
１　意見提出期間　　令和２年（2020年）10月23日（金）～令和２年11月24日（火）

２　意見提出件数　　１４１件（９７通）

３　提出意見と市の考え方　　以下のとおり

№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

1

・指定管理者制度にはしないで、市の直営で運

営してほしい。【54件】

・多世代交流事業に民間のノウハウを活用する

ために指定管理者制度を導入するとあるが、な

ぜ民間でないといけないのか理由を説明してほ

しい。

　新設の公の施設については、指定管理者制度

の導入について検討することとしています。

　北千里小学校跡地複合施設は一体的な運営を

目指して指定管理者制度を導入し、民間のノウ

ハウを活用して効果的な施設の維持管理を図

り、児童センター・公民館・図書館を利用する

市民がともに多世代交流を図るための事業を効

果的に行うようにします。

2
・民間への委託は、建物の維持管理のみにして

ほしい。

　建物の維持管理に加え、運営についても指定

管理者制度を導入していきたいと考えていま

す。

3

・民間企業を指定管理者とすると、保護者対応

や子供たちへのきめこまやかな対応、各種行政

機関との連携や地域との結びつきが速やかにで

きるのか危惧される。【2件】

・3年や5年ごとにちがう事業者になる、利益が

出なければ撤退の可能性すらある民間委託をす

ることは、子どもたちに不利益をもたらすこと

にならないか。

・児童館についてはすべて指定管理することか

ら市のかかわりについて一切触れられていない

ので、市としての公的役割をしっかり打ち出し

てほしい。

　指定管理者の選定の際には、事業の継続性・

安定性を含め様々な視点の評価項目に基づき、

専門的知見を有する委員で構成される指定管理

者候補者選定委員会において、選定を行いま

す。

　選定された事業者が既存館と同様に、保護者

対応や子供たちへのきめ細やかな対応、各種行

政機関や地域との連携が速やかにできる体制と

なるよう検討します。

4

・指定管理者制度のメリットとして、日曜日開

館や開館時間延長などのサービスが向上すると

いわれているが、すでに実施している吹田市で

はこれ以上の開館時間の延長も必要なく、なぜ

児童館に指定管理者制度を導入するのかわから

ない。

　指定管理者制度は、公の施設について、民間

事業者等が有するノウハウを活用することによ

り、 住民サービスの質の向上を図っていくこと

で、施設の設置目的を効果的に達成するための

制度です。

　指定管理者制度を導入することで、多様化す

る市民ニーズに柔軟な対応ができるとともに、

効果的な運営が可能になると考えています。

　吹田市立児童会館条例及び吹田市立児童会館条例施行規則の一部改正の骨子案に対する

　提出意見と市の考え方について

指定管理

者制度

（63件）
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№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

5
・指定管理制度での運営となると、災害時の市

の責任と対応はどうなるのか。

　災害時においては、他の施設と同様に指定管

理者と連携し、対応にあたります。

6

・市として、指定管理者が運営する児童セン

ターがきちんと直営と同じように運営できてい

るか把握することが可能か。

　指定管理者制度導入施設に対するモニタリン

グにより、指定管理者の運営について把握がで

きるものと考えています。また、日々困ったこ

とがあれば丁寧に連携を取り合える体制をつ

くっていきたいと考えています。

7

・「法人その他団体」ではなく、「地域住民団

体、法人その他団体」というように地域住民団

体を頭出しした条文にしてほしい。

　条文上の「法人その他の団体」には、「地域

住民団体」も含まれることから、この表記とし

ています。

8

・指定管理者の要件を地域住民で組織される団

体から民間企業にまで拡大しないでほしい。

【14件】

　児童会館・児童センターの管理運営について

は、地域住民や保護者、学校関係者の協力が不

可欠ですが、高齢化の進行による人手不足によ

り、地域での担い手の確保が年々困難となって

いる状況です。こうした状況を踏まえ、今後安

定的に児童館を運営していくため、指定管理者

の対象範囲を拡大しようとするものです。

9

・指定管理者の要件を拡大するのであれば、こ

れまで同様に児童センターが役割を果たすこと

ができるよう、保護者対応や子どもたちへの対

応、さらに各種行政機関との連携や地域との結

びつきができるようにしてほしい。

　指定管理者による運営となった場合は、市及

び外部委員が保護者対応を含めた児童館運営が

適切かどうかのチェックを定期的に行います。

また、既存の児童館と同じように、地域の方々

との連携が図られた運営となるよう検討しま

す。

10

・指定管理者の選定においては、市民との協働

の視点から、地域住民団体が優先して選定され

るよう、加点項目をいれてほしい。

　児童館を運営していく上では、地域の方々と

の連携や市民との協働は必要不可欠であると考

えますので、今後、そういった観点も考慮した

上で選定していく予定です。

指定管理

者制度

（63件）

指定管理

者の要件

等

（17件）
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№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

11

・感染対策や安定的・継続的な運営を考えて児

童センターは単独の施設として運営してほし

い。【3件】

　「北千里小学校跡地複合施設建設整備基本計

画」でお示しした通り、公民館、図書館、児童

センターの3施設の機能が融合した複合的なコ

ミュニティ醸成機能を持つ施設として整備を進

めています。

　既存の児童館と同様に感染対策が十分に図ら

れた運営となるよう努めます。

12

・児童館その他施設全体の有効活用のためにも

児童館閉館後、中高生への開放をしてほしい。

【2件】

　本市の児童館は、吹田市立児童会館条例によ

り、小学生までが御利用いただける施設として

います。なお、北千里小学校跡地複合施設につ

いては、複合施設の特徴を生かし、児童館閉館

後においても、それぞれの方のニーズに合わせ

てフレキシブルに御利用いただけるよう検討を

進めています。

13

・子どもの安全、親の安心のためにも開館時間

を再考してほしい。（育児教室を10時から9時

にする。閉館時間を日没30分前にする。昼に休

館時間を作る。冬は5時には閉館または退館さ

せる。学校が休みの日はもっと早く開館す

る。）

【4件】

　児童館の開館時間については様々な御意見が

ありますが、より良い児童館運営のために、今

後の参考にしていきたいと考えています。

14

・資格のある先生に運営してほしい。

・専門職の児童厚生員を是非無くさないでほし

い。

　児童福祉施設の設備及び運営に関する基準に

基づき、児童厚生施設である児童館には、児童

の遊びを指導する者を置かなければならないと

されています。

　本市における児童館に勤務する児童厚生員

は、保育士資格・教員免許があることを必須と

しており、指定管理者の運営となった場合にお

いても同様となります。

人員

（13件）

児童セン

ターの運

営

（9件）
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№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

15 ・児童センター専任の館長を配置してほしい。

　（仮称）北千里児童センターは公民館及び図

書館との複合施設であることから、複合施設の

館長が、児童センターの館長を兼ねることを想

定しています。

　児童センター部門におけるリーダーとなる主

任児童厚生員の配置については検討を行いま

す。

16
・他の児童センターで経験を積んだ児童厚生員

を配置してほしい。【9件】

　児童センターには、保育士資格・教員免許を

持つ児童厚生員を配置し、遊びを通して子供の

健やかな成長を支援できるよう努めます。

17

・児童センターで18歳までの子どもに対応でき

るようカウンセラー等の常駐を市の職員でして

ほしい。

　本市の児童館は0歳から小学生までを対象と

しており、保育士資格・教員免許を持った児童

厚生員が遊びや仲間づくりの指導を行っていま

す。

　中学生から18歳までの年長児童への対応につ

きましては、児童センター閉館後における居場

所の提供等を考えています。

18

・公民館、図書館、児童センターは役割、機

能、求められる専門性も異なるので、一つの事

業者に委ねることは疑問・反対である。【18

件】

　北千里小学校跡地複合施設につきましては、

児童センター・公民館・図書館の3機能の融合

をコンセプトとしていることから、3施設を一

体的に運営することを想定しています。

　事業者が、単独または共同企業体を設立して

応募するかはわかりませんが、各機能が融合し

た魅力ある施設となるよう、それぞれの分野の

専門性を兼ね備えた事業者を選定したいと考え

ています。

19

・各々の専門性や役割が発揮できるよう、公民

館、図書館、児童センターは別のフロアに分け

てほしい。【7件】

　　「北千里小学校跡地複合施設建設整備基本

計画」でお示しした通り、北千里小学校跡地複

合施設は、様々な年代の人々が交流し、地域で

つながるよう、各機能を融合した、今後の千里

ニュータウン再生のひとつのモデルとして、複

合的なコミュニティ醸成機能を持つ施設を目指

して整備しています。

　多様な過ごし方に対応できるよう、諸室や備

品の配置など総合的に考え、ニーズにあわせて

フレキシブルに使用できる施設としていきたい

と考えています。

複合施設

の管理運

営

（32件）

人員

（13件）
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№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

20

・高齢者の利用が多い公民館と子ども子育てパ

パ・ママが利用する児童センター、誰もが静か

に利用する図書館は無理やり「融合」しないで

ください。【2件】

　北千里小学校跡地複合施設につきましては、

児童センター・公民館・図書館の3つの機能を1

つの施設に集約することにより、地域の機能

性・利便性の向上を図り、様々な年代の人々が

交流できる「複合施設による子育て・学びの拠

点づくり」を目指しています。

　多世代の多様なニーズに対応できるように諸

室や備品を配置し、どの機能を利用される方に

も、また足を運びたいと思っていただける施設

となるよう工夫したいと考えています。

21

・地域住民が安心して集まり、利用し、気にな

ることを相談して公的機関と連携できるように

してほしい。

　運営の詳細につきましては、多世代が安心し

て集える施設となるよう、検討を進めていきま

す。

22
・それぞれの専門性を生かした、それぞれの利

用者がまた行きたくなるような施設を望む。

　「複合施設による子育て・学びの拠点づく

り」をコンセプトに、様々な年代の人々が交流

し、地域でつながることができる魅力的な施設

となるよう努めます。

23

・公民館・図書館と一緒に運営するのではな

く、専門の職員を配置し、それぞれの良さを生

かしてほしい。【2件】

　運営主体に関わらず、児童センターには、保

育士資格・教員免許を持つ児童厚生員を、図書

館には別に図書に関する知識を持つ専門の職員

の配置を行います。

24

・複合施設になると、児童センター・公民館・

図書館の施設の役割があいまいにならないか不

安です。

　児童センター・公民館・図書館のそれぞれの

役割や機能は維持しつつ、各施設が融合しあう

ことで、複合施設として、より魅力が増すよう

な検討を進めていきます。

25

運営委員

会

（3件）

・運営委員会が変更されるのはおかしい、不安

に思う【2件】

・運営委員会を「より利用者に近い立場で」と

はどういう意味か。

　市の附属機関は、市の事務について審議・調

停・調査を行うものですが、現在の児童館の運

営委員会の活動は、児童館の運営について御意

見や御助言、行事等への御協力をいただくもの

となっており、会議による諮問・答申に限られ

ていないことから、その位置付けを見直すもの

です。

複合施設

の管理運

営

（32件）
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№
分類

（件数）
提出意見（要約） 市の考え方

26

・北千里地域への児童センター設置にあたって

も地域の方々の参画を保障する必要があると思

う。

　国が定めるガイドライン等に基づき、地域の

方々との連携が図られた運営となるよう検討し

たいと考えています。

27
・北千里小学校跡地複合施設建設整備基本計画

の再検討をしてほしい。

　北千里小学校跡地複合施設建設整備基本計画

は令和元年度に策定されており、この計画を基

に、令和4年11月の開設に向け整備を進めてい

るところです。

　新たにできる複合施設が、地域のみなさまに

長く御利用いただける施設となるよう努めま

す。

28

・市民意見募集結果はすべて掲載し、施策に反

映してほしい。

　いただきました貴重な御意見は、すべて把握

させていただいているところではありますが、

趣旨が同様なものについては整理・要約した上

で公表しています。いただいた御意見を参考

に、今後の施策について検討したいと考えてい

ます。

29

・開館と同時に指定管理だと、複合施設の基本

計画の理念や目的が、どこまで達成されるのか

疑問に思う。

　指定管理者を選定する際には、複合施設の基

本計画の理念や施設コンセプトを最も効果的に

実現できる事業者を選定できるよう仕様書に盛

り込む予定です。また、導入後は、市や外部委

員が実施するモニタリングにより、基本協定書

等に基づき適正に運営されているかの確認を行

います。

（計141件）

その他

（4件）
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