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公立保育所の保護者との意見交換会等における主なご意見と 

その意見に対する市の対応について 

 

１ 公立保育所の保護者との意見交換会 

⑴ 開催状況 

 

⑵ 市民の主な意見及び市の対応等 

開催場所 開催日時 参加人数 

深井保育所 9月 11日(金)  午後 5時～ 33名 

中央保育所 9月 14日(月)  午後 5時～ 27名 

栄保育所 9月 15日(火)  午後 5時～ 22名 

東保育所 9月 16日(水)  午後 5時～ 39名 

事 項 市民の意見 市の対応等 

公立保育所の再編

について 

なぜ、公立保育所を再編

するのか。 

子育てに関しては、公立保育所のほか、

学校の給食室の建替え等の必要性が出

てきており、また、学童保育室につい

ては施設の老朽化に伴う中丸学童保育

室等の建替えや、利用児童の増に伴う

施設の分割化、そして、公民館等につ

いては改修の必要性があるなど、市の

施設全般について改善等が必要である

が、財政状況等を考慮すると、ハード

面を全て対策するのは難しい状況であ

るため再編を計画した。 

なお、ハード面対策は難しいが、ソフ

ト面を充実させる子育て支援策を行い

たい。 

転園について 基本方針に規定する転

園について、転園を条件

に入所した児童は、全員

移動するのか又は希望

者のみなのか。 

転園対象児童については、必ず移動対

象年度に在籍している場合には、市が

指定した公立保育所へ移動できるよう

計画している。 

資料９ 資料１６ 
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移動対象年度において、

市が指定する公立保育

所以外の公立保育所へ

移動することはできる

のか。 

転園対象児童が、市が指定した公立保

育所以外の公立保育所へ移動を希望す

る場合には、通常の転園希望者という

ことで対応する。 

深井保育所の存続

について 

深井地域では唯一の公

立保育所であり、仮に閉

所すると最寄りの公立

保育所まで遠くなるの

で、存続してほしい。そ

れとも、バスの運行はど

うか。 

バスの提案については、案の一つとし

て検討する。 

深井保育所が閉所とな

った場合、跡地について

は、何か作ると思うの

で、建設に係る費用を積

立てし、新たな深井保育

所を建設してほしい。 

他の公共施設も老朽化が進んでおり、

改修しなければならない状況や市の厳

しい財政の中では、今後、何か建設す

ることは難しい状況である。 

公立保育所の定員

減について 

公立保育所の全体の定

員の減は困るので改善

してほしい。 

公立保育所及び民間保育園の保育提供

量（定員）と保育見込量を考慮し、保

育所の老朽化の状況を踏まえ再編した

結果、公立保育所の定員が減となるが、

民間の提供量や保育見込量の状況が変

われば、公立保育所の提供量も変更す

る。 

なお、新たに建設予定である中央保育

所もこれらの状況を踏まえて施設規模

を計画する。 

公立保育所の再編及び

民間保育園の増員等に

より、平成２８年度以降

は公立保育所全体の定

員が減となる予定だが、

全ての公立保育所で定

員の減を行うのか。 

 

公立保育所の再編に当たっては、東保

育所を含めて全ての公立保育所で定員

の減を行う予定である。 



平成２７年１０月１８日 北本市子ども・子育て会議資料 

 

3 

 

各クラスの定員に

ついて 

平成２８年度以降の各

公立保育所のクラスの

定員を提示してほしい。 

保育見込量については、見込みである

ため、平成３３年度まではあくまでも

推計であり、この状況によっては、公

立提供量（公立保育所の定員）は変動

するので、現時点での公開は予定して

いない。 

深井、東間、宮内

地域に居住する児

童の入所選考の加

点について 

深井保育所が閉所する

場合には、深井、東間、

宮内地域の保護者は遠

くの公立保育所へ送迎

することとなるため、児

童の入所選考の際には

加点をしてほしい。 

特定地域の方のみ加点をする予定はな

い。 

新たに建設予定の

中央保育所の施設

規模について 

新たに建設予定の中央

保育所については、東保

育所の整備費を基に積

算をしているが、保護者

は同等の規模を求めて

いないので、この意向を

考慮してほしい。 

施設規模については、付帯施設・設備

の必要性を検討しつつ、併せて、中央

保育所の閉所前における市全体の保育

量と提供量など、総合的に勘案して計

画する。 

民間保育園を建て

る場合における補

助金の支出につい

て 

民間保育園を建てる場

合、補助金の支出はある

のか。 

民間保育園事業者が保育園を建設する

場合には、国、県及び市からの補助金

を受ける。なお、市が保育所を建設す

る場合には補助制度はない。 

公立保育所及び民

間保育園との保育

サービスについて 

公立保育所の再編をし

た場合、市全体の保育サ

ービスを低下させない

でほしい。なお、公立保

育所の保育レベルまで

民間保育園の現状を底

上げすることが必要で

あるが具体策はあるの

か。 

この再編に当たり、公立保育所と民間

保育園の保育サービスをそれぞれ向上

する必要があると考える。なお、民間

保育園に対する保育サービスを向上さ

せるために、０歳児の延長保育、アレ

ルギー対応、ベテラン保育士の支援等

に対する補助金等を検討する。 

民間保育園による保育

サービスの向上は必要

と思うが、本当に向上を

保育所の再編と併せて、公立保育所及

び民間保育園の保育サービスの向上が

必要である。基本方針が確定した場合
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させることができるの

か。補助金を支出すれば

改善するのか。 

には、補助制度の詳細を検討していく

が、補助金を支出した以上は市が適切

に執行しているか否かを確認しなけれ

ばないならない。 
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２ 民間保育園・私立幼稚園の保護者、自治会の会長等との意見交換会 

⑴ 開催状況 

 

⑵ 市民の主な意見及び市の対応等 

開催場所 開催日時 参加人数 

文化センター 

第 1･2会議室 

10月 14日(水)  午前 10時～ 49名 

10月 14日(水)  午後 6時 30分～ 26名 

事 項 市民の意見 市の対応等 

公立保育所の再編

に関する基本方針

について 

現在、公立保育所の再編

に関する基本方針につ

いては、パブリック・コ

メント制度に基づき、市

民から意見を聞いてい

るが、この基本方針はど

のように決定するのか。 

この基本方針は、パブリック・コメン

ト制度による意見聴取を行い、また、

保護者等との意見交換や子ども・子育

て会議による答申を踏まえて、市で基

本方針を決定する。なお、決定者は市

長となる。 

基本方針に記載してい

る事項について、具体案

が示されていないので

よくわからない。例えば

はどのような補助制度

を考えているのか 

０歳児の延長保育、アレルギー対応、

ベテラン保育士の支援等に対する補助

金等を検討する。 

記載事項（従前どおりの

受入など）について、解

釈に疑義が生じる箇所

があるため、改善を求め

る。 

改善する。 

公立保育所の再編

に関する基本方針

の参考資料につい

て 

保育量の見込量（保育の

提供を必要とする児童）

の算出方法はどのよう

に行ったのか。 

 

子ども・子育て支援事業計画を策定す

るに当たり、国から示された方法で算

出した。 

公立保育所の減所

及び民間保育園の

増園について 

何故、公立保育所を減所

し、民間保育園を増園す

るのか。 

公立保育所のうち、中央保育所、栄保

育所及び深井保育所については、耐震

対策を平成２７年度に実施したが、施
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設の老朽化は進んでおり、施設整備等

の対応が急務となっている。なお、子

育てに関しては、公立保育所のほか、

学校の給食室の建替え等の必要性が出

てきており、また、学童保育室につい

ては施設の老朽化に伴う中丸学童保育

室等の建替えや利用児童の増に伴う施

設の分割化、そして、公民館等につい

ては改修の必要性があるなど、市の施

設全般について、改善等が必要である

が、財政状況等を考慮すると、ハード

面を全て対策するのは難しい状況であ

るため再編の計画をした。 

また、民間保育園の増園については、

公立保育所の施設の対応について検討

を進める中で民間保育園において認定

こども園への移行希望等があった。建

替えが困難な状況の中、この移行希望

等により、市全体の保育見込量に対す

る保育提供量も確保することができる

とともに、待機児童の発生も回避する

ことが見込める状況となった。このこ

とから、市として民間保育園の増園を

想定して保育量を算出した。 

公立保育所の再編

の時期について 

民間保育園での保育サ

ービスが向上した後、公

立保育所の再編を検討

するべきである。 

中央保育所、栄保育所及び深井保育所

については、施設の老朽化が進んでお

り、施設整備等の対応が急務となって

いる。このため、基本方針案において

民間保育園の保育サービスの向上を図

りつつ、公立保育所の再編を行うこと

としている。 
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深井保育所及び栄

保育所の存続につ

いて 

深井地域では唯一の公

立保育所であり、閉所す

るのは反対。最寄りの公

立保育所まで遠くなる

ので、存続してほしい。 

ただ、深井保育所が閉所

となった場合、他の保育

サービスを検討すると

述べるが、その具体案は

ないのか。例えば、バス

の運行や保育ステーシ

ョンの拡充等の実施は

どうか。 

バスの運行や保育ステーションの拡充

等の提案については、案の一つとして

検討する。 

深井保育所の存続の意

見が多いが、栄保育所の

存続も検討してほしい。 

栄保育所及び深井保育所、併せて検討

する。 

公立保育所及び民

間保育園との格差

対策について 

民間保育園での保育サ

ービスが悪いとするイ

メージがあるようだが

決して悪くない。現に通

園させている。基本方針

により公私格差が改善

されることはいいが、こ

の改善に当たり、中央保

育所を建設する費用を

民間保育園への補助金

に充ててほしい。また、

補助額はどのくらいの

規模となるのか。 

中央保育所の建替えも必要であるが、

民間保育園への補助制度を検討するこ

とも必要である。基本方針が確定した

場合には補助制度の詳細を検討する。

なお、補助額の規模については、未定

である。 


