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平成２８年度第２回南砺市児童館運営委員会会議録 

 

１．開催日時  平成２９年２月２８日（火） 午前１０時００分～午前１１時４５分 

２．開催場所  南砺市役所井波庁舎 ３階 ３０１会議室 

３．出 席 者  委員１３名 

沖田会長、前田副会長、横川委員、水木委員、蟹野委員、竹中委員、 

西部委員、廣田委員、菊地委員、小橋委員、山﨑委員、土居委員、 

松永委員 

事務局（教育部こども課）４名 

豊川部長、武田課長、溝口子育て支援係長、中川主査 

指定管理者（学校法人福光キリスト教学園）１名 

風間理事 

児童館４名 

内山児童厚生員（城端児童館）、新敷児童厚生員（井波児童館きぼりっ 

こ）、田中児童厚生員（福野児童センターアルカス）、上田児童厚生員 

（福光児童館きっずらんど） 

４．欠 席 者  委員２名 

碓井委員、向井委員 

５．傍聴人数  ０人 

６．議  題  （１）児童館の平成２８年度運営状況等について 

        （２）児童館の活動について 

        （３）南砺市児童館条例の一部改正について 

        （４）城端児童館の改築について 

        （５）その他 

 

開会 午前１０時００分 

 

（部長） 

 本日は、皆様にはご都合があったかと思いますが運営委員会にご出席いただきありがと

うございます。 

 昨年４月から教育委員会の中にこども課が入りましたが、２階と３階に分かれていまし

た。今年１月から２階に集結し、子ども達への綿密な支援ができる体勢となりました。 

 児童館が指定管理施設となり間もなく２年経ちますが、本日は、昨年１１月に行われた

評価委員会の内容や、各館の状況等を報告させていただきます。皆様の忌憚のないご意見

をいただき、よりよい児童館の運営をしていきたいと思いますのでよろしくお願いいたし

ます。 
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挨拶 

【会長】 

 人口減少や少子高齢化の中で、児童館を取り巻く環境もその時代に合ったように行って

いかなければいけないと思いますし、また努力も必要だろうと思っております。今日は第

２回目の運営委員会ですが、皆様と一緒に討議して、すばらしい児童館運営ができること

を期待しまして挨拶に代えさせていただきます。 

 

（事務局） 

 協議事項に移りたいと思いますが、これからの進行につきましては会長様にお願いした

いと思いますのでよろしくお願いいたします。 

 

議事 

【会長】 

 それでは、協議事項に入ります。（１）児童館の運営状況について事務局から説明お願い

します。 

 

（事務局） 

 指定管理者モニタリングシート（平成２７年度実績評価）について説明。 

 

（指定管理者） 

 指定管理者の立場から報告します。たくさんの子ども達に利用いただきたいのは勿論で

すが、通常での利用以外では、天候の関係で緊急的に子どもの遠足での利用を依頼され受

入をしているなど、数字的には少数かもしれませんが、むしろ通常増える時期ではない場

面での利用があり、砦のような役割も果たしていることをお伝えしておきたいと思います。 

事業収支では、人件費で抑えた結果となっていますが、委託を受けている学童保育と一

体的に運営できていることも関係しています。 

評価結果については、スタッフの皆さんが頑張ってくださっているお陰だと思っていま

す。そして何より大事なのは漏れがないようにしっかりやっていくことだと思います。 

 

【会長】 

 ただいまの説明について、なにかご意見・質問などありますか。 

 

【H委員】 

 人件費で抑えられたということですが、具体的にどのような理由があるか。 

 

（指定管理者） 
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 本来含まれている、館長と専任事務員の人件費が一切入っていません。初年度というこ

ともあり、蓋を開けてみないと分からないところもありましたので、私が館長として対応

しながら、また、事務手伝い者への人件費も抑えてまいりましたので、そういうところが

関係しています。 

 

【H委員】 

 館長や事務員の人件費を削減されたことが、果たして今後にどのように影響してくるの

か分かりませんが、指定管理上は大変に良いことになっていますが、ほかの方のご意見を

聞かれた訳でしょうか。 

 

（指定管理者） 

 理事会内で、そのような方針で行っていくという話をしております。 

 

【I委員】 

 児童館は子どもが中心の施設であります。子どもの利用率が多くなってきている中で、

災害時・非常時の避難体制や親御さんへの子どもの引き渡し体勢が、職員にきちんと周知

され訓練されているのか。人件費が削減されている中で、うまく対応することができるの

か。 

 

（指定管理者） 

 現場スタッフにおいては、人員を抑えたりすることはありません。むしろ、いい方がお

られましたら是非紹介していただきたいと思っています。学童保育は全国的に中々光が当

てられてこなかったという今までの経緯もあり、職員のなり手がおられないのが実態です。

先ほどの人件費削減については館長のほうですので現場スタッフではありません。訓練に

ついては定期的に各館でされていますのでご心配なされなくてもよいかと思います。こち

らには書いてありませんが、法人で独自に研修を実施したのは、障害者差別解消法が施行

された時に責任者を中心に話を聞いていただき、法が求めていることがどういうところに

あってどこまで注意しないといけないのかを情報共有したりしています。ここでは直接関

係ありませんがそのようなことも実施しています。 

 

【G委員】 

 人件費が大幅に減ったことによって、次年度以降の指定管理料が減額になりかねないよ

うな気がします。もしそうなれば、今年は人件費で経費を削減されましたが、これから先

のことを考えると、今年はこれで良かったかもしれませんが来年以降はどのように考えら

れていますか。まずは、指定管理料が減る可能性があるのでしょうか。 
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（事務局） 

 現在、２７年度から３年間指定管理をしています。そして３０年度からは新たに３年間

ではなく５年間で指定管理することになると思います。このため、２９年度中にこの状況

を精査しながら３０年度以降の指定管理料を決定していく作業があります。 

 

【G委員】 

 ということは、その段階になって指定管理料が大幅にダウンする可能性があります。そ

うすると、現在の指定管理者ができたことでも、管理者が変わった時に、とんでもないこ

とになる可能性があります。後の指定管理者がやっていけなくなる可能性が発生してしま

うと思いますので、その事を充分理解して、以降の事を考えながらやるべきだと思います。 

 

（指定管理者） 

 ３年間は、当初の予定の金額となります。 

 

【G委員】 

 後々の維持管理ができる体勢をつくってもらいたいと思います。自分達ができたとして

も、後の管理者が引き受けできない体勢をつくってはいけないと思いますので先の事をし

っかり考えて、支出する必要のあるべきものは支出していくよう検討していってほしいと

思います。 

 

（部長） 

 補足ですが、指定管理の仕組みとして、基本的に３年間は同一金額で行われます。人件

費が実際に使われなくても同一金額で行われることになります。ただし、状況が著しく変

わった場合や大規模な修繕が掛かった場合は精算することになります。次の５年間は、前

年に３年間の収支見込みを考慮して金額を決めることになります。 

 

【G委員】 

 仮に、現在の指定管理者が管理を取り止め、金額によっては次に管理を受ける方が出て

こないということを引き起こすといけないので、３年間以降も続けていくためには、今が

良ければそれでよいという考え方はだめなので検討してください。 

 

（事務局） 

 担当課としては、算出された金額をそのまま次の指定管理料に反映するのではなく、自

助努力や様々な経費節減の部分もありますので、しっかり考慮していきたいと思います。 
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（部長） 

 次期の金額の選定の時も、今回の評価にあるように、サービスが行き渡らなかった事も

勘案して、もう少し人件費の分を見ておかないといけないという事も配慮して決めますの

で、実績だけで決まる訳ではありません。 

 

【I委員】 

 指定管理者の努力された証ですので、努力したことを考慮しないと、この後なかなか引

き受け者がいないということになってしまう。 

 

（部長） 

 それは十分考慮していかないといけないと思います。 

 

【I委員】 

 初めは、児童館は指定管理には向かないという判断だった。人件費が半分でされたとい

うことはそれだけ指定管理者が努力されておられるということなので、それが指定管理の

一つの目標だったのではないかと思います。 

 

【G委員】 

 評価基準についてですが、この考え方については、そもそもおかしいような気がしてな

らない。 

 

（事務局） 

 市の指定管理評価委員会がありますので、担当課に伝えておきたいと思います。 

 

【会長】 

 他の指定管理施設も、この評価基準で行われているのか。120％以上が◎の判断となるの

か。 

 

（事務局） 

 市の全ての施設が同じシートで評価しております。 

 

【G委員】 

 公共性の高いものは、プラスになれば◎という程度に評価のシートを変えなければおか

しい。利益を上げる施設であれば、120％は◎は分かるが、本当に公共性の高いものまで同

じシートを使うことは間違っていると評価委員に伝えてほしい。 
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（事務局） 

 そのような意見があったことは、伝えさせていただきます。 

 

（部長） 

 ７ページに施設分類表があり、分類ごとには評価の基準になるようなことは書いてあり

ますが、今ほどの基本シート自体は同じもので行っているので、これでいいのかというこ

とについては問題があるかもしれません。 

 

【会長】 

 他にご意見はないですか。 

 

【D委員】 

 アンケートについて、いつの段階でどのような対象の方に聞かれたのか。分かる範囲で

お願いします。 

 

（事務局） 

 児童館に投函箱が置いてあり利用された方が入れていただく形式になっており、年間を

通しての意見となっています。ご自由にアンケートをお書きください、ということになっ

ています。 

 

【I委員】 

 期間を限定して行っているのではなく、半分、意見提案箱のような形式でされていると

いうことですね。 

 

（事務局） 

 はい、そうです。 

 

【D委員】 

 親御さんの意見ということですか。 

 

（事務局） 

 ３０代、４０代の方が一番多く、保護者の方の意見が主だと思います。 

 

【I委員】 

 利用者アンケートということになると、利用者は子ども達ですね。保護者アンケートと

しないといけないのではないか。 
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（事務局） 

 迎えに来られる保護者の方に回答いただいていることになります。 

 

【I委員】 

 子ども達がやや不満と言っていることの考え方になってしまう。 

 

【会長】 

 他にご意見はないですか。 

 

【C委員】 

 子どもであれ親であれ、やや不満や不満があるということが根本的な問題であると思う。

施設管理者評価で A というのはすばらしい評価であるが、子ども達が日頃、安全で楽しく

過ごしていけるためには、指定管理者が、常時、子ども達の様子や指導員の方の様子を定

期的に見回る必要があると思います。お聞きしたいのは、定期的に現場を見ておられるの

かどうか、頻度の回数をお聞きしたいと思います。 

 

（指定管理者） 

 私は、平均すると２カ月に１回くらいです。他に、事務を行っている者が月に１・２回

回っているのと、法人本部の福光青葉幼稚園の園長が、色々な連絡を受けながら回ってい

る事はあります。 

 何よりも各施設の責任者の方々に見ていただきながら、それを安心できるようにこちら

も配慮して回らなければならないですけど、今後もしっかりと改善していきたいと思いま

す。 

 

【C委員】 

 事故が起きてから回るのではなく、日頃から目を留めておけば、大事にもならないでし

ょうし、不満が出る事がないと思いますので、子どもが一番ですし、子どもの事ですので

どんな事になるかも分からないので、定期的に責任を持って現場を見ていただける体勢に

していただきたいと思います。 

 

【I委員】 

 ４館全体での横の連絡体勢や、意見交換会は行われているのか。 

 

（指定管理者） 

 市直営の施設と指定管理施設を含めて指導員会を、月１回午前中に開き、お互い工夫し

ている事など意見交換を行っています。 
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【D委員】 

 先ほどのアンケートの不満に対しての対応はどうされたのか、そして不満解消にまで至

ったのでしょうか。 

 

（事務局） 

 匂いや玄関タイルが滑りやすい、虫がいた等は、指導員と館長を含めて話をして対応し

ております。 

 先ほどの情報交換ですが、月に１回指導員会を開いていますし、小学校の長期休業に入

る前に学校の方からも来ていただき、情報交換をさせていただいています。 

 

【A委員】 

 アンケートですが、次回もし実施する機会があれば、施設によって新しい古いがあるの

で、施設ごとに保護者の方にお子さんと一緒に記入してもらえるよう、子どもの意見が入

るような取り方で、時期を決めて行うことも可能なのではないかと思う。 

 

【会長】 

 アンケートは保護者が意見を言っただけとなってしまう感じになってしまうので、折角

の意見を上手に問題解決する方向へ持っていっていただくのが、アンケートをとる主旨だ

と思うのでお願いします。 

 

【会長】 

次の協議に進めたいと思います。平成２８年度放課後児童クラブ等状況についてお願いし

ます。 

 

（事務局） 

平成２８年度放課後児童クラブの実施状況、平成２９年度放課後児童クラブの実施計画

について説明。 

 

【会長】 

 放課後児童クラブについて、ご意見ありましたらお願します。 

 

【F委員】 

 開始時間は８時になっています。保育園では朝の早い時間や夕方の遅い時間にも、先生

がローテーションを組んで対応しておられますが、保育園児が小学校に上がると、母親の

勤務がそのような方であると、長期休業中は大変なのではないかと思いますがどうでしょ

うか。 
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（事務局） 

 そのような要望もお聞きしています。８時前に預けられる希望の保護者の方には、ファ

ミリーサポートセンター事業で、登録している職員が児童館や学童施設で３０分３００円

と有料ですが、対応させていただいております。 

 

【F委員】 

 夏休みだと３００円×４０日と大分かかりますよね。 

 

（事務局） 

 ひとり親の方には負担が大きいということで、２９年度からは、ひとり親の方や非課税

世帯の方を対象に、利用支援ということで半額を助成する制度を開始する予定にしていま

す。ファミサポでの対応がいいのかどうかということは、今後も引き続き検討を続けてい

きたいと思っており、今年の夏休み前までには、放課後の延長料金という設定で上限を設

ければよいか、利用しやすい、負担にならないような制度を検討していきたいと思います。 

 充分に皆さんのご意見は受け止めていますので、こども課としても今後検討していきた

いと考えています。 

 

【F委員】 

 保育園では対応できて、小学校では対応できないとなると、お勤めの方もひどいのでは

ないかと思う。 

 

（事務局） 

 高学年はそうでもないかもしれませんが、新一年生は引き続き希望される方もあると思

います。 

 

【F委員】 

 シングルの方は特に負担になると思いますので、助成をしていただきたいと思います。

アルカスに時々行き見ていると、午後６時３０分に間に合うよう一生懸命に駆け込んで来

られています。これが夏休み毎日続くと、兄弟がおられて１万円・２万円を負担するとな

ると苦しいと思うので、是非、助成していただきたいと思います。 

 

（事務局） 

 このことは、市でも重く受け止めております。保育園では、全ての保育園で同じ保育を

提供しています。放課後児童クラブでは、各地域で人を確保することが一番難しいところ

であります。ある地域だけで確保できて実施していくのではなく、こちらの思いでは保育

園と一緒で、同じような公平なサービスを皆さんに提供していきたいと思っています。 
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 各地域の指導員の方と話をしていますが、現状では全ての地域で午前７時３０分から８

時の間で人を確保するのは、なかなか難しい状況です。例えば、長期休業までに、どのよ

うに負担を軽減できるのか、どういう方法があるのかを考えながら進めて行きたいと思っ

ております。現状では、そのようにご理解いただきたいと思います。委員の熱い思いで言

われたいことは分かっているのですが、長期休業までに前向きに検討させていただきたい

と思います。 

 

【E委員】 

 過去の事を思うと、前も後ろも延びてきていると思います。朝は早くなったり、後ろの

方も遅くなったりしているので検討をお願いしたい。 

 

【C委員】 

 先ほどの放課後児童クラブの説明で、例えばアルカスクラブですが、２８年度の実績で

７１人ですが、２９年度の募集人数は５０人となっている。溢れた方は入れないというこ

とでしょうか。 

 

（事務局） 

毎年５０人で募集をしていますが、申し込みがあり対象に該当している児童は皆さん受

け入れています。国の基準が１クラブで４０人前後が適正な人数ということがあるため、

募集は５０人としています。 

 

【C委員】 

 人数を超えたことで違反と言いますか、行政の指摘が入ることはないのでしょうか。 

 

（事務局） 

 補助金の対象事業なので、補助金額には影響してきますが、駄目ということではありま

せん。 

 

【H委員】 

 福野では、１４６人の実績に対して２９年度は１００人の募集になっている。誰が見て

も入れないのではないか、としか思えませんけど。 

 

（事務局） 

 この場所では、人数が多くて狭いということも思っています。他の場所で放課後児童ク

ラブができればベターだと思っています。 
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【H委員】 

 他の場所というと、例えば福光地域とかですか。 

 

（事務局） 

 遠くへ行くことは難しいので、地域の中で行えたらよいと思います。福野小学校の大規

模改修をする前は、学校内で行っていたこともありますので、そのような場所を確保して

いく努力が必要だと思っています。今のところは適正な場所が確保できていないというの

が現状です。 

 

【H委員】 

 重要な問題だと思う。考えていく必要があるのではないでしょうか。 

 

（事務局） 

 小学校の空き教室のような所があればベストなのですが、改修したばかりで空き教室は

出てきていません。他の公共施設ばかりではなく民間の施設等も対象としており、良い所

があれば推薦していただきたいと思います。 

 

【会長】 

 さんさん広場の登録人数ですが、２８年度と２９年度が同じとなっています。これは既

に団体に確認した数字なのでしょうか。 

 

（事務局） 

 各団体のほうでも、募集しているところであり、２８年度の実績のまま載せてあります。

新年度になって各実施主体から計画が上がってきます。 

 

【会長】 

 その他ご意見はないですか。ないようでしたら、次に（２）児童館の活動についてお願

いします。 

 

（事務局） 

 城端児童館、井波児童館、福野児童センター、福光児童館の各児童厚生員より、平成２

８年度活動報告及び平成２９年度の主な実施計画の説明。 

 

【会長】 

 各児童館の報告をしていただきましたが、これについてご意見はないですか。 
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【K委員】 

 児童館では一生懸命されていることがよく伝わってきます。イベントも結構されている

ことがよく分かり、子どもの成長に役立っていると思います。 

 もっとされておられる事がありまして、それは、児童館に行くとまず宿題をさせるとい

うことです。宿題を先にするのと後でするのとでは、全く生活習慣が変わってきますので、

小さい頃から成長させようとされていることです。また、児童館へ制服を着て来なかった

という情報や、喧嘩をしている情報があると、これはどういうことかということで小学校

でも対応しやすいので、地道な事で、子どもの生活習慣や学力の向上、生徒指導の対応が

出来やすいと思っており、細かなところで一生懸命されておられるというのが１点目です。 

 ２点目ですが、児童館で一生懸命されている内容を、小学校の担任の教諭は全く知らな

いと思います。是非、学校としても児童館の活動を広めていかなければいけないと思って

います。これから、社会に開かれた教育ということで益々地域と学校との連携が大切にな

ってきますので、自分の学校もそうですし、教頭会を通じて児童館でこのような活動をし

ていることを PRしていきたいと思っています。 

 

【会長】 

 今のご意見についてどうでしょうか。 

 

（事務局） 

 ありがたいご意見をいただきうれしく思います。今ほどいただいた意見を参考にさせて

いただき、実施していることをしっかり PRしていきたい思います。 

 

【会長】 

 その他、何かご意見ありますか。 

 利用者数ですが、城端の場合は年度ごとに出ていますが、他の地区は出ていないので、

我々としては分かりやすいと感じましたので検討してみてください。 

 次に（３）南砺市児童館条例の一部改正についてお願いします。 

 

（事務局） 

 南砺市児童館条例の一部改正について説明。 

 

【会長】 

 城端児童館の使用料の規定ですね。他の児童館の規定もあるんですね。 

 

（事務局） 

 児童館を有効活用するということで、地域の皆さんが使用される場合の規定になります。 
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【I委員】 

 皆さんに知られていないですね。去年から始められたのですよね。 

 

（事務局） 

 実績としては、福光児童館のほうで、地元の町内会の高齢者サロンの催しで利用されて

います。 

 

【会長】 

 よろしいでしょうか。次に（４）城端児童館「さくらっこ」の竣工についてお願いしま

す。 

 

（事務局） 

 城端児童館「さくらっこ」の竣工について説明。 

 

【会長】 

 何か質問等はありますか。 

 

（部長） 

 皆さん出来る限りご出席いただければ大変ありがたいと思っております。 

 

【I委員】 

 駐車場は確保できるのですか。 

 

【会長】 

児童館前の駐車場は利用できるのか。 

 

（事務局） 

 起工式と同様に、城端庁舎近くの川平の駐車場を中心に使っていくことになると思いま

す。それと小学校横の体育館前も使うことになります。 

 

【会長】 

 最後に、（５）その他についてお願いします。 

 

【F委員】 

 先ほどの続きでいいでしょうか。南砺市は子育てがしやすいと市長が言っておられます
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が、生活する上で児童館はセーフティネットになっていると思います。ここで児童を支え

ている役割がすごくあると思います。全児童館が揃わないから出来ないというのは、そう

なのかなあとすごく思います。例えば、子どもを８時前に置いていってしまう母親がおら

れるかもしれません。そこで何かがあると、それこそ子育てしやすい南砺市ではないとす

ごく思います。先ほど、事業収支の人件費で余裕があったという話がありました。どれだ

けの利用者がおられるか分かりませんが、保育園のように３０分早く指導員の方を置いて

いただけたらありがたいと思います。 

 

【I委員】 

 分からないことはないが、公共施設を使うということになるとモラルも必要となります。

それと、規定というものをきちんと守ってもらうことも学校の教育の一つである。家族の

人達もきちんと守ってもらわないと子ども達も守ってくれない。その事も考えながら対応

していかなければならない。子どもを置いていくというのはワガママなんですよね。初め

に利用の登録をする時は規約的なものがあります。規約を了解した上で利用しているはず

です。それをなし崩しにすると訳が分からなくなってしまう。 

 

（福野児童センターアルカス指導員） 

 福野は、施設が１箇所だけなので８時前のニーズが多くなる。これだけのニーズがある

ので何とか対応できないかということを F 委員さんは言ってくださっているのだと思いま

す。これまでは市から依頼され７時３０分から開けていたのですが、来年度からは８時前

の利用はお金をいただいてくださいと言われています。お金を取ることが住民サービスに

なるのかということを F 委員さんは思ってくださっていると思います。８時からの勤務な

ので８時前に何とかならないかというニーズがたくさんあることを知っていてほしいです

し、良い知恵があれば教えてほしいと思います。 

 

（事務局） 

 言われることは、よく分かっています。今年度、他の地域ではファミリーサポートセン

ターを利用してお金を払っていただいている方が増えてきています。８時前の対応につい

ては、協力いただける方を探しているところですが見つからない現状でして、一部でサー

ビスが逆行する形にはなるのかも知れませんが、行政としては公平性が必要ということで

お願いをしているところです。放っておいて何も考えず時間を過ごすのではなく、皆さん

の知恵をいただきながら進めていきたいと思います。 

 

【F委員】 

 先ほどの補助をしていただきたいと思います。 
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【会長】 

 （５）その他について事務局からお願いします。 

 

（事務局） 

 児童館運営委員会の委員の公募について、及び、平成２９年度予算で福野児童センター

アルカスの空調設備更新工事と屋根改修工事を計上していることについて説明。 

 

【B委員】 

 アルカスの建物改修や城端児童館の改築について聞かせていただき、児童館をだんだん

改善していただきありがたいと思っています。建物だけでなく指導員の方も大事ですので、

来年度から保育士の待遇改善があるようですが、児童館職員の改善もしていただければあ

りがたいと思います。 

 

（事務局） 

 貴重なご意見ありがとうございます。 

 児童館ばかりでなく放課後児童クラブもあります。公立施設の直営や委託施設もありま

すので、バランスを取らせていただきながら指定管理者とも協議して、よりよい運営とな

るようにしていきたいと思います。 

 

【会長】 

 本日の協議事項は全て終了しました。長時間ご協議いただきありがとうございました。 

 

（事務局） 

 最後に閉会のことばを前田副会長からお願いいたします。 

 

【副会長】 

 皆様お疲れさまでした。子ども達の熱い思いがきっと実って、また、さくらっこも出来

て益々良い南砺市になることと思います。インフルエンザが猛威をふるっていますが元気

にお会いできたのが何よりです。また、さくらっこでお会いしたいと思います。どうもあ

りがとうございました。 

 

終了 午前１１時４５分 


