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「たつの市幼稚園・保育所再編計画（案）」へ提出された意見及びそれに対する考え方 

 

 

「たつの市市民意見公募手続（パブリックコメント）実施要綱」に基づき、「たつの市幼稚園・保育所再編計画（案）」についての意見公募を

行ったところ、市民の皆さんから貴重なご意見をお寄せいただきました。 

 提出いただいたご意見について、内容とそれに対する考え方、意見を参考とした修正内容及び作成した「たつの市幼稚園・保育所再編計画」

を公表します。 

 なお、意見については、趣旨を損わないように要約しました。また、無記名のものや賛否の結論だけを示した意見、今回の「たつの市幼稚

園・保育所再編計画」と直接関係のない意見については、市の考えは示していません。 

 

 

１ パブリックコメントの概要 

（１） 意見募集期間    平成２７年９月１０日（木） ～ 平成２７年１０月９日（金） 

 

（２） 意見提出状況    ２９４件 

 （郵送  1件   電子メール  １７件   ファクシミリ  ９件    持参  ２６７件）  

 

（３） 意見の内容（項目別）５１５件 

公立施設を希望（196件） 公立幼稚園を存続させるべき（68 件）、公立認定こども園の整備を希望する（57 件）、公的保

育・幼児教育のない小学校区を作るべきでない（31件）、選択肢を民間こども園 1つにしない

でほしい（17件）、３歳未満児のニーズに特化した乳児園を残してほしい（8件）、公立保育所

を存続させるべき（6 件）、私立こども園は、公立より質の高い保育教育を望む人、利用条件
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が合致しない人の選択肢である（3 件）、小学校と連携した幼稚園を継続してほしい（3 件）、

幼稚園かこども園を選択したい（2件）、入園希望者がある限り幼稚園を継続してほしい（1件） 

幼稚園を充実させてほしい（74件） 幼稚園の預かり保育をしてほしい（34件）、幼稚園で園児数が増えるよう 3歳児教育を導入し

てほしい（22件）、幼稚園の預かり保育を 30年度以降も継続してほしい（18件） 

幼保連携型認定こども園について（29件） 幼保連携型認定こども園だけでなく、幼稚園型認定こども園も選択肢とならないのか（8件）、

民間移行となった場合、公立園の良いところをたくさん取り入れていただけるようお願いした

い（4 件）、現在開園している施設の状況を聞きたい（3 件）、1 号認定と 2 号認定の子ども達

の降園時間が違うことで、子ども達が不安定になるのではないか（3 件）、幼保の特色をあわ

せ持つこども園をつくることはすばらしい（2 件）、こども園にすることで活性化を図ること

ができる（3 件）、認定こども園のメリットを教えてほしい（2 件）、市の方針や時代の流れに

よって認定こども園への移行は仕方ない（2 件）、公立私立それぞれの良さをいかしたこども

園にしてほしい（１件）、公立こども園と民間こども園の違いは（１件） 

定員についての不安（28件） 公的施設に希望する全員が通えるだけの収容定員の確保をしてほしい（15件）、こども園化す

る施設の定員を増やしてほしい（9 件）、民間と同じように子ども達をぎゅうぎゅうづめにし

ないでほしい（2件）、公立の定員設定は、私立の定員を除いた分で設定すべきである（1件）、 

民間の定員設定を見てから公立の定員設定するのは間違っている（1件） 

こども園化に向けた施設の改修について（26

件） 

安全で快適な環境となるよう施設の整備（改修・増改築）をしっかりとしてほしい（23件）、 

どの程度の改修予定なのか教えてほしい（3件） 

教育・保育の充実（25件） 幼稚園教育を残してほしい（20件）、公立・私立で先生の質、教育の仕方、子どもへの対応を

同じレベルにしてほしい（2 件）、就学前サービスの質的向上とは何か（1 件）、多様な保育ニ

ーズとは何か（1件）、保育教育の質の低下を来すことのないようにしてほしい（1件） 

閉園予定施設への不安（29件） 施設の閉園にあたっては、受け入れ先(民間施設含む)を確保してほしい（20 件）、希望の園や

家の近くの園に入れるようにしてほしい（9件） 
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民間公募に反対（12件） 民間こども園を公募することに反対（6 件）、民間こども園になると教育の違いや今迄と大き

く様変わりしてしまうことに不安や疑問を感じる（3 件）、民間こども園になってしまうと幼

稚園の良さが全くなくなるのではないか（2 件）、揖西南幼稚園と揖保幼稚園が民間公募して

開設するまでの 1年の空白はどう対応するのか（1件） 

周知方法（21件） 説明の時期が遅く、新年度募集時期でもある。保護者として不安、利用するものへの配慮をし

てほしい（8件）、十分な説明がないままこども園化したり、閉園にしたりしないでほしい（7

件）、広報紙で周知する等地域住民まで知れ渡っていない（4件）、パブリックコメントを知ら

ない住民もいる中での１０月成案は時期尚早である（2件） 

職員体制の充実（3件） 看護師や栄養士の配置もお願いしたい（2件）、こども園での保育教諭の増員を希望（1件） 

その他（72件） 計画が急である。急速な認定こども園化に不安である（36件）、現場の先生や保護者の意見を

十分聞いて、計画を考えてほしい（16件）、子どもや親が安心できる環境を作ってほしい（10

件）、子ども達が将来住みたいまちにしてほしい（5件）、閉園後の跡地利用についてどう考え

ているか（5件） 

 

２ パブリックコメントの意見内容 

＜公立施設を希望（１９６件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

公立幼稚園を存続させるべき  68件 今回の計画において幼稚園のままとなっている園については、地域の実情に応じて

適正な定員規模及び今後の施設の在り方について、継続して検討していくこととし

ます。 

 

公立認定こども園の整備を希望する 57件 公立認定こども園の新築については、本市において概ね定員 60名以上としており、

市街化区域から利用する就学前児童が見込める地域としています。 
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意見の内容 件数 考え方 

公的保育・幼児教育のない小学校区を作るべ

きでない 

31件 一部の幼稚園での園児数の減少により、子どもにとって望ましい教育環境の保障が

困難となってきています。 

このような状況において、適正規模の集団の確保を行うことが、幼児期からの公教

育を担う自治体の役割であると考えます。地域の実情に応じて適正な定員規模及び

今後の施設のあり方について、継続して検討していくこととします。 

 

選択肢を民間こども園 1 つにしないでほし

い 

17件 児童数が減少している状況があり、地域の実情に応じて適正な定員規模及び今後の

施設のあり方について、継続して検討していきます。また、公立・私立に関わらず、

保育所・幼稚園の良いところを受け継いだ幼保連携型認定こども園及び地域の子育

て拠点となるよう推進していきますので、ご理解をお願いします。 

 

３歳未満児のニーズに特化した乳児園を残

してほしい 

8件 仙正乳児保育園においては、近接する心光保育所のこども園化が平成２９年度開園

で計画されており、現施設で収容可能な保育室の面積要件を備えています。開園し

たこども園の状況を確認しながら、園を選択していただけるよう平成３２年３月末

の閉園に見直しましたので、ご理解をお願いします。 

 

公立保育所を存続させるべき 6件 認定こども園の推進にあたり、公立保育所は、こども園化又は統合を考えておりま

すのでご理解をお願いします。 

 

私立こども園は、公立より質の高い保育教育

を望む人、利用条件が合致しない人の選択肢

である 

3件 市内の私立保育所及びこども園は、一概にそのような選択肢でのみ存在しているの

ではなく、長年地域に根付き、多様な保育サービスの提供や子育て支援を行って来

られています。 
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意見の内容 件数 考え方 

小学校と連携した幼稚園を継続してほしい 3件 幼稚園だけではなく、公立私立に限らず保育所も小学校と連携しており、今後もす

べての就学前施設が小学校と連携していくよう取り組んでいきますのでご理解を

お願いします。 

 

幼稚園かこども園を選択したい 2件 こども園では、保護者が就労されていなくても３歳児以上のお子さんをお預かりす

ることができますので、こども園の推進にご理解をお願いします。来年度より全て

がこども園になるのではなく順次こども園化していく予定です。 

 

入園希望者がある限り幼稚園を継続してほ

しい 

1件 集団教育の観点から、園児数が減少傾向にある幼稚園は、今後の指針となるガイド

ラインが必要であると認識しております。地域の実情に応じて、適正な定員規模及

び今後の施設の在り方について、継続して検討していきます。 

 

 

＜幼稚園を充実させてほしい（74件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

幼稚園の預かり保育をしてほしい 

 

34件 幼稚園の預かり保育については、27年度から 29年度の 3年間の特例措置として実

施後、30年度から廃止することとしています。また、3歳児教育については、認定

こども園化を進める中で、対応していくこととしていますが、いずれも地域の実情

に応じて適正な定員規模及び今後の施設の在り方について継続して検討していき

ます。 

幼稚園で園児数が増えるよう 3歳児教育を

導入してほしい 

 

22件 

幼稚園の預かり保育を 30年度以降も継続し

てほしい 

 

18件 
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＜幼保連携型認定こども園について（29件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

幼保連携型認定こども園だけでなく、幼稚

園型認定こども園も選択肢とならないのか 

8件 市が進めている認定こども園の類型は、「学校」と「児童福祉施設」の両方に位置付

けされる「幼保連携型」を推進しています。幼稚園型認定こども園の場合は、「学校」

と「認可外の児童福祉施設機能」を持つことになりますので、移行にあたっては、

幼保連携型を推進しています。 

 

民間移行となった場合、公立園の良いとこ

ろをたくさん取り入れていただけるようお

願いしたい 

4件 民間こども園の公募により選定した事業者の新たな施設運営にあたり、これまでの

公立園の行事や運営内容等に配慮し、また地域の皆様に安心していただけるよう市

が関与していくこととしています。 

 

現在開園している施設の状況を聞きたい 3件 既に開園しているこども園を見学できる「オープンこども園！」を実施しておりま

す。「オープンこども園！」では、園の状況説明、施設、遊びの様子を見学していた

だけますので、是非ご参加ください。 

1 号認定と 2 号認定の子ども達の降園時間

が違うことで、子ども達が不安定になるの

ではないか 

3件 保育時間が異なる児童が同じ施設にいることになりますので、教育・保育内容への

影響や子どもの気持ちの面からも、これまで市内の保育所・幼稚園で培ってきたノ

ウハウを活かして、一人一人の子ども達に寄り添いながらきめ細やかな教育・保育

ができるよう、取り組んでいきます。 

 

幼保の特色をあわせ持つこども園をつくる

ことはすばらしい 

2件 今後も幼稚園と保育所の良いところをしっかりと受け継ぎ地域で親しまれる幼保連

携型認定こども園を推進していきます。また、通園していない児童の子育て相談等

を実施することで、地域の子育て拠点となるよう取り組みます。 

 

こども園にすることで活性化を図ることが

できる 

3件 
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意見の内容 件数 考え方 

認定こども園のメリットを教えてほしい 2件 幼稚園や保育所の機能をあわせ持つこと、保護者の就労状況等によらず教育・保育

を提供することができること、３歳児教育の実施や給食の提供などです。 

 

市の方針や時代の流れによって認定こども

園への移行は仕方ない 

2件 ０歳から５歳児の就学前児童の施設として子育て支援ニーズに総合的に対応できる

幼保連携型認定こども園を推進していきます。 

 

公立私立それぞれの良さをいかしたこども

園にしてほしい 

1件 これまで地域で育んできたそれぞれの良さをしっかりと受け継ぎ、子育て支援ニー

ズに総合的に対応できる幼保連携型認定こども園を推進していきます。 

 

公立こども園と民間こども園の違いは 1件 利用者負担額は、公立民間とも同じです。民間では延長保育の実施などがあり、よ

り多様で特色ある保育サービスを行っています。 

 

 

＜定員についての不安（28件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

公的施設に希望する全員が通えるだけの収

容定員の確保をしてほしい 

15件 定員設定については、市内の就学前児童数や就園率など、今後の動向も踏まえて待

機児童が発生しないように市内全体の就学前施設の定員設定を行います。 

 

こども園化する施設の定員を増やしてほし

い 

9件 地域の就学前児童数の推移や近接する民間保育所及びこども園の定員等を考慮し定

員設定を行います。 

民間と同じように子ども達をぎゅうぎゅう

づめにしないでほしい 

2件 市内の民間こども園は、認可保育所であった施設を利用して、職員配置基準や保育

室の面積要件、園庭の基準等を満たして、県の認定を受けて移行しておりますので、

基準を満たしていないということではありません。 
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意見の内容 件数 考え方 

公立の定員設定は、私立の定員を除いた分で

設定すべきである 

 

1件 民間活力の活用は、「民間でできることは民間で」という考え方です。定員を増やす

ための増築計画があれば、市は、当該地域の需要や子ども・子育て支援事業計画と

の整合性を図りながら民間を支援していく立場になります。公立については、市内

の就学前児童数や就園率などを今後の動向も踏まえて待機児童が発生しないように

市内全体の就学前施設の定員設定を行います。 

民間の定員設定を見てから公立の定員設定

するのは間違っている 

 

1件 

 

＜こども園化に向けた施設の改修について（26件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

安全で快適な環境となるよう施設の整備（改

修・増改築）をしっかりとしてほしい 

23件 子ども達や保護者の方に安全で安心して利用していただけるよう、現場を一番よく

知っている園長などの意見も取り入れながら施設の整備を進めていきたいと考え

ています。 

どの程度の改修予定なのか教えてほしい 

 

3件 改修内容については、できるだけ早くに保護者の方にお知らせできるようにしま

す。 

 

 

＜教育・保育の充実（25件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

幼稚園教育を残してほしい 20件 今まで培ってきた幼稚園教育の良さをしっかりと受け継ぎ、幼保連携型認定こども

園の中で実施していきます。 

 

公立・私立で先生の質、教育の仕方、子ども

への対応を同じレベルにしてほしい 

2件 平成２６年度より市で実施しています公立私立の保育教諭・幼稚園教諭・保育士の

資質向上のための研修を今後も継続して実施していきます。 
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意見の内容 件数 考え方 

就学前サービスの質的向上とは何か 1件 認定こども園化については、集団教育を確保することや地域の子育て拠点となるこ

とを目的とし、保育所や幼稚園より多くの職員を配置し、幼稚園教諭資格と保育士

資格の両方を持つ保育教諭による教育・保育の質の向上、又、3歳児教育及び自園

調理の給食の実施など園児及び保護者にとって、充実した環境となるよう取り組ん

でいきます。 

 

多様な保育ニーズとは何か 1件 保護者が、行政やこども園や保育所に求めているもので、保育時間、教育及び保育

内容、給食のアレルギー対応、緊急時対応等多岐に渡っています。 

 

保育教育の質の低下を来すことのないよう

にしてほしい 

1件 平成２６年度より市で実施しています公立私立の保育教諭・幼稚園教諭・保育士の

資質向上のための研修を今後も継続して実施します。 

 

 

＜閉園予定施設への不安（29件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

施設の閉園にあたっては、受け入れ先(民間

施設含む)を確保してほしい 

 

20件 施設の閉園にあたっては、近隣の施設で受け入れ出来るよう対応していきます。 

希望の園や家の近くの園に入れるようにし

てほしい 

9件 新規で申し込みされる方は、継続利用者やその年の申し込み状況により必ずご希望

通りになるとは限りませんのでご理解をお願いします。 
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＜民間公募に反対（12件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

民間こども園を公募することに反対 6件 地域に根付き、多様な保育サービスの提供や子育て支援を行ってきている民間施設

の活力を導入し、より多様で特色ある対応が可能となりますのでご理解をお願いし

ます。 

 

民間こども園になると教育の違いや今迄と

大きく様変わりしてしまうことに不安や疑

問を感じる 

3件 幼保連携型認定こども園の教育・保育要領に基づき教育・保育を実施し、これまで

市立幼稚園・保育所で培ってきた遊びを通じた学びを大切にしながら、それぞれの

子どもの発達に合わせて連続した教育・保育を実施していきます。また、公立・私

立に関わらず、幼稚園教諭免許と保育士資格の両方をもった保育教諭によって、教

育・保育を行いますので差異はありません。 

民間こども園になってしまうと幼稚園の良

さが全くなくなるのではないか 

2件 

揖西南幼稚園と揖保幼稚園が民間公募して

開設するまでの 1年の空白はどう対応する

のか 

1件 近隣の施設で受け入れ出来るよう対応していきますのでご理解をお願いします。 

 

＜周知方法（21件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

説明の時期が遅く、新年度募集時期でもあ

る。保護者として不安、利用するものへの配

慮をしてほしい 

 

8件 パブリックコメントの実施においては、新年度募集時期とも重なり市民の方へご迷

惑をおかけしたことをお詫びします。今後は、保護者の方やこれから利用を考えて

おられる方に安心していただけるように周知等努めてまいります。 

十分な説明がないままこども園化したり、閉

園にしたりしないでほしい 

 

7件 地域理解を得ることができるよう、丁寧な説明を行います。 
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意見の内容 件数 考え方 

広報紙で周知する等地域住民まで知れ渡っ

ていない 

 

4件 パブリックコメントの実施等市民への重要な情報については、市広報のスペースを

より広く確保し、特集記事にする等市民の皆様へ知っていただけるよう取り組みま

す。 

たつの市幼稚園・保育所再編計画の策定については、市広報平成 28 年 3 月号及び

市ホームページへ掲載しています。 

パブリックコメントを知らない住民もいる

中での１０月成案は時期尚早である 

2件 

 

＜職員体制の充実（3件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

看護師や栄養士の配置もお願いしたい 2件 病後児保育実施施設（まあや学園）では、看護師の配置をしておりますが、他の施

設では、配置をしておりません。今後も病後児保育の充実について、検討してまい

ります。栄養士については、公立では配置していませんが、私立では配置されてい

る園もあります。給食の献立については、健康課の管理栄養士の助言のもと、市内

統一の献立作成をしています。 

 

こども園での保育教諭の増員を希望 

 

 

1件 市立及び民間ともに国の職員配置基準に基づき、適正な配置をしております。また、

障害児対応の加配保育教諭についても、市の基準により配置を行っています。 
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＜その他（72件）＞ 

意見の内容 件数 考え方 

計画が急である。急速な認定こども園化に不

安である 

36件 認定こども園化へ不安を解消するため、一部の地域において実施時期について再検

討します。 

 

現場の先生や保護者の意見を十分聞いて、計

画を考えてほしい 

16件 パブリックコメントにおいて、多数の貴重なご意見をいただきありがとうございま

した。市民の方からいただいた意見や子ども・子育て会議からの提言を踏まえ、再

編計画を決定させていただきました。 

子どもや親が安心できる環境を作ってほし

い 

 

10件 子どもの自主性を育み、また地域の人々で子育てを担い、安全で安心して子育てが

できる環境づくりを進める「たつの市子ども・子育て支援事業計画」の基本理念を

踏まえ取り組んでまいります。 

子ども達が将来住みたいまちにしてほしい 

 

 

5年 

閉園後の跡地利用についてどう考えている

か 

5年 跡地利用については、今後、市で検討を行っていきます。閉園後の施設管理は、保

育所は児童福祉課、幼稚園は教育委員会事務局が管理をします。 
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３ 修正一覧表 

※皆さんよりいただいたご意見を参考に、下記のとおり修正しました。（下線箇所） 

項目 修正前 修正後 修正理由 

P５地域別工程表新宮地域 

東栗栖幼稚園 

香島幼稚園 

 

 

 

 

平成 30年度末閉園 

平成 29年度末閉園 

 

 

継続して検討 

継続して検討 

 

近接する民間保育園が、当面保育園のまま運

営されることから、園児の受入先が整わない

ため、東栗栖幼稚園及び香島幼稚園は、今後

の施設の在り方について、継続して検討して

いくことに見直しました。 

 

越部幼稚園 平成 31年度末閉園 継続して検討 地域から公立施設が無くなることについての

不安などが多くの意見としてありました。地

域理解が得られていないことから、今後の施

設の在り方について継続して検討していくこ

とに見直しました。 

 

仙正乳児保育園 平成 28年度末閉園 平成 31年度末閉園 同じ地域で開園予定の民間こども園の受け入

れ体制がわからない状況での閉園は不安であ

るとの意見や、急速なこども園化に不安を感

じるなどの意見を踏まえ、閉園時期を見直し

ました。 

 

（私立）東栗栖保育園 

（私立）香島保育園 

平成 31年度民間こども園 

平成 30年度民間こども園 

表示なし 

表示なし 

東栗栖保育園及び香島保育園の両社会福祉法

人が、こども園化の時期を見直し、当面保育

園のまま運営する意向を示されたため見直し

ました。 
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項目 修正前 修正後 修正理由 

P６地域別工程表龍野地域

（龍野西中学校区） 

揖西西保育所 

 

 

平成 30年度末閉園 

 

 

平成 31年度末閉園 

同じ地域で開園予定の民間こども園の受け入

れ体制がわからない状況での閉園は不安であ

るとの意見や、急速なこども園化に不安に感

じるなどの意見を踏まえ、閉園時期を見直し

ました。 

 

 

P７地域別工程表龍野地域

（龍野東中学校区） 

誉田保育所 

 

誉田幼稚園 

 

 

平成 29年度改修・平成 30年

度開園 

平成 29年度末閉園 

 

 

平成 31 年度増改築・平成 32

年度開園 

平成 31 年度こども園（仮園

舎） 

誉田保育所のこども園化について、当初、仮

園舎を使用せずに、改修を予定しておりまし

たが、改修が多岐にわたることや遊戯室や保

育室を増築する必要があることから、誉田幼

稚園を31年度こども園の仮園舎として使用す

るように見直しました。 

 

 

神岡保育所 

神岡幼稚園 

平成 30年年度末閉園 

平成 28 年度末閉園・平成 28

年度民間公募 

継続して検討 

継続して検討 

民間こども園化への不安が大きいこと。また、

民間こども園の公募により地域から公立施設

が無くなることについての不安などが多くの

意見としてありました。地域理解が得られて

いないことから、今後の施設の在り方につい

て継続して検討していくことと見直しまし

た。 
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項目 修正前 修正後 修正理由 

P８地域別工程表揖保川地域 

河内幼稚園 

 

 

（表示なし） 

 

 

 

継続して検討 

 

 

近接する幼保施設がないことから、地域の実

情に応じて適正な定員規模及び今後の施設の

在り方について、継続して検討していくこと

と見直しました。 

半田幼稚園 平成 30 年度末閉園・平成 28

年度民間公募 

継続して検討 民間公募については、近接する「まあや学園」

の現施設での定員を増やす増改築計画が具体

化してきたことから、民間こども園を公募す

る施設としていましたが、今後の施設の在り

方について継続して検討していくことと見直

しました。 

 

P８地域別工程表御津地域 

室津幼稚園 

 

 

（表示なし） 

 

 

継続して検討 

 

近接する幼保施設がないことから、地域の実

情に応じて適正な定員規模及び今後の施設の

在り方について、継続して検討していくこと

と見直しました。 

 

 


