(仮称)水口東保育園・岩上保育園統合認定こども園の
整備等に関する説明会の結果について
＜説明の概要＞
令和４年４月開園を目指して整備を進めている「（仮
称）水口東保育園・岩上保育園統合認定こども園」の
事業計画案について、保護者や地域の皆様へ広く周知
するため、令和２年１０月と１１月に複数回説明会を
実施しました。
説明会における市と設置・運営事業者からの説明概
略は以下のとおりです。

◆設置・運営事業者について
事業者名：社会福祉法人絆敬会（きけいかい）設
立準備会
沿
革：2014年に母体である㈱ジッセントシ
ップを設立され、高齢者や障がい児の
通所事業を展開。2018年には保育事
業にも参入され、県内で事業を展開
中。作業療法の専門的知識を活かした
健康で安全な生活をつくり出す力の基
盤を培うことを、教育・保育のテーマ
とされる。
◆事業全体の経過について
平成２９年 水口東保育園・岩上保育園再編検討
協議会から再編と民営化に同意する報告書が
市教育委員会に提出
平成３０年 水口東保育園・岩上保育園実施計画
検討協議会において、市が提案する事業用地
や設置・運営事業者の募集条件等を検討
令和元年
設置・運営事業者を募集
令和２年
設置・運営事業者を決定
◆施設概要の説明について
開園予定：令和４年４月１日
定
員：246（6 か月～５歳児）名
開園時間：月曜日～土曜日・祝日
保育時間：7：30～19：00
保育事業：一時預かり、祝日保育、地域子育て支
援
場
所：甲賀市水口町秋葉・元町 地内
◆統合認定こども園の整備について
〇造成について
・事業用地周辺が防災マップの浸水想定区域で
あることから、周辺の水路や山川を入念に調
査し、十分な排水能力があることを絆敬会と
市がともに確認し、浸水の危険性が極めて低
いことを認識。園敷地は浸水想定区域ではな

い山川橋交差点の高さまで盛土することで、浸
水リスクへの対応を図る。
・事業用地周辺の既設水路を大きくすることで、
排水能力が一層向上
・園敷地の排水を一部山川へ流すことで周辺水路
への負担増を回避
・国道交差点や県道への安全施設の設置を県に要
望
・交通量調査の結果を踏まえ駐車場の出入口の位
置を設定
・今後、工事説明会を実施予定
〇建物・外構について
・採光等の自然条件、周辺住宅地等への影響、排
気ガス等を考え園舎、園庭、駐車場を配置。
・２階建てに見合う安全対策
（階段に子ども用手すりを設置、バルコニーには
適切な高さで手すりを設置、２階から直接地上
に降りられる階段を２か所設置、耐火建物にし
て火災時の避難時間を確保）
・保育室全室に空調設備設置
・１階保育室に床暖房設置
・車椅子対応エレベーター設置
・低年齢児用園庭を設置
・駐車台数９５台（南側と合わせて１７０台）分
を確保
◆統合認定こども園の運営について
〇教育保育に関する理念、方針、目標
「自分の欲求・要求を言える子」、「安定した
情緒・心身ともに健康で豊かな子」、「自分らし
く意欲的で思いやりのある子」、「他者のよろこ
びを感じられる子」、「丈夫な身体と豊かな想像
力をもてる子」を目指す。
〇１日の流れについて
詳細は検討中
7:30以降順次登園、（１号）13:00以降、（２
号・３号）16:00以降、順次降園
〇年間行事予定について
季節の風情を感じられるイベントを重視
〇健康管理について
定期的な検診、ICTを活用した健康支援
〇給食について
自園給食を行い、アレルギー対応の特別食も検討

〇保育環境の取り組みについて
新型コロナウイルスも含めた感染症に対する
知識向上、対応方法の周知徹底等を行う。
〇事故防止・発生時の対応について
・過去事例をふまえ、対応方法をマニュアル化
・万一事故等が発生した場合は、内容を振り返
り、共有化、マニュアル化し再発を防ぐ。
〇危機管理対策について
・防災、防犯マニュアルを作成
・避難、防災訓練を実施、関係機関と連携
〇保護者様等との連携に対する取り組みについて
・保育参観等子どもの成長を伝えるよう積極的
に取り組む。
・ICTによる連絡調整に関わる保護者様の負担
軽減を図る。
・保護者様の働き方に合わせた保育サービスを
実施
〇ストロングポイント
・インクルーシブ教育の実施
・個性を伸ばす保育の実施
・早朝、延長、土曜、祝日保育の実施
〇保護者の皆様等からのご意見について
・保護者会の設置については、今後保護者様か
ら更にご意見を頂戴する。
・散歩コースは、安全を第一に周辺の豊かな
自然を活かせるよう検討中
・送迎バスの運行は、現在検討中

【1Ｆ平面図】

◆その他
・三者協議会を開催し、主に園運営に関して、
水口東保育園、岩上保育園両園の保護者様
等と意見交換の予定。
・今後の事業進捗は、HP 等にて適宜情報提供

【2Ｆ平面図】

発行元 甲賀市役所保育幼稚園課
TEL：0748-69-2182
社会福祉法人絆敬会
設立準備会
TEL：0748-56-1354

＜当日及びご意見票によるご意見に対する回答＞
ご意見

回答

《運営について》
１

・発達障がいのある子どもは、他の子どもと ・発達障がいのある子どもと他の子どもの保育室
同じ保育室で保育されるのですか。
を分ける予定はなく、みんなが一緒の保育室の
中で本人が過ごしやすい居場所を確保します。
また、障がいの原因を探る作業から始め、彼ら
が自信を持てるように取り組み、同時に安全基
地となる居場所を作ります。

２

・市の療育施設（こじか教室）との連携は、 ・連携を行います。方法は、今後市の担当部署と
これまでと同じですか。
協議します。

３

・加配制度はありますか。
（1 対 1 は可能か。
） ・経験のある、知識を持った職員で対応します。

４

・園独自の発達サポート計画はありますか。 ・今後、作成します。

５

・両園の活動を引き継ぐのか、絆敬会として ・基本的には伝統あるものを引き継ぐよう検討し
の長所を活かした園運営をされるのか、ど
ます。その中で長所を取り入れた運営ができる
ちらですか。
よう検討します。

６

・標準時間と短時間の子どもを一緒に保育す ・基本的に、岩上保育園や水口東保育園のスタイ
るようなクラス編成を考えておられます
ルを継続します。
か。

７

・以上児のクラス分けは、どのような基準で ・長時部と短時部のクラス分けは行わず、合同で
行われるのでしょうか。
行います。短時部の園児が帰宅した後、合同保
育を行います。
・クラス分けは、園児の生活状況を勘案し行いま
す。

８

・年長は、就学前にどのようなイベント（入 ・学校訪問、先生の来訪をします。
学にあたり準備のようなもの）を行われま ・岩上保育園で行われていることを継承します。
すか。
・岩上保育園と同じレベルで行って頂けます
か。

９

・現在の保育園より、課題（日常生活や製作 ・個々のレベルで対応することを基本とします。
物）のレベルは上がりますか。
彼らがステップアップするためにはレベルを
あげることも必要と考えています。

10

・遊戯室が狭いように思います。子どもが昼 ・昼寝はコットを利用して保育室で行い、眠りや
寝できるスペースを確保できますか。
すい環境を作ります。

11

・土山方面からの右折は渋滞が生じるかもし ・交通量がそれほど多くないため大きな渋滞が発
れないので、送迎の進入を湖南市方面から
生するまでのことはないと考えていますが、利
（左折での進入のみ）に限定することはで
用者の理解が得られれば、右折入庫のみに限定

きますか。

することは可能と思っておりますので、今後検
討します。

12

・昨今は、イベント時に両親や祖父母などご ・コロナ禍であることも考慮し、年齢別にイベン
家族が別々の車で来られることもあり、運
トを行う方向で考えているため、駐車場不足は
動会等のイベント時に駐車場が不足する
生じ難いと考えています。又イベントをするの
のではないですか。また、今設計されてい
に遊戯室が狭い場合は、必要に応じて水口体育
る遊戯室の広さでは子どもと親が同時に
館等の公共施設を利用することも考えていま
入れないように思うのですが。
す。
・日頃の駐車場の利用台数は、市立園での送迎時
の台数調査の結果をもとに設定しつつ、同時に
路上駐車の発生を憂慮するため可能な範囲で
多くの台数分を確保することとしました。

13

・コロナ禍が収まれば、イベントの年齢別で ・現時点でイベントの開催方法の変更は検討中
の開催を全年齢一斉の開催に変更するこ
で、結論は出していません。また、施設を改修
とは考えているのですか、また、そうした
する考えはしていません。
場合、必要な施設改修をする考えをしてい
ますか。

14

・イベント時に駐車車両が一斉に道に出ると ・交通整理や誘導をするなど運用面での配慮を今
渋滞が発生するのではないですか。
後検討します。

15

・制服について選択制（不要であれば購入し ・保護者の代表者様との意見交換を踏まえ決定さ
ない）は可能ですか。
せていただきます。

16

・無農薬野菜を使った給食を配食してほし ・十分に検討し答えを出します。市としても時勢
い。
を見つつ絆敬会様と相談する考えをしていま
す。

《地域との関りについて》
17

・地域の伝統行事である水口曳山祭りの伝承 ・前向きに検討します。
への取り組みを園でもしてもらえますか。

18

・絆敬会としては「地域」とはどこを捉えて ・周辺の地元との関りは大事にしたいと考えてい
いて、関わり方はどのように考えています
ます。また、広い地域から入園してもらえる、
か。
選んでいただける園を目指しているので、入園
児が住む地域には積極的に情報発信していき
たいと考えています。

《費用負担について》
19

・17 時以降延長保育となっていますが、そ ・原則は、市の保育時間に準じて、標準時間の場
の時間以降の延長保育料を支払う必要は
合にあっては 18 時 30 分以降は費用をご負担
ありますか。
いただきたく考えています。

《遊具について》
20

・園庭にどのような遊具を設置されるのです ・ブランコ、滑り台、うんてい、砂場の他、感覚

か。

遊びに必要な遊具の設置を検討しています。

《南側の事業地について》
21

・南側の敷地の竹林や木々はどうなります ・伐採する予定をしています。ただし、国道敷や
か。
県道敷は、今後県と協議します。

22

・南側の敷地は「牛ケ淵」という謂れのある ・市の担当課に確認しましたところ、史跡指定は
土地で、史跡に指定されているように思う
されていませんでした。周辺の立竹木は取り除
ので、工事にあたっては留意して欲しいと
きますが、大きく形状を変更することは考えて
思います。
いません。

《その他》
23

・計画案では園庭が道路側にありますが、外 ・塀の高さを上げたり、防犯カメラを設置するな
部からの侵入や目隠し等の安全対策、芝生
どの安全対策を行います。
広場等にも安全対策はされるのでしょう
か。

24

・造成の詳細な図面が欲しいです。

25

・祝日保育をしてもらえるのは本当にありが ・学校訪問などを行い、十分な人数を確保すると
たいが、このことで保育士さんの負担が増
ともに ICT などを活用して保育士の負担軽減
えることがないよう、働きやすい環境を整
を図っていきたいと考えています。
えてほしいと思います。

26

・元々役員会は無い予定ですか。あれば前保 ・保護者様の代表者様との意見交換を踏まえ決定
育園からの免除引継ぎを強く要望します。
させていただきます。

27

・保育園の跡地について、いつ頃から今後の ・担当課と協議をしています。開園までの間で連
利活用を考えるのですか。
携しつつ保育幼稚園課としての方向性を見出
していきたいと考えています。

28

・災害時、この認定こども園は避難場所とし ・市では、現時点で避難所に指定する考えはして
て指定されますか。
いません。

29

・小規模保育園を経営されていると伺いまし ・絆敬会としては初めてです。しかし、職員の大
たが、２４６名もの児童を見て頂くことは
多数は大規模園の経験があります。また、何よ
初めてですか。
りスタッフ一同チームとして子ども達を迎え
愛し続けられるチームを作ることが大切だと
思っています。チームとして大切なお子様をし
っかりと育む園にすることをお約束します。

30

・絆敬会のウィークポイントは何ですか。

・開発許可を得た後に提供する方向で検討してい
ます。

・エビデンス（根拠・証拠）の量が少ないところ。
日々の研究課題が発表できるようになるよう
に取り組んでいきます。

