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文 教 上 下 水 道 常 任 委 員 会 記 録  

 

１．会議日時 

  令和３年６月１１日（金）午前 ９時５９分 開会 

              午前１０時５１分 閉会 

 

１．場所 

  第二委員会室 

 

１．出席委員 

  委 員 長 三好 俊範 副委員長 楢村 一臣   委  員 村上 英明 

  委  員 弘 豊 委  員 森 西  正   委  員 嶋野浩一朗 

 

１．欠席委員 

  なし 

 

１．説明のため出席した者 

  市 長 森山 一正  教育長 箸尾谷知也 

次世代育成部長 橋本 英樹  こども教育課長 浅田 明典 

こども教育課参事 中川 資子 

 

１．出席した議会事務局職員 

  事務局次長 大西 健一  同局書記 速水 知沙 

 

１．審査案件 

  議案第３８号 令和３年度摂津市一般会計補正予算（第６号）所管分 

  議案第４２号 摂津市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

の一部を改正する条例制定の件 
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（午前９時５９分 開会） 

○三好俊範委員長 それでは、ただいまか

ら文教上下水道常任委員会を開会いたし

ます。 

 理事者から挨拶を受けます。 

 森山市長。 

○森山市長 本日は、お忙しいところ文教

上下水道常任委員会をお持ちいただきま

して、大変ありがとうございます。 

 本日の案件は、昨日の本会議で当委員会

に付託されました案件についてご審査を

賜りますが、何とぞ慎重審査の上、ご可決

いただきますようよろしくお願いいたし

ます。 

 一旦退席します。 

○三好俊範委員長 挨拶が終わりました。 

 本日の委員会記録署名委員は、村上委員

を指名いたします。 

 審査の順序につきましては、お手元に配

付しております案のとおり行うことに異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 異議なしと認め、その

ように決定いたします。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時   休憩） 

（午前１０時１分 再開） 

○三好俊範委員長 再開いたします。 

 議案第３８号所管分の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この議案第３８号とい

うことで、とりかいこども園に関しての分

が減額されているというようなことでの

予算になっております。今回、市債関係も

減額ということでございますが、もともと

ちょっとお聞きをしている部分もありま

すけども、この避難場所関係ですね。防災

関係ということで、今回の予算が基本設計

の分で増額という形でされているという

ふうに思うんですけども、この防災面での

変更内容について、１回目でお尋ねさせて

いただきます。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、防災面

での変更内容というところでございます。 

 現在、とりかいこども園では、高齢者等

避難というのが発令された段階で、隣の避

難所であります鳥飼西小学校に避難する

ということにしております。そのための避

難訓練も実施しているところでございま

す。 

 建て替えにつきましても、その考えを基

に設計を行っていく予定でございました。

さらに、３階建てにすることで、垂直避難

のほうもできるというところで考えてい

たところです。 

 しかしながら、鳥飼まちづくりグランド

デザインが検討されている中で、安全・安

心のまちづくりを基本方針のベースとし

て据えて、その一つの取り組みとして、高

台のまちづくりというのが示されたとこ

ろでございます。 

 それに伴いまして、とりかいこども園に

ついても、かさ上げすることで、鳥飼まち

づくり全体、地域全体の安全・安心という

ところで検討したいというふうに考えて

いるところでございます。それが実現でき

れば、こども園として、子どもの安全・安

心にもつながりますし、有事の際には、避

難に遅れた方がより近いところに避難で

きるという場所があるということは、地域

の安全・安心にもつながるというふうに考

えているところでございます。 
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  以上でございます。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 この高台というか、かさ

上げというのは、盛り上げるというような

構想なのかなというふうに私は認識もす

るんですけど、小さいお子さんのことを考

えれば、高台というより、やはり平時のと

きには、フラットにしていくというのが一

番いいことなんだろうなというふうに思

うんですが、いざとなったときを考えると、

やっぱり命というのは第一だというふう

に思いますので、そういう意味では、この

命を守るという観点でやっていくという

のは、これは評価ができるのかなというふ

うに思いますが、その一方で、この令和３

年度の当初予算に今回の実施設計の部分

が計上されていたということで、私も当初

予算書には賛成した一人でございますか

ら、そういう意味では、数か月たってすぐ

に変更というのはちょっとどうなのかな

という思いの部分もありますが、その一方

で、やはりいいほうに持っていくというこ

とで、変更というのは、一定の評価ができ

るというふうに私は思っておりますから、

そういう意味では、やはりこの投資対効果

ということも踏まえて、やっぱり同じお金

をかけるのであれば、やっぱり将来的にこ

ういうお金を使って、こういう建物を造っ

てよかったという評価をしていただける

ような形で、今回のこの基本設計の部分も

取り組んでいっていただければなという

ふうに思います。 

 ２回目の質問なんですけども、今回この

基本設計の委託料が１，１４２万７，００

０円という形で計上されておりますが、こ

の部分で、実際的にどれだけの部分がこの

当初予算から見たときに増額になるのか、

この金額の部分をちょっと教えていただ

きたいのと、今回のこの考えの変更によっ

て、工事費の部分もどういう形で影響が来

るのかという、この２点をちょっとお尋ね

したいなというふうに思います。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、予算面

の質問でございます。 

 まず、設計の増額についてでございます

けれども、当初、基本設計、実施設計の委

託料として、当初予算６，６３０万円を計

上させていただいておりました。これを一

旦全額落とさせていただきたいというふ

うに考えております。新たにかさ上げ検討

のほか、道路拡幅のための詳細調査を含む

基本設計として、３，８０９万円が必要と

なってまいります。 

 しかしながら、業務の期間が来年度にま

たがってしまいますことから、前金払い分

の想定している１，１４２万７，０００円、

これを令和３年度予算として計上させて

いただいて、残り２，６６６万３，０００

円、こちらのほうを令和４年度の債務負担

行為として設定したいと考えているとこ

ろでございます。 

 また来年度は、実施設計として３，６０

０万円ほど挙げさせていただきたいとい

うふうに考えておりますので、３，８０９

万円と３，６００万円ほど、合わせて７，

４５０万円ほどとなりますことから、設計

としては、当初予算の６，６３０万円との

差額、８２０万円ほどが増額となるという

ところでございます。 

 次に、施工費、工事費の影響というとこ

ろでございますけども、これからかさ上げ

の検討を行って、その後基本設計を行って

いくというところでございます。現時点で

は、幾らになるか、幾らふえるのかという
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のがちょっと申し上げることができない

というところでございます。しかしながら、

かさ上げするとなれば、当然、工事費のほ

うが影響してくるというところでござい

ます。ただし、国のほうでは、そういった

ことに対する補助金の創設というのもお

聞きしているところでございます。まだ詳

細のほうは決まっていないようですので、

今後国の情報を収集してまいります。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 先ほどのご答弁の中で、

この設計の部分で約８２０万円増になる

ということでありますから、施工費も必ず

といっていいほど当初のお考えよりも上

がってくるというのは間違いないんだろ

うなというふうに思いますが、ただその一

方で、さっきの平時のときは、フラットが

いいんだろうなと発言させてもらいまし

たけども、要は、どれだけかさ上げするか

というのが、面積を考えれば数メートルか、

ほんまにそう高くは上げられないような

状況なのかなというふうに思いますから、

その辺の敷地面積のこととか、平時の使い

方とかいうのが、これからこの基本設計の

中で出てくるのかなというふうに思いま

すから、そういう意味では、やはり何か方

針が出れば、またご報告をお願いしたいな

というふうに思います。これは要望として

おきたいと思います。 

 ちょっと３回目の質問として、来年実施

設計ということであれば、今年の当初予算

のときのご説明の中では、令和６年の開園

ということで言われていたというふうに

思うんですけれども、この開園の時期の影

響について、お尋ねをしたいなというふう

に思います。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 開園の時期につ

いてでございます。 

 当初の予定では、委員がおっしゃってい

ただきましたように、令和６年度の開園を

目指して取り組む予定でございました。し

かしながら、今回の変更によって遅れると

いうことは確かでございます。かさ上げで

きるかどうか、またかさ上げしたときの圧

密沈下期間、これがどれぐらいになるかと

いうところなど不確定な要素が多いこと

から、現段階ではっきりしたことは申し上

げられないという状況でございます。 

 今後、スケジュールを含めて、基本設計、

実施設計を検討させていただく中で、この

スケジュールについてもお示しできたら

なというふうに考えているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 ほぼ現実に近いような

開園時期というのは、やはりこの実施設計

をやってみないと分からない部分もある

んだろうなというふうに思います。その中

で、この当初予算を可決した後に、私も地

域の人や、このとりかいこども園に関係さ

れる方々に、令和６年に開園するよと言っ

ていたものですから、そういう意味では、

この開園が遅れるというのは、ちょっとま

たいろんなご意見もこれから出てくるん

だろうなというふうに思いますので、そう

いう意味では、１回目のときに申し上げま

したとおり、ちょっと時間をかけても、お

金をかけても、将来的にこういうものがで

きたということで評価していただけるよ

うなものをこれから基本設計なり、実施設

計もそうなんですが、この施工期間も短縮

も含めて、努力していくというのが、これ

から求めたいなというふうに思いますか
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ら、そういう意味では、先ほどご答弁の中

にありましたように、鳥飼グランドデザイ

ンの中のこの場所が、高台のまちづくりに

も設定されているというようなことも言

われておられましたので、そういう意味で

は、この鳥飼地域の方々にとっても新しい

投資をしていただいたと私も含めて思っ

ていますから、そういう意味でも、これか

ら、先ほど言った開園を少しでも早くでき

るような取り組みをまたお願いをしたい

なということで、これは要望として、私の

発言を終わりたいなというふうに思いま

す。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 私のほうからも続けて質問

させていただきます。 

 今、村上委員からもありましたとりかい

こども園の建設事業に関わってなんです

けれども、新園舎の建設が鳥飼まちづくり

グランドデザインの全体の議論の中で、高

台まちづくり、そういったことの検討で、

当面先送りになるというふうなことで、こ

の補正を組まれているというふうなこと

が経緯だというふうに認識したんですけ

れども、この議論を進めていく上で、実際

どういう決定をするか、高台にする意義と

いうのは、もちろんあるというふうには思

うんですけれども、先ほども言われました

ように、高台にすることによるデメリット

も一つはあるというふうなことだったり、

そこらあたりを検討する場は、こども教育

課が中心になるんだと思うんだけれども、

どういう場所で実際のところの決定をし

ていくのかという議論の場ですよね。そこ

らについて、ちょっと１点お聞きしておき

たいなと。スケジューリングについては、

今の時点では明確にはできないというこ

となんだろうと思うんですけれども、ぜひ

そういうものも早急に示せる時点になり

ましたら、示していただきたいなというふ

うに思います。 

 それが１点と、もう一つは、繰越明許の

ところで、子育て総合支援センターの大規

模改修事業が、これも次年度にまたぐとい

うようなことで繰越明許であったかと思

うんですけれども、この工事の１回目が遅

れている内容と、それの目処についてお聞

かせください。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、一つ目

のご質問のとりかいこども園のかさ上げ

等の検討の議論の場というところでござ

います。 

 これまでも、こども教育課、それから政

策推進課の鳥飼まちづくり担当、あと防災

危機管理課等、この安全・安心のまちづく

りに向けていろいろ議論をしてきたとこ

ろでございます。今後も引き続き造成の検

討、そのほかの防災対策ですね。そういっ

たことも含めて十分にしっかりと連携し

ながら議論していきたいというふうに考

えているところでございます。 

 それと、子育て総合支援センターの大規

模改修工事についてでございます。 

 こちらの工事につきましては、設計金額

から工事契約の議会の承認が必要である

というところで、当初は６月議会で承認を

いただきたいというふうに考えていたと

ころです。それで今年度に修復をするとい

う予定でございましたけれども、３月ぐら

いから新型コロナウイルス感染拡大が加

速しているような状況で、保育所とか認定

こども園におきましても、罹患者が発生し

て、実際に３月に子育て総合支援センター
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においても、臨時休園せざるを得ない状況

が発生しました。そのほかにも民間園であ

ったり、ほかの公立園でも罹患者が発生し

ているような状況でございます。変異株と

いうんですか、園児にも非常に移りやすい

というのが正直実感しているような状況

でございます。 

 そのような中で、やはり園児の安全とい

うのを第一に考えて、それからやっぱり保

護者の方、働いている方ですので、休園す

ることなく、運営することが大切だという

ところで、それを優先して考えて工期を遅

らせたというところでございます。 

 次、議会承認いただけるとすると、１０

月議会になろうかと思うんですけれども、

それに向けてまた準備をしていきたいと

いうふうに考えております。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 ありがとうございます。 

 とりかいこども園のこの新園舎の建設

に関わってですけれども、議論の場は、や

っぱり関わる様々な課と協議もしながら

進めていくというふうなことで、そのとお

りだなというふうに思っています。 

 この鳥飼グランドデザインの中での高

台まちづくりといったことについても、こ

の間、総務建設常任委員協議会でその報告

がされていたのかなというふうなことで、

そういうことを摂津市でも検討して進め

ていくんだなというふうなことを、まだま

だ私たちも聞いたばかりで、これからも具

体的にどんな内容なのかなというふうな

ことを研究もしていかないといけないか

なと思っているんですけれども、国の事業

としてのモデル事業なんかは、東京都心と

か本当に都会のことで、そうすると摂津市

とはまた状況も違うだろうし、国の事業で

補助なんかが出るにしても、どの程度なの

かなというようなことがまだ明確ではな

いなというふうに実際思っているんです。 

 全国的にも、これについては、近年の水

害の多発というようなことの中では、手を

挙げて取り組まれるところって多いと思

うんですけれども、そういったところも十

分にほかの状況なんかも見ながらという

ふうなことになるのかなというふうにも

実際感じたところなんです。 

 ただそういうことでいうと、拙速に進め

てしまうのはどうかというようなことを

思いつつも、ただ工期が遅れて、完成がど

んどん遅れていってしまうのも、やはりよ

ろしくはないのかなというふうなことも

思えば、やっぱりそこの検討する場での決

定については、責任重大なのかなというふ

うなことを実感したところであります。 

 そういった意味では、ちょっと部長か教

育長のほうにも、この件について、どうい

うふうなお考えで進めていくのか１点聞

いておきたいなというふうに思いました。

お願いします。 

 それと、もう１点の子育て総合支援セン

ターの工事の延期については、なるほど、

やっぱり子どもたちの安全を最優先に考

えてのことだというふうなことで、そのこ

とについては了解もしました。 

 ただ、１０月議会の時期に状況がどうな

っているのかなというふうなこともあり

ますし、ワクチンの供給なんかが始まって

いるけれども、でもまだまだ子どものとこ

ろには、今の時点では対象になっていない

というようなこともありますんでね。昨年

も年末当たりは感染拡大の第３波でした。

１０月に契約等々挙がってくるんだろう

なと思っているんですけれども、また実際

の工事に関して言ったら、そこの感染の状

況なんかも十分に配慮しながら、やってい
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ただくというふうなことになるかという

ふうに思いました。くれぐれもこれは安全

最優先でお願いしておきたいと思います。

これは要望としておきます。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 橋本部長。 

○橋本次世代育成部長 今回の基本設計

等の調査の中で組んでおります高台のま

ちづくりに関係する検討の進め方でござ

います。 

 そちらのほうにつきましては、先ほど担

当課、担当部署との連携は、しっかりとっ

ていくという答弁をさせていただいてお

りますけれども、併せまして、これに関し

ましては、まだ先ほどからの質疑等にあり

ますとおり、どれだけのかさ上げをするの

か等々についても、まだまだ未確定の部分

でございます。これから確認して、どのよ

うにしていくかを検討材料としてそろえ

るということでございます。 

 我々としましては、限られた用地の中で、

当初のこども園の機能、児童センター等を

付加する機能等をしっかり確保すること

が前提でございます。その上で、先ほど来

の質疑にありました施工費等の関係は、今

後の財政に影響する部分もございます。そ

ういったことは、早急に検討材料をそろえ

て、庁議等に諮りながら、今後の計画をし

っかり示していければと考えているとこ

ろでございますので、施工に関係する部署

以外のところでは、財政部局と政策部局、

鳥飼グランドデザイン等の関係部署との

協議の場等を通じて、方法を確認していき

たいと考えております。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 まず、この高台まちづくりと

いうふうなことについては、取り組みが国

全体としてもそんなにモデルというか、実

施例とかが少ないのかなというふうなこ

とも思う中でありますんで、そのあたりは、

本当にもうしっかりと研究もしながら、慎

重な議論もというようなことで言いまし

たけれども、またスケジュール等々が決ま

った時点で、議会のほうにも報告いただけ

たらなというふうに思います。 

 私のほうからは以上です。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 とりかいこども園の

基本設計のことについて、私もお聞かせい

ただきたいと思うんですね。 

 大変基本的なことになって申し訳ない

んですけれども、村上委員の質問に対しま

して、浅田課長が答弁をされました。その

中で、現状で言うと、何かその避難するよ

うな状態になったときには、隣の鳥飼西小

学校に避難をするんだというお話があっ

たと思うんです。しかし、その一方で、今

回は高台のまちづくりということで、新し

いとりかいこども園の園舎を高台にして

いこうということなんですよね。というこ

とは、将来的には何かあったときに、要は

こども園の子どもたちは、鳥飼西小学校に

行かなくても避難をできる態勢をつくる

んだということでいいのか、ちょっとそこ

を１点確認させていただきたいなと思い

ます。 

 それと、こども園全体が高台化すること

によって、近隣の方もいざというときには

避難していただけることも考えていくと

いうことがあったと思うんです。これは、

こども園に子どもを通わす保護者の立場

からすると、そう簡単に受けられるもので

はないのかなというのは思っているんで

す。 

 そこでちょっとお聞きしたいのは、この
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施設は、こども園だけではなくて、児童セ

ンターも複合化される施設ですよね。とい

うことは、近隣の住民の方には、子どもた

ちと同じところに避難をするというので

はなくて、しっかりとそこはすみ分けられ

るような環境をつくっていくのか、ちょっ

とこれから決めていくことも多々あると

は思うんですけれども、基本的な方向性に

ついて、ちょっと決まっていることがあれ

ばお聞かせいただきたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、まず１

点目、かさ上げされた場合に園児たちが避

難しなくてよくなるのかというところで

ございます。 

 こちらにつきましては、現状のところ、

盛り土でかさ上げできるかできないかと

いうところから検討していくんですけれ

ども、かさ上げできるとなった場合につき

ましても、やはり我々としては、あまり高

いかさ上げというのはできないのかなと

考えます。やはり日々の保護者の方と園児

の登園に無理がないように配慮も必要か

というふうに考えているところでござい

ます。 

 そういった中で、かさ上げした場合に、

現状では３階建てを想定しておりますの

で、垂直避難でも、例えば２階以上なら大

丈夫なのか、そういったところも、これか

ら十分に検討していきたいというふうに

考えているところでございます。 

 あと地域の方が避難してこられた場合

の対応でございます。 

 こちらにつきましても、まだ詳細のほう

は、これからの検討というところになるか

とは思うんですけれども、委員がおっしゃ

っていただきましたように、今、想定とし

ては３階部分を児童センターというとこ

ろで考えているところでございます。例え

ば、３階部分は地域の方に、２階は園児避

難ということが可能なのかということも

含めて、今後十分に検討していきたいなと

いうふうに考えているところでございま

す。 

○三好俊範委員長 嶋野委員。 

○嶋野浩一朗委員 詳しいことはこれか

ら決めていくということなので、今日はも

うこれ以上答弁は結構ですけれども、今の

浅田課長のお話をお聞かせいただいてい

ると、仮定として、３階には、近隣の住民

の方に避難をしていただくと。そうなると、

子どもたちと住民とを一定整理するとい

う意味でも、じゃあ２階に子どもたちが逃

げたらどうなのかというお話があったと

思うんですよ。そしたら、あの地域で最悪

の事態を考えた場合には、当然２階ではち

ょっと心もとないなということは十分考

えられるわけですよね。ということから立

つと、それはしっかりとやっぱり整理をし

ていかなあかんと思っているんです。要は、

子どもを預ける保護者の立場からしてみ

たら、せっかく高台化するんであれば、い

ざというときには、やっぱり引き続き、鳥

飼西小学校のほうに避難をするのか、ある

いは、ここで大丈夫なんですよという取り

組みをするのか、それが大きな違いだと思

っていますので、そこはしっかりと整理を

した中で構築をしていかなあかんと思っ

ているんです。 

 住民の方には、もちろん、そこは逃げて

いただくところをこれから確保していか

なあかんと思いますけれども、そしたら、

その方たちの避難する場所が、このとりか

いこども園にこだわる必要はないわけで
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あって、やっぱり一番大切にするべきなの

は、やっぱり小さな子どもたちですよね。

小学校に逃げるというのは、これいざ実際

シミュレーションしていたとしても、本当

にいろんな困難も恐らく出てくるだろう

と思うんですよ。ということを考えると、

やはりこのとりかいこども園の中で、何が

あっても子どもたちの命を守っていきま

しょうという、そういった取り組みをより

構築していくことが大切なんだろうなと

いうように思っております。あくまでも、

近隣の住民の方々のためにとりかいこど

も園の中を一時避難的に開放していくと

いうことは次の話であって、やはりそこを

しっかりと整理をしていきながら、今後方

向性を決めていただきたいなと要望とし

て申し上げておきます。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

 森西委員。 

○森西正委員 意見だけちょっと述べさ

せていただきたいというふうに思います

ので、よろしくお願いします。 

 とりかいこども園の件ですけれども、高

台にというようなお話があって、そのとき

に私自身がその場所でイメージをしたわ

けですよね。高台になったときには、どう

いうふうになるかというふうなイメージ

をしたときに、そうすると、なかなかイメ

ージが湧いてこないというのが現実であ

って、全面に横の道路を拡幅していくと。

その場合には、現行のとりかい幼稚園の敷

地等を減らしていき、道路を拡幅していく

というようなことになろうかというふう

に思うんですけれども、そうしますと、こ

ども園の敷地が、その段階でまず減ってい

くということで、高台にしたときにのり面

が必要であって、実際にその上部のフラッ

トな平面の面積、敷地がのり面にとられて

しまうので、面積が減ってしまうというよ

うなところもあろうかというふうに思い

ます。 

 高台にするときに、部分的に高台にして

いくのか。もしくは一斉にあそこの敷地全

体を高台に上げていくということになっ

たときに、とりかい幼稚園、鳥飼保育所、

そこを一旦閉鎖しなければならないとい

うような問題も出てこようかというふう

に思うんです。部分的にかさを上げて、工

事をしていない一方の部分で幼稚園と保

育所の運営をするのであれば、閉鎖をせず

にやっていけるんだろうというふうには

思うんですけれども、そういうふうな問題

もやはり出てこようかというふうにはち

ょっと考えたんですけれども、それと周囲

が平たんですから、こども園の部分だけが

こんもりと山ができるというふうなとこ

ろになって、隣の避難所である鳥飼西小学

校は、高台にならなくて、避難所になると

いうふうなことで、ちょっとそういうふう

なところのイメージがなかなかとできな

くて、なったときにはどういうふうになる

んだろうというふうなところがあって、そ

ういうふうなところも総合的にちょっと

考えていただきたいというふうに思うん

です。 

ここの場で答えは出ないと思いますの

で、一度、庁内全体でそういうようなこと

も考えていただきたいというふうに思い

ますので、これは要望とさせていただきま

すので、よろしくお願いします。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 とりかいこども園に

ついては、今後も進捗を報告いただくよう、

この議案が通れば、よろしくお願いします。 

 それでは、以上で議案第３８号所管分の
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質疑を終わります。 

 次に、議案第４２号の審査を行います。 

 本件については、補足説明を省略し、質

疑に入ります。 

 村上委員。 

○村上英明委員 この議案第４２号の、第

６条の附則の中で、電磁的記録というのが

追加ということでありますが、この文言の

中で、電磁的記録により行うことができる

という、今までペーパーであったものが、

電磁的記録ができるということでありま

すけども、今の社会情勢を考えれば、ペー

パーレスと言われて、もう十数年たつわけ

ですよね。今スマホなんかでもそうでござ

いますが、４Ｇから５Ｇになって、もう１

０年後には６Ｇが出てくるような、そうい

う時代の中で、私の個人的な考えからすれ

ば、もう電磁的記録をしなければならない

という文言でもよかったのかなというふ

うには思っておりますが、ただ、裏づけと

なる資料関係、ペーパーで持つ部分もある

と思うんですけども、逆にそれをスキャナ

ーで読み込んで、電磁的記録として保管す

るとかいうことでもよかったのかなとい

うふうに思います。 

 その中で質問として、この電磁的記録の

保管の方法と保管の年数、何か規定がある

のであれば、ちょっと教えていただければ

なというふうに思います。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、電磁的

記録の保管方法と保存年限というところ

でございます。 

 保存の方法というのは、基本的にはサー

バーやハードディスクに保存されるのが

通常なのかなというふうに思います。園に

よっては、ソフトに保存ということもある

かも分かりませんけれども、また、それを

印刷して、書面として備えておくというと

ころもあろうかと思います。我々もそうな

んですけども、データとしてはパソコンで

打って、サーバーには保存しておくんです

けれども、やはり事務の効率性とかを考え

ると、紙に印刷しておきたいというのもあ

るのは実際のところでございます。今回の

改正につきましては、先ほどおっしゃって

いただきましたように、あくまでできると

いう規定でございますので、それぞれの業

務の効率化などを考えて判断されるので

あろうというふうに考えております。 

 続きまして、その保存の年数でございま

す。その記録によって、それぞれ法令等で

定めておられたり、それのほかに定められ

ていないものにつきましても、園の入所規

定や運営規則などによって定められてお

ります。例えば、職員の健康診断表であれ

ば、労働安全衛生規則によって５年間とい

うのが定められております。 

 また、厚生労働省の通知では、保育要録

について、子どもが小学校を卒業するまで

の保存が望ましいというようなものもご

ざいます。いずれにつきましても、書面で

あれ、電磁的記録であれ、適正な方法、適

切な期間というのを管理するというのが

求められるというところでございます。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 村上委員。 

○村上英明委員 この電磁的記録の保管

方法も自分の使っているパソコンのハー

ドディスクに落としてということになっ

てくると思うんですけれども、そうしたと

きに、このパソコンも更新をするわけです

よね。更新をした際に、旧のパソコン、業

者に依頼して廃棄していただくというよ
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うなときに、ハードディスクで消したデー

タを復帰することができるような、そうい

うソフトとかっていうのは、ちょっと前に

新聞に出ていたと思うんですけど、そうい

う心配面もありますから、やはり共有のパ

ソコンで、要はネットにつながっていない

ようなパソコンでまた保管するとか、そう

いうこともちょっと考えていってはどう

なのかなというふうに思いますから、その

辺はしっかりと保管ができればそれで問

題はないんですけども、そういうことで、

この保管については、しっかりと取り組ん

でいっていただきたいということを思い

ます。あとはペーパーで残すということと、

パソコンにも残っているという、データが

二重になるということで、逆に記録的には

ペーパーのみというよりも、パソコンにも

残っているということで、二つ残っている

というようなことで、保管方法が二重にな

るのかなというふうには思うんですけど

も、やっぱりこのペーパーで残すというこ

とは、これからちょっと考えていったほう

がいいのかなと。やはりそれを倉庫に何で

も置いておかなければいけないですから、

要は、電磁的というのは、ほんまにＣＤで

も１枚で済むことですので、それの保管や

管理も含めて、これからちょっと考えてい

っていただければなと、これは要望として

おきます。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 ほかございますか。 

 弘委員。 

○弘豊委員 私のほうからもちょっとお

聞きしておきたいと思います。 

 今回は、家庭的保育事業等に係る変更点

があるというふうなことであります。摂津

市内で、この家庭的保育事業等といったと

きに、小規模の保育事業所とかが該当する

のかなというふうに思うんですけれども、

実際その影響がある事業所等々は、幾つぐ

らいあるのか。また、今回は市の定める条

例等で規定する部分がここに係るという

ふうなことだと思うんですけれども、幼稚

園や保育所、認定こども園等々、ここらの

扱いはどういうふうな状況なのかという

ようなことが分かれば、ちょっと併せて教

えてほしいと思います。 

 以上、１回目の質問です。 

○三好俊範委員長 答弁を求めます。 

 浅田課長。 

○浅田こども教育課長 それでは、まず今

回の条例の対象の園というところでござ

います。 

 家庭的保育事業所等ということで、本市

では、現状としては、小規模保育事業を実

施していただいている５事業というとこ

ろでございます。 

 具体的には、こどもなーと千里丘保育園、

こどもなーと摂津保育園、こどもなーと正

雀保育園、それから摂津ポッポ保育園香露

園校と正雀校、こちら５園を対象というと

ころでございます。 

 今回、我々認可権限を持っているのが、

地域型保育事業ということですので、認定

こども園、保育所等については、大阪府の

ほうが条例を定められております。こちら

につきましても、同様の改正があるという

ふうに認識しておりますので、大阪府のほ

うでまた議論されるというふうに考えて

おります。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 弘委員。 

○弘豊委員 分かりました。家庭的保育事

業所等というようなことで、小規模の保育

所なんかで、実際その事務処理等々はパソ

コン等でやられているところが多いんだ
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ろうなというようなことは思うんですけ

れども、一昔前の方だったら、なかなかそ

ういうふうな状況にはない、福祉現場、保

育の現場で働くそういう人たちについて

も、そういうパソコンに長けた事務職員が

必ずしもいるわけじゃないみたいな、そう

いうところもあったのかなというふうに

思うんですけれども、今となれば若い保育

士、職員なんかでもパソコンを使える方が

ふえているというふうには思います。そん

な中では、こういう今のデジタル化の流れ

の中で、このことについてはそうなるんだ

ろうなというふうに思っておりますし、そ

うしなければならないじゃなくて、そうで

きるというふうなことの今回の改正なの

で、そのことについてもよいのかなという

ふうには思いました。 

 ただ、今、村上委員のほうからも言われ

たみたいに、このデジタル化が万能かとい

ったら、いろいろと問題がはらむようなこ

ともあるんだろうというようなことで、市

役所内でいったら、パソコンの扱いには、

インターネットの接続と漏れたら困るよ

うな書類については、やっぱりネットには

つながないとか、そういうふうなことある

と思うんだけれども、でもこういう小さい

事業所の中で、そこのところ丸っきり分け

られるかといったら、そうもならないとい

うふうなこともあろうかというふうに思

います。そういった面で、国のほうの法改

正の関係もあると思うんですけれども、そ

こらあたりの扱いや通知や、そういうふう

なことについては、しっかりと取り組んで

いってもらうというようなことも付け加

えてお願いしておきたいと思います。 

 以上です。 

○三好俊範委員長 ほかにございますか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 それでは、以上で議案

第４２号の質疑を終わります。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１０時４９分 休憩） 

（午前１０時５１分 再開） 

○三好俊範委員長 再開いたします。 

 討論に入ります。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○三好俊範委員長 討論なしと認め、採決

いたします。 

 議案第３８号所管分について、可決する

ことに賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好俊範委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 議案第４２号について、可決することに

賛成の方の挙手を求めます。 

（挙手する者あり） 

○三好俊範委員長 全員賛成。 

 よって、本件は可決すべきものと決定い

たしました。 

 これで、本委員会を閉会いたします。 

（午前１０時５１分 閉会） 
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