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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８月 17 日（木） 午前 10 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 

     議 長  中﨑 政長   事務局長 寺山 修一 

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      教 育 長 大縄 久雄 

教育部長 高橋 秀貴      保健福祉部長 加藤 裕一 

学校教育課長 小橋 聡子    学校教育課長補佐 渡邊 勝巳 

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 

     （１）公立幼稚園建設事業の進捗状況について 

        結果：執行部から説明を受けた 

     （２）那珂市保育所設置・運営者募集要項について 

        結果：執行部から説明を受けた 

     （３）調査事項「教育環境に対する支援」について 

        結果：視察内容、日程等について協議 

   開会（午前９時59分） 

委員長 皆様おはようございます。 

本日は、教育厚生常任委員会にご参集いただきまして、まことにありがとうございます。 

お暑うございますというご挨拶をしようかなと思っていたら、本当にお寒うごさいます

になってしまいまして、寒いから逆に体調を壊すということもあるでしょうから、職員の

皆さん、また議会の皆さん、健康管理には十分ご注意いただいて、これからまた９月定例

会もございますので、それに向けてお仕事をがんばっていただきたいなというふうに思い

ます。 

後ほど教育長のほうからもお話があるかもしれませんが、今のところ学校での子供たち

の大きな事故というのは耳に入ってきておりませんけれども、何よりかと思います。 
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きょうは公立幼稚園建設事業と那珂市保育園設置運営者の募集要項についてご報告があ

りますので、重要案件でございますので、慎重審議のほうをよろしくお願い申し上げまし

て、ご挨拶に代えさせていただきたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。 

それではご連絡いたします。 

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使用し、質疑答弁の際は簡潔かつ明瞭にお願いいたしま

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いただきたいと

思います。 

ただいまの出席委員は６名であります。欠席委員はございません。 

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、教育長、外関係職員の出席を求めております。 

職務のため、議長及び議会事務局職員が出席しております。 

ここで議長よりご挨拶をお願いいたします。 

議長 改めましておはようございます。 

ただいま古川委員長のほうからお話がありましたとおり、本日は重要な案件でございま

す。慎重なるご審議をお願いしまして、挨拶といたします。ご苦労さまでございます。 

委員長 ありがとうございました。 

続きまして副市長よりご挨拶をいただきたいと思います。 

副市長 おはようございます。 

本日の教育厚生常任委員会、ご出席お疲れさまでございます。 

本日、執行部からの協議案件２件でございます。よろしく審議のほどお願い申し上げま

して、挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

委員長 続いて教育長よりご挨拶をお願いいたします。 

教育長 改めましておはようございます。 

おかげさまで夏休みも順調に進んでおりまして、残り２週間となりました。 

先ほど委員長さんからもご報告ありましたように、委員会のほうへも子供たちの大きな

事故等の報告はございません。９月１日、子供たちが元気な姿で登校してくれることを願

うばかりでございます。 

本日は、公立幼稚園の基本設計が出来上がりましたので、それについて慎重なる審議の

ほうをどうぞよろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

委員長 ありがとうございました。 

それではこれより議事に入ります。 
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１番、公立幼稚園建設事業の進捗状況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。 

学校教育課長 学校教育課長の小橋です。外１名が出席しております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

では那珂市立公立幼稚園基本設計について、資料に沿って説明してまいります。 

本日ご説明する内容、大きく２件ございます。 

まず資料の１番、基本設計につきましては、本年２月から関係者とともに、検討を重ね

てまいりました。 

また７月31日に小中学校等建設準備委員会を開催しまして、承認されましたので、本日

ご報告する次第です。 

また２番の公立幼稚園運営方針についてですが、今回４つの取り組みを新しい幼稚園の

特色として掲げることといたしました。 

あわせてご説明申し上げます。 

以上２件の説明に入る前に新しい幼稚園の概要について、改めてご確認いただきたいと

思いますので、次のページをごらんください。 

まず１番の建設予定地ですが、市役所北側セブンイレブンの交差点から入って高速道路

との間の山林になっているところになっております。 

２番、概要の①のところですけども、定員は210人、４歳児、５歳児とも３クラスずつの

６クラスという規模になっております。 

②の運営ですが、通常の保育と預かり保育を現在と同様の時間で実施いたします。 

③施設の規模につきましては、この後基本設計の中であわせて説明したいと思います。 

それでは基本設計の説明に入りたいと思います。 

Ａ３の資料がその後ろについていると思います。２枚ございますが、まず１枚目のほう

が全体の配置図、２枚目が園舎の平面図になっております。 

まず１枚目の配置図のほうでご説明いたします。 

全体の敷地面積は9,440平米で中央に園舎、北側に92台分の駐車場、南側に園庭を配置し

ております。 

園庭のほうは2,875平米の広さで、中心に75メートルのトラック、周辺には遊具やプール

スペース、倉庫を配置しております。 

南側の民有地との境には植栽を施す予定でおります。 

敷地西側、左手のほうですが、市道になっております。 

朝夕の送り迎えの車がふえることから、周辺の住民から要望がございまして、歩道を整

備することとしております。 

セブンイレブンのある県道の交差点から北上しまして、高速道路の側道までの間を整備

する予定でおります。 
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続いて、園舎のほうの説明になります。 

こちらは２枚目の平面図のほうでご説明いたします。左手のほうが職員室などがある管

理棟、右手のほうが保育棟という構造になっております。 

まず保育棟のほうからご説明します。 

保育室は４歳児５歳児合わせて６クラス分、６室ございます。 

１部屋約70平米で広さはこれまでの幼稚園の1.25倍、小中学校の教室と同じ程度ござい

ます。各教室を南側のデッキでつなげておりまして、保育室と保育室の間にはトイレがあ

ります。これはデッキからも入れるようにしてございます。 

廊下を挟んで北側に読み聞かせができる図書コーナーがございます。 

その右に遊戯室、こちらはステージを含めて約300平米ございます。 

遊戯室左手のグレーの色になっている部分は、デッキになっておりまして、遊戯室手前

の中庭とともに、屋根はつけないで、明るさを確保できる空間となっております。 

左手の管理棟のほうの説明をいたします。 

まず水色に染まっている部分です。こちらは昇降口につながる屋根つきのエントランス

になっています。子供たちは北側の駐車場から入りまして、ここを通って昇降口から園舎

内に入るという動線になっております。 

昇降口の南側、下手ですね、そこには職員室、その左隣に預かりをする保育室、上手の

トイレを挟んでＰＴＡの方も使える会議室がございます。 

その他倉庫、配膳室、更衣室、多目的トイレを含む大人用のトイレなどを北側に配置し

ております。 

大まかですけれども、幼稚園の基本設計については以上のとおりです。 

続きまして、新しい幼稚園の運営方針のほうの説明に入ります。 

資料は一番最後のＡ４の１枚のものになっております。 

公立幼稚園の運営方針として、質の高い幼児教育を提供し、保護者のニーズに即した特

色ある取り組みとして、４つの方針を掲げたところです。 

補足ですけども、これらを決定するに当たりましては、幼稚園の教職員とともに検討を

重ねたほか、ニーズを把握するために、保護者アンケートやＰＴＡ総会時の説明会、あと

はＰＴＡ役員との懇談会などを通していただいた意見、ご要望などを参考にしながら反映

したものとなっております。 

それではまず１番の幼・保・小学校との連携になりますが、公立幼稚園としての最大の

強みは、小学校との緊密な連携や交流が図れることと考えております。 

幼児期の生活から学校での生活に円滑に接続させることは、学校教育のスタートとして

大変重要ですので、幼稚園と保育所等との横の連携を図りながら、同時に小学校との定期

的な交流活動を通して、縦の連携を図っていこうと考えております。 

また、幼稚園・保育所と小学校の教職員間の連携としましても、入学前後に情報交換の
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拠点となることで、育ちの過程や、いわゆる小１ギャップといった課題等について、情報

や対策の共有を図っていけると考えております。 

２番のＡＬＴと英語を楽しむの項目ですが、今後の学習指導要領の改訂により、小学校

低学年から外国語活動が導入されますので、それを踏まえた取り組みとなっております。 

現在もＡＬＴの先生が各幼稚園で年に数日程度、英語の活動を行ってくれておりますが、

園が今回１カ所になることで、週に１回、年間にしまして30日程度は英語と触れ合う機会

が確保できると考えております。 

３番の外部専門講師による体育活動ですが、近年子供たちの体力や運動能力が低下する

傾向にある中、遊びながら楽しく体を動かす、いわいる運動遊びが重要視されております。 

国からも運動が好きな子供を育てるという方向性が出されておりまして、現在でも幼稚

園ではカリキュラムとして、鬼ごっこなどの遊びを通した運動を行っておりますが、そこ

に専門家の指導を加えることで、さらにバランスよく、そして効果的に運動能力を向上さ

せることを目指すことといたしました。 

４番の給食の提供です。 

保護者からの要望も多かったものです。 

幼稚園の職員からも子供の栄養バランスを考えると、給食はぜひ取り入れていきたいと

いう意見もございました。 

開園時には、まずは外部業者に委託する形で、また提供の回数も毎日となると保護者に

は費用の負担も大きくなってきますし、手づくりのお弁当を持たせたいという意見も少な

からずございましたので、給食と弁当の併用で当初は始めていきたいと考えております。 

運営方針につきまして、説明は以上です。 

最後に今後の予定について若干触れます。 

資料の最初のページにも記載しているんですれけども、本日ご説明申し上げた基本設計

や運営方針の内容につきましては、保護者への説明会を実施したり、また市のホームペー

ジを通して、特にこれから幼稚園への入園を考えている市民の方に広く情報提供したいと

思っております。 

また基本設計につきましては、建設予定地の近隣住民の方を対象に、今後説明会を開催

する予定です。 

説明は以上です。 

委員長 はい、説明が終わりました。 

質疑に入りたいと思います。質疑ございませんか。 

委員の皆さん、今初めてこの運営方針も含めて、初めてごらんになったと思うので、す

ぐにちょっと質問が出てこないかもしれませんけど、この運営方針を今ここで確定という

か、定めるのは、先ほどちょっと説明で若干触れたと思いますが、保護者の説明会等があ

るということなんですが、31年開園ですけれども、30年に入園される子が年長になるって
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いうことね、つまり30年度はまだそれぞれの幼稚園ですけれども、31年度の開園時にはこ

こにみんなまとまって入るということですね。 

ですから30年度の入園のときに、保護者に対するこの説明が必要になってくるというこ

とで、今定めたいんだというような話を事前に伺っておりますので、そういったことも含

めて、皆さんのほうで質疑のほうをよろしくお願いしたいと思います。 

君嶋委員 ２点お伺いをいたします。 

説明の中の外部専門講師ということで、体育活動をこれから子供たちに、運動の好きな

子供たちを育てたいという話ですけれども、その外部から入れるっていうのは、早く言え

ば専門でしょうから、そういう医学的なスポーツをやっている大学とか、そういうところ

の講師を招くということで進めていくんですか。 

学校教育課長 現在考えてるのは、例えば民間の事業所でカワイさんですか、音楽とか体育活

動を指導してくださっている、そこから見積もりなどをとりながら検討をしてきました。 

そちらから講師の方を週１回程度派遣していただいて、月に４回実施していただくとい

うのを考えております。 

今ご提案のありました大学等との連携、それも今回、ふるさと大使の青山大使を通して

日大との連携なんていう話もありますけども、ちょっと遠いということもありますし、ま

た近隣の短期大学あたりとも、そういう案は検討の過程では出ておりましたが、そういう

のも今後の運用をしていく中での課題になってくるのかなとは思っております。 

当面はその事業者を考えております。 

君嶋委員 大学でスポーツ等を行っているところ、県内でも結構あると思うんですよね。 

筑波大さんもそうだろうし、あとは幼児教育の短大とか、そういうところの方も逆に幅

広く選定するのもいいのかなと。一事業者さんにこだわらず、ちょっとその辺は検討して

もいいのかなと私は思うんですけども。 

それともう一つ、給食について、やはり外部委託ということでお願いして、結局併用で

行うということですけれども、この委託業者というのはこれから選定するんですか。 

外でつくってお弁当として届けるのか、それとも中で食事をつくってそこで食べてもら

うのか、その辺をちょっと確認させてください。 

学校教育課長 外部委託ということで、幼稚園のお弁当を作成している事業者が幾つかござい

ます。東海あたりにもございます。水戸にもありますので、そのあたりからちょっと見積

もりを取りながら、内容の検討をしてきました。 

今回の幼稚園には調理室がございません。外部で製造したものを搬入するということを

考えております。 

君嶋委員 できればね、やはり小さいうちからそういう、外食ではなくて、本当はお母さんが

つくったお弁当を持って行くのがいいのかなって、できれば御飯だけでもね、おかずはと

もかくとしても、何かそういうのでちょっとつけて子供たちには与えたほうがいいのかな
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と私は思うんですけど、その辺はちょっと今後検討していただければと思います。 

学校教育課長 今回保護者アンケートで給食のことを質問しました。実際、毎日出してほしい

という方が多かったのは事実なんですけれども、それよりも週に何回か、手づくりのお弁

当を持たせたいという保護者も、やはり過半数いましたので、やっぱりすべて外食という

のも、私どもも今のところ考えておりません。 

やはりこの大切な幼児期の２年間ですので、お母さま方の気持ちもあると思いますので、

ただ先ほども申しましたが、やはり栄養のバランスを考えると、どうしても手づくりのお

弁当では偏る部分があるというのが現場の教職員の意見でもありました。そこは両方のい

い点を補い合いながら、提供することを考えております。 

委員長 ほかに質疑ございますか。 

大和田委員 建ててから使い勝手が悪いというのでは困っちゃうんですけども、設計の段階で

この設計事務所さん、実績なんかは、こういった公立幼稚園とかそういうのはありますか。 

学校教育課長補佐 今回設計を委託する前にですね、各業者さんのほうから入札に参加希望制

度をとらせていただきました。 

これには各業者さんの実績を出していただきまして、その実績を評点化しまして、その

実績のある業者のほうに指名をかけるというような制度をとった入札方式をとっておりま

すので、今回、設計落札されました桜設計さんは、過去に十分な実績を持っておりました

ので、今回の幼稚園の設計については問題ないというふうに考えております。 

以上です。 

大和田委員 はい、わかりました。 

ただこの預かり保育室って一つだけあったんですけど、今の現状の割合を考えて、足り

ているのかなと思ったりもしたので、その点も伺いたいのですが。 

学校教育課長補佐 今回基本設計につきましては、各幼稚園の先生方、各５園ありますので１

名ずつ代表に出ていただきまして、その実情を聞きながら、今回の設計のほうに反映させ

ております。 

その中で預かり保育の部屋の大きさとか、また各保育室につきましても、すべてご意見

をいただいた上で、検討した上の設計となっておりますので、現状としては問題がないと

いうふうに考えております。 

ただ時期によって、一時的にどんとふえるとか、そういう可能性もありますので、その

ときには遊戯室で対応するとか、違う保育室で対応するとかということも考えております

ので、現状としては問題がないというふうに考えております。 

以上です。 

委員長 ほかにございますか。 

冨山委員 近隣の住民の方への説明は済んでおられるということで、道路を広げて歩道スペー

スを確保していただきたいという要望があったと言いますが、音に対するお話なんかは、
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近隣の方から出ませんでしたか。 

学校教育課長 事前の説明では、こちらからもやはり最近こういう子供の施設をつくると、子

供の声を騒音ととらえる方がいるということで、そのあたりもこちらからお話は出しまし

た。特に子供のための施設なので、問題はないというお声をいただいております。 

冨山委員 もともと幼稚園があったところにうちが建つのではなくて、うちがあったところに

今度幼稚園がいくわけですから、その辺の説明をちゃんと、ここに木を植栽するっていう

ことなんで、それもまた一つの防音効果にもなるのかなと思いまして。 

あとこのオープンスペースのウッドデッキになるんですかこれ。 

ウッドデッキってよくうちの近くの方もやってる方がいるんですけど、結構屋根がない

と傷みが激しくて、やっぱり修理、塗装したりっていうのを結構頻繁にやっているって言

うんですけど、子供たちのあれだから大きくやったほうがいいのかなとは思いますけど、

お金がかかるのかな、修繕費用はまたという、そのちょっとした感想です。 

教育部長 地元説明会なんですけども、第１回目ということで、実際昨年ですね、12月７日に

開催いたしまして、周辺住民40軒程度に通知を出しまして、いらした方は十数名だったん

ですが、その中でやはり幼稚園ができて環境が変わるということで、若干不安はあるが、

子供たちのための施設であるので、これについては了承したいという話でございました。 

ただ今課長からも説明ありましたように、要望としてはその周辺整備ということで、歩

道とあと北側になるんですが、高速の側道の部分ですね、そこの道の整備を、若干広げて

ほしいという話がありましたので、まだ去年の12月の段階では、基本設計等できていませ

んでしたので、今回お諮りして、そのあとまた再度、住民説明会という形でご理解をいた

だいていきたいと考えております。 

以上でございます。 

委員長 ウッドデッキについては何かお考えありますか。 

学校教育課長補佐 ウッドデッキなんですけども、先ほど冨山委員がおっしゃいましたように、

メンテナンスのほうがかかるということがあると思います。 

その材質につきましては、状況によりますけれども、木製のものの中でも、耐食性の強

い、例えば第一中学校で使っているようなウッドデッキとか、あとまた樹脂製とか、その

ようなものもありますので、その辺は十分これから実施設計の中で検討した上で採用して

いきたいというふうに考えております。 

以上です。 

冨山委員 うちの地元の小学校が木造校舎なんですが、かなり木造にこだわっただけでやっぱ

り痛みがすごいので、長く使えるものをつくっていただきたいなと思う意味からの質問で

した。ありがとうございます。 

委員長 私の経験でも、しゃれた建物をつくると、できたときはいいんですけど、後からメン

テナンスが非常にかかってしまうとか、例えばガラスの天井なんかにすると、そこに上が
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るのでも足場を組んで上がらなくてはいけないとかね、意外と維持費が大変なので、その

辺も考えてつくっていただいているのかなっていう気はいたしますけれども。 

ほかにございますか。 

副委員長 私建物ではないんですが、この周辺の道路ですね。といいますのは、210名のお子さ

んを預かるということは、それなりに一斉に車で、バスは出さないんですよね、ですから

一斉に車で送ってくると思うんです。 

この駐車場その他は十分に検討されているとは思いますが、最初のうちは多分、混み合

ったりなんかするんじゃないかなと思いますね、その辺は十分に配慮されて設計というか、

見積っていらっしゃると思いますので、大丈夫かと思います。 

それが一つと、それからもし子供さんが病気になった場合、これは園のほうで、通常お

母さん方に連絡してお母さん来てくださいってなるんですが、そのお母さんがなかなかぱ

っと来れない場合に、どこかの病院と提携していて、一応そこに見せて、それでとりあえ

ず預かっているというような方法は考えていらっしゃらないでしょうか。 

その辺をお聞きします。 

学校教育課長補佐 まず交通渋滞の部分なんですけれども、先ほど申し上げましたように、当

初の段階、我々のほうでは一応想定はして、入り口も２方向からとれるとか、あとは信号

のある交差点を中心に出入りできるようにというふうには考えてはいるんですが、どうし

ても運営をしたときに、やはり保護者の方々、戸惑いがあるかと思いますので、その辺は

開園時に十分な指導と、あと保護者に対する説明を行った上で、渋滞とか、また近隣の方々

に迷惑のかからないような方法をとっていきたいというふうに考えております。 

あと、病気の部分なんですけども、今回幼稚園のほうなんですが、病児保育というもの

は実施しない方針でおります。ですので、基本はやはり病気とか熱が出た場合には、保護

者の方に迎えに来ていただくというような形になるかと思います。 

幸いにも今回建設する予定地のそばには、慶和病院が近くにもあるというところなんで

すが、ただこの辺はちょっと先生方が病院にかかることができるかとか、いろいろな問題

がまだ解決されてないところがあると思いますので、ちょっと今後の課題とさせていただ

きまして、ただ、現状といたしましてはやはり保護者の方々にお迎えに来ていただいて、

保護者の方々が病院に連れていっていただけるというのが原則と考えておりますので、こ

の辺は保護者の方々にご理解をいただくような形になるかと思います。 

以上です。 

副委員長 今の病気の場合のことなんですが、そうですよね、なかなか病児保育という形で預

かるのは難しいと思いますが、病気の場合、丁寧に対処していただければと思います。 

委員長 ほかにございますか。 

君嶋委員 あと１点をちょっとお伺いします。 

今後この市内の幼稚園が統合されるわけですよね。 
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それで一応定数210名ということで、クラスもできてくると、今現在の幼稚園の保育士さ

んの配分というか結局統合されて全員が新しい幼稚園に勤められるのか、それとも退職と

いうか辞める方も出てくるのか、その辺はどのようになっているのかお伺いしたいと思い

ます。 

学校教育課長 今現在職員数が34名おります。そのうち園長が再任用や嘱託になっております。 

今回新しい幼稚園ができるということで、園長、副園長、担任、副担任、学年主任等を

計上していきますと20人弱の体制になると考えています。 

現在いる職員はすべて、こちらのほうに移行するという形で、そのほかに現在でも臨時

職員、臨時講師で障がい児の加配であるとか預かりを担当する者がおりますので、そちら

のほうも必要に応じてそのまま継続を考えていきたいと思っています。 

以上です。 

君嶋委員 そうすると皆さん、職員として採用できるということでよろしいですか。 

園長さんなどは一つになりますから、その方は少なくなるかと思うんですけど、職員は

きちんと雇用の問題じゃなくても、新しくできたら、もうこの人数が20名になれば34名の

中で少し勤めたくても勤められないとか、そういう方が出てしまったんではかわいそうか

なと思うので、その辺はきちんとね、雇用については対応していただければと思うんです

けどね。 

学校教育課長 正職員は問題ないんですが、先ほど申しました加配の講師であるとか、預かり

をしてくださってる方は臨時の職員になっています。 

こちらは毎年支援を必要とする子供たちの数も変わりますので、それに応じて増減は実

際しております。半年なり１年の契約になっていますので、そのあたりは現在いる方の意

向を確認しながら進めたいと思います。 

必要に応じた雇用になっておりますので、ここで希望するすべてをという確約はできな

いかと思います。現状に合わせた形で雇用していきたいと思っています。 

委員長 よろしいですか。 

ほかにございますか。 

ちょっと私一つ、今気づいたところがあったもので、保育室と保育室の間にトイレがあ

りますよね。廊下じゃなくていわゆる園庭側にスペースがありますよね。 

いわゆる例の小学校の壁の問題、わかりますか。 

保育室と保育室の間にトイレがあって園庭側からいけるように見えるんですけど、壁が

なくて、その壁がなくてというその部分は、今小学校である壁の問題と同じになるわけで

すか、ここはドアがあるのかな。 

学校教育課長補佐 保育室とトイレのところの間ですけれども、こちらにはドアがつくような

形になります。 

空間があいたままになっていて、音の問題とかっていうわけではなくて、あくまでもド
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アは締められるような形になっております。 

また、幼稚園ですので、ある程度の音のにぎやかさというのは必要だとは考えておりま

すので、小学校とまたちょっと違うのかなというふうに考えているところです。 

委員長 にぎやかなほうがいいんですか。わかりました。 

ということは、トイレに入るドアではなくて、保育室から出るところにそれぞれドアが

あるよっていうことですね。 

学校教育課長補佐 保育室からトイレに入るところにもドアはございます。 

委員長 保育室から出るのにドアがあって、トイレに入るにもまたドアがあるということ。 

学校教育課長補佐 保育室からドアを開けて直接トイレに入れるというような形になっており

ます。ですからトイレ自体は廊下からも入れる、外の園庭のデッキからも入れる、教室か

らも入れるというな形で、すべてにドアがつくような形になっております。 

失礼しました。廊下側についてはドアがつきません。廊下は手洗いを越えたところにつ

いています。ですからすべてもうドアに囲まれているようなトイレになっています。 

委員長 線があって十字に入っているのがドアという意味ですね。 

学校教育課長補佐 はいそうです。 

委員長 わかりました。ありがとうございます。 

ほかにございませんか。 

副委員長 外壁の色はどういう色になるのでしょうか。 

学校教育課長補佐 現在のところまだ色のほうについては考えておりません。 

ただ地域に溶け込むというか、幼稚園なので明るくというのはあるんですけども、あま

りにも周辺にマッチしないというのはまずいのかなというふうに考えているところです。 

以上です。 

委員長 ほかにございませんか。 

なければ、質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。 

執行部は入れかえをお願いします。ありがとうございました。 

  休憩（午前10時34分） 

  再開（午前10時35分） 

委員長 再開いたします。 

続きまして２番、那珂市保育所設置運営者募集要項についてを議題といたします。 

こども課が出席いたしました。 

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。 

それでは、那珂市保育所設置運営者募集要項についてご説明申し上げます。 

前回の常任委員会では、待機児童対策として、認可保育所を新たに１カ所、プロポーザ
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ル方式により公募を行う旨を報告させていただきました。 

今回は事業者を募集するための募集要項をまとめましたので、その内容について報告さ

せていただきます。 

では、早速資料に基づき説明させていただきます。 

まず１番の募集の趣旨ですが、保育需要が高いため、認可保育所の設置運営を行う事業

者を募集すること、提案内容、財務状況等の審査、面接等を経て審査して、事業者が決定

した後、市と協議を行うこと、質問相談を受けること、応募に伴う費用は応募者の負担と

なることなどが書いてあります。 

続きまして、２番の募集内容についてですが、（１）募集施設及び募集対象地域は101

人から130人、菅谷、竹ノ内地区です。 

開所年月日は平成31年４月１日から、入所対象児童の年齢はゼロ歳から５歳、実施事業

につきましては、現在の公立菅谷保育所と変わらない午前７時から午後６時までと延長保

育、障がい児の受け入れ、そしてそれ以外での病児保育や一時保育への取り組みなどの積

極的な提案も受け入れるということが書いてございます。 

３番の応募資格としましては、現に、６人以上の利用定員で保育施設を運営しているも

の、税金の滞納がないこと、３年連続して損失を計上していないこと、直近２年間のうち

に、所轄庁の監査、指導検査で重要な指摘を受けていないこと、その他暴力団でないこと、

地域との信頼関係、社会福祉事業への熱意と実績、経営基盤及び社会的信望を有している

ことなどを挙げております。 

４番の整備予定条件ですけれども、取得見込みを含めた自己所有の土地もしくは賃貸借

の土地、第三者の抵当権がないこと、進入路の確保、建築基準法等の基準を満たしている

こと、開発行為が必要な場合は担当部署との協議を行うこと、災害への安全性、国県市の

条例等の遵守、近隣の住環境への配慮。 

最近では子供の声なども騒音というように苦情がくる場合もございますので、さまざま

な面から配慮は必要と考えます。 

５番の選定方法等ですが、評価基準により点数化し、評価に基づき業者を選定します。 

評価項目としては、保育に係る理念、方針について、運営計画及び資金計画について、

地域貢献や近隣住民等との関係性について、施設計画及び整備予定地、法人の実績、財務

状況についてです。実際にはこれらの項目を細分化して点数化して採点いたします。 

注意事項といたしましては、決定後原則辞退はできないこと、決定後の計画変更は原則

できないこと、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあること、場合によっては決

定事業者なしとするということもあるというお断りを入れておきたいと思います。 

６番の留意事項につきましては、施設整備に係る補助金等で整備の補助金が活用できる

のは、社会福祉法人、日本赤十字社、公益社団法人、公益財団法人及び学校法人というこ

と、あらかじめ近隣住民への説明を行っておくこと、違反行為があった場合の取り消し、
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関係者とのトラブルに対し、市は一切責任を負わないことなどが書いてあります。 

７番の提出書類につきましては、申請書、運営事業者の概要調書、土地の登記事項証明

書などが必要になってくるわけですが、こういったことにつきましてはその一覧をホーム

ページに、掲載してお知らせしたいと考えております。 

８番の応募手続につきましては、提出部数２部の提出、期限は12月20日までとしました。 

９番の応募相談及び質問の回答については、来庁またはメールで質問を受けつけること、

回答は11月８日までに市のホームページに掲載すること、受付期間は10月４日から10月27

日５時までということが書いてあります。 

10番のスケジュールについては、表のとおりです。 

10月から12月まで提出期限を設けて募集をかけまして、それを締め切った後、１月には

選定結果を出し、平成31年４月１日には開所する予定となっております。 

なお、次のページには応募者が受けられる補助金の目安となるよう、説明を載せておき

ました。 

委員の皆様に報告させていただきました後、来週中にはおしらせ版に事業所を募集する

旨の記事を掲載し、市のホームページは、この募集要項、提出書類一覧などを掲載してい

く予定となっております。 

説明は以上です。よろしくお願いします。 

委員長 ありがとうございました。説明が終わりました。 

それでは質疑に移りたいと思います。質疑ございませんか。 

君嶋委員 説明の中で、公募ということなんですけども、もう既にそういう問い合わせ等は来

ていますか。 

何か私らのところにも、保育園をつくるような話が結構、民間の保育園をやっている方

とか、いろんな方が、うちらのほうにまで話が聞こえてくるので、そういう問い合わせが

実際あるのか、ちょっとお伺いをしたいと思います。 

こども課長 お問い合わせと質問については、先日の常任委員会で申し上げましたとおり、面

積はどのぐらいなのかとか、どういった要件があるのかとかそういった問い合わせは来て

おります。 

君嶋委員 何件ぐらい来ているとか、そういうのはわかりませんか。 

こども課長 それについては具体的に何件というような数字を数えられる状態ではございませ

ん。 

委員長 ほかにございますか。 

１点だけ私から。 

先ほど募集内容のご説明で、菅谷保育所、既存の公立のとほぼ内容は一緒だということ

でしたけど、もう一度ちょっとそこを確認したいんです。 

こども課長 先ほど菅谷保育所という言葉と同時にお話ししましたのは、開園時間のほうの説
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明でございます。 

午前７時から午後６時の11時間を基準にするということで先ほどご説明申しあげました。 

この内容、ここの時間帯につきましては、既存の公立の保育所と同じという説明をいた

しました。そのことだけでございます。 

委員長 保育の午前７時から午後６時までというのが菅谷保育所と一緒だということですか。 

こども課長 そうです。 

菅谷保育所につきましては、なお延長保育といたしまして、午後６時から７時は延長保

育の時間帯となっております。 

今こちらで申し上げているのは、あくまでも標準時間認定の子の例でございます。 

委員長 はい、わかりました。ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

もう１点なんですけど、これ地区が限定されているわけですよね、菅谷もしくは竹ノ内

ということで、応募条件が、土地を所有しているか取得見込みということですよね。 

賃貸も原則認めないけれども、場合によっては認めるということですから、もう既に応

募のときに所有していなければいけないっていうことですか、原則は。 

こども課長 所有しているのが理想ではございますけれども、抵当権が入っていなければ、賃

貸借の土地でも大丈夫です。 

委員長 ということは、決定してから、応募のときにはまだ見込みだけども、決定してから取

得するっていう、それでもいいわけですよね。 

怖いですよね、決定する前に取得しちゃったら。 

こども課長 それでも大丈夫です。もちろんでございます。申しわけございませんでした。 

委員長 でも見込みが当然なきゃいけないということですよね。 

場所も出すんでしょ。菅谷の何番地とか。 

こども課長 はいそうです。 

図面と計画配置図とか、そういったものを応募するときには出してもらいますので、あ

る程度土地はここの位置で、配置はこうだということは出してもらいます。 

委員長 何か補足ありますか。 

子育て支援Ｇ長 今の土地の取得なんですが、土地の取得に関しては、見込みであるというこ

とでも、今回応募できますけれども、ただ地権者との同意書等ですね、そちらを添付書類

としていただくような形になりますので、そういう形で、公募のほうは行う形になります。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

君嶋委員 賃貸ではだめなんでしたっけ、前の説明では、土地を借りても、その契約があれば

大丈夫だと言ってたんですけど、その辺は変わったんでしょうか。 

子育て支援Ｇ長 今回賃貸でも可能でありますけども、賃貸で契約する旨の予定のですね、地
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権者の同意が必要になりますので、そちらを別途添付でいただくような形になります。 

以上です。 

委員長 同じ質問なんですけど、その賃貸の場合、賃貸契約ってどういう契約なのかよくわか

りませんけど、３年とか５年という賃貸契約では無理ですよね。その辺の条件はあります

か。 

子育て支援Ｇ長 おおむねですね、賃貸の場合は10年程度が契約の目安となるのかなと思いま

すので、例えば短期間での賃貸契約等ではなくて、10年程度の賃貸や契約及び賃借権の設

定ですね、抵当権、中の登記簿上の賃借権の設定等の必要はあると思います。 

以上です。 

委員長 明確な何年とかというのはあるんですか。その応募する要件として。 

子育て支援Ｇ長 賃貸の場合は、おおむね国のほうで賃貸の場合の基準というか、期間とかで

すね、そういったガイドラインというのは出されていますので、それに準じたような形に

なると思います。 

委員長 それは何年なんですか。 

子育て支援Ｇ長 確か10年だと思います。 

委員長 ということはそれは明確にうたったほうがいいですよね。 

必要がないのかな、ガイドラインに載っているということは。 

子育て支援Ｇ長 そうですね、土地の賃貸の場合については、不動産の貸与を受けて保育所を

設置する場合の要件緩和についてということで、要件緩和の基準に基づいた賃貸借契約を

してくださいというような記載を３ページのほうに、４番の整備予定条件の中にうたって

おりますので、賃貸の場合はそちらの要件を遵守するような形になりますので、大丈夫だ

と思います。 

委員長 ですから、そういうガイドラインを熟知しているものとしてという前提でということ

ですね。 

子育て支援Ｇ長 はい、そうでございます。 

委員長 ありがとうございます。 

ほかにございますか。 

君嶋委員 それでちょっと疑問なのは、土地をもし取得しないで賃貸でやった場合に、契約を

してその方が借りますよと言って申し込みをした。でも実際公募された中で、その申し込

んだ方がだめになったときは、その土地の賃貸はやっぱり白紙に戻してあげるほかないの

かな。 

その場合は、やはり契約上、皆さん貸しますよっていうことで契約して、上げてくるわ

けでしょ、この応募に。 

そしたら、その中で審査の結果で、お宅は外れましたって言われたときに、もう一回す

みません、お借りしようと思ったんですが、無理だったんでまた戻しますって言っても、
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ちょっとその辺がね、その賃貸の場合、個人的にその人の契約の中でどうなるかですけれ

ども、その辺がちょっと疑問で、だからもうどこか場所が決まってるような、そういう賃

貸の場合もここは大丈夫だっていうので、そういう感じにしか思えなくなっちゃうんです

けど、その点ちょっと確認させてください。 

こども課長 要項の５ページの中ごろのほうに、地域住民等への説明というのがございまして、

今回の説明は、那珂市保育所設置運営者の募集に応募するための事前説明であり、現時点

では整備が確定したものではない旨を十分に説明してくださいというのがあります。 

こういったことも、土地を賃貸借する場合にもその地主さんのほうによくお話ししても

らう必要があると思います。 

もちろん心情的には、せっかく借りてくれると思っていたのに、だめになってしまった

ということで地主さんのほうは、そういった問題はあるかとは思いますけれども、その点

については、借主と貸主で納得の上で応募していただきたいと思います。 

君嶋委員 申し込みする事業者とその土地を貸してくれる方のほうできちんと話をして、その

点はきちんとやってもらうということですよね。その辺は希望の事業者にきちんと説明し

てもらうほかないということですね。 

了解しました。 

委員長 今の件で、貸主、借主の関係だけじゃなくて、今度は近隣住民との問題も出てきます

よね。 

その民々で、いいよ、決まったら貸してあげるよという事前のお約束、口頭での約束に

なるんでしょうけど、決まった後に地域住民に説明したらば、今度大反対にあってしまっ

て、できなくなっちゃうなんてこともちょっとね、いろんな事例がありますよね。 

その辺はどうなんでしょうか。 

こども課長 やはりこの要項の５ページのところで、そこを読ませていただいたんですが、地

域住民等への説明ということがございます。 

ここに地権者並び近隣住民には十分に応募をする前に、ちゃんとそこら辺は説明してお

いてくださいよという文言をここで説明してございます。 

やはり今委員長おっしゃっていただきましたように、せっかく決まったのに、そこで反

対が持ち上がっては、これからのスケジュール、31年の４月に開所予定になっております

けども、そういったスケジュールにも狂いが生じてきますので、スムーズにそういった流

れもつくるためにも、こういった地域住民等への説明はしておいてほしいなという考えで

ございます。 

委員長 ですよね。ですから応募する前に当然近隣住民の理解を得ていなければいけないと。 

近隣の住民の理解ってそう簡単に得られるとは思ってないんですね。それがこのスケジ

ュールで、大丈夫なんだろうかって、だから何かもう決まってるんじゃないのかなってい

う疑念というか、抱かざるを得ないんですけど、その辺はスケジュール的に大丈夫なんで
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すか。 

市がだめっていうわけにはいかないんでしょうけど、事業者の立場になったら、こんな

短期間に近隣住民に説明までできませんよってならないですか。どうでしょう、課長。 

こども課長 募集期間は10月から12月までありますので、私どもはその中で、進めていく上で

行っていただけるのかなというようには思っております。 

大変応募者には厳しいかもしれませんけれども、やはり苦情というのは開所してからも、

委員さんおっしゃられましたように、つきものでございます。 

そういったこともクリアしなければならないということを考えると、期間は短いとも、

また３カ月間あるともとらえられるわけですけれども、なんとかその期間内にこういった

ことも、説明も合わせて行っていただきたいなと、できるのかなという思いがあります。 

委員長 わかりましたとしか言いようがないですけど。 

ほかにございますか。 

保健福祉部長 最後にですね、今いろいろなご質問とか、いろいろありましたけど、このスケ

ジュール的な問題でもそんな短期間にできるのかとか、いろいろなお話がございましたけ

ど、そのためにも、今回常任委員会で報告した後、来週早々にはこの募集要項を掲載して、

早目に早目に対応していくということにしていますので、スケジュールの一番最初のとこ

ろの募集開始が10月４日とありますけど、実際書類の提出があるのは、この質問を受けた

後、このくらいかと思いますけど、実際の募集開始は来週からになるんじゃないかと、実

質はなると思ってますので、そういったいろいろな意味で、早目早目に業者に情報提供し

て、実際やりたいと思ってる方はもうどんどんやるでしょうから、そういった意味でも早

目早目にこういう情報を提供して、対応していただくようにしたいと考えております。 

委員長 はい、わかりました。 

これ、決定事業者なしとすることもあるって書いてありますよね。その場合にもう31年

度の開園は難しいですよね。ですから、万が一というか最悪、31年の開園には間に合わな

くても、ある意味いたし方ないというふうにお考えなんですよね。 

こども課長 そうですね、募集してきたところが審査した結果、どうしても要件に合わない、

保育所に適しているところが来なかったというような結論になったときには、そういった

開所のスケジュール的にも、変更しなければならない必要性は確かに生じてくるかとは思

っております。 

委員長 はい、わかりました。 

ほかにございますか。 

それでは質疑を終結いたします。 

暫時休憩いたします。執行部は退席をお願いします。ありがとうございました。 

再開を11時５分といたします。 

  休憩（午前10時54分） 
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  再開（午前11時05分） 

委員長 それでは再開いたします。 

続きまして３番、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。 

本日は、調査事項について具体的に詰めていきたいと思いますが、まず配付資料につい

て事務局からご説明をお願いいたします。 

次長補佐 きょうお配りした資料がたくさんあるんですけれども、ちょっと資料の確認を先に

させていただきます。 

まず１枚で、教育環境への支援についての調査項目、委員会でこれまでに出た意見とい

うものが１枚、それから校長会役員との懇談での意見、そして、校長会役員との懇談会概

要、それから大空ナビというもの、それと大阪市の部活動のあり方研究の資料、それから

本日、委員長のほうからいただきました、「みんなの学校」というパンフレットと案内が

２枚、それから教育厚生常任委員会検討結果ということで１枚。 

調査事項ではないんですが、最後の検討結果という紙なんですが、こちらが前回協議い

ただきました、議会報告会での市民の意見についての内容でございまして、３点ございま

した。 

そちらの教育厚生常任委員会としての回答といいますか、調査した結果ということで、

委員長のほうから、回答をいただきましたものを赤字で掲載しております。こちらがちょ

っと別になります。 

それでは調査事項に関しての資料について、ざっと説明をさせていただきます。 

まず、教育環境への支援についての調査項目ということで、委員会でこれまでに出た意

見を箇条書きでまとめたものでございます。 

中学校の部活動の減少問題、部活動の外部指導員の活用について。 

特別支援学校の事業内容、生活について。 

理科の実験、物づくり教室などで外部講師の活用。 

学校施設の整備、内容としてはトイレ、エアコン、扇風機等の整備。 

学校用務員、支援員、ＩＣＴサポーター等の人的配置。 

教室のオープンスペースの対応。 

教員の負担軽減。こちらが今まで協議した中で皆さんから出た意見でございます。 

続いて、校長会役員との懇談での意見、こちらは懇談会を行った際に、校長先生のほう

からお話があったものを簡単にまとめた紙でございます。 

まず、上の困っていることといたしまして、先生からご意見がありましたのが、通常学

級でありながら特別な支援を要する子供が多い。 

担任が支援を要する子につききりになり、授業に支障が出ている。 

小学校までは特別支援が手厚いが、中学校では途切れてしまう。 

校長、教頭が草刈り、清掃等に追われている。 
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ＩＣＴ教育に関して専門家が必要だが、配置が不十分。 

肢体不自由児の受け入れが難しいにもかかわらず、就学指導が不十分。 

通学路の危険箇所がなかなか改善されない。これらの意見が出ております。 

さらに要望したいことといたしまして、二つですね、まず一つ目が人的配置、学習指導

員、生活指導員の適正な配置、それからＩＣＴサポーターの継続配置、各学校での利用回

数の増。各学園に用務員を配置してほしい。草刈りや学校施設の軽微な修繕などもやって

いただきたいということでの要望です。 

それから２番目といたしまして、通学路の安全確保、歩道の整備や信号機の設置などに

ついて、議員さんのお力を借りたいというような意見が出ておりました。 

その後ろが校長会役員との懇談会の概要ということで、記録を概要版としてまとめたも

のでございます。 

こちらは、上のほうに内部資料、取扱注意ということで書かせていただいておりますが、

懇談会の冒頭で委員長のほうから、だれがどういうことを言ったということは公表しませ

んということで、前置きをしておりますので、こちらは参考に見ていただくだけというこ

とでお願いいたします。 

それから視察に関して、今後の進め方についての参考ということで、委員長のほうから

お話がありました、大阪市の大空小学校というところなんですが、パンフレットにもあり

ますように、みんなの学校という映画がこちらの大空小学校をモデルに映画化されている

ということで、ネットのほうで調べた資料なんですが、大空小学校というのはどういう経

緯でできて、どういうことやっているかというものが、大空ナビということで、インター

ネットに載っているものです。 

大空小学校というのは、障がいを持っている方も健常児の方も一緒に教育しながら、い

ろいろなことを学んでいこうということで、受け入れをしている公立学校ということでご

ざいまして、その中に、どういう形でこの小学校が生まれたのかということ、それから理

念等が書かれております。 

きょう後からお配りしましたのが、みんなの学校という映画が那珂市のほうで11月に上

映会が開催されるということで、ご案内のパンフレットということでございます。 

それから、みんなの学校の大空小学校の初代校長、今はもう校長先生はやめているそう

ですけれども、木村先生のメッセージというものがついております。 

それからもう一つ、大阪市の部活動のあり方研究という資料でございます。 

こちらは部活動の外部指導員の導入ということで、検討事項として上がっていた中でち

ょっと調べてみたんですけれども、大阪市と杉並区で部活動の外部委託ですね、業者委託

を行っているということで、大阪市では、プロポーザル方式で公募で外部指導員を派遣で

きる業者さんを募集して、そちらから派遣してもらって、部活動の指導をしているという

例でございます。 
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こちらはどこの学校もということではなくて、希望する学校の何部の先生をお願いした

いということで希望をして、それを募集して、大阪市はかなり大きな都市ですので、スポ

ーツクラブとか、そういうところと契約をして、そこから専門の指導員に来てもらって指

導をしているという例でございます。 

大阪市は人口が270万人ということで、規模がかなり大きいところでして、学校数もかな

りありますので、実際公立学校だけでも、小学校で292校、中学校で130校あるということ

ですので、その中での取り組みとして、部活動、それから大空小学校ということで資料を

おつけしております。 

私からは以上です。 

委員長 はい、ありがとうございました。 

教育環境の支援というテーマの中で、今まで出たご意見、それから前回の校長会の役員

の方々との懇談についての概要が出ていますが、今後の進め方についてご意見をいただい

てまいりたいと思います。 

ちょっと私のほうで話を進めさせていただきますが、まず最初にご説明があった教育環

境への支援についての調査項目ですね、委員会でこれまでに出た意見ということで、こう

いった内容について、勉強または視察等をしてはいかがかというふうな意見があったかと

思いますが、一言で言うと、人的な配置だとか、施設の整備等については、すべて財政的

な問題があるかと思いますので、先ほど事務局のほうからお話があったとおり、大阪市だ

からできるんだろうとかというようなことにもつながってしまいますので、なかなかその

人的な配置について、簡単に私どもで導入すればするでいいんでしょうけども、なかなか

難しいのかなというふうに思います。 

例えば、今お話がありましたとおり、部活動の民間委託ですか、民間委託の資料３枚つ

づりのものがあったかと思いますけれども、その一番後ろに、予算が書かれております。 

委託団体活用モデル事業ですか、事業費、これ大阪市ですけども1,400万円ですよね。内

訳の委託料を見ますと、1,344万。１万4,000円掛ける120回掛ける８部ですね。ということ

はこれ見ますと１日１万4,000円が、多分１人当たりかかっているのかなという気がします

ね。 

一方その下にボランティア謝礼とあります28万8,000円、１回当たり900円、時間単価に

してね。ということで、やはり民間に委託するのと、ボランティアで地域の方にお願いす

るのとでは、全然予算的にも違うということです。 

以前教育委員会のほうにお話を聞いたとき、例の那珂三中の部活動の問題があって話を

聞いたときに、市とすれば、今後は地域のボランティア、例えば、子供が少年団とかにい

て、野球だったりバスケットだったりいろいろ教えてるかと思うんですけど、その子がこ

う上がってくれば、いわゆる中学校とかに上がってくれば、次のまた少年団の中には親御

さんだったり、指導者ができてくるので、それだけでも継続できてくると思いますけど、
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小学校卒業して中学校に入ってきた親御さんたち、つまり、少年団の指導者というかＯＢ

というかね、そういった方々にボランティアという形で、お願いできればいいかななんて

いうことは教育委員会では言ったんですね。 

ですからなかなかこの民間に委託するっていうのは財政的にも非常に厳しいのかなって

いう気がいたしますので、そういうボランティアの方々の協力によって成り立っている部

活動があるのかないのか、そういったところを調べればいいのかもしれませんけど、なか

なかちょっと今のところまだ具体的にどこというのが出てきておりません。 

それと、もう一つ出た、これは私のほうから資料をお持ちしたものなんですけど、例の

みんなの学校ってやつですね、これもやはり大阪市の大空小学校なんですが、結局は、今

どちらかというと、校長先生方の意見の中で、困っていることとして、通常学級でありな

がら特別な支援を要する子供が多いとかね、肢体不自由児の受け入れが難しいにもかかわ

らず就学指導が不十分とかありますけれども、これとはちょっと逆の考え方になるかもし

れませんが、そういった子供も健常者である子供も一緒にして、子供たちを育てていこう

という考えなんですね、この大空小学校というのは。 

そこで、先ほど事務局から公立の小学校ですという説明がありましたけども、なかなか

こういった公立の学校でこういう学校がつくれちゃうんだというふうに思いましたが、そ

もそもこのつくった地域では、学校が足りなくて、公立小学校をもう一つつくろうという

計画があったみたいですね。 

であれば、そういう小学校をつくっちゃおうということで、ですから、例えば何もない

ところに、学区の中にそういう小学校をつくって、みんな一緒ですよって言ってもなかな

か、親御さんの反対なんかも多分あるんじゃないかなという気がするんですね。 

でも一方ではそういうお子さんを持った親からすれば、できれば普通学級でみんなと一

緒に学ばせてあげたいというのが、やはり親御さんの気持ちであろうと思うんですね。 

ですからどうやったらこういう学校ができたのか、なかなかちょっと興味があるなとい

うふうに思って調べたところ、たまたま那珂市でことしの11月に、かしま台保育園を会場

に、それを映画化したものが上映されるという情報をいただきましたので、そのチラシも

つけてみましたけれども、ですから、今那珂市においてそういう学校をつくろうというと

思っても、これは多分無理だと思うんですね。 

ただ、そういう子たちが集まってどういう授業をしているのか、どういう生活をしてい

るのかっていうのを、見ておくことも必要なのかなっていう気が、私はちょっとしたわけ

です。 

筒井副委員長のほうから子供たちを普通学級に入れたらいいのか、それとも特別支援学

校に入れたらいいのかっていう、アドバイスをするためにも、特別支援学校の授業内容に

ついても見てみたいということで、ご意見がありましたけども、そういった学校でどうい

う授業をしてるのか、学校をつくろうとかそういう話じゃなくて、どういう授業している
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のかということを見たり聞いたりするのもいいことなのかなと思ったものですから、その

資料を私のほうでつけさせていただきました。 

ここにちょっと資料がないんですけれども、これも那珂市の教育委員会のほうに聞きま

したところ、校長会での校長先生方の意見の中にＩＣＴサポーターの人的配置をお願いし

たいっていうのが要望としてあったと思うんですよね。 

サポーターを配置して、どういう授業をするのかっていうのを皆さんご存じですか。 

わからないので、ＩＣＴサポートを設置するっていう例えば要望を我々として議会とし

て上げるにしても、設置したところでその方々がどういう授業をするのかというものもや

はり知っておく必要があるだろうということで、那珂市では、ＩＣＴサポーターが少ない

ということもありますけれども、具体的にどういう授業をやったらいいかということを茨

大の先生に今指導を受けているらしいんです。 

今その方の名前とか連絡先を確認していただいてますけども、その方が、以前茨城大学

に来る前に石川県の学校にいたらしいんですね。 

そこでＩＣＴに関する教育を一生懸命熱心にやっていたという話を聞いたので、石川県

といえば教育先進県と言われるぐらいね、ご承知のことだと思いますけども、そういった

ところでどういう授業をしているのか、サポーターの方々が、というようなところを見て

おくのもまたいいのかなと。 

それによって、こんなすばらしい授業をやるんだったら、ぜひ那珂市でもそのサポータ

ーを配置してどんどんやっていこうよっていうようなことにもつながるかなと思ったので、

そういった授業も見ておくのもいいのかなというふうに思っております。というのが本日

お配りした資料の補足説明ということになります。 

ということで、皆様がたから今後の視察も含めて今後の進め方について、ちょっとご意

見のほうをいただきたい、具体的には視察ということなるかと思いますが、それについて

何かご提案があればという気がいたします。 

ただ前回の委員会では正副に一任というようなお話をいただいてはいたんですが、ここ

までちょっときょうのところは資料を用意するのが精いっぱいで、特になければ、そうい

った大阪から石川県のほうに向かって、そして最後は、石川県金沢から金沢新幹線で帰っ

てくるっていうルートがちょっと私の中には思い浮かんだんですが、それは別に私の勝手

な、個人的な案ですので、皆様のほうから何かご意見等があればぜひお聞きしたいと思う

んですけれどもいかがでしょうか。 

何か思いつくところでも結構ですけど。 

大和田委員 そのＩＣＴの話で、何かこう視察という感じではないんですけど、古河市は低予

算で市内全域、業者と一体となって入れたっていうのを聞いているものですから、どうか

なと思ったんですが、大阪、石川、古河、何か連結できないなと思っている次第でござい

ます。 
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以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

石川県が先進県という話をしましたけど、県内においては今お話があった古河市、つく

ば市もですか、古河と大阪と石川はつながりませんけども、例えばですよ、特別支援学校

を見たいという副委員長のお話もありますから、特別支援学校はわざわざ県外じゃなくて

もね、県内においてもどこでもいいわけですから、一度にやらなくても二つに分けてね、

県内のところは日帰りでもできますし、そういうふうに考えてもよろしいでしょうし、そ

の３つをつなげなくてもいいかとは思うんですけども。 

ただ、私が言いたいのは、例えばＩＣＴサポーターをたくさん配置している学校を視察

するとかっていうことじゃなくて、ＩＣＴサポーターさんがどういう授業をやっているの

か、それによってそのＩＣＴサポーターの必要性を考えませんかっていう話ですね。 

あとは先ほどの部活動の民間委託しているっていう話がありましたけども、具体的にど

んな指導をしているのか、先生でもなければ親でもないわけですから、民間の方がどんな

指導してるのかっていうのもちょっと見てみたいなっていうような気もいたしますけども、

副委員長、何かお考えがありますか。 

副委員長 今、ボランティアというか先生じゃない方の指導で部活動をっていうお話はちょっ

と興味があるんですが、例えば一度行って、ポッと行って、その日だけその人の指導の方

法を見ただけでは、よくわからないですよね。 

だから例えば何日か、何回か見ればこうかなってわかりますけど、だから視察するには

ちょっと難しいかなとも思うんですね、それはね。 

ただ、私が前々から申しております特別支援学校の授業内容というのは、ちょっと興味

が、申し訳ないですけど、興味がありますので、結構特別支援学校に行かれてる方も近所

でもおりますので、普通の通常の学校とどのような形で違うのか、それと卒業してそのあ

とも、社会に出ていくためにもというような教育もされているので、その辺をちょっと見

てみたいなという気もいたしますので、視察としましては、その辺を見てみたいと思いま

すし、このＩＣＴ教育のどんな授業をするかというのも見てみたい気もしますので、あっ

ちもこっちもになっちゃいますけど、そういう考えでおります。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

もちろん視察といってもね、別に泊まりがけでいかなきゃいけないということはないで

すから、例えば県内の特別支援学校と、その古河市だったりつくば市だったり、そういっ

た学校を見にいくのもいいでしょうし、２回に分けてもいいでしょうし。 

君嶋委員 いろんな視察先というか、提案していただいて、いろんな説明を受けたんですけど

も、一つは部活の指導者、確かに民間でやるのもいいんですけど、私の経験だと地元の学

校で何日間か指導者を頼まれてやった経緯の中で感じたのは、先生と民間、一般の人の指

導では、やはり違うのを感じたのは、やはり先生っていうのは、日ごろから授業から全部
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一緒にいて、生徒たちとの息が合ってるっていうかね、ですから、一つのスポーツに対し

て指導だけではなく、普段の生活からの指導も行っているところになかなか入り込めない

っていうのが、感じたのが一つあって、ですからスポーツ少年団の指導者が来るのもいい

かもしれないんですが、ただやはり教育の一環ということもあるんで、その辺もちょっと

こう、考えていかなきゃならない難しいところかなと思うんですね。 

あとは支援学校についても、この近隣にもありますけど、まず一つは、やはり子供たち

の全体の教育のことを考えた場合には、視察とすれば、私はＩＣＴのそういう授業の中で、

何を学校で取り入れて、子供たちに指導していくか、授業の中で進めていくものを、ちょ

っと興味を持ったので、私はそちらも研修はいいかなと思うんですよね。 

ただ金沢は遠いですけど、そういうのが可能ならば、一箇所どこかそこを決めて、その

周辺の教育のものを視察というならばいいんですけど。 

ちょっと大阪と両方行くのは、これは難しいと思うんで、その辺でちょっと決めていた

だければと思います。あとは委員長、副委員長にお任せします。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

冨山委員 中学校の部活動の問題なんですけど、多分今、バスケットなんかでも外部指導員の

方はいたんですよね。 

ただそれは、学校長の裁量権の中で、多分那珂市としては何の規程も多分、設けてない

っていうか、学校長の裁量権で多分外部コーチを設けていたっていうのはあるんですけど、

市としてもこういう方ならいいですよみたいな、ちゃんとした文書で明記するなり、やっ

ぱりつくったほうがいいのかなと思ったので、ボランティアの外部コーチを入れてやって

いる学校もあるんで、つくっていただきたいなという思いも私の中にはあったんですよ。 

ガイドラインじゃないですけど、こういう方を学校長が認めました。教育委員会で認め

ました。ちゃんとベンチに入れますとか、そういうふうな一連の流れを、きちんとした形

をつくるっていうことが必要なのかなって。 

コーチになりました。ベンチに入れません。ただ子供たちを教えるだけですなんていう

ようなことじゃなくて、やっぱりちゃんとしたコーチっていう位置づけを市のほうとして

も教育委員会のほうとしても位置づけしてあげることが大事なのかななんていうのは、思

いました。 

あと、私は委員長言うとおり、一度やっぱり大空小学校をぜひ見てみたいなと思いまし

た。特別支援学級もなく、同じ教室で普通の子も不登校の子も学べる学校なんて多分、な

いですよね、こんな学校聞いたときないですから、ぜひ教育厚生常任委員会にいるうちに

ぜひ行って見てみたいというのが本当に強い思いが出てきました。 

以上です。 

委員長 ありがとうございます。 

最初の部活動の外部講師の話なんですけど、多分今お話しになったのは、顧問の先生が
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いて、いわゆる監督がいて、さらにコーチが助けるというパターンかと思うんですけど、

それは今おっしゃったようなことでいいと思うんですけど、今我々が問題としているのは、

その顧問がいなくて、部活が存続できないということで、その子供たちは場合によっては

越境入学なんていうこともあるので、その部活動を学校の中で存続させるためにはどうし

たらいいかということなので、なかなかね、監督の先生がいて、外部コーチで入っている

人は、ほかにも四中や一中なんかでもいますのでね。 

多分ボランティアといっても多分１日当たり、何百円だか謝礼はもらっていたような気

がするんですけど。私も県立高校でやったことあるんですけど、１日何百円とか、もらわ

なきゃいけないんで、もらって返しちゃいましたけど。 

そういうこともあるので、存続するためにどうしたらいいかっていうことを考えた場合

に、ちょっと考えなきゃいけないかなっていうふうに思います。 

冨山委員 大空小学校のほうは副委員長と同じく大変興味を持ちましたのですごいなっていう

のは、これを読んでみても、ぜひ見てみたいなと思いました。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

萩谷委員どうでしょうか。 

萩谷委員 大阪にこれを視察に行こうっていう話も出てますけども、この映画を見ただけでも

十分内容はわかるんじゃないかなと思います。大阪まで行く必要はないんじゃないかなと

思いますよ。 

みんなでこれ、都合がつかない場合もあるかもしれませんが、11月25日、この人数、議

長も行くなら議長の枚数も入れて７枚くらい、みんなで金出して買って、みんなで見よう

というのも、それで大阪までお金かけていくのもね、これを読むとかなりわかるようにな

っていると思うからね、学校の様子が。これでも十分勉強になると思いますよ。 

ただそのほかのことは別ですよ。 

これについては、大空小学校ですが、これについては、この映画をかしま台保育園で皆

さんで一緒に見ましょうということでいいんじゃないですか。ここについてはね。あとは

また別な企画をしていただいてとかね。そう思います。 

以上です。 

委員長 はい、ありがとうございます。 

副委員長 今萩谷委員がお話しされたように、例えばみんなの学校という、この大阪の件に関

しては、もしかしたら、私も行ってみたいとは思っていたんですが、今萩谷委員の話を聞

いてましたら、その日に行って、ただその日の様子を見るだけよりも、この映画の内容と

いうのはもっといろんなその生活の内容が盛り込まれていると思うので、１日だけ行って

見るよりも、むしろ内容的にはこっちのほうが意味があって見られるんじゃないかと今思

いました。 
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委員長 はい、ありがとうございます。 

そうすると、まとめるわけではないですが、石川県のちょっとまだ具体的に調べていな

いんであれですけど、それもね、１カ所だったらわざわざ石川まで行ってっていうんだっ

たら、古河市でいいだろうという話もありますから、また少しお時間をいただいて、検討

するしかないんですけど。 

萩谷委員 そこ一箇所じゃなく、別なことも副委員長言ったように特別支援学校とかね。 

委員長 ですから石川県が教育先進県と言われるゆえんは、別にＩＣＴだけではないと思うの

で、ほかにも何か特色があるところものがあるかもしれないので、それ辺を調べれば何箇

所か回れるかもしれないですよね。 

萩谷委員 それはお任せだね。 

委員長 わかりました。改めてご一任いただくということでね、すみません、もうちょっと勉

強をして研究したいと思います。少しだけお時間をいただきたいと思います。 

お日にちなんですけど、県外に視察っていうことを前提でお話をして申し訳ないんです

けど、行く場合に、今のところ10月あたりかなと思ってるんですけども。 

第１週、第２週当たりの平日になりますけれども、何か予定が入っているとか、この辺

は忙しくてだめだとかっていうような方いらっしゃいますか。 

もちろん土日とかは、体育祭とか市民運動会とかあるかと思いますけども、議員勉強会

で東京に行くっていう計画が11月15日に入ってますけども、そういったこともあるので、

９月議会が終わって10月の第１週か第２週当たりの平日で、２日間ぐらいで考えたいなと

思ってます。そちらのほうもご一任いただきたいと思います。 

その２日間とまた別に、先ほどからお話ししていますように、近隣の特別養護学校だと

か、古河市とかつくば市だとかっていう日帰りで県内行けるところがあればまた別に設定

できますので、そちらのほうもあわせてちょっと考えさせていただきたいと思います。 

調査項目につきましては、大変申しわけございませんけども、ちょっとお時間いただき

まして、正副に一任いただいて、内容、日程等を決めさせていただき、皆さんにご提示さ

せていただきたいと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それでは本日の案件は以上ですけれども、皆様からほかに何かございますでしょうか。 

副委員長 再度確認なんですが、みんなの学校のこの映画は11月25日にみんなで見るというこ

とでよろしいでしょうか。 

委員長 委員会の開催ということなのかわかりませんけど、委員会で参加するということで、

よろしいですか。 

ただこれはあくまでも映画なので、例えば初代校長の木村先生が来て講話をするという

ことではないみたいですので。 

次長補佐 チラシを見ると、時間が３回あるようなんですが、定員もあるようなので、お申し

込みということであれば、まとめて申し込みたいと思いますけれども、時間のご希望はあ
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りますか。 

     （複数の発言あり） 

委員長 では11月25日、10時から委員会で申し込みをしたいと思います。ぜひ議長も事務局の

皆さんも。 

これに関しては決定ということで、よろしくお願いしたいと思います。 

じゃ、ほかにございますか。 

  （なし） 

委員長 なければ、本日の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。お疲れさまでした。 

閉会（午前11時44分） 
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