
「幼・保連携施策推進計画（案）」のパブリックコメント手続実施結果 
 
募集期間 平成１６年３月１日～３月３１日 
意見件数 《提出人数》  ３７人 

《意見件数》 １１２件 
 
 
１ 幼・保連携施策推進計画（案）全体に係わる意見 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
 計画の中に、市の第三次総合計画で掲

げている「次代を担う子どもたちは社

会にとってかけがえのない存在であ

り、その子どもたちを権利の主体とし

てとらえ、最善の利益が保護されなけ

ればならない」を理念として明文化

し、これを市域全体で共有することが

計画の幅広い理解につながると考え

る。 

１件 ご意見のとおり、本市の第三次総合

計画の基本的方向に示されている、

子どもを権利の主体としてとらえ

「地域社会全体で子育てを支援す

るネットワーク環境の整備」を、今

後とも積極的に推進してまいりた

いと考えています。 

２ 府内で児童の教育費を一番多額に負

担しているのは大阪狭山市であると

聞いた。それは幼稚園の人件費が高い

だけの事である。園児が減少している

幼稚園では一人の園児に年間１５０

万円の経費がかかっている。地域の反

対は存在するが、市の財政事情を知っ

ている筈の市会議員でさえ、自分の地

区の閉園に繋がる施策には意見も述

べない風潮がある。大変だろうが幼保

連携施策推進計画を直ぐにでも実現

してほしい。 

１件 

３ 教育と福祉の制度の違いで実施が遅

れたと思われるが、ガラ空きの幼稚園

と待機児童多数の保育園を長期間放

置しておく事自体おかしい。既に８年

前に（幼稚園の）１０園体制の無駄を

指摘する意見が議会でも出ていた筈

１件 

市では幼稚園教育の充実を図るた

め、いち早く２年保育を取入れ、保

育内容の充実や保育時間の延長、英

会話教育の導入など努力してまい

りました。しかし少子化現象や女性

の社会進出など社会的状況の変化

から、園児数が昭和５７年度のピー

ク時に比べ約半分以下に減少し、園

児１人当たりの経費が年々増加し

ております。現在の厳しい財政状況

のもと限られた財源の中で、より一

層効率的な幼稚園運営に努めてい

かなければなりません。 
そのためにも本市の就学前児童全

体の教育・保育の連携をさらに強

め、幼稚園・保育所ともに、その内

容の充実を図りつつ、総合的な子育

て支援策を推進するため今回の計



である。市政の無理・無駄がある場合、

行政は積極的に市民や議会を説得す

べきである。 
４ 計画は遅きに失するきらいはあるが

実現させてほしい。登録団体が１９０

以上あり、活動の活発な公民館におい

て、一昨年から「公民館まつり」補助

２０万円が削減された。一方で園児一

人の年間経費が１５０万円を超える

幼稚園が存在する。２０万円の金額を

云々するわけでないが、アンバランス

だと感じる。 

１件 

画を策定したものです。今後、計画

の実現に向け努力いたしますので、

ご理解ご協力をよろしくお願いい

たします。 

５ 現況とニーズ及び財政状況から計画

案がなされていることに危機感を感

じる。幼稚園が 6園と幼保一元化１施
設となることは地域の連帯の弱体化

を一層進行させる要因となることが

懸念され、財政改善のための施策とし

か考えられない。幼保一元化が教育の

視点で検討され、幼稚園教育が保証さ

れ充実する方向なら反対しないが、保

育所と一緒にすることで幼児教育の

質の低下が予測される。また保育所の

民営化で公共福祉施設としての役割

を著しく低下させることになる。幼児

教育を今後如何に考えていくかが大

きく問われる必要があり、計画案はこ

うした観点が検討され反映されてい

ると考えられず、是正を訴えたい。 

１件 幼稚園の再編整備計画案は、行財政

改革の観点だけではありません。園

児数の減少によって、集団保育によ

る教育効果の面でも問題が出てき

ています。計画は、幼稚園全体の適

正配置、適正規模を考えた再編整備

を行う一方、保育内容の見直し、預

かり保育の導入など幼児教育の一

層の充実を図ってまいります。ま

た、幼保一元化施設は、現状の課題

や将来を見通し、必要な施設と考え

実施に向けて検討してまいります。

いずれにいたしましても、幼稚園、

保育所は内容を充実し、子育て支援

など多様な活動を通じて地域に定

着していくよう取り組んでまいり

ます。 
６ 幼稚園・保育所施設に熟年ボランティ

アを活用してはどうか。 熟年大学生
及び卒業生・ふれ愛塾生・NPO 所属
メンバー等で、幼稚園・保育所に駐在

し、職員と相談しながら防犯・安全監

視・ごみ拾い・遊び相手等を行えばよ

いのでは。そのモデルケースとして幼

１件 幼稚園や保育所が地域との交流を

すすめ、子育て支援機能を高めてい

くよう、様々な取り組みを検討して

まいります。 



保一体化施設でテストしてはどうか。

７ 幼稚園について、計画書では６園構想

になっているが、いつどこの幼稚園を

廃園するのか。入園してみたら次の年

に年少組が入ってこない寂しい幼稚

園にならないように関係者、市民にわ

かるように知らせて欲しい。 

１件 保護者の皆様や子どもたちに不安

がでないよう、出来る限り早い時期

に情報を提供し、説明するようにい

たします。 

８ 本市は 10園体制が自慢であった。(狭
い市にあって 10園は多すぎたが)時代
の変化に機敏に対応すべきである。計

画案は賛成である。迅速に実行すべき

である。 
民間の池尻保育園には148名も在園し
ている。北幼稚園が東に統合する案に

なっているが、将来の傾向も考慮する

べきである。再編するなら｢東野｣と

｢北｣を合わせて｢北｣にするべき。幼保

一元化を図るにしても｢北｣の方が通

園しやすい。再調査、再検討するよう

に。 

１件 幼稚園の統廃合については、園区の

対象となる就園率、園児数、廃園後

の保育施設の活用など、将来的な構

想も踏まえ進めていきます。また、

今回のパブリックコメントをもと

に本計画案を可能な限り迅速に取

り組んでいきたいと考えておりま

す。 

 
２ 子育て支援センターについての意見 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 子育て支援に関連する情報提供につ

いてどうするのか。保護者が必要とす

る子育て支援に関連する情報を幅広

くとらえ、提供してほしい。行政のみ

ならず、市民グループや NPO 法人の
サービスも情報提供する必要がある。

１件 子育て支援センターは 、関係機関
や市民グループ、NPO などの活動
場所にもなるよう考えていきます。

ネットワークを広げ、子育てに関す

る必要な情報を収集し、提供出来る

よう取り組んでいきます。 
２ 子育て支援センターは平日の共稼ぎ

家庭や夫の土日出勤でも利用できる

よう土日の開所を希望する。 

１件 子育て支援センターは市民の方々

が利用しやすい施設にしていきま

す。開所日や利用時間等については

十分検討していきます。 
３ 子育て支援センターは、西幼稚園を廃

園にして設置してほしい。第三中学校

区に３つの園もいらないし、公民館・

１件 子育て支援センターでは、育児相

談、保育情報の提供、育児サークル

に対する支援など、子育てに関する



図書館・保健センターなど生涯学習施

設と健康増進施設と子育て支援セン

ターの連携でより良い子育てゾーン

にしてください。 
４ 子育て支援センターの施設内に市民

活動支援センター・塾年大・ふれ愛塾

を設置し、子育て支援との連携を図れ

ないか。 

１件 

５ 子育て支援センターは子どもだけが

楽しいスペースではなく大人も楽し

める、くつろげるスペースとなるよう

にして下さい。設置場所も市民が利用

しやすい交通の便が良いところで、高

齢者、障害者、妊婦、中・高・大学生

などみんなが楽しめる場所にしてく

ださい。そうでないと小さな子どもの

いるお母さんだけが集うかたよった

場になると思います。 

１件 

機能を有した施設であるとともに、

気軽に利用できる場にしたいと考

えています。今回の計画では、幼稚

園の廃園施設を活用することにし

ており、市内のどこからでも利用し

やすい場所として、南第一幼稚園を

候補地に考えています。運営につい

ては市民との協働の場となるよう

検討していきます。 

 
３ 幼・保一体化（一元化）についての意見 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 幼保一体化（一元化）施設になった場

合、今の幼稚園では行事の手伝いをす

る役員の選出をしているが、保育所側

からも役員を選出するのか。保育所の

保護者は仕事を持っているので、行事

の手伝いが出来なくなるのではない

か。幼稚園の保護者で保育所側の手伝

いを負担していくのか。保育所は、働

いて金儲けができて幸せなのにさら

に支援するのか。そういう感じがしま

す。 

１件 

２ 幼稚園の持つ機能と保育所の持つ機

能はまったく別のものと考えられる。

幼稚園は教育プログラムで保育園は

家庭の延長である。幼保一元化となる

１件 

保育所と幼稚園という性格の違う

施設が一体化しますので、それぞれ

の保護者の方々には不安があると

思いますが、職員が一丸となって子

どもの健やかな成長を実現するカ

リキュラムの作成、行事計画などを

研究してまいります。 
今後、さらに少子化が進行すること

が確実な状況において、幼保一体化

（一元化）を進めるのは、単に財政

面や待機児童解消という理由だけ

ではありません。一元化施設は保育

所と幼稚園どちらの性格も併せ持

つ施設です。子どもたちにとって、

適切な規模の集団の中で就学前の



と幼稚園でのカリキュラムを多少お

ざなりにしていくのかなと思わざる

をえない。計画案では保育所の機能は

維持されるが、幼稚園の機能が多少な

りとも失われると考えられる。幼稚園

就園児の減少と保育所入所希望者の

増加はそれぞれで対応すべきで、安易

に両者を合体させるべきではない。 
３ 幼保一体化（一元化）を進めるのは財

政面での問題だと思うが、それならば

幼稚園同士を合併し、空いた幼稚園を

保育所として使えばいいのでは。 

１件 

４ 幼保一体化は基本的におかしい。幼稚

園は教育の一環で、小学校に入った時

にスムーズに勉強できる所。保育所は

親が仕事をするために子どもを預け

る所と思う。方法として幼稚園の隣に

保育所をつくり、幼稚園に行く子は幼

稚園が終われば保育所に帰れるよう

にしたらいいと思う。 

１件 

５ 幼保一元化しか選択肢のない市町村

ならば理解できるが、廃園を考えなけ

ればならない施設を持つ本市は、いろ

いろな選択肢を考えられるのに幼保

一元化を推進することは理解できな

い。 

１件 

大切な時期を過ごすことができる

うえ、このような施設を選択肢の一

つに加えることで、保護者の多様な

ニーズに応えることができます。 

６ これからの社会は共稼ぎが増えてく

ると思われるので、今回の計画案はう

れしく思うが、幼保一元化施設の開所

時間は２１時くらいまで必要だと思

う。 

１件 開所時間については利用者の立場

で検討を始めています。また、市に

設置していますファミリーサポー

トセンター（子育ての援助活動）な

ども活用していただけると考えて

います。 
７ 幼稚園は週３日が弁当で、保育所は毎

日給食だが、幼・保一元化施設では、

同じ保育料を徴収する中でどのよう

に調整していくのか。 

１件 幼保一元化施設の保育料は児童の

年齢や利用時間によって違ってき

ます。完全に一元化するまでに幼稚

園保育料と保育所保育料などとの



整合を図ってまいります。 
８ 幼保一体化（一元化）施設では、基本

時間帯は幼稚園教諭、基本時間外は保

育士が担当するかたちになるのか。保

護者にとっては気にかかるところで

ある。 

１件 

９ 幼稚園と保育所の一体化施設は法規

が違うのに併設できるのか。職員は法

規が違えばこどもに生命の危険や指

導の必要があっても手出しができな

い。また各々独自の設備をお互いに使

用できないのではないか。 

１件 

現行の法制度の下では、幼保一元化

施設は幼稚園と保育所が同一敷地

内にあり 、園児の交流、施設の共
用利用など、教育的観点から幼児の

教育・保育をしていく予定です。国

の基準等が改正されれば一貫した

運営も可能になります。施設には、

幼稚園教諭と保育士両方の資格を

有する職員を配置する予定です。 

１０ 幼保一元化は法制化されてからの実
施を望む。今一体化しても（南第三幼

稚園児の方は）保育サービスを受けら

れないので懸念される。 

１件 幼保一元化施設は平成１８年度に

は制度化される予定です。一体化の

段階では保育所児童と幼稚園児は

制度上区分されますので、保育所の

サービスを希望される方は保育所

入所の手続きが必要です。 
１１ 幼保一体化（一元化）施設となる南第

三幼稚園は交通の便も悪いし、駐車場

もないので、市内循環バスもあり、公

民館・保健センターの駐車場もある西

幼稚園の方が良いのでは。 

１件 第２保育所と南第三幼稚園は施設

が隣接しています。これまでに園児

間の交流を活発に行ってきた実績

もあることから一体化（一元化）を

進めるうえで最も適していると考

えています。 
１２ 幼・保一元化施設において保育メニュ

ーが選択できるとの事だが、これまで

は同じ時間を過ごしていた子どもが、

預かり保育や延長保育を受ける子と

基本保育だけの子とで差が出てくる

のではないか。また、選択メニュー（の

設定）で就学前に必要なことを教育で

きるのかが疑問である。 

１件 幼稚園は「教育要領」、保育所は「保

育指針」という国の指導基準によっ

て運営されていますが、年々同一化

の方向で見直されています。預かり

保育は、希望する方を対象に別のカ

リキュラムを作り保育します。就学

前教育という面では、幼稚園も保育

所も一元化施設も違いがないと考

えています。 
１３ 幼保一元化を進めていくのであれば、

施設設備、保育内容、病児対策等ハー

ド・ソフト両面を共に整え開示し、１

１件 幼保一体化（一元化）施設は単に待

機児童解消を目的にのみ設置する

ものではありません。 



７年度からスタートできるよう努力

してほしい。 
１４ １６年１０月から一体化せず、その時

点で一元化できないか。出来ないなら

来年４月から一元化できないか。幼稚

園に入園する親にとっては不安の方

が大きい。子ども同士すぐに仲良くと

考えているのかもしれないが、いじめ

の問題などあるのでは。待機児童が多

いのは分かるが、幼稚園に預ける親の

気持ちに配慮は無いのか。 

１件 

１５ 法律や運営面が明らかになっていな
い段階で、試験的に推進するのは反対

です。待機児童や財政面を考えるので

あれば、南第一幼稚園と南第三幼稚園

及び南第一小学校と南第三小学校と

を合併して、跡地を保育所（医療施設、

病児保育）などに利用するのが良い。

１件 

１６ スタートしてからゴタゴタしない体
制をきちんとつくり、その様な事を子

どもに見せることなく、感じさせるこ

となく、しっかり土台を固め、一体化

でスタートするのではなく一元化で

スタートしてほしい。 

１件 

１７ １６年１０月から１８年までの一元
化は、園行事の合同など園児・保護

者・教諭で混乱が生じる。試行期間は

子どもの園生活が実験台となるので

やめて欲しい。PTA予算も立てられな
い。 
そのため、第２保育所の分園化を半年

間延期し、１７年４月からスタートし

てはどうか。また、病児対策をしっか

り行うとともに職員削減を行わず、今

の幼稚園行事、カリキュラムを存続さ

せてほしい。 

１件 

幼稚園、保育所それぞれの保護者の

方々には、現在の時点ではどのよう

な運営形態になるのか不安もある

と思いますが、これから多くの方々

の意見を参考にし、子どもたちの視

点にたったよりよいすばらしい施

設にしたいと考えていますので、ご

理解をお願いします。病児保育につ

いては、医療機関との連携などの問

題がありますので、幼保一元化施設

とは別サイドで考えてまいります。



１８ 幼保一元化について、パブリックコメ
ントをするなら何故急に話を持って

きたのか。広報誌にも新聞にも書いて

いて決定なのに(案)ですと逃げない
で。もっと話し合いをして欲しい。幼

保一元化施設になっても不安な点に

ついて、保護者の意見も取りいれて欲

しい。また、第三に地域の 4、5 歳時
を優先して入れて欲しい。白浜幼児園

があるから狭山も、というような進め

方はして欲しくない。まず、子どもた

ちのことを考えてもらいたい。 

１件 

１９ 幼保一元化は幼稚園・保育所に関係な
く、同じ内容の教育・保育を受けられ

るのは良い事で、小学校生活にも良い

影響をもたらす。幼稚園で預かり保育

を実施されたらありがたい。 

１件 幼保一元化施設の設置に加え、幼稚

園でも預かり保育を実施してまい

ります。 

２０ 幼保一元化は、基本的には保育園とい
う事ですか。入園するための規定はあ

るのでしょうか。仕事をしていない人

も入園できて、保育時間も選択できる

のですか。 

１件 幼保一元化施設は幼稚園でも保育

所でもない第三の施設で、入園条件

についても弾力的に取り扱えるよ

う検討していきます。 

２１ 幼保一元化施設では、どのようにお昼
寝の時間を設定するのですか。活動し

ている幼稚園児とお昼寝中の保育園

児が隣り合わせで問題はないのです

か。幼稚園児の活動が出来ないのであ

れば望ましくない。どのように考えて

いるのか。 

１件 幼保一元化施設の開所時間は、基本

保育時間とその前後の預かり保育

及び延長保育の時間に分けられま

す。それぞれの時間帯における適切

なカリキュラム作成、クラス運営を

図ってまいります。 

 
４ 幼稚園の再編整備・充実についての意見 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 少子化とは云えども、私立幼稚園の状

況を市は把握しているのか。公立より

私立に人気があるのは公立幼稚園の

あり方に問題があるからではないか。

5件 本市の幼稚園は、歩いて通える幼稚

園として各地域に１０園設置し、午

後保育（午後２時まで）を週 3回に
増やしたり、毎週金曜日は、保育を



延長保育の実施や給食の充実などを

行ってもっと魅力的な公立幼稚園を

作るべきだ。 

午後 3時までにしてきました。また、
パン給食から米飯給食に切り替え

るなどの努力も続けてまいりまし

たが、今後、幼稚園の再編整備を進

めていく中で、保育の質の向上はも

とより、預かり保育や給食内容の充

実に取り組み、より一層魅力的な幼

稚園づくりに努めてまいりたいと

考えいます。 
２ 保護者は、私立幼稚園と比較するの

で、ある程度保育料を上げてでも、サ

ービスを維持すべきである。また、園

児数の確保のため、公立の良さをもっ

とアピールするべきである。 

１件 これまでも公立幼稚園の良さを広

報誌でも取り上げるなどのＰＲを

してまいりました。現行では、私立

幼稚園との比較において、保育料の

額にかなりの開きがでています。公

立幼稚園でもある程度の値上げを

してでもサービスを維持すべきだ

というご提案ですが、今後、幼稚園

の充実策を進めていくうえで、保育

料の改定をお願いすることがある

かと考えています。 
３ 幼稚園の統廃合については、「残る園」

と「無くなる園」があるから不公平感

が生まれると思う。すべての幼稚園を

廃園にして１箇所に統合し、市内循環

バスの利用してスクールバスの代用

にすれば、違法駐車の抑制も図れると

思う。 

１件 公立幼稚園の再編整備の考え方に

ついては、学識経験者、一般市民、

現場の代表者で構成された大阪狭

山市立幼稚園再編検討委員会の報

告書で、幼稚園の適正規模として、

一定の集団を形成し、活力ある幼児

教育として、子どもたちが互いに切

磋琢磨し、人間形成上、１クラス２

０～３０人程度が適した規模とさ

れており、適正規模、適正配置を考

えたとき、６園というのがどの園も

ほぼ適正な規模となることから今

回の計画書(案)となりました。従い
まして、10園から６園になることに
よって、通園距離が遠くなってご不

便をおかけする地域もあろうかと



思いますが、ご理解いただきますよ

うお願いします。 
４ 南第三小学校（園）区を拡充し、現在

の西小学校校区の一部を南第三小学

校区に変更するよう検討してくださ

い。 

１件 南第三小学校及び同幼稚園は、校

（園）区内に公団住宅、府営住宅を

有し、開校（園）当初から児童数等

が増加の一途をたどり、開校１年後

には教室不足が生じたことから４

教室を増築してきた経緯がありま

す。しかしながら、その後は徐々に

児童数及び園児数が減少し続け、現

在に至っております。ただ、最近、

同小学校区内や西小学校区内の一

部に住宅開発が着手されておりま

すので、校区については今後検討し

てまいりたいと考えています。 
５ 幼保一体化（一元化）を急がず、幼稚

園を 6園程度にすれば廃園施設で保育
所は確保できるはずである。 

１件 今回の計画の中で、幼稚園は６園、

幼保一元化施設を１園としていく

考え方であり、幼稚園についてはご

意見のとおりでありますが、保育所

の待機児童解消の対策として、幼保

一元化施設の設置も全体の計画の

中に位置づけ同時期に進めていく

必要のあるものと判断しています。

６ 計画により再編整備が行われた場合、

通園に遠くなる園児を守る交通対策

を考えてほしい。 

１件 

７ 幼稚園の統廃合は進めるべきである

が、職員数を確保し、通園バスも必要

に応じて運行させるべきである。 

１件 

この計画を進めていく中で、職員数

の確保は当然行ってまいりますが、

通園手段でありますバスの運行に

つきましては、現時点では保護者の

責任のもとで送迎をお願いしたい

と考えています。 

８ 市立幼稚園の現状（児童数５３８人）

を少子化の流れのなか維持できたと

しても、３園で６３０人定員となるの

に６園残すのは現状にそぐわない。教

員の雇用の確保を考えての計画なら

ば、保護者は複数教員に保育してもら

いたいのだからダブルティーチング

１件 本計画は、就学前児童全体の教育・

保育の連携を強化し、内容の充実を

図ることを主たる目的にしていま

す。現在は、平成 18 年度を目標年
次とした第 1段階の計画です。今後
は市民ニーズや国の動向を踏まえ

て推進してまいります。 



を採るべきではないか。 
９ 幼保一元化での預かり保育を公立幼

稚園で出来ないか。17時までの勤務時
間内なら充分対応できるのでは。そう

すれば就園率も上がると思うが。 

１件 幼稚園でも預かり保育を実施して

まいります。 

１０ 給食の充実を図るのなら遺伝子組替
えしてない食品や無農薬の野菜を使

用するなど、子どもたちの健康を考え

た給食を望みます。 

１件 食育の重要性は十分認識していま

すので、今後も食の安全確保に最善

を尽くしてまいります。 

 
５ 幼稚園（北幼稚園）の廃園についての意見 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 北幼稚園が民間保育園になった場合、

狭い区域に車輛の通行が頻繁になり、

小学校の通学の危険性が増える。 

13件 安全面を第 1に考え検討しておりま
す。今後、地域の皆様や学校等と協

議を進めながら、安全確保に努めて

まいります。 
２ 幼稚園はいずれ統合する必要がある

かと思うが、北幼稚園は小学校と隣接

しているので、東野幼稚園を廃園する

方がよいのではないか。 

９件 

３ 北幼稚園よりも北小学校から遠い、東

野幼稚園が存続する理由を提示せよ。

１件 

４ 就園率だけで廃園を判断するのはど

うかと思う。東野幼稚園を廃園して保

育所にする方が霊園の駐車場も近く

にあるので都合が良いのでは。（東野

の人が）北幼稚園まで遠いというのな

ら通園バスを出せばよいことである。

１件 

幼稚園の統廃合については、今まで

の経過や今後の児童数の推移、少人

数による教育効果の低下、保育所の

問題など様々な角度から検討して

きました。北幼稚園については、過

去５年の園児数は４歳児、５歳児と

も２０名を割っていたり、超えてい

る場合でもわずかであり、また、就

園率（対象者に対する入園者の割

合）についても２０％から３０％程

度となっています。一方、東野幼稚

園の園児数はほぼ２０名を超えて

おり就園率も６０％以上になって

います。教育効果、地域との関係、

保育所の配置などを考えて計画し

ました。 
５ 北幼稚園の廃園について、１月の保護

者説明会の際にその説明が無かった

のはどういう事か。 

６件 

６ 北幼稚園の廃園について、事前に地域 １件 

パブリックコメントは、市の考え方

を広く市民の皆様にお聞きするた

め期日を決めて実施しました。その

ため関係者の方に対する説明が遅



に話があってしかるべきではないか。

今後５年間ぐらいの入園する（可能性

のある）潜在的な園児数を示して欲し

い。 

くなりご迷惑をおかけました。今後

は保護者の皆様や子どもたちに不

安がでないよう、出来る限り早い時

期に情報を提供し、説明してまいり

ます。 今後の児童数は、宅地開発

などがない限り増加は見込めませ

ん。特に、幼稚園・保育所の入園に

ついては保護者の考えに基づいた

選択であり、社会情勢等も大きく関

係してきます。今後も少子化が大き

な流れの中で園児の増加は見込め

ないと考えております。 
７ 小中学校との連携を深めていくので

あれば、併設園である北幼稚園は存続

すべきである。 

５件 小学校との連携という観点から考

えますと、併設園である北幼稚園を

存続すべきではとのご意見は理解

できますが、園児数の減少や就園率

の低下により存続が困難であると

判断しました。 
８ 北幼稚園を廃園にするなら送迎バス

を出すなど送迎手段の方策は採れな

いのか。 

４件 

９ 北幼稚園は１７年度に廃園とし年長

児だけの対応となるようですが、くみ

の木幼稚園のように年長のみのクラ

スという反省を踏まえてのことだと

思うので賛成です。ただし通園バスを

出すなどの配慮がほしい。 

１件 

１０ 北幼稚園児が東野幼稚園に１７年度
から通う場合、通園路の安全性の確保

を行うべきである。 

１件 

17年度の通園については、子どもの
立場を中心に保護者の皆様と話し

合っていきます。通園バスについて

もひとつの方法と考えています。幼

稚園・保育所は小学校・中学校のよ

うに通園路の指定はしていません。

送迎は、保護者の責任でお願いして

おります。今後、幼稚園の再編整備

に伴い通園区域も中学校区を単位

にしていきます。通園路については

通学路も含め、市民の皆様の協力も

得ながら取り組んでいきたいと考

えています。送迎バスの運行には利

用者のご負担が必要と考えていま

す。今後、全体の問題として検討し

ていきます。 
１１ 北幼稚園を廃園とせず、幼保一元化に

できないか。そうすれば、待機児童の

２件 現時点では民間保育園を設置する

計画です。但し、国の制度改正の内



解消と園の活用にもなる。 容によっては一元化施設の設置も

検討しています。 
１２ パブリックコメントの冊子が市役所

や公民館などに置かれ、北幼稚園に持

参しなかったのは何故か。 

１件 市全体に関わる計画であるため、市

民の皆様が利用（来所）される機会

の多い施設に置くことにしました。

１３ 北幼稚園・東野幼稚園が統合するとい
う噂は前からあったが、廃園の時期が

急ぎすぎる。最低５年位の猶予があっ

て今後どうするのか考える時間が欲

しい。 

１件 

１４ 池尻保育園をはじめとして、保育所の
待機児童が溢れているというが、北地

区の公立幼稚園に通う園児には何ら

関係ない。 

１件 

１５ 平成１８年度に保育所の待機児童を
ゼロにするのは大人たちの勝手な目

標であって、園児には関係ない。 

１件 

１６ この計画は待機児童優先の考えであ
り、他の地区の子が目の前の保育所に

入れて、近くに住んでいる子（幼稚園

対象児）が入れないような保育所の設

置は反対。 

１件 

１７ 東幼稚園の園区を（北側へ移行し）減
らし、北幼稚園側へ園区の範囲を増や

し、北幼稚園を存続して欲しい。 

１件 

今回の計画策定にあたっては、幼稚

園、保育所のあり方については様々

な角度から検討してきました。園児

数の減少によって望ましい集団保

育に問題が生じてきている幼稚園、

待機児童や休日保育など多様なニ

ーズの保育施策、また、児童虐待な

ど子育て家庭に対する支援のあり

方など、市の就学前の子どもたちの

教育・保育環境を見直し、総合的な

子育て支援体制の整備をするため

に計画案を作成しました。市として

は、市民ニーズを的確に把握し、本

計画案を早急にすすめる必要があ

ると判断しました。ご理解いただ

き、ご協力をよろしくお願いいたし

ます。 

１８ 北幼稚園が保育所になるのに反対で
はないが、北幼稚園地域に住む人が保

育所に入る時、北幼跡の保育所に優先

的に入れるよう配慮できないか。 

１件 市としては、幼稚園だけでなく保育

所も地域の幼児教育センター（子育

て支援）としての役割を果たすこと

が重要であると考えています。待機

児童をなくし、保護者が希望する保

育所に入所できるよう考えていま

す。 
１９ 北幼稚園に民間保育園が来るという

ことだが、公立よりも柔軟な民間が小

学校の隣にあるのは北小学校区のこ

どもにとっては良いことのような気

１件 幼稚園、保育所が小学校と連携する

ため、現在も様々な交流をしていま

す。民間保育園の運営方針にも是非

とも盛り込むよう指導します。 



がする。また、保育園がきても北小学

校との交流を望みます。 
 
６ 保育所（園）の充実についての意見 
 
番号 意見の概要 件数 市の考え方 
１ 病児保育事業を検討課題とされたい。 １件 病児保育は、子どもが熱を出し保育

所に行けないときなどに利用でき

る保育です。子どもにとっては一番

不安な時です。医療機関との密接な

連携や、子どもの気持ちも尊重しな

がら慎重に検討していく必要があ

ると考えています。 
２ 保育料は所得に応じて決定せず、一律

にすべきと思う。 
１件 保育所の保育料は、保護者の負担能

力に応じて決定することになって

います。国の制度との関係があり、

市独自で基本的な事項を改正する

ことはできませんが、国は家計に与

える影響を考慮しながら、将来的に

児童の年齢に応じた均一の保育料

に移行していくのではないかと考

えられます。 
３ 産休・育休明け後、１歳児の保育所入

所待ちが多い現状から待機児童が発

生しないよう保育所の整備を進める

ことを希望する。 

１件 この｢幼・保連携推進計画｣による事

業を積極的に進める事によって、待

機児童の解消や多様な保育ニーズ

に対応できる環境づくりに努めて

まいります。 
 


