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Ⅰ 計画策定の背景 
 
 都市化や少子化・核家族化の進行とともに、地域の子育て機能が低下し始めており、

家庭に子育ての負担が重くなるなど、子どもを取り巻く環境は大きく変化してきてい

る。 
 こうしたなかで、就学前の教育・保育の重要な機能を担っている幼稚園・保育所は

今、新たな役割が求められている。 
 幼稚園・保育所はそれぞれ設置根拠の法律が異なり、制度上では別個のものである

が、教育及び保育を受ける子どもにとっては、家庭を離れて過ごす初めての集団生活

の場であり、学習の場であることに大きな差異はないものである。 
 本市における幼稚園・保育所の状況は、幼稚園においては、園児数がピーク時に比

べ４割程度まで減少し、収容定員の充足率も３０％前後まで落ち込んでいる。一方、

保育所へのニーズは年々高まり、公立・民間合わせて５つの保育所だけでは対応しき

れなくなり、入所申込したものの定員枠を超えたため入所待ちの、いわゆる待機児童

がなお発生している。しかしながら市財政が危機的な状況にあることから、必要とさ

れる保育施設への新たな財政投資を積極的に行えない情勢にある。 
 このような状況は、教育・保育効果の面でも公平な住民サービスの面でも大きな課

題であり、そのため、本市の未就学児全体の教育・保育施策のあり方について、幼稚

園・保育所相互の連携がより一層必要となってきているところである。 
  
市立幼稚園の状況                   市立幼稚園以外の状況 

 

年度 
幼  児 

(４・５歳児)総数 

 

定  員 
 

入園児数
 

就園率 
保育所 

４・５歳児 

私立幼稚園他

４・５歳児 

H１２ １，０９９人 １，６１０人 ５２１人 ４７．４％ １９８人 ３８０人

H１３ １，１１５人 １，６１０人 ５０７人 ４５．５％ １９９人 ４０９人

H１４ １，１００人 １，６１０人 ４９５人 ４５．０％ ２２８人 ３７７人

H１５ １，１６２人 １，６１０人 ５２８人 ４５．４％ ２７７人 ３５７人

 
保育所（園）の状況 

要保育児童数 入所児数 待機児童数  

年度 
就学前児童 

（０～５歳）総数 ４月 １０月 ４月 １０月 ４月 １０月 

H１２ ３，３４８人 ４９５人 ５６４人 ４７７人 ５２７人 １８人 ３７人

H１３ ３，３２３人 ５４９人 ５９３人 ４９６人 ５２８人 ５３人 ６５人

H１４ ３，２６４人 ５６２人 ６２２人 ５４７人 ５９５人 １５人 ２７人

H１５ ３，２５４人 ６０７人 ６４７人 ５７１人 ５９８人 ３６人 ４９人
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 本市における幼保連携の具体的な取り組みとしては、市の第三次総合計画の実施計

画において「保育所適正配置事業」を実施していくことが決定されたのを契機として、

平成１３年８月から公立・民間保育所の果たすべき役割を明確にするとともに、保育

需要に応じた保育所整備と子育て支援の拠点整備、幼稚園の統廃合など、幼保連携施

策を推進するため、行財政改革の視点を踏まえ、庁内組織として「幼保連携推進検討

会議」を立ち上げた。 
 この会議では、幼稚園・保育所の現状把握と課題の抽出を中心に検討を行い、幼稚

園の再編整備の方向性、保育所整備のあり方などについての中間報告を取りまとめた。 
 次に中間報告を具体化するにあたって、幼・保双方の立場から市民、保護者、学識

経験者等の関係者を含めた幅広い意見を聞くため、平成１４年１０月から幼稚園再編

検討委員会、保育施策検討委員会を設置し、それぞれ７回の審議を重ねて報告書が取

りまとめられ、幼保連携に係る課題と方向性が提起された。 
 

主な内容は次のとおりである。 
① 幼稚園での保育の質的向上に努めること。そのため時代の要請や保護者ニーズ

に応じて教育の内容や方法を改善していく必要がある。 
② 幼稚園での保育時間の延長や預かり保育を望む声が強く、短時間勤務等で働く

親にとって、子どもを幼稚園に通わせることも一つの選択肢として現れること

もあり、保育環境づくりと合わせての対応が求められる。 
③ 少子化及び保護者ニーズの変化により、幼稚園児数の増加が見込めないなか、

行財政改革の視点から幼稚園のもつ機能の充実を図りつつ、効率的な運営も求

められていることから幼稚園の統廃合はやむを得ず、廃園される施設は、待機

児童解消策として保育所に転用することが望ましい。 
④ 就学前のすべての子どもを視野に入れた一貫性のある新しい保育システムを

構築するためには幼稚園と保育所のより一層の連携が必要であり、「幼保一体

化運営」を検討していくべきである。また幼稚園の配置規模としても、小学校

区または中学校区を単位とした６園体制が適正であり、そのうち１ヵ所は幼稚

園・保育所の一体化施設を検討するとともに子育て支援の拠点整備も必要であ

る。 
⑤ 保育所の民営化については充分な見極めが必要である。 
⑥ 休日保育や障害児保育、アレルギー児に対する保育などの特別保育の拡充が望

まれること。 
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Ⅱ 幼・保連携の基本方針 
 
 本市では、幼稚園再編検討委員会、保育施策検討委員会からの提言に基づき、次代

を担うすべての子どもたちが、健やかに育つ環境づくりを一層進めるためにも幼稚

園・保育所の連携を強化し、総合的な子育て施策の展開と体制の構築を図ることによ

り、安心して暮らせる「大阪狭山市」を目指すものである。 
 
① 幼稚園施設の再編整備 
   就園率の低下により、平成１５年度で１０園中７園が単学級編成となっている 
  市立幼稚園の運営形態を見直し、望ましい集団保育のあり方や施設の有効活用と 
  いう観点から、保育所施設との整合を図った再編整備を進める。 
 
② 幼稚園・保育所一体化施設の設置 
   幼稚園・保育所施設及び人材の有効活用を図るとともに、各々の特長ある機能 
  を活かしながら、保育サービスの拡充を図った幼・保の一体化施設を設置する。 
   一体化施設の設置を契機に、幼稚園、保育所、幼保一体化施設のいずれの施設 
  に通う子どもたちが、同じ内容の教育・保育を受けられるよう統一した育成方針 
  を確立する。 
 
③ 総合的子育て支援策の展開 
   育児相談や子育ての交流の場など、市民の多様なニーズに応え得る保育サービ 
  スの強化が求められている。 
   幼・保施設の再編整備を進めていく過程で、廃園施設を活用して市の子育て支 
  援機能の中核施設（子育て支援センター）を設置する。 
 
④ 保育所施設の民営化の検討 
   保護者の多様な保育ニーズに応えていくため、待機児童の解消、特別保育の実 
  施等を考えるとき、現在の市立保育所の施設規模、職員体制、財政状況等を考慮 
  すれば充分な対応は難しく、既設の民間保育園との連携をさらに密にするととも 
  に、新たに民間事業者の参入を視野に入れる必要があり、幼稚園・保育所施設の 
  再編整備を進めていく過程のなかで、現有施設を活用した民営化についての検討 
  を行う。 
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⑤ 子どもを中心に考えた保育の質の向上 
   子育て子育ちに関する多様な課題に応えるためには、就学前の子どもたちを起 
  点に考えた環境づくりと施策の展開が求められる。 
   そのため、幼稚園教諭・保育士の研修交流を積極的に進めるとともに、保護者・ 
  異年齢の地域住民との交流、民間保育園、小・中学校との連携を図っていく。 
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Ⅲ 幼・保連携基本計画 
 
 幼・保連携の基本方針に基づき、平成１８年度を目標年次とした幼・保連携施策を

次のとおり推進する。 
 
 
 
  保育所の待機児童解消策の一環として、平成１６年度中に南第三幼稚園施設の余 
 裕教室に第２保育所の保育室を設置し、幼稚園と保育所が一体化した施設として運 
 営していく。 
  一体化施設では、幼稚園・保育所の合同行事、合同保育を行うなど、双方の子ど 
 も間のみならず保護者・職員間の交流を通じた幼保連携の取り組みを行い、今後の 
 幼稚園・保育所の一体化構想に向けて実践研究をしていく。 
 
 
 
  従来の幼稚園児・保育所（園）児としてだけではなく、同じ就学前教育を受ける 
 子どもという観点から、幼・保一体化施設の設置を契機として、市として０歳児か 
 ら５歳児まで子どもの発達段階に応じた教育・保育の展開を図った幼・保の一元化 
 の実現を目指す。 
  現行制度のもとでは分離している幼稚園教育要領と保育所保育指針を基本とした 
 市独自の０歳児から５歳児までの就学前児童の育成方針を策定し、幼稚園・保育所 
 統一カリキュラムに基づいた保育を行う幼保一元化施設を平成１８年度までに設置 
 する。 
  また、幼・保一元化を推進するため、庁内組織として市長部局と教育委員会部局 
 双方の機能を併せ持つ部署として「子育て支援室」を平成１６年度から設置する。 
 
 
 
  子育ての不安や育児に悩む保護者に対して、育児相談、教育相談、家庭児童相談、 
 療育相談など子育てに関わる相談事業を総括的に行うのをはじめ、子育て教室の開 
 催や子育てサークルの支援、ファミリーサポートセンターなどの機能を併せ持ち、 
 かつ就学前の子どもと保護者、住民とがふれあい、集いの場を提供できる総合的な 
 子育て支援センターを平成１８年度に設置する。 

【３】子育て支援の拠点整備 

【１】幼稚園余裕保育室を活用した保育の実施 

【２】幼・保一元化の実現 
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  幼稚園施設については、各年齢で複数クラスの学級編制が出来るような園のあり 
 方を基本として、適正な配置を考え、また通園区についても中学校単位を原則とし、 
 園児数の動向も見極めながら段階的に統廃合を実施していく。 
  また各園の特色を出した保育内容の充実、地域と密着した保育活動とともに子育 
 て支援機能の拡充を図りながら、預かり保育や保育時間の延長、給食の充実、異年 
 齢クラスの編成などを段階的に導入し、幼稚園教育の質的向上を図る。 
 
 
 
  今後の保育需要を把握し、必要な定員枠を確保するため、幼稚園における預かり 
 保育を含め、一体的な整備を検討していく。 
  ２箇所ある公立保育所は統合し、幼・保一元化施設として運営していくとともに 
 新たに民間保育園の設置を検討していく。 
  また、公立・民間の役割を明確にし、休日保育・障害児保育、アレルギー児の受 
 け入れなど保育内容の一層の充実を図る。 
 
 

【４】幼稚園の充実 

【５】保育所（園）の充実 
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Ⅳ 今後の子育て支援体制のあり方 
 
１ 支援体制 
 幼・保連携施策推進計画により平成１８年度には、幼稚園、保育所(園)、幼保一元

化施設、子育て支援センターの４つの機能により、子育て支援体制を支えていきます。 

 

幼 稚 園 
１０園 

保育所（園） 
５園 

幼・保連携の推進 

（平成 16 年～18 年） 

子育て支援センター 

 
幼 稚 園 

 
 

預かり保育の実施 

保育時間の延長 

保育内容の質的向上 

 
幼・保一元化施設 
 
 

幼稚園 ＋ 保育所 
  の特長を融合 

 
保 育 所（園） 
 

 

休日保育、障害児保育

一時保育など多様な

保育サービスの充実 

現在 



 ８

２ 幼・保一元化施設 

 

① 幼・保一元化施設の設置 

  平成１６年度中に南第三幼稚園施設の２階余裕保育室を活用して、隣接する  

  第２保育所の４・５歳児の保育室とし、南第三幼稚園との同居による「幼・保 

  一体化施設」を設置する。 

  現行の制度では、幼稚園は幼稚園教育要領、保育所は保育所保育指針に基づ く

保育を実施しており、保育時間、設備基準等それぞれ制度上の制約が存在する。 

  幼・保一体化施設を平成１６年度中に設置し、運営していく過程で、幼稚園 

  教育要領と保育所保育指針の整合を図り、これらの要領・指針を基本とした０ 

  歳児から５歳児までの就学前児童に関する一貫した方針を市独自に策定し、平 

  成１８年度から新たな方針のもとで保育を行う「幼・保一元化施設」とする。 

 

② 幼・保一元化施設の概要（案） 

 ⅰ 対象・要件  

   ０～３歳児 保育の実施基準に該当する乳幼児。 

   ４・５歳児 市内在住者。ただし、３歳児から既に幼・保一体化施設に入 

    所している園児等を優先する。 

 ⅱ 保育内容 

   ０～３歳児 保育所の保育内容と同じ。別に定める保育時間以外の部分は 

    延長保育を行う。 

   ４・５歳児 幼稚園の保育内容と同じ。別に定める保育時間以外の部分で 
    要件に該当する児童については預かり保育を行う。 

  ⅲ 保育時間 

    ０～３歳児 保育所の保育時間を基本とする。 

    ４・５歳児 幼稚園の保育時間を基本とする。保育時間以外の部分で０～３ 

          歳児の保育時間内は預かり保育とする。 

 ０～３歳児（時間枠） 

月～土 保育所基本保育 延長保育 

 ４・５歳児（時間枠） 

月～金 預かり保育 幼稚園教育 預かり保育 

土曜日 預かり保育 
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Ⅴ 実施計画  
 
 
 
 
 待機児童の解消策の一環として、平成１６年１０月から南第三幼稚園２階部分の余

裕保育室を活用して第２保育所の４・５歳児の保育室を確保する。これに対応するた

め、南第三幼稚園１階部分に給食調理室を設置し、併せて各保育室に空調設備を整備

する。 
 
①  第２保育所定員の拡大（施設拡張に係る認可届出、条例改正等） 

平成１６年１０月に予定している第２保育所定員の拡大に向けて、大阪府への定

員変更等認可申請を行うとともに、入所定員を規定している本市「保育所条例」を

改正するため、定例市議会（平成１６年 9 月）に改正案を提出する。また、定員の

拡大を図りつつ平成１８年度幼・保一元化運営とする。 
なお、現在国において「総合施設」への移行について法整備を含め検討が進めら

れているので、その動向にも注視する必要がある。 
 

②  南第三幼稚園１階部分に給食調理室を設置 
第２保育所の定員拡大による保育児童の増加に伴い、平成１６年度上半期に南第

三幼稚園１階中央部分（現印刷室、倉庫等約６５㎡）を改修し、調理室を設置する。 
 

③  第２保育所職員の増員 
保育所の定員拡大に伴う入所児童の増加により、管理運営上、必要となる職員増

を図る。（現有職員数より５名の増員を図る） 
 

④  南第三幼稚園との合同行事、交流保育 
幼・保一元化の実施に向け、平成１６年１０月からは、その移行期間として従来

の交流保育をより充実させ、幼稚園と保育所のそれぞれの保護者の理解や協力のも

と、合同行事などの取り組みを積極的に進める。 
 
⑤  保育士と幼稚園教諭の人事交流 

平成１６年度に引き続き、平成１７年度においては、保育士、幼稚園教諭の双方

で人事交流を行う。 

【１】幼稚園・保育所の施設の共用化への取り組み 
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⑥  職員の研修交流 
幼・保の一体化、或いは一元化を円滑に実施できるよう、幼稚園教諭と保育士が

互いの保育を実際に行うなど、積極的な実践研修を中心とした交流をはじめ、夏休

み等の長期休業期間を利用し、職員の研修交流を進める。 
また、幼稚園教諭と保育士の研修の合同化など、より一層の研修機会の拡大を図

る。 
 
⑦  給食の交流 

南第三幼稚園 1 階部分に給食調理室を設置することにより、同一施設内の幼稚園

給食を、保育所入所児童との交流機会の一つと捉え、平成１８年度の一元化開始ま

での期間は、同じ給食を週１回提供する。 
  また、幼稚園児の給食費については保護者負担とする。 
 
 
 
 

南第三幼稚園施設を第２保育所の保育室拡充により幼・保一体化施設とし、幼稚園

教諭・保育士の研修交流・人事交流、保育内容の整合等を図った後、平成１８年度か

ら幼・保統一の育成方針及びカリキュラムに基づいた幼・保一元化施設とする。 
ただし、幼・保一元化の実施に伴い、収容定員の増加が見込まれる場合は、所要の

施設整備を行う。 
 

①  新たな就学前児童の育成方針の策定と幼・保統一カリキュラムの作成 
幼・保一元化実施時までに、０歳児から５歳児までの独自の育成方針を策定し、

幼稚園教育要領と保育所保育指針を基本とした、幼・保統一カリキュラムを作成す

る。 
 

②  幼・保一元化施設の定員配分と保育時間 
幼・保一元化施設における各年齢別の定員配分のうち、５歳児８０名・４歳児８

０名の合計１６０名とする。 
また、保育時間については、従来の幼稚園パターンの短時間保育（９時～１４時）

と保育所パターンの長時間保育（７時１５分～１８時１５分）を基準に保護者が選

択できるようにする。 
 

【２】幼・保一元化をめざす条件整備 
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③  給食の民間委託 
幼・保一元化施設の調理業務は民間委託とする。 
ただし、献立や栄養管理等の給食全般については、栄養士（正職員）が担当する。 

 
④  職員配置及び勤務体制 

幼・保一元化施設の保育時間が長時間となることから、各時間帯における保育に

必要な職員配置及び勤務時間体制の整備を図る。 
幼・保一元化施設においては、保育士と幼稚園教諭が同一の勤務内容、条件とな

ることから、関連する法整備の動向を見極めながら、職種の見直し及び給与の一元

化を図るものとする。 
 

⑤  幼・保一元化施設における保育料の設定 
幼・保一元化施設における保育料、延長保育料の設定については、現行の幼稚園

保育料や改定予定の保育所保育料との整合を図り、平成１７年度上半期までに設定

する。 
 
 
 

 
平成１７年度末をもって廃園予定の南第一幼稚園を活用し、地域全体で子育て支

援を行う基盤整備の一環として子育て支援センターを設置する。 
支援センターには、子育て家庭を支援する事業の企画、調整、実施を担当する職

員を配置し、総合的な子育て支援のコーディネート機能や幼・保一元化に伴う職員

の研修の場としての機能を備える。 
 
①  子育て支援センターの事業メニュー 

子育て支援センターで行うべき具体的な事業メニューは、子育て家庭に対する育

児不安等についての相談・助言・指導をはじめ、育児教室・地域の子育てサークル

への支援や保育に関する情報提供などの事業を展開していく。 
また、療育に関しては保健センターと密接に連携するとともに、その他の関係機

関とのネットワークを構築し、地域社会全体で子育てを支援していくための中核的

な役割を担っていく。 
なお、家庭と仕事の両立支援に欠かせないファミリーサポートセンターを併設し、

事業の協同運営に努め、市民協働の視点に立った事業展開を図れるようにする。 

【３】子育て支援センターの設置 
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②  くみの木幼稚園休園後の活用方策 

くみの木幼稚園休園後の活用方策について、親と子の居場所づくりや教育相談、

家庭児童相談室の巡回相談、子育て支援に係る教室の開催等、平成 18 年度に設置

予定の子育て支援センターの事業に繋げるようにする。 
 
 
 
 
 保護者ニーズに対応するため、休（廃）園対象外の幼稚園については、各園の特色

を出した保育内容の充実、地域と密着した保育活動とともに子育て支援機能の拡充、

給食内容・保育時間の延長に留意し、保育の質的向上を図る。 
  
①  園区の見直し 

 幼稚園の再編整備に伴い、園区は中学校区を基本とする。ただし、地域の実情や

子ども集団の単位なども踏まえ、弾力的に運用する。 
 

②  北幼稚園の廃園 
平成１６年度末をもって廃園とするが、これに伴い、幼稚園設置に関する条例の

一部改正案を定例市議会（平成１６年９月予定）に提案する。 
また、議決後の早い時期に、施設の廃園に関する届出を大阪府教育委員会へ提出

する。なお、園児対応として、在園する４歳児について、平成１７年度は東野幼稚

園で受け入れる。 
 

③  南第一幼稚園の廃園について 
平成１７年度末をもって廃園とするが、これに伴い、幼稚園設置に関する条例の

一部改正案を定例市議会（平成１７年６月予定）に提案する。 

また、議決後の早い時期に、施設の廃園に関する届出を大阪府教育委員会へ提出

する。なお、園児対応として、平成１７年度の入園希望者については、平成１８年

度は幼保一元化施設（現 南第三幼稚園）または南第二幼稚園を選択していただくこ

とを条件に受け入れる。 

  

④  預かり保育の実施 
幼稚園の預かり保育については、指定園で試行し、保護者ニーズを十分見極めな

【４】幼稚園の再編整備の充実 
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がら平成１７年度から本格実施できる取り組みを進める。 

預かり保育料の設定にあたっては、幼・保一元化施設の保育料及び改定予定の保

育所保育料との整合を十分図る。 

 

⑤  再編整備の推進 

今後の園児数の動向（入園希望者が１０名以下となる場合など）や幼保一元化ニ

ーズの拡大によって再編整備を図っていく。 

 

 

 
 
 
 第２保育所は平成１６年１０月に定員の拡大を図り、平成１８年度から幼・保一元

化施設として運営する。 
 第１保育所は平成１８年度から民営化を行う。そのため、平成１７年度を移行準備

期間と位置付け、入所児童の保育レベルを低下させることなく、担い手となる民間法

人等へ引き継ぐとともに、民営化後の特別保育事業の拡充を図る。 
 
①  民間法人等の公募及び条件整備（施設提供のあり方） 

第１保育所の民営化及び北幼稚園廃園後の民間保育園設置を行うにあたり、土

地・建物等の提供条件並びに定員及び保育内容等（実施を求める特別保育事業を含

む。）の方針を定めて、民間法人等を公募する。 
なお、民間法人等の選定にあたっては、法人選考委員会を設置し、公正な選考を

行う。また、選定から平成１８年４月の開設に至るまでの財産処分や認可申請等の

準備手続きを進める。 
 

②  保育所総定員の拡大 
第２保育所の定員拡大及び北幼稚園廃園後の保育所設置に伴い、市域全体におけ

る保育所の総定員を現行の５１０人から１００人程度拡大し、保育所待機児童の解

消を図る。 
 

③  保育料の改定 
階層区分や額そのものが、国基準と開きがある現行の保育料について、「幼稚園

保育料＋預り保育料」との整合を図り、｢幼・保一元化施設における保育料｣を視野

【５】保育所の条件整備と充実 
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に入れた見直しを行う。 
改定にあたっては、急激な負担増とならないよう、平成１７年度から段階的に

行うこととし、階層区分の圧縮や非課税世帯における費用負担のあり方を見直す。 
  
④  特別保育事業の実施内容 

幼・保一元化施設を含めた保育所（園）で行う長時間延長保育、休日保育、障害

児保育等特別保育事業については、公民の役割分担の観点や地域の実情に合わせて

積極的に取り組みを進める。 
 

 




