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第１回橋本こども園指定管理者選定委員会議事録 

 

１．日  時 平成２５年８月２８日（水） 

        午後７時００分 開会 

        午後９時 ４分 閉会 

 

２．場  所 橋本市民会館 ２階 第３会議室 

 

３．出席委員 １８名 

 

４．議  事 

 

○司会○司会○司会○司会  間もなく開会となりますが、携帯電話をお持ちの方は、マナーモードに切り

替えのほうをよろしくお願いいたします。 

 それでは、皆さん、こんばんは。定刻となりました。本日はお忙しい中、また夜分のお

疲れのところをご出席賜り、ありがとうございます。 

 それでは、ただいまより、橋本こども園指定管理者選定委員会を開催させていただきま

す。 

 まず、開会にあたりまして、木下市長よりご挨拶を申し上げます。 

○○○○木下市長木下市長木下市長木下市長  それでは、私から一言ご挨拶を申し上げます。 

 皆さん方には、昼のお仕事でお疲れのところ、こうして夜分、本当にご苦労さんでござ

います。橋本こども園の指定管理者選定委員会の開会ということでございまして、皆さん

におかれましては大変お忙しい中、また残暑厳しい折、夜分にご出席をいただきまして、

誠にご苦労さんでございます。 

 さて、本市の人口は、過去には宅地開発等をされておったわけでございますけども、近

年は減少傾向に転じておりまして、乳幼児についても平成３年をピークに年々減少を続け

ておるのが実態でございます。全国的な少子高齢化の波を本市も避けることはできないも

のでございます。 

 そうした中で、本市の次代を担う子どもたちの健全な育成環境を整備し、質の高い教育

機会を提供することを目的として、平成19年６月に幼保一元化５カ年計画を策定してござ
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います。この計画では、新たな乳幼児施設の再配置を進めまして、子どもたちが生き生き

としていける、成長できる環境づくりを目指しておるものでございます。それらの地域の

文化を大切にしながら、公立保育園を核として、周辺の公立幼稚園を統廃合し、幼保一元

化施策をして認定こども園へ集約することで、乳幼児期の人間形成にとって重要である子

ども集団の確保を図っていくことを基本政策としております。 

 また、認定こども園の運営にあたっては、民間活力を導入し、本市が提供している保育、

教育を基本としながらも、公立とは違った特色のある保育、教育の機会を提供していくこ

とを目的として取り組んでいるところでございます。 

 この計画に基づきまして、平成21年４月には、本市で１番目の認定こども園ができたの

は高野口こども園でございまして、続いて平成24年４月には２番目のすみだこども園が開

園しております。既に開園しているこの２園については、保護者にも高い評価を得ている

と聞いておるところでございます。今回の橋本こども園は本市で３番目の認定こども園と

して、平成27年４月の開園に向けて整備を進めているところでございます。 

 委員の皆さんにおかれましては、ぜひともお力をお借りしまして、本日をはじめ２回の

選定委員会で橋本こども園の指定管理者となる法人を選定していただくことになるわけで

ございます。公立の保育、教育を基本としながらも、民間の特色ある保育を実施していた

だき、子どもたちが元気で明るく伸び伸びと育っていけるすばらしい法人を選定していた

だきますようよろしくお願い申し上げまして、誠に簡単ではあるんですけども、会の初め

にあたっての挨拶とさせていただきます。本当に皆さんご苦労さんでございます。どうか

よろしくお願いいたします。 

○司会○司会○司会○司会  ありがとうございました。 

 次に、委嘱状の交付を執り行わせていただきます。 

 本来ですと市長からお一人お一人の委員の皆様方に直接お渡ししなければならないとこ

ろでございますが、時間の関係上、委員の皆様を代表いたしまして○○様に委嘱状を交付

させていただきます。 

 なお、皆様の委嘱状につきましては既にお手元のほうに配付させていただいております

ので、ご確認をお願いいたします。 

 ○○さん、前のほうへお願いいたします。 

○木下市長○木下市長○木下市長○木下市長  委嘱状、○○様、橋本こども園指定管理者選定委員会委員に委嘱します。

平成25年８月28日、橋本市長木下善之。 
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 どうぞよろしくお願いします。 

（委嘱状 交付） 

○司会○司会○司会○司会  ありがとうございました。 

 それでは、各委員の皆様方におかれましては今後ともよろしくお願いを申し上げます。 

 なお、木下市長につきましては、この後公務がございますので退席となります。 

○木下市長○木下市長○木下市長○木下市長  では、よろしくお願いいたします。 

○司会○司会○司会○司会  それでは、引き続き会議を進めさせていただきます。 

 本委員会は、橋本こども園の指定管理者候補を選定するための審査を行っていただくわ

けですが、それぞれの見地から十分ご検討いただき、こども園を運営するにふさわしい指

定管理者候補が選定されますよう、よろしくご審査のほどお願い申し上げます。 

 それでは、まず、お手元の資料の確認をさせていただきたいと思います。 

 机の上、資料一覧というのがあると思いますが、まず、そちらをご覧いただきたいと思

います。 

 一番目、会議次第、２番目に委員名簿、３番目に別紙として、橋本市立橋本こども園指

定管理者審査基準の考え方（案）というのがございます。４番目、資料１として、橋本市

指定管理者選定委員会要綱、次に、５番目に橋本市立橋本こども園指定管理者選定委員会

審査資料（比較表）、Ａ３の資料でございます。これが資料２。次に、６番目に審査項目

における橋本市の現状を資料３としております。７番目、橋本市立橋本こども園指定管理

者募集要項を資料４、８番目に橋本市立橋本こども園管理業務仕様書として資料５、続き

まして、９番目に第２回橋本こども園指定管理者選定委員会次第（案）として資料６、10

番目に社会福祉法人の財務分析についてということで資料７として付けさせていただいて

おります。それとあわせて、審査書類として３法人の申請書のファイルを置かせていただ

いております。 

 以上、資料のほうにつきまして、そろっておりますでしょうか。 

 もし資料で不足するものがございましたら、申し訳ございませんが、事務局までお知ら

せください。 

 そうしましたら、皆様のほうに資料があるということで次に進めさせていただきます。 

 本日の選定委員会は非公開でさせていただきます。ただ、議事録につきましては公開を

させていただきます。ただし、その中でも、この資料の中に個人情報に関する部分がたく

さんございます。これにつきましては非公開として事務局で校正し、後ほどこちらのほう
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で指名させていただきます議事録署名委員さんに見ていただいた後で公開するということ

で計画しております。 

 なお、議事録を作成する上で、この後、委員会のほうでご発言をいただく場合において

は、先ほどの名簿にお名前がありますが、その前に番号を入れてございますので、その番

号を言ってから発言をお願いしたいと思います。番号は１番から18番までそれぞれ入って

おりますので、その番号でよろしくお願いいたします。 

 また、本日資料１の橋本市指定管理者選定委員会要綱というものがございます。一番上

にも付けさせていただいているところですが、この第７条に守秘義務保持の項目がござい

ます。委員さんが持っておられます各法人の書類につきましては個人情報がたくさん入っ

ております。書類の保管、漏えいなど、取り扱いにつきましては十分注意していただきま

すようお願い申し上げます。そして、10月20日の第２回選定委員会にもこの書類につきま

してはご持参いただきまして、終了後、事務局のほうに返却していただくことになります

ので、よろしくお願い申し上げます。 

 それでは、次第５番目、議事録署名委員の指名について、こちら事務局のほうから指名

をさせていただきたいと思います。４番委員さん、13番委員さん、どうかよろしくお願い

いたします。 

 それでは、続きまして、委員長及び副委員長の選任に入らせていただきたいと思います。 

 委員長及び副委員長につきましては、先ほどの選定委員会要綱の第５条第１項の規定に

より、委員長、副委員長の選出を行う必要がございます。選出につきましては、委員の中

から互選という規定になっておりますが、このたびの選定におきましては、こども園の指

定管理者の選定ということで、議事を進行していただく委員長につきましては、幼児教育、

保育に熟知された方になっていただき、専門的な見地から助言をいただきながら進めたほ

うがいいと考えますので、委員長は○○委員にお願いしたいと思います。 

 なお、副委員長には○○委員にお願いをしたいと思います。 

 また、議事進行を行う議長につきましても委員長にお願いしたいと思いますので、皆様

の拍手をもってご承認のほどよろしくお願いいたします。 

（拍 手） 

○司会○司会○司会○司会  ありがとうございます。それでは、委員長、副委員長、前の席のほうによろ

しくお願いいたします。 

 それでは、まず委員長にご挨拶いただき、引き続き議事に入っていただきたいと思いま



－5－ 

す。 

 委員長、よろしくお願いいたします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  このたびは橋本こども園指定管理者選定委員会の委員長に就任いたしまし

た○○です。幼保一元化に伴う橋本こども園は橋本市で３番目ということで、新たなスタ

ートを始めるにあたり、子どもと保護者にとって最善の保育を行われるような園の選定に

当たっていきたいというふうに思っております。 

 この会議等も時間の限られております中で進めていきますので、ぜひ皆様のご協力をい

ただき議事を進めていきたいと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。 

（拍手） 

 それでは、議事進行のほうを早速進めさせていただきたいと思います。 

 会議次第７番をご覧ください。議事は１から４までとなっています。 

 まず第１番目の経過及び概要説明について、事務局のほうから説明をお願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、経過及び概要説明をさせていただきます。 

 橋本市の乳幼児については、年々減少しております。０歳から５歳の人口は平成10年

4,146人でありましたが、今年の４月では2,824人となり、この15年間で1,322人、約32％

減少しております。この傾向につきましては、まだまだ今後も続くということで、国立社

会保障・人口問題研究所の推計でも相当数乳幼児の減少は予想されております。 

 このような時代の転換期におきまして、健全な育成環境を整備して、質の高い養育機会

を提供することは非常に重要であると考えております。このため、平成19年、幼保一元化

５カ年計画を発表し、子どもたちが生き生きとたくましく成長できる橋本市を目指してい

るところです。 

 この計画に基づき、まず１番目のこども園として、平成21年４月に高野口こども園、２

番目のこども園として、平成24年４月にすみだこども園を開園いたしました。今回３番目

の施設として計画されている橋本こども園につきましては、保育園、幼稚園ごとの保護者

説明会、関係地元区長会への説明会及び橋本地区住民説明会を経まして、平成27年４月に

開園すべく、指定管理候補者の選定委員会を本日開催する運びとなりました。 

 認定こども園といいますのは、皆さんご存じかと思いますけれども、保育園、幼稚園の

双方のよさを取り入れ、０歳から就学前までの子どもの成長と発達を見据えて一貫した幼

児教育、保育を提供し、子どもたちを心豊かにたくましく育んでいくとともに、地域子育

て力の向上を図ることを目的とした施設となっております。 
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 このたびの橋本こども園につきましては、橋本保育園、橋本東保育園、橋本幼稚園の３

園を統合いたしまして、長時間児、いわゆる保育園児ですけれども、保育園児が116名、

短時間児、いわゆる幼稚園児40名、合計156名の定員で保育所型のこども園を東家地内、

旧橋本小学校跡地の一部を活用し、開設するものとなっております。 

 以上、簡単ですけれども、経過及び概要の説明とさせていただきます。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  質問等については、議題２の説明が終わってから一括して行いますので、

引き続き議題２番に移っていきます。 

 ２番の議事、審査基準についての１番目、創っていきたいこども園について、16番委員

より、まずはお願いします。 

○○○○16161616番番番番委委委委員員員員  恐れ入ります。施設の基本的な考え方、それからこども園の機能、それ

から具体的な橋本こども園のイメージにつきましてご説明をさせていただきます。 

 それでは、審査基準について、１番目の創っていきたいこども園について、どんなこど

も園をつくっていきたいか。それぞれの担当からまとめまして、市としての考え方をご説

明させていただきます。 

 まず、施設の基本的な考え方でございますが、まず、保育施設全般について共通してお

りますけれども、保育施設は子どもたちが将来に向かって生きていくための力の基礎を養

う場所でございます。したがいまして、こども園においても、子どもの生活や学びにおけ

る発達の連続性に配慮しながら、家庭や地域とともに子どもを育み、養育していく園にな

って欲しいと思っています。このことは施設内だけの保育に終わるのではなく、地域の園

としての、家庭や地域と連携しながら、子どもの発達を保障する中心的な役割を担う施設

であって欲しいと願っております。 

 次に続きまして、２番目に、こども園の機能についてでございますが、こども園は就学

前の教育と保育を一体的に提供する施設であります。教育や保育の内容は国の示す幼稚園

教育要領や保育所保育指針の両方の目標が達成されますよう日々の保育を行う必要があり

ますし、加えて未就園児や保護者を対象とした子育て支援を持つこととされております。 

 このことは一人一人の子どもたちの発達保障、保護者の就労支援という意味合いもあり

ますが、何よりも集団の中で生きる力の基礎をつけて、小学校につなげていける施設であ

って欲しいと思っております。 

 なお、幼稚園教育要領と保育指針は文部科学省、厚生労働省がまとめておりますが、内

容的にはほぼ同じで、保育所の保育指針には養護機能が盛り込まれています。 
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 ３番目といたしまして、具体的な橋本こども園のイメージでございますが、橋本こども

園は保育所を母体にした保育園型のこども園です。これまで通っていた地域にあった幼稚

園は表面的にはなくなってしまいますが、保育の中身においてはこれまでとほとんど変わ

ることがありません。こども園として再スタートすることによって、保護者が働いている

かいないかにかかわらず、子どもを入園させたいと希望すれば就園できる施設であり、あ

わせて地域における子育て家庭が子育ての不安や負担感も解消できるよう、子育て相談や

親子の集いの場や機会を提供し、子育ての楽しさを実感できる施設にしたいと考えており

ます。 

 また、保育の内容においては、これまで公立保育園や公立幼稚園から長年培ってまいり

ました基本的保育の考え方をベースに、運営法人の新たな保育ニーズに対する取り組みや

プランを期待していくところでございます。特に橋本こども園では、短時間児、つまりは

幼稚園児になりますが、これまでの４歳、５歳児に加えまして、新たに３歳児から入園で

きることになります。また、給食も実施し、保育時間も午後２時まで延長します。 

 また、長時間児、つまり保育園児でございますが、０歳児を新たに加えまして、０歳児

から５歳児保育といたします。 

 これらの改正点も含め、運営法人が地域の保育、幼児教育の拠点として、また、地域の

子育て支援の拠点として、どんな園を描き、保育や教育に対しどんな考え方を持ち、実践

していこうとしているのか、また、ぜひお聞きしたいと楽しみにしているところでござい

ます。 

 以上、簡単でございますが、創っていきたいこども園像についてお話しさせていただき

ました。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ありがとうございました。 

 引き続き、２番の２項目、審査基準の考え方について事務局よりご説明をお願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、審査基準の考え方についてご説明させていただきます。 

 お手元にお配りしてございます説明資料がございます。こちらの右インデックスのとこ

ろに別紙と書いた資料が添付されているかと思いますので、そちらのほうをご覧いただけ

ますでしょうか。 

 橋本市立橋本こども園指定管理者審査基準の考え方（案）というところですけれども、

審査基準につきましては、昨年４月に開園したすみだこども園の指定管理者審査基準で設

定いたしました審査項目と同じ項目をこの橋本こども園でも指定管理者の募集要項におき
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まして示しております。それに基づいた項目設定となっております。基準項目の設定とい

うことで７つの基準項目を設定しております。 

 まず１番目として、こども園での適切な教育・保育の提供能力が25点、これは非常に大

事ということで25点を配点しております。２番目に、指定管理業務を安定して行う能力が

20点、それと子育て支援及び地域との連携が15点、この子育て支援といいますのは、地域

の子育て家庭に対して、育児相談であるとか交流の場の提供、そういった事業をする事業

でございまして、開設日数あるいは時間、実施形態で広場型、センター型など、いろいろ

な種類がある事業となっております。この子育て支援及び地域との連携が15点となってお

ります。４番目の給食についてが10点、５番目、こども園の収支及び危機、安全、衛生等

の体制が10点、６番目、円滑な引継ぎ保育の確保が15点、その他５点ということで７項目、

合計100点となっております。 

 続きまして、各基準項目の小項目についてご説明いたします。 

 別紙の１ページ、中段以降ですけれども、まず１番目の、こども園での適切な教育・保

育能力25点の下に１つ目の小項目といたしまして、教育・保育の理念及び運営方針で20点

配点しております。その小項目の下に審査していく上での主眼点を示しています。 

 教育・保育の理念及び運営方針は適切か。それと保育、教育の目標や方針、及び指導計

画等が良質な保育、教育を提供できる内容となっているか。申請書にある事業計画書ある

いは添付資料を参照いただきまして評価をしていただきたいと考えています。 

 ２点目の法人の状況が５点配点しております。こども園運営にふさわしい法人の理念を

持っているか。経営実態は健全か。こういった内容についても申請書の中に法人の概要と

いう資料がありますので、そちらを見ていただきたいと思います。 

 続いて、２番目の指定管理業務を安定して行う能力の20点の内訳ですが、小項目といた

しまして、管理運営及び人材育成体制、研修実績で10点、内容としては、適切な人員配置

体制となっているか。緊急事態に対応可能な体制となっているか。職員の指導育成、研修

体制は十分か。こういった内容について、これも申請書の中にあります収支計画書であり

ますとか事業計画書、それと研修の実績についても資料を添付しておりますので、そうい

ったものを見ていただきたいと思います。 

 それと、２点目、法人の財務状況及び類似施設の経営状況で10点、これについては、後

ほど２番委員から、財務専門家としての見地からご助言をいただきたいと思っております。

合計で20点となっております。 
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 続いて、２ページのところですけれども、３番目の子育て支援及び地域との連携が15点、

１点目の小項目が子育て支援の取り組みについて、地域住民への保育の相談や助言など、

子育て支援の取り組みはどうかということで10点。それと２点目が地域との連携について、

地域、地元の自治会、あるいは小学校、幼稚園との連携、市及び市教育委員会等との連携

はどうかという点で５点。続いて、４番目の給食についてが10点。給食については小項目

は設定しておりません。給食の取り組みは適切か。食育の取り組み状況はどうか。アレル

ギー食への対応は適切かということで、平成17年に食育基本法が制定され、平成20年に改

定された保育所保育指針のほうにも食育の推進を掲げているといったことを反映して、給

食については食育の部分を取り入れて10点という配点にしております。これについても事

業計画書あるいは運営園の献立なども付いておりますので、それを参考にしていただけれ

ばと思います。 

 ５番目のこども園の収支及び危機、安全、衛生等の体制が10点ですけれども、内訳とし

て１点目、橋本こども園運営の収支計画についてが５点、２点目が危機、安全、衛生、健

康管理並びに苦情対応について５点、合計で10点です。これについても運営園の資料であ

りますとか事業計画書をご覧いただきたいと思います。 

 ６番目、円滑な引継ぎ保育の確保で15点、１点目が引継ぎ保育の方法が10点、２点目、

現在の嘱託・臨時職員の雇用についてが５点。最後、７番目の５点ですけれども、指定管

理者の申請理由、あるいは発達支援保育の考え方についてということで配点しております。 

 採点はこの小項目ごとに「劣る」１点、「やや劣る」２点、「普通」３点、「やや優る」

が４点、「優る」が５点ということで点数化しております。重点項目は２倍、３倍、４倍

ということで、基本的に上の各項目の中の小項目ですけれども、基本的に５点ですが、重

点項目で10点のところは２倍にしてやるということになります。 

 一番最初にありました教育、保育の提供能力の部分で20点というところがあったと思い

ますけれども、これは５点のこういった採点を４倍にして20点という配点になっておりま

す。 

 続いて、書類審査及び採点方法ですが、本日、多くの資料をお渡ししています。法人か

ら提出された申請書類により審査をしていただいて、書類上から法人の概要を把握してい

ただきます。そして、次の第２回選定委員会ですが、そのときに法人からプレゼンテーシ

ョンをしていただきまして、質疑応答により、さらに深く法人を掘り返していただいて、

こども園にふさわしい法人かどうかを見きわめていただきます。その後、各委員に法人ご
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とに評価点数、小項目ごとに評価点数を付けていただきます。各委員さんからこういった

採点表というのを、ちょっとお手元にはお配りしていないんですけれども、ちょっと見に

くいと思いますが、こういう採点表というのを第２回の選定委員会のときに配付させてい

ただきます。ここに皆さんに採点していただくというふうな形になります。 

 そして、法人ごと、小項目ごとに１点から５点を付けていただきまして、重点項目につ

いては４倍されて20点になったり、15点になったりするわけなんですけれども、そういっ

た評価点数を集計して平均いたしまして、最低基準の60点以上で最高点を得た法人を橋本

こども園指定管理者候補者として決定するということになります。 

 ここで候補者という言葉を使っておりますのは、こちらで選定していただきました指定

管理者につきましては、市長の決裁を得た後、12月議会のほうへ提案する予定になってお

ります。議会のほうで議決されれば正式な指定管理者として承認されます。採点の結果、

どの法人も60点未満となった場合については、選定委員会で再協議していただいて、該当

の有無を決定していただきます。なお、選定結果については、他の法人は名前を伏せて獲

得点数を一覧表にしたものを付けて、選定の結果を通知する予定となっております。 

 以上が審査基準でございます。よろしくお願いします。 

 すみません。そして、ちょっと補足説明をさせていただきます。 

 また、今回の選定委員会の審査のご参考になるかと考えまして、事務局のほうで日程を

とりまして、今回申請のありました３法人の保育施設の現地視察に行きたいと考えており

ます。日程案につきましては、この委員会の最後に、各委員へご提案させていただきたい

と考えておりますので、よろしくお願いします。 

 また、日程の都合上、ご参加いただけない委員もおられるかと思いますが、事務局のほ

うでビデオ撮影を行い、次回の第２回選定委員会においてご覧いただく時間をとりたいと

考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ありがとうございました。 

 以上、１、経過及び概要説明、２、審査基準について、創っていきたいこども園及び審

査基準の考え方ということで、大項目としては７項目、そして小項目として何点かの点に

ついてご説明が終わりました。 

 議事の１番、２番を一括して質問、ご意見等を受け付けたいと思います。ご質問はござ

いませんでしょうか。ご質問がある場合には、挙手いただいて、近くのマイクを持って、

まずは番号を言っていただいてから発言をいただければと思います。 



－11－ 

 どんなご質問でも結構ですので、ぜひよろしくお願いいたします。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  今回の基準項目、この点数づけというか、があります。これが前回のす

みだこども園のときの採点をそのまま持ってきているとおっしゃいましたよね。そのとき

のどんな点数やったかとか、そんなんは見せていただけないんでしょうか。どれぐらいの

点数が付いたんかなというふうに思いまして。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね、前回、そちらの審査についてどのようなものであるか。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  同じ審査項目であるのならば、前回の分、名前を隠してでも、もう決ま

っている、選定されたんでしょうから、その分とかを見れればなと。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  選定の合格ラインあたりを。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  そうですね。だから、どれぐらいの点数だったのかなというふうに思い

まして。同じ方法であるのならば見れるのかなと思いまして。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  お願いします。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  各詳細、例えば委員さんが何点入れたかというのはちょっと厳しいかなと

思いますが、全体でこの法人さんが幾ら、何点ということはお示しはできるかと思います。

それにつきましては次回でよろしいでしょうか。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  そうですね。紙にでもしていただいて、こんな感じやったというのを見

せていただいたら参考になるかなと思いますので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  それは合格をしたというか、通った園の。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  いや、できれば全部見たいですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  全部を見たい。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  何園あったのか、何業者あったのかはわからないですけど、そんなに優

劣ついたんかなと。これ、全部、また私も見ますけど、どうせいいことしか書いていない

んでしょうから、甲乙つけがたいんちゃうかなと。そこでそんなに差が生まれるもんかな

と実際思ったんでね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  よろしいですか。それについてはお答えとしては、先ほどのもので。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  点数につきましては、それぞれ出すようにさせていただきます。ただ、今、

事務局の案、審査基準につきましては案ということでございますので、この委員会で配点

を変えていただくというのはもちろん結構だと思いますので、その辺につきましてはご判

断いただきたいと思います。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  ありがとうございます。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長  よろしいでしょうか。 

 他にございませんか。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  今回、○○園から代表として出させていただいたんですけども、園長の

話によりましたら、今日は話を聞いて、園に持ち帰って、また検討を一緒にしましょうか

という形だったんですね。これ、個人情報の漏えいにもなるという形のことも言われてい

るので、どのあたり、私たち２人というのはすごい責任が重いと思うんですよ。だから、

持ち帰ったときに、誰に相談、どこまでの方に相談がオーケーなのか。例えば役員の会長

さんとか、副会長さんとかいらっしゃいますよね。その方にもやっぱり相談したいと思う

んですよ。２人だけで、園の代表の、今回、出席させてもらっている２人だけの責任では

すごい重過ぎると思うし、今までのすみだこども園とか、高野口こども園とかの経過も見

てきていないので、一主婦としてはすごい責任が重い。もちろん決めさせてはいただきま

すけども、その辺だけ、どのあたりの方までお知らせして相談したらいいかだけ教えてい

ただきたいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  保護者代表なので、個人の立場で審査をしていっていいのか、それとも役

員さんと相談が可能かと、つまりこういう情報をその方たちに見せてもよいかというご質

問だと思います。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  先ほども、ご説明させていただいたとおり、本委員会は守秘義務等がござ

います。委員さんの選定につきましては、園を代表して来ていただくということで、委員

となった方の判断でやっていただくということになりますので、これを役員会に諮る等々

につきましては、ちょっと承認できませんので、自信を持って選んでいただいたら結構か

と思いますので、よろしくお願いします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  よろしいでしょうか。納得していただけましたか。 

 じゃ、他にご質問はありませんか。よろしいですか。 

 ご質問がないようでしたら次に行きたいと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、議題３の書類審査について。 

 続きまして（３）の書類審査に入りたいと思います。審査資料（比較表）の説明につい

て、概略を事務局のほうからお願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、３番目の書類審査の１点目の審査資料（比較表）の説明をさせ

ていただきたいと思います。 

 お手元に配付いたしました資料２、資料３と３法人からの申請書についてでございます。 
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 まず、各法人からの申請書、この大きいファイルのものです。これ、３冊皆様のお手元

に配付させていただいてあると思いますが、この表紙をめくっていただきますと、一番上

に提出書類一覧表が付いていると思います。この提出書類一覧表の左側に番号が付いてい

ます。この番号が見出しの番号ということで、11番についてはアからサまでこういった資

料が付いておりますので、この提出書類一覧表を参考に見ていただけたらと思います。 

 また、例えばデイリープログラム、11のクでは比較検討がしやすいように日を指定して

いたり、献立表も６月の分をお願いしたということで、比較検討しやすいようにしており

ますので、そういった形で見ていただいたらと思います。 

 この11のクのデイリープログラムですが、○○会の○○園と○○会の○○園ではデイリ

ープログラムを作成していないということで、週間指導計画、月間指導計画がかわりに添

付されておりますのでご了解ください。 

 それから、献立表につきましても、○○園ではアレルギーの園児は１名ということで、

個別ヒアリング対応されているため、参考に系列園で使用されている７月分のものが添付

されております。 

 それでは、資料２のＡ３の横長、一番大きなペーパーになっておりますけれども、書類

審査の比較表をご覧いただきたいと思います。 

 これにつきましては、法人から提出された申請書類から主要な項目について、法人ごと

の内容をまとめたものになっております。 

 １ページ目が法人の概要ということで、２ページ目以降が先ほどご審議いただきました

審査基準の項目ごとに各法人の内容をまとめております。一部抜粋した部分がありますの

で、詳しくは申請書のほうを見ていただきたいと思います。大まかな部分についてはこれ

を見ていただけたらと思います。それぞれの項目、説明書きの下に、申請書の書類番号、

ページ数を記載しておりますので、それを参考に申請書とページを確認いただきたいと思

います。 

 次に、資料３のほうですけれども、審査項目に関して、現橋本市の公立園ではこういう

ふうになっているという資料も付けておりますので、公立園との比較で見ていただければ

と思います。 

 簡単ですが、以上です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  委員の皆様には、申請書類等、膨大な資料を検討していただくわけですの

で、申請書類の該当ページ数も入れてありますので、この資料２をしっかりご覧いただけ
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れば審査できるということになっています。実際には紙だけの審査ではなかなか難しいと

ころはあると思いますが、ぜひ詳しく見ていただければと思います。資料３では、現在の

橋本市の公立園の現状をあらわし、比較できるようになっています。 

 それでは、続いて財務状況について専門家である２番委員のほうからご説明をよろしく

お願いいたします。 

○２番○２番○２番○２番委員委員委員委員  お手元の資料では、資料７、一番最後のところに資料を付けさせていた

だいております。 

 私は前回の三石保育園のところでの選考委員を初めてさせていただいて、そのときに使

った手法を今回も財務データとして提出させていただいています。 

 本来であれば、今日資料をいただいて、その中での財務諸表を見て計算するのが本来の

やり方なんでしょうけれども、事前に事務局のほうから応募のありました３法人の財務諸

表を私のほうにいただきまして、その数値を今回反映させたものが一番最後のページで付

けさせていただいております。 

 やり方なんですけれども、基本的にこの社会福祉法人というものは、なかなか財務分析

というのが今まで確立されていません。通常の株式会社とかであれば色々な財務分析の手

法というのが確立されているんですけれども、どんな手法を用いたらいいのかなという中

で、東京都社会福祉法人経営適正化検討会というのがありまして、平成23年に公表されて

いた分だったと思うんですけれども、資料７のページの最初に書かせていただいているん

ですが、平成23年３月ですよね、社会福祉法人の経営適正化に向けてというものが示され

ております。その中身での財務分析の指標という形でその社会福祉法人の収支状況を見る

指標として、（１）から（６）で細かく分けますと11指標が明記されてあります。 

 それをこういう指標をつくるにあたっての経緯というのが東京都のホームページからダ

ウンロード、今まだ出来ると思うんですけれども、かなり分厚い書類で、裏表じゃないん

ですけれども、詳しい検討結果、財務専門家等々を含めてこういうのがよかろうというこ

とで指標が出てあります。 

 その次のページの横長の分が各指標の計算式と簡単な説明が記載されてありますので、

参考までに見ておいてください。 

 最後のページの財務分析結果一覧表なんですけれども、この計算結果に至るまでの経緯

につきましては細かい計算式がございます。それについては事務局のほうに資料を提出さ

せていただいておりますので、ここに至るまでの経緯を必要だという形であれば、事務局
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に言っていただいて、資料をいただけるようにしていただければと思います。 

 あと、この全国（丙地）平均というところなんですけれども、一応何か参考になる資料

というもので、私が所属しておりますＴＫＣ全国会という任意団体があるんですけれども、

そこで私もその団体の中の社会福祉法人経営研究会という会に所属しておりまして、社会

福祉法人の会計についての色々な勉強をするところなんですけども、その会に毎年１回こ

ういうＳ－ＢＡＳＴ、バストというか経営指標というものが送られてきます。残念ながら、

この25年度、一番新しい分は無いんですけれども、ちょうど１年前、平成24年３月決算ま

での分があります。ここの保育園の（丙地）というのは甲乙丙の丙で、保育園の地域、３

大都市圏とその他の地域と３カ所に地域的に分類するんですけれども、和歌山県の場合は

丙地という形での一応集計地域になりますので、その数値を同じように、全国平均の保育

園が応募があったという形で４つ目の法人とみなして数字を見させていただいたものにな

ります。 

 比較できるように、本来は固定長期適合率、人件費比率、労働分配率、事業活動収入対

借入金比率の場合は小さいほど本来はいいとされる指標なんですけれども、それだとなか

なか総合評価の点に反映さすのに難しくなりますので、分子分母を逆転させまして、数字

的に高いほうがいいよという形で集計をし直してあります。それを、偏ったらあきません

ので、統計学の指数法という形で、例えばなんですけれどもオリンピックの体操とかの場

合で、審判員の方の一番高い点と一番低い点を切り捨てて、それの平均をとる。もしくは

全ての法人の平均、もしくは全ての中間のところの平均をとる。そういうのを合わせて、

なるべくその偏差、表のように偏差値みたいな計算の仕方をして数値化してあります。 

 一番下の総合評点というところが一応参考にしていただけるように、この全国平均が

64.8ですから、あとの３法人はそれを大きく上回っておりますので、基本的には、財務的

には問題のない３法人かなという形です。 

 ただ、この○○会さんは老人施設をお持ちです。我々の中では老人施設は儲かるという

一般的なイメージがあるんですが、昔からある老人施設の場合はかなり内部留保のお金が

たまってきている関係で、どうしても財務諸表的にはいい形になります。そこを外して計

算しようかなとも思ったんですけれども、受託いただくのは法人としての受託という形に

なるので、もし保育園の事業がうまくいかなくても、同じ社会福祉事業の中なので資金の

流用は可能になりますので、ちょっと迷ったんですけれども、やはり法人全体で財務諸表

を見たほうがいいのかなという形で数字は上げさせていただいております。 
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 あくまでもこれは数字のやり繰りでございますので、細かい財務諸表の中を見た中で、

「うん？」と思うところは多々ありますので、それは、また、次回の法人さんへの質問が

あるんですかね。その中で聞きながら、皆さんにこういった点で私の疑問があるよという

ところも聞いていただければなと思っています。まず参考となる１つの資料という形で提

出させていただいております。 

 以上です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ２番委員さん、お忙しいところ、簡潔にまとめていただきましてありがと

うございます。総合評点的に見ますと、全国平均よりは全ての法人が高いという結果にな

っておりますが、すぐ見ても、こういうものはなかなかわかりにくいんですけども。 

 では、今までのところを含めて、地域、利用者の立場から、どのようなこども園を望む

のか、意見等をいただきたいというふうに思います。 

 皆さんのほうから、特に保護者の方たちについては、ぜひこの場でたくさんのご意見を

いただいて、次のプレゼンテーションのときによりよい選定ができるようにしていきたい

と思いますので、どうぞご意見をよろしくお願いいたします。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  何の意見ですか。何を質問するかですか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  どのようなこども園になって欲しいのかなどでもいいですし、今出てきた

財務諸表についてでもよろしいですし。 

 どなたかが、まず口火を切っていただきますとお話しやすいんだと思います。何でも結

構ですので、どうぞ。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  この書いていただいたもの、今日、すごくわかりやすくて、１ページ前

のこの説明もまた、全国の指標をまとめていただいたやつがこちらなんですよね。だから、

財務的には全く問題ないと。ただ気になるところは、第２回のときにご質問いただけると

いうことですかね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  幾つか疑問点があったのでということですね。 

○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  そうですね。ご質問をそのときに直接業者に投げかけていただけるのか

と。これを見ていただいて、質問、詳しいところ質問あればとおっしゃっていただいたん

ですけども、ど素人なので、全然こういうのを見てもわからないので、そういう気になっ

たところを適切に突っ込んでいただいたら私たちもわかるかなと思うので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね、なかなか財務に関しては素人はわかりにくいので、ぜひお願

いをしたいということですね。 
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○○○○４番４番４番４番委員委員委員委員  はい。その気になるところというのはどういうふうに気になるのかなと

いう。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  その点について、幾つかあれば今お話しいただいてもよろしいですか。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  まだきっちりと見切れていないところもあるんですけれども、ここのと

ころ、○○会だったと思うんですけど、基本的に社会福祉法人という組織は役員報酬とい

うもの、理事という役員の立場での給料というのは取れないんですね。ただ、一法人さん

だけ、○○会さんは細かい資料の内訳がなかったんですけども。役員報酬が最後の24年度

にぼーんと300万ほど出ていたのかな、そういうところがあるので、その辺はなぜかなと。

本来取れない法人の役員報酬が出ているというのはちょっと疑問点というのと、ただ単な

る縦横集計したら合わないという法人さんもいらっしゃるので、経理の体制的にいかがな

のかなというのと、あと、事務費で前年度上がっていた家賃が、今度事業費のほうで家賃

が上がっていたりするので、そういう細かい点なんですけれどもね、多分事務的なやり方

のミス、もしくは間違えていたのを正したとか、そういったものだったと思うんですけれ

ども。 

 これから時間をかけてじっくり見ながら、ちょっと気になっているのは法人さんに聞い

てみようかなと思っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ついでに、議長なんですが質問するのはただいまはよろしいですか。 

 人件費比率とか労働分配率のところで、よく、具体的にわからないんですけども、高い

ほうがよいというふうになっていて、人件費があまり大きくなってはいけないという見方

でしょうか。私などは、できれば民間園さんは保育士さんに払う給料が高いほうがいいな

というふうに思っているんですね。安い賃金で雇って、継続年数が非常に短くなる傾向が

あるので、給料が高い施設のほうがよいのではないかというふうにシンプルに考えるんで

すけども、そういう点は見ることができますか。保育士さんの給与と処遇ですね。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  今、ご質問のあったことなんですけども、我々の立場からすると逆で、

労働分配率というのは儲けたお金の中で人件費に振り向けられたのは幾らなのかと、何％

あるんですか。儲けから人件費に行ったものは何％か。基本的には低いほうがいい。当然

経費が少ないほうがいいわけですから、法人の運営としては、労働分配率が低いほうがい

いと、そういう形になってきちゃいます。ですので、あくまでも法人としての価値をはか

る上では経費が、売り上げが大きく、経費が少なく、経費の中で一番大きく占める人件費

というのも少ないほうがいいよといういう形にはなっちゃいますね。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですか。福祉施設は違うとは思うんですけども、やっぱりその比率は

低いほうがいいわけですね。人件費の占める比率が。 

○○○○２番２番２番２番委員委員委員委員  そうですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  わかりました。 

 他に、ご質問等。はい、どうぞ。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  考えがまとまっていないんですけども、民間の一委員からしてどうかと

いうのを聞かれても、ちょっとわからない部分があるので、例えば橋本のあやの台の保育

園であれば、どういう方針でどういうことに力を入れてやっております、責任者は誰です

という形のことを教えてもらって、高野口のこども園や三石台も民間に新しくなってます

よね。だからその辺の指導方針がどういうものになっているかというのも教えていただい

て、それも参考にしながら考えていくほうが、全く手元に何もないのに、こうしましょう

と言われたところでちょっとわかりにくい部分があるんですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  現在もこども園としてスタートしている２園の運営がどうかとか、内容が

どうかとか、評判はどうかとか。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そういうこととか、昔からある香久の実さんとか、あの辺でもあるのは

知っていますけど、どういう経営でどうされていて、どういう方針でされていて、どうい

うところに力を入れているとか、その辺もわからないのでね、そういうことも交えて討論

的な意味で質問を受けたら、多分答えられるとは思うんですよ。このほうがいいよ、あの

ほうがいいよという形でね。どうですかと聞かれても、園がどういう状態、建物で、何か

２階建てになって、２階が乳児さんで１階が幼児さんということは何となくお聞きしたん

ですけど、そういう建物、イメージを。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  橋本こども園の構想ですよね。それについて少しあるとわかりやすいと、

何か意見を言いやすいと。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうですね。そういうものがないのに。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  どういう構造になっているかなどなど、そういうことについては示すこと

ができますでしょうか。建物の状態とか。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  一応平面図のほうとか見せてもらったほうがということであれば、また次

回の第２回の選定委員会のときに平面図を用意したりというのは可能かと思いますので、

ご希望ということであれば用意したいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  特に施設面で充実した点とかというのは幾つか挙げられますか。地域支援
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のためのお部屋があるというふうにさっきお聞きしたように思うのと。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  こども園の場合は、地域支援ということで子育て支援室というのを必ず設

置しなければならないということで、今までの高野口、すみだのこども園についても整備、

設置してございます。今回の橋本こども園についてもその子育て支援室というのを設置す

る予定をしています。 

 あと、運動場のほうの面積を確保したいということで、園舎については、１階に３歳、

４歳、５歳の保育室を配置、そして遊戯室を屋内に設置して、その２階に０、１、２歳の

保育室を確保するというふうな形で整備を進めていきたいと考えております。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  先ほどの説明の中に、保育園では０歳児を開設するということと、幼稚園

のほうの内容としては３歳児保育から始めるというところは新たに加わっているところと、

子育て支援室が整備される。運動場も幼稚園があるのでかなり広い面積が普通あるんです

けども、そういうのもあればというところですね。 

 それで、平面図についても次回お見せできるということですが、いかがでしょうか。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そしたら、他の保育園の、そういう橋本でやられている保育園のそうい

うこととかは。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そういうことというのは、こども園としての運営の。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  検討するためにそういうよその園がどういうことをしているかというこ

とも知りたいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね。その点についてはどうでしょうか。比較をするためにそうい

うデータが欲しいということなんですが。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  非常に難しいかなと思います。例えば各民間さんが今やっている保育の内

容を全て掌握しているわけではございませんし、今回の応募法人の中にその法人さんがあ

ればそういうことも言えるかと思いますが、今、私立さん、民民さんでやっている保育園

の運営の状況を、こういう状況です、こういう状況ですということで事務局からの説明は

非常に厳しいかなと。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  運営状況じゃなくて、指針。こういう目的で子どもに対応していますと

いう。理念ですかね。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  ここに載ってございます最初の理念とか、そういうのにつきましては資料

としてはいただくことは可能かと思います。だから、それをどういうふうに保育に反映さ

れているのかというところまではなかなかわからないと思いますが、その程度でよろしけ
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れば。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  その程度で。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  わかりました。それにつきましては用意できるようにしておきます。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  経営されている方とその理念ということだけでいいと思うんです。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  わかりました。それにつきましては用意させていただきます。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  理念程度は比較の対象になるんですが、こういう選定の場合には、やはり

出ている３園の中でよりベストなものとか、応募されているものの中でまずベストなもの

をというふうに、まず比較して見ていくのがいいかと思うのと、もう１つは、実際にお母

様たちですと子どもさんがどういう保育を受けるのかということが重要になると思うので、

先ほどありました見学会とかに参加できれば、かなり保育の状況は見てみるとわかるとこ

ろがたくさんあると思いますが、そういうものではいかがでしょうか。理念のところは各

資料の中にも全部書いてあるので、今ある２つの園の理念ということですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  それは大体ホームページを開けば書いてあるとは思うんですけども。どう

しましょうか、事務局。理念については用意をするということでいいですか。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  今のお尋ねにつきましては、橋本市内で現に私立さんでされているところ

のということじゃなかったですか。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  そうです。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  先にされた法人ですね。違うんですか。こども園２つではないんですか。

違うんですか。それで比較するのであれば、今まで２つの、先にできているこども園さん

のを参考にするか、そういうところが役に立つと思いますが。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  それでどうでしょうかね。それでよろしいですか。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  では、先にできているこども園の法人さんの理念等につきましてはお示し

をしたいと思います。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  ３園ですね。三石もですね。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  あそこは保育園になりますので、ちょっとこども園と若干趣きが違います

ので。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  わかりました。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  すいません。よろしくお願いします。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長  よろしいですか。こども園同士の比較ということで。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  あとは何か。 

○○○○10101010番番番番委員委員委員委員  ちょっと教えてほしいんですけども、高野口とすみだ園と今までやって

きていると思うんですけども、このときにこういうふうな募集ですかね、これがそれぞれ

何件ぐらいあったのかと、今ぱらっと見たら、実際○○会というのが○○を運営されてい

るんですね。それと、今ちょっとお聞きしましたけれども、ここは２階建てになるんです

か。もうそれは決定。高野口とかすみだは１階ですね。２階建てにしているそのメリット、

先ほど運動場が広くとれるというふうなお話は聞きましたけども、子どもを預かっていた

ら、２階というと何かと危険なことがあるんじゃないかなと。２階建てで、上は他のこと

に使うのかなと思っていたんですけども、０歳から２歳までの子どもたちを入れると。０

歳だったら動きませんけども、２歳ぐらいになったら結構ばたばたして、階段とかいうの

は危険がないのかなと、そういうふうなことを感じたので、２階建てにするべきか、そう

いうことを教えてほしいと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ２点ですね。１点目は、これまでの第１回目の高野口こども園、それから

すみだこども園の応募されてきた法人数ですね。今回が多いか少ないかを知りたいという

ことですね。 

 ２点目が平屋じゃなく２階建てにした根拠ですね。 

○○○○事務局事務局事務局事務局  まず１点目でございます。高野口こども園の応募法人につきましては４法

人でございました。その次、すみだこども園の応募法人につきましては６法人となってい

るわけです。ちなみに参考としまして三石保育園の法人さんにつきましても４法人の応募

がございまして、今回が３法人ということです。 

 続きまして、２階建てにつきましての根拠でございますが、先ほども説明いたしました

が、現在、こども園につきましては、すみだ、高野口につきましては１階建て平屋となっ

ております。ただ、新たにできました三石保育園につきましては２階建てというふうにな

ってございます。その中の１つとしまして、もちろん三石でございますので面積が非常に

狭いということもありまして、というところが１点、それと橋本の場合も、橋本小学校の

跡地を利用するんですけど、全部が使えるわけじゃございませんので、その中の限られた

一部をこども園用地としてするということでございますので、２階建てとするということ

でございます。 
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 それと、もう１点の利点としましては、０、１、２歳を２階に上げるということにつき

ましては、これは全国的な動きもありますが、静かな環境で育てるというようなことの意

味合いがあってございます。下が０、１、２歳ということですと２階で３歳、４歳、５歳

の子どもが走り回ると午睡等もできないという面もありまして、２階に乳幼児、０、１、

２歳を持っていくというような施設の建て方がありますので、それにつきまして橋本市も

踏襲して、そういうふうなことでさせていただきます。 

 もう１点の危険性の面につきましては、色々な危険の脅威はさまざま想定はされるんで

すが、地震、火事等につきましては、もちろん建築基準法等もかなり厳しい基準でされて

おりますので全く心配ないのかなというふうに考えてございます。 

 以上です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  今の返答に対して、何かよろしいですか。 

○○○○10101010番番番番委員委員委員委員  はい、結構です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ありがとうございます。はい、どうぞ。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  これ、保護者からの意見用紙という投書箱がありまして、投書されたこ

とに関してと、ちょっと自分の意見も言いたいんですけども、すみだこども園とか、これ

は近隣のことなんですけども、バスを利用して、何かいろんな場所に行っているみたいな

んです。今、うちのところは○○園なんですけど、今だったら運動公園とかでも歩いてい

ける状況なので行けると思うんですけども、この橋本の下におりてきたら、なかなかそこ

も行けないかなという場合もあると思うんです。それで多分、そこだけの問題ではないと

思うんですけども、バスが必要やと思いますという意見が出ているんです。 

 それと、今ちょうど工事されていますよね、道路工事されていますよね。ほんで、朝の

行き来、夕方の行き来で混み合う時間って絶対決まっているんですよ。そのときに事故に

ならないかということを心配されているんですね。 

 だから、なるべく広くはとってほしいと思うんですけども、前は５メートルと言われて

いたんですけど、車だけの幅でね。でも、多分回るときに絶対５メートルでは足りないと

思うんですよ。真っ直ぐ走るんやったらいいと思うんですけど、カクカクなっているじゃ

ないですか。カクカクというか、どういうんですかね。ちょうど園に入るまでのカーブの

ところ、その辺とかは絶対あれだと思うし、小学校の子の通学路にもなっていると思うの

で、その辺、もうちょっと道路の点を、場所の移動の件だけではなく、道路のほうも確実

にどれだけかというのも表示してもらいたいと思います。 
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 それと、乳児さんが２階ということで、もちろん安全面とかは絶対ですと言われている

んですけども、何があるかわからないと思うんです。ほんで、まだ３歳、４歳、５歳なら、

すぐに外に出なさいと言うたら自分の足で出れるじゃないですか。先生の指示で動けると

思うんです。乳児さんに関しては、全部保育士にかかっていると思うんですね。だから、

２階のほうの間取りがどうなのかがわからないんですけども、やっぱり２階の子が自分で

歩ける子は自分で歩いて降りられるようなスロープは絶対必要だと思うんですね。また、

建物が例えば片方スロープをつくって、片方も非常階段として、そういうふうに、何があ

るかわからないのでね。こっち側で動ける状態なのか、向こうで動ける状態というか、ど

う言うんですかね、入り口が１つだったら困る場合もあるじゃないですか、非常の場合は。

そういうところも考えていただいているかというのと、乳児さんの遊びの確保、やっぱり

下に降りられる回数が多いほうがいいと思うんですね。幼児さんとの時間もずらして、何

時から何時までは乳児さんが遊びますよという、静かに寝ることも必要ですけども、遊ぶ

こともすごい必要だと思うんですね。だから、その辺を考えてつくられているかどうかと

いうのをやっぱり確認したいと思うんです。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  幾つか、建物の内容については、指定管理とはちょっと離れるんですね。

市のほうがどのような建物を建てていくかということになると思うので、それについて意

見聴取する場というのはありますか。もう大体決まっている。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  施設につきましては、もう議会での説明をさせていただきまして、それで

建設を進めるということで進んでおります。道のほうにつきましても、もう既に図面等も

上がっておりますので、お答えとしましては、安全にやっていただける道路になっている

ということでご理解いただきたいと思います。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  その図面に関してですけれど、要望しているじゃないですか。それに関

しては受け入れてもらえないということですかね。進めていますという答えなので、図面

も上がっていて、要望を出しているじゃないですか。それに対しての返答もらいたいんで

す。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ここの場は、それはまた別件になるんですね。申し訳ない。ご意見はすご

く重要だと思いますが、指定管理に関しての今回の質疑になりますので、建物に関しては

別件になってくると思うんですが、実際に運営する上では、保護者の方が心配されている

点を要望として出していくことはできるかと思うんですけども、どうさせていただきまし

ょうか。事務局、どうしましょうか。 
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○事務局○事務局○事務局○事務局  そういうご要望等につきましては、再度十分に聞かせていただいて。説明

会も何回かさせていただいたと思いますし、住民の説明会も前に、橋本市全体として、先

ほど経過の中でもありましたように、経過を説明させていただいて、うちとしては手順を

踏んで、全ての施設運営につきましても、ご了解まで行きませんが、それぞれ個人につき

ましては１階がいい、２階がいい。それから２階についても、乳児が上がいい、下がいい、

それぞれ意見がございます。それを全て聞くというのは非常に厳しい中でありますので、

市として責任を持って、一番いい施設ということで進めさせていただきたいと思っていま

す。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね。あとは実際の運営にあたったときに、避難の練習等をどの程

度するのかとか、どの程度してほしいとか、そういう具体的な要望はまた法人に向けて出

せると思うんですね。ですが、この件については、この場での話し合いではないと思いま

すので。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そしたら、いつ言えばいいんですか。私、ずっと○○さんには言ってい

たんですけれど。○○さんにはずっと伝えていたんですけど。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ○○さんというのは。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  ○○園の○○さんには。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そういう要望をしていると。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  はい。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ○○さんのほうが出席をされていたんでしょうかね。そういう説明会等に。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  いや、伝えますと、意見書として伝えますという形ではずっと言ってい

たんですけど。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  それの意見に対しての回答はどこでもらえるのかですね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  そうですね。はい。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  すみません。○○園から要望書という形でいただいた記憶はちょっとない

んですけども、○○園さんについてはかなり以前に出していただきまして、それにつきま

してお答えをさせていただいたと記憶してございます。すみません。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  口で言っても大抵だめで、要望書として出されたかどうかなんです。会長

さんと確認をされていますか。もう一度確認をされておかれるほうがいいかもしれません

ね。要望書として出されると、それについてはコメントをしなければいけないことになる

んですが。 
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 よろしいですか。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  はい、わかりました。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  じゃ、他にご意見やご質問、何でも。○○園さんのほうはいかがですか。

代表の方、いかがでしょうか。○○園の保護者の方、いかがですか。何かぜひこの場で。 

○７番○７番○７番○７番委員委員委員委員  さっきおっしゃっていただいたみたいに、○○園からは要望書というか、

保護者からの意見、説明会の後に要望書を出させていただいて、返事というか、今、２園

さん行われているこども園さんはこういうふうにやっていますというご返事はいただきま

した。でも、実際のところ、建物に関しての件などは、今は関係ないというふうには言わ

れているんですけども、具体的な返事というのはいただいているとは思っていなかったん

です。今の他の２園さんの現状を教えていただいただけという形にしか私たちは思ってい

なくて、それを話はもう決まったかのように進められていることに関しては、保護者から

したら、ちょっと不満があると言えばもちろんのことだと思うんです。そのことに関して

は、もう今の現状として、こうしてくださいという意見を出した場合はどうなるんでしょ

うか。この前いただいた返事のままのとおり、建てることをもう進めています、もうこう

いうのを建てるというふうに決まっていますとお返事しか、前の説明会で質問させてもら

っても、そういう意見しか返ってこなかったように思っているんです。 

 色々プールの件、どうなっていますか。建物の件、こういう短時間児、長時間児という

ふうに話を進めていますけど、お部屋などどうなるんですかということも多分保護者から

の意見として出たと思うんですけど、そのことに関しても、具体的に決まっているという

返事はいただいていないのに、もう決まっていることでお返事されているように思うんで

す。そういうのは今から事務局さんに具体的な内容というのは言わせていただいたら、何

か変わっていくんでしょうか。もう建物に関しては決まりましたということでおしまいな

んでしょうか。もう２階建てで０から２歳児さんは上に上がりますということは、もう今

言うても変わらないことは変わらないんですか。お願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局 先ほども申しましたように、既に設計も出来上がっている状況でして、議会

にも説明をさせていただいておりますので、この形で進みたいと思います。 

 ただ、法人さんが決まりまして、レイアウトの大きな変更というのはもちろんできない

んですけども、それを使い勝手のいいような形での、変更まで行きませんが、そういう手

直し的なものについては可能かと考えます。 

 以上です。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長  じゃ、もうこの件については決まっているということで納得していただい

て。 

○○○○７番７番７番７番委員委員委員委員  納得はできません。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  納得できないです。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ああ、そうですか。 

 特に納得できない点は、要望した点がどのように反映されたかの説明がないことですか。

それとも２階建てであるということに対してですか。 

○○○○７番７番７番７番委員委員委員委員  多分全体的なことなんですけど、私たちが○○園で説明会をしますよと

聞いた時点では、もう決まっていたこと前提できっとお話を進められていると思うんです。

私からしたら。もうこうしますよと言われるだけのことだと思っているので、今、今回、

私たちが保護者の代表で来させてもらったというのは、そういうことも含めてだと思って

来ているので、何か本当に決まったこととしか聞いていないのに話が進んでいっているこ

とがまず納得できないんですよ、私たちからしたら。 

 でも、もうおしまいというのではなく、今からでも、建物はもちろん設計していて、今

から建てていかないとというのは話はわかるんですけど、もう一度保護者の意見をちゃん

と聞くという場は設けて欲しいなということを今伝えないと、多分これはうやむやになっ

ていくんじゃないのかなと私は思うので、またその点を考えていただけたらなと思うんで

すけど、お願いします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  どうぞ。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  私のほうからも、やっぱり代表として来ていますけど、みんな納得して

いるわけじゃないと思うんです。幼保一元化にしても、こども園が勝手にもう決まってい

る状態ということになっていること自体も納得していないと思うんですね。その上に、や

っぱり建築は決まりました。進めていきます。オーケーしないでも決まっているから仕方

がないというのは、建築段階での相談もやっぱりないし、やっぱり一緒につくっていこう

というのであれば、そのときから一緒に誰かが入って、決まった段階で入るのではなく、

その辺は一市民としては許せないことやと思います。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  何度か説明会に出させていただいて、おっしゃるように、でき上がった

ものが来ました。２階建てとかというようなことも来ました。私はある程度、事業主とい

うか、主体となって動く市のほうがやっぱりある程度の案を、建物とかの案を出してこな

いと、もちろん我々市民だけでは、専門家じゃないので建てれません。あと、要望ばっか
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り聞いても、正直一番コストの、お金がかかる、お金を節約しようとして、こういうこと、

幼保一元化ですか、をしようと思っていると思うので、我々の税金も使っているわけです

から、十分理解して私は参加して、やっぱりお母さんとかの視点で見たら、やっぱり２階

建てはそういうふうな考えあるんやなというのは聞かせていただいたんですけども、先ほ

どから申し上げているように、要望書ですか、そういう形として提出しないと、ここで言

うても○○園で、私、２回ほどそういうのに出たんですけど、やっぱり口で言うだけでは

こういうふうな回答で終わってしまうので、あと、私たちは一応指定管理者の選定委員会

の委員として出席しているので、先ほども委員長おっしゃっているように、やっぱり要望

として出せていない状態で今進んでしまっている状態なので、覆すことがなかなか難しい

とは思うんですけど、今日やっているのは選定委員会ということなので、その点に関して

は別にもう何もないんじゃないかなと思いますので、ここでお願いしますで終わるんじゃ

なくて、やっぱり○○園、○○園に持ち帰っていただいて、要望書をちゃんと代表の方と

調整していただいて、市のほうに遅かれども提出しないとやっぱり前に進まないんじゃな

いかなと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ありがとうございます。 

 そうですね。まず、ここでのご意見としてはちょっと場違いなところがあるので、その

ルートをもう一度整理しないといけない。そして、説明会の後に必ず要望書を即出さない

と、なかなかそれについて終わった段階で、もう議会も終わっている段階で、今ここで言

われても、中々それに対しての対応はもう難しい状況かなと思うんですね。 

 だから、保護者の側も、そういう意見が強くあったのであれば、もうちょっと前に動か

なければいけなかったかなと思いますね。 

○○○○５番５番５番５番委員委員委員委員  でも、知らない保護者は多いと思います。勝手に決まっていてね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  勝手にということはないんですよね。説明会は必ず開いて、そこに来てい

ない人は知らないとかいうことがあるかもしれませんが、手続は多分踏んでいると思うの

で、そのときに○○園のほうの、○○園ですね。 

○５番○５番○５番○５番委員委員委員委員  ２階建てと聞いたのはこの委員を決めるときなんです。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  説明会の折にはですが、その点についてはもう一度、また別件でぜひ考え

ていただくことにしましょう。時間もありませんので。 

 一応役割としては、選定委員としてここにいらしているということで、その件について

は園のほうで別の行動を起こしていただくという形でいいですか。よろしいでしょうか。 
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 では、選定に関してのご質問とかご意見等にまた戻ってお話をしていきます。ご不満等

はよくわかりましたので。 

 はい、どうぞ。 

○○○○17171717番番番番委員委員委員委員  私、○○園の職員の代表ということで来させてもらっているんですけど、

お母さんたちの気持ちはもちろんわかるんですけども、ここは指定管理者を選定する場と

いうことで、橋本市で保育をしたいという法人さんが３園来ているので、私ももうあと数

年で定年を迎える身なんですけども、橋本でずっと仕事をしていて、保育に携わってきて、

保護者の皆さんで娘さんたちが保育園でお世話になった、その保育園がどうなるんかとい

うことで公募で来ましたという方もおられますし、今、実際に保育園、幼稚園で通園され

ている方もおられると思うんですけれども、やっぱり私たちが橋本市の保育として、今ま

で培ってきた保育内容を一番それを引き継いでもらえる法人さんを皆さんで選んでいただ

きたいというところが一番の望みかなと。 

 近くにある園やからということで行かれている方も多々あるとは思うんですけども、公

立で私たちがずっと長年積み重ねてきた保育というのをやっぱり一番近い、今度は自分た

ちの子どもをまた預ける法人さんなので、そういうところをやっぱり、内容的なところ、

今度、次回にプレゼンとかあると思うんですけども、プレゼンだけではなかなか見えにく

いとは思うんですけども、その辺はやっぱり吟味していただいて選んでいただきたいかな

ということと、あと、会計のほうで賃金の話も出ましたけども、私たちも長年勤めてきて

いるので、いろんな民間さんのこととか見せてもらっているんですけども、やっぱり勤務

しやすいというのかな、ずっとずっと長年この保育園で勤めたいと思えるような法人さん

を選んでいただきたいということと、公立保育園としてはですけれども、見た目だけでは

なくて、やっぱり地に足がついたというのかな、行事に流されないとか、行事のための保

育をするとか、見た目だけで飛びつくような保育というのじゃなくて、やっぱり一人一人

丁寧に保育をするという、より子どもに寄り添った保育をするというのを自慢に置いてい

るので、その辺のところをしっかり見ていただきたいかなと思います。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ありがとうございます。 

 ぜひ保護者の方たちには、むしろ役所の方よりは保育の現場をよく知っていると思いま

すので、例えば３法人の中で子どもの安全とかに一番注意を払っている園はどこかとか、

それから職員配置がより乳児さんのほうに多く配置されているのはどこかとか、それから、

給食についても、皆さんはより子どもの食の健康、安全について詳しいと思いますので、
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実際にそういう具体的なところでのご意見を反映していただけるととてもいいかなと思う

んですね。 

 こども園に移行するということについては、既にもう決まっている、既に何年も前に決

定していることなので、これについて、今、覆したりすることはできない状況なので、よ

りよいこども園に私たちの意見が反映されるようにという視点でぜひお願いしたいなとい

うふうに思っています。 

 他に何かありませんか。はい、どうぞ。 

○○○○10101010番番番番委員委員委員委員  今、３つ出ている法人なんですけども、ぱらぱらと表を見ただけなんで

すけども、これは○○会さんですかね、これはたくさんの○○園を運営しているみたいで

すね。やっているところを見ると、○○とか○○とか○○、○○、いろんなところでやっ

ているんですけども、法人の所在地は○○市ですね。これ、○○市の、○○県の法人だと

思うんですけども、が全国に手を広げているということですかね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  全国展開の法人ですね。 

○○○○10101010番番番番委員委員委員委員  それと、○○会というのは、これは○○県の法人ということですね。○

○県の法人がなぜか○○を運営していると、県の中で、個人的にぱっと考えれば、和歌山

県は和歌山県の法人がすりゃいいんじゃないかなと、勝手なことを思っているわけなんで

すけども、これは○○県を中心にしていると、そういうふうなことでいいですね。わかり

ました。 

 この○○市でしているこの○○会というのは、もうかなりの全国チェーンでやっている

と。わかりました。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  公募してくるときには、さまざまな法人の競争によって、よりよい園を選

んでいきましょうということになっているので、色んなところから応募がありますね。で

すから、和歌山県だけで限定はしていないと思います。 

 その点もよく見ていただいて、たくさん経営しているところのメリット、それから小さ

い園でも手厚くやっているところもあるかもしれませんし、そういうところは比較をして

いく中で、ぜひ検討していただきたいと思っています。 

 他にございませんか。じゃ、どうぞ。 

○６番○６番○６番○６番委員委員委員委員  私も素人で全く何もわからないんですけど、昨日の夜に前回のすみだこ

ども園の選定の議事録を夜の１時間ぐらいでインターネットで読ませてもらったんですけ

ど、何かビデオ撮影のことがすごく話し合われていて、実際にこういうのだけやったらわ
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からへんからという話で、ビデオ撮影をされることにすごく保護者の方が話し合っていた

んですけど、今回もビデオを見せてくれるということで、何分ぐらい見せてもらえるのか

というのと、編集の仕方ですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  次回に見せていただく分ですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。それは誰が編集をして、やっぱり編集の仕方によったらい

いこととか色々あると思うので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そういうものは誰が。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  保護者の方はどういう点を見たいんですか。そこを要望として出されてお

くほうがよいかと思うんですが。何と何を必ず見てほしい、撮ってきてほしい。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  私の個人的なことでいいですかね。やっぱり朝の活動と、私の個人的な

意見では給食。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  給食はぜひね。そうですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  調理室から全て。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  見たいので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  給食を見たい。朝の活動というのは、朝の受け入れの状況ですか。それと

も朝の会。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。登園から。うちの先ほどの意見書の中で、うちのところ、

鍵が何かチェーンみたいにしているんですけど、もうちょっと安全に。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  施錠の状態ね。そうですね。安全で、かつ面倒くさくないようなところと

か。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。シリンダーというか、ダイヤルを合わせたりとか、そうい

うのとか、細かいところですけど、他も絶対細かい目で見ると思うので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  細かい配慮、健康とか、安全とか、お部屋の移動とかの方針ですね。今度

できるほうの建物にそういう配慮が要るんですが、でも、先生方がどのように気を遣って

いるかを見たいということですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  法人さんのなりの。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  自然なところを見たい。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  自然な感じの、ダイジェストじゃないですけど、多分撮ってきてくれる
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と思うんですけども、自然な感じのをぜひ見たいなと。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  給食はどういう点を特に見たいですか。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  給食ですかね。ぱらぱらとさっき見せてもらったんですけど、やっぱり

今の橋本の現状やったら、手作りってこだわっていると思うんですけど。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  おやつ等の取り組みですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。おやつとかの。ぱらぱらと見たところ、クラッカーとか何

かそういう市販っぽいなというところもちょっとあったので、どういうものを食べている

のか。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  提供しているのか。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。だから、やっぱり今に近い部分をお母さんたちは求めてい

ると思うので、そういうのを見たいかなと。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  わかりました。まず、給食の状況や調理室の状態とかから、細やかなとこ

ろですね。ぜひ、時間軸を追って見れるような形での編集をお願いしたいということです

ね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  できれば、お手数でも、一緒に行っていただければありがたいんですけど

も。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  できれば行きたいと思っています。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  ここぞという法人を選んでいただいて、ご一緒に行っていただいたらあり

がたいと思います。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  ちょっと資料はね、お母さんたち、見れるところと私たち、よくわから

ないところがあるので。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  横に並んだ一覧を見ると、随分と違いはあるんですね。ですから、その辺

あたりを次回のプレゼンテーションではぜひみんなで細かく見て、そこを突っ込んだ質問

をしていきたいというふうに思っていますが、どうぞよろしくお願いします。 

 その点の要望、ビデオについて。お願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  先ほどおっしゃったみたいに、前回の会でかなりそこに時間をかけました

ので、今回はもう行くという前提でさせていただきました。それとビデオも撮るという前

提でご提案をさせていただいております。 

 前回につきましては、事務局のほうで撮影をいたしまして、事務局で編集という形でさ
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せていただいています。時間帯につきましては、３法人同じ時間、そのときもそうですけ

ども、全て同じ条件となるように、前回は11時から12時に訪問させていただいて、０、１、

２歳児の様子、３、４、５歳児の様子、それからその中で給食の様子、戸外遊び、それか

ら室内での設定保育等につきまして、それぞれのほぼ同じような条件になるように撮影を

しまして編集をしています。その中で、先ほどご要望があった衛生面とかで、トイレの後

の、トイレそのものは撮れませんので、終わって手を洗うときの様子とかにつきましても、

前回ではそういうところを撮ってございました。ただ、前回、11時からということで、12

時までの間でして、ほとんどメインが給食となりまして、設定保育等がなかなか撮れなか

ったかなという反省で、今回は10時半から11時半までというような設定で行かせていただ

いて、保護者の方、皆さんにも出来るだけ行っていただいて、事務局もその時間帯に合わ

せて同じように行ってビデオ撮影をさせていただくという形にさせていただきたいと思い

ます。 

 事務局としましても、本来でしたら１日おって撮ったらいいんですけども、もちろん知

らない人がたくさんおる中での保育になりますので、１時間ぐらいが限界かなというふう

にも判断していますので、その中でできるだけたくさんの場面を撮れるように事務局でや

っていきたいと思います。 

 以上です。 

○６番○６番○６番○６番委員委員委員委員  今回の法人さんは、今、お手洗いのところを撮ると言われたんですけど、

そういうところを重点的に撮るというのはもちろん事前には知らないんですかね。撮るほ

うにとっても、わかっていたら、やっぱり誰でも。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  その日だけ頑張るんではないかということですね。 

○○○○６番６番６番６番委員委員委員委員  そうですね、頑張ったりするので、前回の見たところというのは、今の、

これからの方は知っているのかどうかというところですね。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  話に出ているように、日程調整を当然せなあかんので、もちろん向こうの

保育園の行事とか、そういう設定がありますので、向こうの都合のよい日を、後ほど説明

させていただきますが、候補日をいただいておりまして、その中で委員さんのいい日を、

一番多い日に行っていただくというような形を計画しています。ということですので、少

なくとも法人さんにつきましては、いつ委員さんが来るというのはわかります。その点を

踏まえてご覧いただくしかないのかなと。抜き打ちで行くわけにいきませんので、その辺

につきましてはそういう形になろうかと思いますので、よろしくお願いします。 
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○○○○委員長委員長委員長委員長  そうですね。もう全部自然な状況ではなく、やっぱりその日は頑張ると思

いますね。ただ、微妙なところは、実は資料の中も、ちょっとお手数でも読んでいただく

と、かなり通信とか、それから保育計画のあたり、デイリープログラムとかをちょっとの

ぞいていただきますと、大分具体的な援助の仕方については見れると思いますので、それ

と行ったときの雰囲気がすごく大事で、例えば保護者の方に対してのご挨拶や子どもたち

への言葉がけなどは隠せない部分があるのでね。そこはきっと一番よくわかる、方針がわ

かる、その園の理念、さっき理念を知りたいとおっしゃっていましたが、理念が実現され

ているかというところは職員さんが、保育士が子どもさんにどうかかわっているかとか、

どう言葉をかけているかとか、手の引っ張り方１つにしても、見えるところなので、ぜひ

そこは保護者がきっと一番わかる部分ではないかなと思うんですね。それはなかなかはっ

きり出てきます。ですので、ぜひ皆さんの目を生かしていただけたらと思います。 

 当日、少し頑張ってしまうのは仕方がないことで、見ていただくときには引いていただ

かないといけないというふうに思いますね。 

 さて、もう少しとおっしゃっていたんですが、そろそろ閉会をしたい、そろそろ時間が

あるんですが。どうしてもでしたら。 

 大丈夫ですか。ぜひ参加していただいて、いい法人を選んでいきたいというふうに思い

ますが、いかがでしょうか。 

 そろそろ、あと５分前になりましたので、では、次の議題４番、次回選定委員会につい

て、ご説明をいただきたいと思います。事務局よりお願いします。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  それでは、10月20日の第２回選定委員会についてご説明させていただきま

す。 

 資料６をご覧ください。 

 午後１時に委員長の開会のご挨拶の後、採点方法等のご説明をさせていただきまして、

視察先で録画いたしましたビデオをご覧いただきます。午後２時から、各法人によりプレ

ゼンテーションをしていただきます。法人に対して質疑応答した後で、２番委員より、ま

た財務報告等について色々とご意見をいただき、委員長より応募法人についての総評的な

ことをいただきたいと思っています。それから、意見交換を行った後に、18時に採点を行

いまして、18時40分ごろに結果発表。それから公表を行って閉会という形で進めたいと考

えています。 

 プレゼンテーションは20分になります。それから質疑応答は30分以内で行うと。それか
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ら、説明員の人数は５名以内ということで、委員の皆様のご了承をいただきたいと思いま

すので、よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  次回、10月20日は遅くまで、１日一緒におつき合いいただくんですけども、

ぜひいい施設、法人を選びたいと思いますので、どうぞよろしくお願いします。 

 本日の議事につきましてはこれで全て終了しましたが、何か特にございますでしょうか。 

 はい、事務局。 

○事務局○事務局○事務局○事務局  すみません。今から資料のほうを配付いたしますので、少しお待ちくださ

い。 

 それでは、事務局より説明させていただきます。 

 先ほど申し上げた保育施設の現地視察について説明させていただきます。今お配りいた

しました日程案につきまして、９月19日から10月４日までの日程表のところに、ご都合の

悪い日がありましたら、そちらにバツ印を記載していただきまして、９月４日水曜日中に

事務局の幼保一元化整備室までファックスで送付いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 事務局のほうで参加人数の多い日をピックアップさせていただいて、再度各委員の皆様

へ現地視察の案内を送付いたしますので、よろしくお願いします。 

 また、日程の都合上、ご参加いただけない委員もおられるかと思いますが、事務局のほ

うでビデオ撮影を行い、次回の第２回選定委員会においてご覧いただく時間をとりたいと

考えておりますのでよろしくお願いします。 

 一応行かせてもらう視察先、出発の予定時間というのは、今配らせてもらった表に記載

しているとおりです。９月19日から10月４日の間で皆様から返信いただいた資料にのっと

り日程調整したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○○○○委員長委員長委員長委員長  もうこれで終了ということで、議事をお返ししますので、よろしくお願い

します。 

 終わりでよろしいでしょうか。 

○司会○司会○司会○司会  委員長、どうもありがとうございました。 

○８番○８番○８番○８番委員委員委員委員  すみません。この日は交通手段とか、幼稚園や保育園に入れていない子

どもを連れていってもいいですか。 

○○○○司会司会司会司会  子どもさんの安全面がありますので。 
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○７番○７番○７番○７番委員委員委員委員  じゃ、どの日もそれは行けないので、下の子がいること前提で行かせて

もらえないと。 

○司会○司会○司会○司会  なるほど。そのときは事前にちょっと。 

○８番○８番○８番○８番委員委員委員委員  交通手段は。 

○司会○司会○司会○司会  市の車で行く予定になります。 

○４番○４番○４番○４番委員委員委員委員  出発というのは、これ、市役所ということですね。出発時間。 

○司会○司会○司会○司会  その予定です。また、詳細につきましてはご連絡させていただきますのでよ

ろしくお願いします。 

 それでは、皆さん、長時間にわたりましてご審議ありがとうございました。次回の審査

まで時間がございますので、各自本日の書類、資料をお持ち帰りいただき、詳細の検討を

お願いしたいと思います。 

 次回は10月20日日曜日午後１時からとなります。会場はこの市民会館の第１会議室とい

うことで、この左側になりますが、そちらのほうになります。 

 それでは、以上をもちまして本日、第１回目の選定委員会を終了いたします。それでは、

大変ありがとうございました。 

 


