
パブリックコメント手続き結果概要

１．案件名

　　「交野市立幼児園の今後のあり方基本方針案」

２．実施機関（担当所管課等）

 (1)名称　　　　　　：　こども室

 (2)所在地　　　　　：　〒576-8501　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２０年９月１日（月）から

終了　平成２０年９月２２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　　１９５件　（延べ　　３１０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) 全般に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８０件

(2) 幼稚園の再編に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　４５件

(3) 子育て支援の取り組みに関する意見　　　　　　　　　　　　７４件

(4) 公私立幼稚園の役割に関する意見　　　　　　　　　　　　　５１件

(5) 園区に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１件

（6）財政への影響に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　１０件

（7）幼保一元化に関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　　２６件

（8）説明のしかたに関する意見　　　　　　　　　　　　　　　　１３件

その他、パブリックコメント対象外の意見　　　　　　　　　　 ０件

　　　　　　　　　　　　　　　　　合計　　　 ３１０件

６．意見等に対する考え方・対応

(1)全般に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 廃園を考える前に３年保育にするとか

園児を増やす工夫が必要

・ ３園しかない公立幼稚園を廃園するの

は、ますます少子化をあおるものでは

ないか。

・ ３園しかない公立園を廃園するのは疑

問

・ 子どもを育てる基本的な環境作りの場

・廃園や子育て支援策について、多くの意

見をいただいており、市民の皆様への周

知期間等を勘案しますと、幼稚園の縮小

スケジュールについて延期せざるを得

ないと判断しました。今後、鋭意検討を

加え、スケジュール等を示していきたい。

・幼児数の減少に応じて幼稚園を縮小し、

子育て支援策に対応しようとするもの



所をなくすのは納得できない

・ 公立幼児園が廃園になってしまった場

合、地域の小学校との連携も弱くなっ

てしまうのではないでしょうか。

・ 幼稚園教育要領では、小学校との連携

をあげています。あまだのみや幼稚園

を廃園にしてしまうと、その地域の子

ども達は他の園となり学校との連携が

取れなくなってしまいます。

・ 素晴らしい環境にある、あまだのみや

幼稚園をもっとアピールして、小さな

子どものいる世帯に訴えるべきです。

・ 子どもの人口が増加するための保育・

教育福祉施策を充実させるのが大事で

あると考えます

・ 幼稚園がターゲットになっているが、

そのうち保育所まで民営化してしまう

のではないかと不安です

・ 公立幼稚園が３園しかないのに１園を

廃園と言うのはまさに公的支援をない

がしろにするやり方ではないか

であり、経営資源の制約の中で、民間が

対応しがたいニーズに対応しようとす

るもので、在宅の子育て家庭も含めた子

育て支援施策を充実させ、子育て世帯に

魅力あるまちにしたいと考えています。

・現在も園庭開放等、地域との連携を図り

公立園それぞれに魅力ある園づくりを

目指しています。

・現状も幼稚園の通園区域内に複数の小

学校があり、それぞれに連携を取ってお

り、２園になっても小学校との連携が変

わるものではないと考えます。

・保育所の民営化については、「民間活力

の導入に関する基本方針」で述べている

とおり、保育所児数の減少がない場合に

方針を見直していくことであり、直ちに

民営化するものではありません。

８０件

(2)幼稚園の再編に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 本当に幼児数は減少しているのでしょ

うか

・ 毎年、４歳児の募集に対して抽選を行

っているのに廃園するのはおかしい

・ 今すぐに、入園希望者が減るとは思え

ないので、様子をみて毎年定員割れす

るようになっても遅くないはずです

・ 廃園される予定の子どもはすべて他の

公立園で受け入れるのか

・ 地域に密着した幼稚園がなぜ真っ先に

財政健全化、効率化の名の下に縮小さ

れなければならないのか

・ 「定員割れをしている」その理由で廃園

にしないで下さい。定員割れをしない

様に方法を考えてみてはどうでしょう

・幼児数（０歳～５歳）は平成１２年４

月の５，２３３人から年々減少し、平成

２０年４月では４，３９７人となって

います。

・幼稚園児数の減少に合わせて縮小する

ものであり、縮小時期について、検討し

ていきますが、多くの希望者に入園いた

だけるよう定員の弾力化等の対応をし

てまいります。

・行政がすべての領域で役割を担ってい

くことが経営資源の制約から困難にな

る中、民間との適切な役割分担を行うこ

とが必要であり、すべてのサービスや事

業について検討しています。

４５件

(3)子育て支援の取り組みに関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 病後児保育を開始するとあるが、健康

な子どもと同じ建物で大丈夫か

・ 「病後児」とはどの様な状態を指すのか

定義を示してほしい

・ 今まで要望してきたのは、「病児保育」

であり「病後児保育」をしても何の意味

・縮小された幼稚園部分によって生み出

された施設や人、財源を民間が対応しが

たい子育て支援の施策の充実に努めよ

うとするものです。

・病気回復期の病後児保育を予定してい

ますが、実施に際しては利用者や在園児



もない

・ 幼稚園を廃園にし、空き教室を利用し

て「病後児保育」や「一時保育」をすると

あるが、施設改修の経費はどれくらい

になるのか

・ 一時保育や病児保育は必要ですが、そ

れは同じ教育分野を改悪して望むもの

ではありません

・ 急性期を預からない病後児保育を想定

している場合は撤回し、病児保育室と

して開設することを強く要望します。

・ 子育て支援事業については、何も幼児

園を使わずとも「ゆうゆうセンター」で

すればよいのではないか

・ 空き教室を利用して病後児保育開始と

ありますが、どの様な規模や病後児と

健常児はどの様に区別するのか

・ 一時保育とありますが、親子のつなが

りが一番大事な時期に預かる保育より

も親子の交わり合いながら子育て支援

が必要でないでしょうか

・ 「あまだのみや」で一時保育をしなくて

も、他の場所で育児支援をしているで

はないか、そちらを充実させてはどう

か

の不安感を解消できるように、在園児と

の接触を避ける施設改修等が必要であ

ると認識しています。

・「病児保育」は「病後児保育」以上に実施

要件が厳しく、保育所施設での実施は課

題が多く、病児保育の保育所施設での実

施は困難と考えています。

・病児・病後児保育事業については、国の

事業再編により病児対応型、病後児対応

型、体調不良児対応型に類型化し、役割

を明確にされたことを受けて、事業実施

については実施形態等を検討します。

・検討に際しては、今後実施予定の次世代

育成支援後期行動計画のニーズ調査結

果等を踏まえ、新たな事業等も含めて課

題の整理を行います。

７４件

(4)公私立幼稚園の役割に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 財政危機のため私立園があるからと言

って公立園を廃止してもよいのか

・ 障がい児の受け入れは、公立園が中心

になっており１園でも廃園になれば障

がい児の受け入れに支障がでるのでは

ないか

・ 所得が少ない家庭は、公立園が廃園に

なれば定員が少なくなり定員がオーバ

ーした場合、公立園に通えなくなるの

ではないか

・ 公立幼稚園と私立幼稚園、それぞれ役

割を持っており保護者がどちらかを選

べることは大事だと思う

・ 私立幼稚園で対応できる部分は私立で

とあるが、どういう部分でしょう、私立

と公立は役割も違い両方あってこそ、

互いにレベルが上がるのではないか

・ 私立幼稚園が存在するから、財政危機

のため公立幼稚園を廃園してもいいの

か

・幼稚園児数の減少により、幼稚園部分を

縮小するものであり、縮小時期について

検討していきますが、多くの希望者に入

園いただけるよう定員の弾力化等の対

応をしてまいります。

・幼児教育の中核的な役割を担っている

公私立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。

５１件

(5)園区に関する意見等



意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ ３園ある公立幼稚園の内１園が廃園に

なると、廃園される地域のこども達は

遠距離の通園になり保護者の送迎の負

担が増えるがどの様に考えるか

・ 他の公立幼稚園へ通園するとなれば送

迎の負担が増大するため反対です。第

１幼稚園通園範囲からの通園の利便を

図っていただきたい

・ 公立幼稚園はうまく距離を保って３園

あり、１園廃園になると「あまだのみや

園区」だった子どもは遠くまで通わな

ければならなくなる

・現在の３園の通園地域で一番長い距離

で、残りの２園からの通園距離を見ると、

第１幼稚園の園区をカバーすることに

なり、負担増にはなりますが保護者によ

る送迎の範囲内と判断します。

・第１幼稚園区からの通園の利便を図る

ため、残っている２園のいずれをも選択

できる対応を考慮します。

１１件

(6)財政への影響に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 幼稚園の廃園だけでどれだけの財政削

減ができるか明らかにすべき

・ 幼稚園部分だけの縮小だけでは、本当

のコスト削減にはならないと思うし、

他にもっと無駄を省くところがあるの

ではと思う

・幼稚園部分縮小により代替される人件

費相当分の削減を見込んでいます。

１０件

(7)幼保一元化に関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 国の施策においても幼保一元化の方向

に、向かっているのに何故３６年間も

続いている幼保一元化をなくすのか

・ 少子化、財政難を乗りきるために幼保

一元化が重要視されている時代に公立

幼稚園を廃園するのはおかしい

・ 保育所児も幼稚園児も同じ環境のもと

に刺激を受け、成長しあえる幼保一元

化の保育ができなくなる

・現在では、「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、「幼稚園

教育要領」と全く同じ考え方となってお

り、幼稚園廃園後の保育所においても、

他の２幼児園同様に現行のカリキュラ

ムを継続することにより、幼保一元の理

念を継承します。

２６件

(8)説明のしかたに関する意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

・ 幼児園の保護者や地域住民に廃園の説

明もなく広報に載せるだけで廃園する

のはいかがなものか

・ 具体的なことが説明されないまま先に

廃園を打ち出すのは本当に安易な考え

方で内容がありません

・保護者や地域住民の方に３回説明しま

した。その場でいただいた意見等にも配

慮します。

１３件



・ 子育て真最中の親の意見がまったく反

映されていない

(9)その他、パブリックコメント対象外の意見等

意見等の概要 意見等に対する考え方・対応 件数

０件


