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会議の名称

平成 25 年度

第 6 回飯塚市公立保育所・幼稚園あり方検討委員会

開催日時

平成 25 年 10 月 15 日（火）午後 5 時 30 分～午後 6 時 30 分

開催場所

飯塚市役所

出席委員

渡邊美智子 委員長・福間一志 委員・竹内節子 委員・河原信子 委員・

本庁 4 階 研修室

白山勝也 委員・石井啓子 委員・上野裕美 委員・西村亜矢香 委員
欠席委員
事務局職員

なし
髙倉孝こども・健康部長・田原洋一子育て支援課長・城戸信比古子育て支援課長補佐
近藤桂子保育指導主幹補・松岡貴章総務係長
瓜生守教育部長・青木宏親学校教育課長・古野知恵子学校教育課長補佐
小林広史学校教育課長補佐・中嶋啓誠学事係長

会議内容

（委員長）
只今から「平成 25 年度第 6 回飯塚市公立保育所・幼稚園あり方検討委員会」を開催
いたします。それでは、
「子育て支援センターの評価ついて」を議題とします。事務局
から説明をお願いします。
（事務局）
それでは「子育て支援センターの評価について」ご説明いたします。
前回の委員会で審議いただいた利用者アンケートを 9 月 4 日から 9 月 14 日までの期
間で各支援センターで実施いたしました。
支援センター毎に集計したものをお配りしております。
アンケート問 5 の中で、③から⑬までの 11 項目が子育て支援センターに対する満足
度を問う内容といたしておりました。どの支援センターも「1 の満足から 5 の不満」ま
での 5 段階で見ると、飯塚子育て支援センターは「1 の満足と 2 のやや満足」だけで
50.2％、
「3 の普通」まで加えると 97.1％になります。他の筑穂、庄内、頴田支援セン
ターは「満足」
「やや満足」と言う回答が大半を占めており、それぞれ高い評価を得て
おります。
運営状況につきましては、各支援センターから、毎月スタッフの配置予定表や利用状
況報告を提出していただいて確認を行なうとともに、随時、施設を訪問させていただ
いて状況を確認しております。各施設で利便性の違いもありますので、利用者数では
判断しにくい状況もありますが、各団体とも仕様書に定める委託の条件を満たしたう
えで、適正に運営を行なっていただいていると判断しております。
平成 26 年度の子育て支援センター事業運営を委託するにあたり、飯塚子育て支援セ
ンターの運営を委託しております「北星託児所代表者

奥孝子氏」から、
「家庭の事情

により来年度の事業委託については辞退したい」との報告がありましたので、飯塚子
育て支援センターにつきましては、新たに委託団体の募集を行ないたいと考えており
ます。
なお、筑穂、庄内、頴田の支援センターの委託団体の希望としては、継続希望の意
思を確認しており、利用者アンケートの結果とこれまでの運営状況を踏まえて、平成
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26 年度につきましても継続して運営を委託するのが適当であると考えております。
以上で説明を終わります。
（委員長）
事務局の説明が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。
（

意見等なし

）

（委員長）
ご意見等もないようですので、皆さんにお諮りしたいと思います。
只今の件については「平成 26 年度の子育て支援センター事業運営の委託について、飯
塚子育て支援センターは新たに委託団体の募集を行う。筑穂・庄内・頴田子育て支援
センターの 3 箇所は継続して運営を委託すべき」ということでご異議はありませんか。
（

「異議なし」の声あり

）

（委員長）
ご異議もないようですので、「平成 26 年度子育て支援センター事業運営の委託につ
いて」はそのように決定いたします。
次に「子育て支援センター事業運営委託団体募集要項について」を議題と致します。
事務局から説明をお願いします。
（事務局）
それでは

「子育て支援センター事業運営委託団体募集要項等について」ご説明い

たします。
配布しております【資料】につきましてご説明いたします。
【資料】の 1 ページをご覧ください。
飯塚市子育て支援センター事業運営委託団体募集要項を添付しております。
ご確認ください。
次に、2 ページの「飯塚市子育て支援センター事業運営委託業務内容」についてでご
ざいます。
まず、1 の委託目的につきましては、記述を尐し詳しくしております。
2、設置場所としましては菰田保育所内にある飯塚子育て支援センターです。
3、開所時間及び休所日を記載しております。
4、業務内容を記載しております。
5、委託料、年間委託料として、税込で 5,600,000 円を予定しております。
6、委託条件では、昨年から変更点としましては、(1)「2 人以上の人員を配置」の中で、
「内 1 人は責任者」を追加しております。
募集要項、委託内容については現在委託しております支援センターと同じ内容でござ
います。
3 ページから 7 ページまでは申込書及び添付書類でございます。ページが前後して申し
訳ございませんが全部で 5 枚あります。
8 ページに【資料 4】として選定評価基準を付けております。
以上、簡単ではありますが説明を終わります。
（委員長）
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事務局の説明が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。
（委

員）

委託内容の3の(1)の開所時間が午前8時30分としていますが、早いように思いますが
利用はあるのですか。
（事務局）
実質利用者が来るのは9時頃からになろうかと思います。しかし、受け入れをする準
備も必要ですので8時30分からとしています。
（委

員）

委託料について尋ねますが、委託料5,600,000円というのは前回と同じ額とういこと
でいいのですが、子育て支援センターの評価の中では出てこなかったのですが、委託
先団体から収支報告は提出してもらうのですか。
（事務局）
実績報告の際に経費についても確認をさせていただくように進めてまいります。
（委

員）

収支の事を聞こうと思ったのですが、人件費についての確認をする必要があると思
いました。それと１団体が１施設だと思うのですが、すでに運営している団体で規模
を大きくしてもう１施設、運営するということは可能なのですか。
（事務局）
基本的には別の団体と考えております。
（委

員）

今委託をしている団体から、市に対して、要望・依頼等があっているのですか。
（事務局）
随時、団体と協議をする場を設けていますが、今のところはあっていません。
（委員長）
アンケートについて、満足度が高いというのは分かったのですが、衛生面のところ
で、おむつ交換やトイレの部分で「やや不満」と書かれた方がわずかですがどこの施
設でもいるのですが、「ちょっと不満」「やや不満」という声は活かされるのですか。
（事務局）
このアンケートの結果につきましては、運営している団体に公表していきたいと思
います。そのうえで改善すべき点を検討していただきたいと考えております。
（委

員）

アンケートの関連なのですが、日曜日も開所してほしいとの意見があるのですが、
どのようにお考えですか。
（事務局）
委託をしている子育て支援センターは規模も小さな施設でありますので、実質男性
の方の利用はかなり尐ない状況であります。「街なか子育てひろば」は規模も大きい
ので、男性の親御さんも利用しやすい状況でありますので、そちらの方で検討をして
いきたいと思います。
（委員長）
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今の件に関連したことなのですが、「街なか子育てひろばがあるよ」というのは、
広報の中で周知されているのですよね。
他の支援センターの情報とかを掲示しているのですか。
（事務局）
毎月、各支援センターで支援センターだよりを出しております。他の支援センター
便りをそれぞれの支援センターにおいております。
共同の育児講座等がありますので、そういうのは広報、市のホームページでお知ら
せをしております。毎月のお便り関係でもお知らせしております。
（委員長）
只今の件については、実績報告時に収支報告を付けてもらう。その他は事務局の説
明のとおりでよろしいでしょうか。
（

「異議なし」との声あり

）

（委員長）
次に、「その他」ですが、事務局から 3 件の報告の申し出があっております。
初めに、「菰田・徳前保育所の統廃合について」事務局から報告をお願いします。
（事務局）
菰田・徳前保育所の統廃合について報告します。
7 月の第 4 回の委員会で、菰田・徳前保育所については「公立保育所・幼稚園あり方
に関する実施計画」通りに、「平成 27 年度までに統廃合するものとし、新設の場所に
ついては、公共施設等が特定の地域に過度に集中することのないよう十分配慮し、決
定する。」ことを報告いたしておりましたが、その後、候補地の比較検討ならびに関係
各課との協議を重ねてまいりました結果、別紙資料のとおり、花市場横の市有地、堀
池 15-9 に新設するのが最適であるとの判断に至りました。
このことにつきまして、9 月 25 日に開催された市議会の厚生委員会で報告を行い、9
月 27 日には菰田・徳前保育所の保護者に対しお知らせ文を配布いたしました。また、
10 月 4 日には菰田・徳前の地元自治会長会に出向いて説明を行ない、11 月 1 日付で隣
組回覧で地域住民の皆様への周知をお願いいたしました。
今後は、設計委託料、建設工事などの関連予算を遺漏なく計上するとともに、保護
者の皆様の理解を得られるように説明会を開催したいと考えております。
以上報告を終わります。
（委員長）
報告が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。
（委

員）

飯塚保育園がすぐ近くに建設を予定しているのですが、飯塚保育園は理解している
のですか。
（事務局）
厚生委員会の報告後に飯塚保育園に出向き、説明を行い、理解を得ております。
（委員長）
他にご意見もないようですので、この件につきましては、事務局の説明のとおりご
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了承をお願いします。
次に、(2)「相田保育所の民営化について」事務局から報告をお願いします。
（事務局）
民営化につきましても、7 月のあり方検討委員会において実施計画のとおり相田保育
所を民営化することを確認していただき、9 月 25 日に開催された市議会の厚生委員会
で民営化を進めることを報告いたしました。
今後のスケジュールとしては、10 月 18 日に相田保育所保護者への説明会を開催し、
29 日に地元自治会長会で説明と、地域住民の皆様に対して隣組回覧による周知をお願
いする予定です。
保護者説明会後にはアンケート調査を行ない、保護者の意見・要望を踏まえた上で、
本委員会において年内を目途に、相田保育所民営化の募集要項の策定をお願いいたし
ます。
その後、来年 2 月から 3 月にかけて移譲先法人の募集を行い、4 月中旬頃までに選考・
決定を行なっていただきたいと考えております。
以上、民営化についての報告を終わります。
（委員長）
報告が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。
（

質問等なし

）

（委員長）
ご意見もないようですので、この件につきましては、事務局の説明のとおりご了承
をお願いします。
次に、(3)「飯塚市立幼稚園の利用料について」事務局から報告をお願いします。
（事務局）
幼稚園授業料の見直しにつきましては、本委員会で答申をまとめていただくために、
長期間にわたり審議を重ねていただきましたことに深く感謝申し上げます。
8 月の会議でお知らせしておりましたように、9 月 9 日に渡邊委員長から齊藤市長に
答申書をお渡しいただきました。
その後、9 月の教育委員会会議で答申内容についての報告を行なうとともに、実施に
ついての協議が行われ、本日開催された教育委員会会議において「幼稚園利用料の見
直し時期」については、国において、その財源となる消費税率引き上げにより、平成
27 年度から『子ども・子育て支援新制度』の本格実施に向けて準備が進んでいくこと
が予想されるため、「平成 26 年度での利用料改定を見送り、国の子ども・子育て支援
新制度の動向を踏まえながら慎重に検討すべき。」との方針が決定されました。
このことから、12 月から開始する平成 26 年度の公立幼稚園、認定こども園の短時間利
用児の入園募集につきましては、利用料等は現行のままで行なうこととなりましたこ
とをご報告します。
（委員長）
報告が終わりましたが、ご質問やご意見等はございませんか。
（

質問等なし

）
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（委員長）
ご意見もないようですので、この件につきましては、事務局説明のとおりご了解を
お願いします。
最後に次回委員会の開催について、事務局から説明をお願いします。
（事務局）
次回の委員会開催日程につきまして、今後の予定としましては、子育て支援センタ
ーの委託先団体のヒヤリング・選考・決定をお願いします。
また、12 月から 4 月にかけて相田保育所の民間移譲先法人選考、決定等をお願いす
ることになります。
次回委員会の開催は 12 月上旬にお願いしたいと考えております。
以上、よろしくお願い致します。
（

日程調整

）

（委員長）
それでは、次回の委員会は 12 月 3 日（火）午後 5 時 30 分から開催したいと思いま
すので、よろしくお願いいたします。
ほかに何もなければ、これをもちまして、第 6 回委員会を閉会いたします。お疲れ
さまでした。
会議資料

・各支援センター利用者アンケート集計表
・飯塚市子育て支援センター事業運営委託団体募集要項
・飯塚市子育て支援センター事業運営委託業務内容
・飯塚市子育て支援センター事業運営委託申込書一式
・菰田・徳前保育所統合園舎新築工事位置図
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非公開

