
○１０番（藤田 興一君）   本日最後の質問者となりました。今年最後の定例

議会でありますが、質問者９人、その中で新人の方が５人という、本当に立派な質

問をされて、私も負けじと、失礼のないような質問をさせていただきたいと思いま

す。 

 私からは３点の質問をさせていただきますが、その１つ目としましては、園庭の

芝生化について、教育長に質問をさせていただきます。 

 芝生化につきましては、平成２１年６月に、同僚議員の川瀬議員が、校庭の芝生

化について質問され、非常に有効であるということで、芝生化の推進を質問されま

したが、当時の教育長は、現在のところは校庭の芝生化は考えていないという答弁

をされました。その後、平成２２年１２月にも、同じく同僚議員の木村議員が同じ

ような質問をされて、中身はちょっと違うんですけども、３点の質問をされておら

れます。 

 その１つとすれば、施工費用、小中学校４校で、全校庭ではないんですけども、

一部分をやったと。その面積は１万４，３１２平米で、３，３５０万円かかったと。

効果としては一部あったけれども、結果的には維持管理等で非常に管理が難しいと

いうことで、今後の芝生化についても、同じく教育長が維持管理や費用面などから、

現在芝生化は考えていないという答弁をされました。 

 この両名の質問は、校庭の芝生化でございました。しかし、今から私が質問しよ

うとしているのは、幼稚園・保育園等の園庭の芝生化でございます。過去振り返っ

てみますと、３，３５０万円かけて、今どれだけの平米数が残っていますでしょう

か。非常に悲しい結果になったと。 

 今回私が園庭の芝生化の質問をするきっかけになりましたのは、幼稚園等をずっ

と見ていきますと、子どもたちが廊下で裸足で走ってますね。これを、この質問を

考えながら、いつでも廊下から飛び出して、子どもが元気はつらつに遊べるように、

園庭を芝生化したらいいなという発想のもとで、今回質問をさせていただいている

わけでございます。 

 このように、保育時間に外遊びをする機会の多い幼稚園や保育園で、体や環境に

優しい特性を持つ芝生を園庭に利用すれば、土踏まずの形成期であります２歳から

５歳までの間に、裸足で思いっきり遊べる環境づくりにもなりますし、子どもたち

が自然に体を使った遊びに夢中になって、体力が向上するとともに、緑化によるい

やし効果で、子どもたちの情緒の安定につながるなど、多くのメリットがあること

は、皆様方もご存じなことと存じ上げます。 

 今日のいろんな同僚の質問を見ますと、こういう幼児期の育児・保育はどうなる

んだ。無償にしろ。それも必要でしょう。だけどやはり子どもの健康があってから

こそ、子どもたちも教育に一生懸命育んでいく、そのためにはやはり健康づくり、

体づくりが一番大事ではないかというふうに私は切に思います。 



 そういう意味において、本町におきましては幼保の施設が６園ございますが、先

ほどから申しましたメリットも考えまして、園庭の芝生化目的達成のために、まず

はモデル事業として、１カ所を選定して、そして実施していただき、将来には、す

べての園庭の芝生化を実施されんことを強く望む所存でございますが、教育長のご

見解を述べていただきたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   藤田議員のご質問に、お答えをいたします。 

 園庭の芝生化につきましては、昨年の１２月議会でも、同様のご質問に、町長の

ほうからお答えを申しておりますが、議員ご提言のとおり、砂ぼこりや夏期の温度

上昇の抑制や、けがの防止などに加え、園児の外遊びの増加による体力向上など、

多くのメリットが考えられ、子ども達の健やかな成長にとりましても有効な施策で

あると、私も考えるところでございます。 

 そこで本年度、試験的に、城山保育園・城山幼稚園におきまして、比較的安価で

耐久性にも優れ、維持管理も行いやすい、「鳥取方式」で採用されております、ティ

フトン芝を５０平方メートルほど植え、水やりなどの管理を行いながら、生育状況

を観察をしてまいりました。 

 その結果といたしましては、どうしても園児が踏みつけることにより、十分に生

えそろうまでには至りませんでした。 

 今回の結果により、生えそろうまでの３カ月間程度は、踏みつけないようにしな

ければならず、保育園・幼稚園のように面積も狭く、小さな子どもたちが遊び回る

園庭では難しい面もございますが、今回の状況を検証し、現場や保護者の意見も取

り入れながら、もう少しお時間をいただきまして、研究してまいりたいと考えてお

りますので、よろしくご理解賜りますように、お願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今の教育長の答弁からいきますと、城山でやられ

たのは今年ですか。５０平米をやられたということで、確かにいろんな方式はござ

いますが、鳥取方式が一番コスト的にも安いし、作業も簡単だということは聞いて

ます。 

 先ほども言いましたように、子どもたちが踏むからどうのこうのというのは、私

に言わせたら、養生の方法が悪かったからこそ、そうなったんだというふうにしか

思えません。 

 教育長ゴルフをやられますか。やらなくても、ゴルフ場を見られたことがありま

すよね。あれだけの膨大なゴルフ場で、お客さんがなぜ行くのでしょう。本当にあ

れだけの広いところで、立派な緑の上で、今なんかは７，０００円ぐらいで１ラウ

ンド回れるんですけど、雄大な気持ちで遊ぶ時に、私どもも本当に気持ちのいい中



でスポーツを楽しんでおります。 

 そこに見ますと、園児が踏むとかじゃなくして、維持管理がいかにうまくいくか

いかんかなんですね。 

 私ども昨年８月９日に、昨年は教育民生のほうにいましたもので、視察として徳

島市の千松小学校の中庭、８１０平米のところを見学に行きました。真夏だったせ

いかもしれませんけど、私が見た限りでは、また先生方もおっしゃいましたけども、

これは失敗です。なぜかと言いますと、水やりができない。夏休みでＰＴＡとか、

そういう方の時間がつかないということで、私どもが見ると、余り芝生化されてな

かった。しかし設備はされているんですよ。わざわざそのために井戸も掘って、井

戸から水をくみ上げる設備もある。そして校庭の芝生を管理されて指導してくださ

っている方が、近くにゴルフ場があって、そこのグリーンキーパーさんが、いつも

指導に来られているんですね。グリーンキーパーというのはご存じなように、その

コースを管理する一番重要な役目の立場の方なんです。そういう方がおられても、

できなかったということですね。 

 この視察に行ったところ、それからほかのところ、いろんな書類等も見ますと、

張るのはいいんだけども、結果的に何かと言ったら、維持管理ができない。そのた

めに失敗している。そのいい例が、先ほど言いましたように、東員町におきまして

も、過去にやった３，３５０万円かけた結果が、何ら今一つ残ってないと言っても

過言でないぐらい、今、芝生はないじゃないですか。これも維持管理ができなかっ

たのが大きな要因でございます。目的は北風が吹くから砂ぼこりを止めようとか、

いろんな目的であったか知りませんけども、今何一つ残ってませんよね。３，３５

０万円ですよ。今の金でいったら５，０００万円は下らないのではないですか。 

 それも大きな経験の中において、確かに小学校・中学校の校庭を芝生化するとい

うことに関しては、非常にナンセンスな問題があります。園庭に関しては、これを

芝生化することに関しては、本当に園児だけしか使いませんよね。あとは養護の行

事だけ。小中学校におきましては、やれソフトボールだとか、青少年育成の方だと

か、いろんな地域の方が使うことによって、非常に難しい面があるかもしれません

けども、私は先ほどから言ってますように、教育長もおっしゃられてます、２歳か

ら５歳、本当に幼児の時に体づくりをしておかないと、そのためには家で核家族化

が進んでいる中で、家の中で遊ぶこともままならぬ、そういう状況の中において、

５歳までの子が幼稚園等の園庭で思いっきり遊ぶのが、これが教育の一貫でもある

と私はそう思っております。 

 そういう意味において、先ほど言われましたように、城山で鳥取方式のリフトン

５０平米やって失敗に終わったと言われますけど、城山幼稚園は多分あそこ、運動

会等にも使われますよね。 

 それともう１つは、張る時期もあるんですよ。大体芝生というのは、私もゴルフ



場を何回かつくってきましたから、そういう意味においては、あなたたちより知識

はたけていると思いますが、春か秋しか張らないのです。一番芽が伸びる時。芝生

と言いますけど、草なんですね。草は冬眠するんですよ。だから一番芽の生える春

か秋にやって、しっかりと肥料をやって水をやれば、夏には、あとは水まき程度で

いいんです。それを夏とか、そういう時期に張るからおかしくなってきちゃう。 

 それともう１つは維持管理。養生期間というのが絶対必要であるということで、

ぜひとも１つの園をモデル化してやってほしいということに関しては、ちょっと考

慮中であるというふうな答弁でございましたが、やっていただきたい。何も城山幼

稚園だけをモデルにする必要もないと思います。 

 例えば幼稚園の名前は言いませんけども、ちょっとかぎ型になっているところも

あって、その部分をやれば、そこの幼稚園は、隣の中学校で運動会等もやっており

ます。そういう場所も見つければ、５０平米の管理なんて、教育長のところ、お庭

は広いけど、５０平米は優にあるんですか。芝生があるかどうかはわかりませんが。

どんな家でも１０平米ぐらいはありますよ。片手で水をまいても十分届くような範

囲。せめて２００平米ぐらいのモデルをつくってやっていただきたい。それに適す

る場所は十分にあると思います。 

 そういう意味において教育長、そういう消極的な対策ではなくして、私が案を出

しますけども、６園あるうち、絶対いけるところがあるはずです。それをモデルと

して選んで、せめて２００平米ぐらいの芝生、それを鳥取方式とは言わない、ロー

リング方式でもいろいろあります。そういうことをやれるかやらないかじゃなくて、

やっていただきたい。 

 ご答弁をお願いします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 芝生の効用等は、先ほども申しましたように、私も認めております。実験して失

敗というか、本当に上手に生えそろわなかったところがありますので、こうやりま

すというのは、なかなか難しいところがあるんですけれども、何と申しますか、答

えようがないところがありまして、過去の反省もあるんです。小中学校にいろいろ

やったと。 

 皆さんも全国で、いろんなところを研修されたことがありますよね。私も神田小

学校の芝生を何とか守らないとあかんということで、校長になって何回芝刈りをし

たことか。休み時間、草が生えたらあきませんので、子どもたちと一緒に草をずっ

と取った。これ、校長の仕事かなと思ったこともあるんですけども、植えたならば、

きちんとしてない、何や、管理してないやないかと言われるのは学校なんです。 

 もしモデル地域にしても、何かやるにしても、やはり現場と、そこの保護者の方

のご理解を得て、私は進めたいなと。そうしないと、また植えたがや、また枯れて



しもたがやとなって、あんた何しとんのやというようなことは、ちょっとあれです

ので。 

 ただ、お時間をください。いろんな方法を勉強しながら考えたいと思いますし、

今回の場合には、私どもも植えた場所が、ブランコがあるんですけども、ブランコ

のところ大体５０平方メートル植えたんです。芝生が生えたら、子どもたちが落ち

ても、けがをしないやろうということやったんですけども、子どもたちはブランコ

をしまくりまして、芝生が生える前に踏みまくるんです。ある意味、芝生がなくて

も元気に遊んでいるなという感じがしておりますので、何とか努力をしたいなと思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   今、教育長がおっしゃられたように、それはもう

私わかってますよ。私も視察に行って、先ほど言いましたように、そういうことに

従事してまして、いかに維持管理が大事かと。一回着いちゃえばいいんですよね。

２年もかかることはないんですよ。その数カ月の間に活着すれば、十分持ちこたえ

るんです。 

 今この中でティフトンと言われました。芝生を見て、これティフトンとわかる方

は何人いらっしゃるでしょう。そして鳥取方式は５０センチ間隔ですかね。穴を植

えてやるんですよ。私が今言ったのは５０平米ですよ。５０センチピッチに入れて、

何をままごと遊びみたいなことをやっているんだと言いたいのです。言葉は悪いか

知りません。だから私は、鳥取方式だったら、５０センチピッチで苗を入れるんだ

ったら、２００平米でも十分できるんだと。そして草が生えてくるんです。それを

通常の芝ですね、高麗芝とかいろいろあります。そういう芝だったら３０センチ四

方とかいう形で切って、それを張りつけていくんですから、確かに大変でしょうけ

ど。 

 そういう意味においては、鳥取方式というのが、今コスト的にも安いし、施工的

にも早いということで、メリットがあるということでやってますけど、どんな方式

を使っても、何が問題かと言ったら、維持管理なんです。そこに組織化をしなけれ

ばならない。 

 先ほど教育長がおっしゃられたように、その地域の老人会、自治会、そして父母

の会とかＰＴＡ、ＰＴＡが幼稚園にあるかどうか知りませんけども、そういうとこ

ろの組織、ネットをつくらないと管理できないんですよ。もっと簡単なのは、金を

かけたら一番できる。下請けにやらせたらいい。だけどそこには財政という問題が

あるでしょう。そういうものを教育長、今は昔と違って、本当にそういう形で、地

域の方も力を合わせてやっている状況なんです。 

 今、教育長、非常に困ったような答弁をされましたけども、私が聞きたいのは、



張ったけども裸足で歩いた。それでもいいんじゃないかと言うけど、違うでしょう。

私がさっき言ったのは、芝生はどれだけ体にいいかということを言ったんですよ。

土の上で遊ぶから元気がいいということを言っているのではないんです。芝生がど

ういうふうに幼児の健康上に影響があるか、そのためにということを言ってますの

で。そういう発想だと、僕はこんな質問をしません。 

 だから教育を無償にするとか、そういうことではなくして、健康づくりもこれ教

育ではないかということを、そのためにこういうことをやっていただきたいという

ことを、私は強調して言っているわけです。その点のご理解を教育長、もう一回答

弁をやってください。そういう意味ではないです。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えいたします。 

 私のとらえ方といいますか、申しわけございません。子どもたちの健康を考える

のは当然のことでありまして、これからも大切にしていきたいと思います。 

 ただ、芝生のあれは現場の理解と保護者の要望というか、そういうのを大切にし

ながら、今回のことも含めながら、時間をかけて少し研究をさせていただきたいな

と思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   私の言わんこともくんでいただきたい。あくまで

もこれは教育の一貫ということを肝に銘じて、ぜひともモデル地区をつくっていた

だいて、実現化に向けていただくということを強く教育長に要求しておきます。 

 そして最近と言いますか、今、役場の人は職員という名前で言われますけど、役

人になってくださいよ。人に役立つ、町民に役立つ職員になってください。私ども

がこうして質問をしているのは、個人の考えではございません。あくまでも選挙で

選ばれた住民代表という形で来ているわけです。そこに皆様方も職員じゃなくして、

役人という立場での温かい気持ちで、前向きな姿勢で進んでいただきたいというこ

とを、改めて私のほうから教育長、ほか皆様方に強く要求しておきます。 

 教育長、よろしくお願いします。 

 ということで、２つ目に入っていきます。 

 ２点目でございますが、先の９月議会におきまして、水道事業の協定について、

私質問しましたが、私の時間の配分ミスで、水道事業協定についての質問は答弁の

みで終わって、一般質問ができなかったということに関しては、私の失敗でござい

ます。 

 内容的にも、この１２月に質問をするのをやめようかなというふうに思ったんで

すけども、去る１０月３０日に、またまた同じ事件ではないけども、名古屋市と１

００パーセント出資している名古屋上下水道総合サービスが事件を起こしました。



これもう皆さん、ご存じだと思います。 

 その前の６月か、そこらにあったのは、名古屋の港区における推進工法において、

土質を調査するのに、名古屋市の下水道局から、中身的に有機物質の含んでいない、

こういう資料を使いなさいという偽装事件です。 

 今回出たのは、ある宅地造成現場、新聞から言いますと、場所はわかりませんが、

多分宅地造成現場だと思います。そこで水道をやるのに、公道であるから普通の一

般の水道事業者はできないということで、名古屋市が１００パーセント出資してま

す、そして今回私どもと契約を結んでおります名古屋上水道総合サービスが直接仕

事をやって、通常の業者のやる、数割も高い金を請求したという、そういう内容が

新聞にも載りました。 

 この２つの事件を鑑みて、私は再度質問をさせていただくことになったわけでご

ざいます。 

 通告書にも書いてありますように、平成２４年２月１４日に、東員町と名古屋市

水道局長及び名古屋市上下水道サービスの３社協定が締結されて、１年契約でござ

います。これは１年契約でございますが、今年度、５０２万円か５０７万円ぐらい

の予算を計上されて、どういう内容をやったかというのは、まだ我々の手元には入

っておりませんが、果たしてこういう偽装、それから独占的なことをやって、新聞

ざたになる名古屋市の下水道局並びに１００パーセント出資している総合サービス

に、果たして東員町として、これからの上水道のいろんな検査等に関して任せてい

けるだろうか。非常に疑義を感じる次第でございます。 

 そこで通告書にもございますように、３つのことについて、建設部長に質問をさ

せていただきます。 

 １つとしては、締結後に土壌検査の偽装事件や独占工事のため、高額な金額請求

で業者の損害事件が続発しているが、本町の見解はいかがなものかということを求

めたいと思います。 

 ２つ目に、名古屋上下水道総合サービス株式会社は、名古屋市のＯＢ、ほとんど

役員の方ですけども、組織されて、名古屋市からも出資を受けている会社でござい

ます。この２社と東員町の協定になった経緯をお知らせ願いたい。 

 ３つ目には、今この協定を結んだ事業の内容でございますが、この事業は義務的

な事業なのか、そして近隣の自治体では、この事業に関してどのような対応をして

いるのか。 

 この３点について、建設部長のご答弁をお願いしたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   藤田議員の「水道事業協定について」のご質問

にお答えを申し上げます。 

 ９月議会とよく似た内容の答弁となりますことを、お許しいただきたいと存じま



す。 

 まず、名古屋市上下水道局が発注した上下水道工事に伴う建設汚泥処理について、

検査データの提供に不適切があったとの新聞報道に関するご質問でございますが、

名古屋市上下水道局によりますと、工事で発生する建設汚泥は、請負業者が「廃棄

物の処理及び清掃に関する法律」などに基づき、適正に処理しなければなりません。 

 発生した建設汚泥が適正に処理されているかは、請負業者、中間処理業者、最終

処分業者の間で産業廃棄物管理表、いわゆるマニフェストにより管理及び把握をさ

れており、名古屋市上下水道局では、請負業者から提出されますマニフェストの写

しにより、適正に処理をされたかを確認しているとのことでございます。 

 今回、請負業者が建設汚泥処理の委託をする際、中間処理業者に、参考として土

質調査データの提出を求められ、請負業者からの依頼により、名古屋市上下水道局

職員が、近隣の土質調査データを提供し、使用されていました。 

 中間処理業者が自社の処理能力を判断するため、土質調査のデータを求める場合

がございまして、法的には提出義務はないとのことでございます。 

 中間処理業者は、再生品を販売しようとする場合には、その再生品の性状分析が、

愛知県の「再生資源の適正な活用に関する要綱」により、義務づけられております。 

 土質調査のデータ提供は、あくまでも近隣の他の土地の土質調査データであるこ

とを示した上で提供をいたしており、データの改ざんなどの偽装などは、なかった

とのことでございます。 

 しかしながら建設汚泥に関しては、排出事業者である請負業者が適切に処理する

義務があるため、名古屋市上下水道局職員は、本来、関与する必要がない行為を行

ったこととなり、適切さを欠いており、今後の対応といたしまして、土質調査デー

タ情報管理の徹底、請負業者への助言内容の再確認など、職員に対する指導、育成

の強化を図っていきたいとのご報告をいただいております。 

 次に、１０月３０日付の中日新聞で報道がありました水道管接続工事費に関しま

す提訴についてでございますが、名古屋市上下水道局によりますと、給水管接続工

事が随意契約のために高額な工事代を払わされたとして、市内の業者が、名古屋市

上下水道局及び名古屋上下水道総合サービス株式会社に損害賠償を求め、名古屋地

方裁判所に提訴を行ったとのことでございました。 

 名古屋市上下水道局では、給水管接続工事を、名古屋市が出資しています名古屋

上下水道総合サービス株式会社へ一括で随意契約をし、工事を行っており、今回の

業者が主張する工事金額は、施工方法等の積算根拠が不明のため、現段階では比較

はできませんが、名古屋市上下水道局としては、分岐、布設工、土工事、材料単価、

間接工事費について、それぞれ積算基準に基づき、適正に算定し、契約をしており、

外郭団体に委託することにより、工事金額が高くなっているとの考えはなく、むし

ろスケールメリットを発揮できることから、安い価格での施工が可能であり、お客



様の負担を軽減しているとのことでございました。 

 また、名古屋市電子調達システムのサイトにおきまして、随意契約理由等を公表

することとなっており、本件も随意契約理由や契約相手、契約金額の公表をされて

みえます。 

 現在、名古屋市上下水道局では、訴状を見て、適正に対応をしていくとのご報告

をいただいております。 

 次に、名古屋市上下水道局及び名古屋上下水道総合サービス株式会社との協定に

なった経緯でございますが、本町では、諸施設の老朽化、耐震化に向けた施策の取

り組みが喫緊の課題であり、計画策定のための必要な知識及び経験がなく、支援機

関を求めていましたところ、お隣の桑名市が、名古屋市上下水道局、名古屋上下水

道総合サービス株式会社と水道事業基本計画などに関する技術的な支援を目的とす

る委託契約をされたとの情報を得ましたことから、本町も課題解決に向け、支援の

打診を行い、水道事業の技術協力等に関する基本協定及び実施協定の締結に至った

次第でございます。 

 次にこの事業は義務的な事業か、また、近隣の自治体ではどのような対応をして

いるかとのご質問でございますが、決して義務的な事業ではございませんが、水道

事業におきまして、人口減少による水道収益の減少、老朽施設の更新、耐震化の推

進、水質保全など、さまざまな課題を抱えております。 

 そのような中、住民の視点に立ち、より一層、効率化を図りながら健全な経営を

維持し、清浄で安全な水をいつまでも安定的に供給できる水道事業を目指していか

なければならないと考えるところでございます。 

 近隣市町の状況でございますが、それぞれの自治体が事業規模に応じ、水道事業

の目的に向かい、独自の事業を展開されてみえると考えております。 

 よろしくご理解賜りますよう、お願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   最初の偽装事件に関しては、これは発生したとこ

ろは名古屋市の港区というところですね。私、現職のころ、ここで仕事をやりまし

て、どこを掘っても水銀・砒素の出るところなんですよ。というのは下水道局も当

然わかった上での偽装をやったと思いますが、その後、これに関して新聞報道はな

いんですよね。裁判ざたとなったのか、お互いどうなったのかわかりませんけども、

何もないということは、業者も仕事をやっているのかな。その後の情報が入らない

のですが、それはそれとして、１０月３０日の水道の件に関しても、独占的な企業

ということがありますが、まだこれもはっきりしてない。 

 今、部長がおっしゃられたように、今年度の予算に、また計上されると思います。

だけどもう少し名古屋市下水道局と調査をしていただいて、最終的にはどうなった



んだと。それによっては、議会においても非常に問題となっているということから、

考えざるを得ないとかいうような趣旨も述べていただいても十分だと思います。 

 そういう話をこの年度内にやっていただかないと、はっきり言いますけど、予算

に関しては、なかなか首をたてに振れない状況になるかもわかりません。その辺の

今後のこの２社との交渉はどういうふうにお考えかを、お答え願いたいと思います

が。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   建設汚泥の件でございますが、名古屋市上下水

道局から名古屋市市議会のほうにご報告された内容は、以前にも議会のほうに資料

として提出をさせていただいておりまして、それで基本的には議会も了承され、今

現在に至っておるというふうにお聞きをいたしております。 

 また、今ご指摘をいただきました１０月３０日の請負の状況、随意契約の状況に

つきましては、今、司法の場に移っておりますので、その辺は藤田議員ご指摘のと

おりと考えております。 

 なお、来年度も今の状況は名古屋市上下水道局へ水道施設の耐震化と、またＧＩ

Ｓ業務の助言、災害マニュアル等で５００万円余の委託事業を、今はさせていただ

きたいなと考えておりますが、藤田議員のご指摘のとおり、訴状等の状況も見きわ

めながら、慎重に対応してまいりたいと考えておりますので、ご理解賜りますよう、

よろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   この件に関しては、この程度の質問とさせていた

だきます。 

 さっき部長が言われた中において、汚泥の偽装事件に関しては、資料を議会に配

ったということで、私どもこれをもらいました。だけど、議会に出したからといっ

たって、承認ではなくして、例えば全協でこういう形になりましたと、みんなにも

らえるのなら、これは僕は事務局から預かったものなんですよ。議会に出したから

いいというのは、これはちょっといかがなものかなと思うんだけども。そういうの

が最近、議会の中に多いですよ。それはちょっと訂正してください。 

○議長（南部 武司君）   藤井浩二建設部長。 

○建設部長（藤井 浩二君）   資料の説明等、言葉足らずで大変申しわけござ

いませんでした。今後は全員協議会等で、きちっと説明をさせていただきたいと存

じておりますので、ご理解賜りたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 



○１０番（藤田 興一君）   わかりました。この方式というのは、僕も工事を

やったことがあるんですけど、これで僕質問をしたら、１時間でも足らないぐらい

やりますよ。そういうふうに誤解のあるような答弁はやめてください。 

 ということで、３点目に入らせていただきます。 

 ３点目でございますが、また教育長にお尋ねをしたいのですが、保育士の正規職

員化ということについて、ちょっと私、こういうものに関しては不得手でございま

すので、質問の中において不適切な数字とか言葉があったら、ご勘弁を願いたいと

いうふうに思ってございます。 

 ３点目の保育士の正規職員化ということについて、質問をさせていただきます。 

 子どもたちにとって、人生初の先生と呼ばれて、先生となるのが保育士だという

ふうに思っております。そして保育は子どもを深く理解し、子どもの年齢や個性に

応じた働きかけを通じて、好奇心や想像力や協調性を育む、非常に専門性の高い仕

事と言われております。 

 また、子どもたちと心を響かせ合いながら、豊かな発想を日々の活動に生かせる

からこそ、やりがいでもある職種であると言われております。 

 この保育士さんが保育士と呼ばれたのは、昔は保母さんという名前で呼ばれてい

たと思います。それが変更になったのが１９９９年、平成１１年ですから、もう１

２～１３年前に保育士という名前に変わって、国家資格者でもあるということで、

非常に競争率の高い、合格率の低い職種であるというふうに聞いております。 

 しかし残念ながら、保育士のなり手になる方が非常に少なく、新聞等によります

と、５年後の２０１７年度には、７万４，０００人ぐらいが全国的に不足するんじ

ゃないかとも言われております。 

 そのなりたがらない、やりたくない理由には、何か５つの要因があるというふう

に言われてます。 

 その１つには重労働である、２つ目には社会的地位の低さである、３つ目には給

料が安い、低賃金である。そして今問題になってます４つ目には、非正規化である、

正規でない。そして５つ目には残業、家に持ち帰って、子どもたちのために手づく

りをしたり、はさみを入れて、いろんな物を作ったりする持ち帰りの仕事が非常に

多いというような理由で、非常に保育士になられる方が少ない。 

 このように労働条件が悪く、働きがいのない職場に新卒の保育士さんは就職せず、

資格を持っている方も戻ってこないのが現状でございます。単に保育士不足の解消

というだけではなく、保育の質を確保する意味でも、処遇の改善と専門性の確保は

急務ではございませんか。 

 そのような中で、去る１１月１２日の全員協議会におきまして、教育委員会のほ

うから、幼児教育の充実についてという案の説明がございました。あいにく私、ち

ょっと病に伏してましたもので出席できなかったことから、十分な説明を受けてい



なかったことから、改めて通告書の内容にて、質問をさせていただくわけでござい

ます。 

 その内容は通告書の中にもございますように、本町教育委員会は、これまでの子

育て支援策の検討も含めて、幼児教育全般の充実を検討する必要があることから、

保育にかかる質の向上として、職員の適正配置、幼保職員の正規職員化を進めるこ

とが、具体的な取り組みとして提示されました。 

 そこで現状の幼保の職員に関して、以下の質問をさせていただきます。 

 幼保の職員の正規職員化を進めるという町の資料において、早期の実現を望むと

ころでございますが、その実施計画等があればお示し願いたい。これが１点でござ

います。 

 ２つ目には、町内６園の正規・臨時等の数、比率、それから職務の分担、正規と

非正規では違うのかというような内容もお示し願いたい。 

 ３つ目には、最近本町のホームページなどで、臨時保育士職員も含めて、登録募

集というものを行っておられます。この登録募集というのは、何を目的として、ま

た何を意図とするものか。それをご説明願いたいと思います。 

 ４つ目には、資格を持っていても保育士に従事されていない、俗に言う、潜在保

育士の復職支援に対して、教育委員会ではどのような対策を考えていますか。役人

的な考えで、教育長、ご答弁をお願いします。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   藤田議員の「保育士の正規職員化」についてのご

質問にお答えをいたします。 

 まず、１点目の保育園・幼稚園の正規職員化の推進に関する実施計画についてで

ございますが、現在のところ、目標数値を含めた具体的な計画の策定までには至っ

ておりません。 

 私どもが現在一つの指標と見ておりますのが、保幼のクラス担任の正規職員比率

でございまして、この平成２４年度は、総クラス数７０に対し、正規職員の担任は

３８名で、比率は約５４％でございました。過去５年間を見てみますと、その比率

が最も高かったのが平成２２年度の約５８％、最も低かったのは平成２１年度の約

５１％でございます。 

 一方、保幼職員の新規採用の状況でございますが、この５年間では、各年度の新

規職員採用数は、前年度末の退職者数よりも多くしておりまして、正規職員数は平

成２０年度の５０名から今年度５５名と、５名の増となっております。 

 ただ、先ほどお示ししました正規職員比率は、その年度の総クラスの増減や育児

休業取得者等の人数によって大きく左右されることから、正規職員数は増加してい

るにも関わらず、正規職員比率が下がるという結果になる場合もございます。 

 いずれにいたしましても、正規職員比率を指標とするかどうかは別といたしまし



て、何年後にどこまでといった一定の数値目標の設定と、そのための実施計画は必

要と考えますので、今後関係部署と十分に協議をしてまいりたいと考えております。 

 次に、幼稚園・保育園の職員数の内訳と職務分担について、お答えをいたします。 

 平成２４年１２月現在、６園の合計といたしまして、園長６名、副園長６名、正

規職員が４３名、うち５名は育休等を取得をしております。期限付職員が３２名で

ございまして、正規職員と期限付職員は全員クラス担任をしております。また、臨

時職員といたしましては、障がい児加配職員として１９名、その他、クラス担任の

年休代替や早朝保育、延長保育のために多数の方にお世話をいただいております。 

 次に、町のＨＰなどで行っております臨時職員の登録募集でございますが、その

最も大きな目的は、年度途中のクラス増や産育休の代替として、クラス担任のでき

る方の確保でございます。 

 また、連絡をいただく方の中には、扶養等の関係で、担任をすることは難しいけ

れど、パート的な条件であれば可能と言われる方もあります。園では年休代替をお

願いできる方がない場合もございますので、そういったときに、お声をかけさせて

いただいております。 

 また、登録いただく中には、今すぐは無理ではあるが、来年の４月からなら働け

るという方もいらっしゃいます。 

 最後のご質問でございますが、潜在保育士の把握というのも、目的の１つとして

考えておりまして、引き続き有資格者の把握に努めてまいりたいと思います。 

 よろしくご理解とご協力を賜りますように、お願いを申し上げます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   ご説明ありがとうございました。 

 質問の２、３、４に関しては、るる数値等も述べていただきましたけど、非常に

難しいこともあると思いますね。平成２５年度の配置を考えようと思えば、その年

の子どもたちが何人いるんだとかいうことも計算して、それからはじき出して、先

生が何人いると。また途中で増えたりしてくると、臨時という形で、つかみどころ

が非常に難しいというのはわかってますけど、その辺も例えば出生率というのは大

体わかってくるじゃないですか。例えば教育委員会でわからなくても、生活環境課

か何かいけば、お産の届出、母子手帳なんかに出ているのだから、今年何人生まれ

るなとかいうことはわかるもので、その辺もある程度横の連携をとれば、何年後に

は園児がこれだけ増えるんだとかいうことも、ある程度、長期の計画を見通してや

らないから、こういう臨時になってくる。 

 先ほども言いましたように、なりたがらないのは、その５つの条件、私ども先ほ

どの園庭の芝生化と一緒で、僕は最初に言ったのは、大変ですねと言ったんですね。

本当に重労働ですよ。その重労働の中で一番のことは腰痛らしいですね。それは大

変です。何も言わなかったですね。 



 そういうことを改善させるには精神的なもの、一番いいのは正規社員化ですよね。

それは保育士だけでなくて、通常の社会においても、正規社員とか、いろんな形で

やってますけど、どんなことがあっても、クラス化で全部見させると言いますけど、

給料が違ったりするかと思います。それを平等化するために、今回教育委員会とし

てみれば、ここに挙げられている幼児教育の充実という形で、この方針を出されま

したから、答弁を聞きますと、１１月１２日ということで、まだまだ計画はされて

ないと思いますけれど、これを書いた以上は、ある程度の言葉で書いただけではな

くて、３年計画でこれをやり遂げるんだとかいう案はあるんじゃないですか。その

辺、全く今ないのか、お聞かせ願いたいのですか。 

○議長（南部 武司君）   岡野譲治教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えを申し上げます。 

 教育委員会内部の素案みたいなのはありまして、それを先ほども申しましたよう

に、関係部署とも当然協議をしなければなりませんので、私どもの案は持ってます。

ただ、その案を町全体のものにするというところがあったときに、ご提示等をして

いきたいなと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   目的は正規化というのは、これ目的ですけど、先

ほどの園庭の芝生化と一緒で、非常に難しい面があると思いますが、ただこうして

本当にいいプランニングを出されて、我々に提示をされた以上は、先ほどからあり

ますように、随時経緯というものを我々に説明していただければ、最後の土壇場に

なって、問題も出てこないと思うし、先ほどの雑紙にしても、もうちょっと全協な

んかで説明していただければ、予算化もスムーズにいくと思います。 

 今回、正規化に関しては本当に立派なことだから、本当に今計画を知りたい。計

画をするわけでしょう。早急に急いでいただきたい。これは本当に急いでいただき

たい。５カ年計画がある。これは５カ年とか先ではなくて、せめて３年計画の中で、

これだけやりますよとかいうものをやっていただきたい。その辺のＰＤＣＡではな

いけど、今、プランニングですよね。ＤＯにするまで、ＰＬＡＮからＤＯまで、ど

のぐらいお考えですか。ただやみくもに、まだ計画中ですとなって、これを書いた

以上は目的があるでしょう。それを再度、しつこいようですけど、ＰＬＡＮ、ＤＯ、

その間がどのくらいなのかということをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（南部 武司君）   岡野教育長。 

○教育長（岡野 譲治君）   お答えをいたします。 

 先ほどもお答えをさせていただきましたけれども、正規職員化というのを進めて

いくという大方針を決定しました。そして年度末の退職者とか、クラスの予想とか



というのがいろいろありますけれども、私どもとしては、前年度よりは正規化の比

率を上げていくというのを進めていきたいなと思っております。 

 ただ、日時、日程等も含めてのプランであれば、まだ私どもの教育委員会の中だ

けでの考えであるということで、ここでこうですというのは、ちょっと言えないと

ころがありますので、申しわけないです。 

 以上です。 

○議長（南部 武司君）   藤田興一議員。 

○１０番（藤田 興一君）   最後のお願いになりますが、私は個人的に、教育

には大いに金をかけるべきだというふうに思ってます。それを肝に銘じて、職員で

はなくして、役人という性格のもとで、これから計画を進めていただきたい、これ

を強く要望いたしまして、今回の私の質問とさせていただきます。 

 どうもありがとうございました。 


