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パブリックコメント手続き結果概要 
 

１．案件名 

  「民間活力の導入に関する基本方針（案）」 

 

２．実施機関（担当所管課等） 

 (1)名称      ： 企画財政室健全化担当 

 (2)所在地     ： 交野市私部 1－1－1 

 (3)電話番号    ： 072－892－0121 

 

３．概況   

 (1)意見等募集期間 ： 開始 平成 19 年 7 月 1 日（日）から 

終了 平成 19 年 7 月 23 日（月）まで 

(2)結果周知手段  ： 広報かたの、交野市ホームページ 

(3)結果資料公表場所： 交野市ホームページ、情報公開コーナー、 

            実施機関（担当所管課等）の事務所 

 

４．受付した意見等の件数 

 合計 53 件 （延べ 148 件） 

（注）一回の提出で複数項目に意見をいただいたものがある場合、それを分けて

延べ件数として（ ）内に記載した。 

 

５．受付した意見等の結果 

(1)幼児園に関する意見                    146 件 

(2)学校給食に関する意見                    1 件 

(3)図書館（室）に関する意見                  1 件 

                      合計 148 件 

 

６．意見等に対する考え方・対応 

意見等に対する市の考え方・対応は下記に記載しているとおりです。 

なお、意見等により基本方針案を修正するには至りませんでした。 

 

(1)幼児園に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

１．少子化・子育て支援施策に関するもの 

・預けるところがなければ他市への転出や共働き

家庭が働くのをやめ税収が減少するのでは。保

育サービスを充実し転入や地元育ちの定着を

図るべき。 

・市が仕事と子育ての両立を支援すれば少子化が

とまるのでは。 

・少子化だからこそ、生みたい人が安心して子育

てができるまちづくりを。 
・幼児園を縮小、廃園することが公共サービスの

維持向上か。 

・公立園を廃止し子育て支援などを前面に出すの

はいい加減。 

・一時保育や病後児保育の具体的な見通しを。 

・基本方針（案）では、今後の幼児数の状

況に応じて幼稚園部分を縮小し、それに

よって生み出された施設や人、財源を一

時保育や病後児保育、保育所の待機児童

の解消に充てるなど対応を行うとしてお

り、喫緊の課題となっている子育て環境

の整備・充実に努めようとしています。 
・また、市では、総合的・包括的に少子化

対策・子育て支援を図るため、「次世代育

成支援行動計画」に基づき施策を推進し

ており、今年度は新たにファミリー・サ

ポート・センター事業や地域子育て支援

センター設置などを実施することとし、

子育て支援策に取り組んでいるところで

す。 

３０ 
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２．少子化の現状に関するもの 

・一般的に少子化といわれているが、交野ではそ

う思わない。 
・園児数が減るなら、幼稚園の定員とこどもの数

を示すべき。 

・少子化は進んでいるが、幼稚園児は減少傾向に

ない。 

・以前、私立幼稚園は願書提出に 1週間前から並

んでいた。再び起こらないか。 

・就学前児童数は平成 19 年 3 月末は 4,571
人ですが、将来人口推計では平成 29 年は

3,122 人と見込んでいます（将来見通し別

表）。 
・平成 19 年は公私立幼稚園合計定員 2,100
人に対し、就園児童は 1,835 人（市外児

484 人含む）です。 
・平成 19 年の市在住幼稚園児は 1,459 人で

すが、平成 29 年は 955 人と見込んでいま

す（園児数の見通し別表）。 

１２ 

３．縮小の理由に関するもの 

・廃園の意図がわからない。 

・少子化が問題で公立幼児園を縮小するのか。財

政難が理由では。 

・幼稚園縮小と病後児保育をセットで考えること

がわからない。 

・幼児園廃止でどれだけのコスト削減になるのか

疑問。 

・縮小で職員を解雇できるわけもなく、なぜ幼児

園が真っ先に縮小か納得できない。 

・基本方針（案）では、今後の幼児数の状

況に応じて幼稚園部分を縮小し、それに

よって生み出された施設や人、財源を一

時保育や病後児保育、保育所の待機児童

の解消に充てるなど対応を行うとしてお

り、喫緊の課題となっている子育て環境

の整備・充実に努めようとしています。 
・経営資源（人的、財政的等）の制約の中

で、民間が対応し難い新たな社会ニーズ

に対応しようとするものです。 
・具体的な縮小の方策・時期等については

幼児問題対策審議会の意見を伺いなが

ら、検討してまいります。 

 ９

４．見直すべきサービス 

・削減すべき所は他にもある。他の方法を考えて。 
・幼稚園、保育所の充実の優先順位は高い。 
・財源確保は他で工夫し弱者を犠牲にするのはや

めてほしい。 

・行政がすべての領域で役割を担っていく

ことは経営資源の制約から困難となる

中、多様な提供主体との協働の中で、民

間との適切な役割分担を行うことが必要

です。聖域なくすべてのサービスや事業

について検討しています。 

７ 

５．公立幼稚園、私立幼稚園の役割・内容等に関

するもの 

①．公立幼稚園に関するもの 

・保育内容などを考え、公立園を希望する人は多

い。 

・公立園の存在は地域全体の標準レベルとして保

育の質を上げることにつながる。 

・保育の公の役割や責任を明確にできる公立の存

在は重要。公立は地域福祉とこどものために保

育ができる。その価値観はなくしてはいけな

い。 

・行政として公立園を指導し、公私立での合同研

修、交流会などを行い市の保育をレベルアップ

してほしい。 

・公立だからこそできる保育がある。全て私立に

任せてよいか。今後もそれぞれ特色を生かし多

くの選択肢から保護者が選べる体制が望まし

い。公私が共存共栄するには保育所を含めた幼

児教育のあり方を、市民参加で検討すべき。 

・幼児園は 3園必要。車に乗らない親子は離れた

場所まで大変。公平な考え方として通園バスが

必要になるでしょう。 

・公立園は 3 年保育に拡大すべきでも、縮小すべ

きでない。 

・幼稚園を廃園して就学前保育の確保は可能か。

・経済的な理由で私立園に入れないこどもは幼稚

・幼児教育は基本的な生活習慣を育て、学

習意欲や態度の基礎となる好奇心や探究

心を養い創造性を豊かにするなど、生涯

にわたって望ましい人間形成を行ううえ

で重要なものです。 
・幼児教育を進めるにあたっては、家庭・

地域社会、そして幼児に対して教育機能

を担う保育所を含めた幼稚園施設が互い

に連携し、それぞれがもつ機能を十分に

発揮し、幼児の健やかな成長をめざす必

要があります。 
・この幼児教育の中核的な役割を担ってき

た公私立の幼稚園施設での教育は、幼児

期の発達の特性に照らし、自発的な活動

としての「遊び」を重要な学習として位

置づけ、適切な施設環境のもと、「幼稚園

教育要領」に従って教育課程が編成され、

幼児教育の専門家のもと、組織的に、ま

た計画的・継続的な指導が公私立ともど

もなされているものです。 
・幼稚園においても、障がい児保育などの

特別な支援を必要とする教育は大切であ

ると考えており、このような考えで今後

とも幼児教育に取組んでまいります。 
・今回の基本方針（案）は、将来の就学児

童数が減少することによる対応であり、

５０ 
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園に行けない。 

・研修や経験を重ねた職員と保護者との信頼関係

をどう継続させるのか。 

・小中高及び高齢者や地域との連携や交流を進

め、次世代育成支援を推進していくための中心

的役割を果たす。 

・幼児教育は、生涯にわたる人間形成の基礎を培

う学びの喜びを養うこと。幼稚園が無償化の方

向に動いている中、公立園がないのはどうか。

・公立幼稚園は発達面で心配な子や家庭での養育

が困難、虐待の可能性のあるこどもの受け入れ

等を積極的に進め、子育て支援の中心的役割を

果たす。 

・公立園は、アレルギーを持つ子や障がい児、虐

待の幼児などを多く受け入れている。保育に欠

ける子をつくらないことが公の役割。 

・園児数と同じように公立保育を必要とする子も

減るのか。 

・公立幼稚園 4 才児の待機児童がいるのに縮小し

てよいのか。4 才児を受け入れられる体制を。

・5 才児になり公立園の定員が空いても、私立園

から転園しない。それを定員割れと判断するの

は誤りだ。 

・幼稚園選びの選択肢が狭くなっていいか。 

②．民間幼稚園に関するもの 

・民間は経営者の判断で独自性を発揮し柔軟性を

もつ経営ができるメリットがあると思う。しか

し横のつながりが少なく人材育成ができてい

ない場合がある。 

・私立幼稚園は、延長・送迎や体験（英語・体育

など）サービスがあり魅力的だが、公私立の運

営理念や存在意義は違う。私立幼稚園は企業。

すべての市立幼稚園を廃園するというも

のではなく、公立園の存在意義を損なう

ものではありません。 
・具体的な縮小の方策・時期等については、

幼児問題対策審議会の意見を伺いなが

ら、検討してまいります。 
 
 

 ３

６．保育所に関するもの 

・現在、待機児があり保育所の役割はますます増

える。 

・民営化に伴い保育士の質の低下、利益重視にな

らないか。公立園は経験豊富な保育士が多く、

低年齢のこどもを預ける親にとって安心。 

・民営化は簡単だが公立に戻すのは困難。もっと

議論し民営化の必要性を考えるべき。 

・民営化で私立園だけになるのはよくない。 

・保育所については、基本方針（案）に記

載のとおり、保育所に待機児童がおられ

る現在、幼稚園を縮小した施設で待機児

童の解消を行うことも考えていますが、

今後の保育所児数が減少していけば、保

育所部分も縮小していく方針です。 

・保育所の民営化については、市の予測に

反して保育所児数の減少がない場合、上

記の方針を見直していくということであ

り、直ちに民営化するものではありませ

ん。 

１３ 

７．幼保一元化に関するもの 

・同じ園で保育所児と幼稚園児が生活するから育

ちあえる。家庭環境の違う親も同じ園だから気

づき、育ちあい、悩みや理念を共有できる。 
・財政面で貢献してきた幼保一元を離し、民間に

させようとしている。 
・国でも幼保一元化が叫ばれているのにやめるの

か。 
・「どの子も平等に教育を受ける」という教育の

機会均等の立場から就学前 2 年のすべての幼

児を同じ施設で同一の保育を行い、就学させる

という考えのもと幼稚園と保育所を併設して

・今回の基本方針（案）では、対象幼児数

が減少する中での対応であり、すべてを

廃止するという考えではなく、公立園の

存在意義を損なうものではありません。

本市としてもこれまでの実績を踏まえ、

今後も幼保一元化の基本理念は堅持して

まいります。 
・現在では、厚生労働省の「保育所保育指

針」において幼児教育の考えが取り入れ

られるなど、文部科学省の「幼稚園教育

要領」とまったく同じ考え方となってお

り、保育所で現行のカリキュラムを継続

１２ 
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いる。視察も多くこられるのになぜ幼稚園を縮

小するのか。 

・短時間児さん親子との交流で友達の輪が広がっ

ている。夏祭り行事等は、保育児の親だけでは

無理があり短時間の方と協力している。 
・こどもの気持ちを尊重し、同じ地域の友達が一

緒に過ごせるよう継承している。 
・良いことと実感するにはサイクルが必要、いま

結果が出はじめている。 

することにより、幼保一元化の考え方は

確保されると考えます。 

８．説明のしかたに関するもの 

・保護者や働く人の声を聞いてほしい。もっと現

状と今後の説明を。 

・公立園縮小の具体化案を公表してほしい。 

・現在、幼児問題対策審議会の意見を聞い

ているところであり、今後、「幼児園の今

後のあり方」に関する審議会の答申等を

踏まえ、具体的な実施計画を作成、公表

していく予定です。 

１０ 

 

(2)学校給食に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・給食センターの民営化にも反対。民営化した自

治体では職員間のトラブルがある。こども達の

食育を託す給食を民間委託にするのは心配。利

益を優先し食材を選ばれては困る。 

・民間委託として想定しているのは学校給

食の全ての業務ではなく、調理・配送、

洗浄、清掃等で、食材購入や献立の作成

については、従来どおり学校給食運営委

員会を通じて市が行い、安全な食材で安

全に調理された給食を提供します。 

１ 

 

(3)図書館（室）に関する意見等 
意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

生涯を通じて学ぶ場だから、職員がカウンター

に立ち本を通じて信頼関係を築くことが重要。

「交野市の未来、まちづくりのための人づくりを

する場」といっても過言でない。人を育てるとい

う長いスパンで考えねばならない。 
指定管理者等の導入について以下の問題点が

懸念されます。 
①管理者の裁量でサービス有料、廃止、利用者

を制限される。 
②個人情報が指定管理者のもとにおかれる。 
③もうかる業務でないから人員を減らすなど

の結果、サービス低下につながる。 
④非常勤的な職員では利用者と信頼関係を築

きにくく長い展望が必要な図書館にあわな

い。 
⑤専門的ノウハウをもつ指定管理者がいるか

疑問 
⑥利用者数をあげるため、まんが本などが増え

る可能性があり読書推進につながらない。 
⑦朗読、読み聞かせボランティア、地域家庭文

庫への理解、連携が不安 
⑧学校図書館との連携が不安 
⑨図書館協議会が廃止、または機能しない可能

性が起きる。 
⑩利用者のニーズに応えるため選書が偏る可

能性がある。 
市直営の図書館を望む。図書館は資料、情報の

宝庫で、司書はコーディネーターでもあり放棄す

るのは損失。 

・平成 19 年度中を目途に、指定管理者など

の導入について、詳細な検討・検証を行

い、結果を公表してまいります。 

１ 
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