのご説明のかしま台保育園の近くとか、そういった影響とかというのは初めてお

伺いした内容でございます。 

委員長 わかりました。 

あと先ほど私もやっぱりどうしても気になるのは、本当に竹ノ内地区にこれから買うに

しても借りるにしても、これから土地を探すわけですよね。事業所さんは。 

既に持ってる方は別でしょうけど、本当に竹ノ内地区で、一番地価が高いところで本当

に見つかるんだろうかって、菅谷地区じゃないですよね、竹ノ内地区ですよね。 

こども課長 菅谷も入ります。 

委員長 ああ、ごめんなさい。菅谷も入るんですね。 

じゃあ寄居とか堀ノ内とか東組のさらに東側、いわゆるひたちなかに近いほうとかもオ

ーケーということなんですね。 

こども課長 はい、そのとおりでございます。 

委員長 わかりました。ありがとうございました。すみませんでした。 

今回きょうこの日に委員会でご説明したいというのは、公募がもう10月から始まるので、

その前に広報を当然しなければいけない、あと部長が先ほどおっしゃったように、これか

らそれに向けてのまた話し合いもしなければいけないので、きょう緊急性があってのご報

告ということなんですよね。 

こども課長 はい。もううちのほうでは、１園やりたいという気持ちが強く固まりましたので、

初めは９月にご報告ということを考えていたのですが、これを皆様、一番の重要である教

育厚生常任委員会の皆様にできればもう少しお話したほうがよいのではないかと考えてい

たところです。 

もし機会があるのであれば、もう進む方針が私どもで決定いたしましたので、いち早く

お耳に入れておいたほうがいいのではないかということで、６月30日、本日教育厚生常任

委員会が開かれるということをお聞きしまして、では、ぜひ説明させてほしいということ
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で申し入れさせていただきました。 

委員長 はい、わかりました。 

もう１点、これ公募して、応募がゼロだった場合というのは、どうなりますか。 

こども課長 今回はあくまでも、菅谷地区、竹ノ内に限って、これでやってみようという意思

が強いものですから、もし期限までに全くゼロだったといった場合には、仕切り直しかな

と。また改めて方策を考え直さなければいけないのかなと思っております。 

委員長 もし応募がゼロだった場合には、菅谷地区からもうちょっと広げてみようかとか、あ

とはその他もろもろいろいろ検討されて、もう一度、一から出直しということなんですね。 

こども課長 いろいろなことを改めて検討し直します。 

ただ地区について、では広げるかというのは、ここではちょっと明言はできません。ま

た再び菅谷地区になるかもしれませんし、そこら辺はちょっと今のところ、明確なお答え

は控えさせていただきます。 

委員長 でも、一から出直すにしても、待機児童が既にいるわけですよね。のんびりはやって

られないっていうお気持ちなわけですよね。 

こども課長 できるだけ早く対処していきたいなという気持ちには変わりはございません。 

委員長 もう１点、無認可保育所との関係もちょっと教えてもらっていいですか。無認可保育

所を増床するとか、何かそういう定員をふやすとかっていうことは不可能なんでしょうか。 

こども課長 無認可保育所、いろいろなところが那珂市の中にもありますけれども、まず、な

かなか、今回の募集に当たっては、どうしても保育にはある程度広い保育室、それから園

庭が必要かなとは考えております。 

ですので、どこの認可外保育園も増築すれば対応できるのかなということは、その立地

条件といいますか、建てる状況によらないと、はっきりとは申せないかなと思います。 

委員長 はい、わかりました。 

君嶋委員 最後に28年、29年年度で待機児童が出て、もう何としてもこの菅谷、竹ノ内地区に

保育園をつくりたいということで決まったということですよね。 

そうすると、既にそういう中で、民間でつくりたいなっていうか、やりたいとかそうい

う話ってのはもう既に耳に入ってるとか、そういうことはないですか。 

こども課長 まだ耳には入っておりません。ただ、こういうお話を市内の保育園を運営してい

る方には、先ほどもお話ししましたように、話をしました。 

そうしましたら、それはどういう状況でやるのかとか、どのくらい敷地面積が必要なの

かなとか、そういった問い合わせは出始めていることは事実でございます。ただ明確な、

応募するというようなことはまだ聞いておりません。 

君嶋委員 そうですよね、多分もう既に今までやっていた保育園には、こういうことで計画が

ありますと伝えれば、そこの保育園、またそういう関係の人たちはもう早いですから、そ

ういう話は自然と広まっていくと思うんですよね。 
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そういう中で何件かが、プロポーザル方式に申し込んで来るかというのはちょっとわか

らないですけど、やっぱりもう既にそういう計画をしてくるところあると思うんですよね。 

やはりさっき言った土地の確保というのはまず一番大事だと思うんで、ですから大体動

きが出てくるのかなって、こちらはそう思っちゃうんですけど、これは来てもちゃんとこ

のとおり予定で、申し込みを受けてやってもらうのに、きちんとあとはチェックしてもら

えればいいかと思うんですけど。数多く申し込み希望者がふえることを期待したいと思い

ますね。 

以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

最後に１点だけお願いというか、今世間を騒がせているような、具体的な名前は出して

はまずいでしょうから、そういうようなことにはくれぐれもならないようにね、公平公正

にお願いしたいということだけお伝えしておきたいと思います。 

それでは質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。執行部はご退席願います。お疲れさまでした。 

こども課長 どうもありがとうございました。 

     休憩（午後１時25分） 

     再開（午後１時26分） 

委員長 それでは再開いたします。 

続きまして、調査事項「教育環境に対する支援」についてを議題といたします。 

それではまず、本日の懇談、それから学校の視察を踏まえまして、皆様から感想でも結

構ですけれども、ご意見をいただきたいと思います。 

それをいただきましてさらに、今後こういうことを研究していきたい、またはこういう

視察をしたいというような話になっていくかと思いますので、ご意見のほうをお願いをし

たいと思います。 

それぞれ感想でも結構ですので、お１人お１人からお願いをしたいと思いますので、よ

ろしくお願いいたします。まとまった方から言っていただければ結構です。 

大和田委員いかがでしょうか。 

大和田委員 朝一の校長会の役員の皆様との懇談なんですけれども、校長先生らの考えという

のは、どちらかというと人的要因、やっぱり教員の負担軽減ですとか、あとはやっぱり通

常授業に対する本当に人的な支援がここ那珂市では急務なのかなと感じた次第です。 

また、その後、横堀小、菅谷小と回ったんですけども、オープンスペースということで、

各校それぞれ特徴があって、行かなければわからなかったなということが、多々ありまし

て、横堀小はね、簡易的に塞げたりもできるのかなとかって考えたり、また菅谷小はちょ

っと大分オープンもオープンすぎて、どのようにしていいのかわからないっていうのもち

ょっと、菅谷小には様々な切実に困ってることという書類はいただいたんですけれども、
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まあたくさんあるなというところで、今後もどういったふうに検討したり、あとは多分オ

ープンスペースもはやりだったと思うので、それを例えば閉じていったような例なんてい

うのも、今後も研究していったらいいのかななんて思いました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

冨山委員、いかがでしょうか。 

冨山委員 私も大体同じ意見なんですけど、やっぱり十何個もオープンスペースに対して弊害

だって、これだけデメリットが並んでるわけですから、やはりあのスペースを閉じて、や

っぱりもう少し学習しやすい環境をつくってあげるっていうのも大事なのかなと。 

また、トイレに至っては、見たとおりの本当にすぐ何かしらの対策をしてあげなければ

いけないのかなっていうのは感じましたね。 

あと、人的要因っていう部分では前回、委員長が一般質問されました、用務員さんの問

題というのがやっぱり、学校長が草刈りしてるっていうのはやはりよくはないと思います

ので、ぜひともいろんな対応の仕方はあると思うんですよね。 

そういう人的配置っていうのも、できる限り、教育環境を整える意味でも協力していき

たいなと、議会を通して協力していきたいなとそのように感じました。 

調査研究に関してはまた後で。 

委員長 とりあえずきょうの感想ということで。 

萩谷委員いかがでしょうか。 

萩谷委員 そのとおりだと思うんですけども、やはり校長会の先生方、やっぱり人手というか、

生活学習指導員の増員とかね、また用務員の配置をとか、いろいろこうありますけども、

やはり先生方の考えもあるんでしょうけれども、私は一つは用務員なんですけど、昔私ら

のころはもう各学校にいたんですよね。 

その後ね、やっぱり校長先生も結構私、ＰＴＡやってたころに校長さん、教頭さんなん

かと一生懸命草むしりやったり、いろいろやっている姿を見て、子供もその気になるのか

なっていうような指導のしかたもあったような気がするんですが、ただ現在は先生方は本

当に忙しいみたいでね、いろいろとね。本当に手が回らないというような状況だと思うん

ですけども。 

終わってから大和田委員とも話したんですけど、一つ例えば小中学校一貫ですからね、

そこに１人でも配置すれば、やっぱり五つですか、そうすると５人、それを５日間の間に

回ってもらって、いろいろなことをやっていただくという形なんかも方法はあると思うん

ですよね。 

そういう形でこの用務員の配置なんかはやっぱり、積極的に執行部に要望していっても

いいのかなと思っております。 

あとは登下校の危険性とかいろいろありますけどもね、これはどこの学校でもあると思
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うんですけども、いずれにしてもそういう用務員とか、何と言ってもあとは小学校ですけ

れども、横堀小はどうにかなると思ったんですが、菅谷小はあまりにも初めて行ってみた

ら、ああいうふうになっているとはわからなかったものですからね。 

十幾つもこれだけ問題点が出るというのは、改築っていうか、するのも大変かなと思う

し、これはやっぱりある程度少し時間をかけても、新規に校舎を建てかえるとか、何かし

らちょっと、トイレの問題もありますよね。 

あれはちょっと難しいなと思ってね、菅谷小の場合は本当、教育厚生の中で建て替えを

含めた少し検討をしていったほうがいいのかなっていう感じはしましたね。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

君嶋委員いかがでしょうか。 

君嶋委員 今回初めて、私たち委員会が市内の学校に出向いて施設を見る、また学校長の役員

の先生と、生の声を聞いていろいろと懇談するというのは、本当に初めての試みの中で、

すごく現状を感じさせていただいたなっていうのは、やってよかったなと思いますね。 

特にやはり、皆さん意見が出た、人的要因の確保、指導員、指導者、そしてまた用務員

と、そういう方が本当に必要だっていうのも、皆さん、校長先生はじめ意見をいただいた

んで、今後そういうのも課題の一つになってくるかと思いますし、学校内の施設のオープ

ンスペース、これについてもやはり、現実、本当に行ってみていいのか悪いのか、本当に

メリットデメリットは感じるものを受けたんで、とにかく委員会が外へ出向くっていうの

がまずよかったというのも感じさせていただきました。 

その中で、今後のいろんな学校支援にプラスになるんではないかなっていうことで感じ

させていただきました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

副委員長いかがでしょうか。 

副委員長 私も君嶋委員がおっしゃったように、今回校長先生方と直接にお話しできたことが

大変よかったなと思います。 

入学式とか卒業式で先生方にはお目にかかるんですが、ここまでいろんな話までは普通

しませんので、きょうは本当によかったと思います。 

その中で、やっぱり先ほどから出てますが、人的支援ということで、用務員っていうの

はやっぱり必要だなと思いました。 

校長先生どなたかちょっとお名前は覚えていないんですが、同じその公共の施設なのに、

公民館とかこういうところはちゃんとその管理する、草とか木とか管理する人がいるのに、

何で学校は、校長や教頭がやるんだろうってちょっとおっしゃってましたが、なるほどと

思いました。 
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やっぱり、そこまで先生が草刈りまでとか、学校の周辺までされていては、教育現場で

あって、子供たちの教育にも差し障ってくるでしょうし、先生が忙しくなる一つの原因だ

なっていうのが、思いました。 

それとタブレット活用ということでＩＣＴのサポーターがこれから常時欲しいというこ

とでしたので、これもなるほどこれからの学校には必要なものだろうと思いました。 

あとやっぱりフリーの仕切りのない教室があるというのを今まで私は知らなかったもの

ですから、きょう実際に見てみて、なるほどと思いまして、これでは授業に気が入らない

んじゃないかと思いますので、その当時ははやっていたのかもしれませんが、今後学校か

らも多分、仕切りの話は出ているんだろうと思いますので、そっちのほうは、議会として

も応援していきたいと思います。 

あとは危険箇所ということで五台の校長先生がおっしゃっていましたが、そういうとこ

ろはたくさん市内にはあると思いますので、その辺も、なかなか思うようにいかないって

いうお話でしたが、議会のほうでも、努力して解決できればいいなというふうに感じまし

た。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

それでは、先ほどから用務員さんの配置というお話が出ておりますが、私の一般質問の

答弁では、用務員を配置していない市町村は、茨城県では四つしかないと。していないと

ころはですよ。 

そのうちの那珂市が配置されていないということも考えて、これ単なる予算がないとか

っていうことでは済ませられないんじゃないかなっていうふうに私は思ってるんですね。 

だから、筒井副委員長からもお話出ましたように本庁舎の方は皆さんやっていただいて、

その分予算を学校に回してやりたいぐらいの気持ちがあるんですが、ちょっとそれは乱暴

な言い方ですけれども、何らかちょっと考えてやらないと、ただ金がない、那珂市は金が

ないではこれ済まない問題なのじゃないかなっていうふうに私は思っております。 

いずれにしても生活指導員、学習指導員、それからＩＣＴサポーター等のやはりその人

的配置については、これは予算が絡むことですけれども、その辺がね、県からの予算がな

かなか市町村に回ってこない。 

仕事は回ってくるけど金が回ってこないっていうのが現状というもあるので、なかなか

難しいかとは思うんですが、やはりあとは学校長会としてね、校長会として教育委員会に

要望されることもありましょうから、それらも踏まえて、その辺の中身もまた改めて機会

があれば確認させていただいて、それも踏まえてやっていったほうがいいのかなと思いま

す。 

それと、壁のオープンスペースの件は、これ多分那珂市だけじゃなくてほかにも当時は

やりという言い方はおかしいかもしれませんが、そういう時がありましたから、ほかの市
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町村でもそういったところがあって、現時点で困っているというか、そういうところもあ

るのかなと。だから逆にそういうところを、今後の話になりますけど、視察とかいうふう

なのも考えてもいいのかなっていうふうに思いますね。 

いずれにしても、教育環境というと幅広いですから、私がきょう校長先生方にお話しし

た、詳しくは言いませんでしたけども、先生方の環境、例えば、東海村で８月のお盆に３

日間完全閉庁にしますよっていう、あれなんかも職員の負担軽減ということだと思います

し、そういったことも、別にその教育環境というのは、人的なものとか、施設どうのこう

のということだけじゃなくて、教える先生方の環境も整えてあげたいっていうのもありま

すから、非常に幅が広いんですけれども、そういったことも含めて、あと事前に事務局の

ほうからいただいております、トイレの和式洋式の問題、部活動の問題等々ですね、いろ

いろあるかと思いますので、今後この視察とかいう話になってくる場合に、ある程度やは

りどうしても絞らざるを得ないのかなっていう気がしておりますので、そういったことも

含めて今後の話として、また皆さんからですね、何かご要望等があれば、お伺いしたいな

というふうに思っています。 

できましたらば、８月17日に委員会っていう話をしましたよね。８月17日に次の委員会

を予定しておりますので、そのときには、視察地とか、視察日時、場所等についても決め

ていけたらなあなんていうふうに思っているもんですから、その17日のときにやっても多

分まとまらないと思うんで、きょう皆さんのほうから何かご要望、今後の進め方について

ですね、ご要望をお聞かせいただければ一番いいのですが、少なくとも８月17日のときで

はもう間に合わないので、８月17日までの宿題という形にせざるを得ないので、できまし

たらきょう今後のことについてご要望があれば、ご意見があれば、ぜひお伺いをしておき

たいんですけども、いかがでしょうか。 

先ほど今後のことっていうことで、お話しされたのはどなたでしたっけ。今後のことと

して、ありましたら。 

大和田委員 きょうのきょうで見てきたので、これがあれがという感じではないんですけども。 

委員長 ごめんなさい、途中で。例えばオープンスペースの件とか、部活動の件とか、大ざっ

ぱでもいいので、これとこれについてはぜひ今後さらに深く進めていきたいと、勉強した

いっていうのがあれば、それを挙げていただいてもかまいません。 

大和田委員 そうしますと先ほどの午前中の最初の校長会の話の中にも出ていたと思うんです

けども、教員の負担軽減の措置として、外部から部活動しかり、ＩＣＴの教育しかり、生

活学習指導員しかり、その外部から入ってくる人を含めた教員の負担軽減というのを率先

しているような自治体があったら研究もしたいなというのと、あとまたその先ほど言った

オープンスペースを閉じて、今まで開いていたけど今度は閉じてよかったとか悪かったと

か、そういったのが、勉強できる場所なんかもあればいいかなと思います。 

以上です。 
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委員長 はい、ありがとうございます。 

冨山委員いかがでしょうか。 

冨山委員 前も申しましたとおり、部活動の顧問というのは、外部指導員が認められるように

なって、幅がかなり広くなって、いろんな方がなっている例っていうのが多分あると思う

んです。どういう基準でやっているのかというのも、勉強したいことなんですが、外部指

導員もそうだし、先ほど大和田議員が言った、外部から来てもらって、ＩＣＴのサポータ

ーなんかもやっている、そんなのも先進的にほかから教員として以外ですか、学校の先生

以外の方が学校に入ってきてうまくいっている例なんていうのも見てみるというのもいい

のかなと思います。 

委員長 ありがとうございます。 

萩谷委員いかがでしょうか。 

萩谷委員 全くその通りでとりあえず全部が全部一気にはできないので、やはりオープンスペ

ースを閉じたというか、直したというところがあれば、視察に行って、それがどういう効

果が出たかとか、いうことをまずやったりも必要なのかなと。単なる閉じればいいという

のではなくて、そういう検証もしてから、執行部に言うのには、ある程度自分らでそうい

うのを検証してみてからのほうがいろんな面で見てきたこととか、いい悪いもあるでしょ

うから、いろいろできるのかなと思いますよね。 

それとあと配置の問題もありますけども、やっぱりできるだけ用務員の配置はね、やっ

ぱりこれなんかは特に早速希望してもいいことだと。執行部に対してはね。これは何も視

察する必要はないような部分ですから、用務員の配置なんかは。 

やっぱりお２人が言ったように一気にはできなくても、どれを優先するかによって、そ

れは委員長と副委員長で決めていただければいいわけですので、順序を追って一つ一つや

っていけばいいのかなと思いますよね。 

委員長 はい。君嶋委員、いかがでしょうか。 

君嶋委員 先ほどから言ってる、その人的関係は予算とかいうことなんで、予算の要望をもう

一度教育委員会を通して上げてもらう。 

そういうものを既にもう実際は上げているかもしれないんで、何度かは。 

ただそれが財政のほうで通らなかったかもしれないので、それはこれからまだ要望を議

会も通したり教育委員会とやってもらうと。 

ただ感じたのは、これからオープンスペース等の施設、これは多分その時代時代で多分

どこの市町村でもやっていることはあると思うんですね。 

その中でやはり改善をしているような学校もあると思うんで、大変でもそういうところ

をちょっと情報収集して、実際オープンスペースを今度はね、普通教室のように改修して、

子供たちがどんなふうになったかとか、そういうのがわかれば、そういうのもちょっと知

りたいなと思いますね。 



 - 15 - 

やはり学校施設、子供たちが使いやすいようなトイレもきょう見てきたらちょっとひど

いところもあったんで、そういうのも早急に直すとか、ほかの学校の施設はどうかなって、

もう一度ほかを見るのも、いいかなと思いまして、そういうところが視察できれば、ぜひ

行ってみたいなと思います。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

副委員長いかがでしょうか。 

副委員長 私も同じようなことなんですが、きょう見てきたそのオープンスペースの閉じ方、

今後閉じていく方向ということと、合わせてそのほかにも教室の使い方も、ちょっとほか

の学校も見てみたいと思います。いろんな教室の使い方はあると思うので、空き教室に限

らず、どんなふうに、うまいこと使ってるところが、あったら見てみたいなと思います。 

以上です。 

委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

それでは、本日またはこれまで、いろんな部活動の問題もしかり、いろんな問題が出て

ますので、それをちょっと１回箇条書きっていうかね、こんなものが今まで出ましたよね

というのをつくっていただいて、その中からオープンスペースとか、少し絞って探してみ

てという形でよろしいですかね。 

その辺はちょっと一応私ども正副で話をして、その後皆様にご提示差し上げたいと思い

ますが、それでよろしいですか。 

  （「はい」と呼ぶ声あり） 

委員長 わかりました。そのようにさせていただきますのでよろしくお願いいたします。あり

がとうございます。 

続きましての議題ですけれども、議会報告会での意見等への対応についてを議題といた

します。 

おとといの全員協議会で議会報告会での意見交換の内容が配布されました。その中で当

委員会所管の部分についての対応を協議したいと思います。 

お手元に資料がいっているかと思いますが、教育厚生常任委員会の関連としましては、

遠距離通学について、小中一貫教育の学園名について、それから幼稚園の統合についてと

いうような、大きくこの三つが質問といいますか、ご意見を賜ったわけですけども。 

これについてじゃ、恐れ入りますが副委員長のほうから、こういう質問が出てこのよう

に回答しましたというような部分で、一度ご説明いただけますでしょうか。 

副委員長 教育厚生常任委員会の質問ということで、これ三つとも24日、よこぼりの報告会の

ときに受けた質問でございます。 

ここに書かれている、全くこのような形で質問を受けまして、小学生の通学路が長い、

遠距離歩くのは大変だということで、この方は、歩くのは体によいという考えが示された
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ことがあるというのは、個人的なことなんですが、これ私以前に一般質問で、うちのほう

の、遠いところから通っていることについての質問をしたときに、執行部で遠くの距離を

歩くのは体によいというような答えがあったのを覚えていらしたのかどうかわからないん

ですが、そのことを言ってるんです、ここは。 

それで通学に時間がかかるのは今の時期大変じゃないかということだったものですから、

委員会で再度話し合って、執行部と相談したいということでお答えしてまいりました。 

それともう一つ、この小中一貫教育の学園名について、これは委員長このときはいらっ

しゃらなかったので、ちょっとよく把握されていらっしゃらないと思うんですが、正直の

ところ、私この方の質問が、なかなか意図がちょっと把握するのが難しかったものですか

ら、何かごちゃごちゃ言った割には大したこと言わなかったかなと考えているんです。 

この方は五つの小中一貫校の名前が決まってるんだけど、これはあくまでもその那珂市

だけであって、外には通用しないだろうと。そういう通用しない名前をつけて、どうする

んだみたいな話をされたものですから、これは小中一貫校のことについて質問されたのだ

ろうということで、その意味ということで、中１ギャップとかいうのを取り払うために、

そういう小中一貫校ということで進めておりまして、名前はそのために、校舎は別々です

けども一つの学園ということでつけましたというようなお答えをしたのですが、ちょっと

ここは納得していただけたかどうか不安なところなんですが、このような答えになりまし

た。 

それと、幼稚園の統合についてまさしくこのとおり、新しく市立幼稚園ができるんであ

れば、現在の幼稚園の跡地はどうするんだろうということで、質問を受けましたので、こ

れもちょっとそのときは私もまだわかっておりませんので、今後協議してまいりますとい

うことで答えてまいりました。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

それで、このような質問があって、そのように副委員長のほうで答えていただいたので、

これが初日、１日目の質問だったということで、２日目、私が説明する番ということで、

同じ質問が来たときにね、どのように答えたらいいんだろうと自分で考えてもわからない

部分があったので、副委員長からお話聞いて、その日のうちに教育委員会に行って確認し

てきたんですね。 

もしこの同じ質問が出たらどういうふうに答えればいいんだろうということで、私なり

にお聞きしたことをちょっとお伝えしておきますと、遠距離通学者に対してスクールバス

をという１番目の件。スクールバスをとは言ってないのかな。 

遠距離通学で何か問題ないのかというようなことだと思うんですが、スクールバスのこ

とだと私は思ったんですけども、そういったものの運行ができないのかということだとす

れば、答えは検討する、なんですけれども、筒井議員の一般質問にも、無理ですと答えて

るんですよね。 
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ですから、執行部からは、引き続き検討はするものの、現時点では考えておりませんと

いうお答えを執行部からいただいておりますという答えでいいんじゃないのかなというふ

うに思っています。執行部も特にこれについてそういうお考えは現時点ではないようなの

で。 

それと小中一貫の学園名。学園名というのは、小中一貫の象徴としての通称なんだと。

つまり正式な学校名ではないんですね。ですから、通称として何々学園、そのあとに続く

のが正式な学校名、つまり那珂市立何々小学校、那珂市立何々中学校、というのが正式な。 

でもって、本来学校の名前というのは、学校規則とかあとは学校の設置及び管理条例だ

ったかな、いわゆる設管条例において本来は定めてある、もしくは学校規則で定めている。 

ですけどもこの学園名は定めてないんだそうです。ですから、定めたほうがいいのかど

うかも含めて、今後、教育委員会では検討するというようなお話でございました。 

ですから現時点ではこの質問者がおっしゃるように、外には通用しないわけですよね。

正式なものではないから。そういうものを使ってること自体がどうなのかというご質問な

んだとすれば、それが通用するように条例または学校規則等で定めたらいいのかというこ

とについては、今後検討し、課題として考えているということであります。 

幼稚園の統合については、菅谷西、五台、横堀、菅谷、芳野の今５園が市立幼稚園とし

て運営されているわけですが、基本的に借地については返す。市有地については、地域と

相談、検討し、例えば現在の菅谷幼稚園で言えば、ひだまりの駐車場が足りないとか、そ

ういった要望もあるので、ひだまりの駐車場として整備するとか、そういったことも、今

後検討していきますということであります。 

額田の幼稚園については現在更地になりましたけれども、市民協働課で自治会等と検討

し、コミュニティー広場としてつまり、駐車場、またはトイレ、それからグラウンドゴル

フなどができるようなというようなことで考えているということであります。というよう

な答えがございました。 

ですから、今ここでいう議会として、この委員会としてまとめなければいけないという

答えになったのではないかなっていう気はいたしますが、いかがでしょうか。 

副委員長 借地というのはどこの幼稚園になりますか。 

委員長 菅谷幼稚園は半分が借地だという話でしたね。菅谷幼稚園全体の敷地がありますよね。

その半分が借地で、半分が市有地。だから、市有地の部分については、ひだまりの駐車場

等で考える、借地の部分については返す。所有者にということですね。 

どこの園が借地でどこが市有地なのかというのは、ごめんなさい、私は確認してきませ

んでした。 

いかがですか。こういう回答でよろしいんですかね、委員会としてまとめるというのは。

今言ったようなことで。 

だから、今の古川の調査では不十分だろうと、市民に説明がちょっとできないだろうと
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いうことであれば、こんなこと調べておいたほうがいいんじゃないとか、いうのがあれば、

これを議会だよりにまた載せるんでしょう。 

ですから、こうだろうっていうのはできませんから、言えませんから、きちんとした文

書なりで出して、それに対する回答をもらっておくとか、そういうこともあると思うんで

すが。 

大和田委員 この議会だよりは、次号じゃないですね、次々号ですよね。次々号に回答するわ

けで、今の古川委員長のでオーケーだと思うんです、回答としては。 

細かいところはあったにせよ、回答になってるかと思うので、これで。 

紙面上も、多分あと３件でしたっけ、なので紙面上もちょうどいいのかなと思います。 

以上です。 

副委員長 私もそのように思います。今お答えいただいたので、回答は十分かと思います。 

委員長 いかがでしょうか。 

萩谷委員 例えば幼稚園の件、市有地とあと借地があると、細かくどこの幼稚園がと書く必要

はないと思います。だから、結局、市有地はその後、検討して使っていくし、借地は返還

するということで十分じゃないかと思うので、さっきのあれで私はいいと思います。 

委員長 よろしいですか。はい、わかりました。 

じゃちょっとその辺を要点まとめてきちんと、Ｑ＆Ａの形にもう一回つくり直してお出

ししたいと思います。 

そういうことでよろしいですかね。 

じゃ、対応についてはそのように決定いたします。 

それでは、以上で本日案件はすべて終了いたしました。 

以上で、教育厚生常任委員会を閉会といたします。 

次回は８月17日でございます。通知がいくと思いますので、予定のほうを入れておいて

ください。よろしくお願いいたします。 

以上でございます。お疲れさまでした。 

閉会（午後２時00分） 

 

   平成２９年８月１７日 

    那珂市議会 教育厚生常任委員会委員長 古川 洋一              


