
仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

（８８件）

1 男 50代 その他

次の理由から、市立こども園の統廃合や民営化は是非進めるべ
きである。
・民営化により運営方針や計画の決定が迅速となるため、待機
児童の早期解消や多様な保育ニーズへの対応が期待できる。
・民営化により、子どもの適性・能力、保護者の考え方に沿っ
た質の高い特色のある教育・保育を受けることが可能となる。
・定員割れや近接に位置しているこども園の統廃合は、市の資
産の無駄をなくし有効活用につながる。
・統廃合や民営化は市の財政負担の軽減となるため、市の発展
向上が大いに期待できる。

-

2 男 - その他
幼稚園から移行した市立こども園のほとんどは必要なく、私立
幼稚園がカバーできると思う。私立幼稚園には市の税金を使わ
なくてもよいので、市にとってもプラスだと思う。

-

3 - - -
市の財政難の解決策として、子どもの保育・教育の質の低下に
なるようなことはすべきでない。（77件）

4 女性 40代 その他
市はなぜ財政難なのか。子どもたちに予算を増幅できない貧困
な政策しかできないのではとても任せられない。この考え方を
責任あるものと認めることは到底できない。

5 男性 40代 会社員
市が保育の責任を放棄し、市の経済的負担をなくすことしか考
えていないように感じる。

6 女性 30代 会社員
目先の財政にとらわれず、子育て環境を整えていくことは、人
口流出ストップなど今後にもよい影響を残す可能性がある。

7 男性 30代 -
コストのことばかりでなく、子どもや保護者、職員のことを第
一に考えてほしい。

8 女性 40代 会社員
子どもの保育・教育に予算を充てることが近年の世論の流れで
あり、国もその方針である。財政難の問題を言うなら、必要の
ない建造物計画の見直しから行うべきである。

9 男性 60代 その他

基本的な考え方には、市の子育てをどうしていくかという真摯
な思考が見受けられない。本来子育てに支出すべき予算をこの
計画によりどれだけ削ってどれだけ他に回すというのか。56園
を半分ほどに減らすような計画は到底承知できない。

10 女性 ５０代 その他
大切な子どもの時代は、国・県・市が責任を持つべきだと思う。お金
のことだけを考え、安くあがるように民間に、という方針案と感じてし
まう。子どもたちのためにお金をかけてほしい。

「静岡市立こども園の配置適正化方針（案）」に対する意見と市の考え方

・今後確实に見込まれる人口減尐に伴い、市全体の財政規模
が縮小していくことが見込まれます。

・このような状況下にあって、老朽化する様々なインフラの
維持・更新に対応していかなければなりません。

・配置適正化の取組は、これからの本市の未来を担う子ども
たちのため、老朽化施設を徐々に解消しながら、それにより
生まれる人材、施設、財源を活用し、今後さらに多様化して
いく子ども・子育て支援ニーズに積極的に対応していくため
に進めるものです。

方針全体に関するもの
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

11 女性 - -
民間活力の活用とあるが、民間に十分な保育のための財源が保
障されているわけではない。こども園なら特に、市の实施責任
はないから、民営化で手放すというのは無責任だと思う。

12 男性 60代 その他

毎年192億円が不足するとの根拠はどこにあるのか。方針の前提
となるアセットマネジメントに疑義がある以上、今回の方針に
は反対である。

・毎年192億円の不足は、平均維持管理経費のこれまでの实績
と今後の見込みの差から算出したものです。

・配置適正化方針は、アセットマネジメントの考え方も当然
考慮したものとなっていますが、それが第一の目的ではあり
ません。

・その根幹となる考え方は、これからの本市の未来を担う子
どもたちのため、民営化や統廃合により生まれる人材、施
設、財源を活用し、今後さらに多様化していく子ども・子育
て支援ニーズに積極的に対応していくために進めるもので
す。

（７６件）

13 女性 60代 その他

市立こども園は市民の宝である。老朽化したら建て替えしてほ
しい。出生率を上げるためには、今の市立こども園は、市の責
任で維持し、さらに市の責任で公立保育所を増やしてほしい。
児童福祉法の精神に立ち返り、国、県、市の責任、優先課題は
何かということだ。保育士（保育教諭）不足の対策として待遇
改善を進めようとしている今、安定した公務員の保育士を減ら
す施策はやめてほしい。

14 - - -

私の地区は要保護家庭が多く、子どもの健全育成を目指すため
には親だけに任せておくことは難しく、また、民間が対応する
にも難しいところがある。市立こども園だからこそ市の子育て
支援課と連携をとり対応することができる。未来を担う子ども
を守っていくためにも、市立こども園の統廃合には反対する。
（２件）

15 女性 60代 その他
教育の営みを指導していくのは公立の役目であり、その削減は
指導体制をさらに弱体化させる。教育委員会とのつながりも強
化してほしい。

16 女性 60代
専業主
婦（夫）

幼児教育が公的教育として保障されることが必要である。公私共に
教育向上の為に切磋琢磨して学び合うためにも、民営化には反対で
ある。今まで積み上げてきた教育成果をより発展させていくためにも
現体制は必要である。

・これまでどおり、認定こども園等により公私立全体で必要
な保育の受け皿を引き続き確保するとともに、教育･保育の質
の向上を図っていくことで、市の責任を果たしていきます。

・また、市立園として存置する園は、各区域の面積、人口、
地勢、区域の成り立ちなどを踏まえ、適正な場所に適正な数
を配置していくことになります。

・私立の認可施設では、一定水準以上の教育・保育が提供さ
れており、さらに、指導監査、各種評価の取組、新規参入施
設への巡回支援により、教育・保育の質の向上に向けた支援
を行っています。

・今後確实に見込まれる人口減尐に伴い、市全体の財政規模
が縮小していくことが見込まれます。

・このような状況下にあって、老朽化する様々なインフラの
維持・更新に対応していかなければなりません。

・配置適正化の取組は、これからの本市の未来を担う子ども
たちのため、老朽化施設を徐々に解消しながら、それにより
生まれる人材、施設、財源を活用し、今後さらに多様化して
いく子ども・子育て支援ニーズに積極的に対応していくため
に進めるものです。

市立園の役割・責任・存在意義に関するもの
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

17 女性 50代 その他
「民間でできるものは民間で」という公的責任を民間に押し付
ける安上がりな政策には反対する。子どもたちの保育は、市の
实施責任で果たしてほしい。

18 女性 20代 会社員

地域の市立こども園に預けたい0,1歳児の子どもたちがいても、
先生がいないから預かりたくても預かれないということを聞い
た。市民の要望があるのだから、市が責任を持って先生を増や
すべきだ。もっとこども園に預けたい家庭が多いと思う。定員
を増やすべきだ。

19 女性 50代 会社員

民間活力＝質の高い保育ではないと思う。期待できる部分もあ
るかもしれないが、民間は最終的に利益を優先させる。民間で
できないものは今後も公的責任を果たすべきではないか。効果
的にお金をかけ、長期的な計画・統計と連動しながら判断する
力、見極める力が求められるように思う。大変なことではある
が、今の市の状況を見極めてほしい。静岡市として他県他市の
ことを知って、よいところは取り入れるとか県内において他市
との連携は必要ないのか。

・配置適正化方針に定める市立園の役割を十分に踏まえ、教
育・保育の需要の変化や待機児童の状況など、今後も長期的
に変動していく状況を見極めながら、計画的に取り組んでい
きます。

20 - - -

市立園が認定こども園に移行する際、市がパブリックコメント
に回答したように、市立園で児童福祉法24条１項２項の保育の
实施責任を果たしてほしい。（57件）

・市立園の認定こども園移行の際のパブリックコメントで
は、「市は、新制度の实施主体として、児童福祉法第24条の
責任（児童が保育を必要とする場合、認定こども園等により
必要な保育を確保するほか、保育所における保育を行う）に
加え、市立の認定こども園の設置者としての責任を持って、
保育責任を果たしていく」としておりますが、これは、市立
園を民営化又は統廃合しても、変わるものではありません。

21 男性 20代 公務員
市立園が災害時に避難所としての役割を果たすのであれば、どの地
域にも必要である。

・災害時の避難所としての役割も求められることから、区域に１～
２園程度は市立園を残そうとするものです。

22 - - -

「子どもの安心・安全の確保、快適な保育空間の提供」は当然であ
る。「施設の維持管理コストの縮減の観点」とあるが、教育はコストが
かかるものである。利益に直結するものではないが、地域の将来を
支える子どもたちへの投資であるということを忘れてはならない。市
の教育実践のモデルとなるこども園については、その実践の積み上
げや文化を守るべきではないか。また、選定の際には、対象となるこ
ども園の設立経緯や歴史、地域の人々のこども園への思いや地域
にとってのこども園の意味なども考慮すべきである。

23 女性 50代 -
市立園は市の保育の基準となる。職員配置、給与、施設整備な
どについても、市立園があるからこそ小規模園でも基準が明確
になることから、基本的な考え方に反対する。

24 女性 30代 公務員 民営化された園に、市としてどのような役割を果たしていくのか。

・これまでどおり、認定こども園等により公私立全体で必要
な保育の受け皿を引き続き確保するとともに、教育･保育の質
の向上を図っていくことで、市の責任を果たしていきます。

・また、市立園として存置する園は、各区域の面積、人口、
地勢、区域の成り立ちなどを踏まえ、適正な場所に適正な数
を配置していくことになります。

・私立の認可施設では、一定水準以上の教育・保育が提供さ
れており、さらに、指導監査、各種評価の取組、新規参入施
設への巡回支援により、教育・保育の質の向上に向けた支援
を行っています。

・市立園を各区域に１～２園程度残すことにより、引き続
き、市立こども園として、ご意見にあるような保育の目標、
基準となるような役割も果たしていきます。

・平成30年度に年間を通じて待機児童を解消するため、現
在、保育の定員増のための施設整備を進めています。

・その後、31年度末からの配置適正化を進めるため、その考
え方の基本となる方針を今から定めようとするものです。
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

25 女性 40代 公務員
民営化するばかりでなく、親自身に子育ての価値を十分に発信し、
必要な情報の提供、伝達を的確に行う役割として公立園の存在を大
切にしてほしい。

26 女性 50代 会社員

公ではお金がかかるというのはまやかしだ。私立園がどれだけ
借金を抱え改装しているか考えてほしい。これだけ待機児童解
消が叫ばれている今、なぜこんな問題を出すのか。民間の園は
市立園が目標であることから、園を減らすことは反対である。

27 女性 30代 会社員

こども園の減尐は、子どもを預けて働こうとする女性の活躍を
抑制し、社会の流れに逆行するものであるため、現状のこども
園の数を維持することを望む。

・市では、平成30年度に年間を通じて待機児童を解消すると
いう目標を掲げており、そのために、現在、私立事業者によ
る施設整備（既存園の定員増、認定こども園への移行、認定
こども園等の新設）を進めています。

・配置適正化のスタートは、31年度末の廃止又は32年度から
の民営化であることから、待機児童解消のための一連の施設
整備の後となります。

・市立こども園の統廃合は、地域の教育・保育の需要に周辺
の園で対応できることが見込まれることが前提であり、女性
の活躍の抑制につながるとは考えていません。

28 女性 50代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

統廃合によって地域のこども園等の数が減り、保護者の選択肢が少
なくなるのは良くない。小規模でも魅力ある園が点在している方が保
育の質の向上にもつながると考える。

29 女性 30代 公務員
市立園が今ある場所からなくなってしまうこと自体、子育て世
代の家庭にとって多方面に渡り大きな負担となる。子育てしや
すいまちをうたっている自治体がとるべき方針ではない。

30 女性 -
専業主
婦

「民間だけでは対応が難しいニーズへの対応」で市街地と山間
地について書かれているが、それ以外の地域でも行政の支援が
必要な場合があると思う。統廃合された地域において子育て世
代の方々が住みにくいと思わないような対応を希望する。

31 女性 20代 公務員
山間部は人口の流出が加速し、子どもの数が減少している。その中
で市立園を廃止したら、ますます山間部の人口減少に拍車がかかる
ため、市立園の数を減らさないでほしい。

・平成30年度に年間を通じて待機児童を解消するため、現
在、保育の定員増のための施設整備を進めています。

・統廃合の場合には、こども園の数は減ることになります
が、近隣の園の配置や統廃合後の受入見込みなどを十分に勘
案した上で、対象園を決定します。

・市立園を各区域に１～２園程度残すことにより、引き続
き、市立こども園として、ご意見にあるような保育の目標、
基準となるような役割も果たしていきます。

・平成30年度に年間を通じて待機児童を解消するため、現
在、保育の定員増のための施設整備を進めています。

・その後、31年度末からの配置適正化を進めるため、その考
え方の基本となる方針を今から定めようとするものです。

・山間地では、民間事業者の参入が見込まれず、近隣に代替
園も存在しないことから、市が責任を持って教育・保育を提
供するとしています。

・また、山間地でなくとも、近隣の代替園の有無など当該区
域の個別の状況を十分に考慮した上で、市立としての存置の
必要性を判断します。
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

（７３２件）

32 - - -

市立園では、発達障害者支援センターと連携の元、子どもの発
達を支援する職員配置基準を決める制度があり、専門的スキル
を持った保育教諭が各園に配置され、統合保育が行われてい
る。また、子育て困難家庭に対して公的専門機関との連携した
支援がシステム化されている。こうした体制を持ち備えた市立
こども園は、全ての地域に必要である。（718件）

33 女性 - -

市立園の役割は重要であり、方針案以外にも、障がい児保育や
支援の必要な家庭の受入など、公立だからこそできる教育・保
育を实施してほしい。配置適正化は待機児童数だけで考えるの
ではなく、適正規模と地域に必要な役割を担う施設が適正に配
置されることが、市民の安心につながると思う。

34 男性 60代 その他

私立保育園で特別な支援が必要なこどもの受入れが難しいの
は、十分な人的配置が行われていないからである。各区域１～
２か所に特別な支援が必要な子どもをふるい分けるのではな
く、どの園でも特別な支援を实施できるようにすべきである。
市立園の担うべき役割のひとつとして特別支援保育を挙げるこ
と自体はよいが、民営化する園では特別支援を实施しなくても
よいという考え方には反対である。

35 女性 20代 公務員
私立園が障害児を受け入れないのであれば、市立園は統合保育で
はなく療育にならないか。市立園ならではのしっかりした研修を受け
た上での統合保育、質の高い保育を守らなくてもよいのか。

36 女性 40代 公務員
私立園には健常児、市立園には障害児・子育て困難家庭の子と区
別するのは差別にならないか。市立園が培ってきた保育力の維持に
努めるべきである。

37 - - -
障害児保育や子育て困難家庭への支援等、公立でなければできな
いことは多い。今の体制より低下させないでほしい。（４件）

38 - - -

市立園の統廃合が進んでいくと、障害児を受け入れる園が少なくな
り、統合保育というよりも障害児保育となってしまったり、支援を必要
とする子の行き場もなくなったりする可能性がある。統合保育がなく
ならないよう、統廃合は考え直すべきである。（３件）

・発達支援を含む障がい児の支援については、公私立園での
受入れのみならず、通所施設の整備等を検討していく必要が
あります。

・市立園だけに受入れが偏り通常の保育に支障を来すことの
ないよう、私立園や民営化する園への受入れが進むよう支援
していきます。

障がい児・統合保育に関するもの
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

39 - - -

「市街地等では、特別な支援を要する子どもへの支援、子育て困難
家庭への支援、保健福祉センター等他の公的機関との連携など」と
あるが、現在でも多くの市立園では対応が難しいケースの幼児を受
け入れていると思う。民営化・統廃合が進むと、さらに市立園に難し
いケースの幼児の割合が高まることが予想される。保育者の加配に
より、一対一の対応はできるかもしれないが、インクルージョンを基
本とした望ましいクラス経営を行っていくことは難しいのではないか。
せめて特別支援の専門家から適正人数の目安を示してもらい、民営
化・統廃合の施設数を検討していくことが重要だと思う。

40 女性 ５０代 公務員

市は市立全園をこども園にしたが、それにより在園時間が異なる子
どもがいることでかえって大変になったと聞いた。案にもあるように民
間でできないことは行政で担ってほしい。中山間地だけでなく、民間
が営利のため、損をしないために撤退することもあるだろうから、特
に特別支援が必要な子どもやその保護者を支えるためにも数多くの
市立園を残してほしい。

41 女性 40代 公務員
支援を必要とする親子への対応の質の向上のために、より一層職員
に研修の機会を与えてほしい。

（３３件）

42 - - -
公立こども園が担うべき教育・保育・子育て支援を民営化していくこと
は、静岡市の子どもたちの保育や教育を衰退させることになる。（17
件）

43 女性
70代
以上

専業主
婦

私立園ではトラブルが多く不安で預けたくないという理由で、
親や子どもが公立園を希望していると耳にする。市立こども園
がなくなれば、そのような家庭の子供たちは今後どのようにす
ればよいのか。

44 女性 60代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

民営化には反対。保育内容、保育従事者、栄養・月齢を考えた
給食、保育室の広さなど、正しい目で管理できる市立園が必
要。

45 - - -

老朽化園の建替えはよいが、民営化すると教育の質が落ちるの
ではないかという不安がある。統廃合については、尐ない人数
でもその園を必要としている人がいる限り反対である。子育て
世代のお母さん方にとって、こども園はとても大切だと思う。
（４件）

46 女性 40代 公務員
公立で質の維持をしなくて、静岡市を背負う人材を育てていくことは
困難である。市立こども園を減らすこと及び民間活力の活用には反
対。

・発達支援を含む障がい児の支援については、公私立園での
受入れのみならず、通所施設の整備等を検討していく必要が
あります。

・市立園だけに受入れが偏り通常の保育に支障を来すことの
ないよう、私立園や民営化する園への受入れが進むよう支援
していきます。

・認定こども園を始めとする教育・保育の認可施設は、市
立・私立を問わず、それぞれ定められた基準に基づき適切に
運営されています。

・民営化する場合には、引き続き幼保連携型認定こども園と
して運営することから、事業者は、社会福祉法人又は学校法
人に限られます。

・運営事業者の決定に当たっては、その適格性等について外
部有識者の意見を踏まえて選考します。

・民営化後は、指導監査、各種評価の取組、新規参入施設へ
の巡回支援により、教育・保育の質の向上に向けた支援を
行っていきます。

・また、私立園には、市が实施する研修への参加を引き続き
促すなどして、教育・保育の更なる質の向上を図っていきま
す。

教育・保育の質に関するもの
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

47 女性 30代 公務員
市立園は、様々な研修、経験を積んできた人材の宝庫であり、静岡
市の教育の土台を支えていると言えるのではないか。民営化を進め
ることで、教育の質が確保されるのか。

48 女性 30代 会社員

民営化や統廃合により、保育の専門性が欠け、預ける側の保護
者のニーズに合わないのではないか。安心して子育てするに
は、統廃合よりも保育士確保や専門性の向上など子どもにも親
にも大切なことがあると思う。福祉を財政の問題につなげない
でほしい。

49 女性 40代 会社員

地域の子どもたちの成長を保障していくのは市の役目だと思
う。市立こども園の先生は研修が多く子どもの教育のことを勉
強しているが、私立園では、本当に子どもたちにとっていい教
育をしているところと、そうでないところ、親にとって都合の
いい園になっているところがあると聞く。市立園を減らしすぎ
ず、地域に残しておくべきだと思う。

50 - - -
民間だと経営が大変である。また民営化により保育環境に差が
出たり、質が落ちたりするのではないか。（２件）

51 女性
70代
以上

専業主
婦

民間の園が多くなると、子どもを使ってのビジネスになってし
まうことが考えられる。親がどんどん子どもを預けて、子ども
と離れてしまわないかと思う。

52 男性 60代 その他
民営化は様々なところで行われているが、商業主義の中で、保
育士の待遇が悪化し、施設が整備されず、子どもたちへの保育
サービスと安全が低下しないか懸念される。

53 女性 30代
専業主
婦

私立の園は多尐利益を求めるところがあるので、心配なこども
に対して対応が十分でない点がある。その点、公立の園は研修
がしっかりしていて安心だと感じた。ただ、現状ではこども園
として中途半端だとも感じている。

54 男性 60代 自営業
保育内容がチェックできるシステムを作ってから民間活力の活
用を考えてほしい。

（７２９件）

67 - - -

市立園を14区域ごと１～２園に減らすという方針はおかしい。市民は
待機児童の解消と施設の拡充を求めているため、現在の市立園の
規模を維持し、必要な地域に市立こども園の建替え、更新工事をす
べきである。（727件）

68 女性 - -
静岡市を14区域に分けるというが、どのような基準で区切っているの
か。人口の推移を踏まえ、必要な区域では新築することも必要では
ないか。

区域設定・市立存置園に関するもの

・市子ども・子育て支援事業計画に記載のとおり、１４区域は、地
勢を踏まえつつ、既存の教育・保育施設の有効活用の観点、教
育・保育の需給のバランスの確保の観点から検討し、静岡市子ど
も・子育て会議での協議及びパブリックコメント手続を経て決定し
たものです。

・平成30年度に年間を通じて待機児童を解消するため、現在、私
立事業者による施設整備を進めています。

・その後、配置適正化の取組により、区域の教育・保育のニーズ
に応じて、公私立合わせた全体としての受入枠を適切なものとし
ていきます。

・市立として残す園については、区域の人口、面積、地形なども考
慮した上で決めていく必要があることから、１～２園程度と幅を持
たせた数としています。

・認定こども園を始めとする教育・保育の認可施設は、市
立・私立を問わず、それぞれ定められた基準に基づき適切に
運営されています。

・民営化する場合には、引き続き幼保連携型認定こども園と
して運営することから、事業者は、社会福祉法人又は学校法
人に限られます。

・運営事業者の決定に当たっては、その適格性等について外
部有識者の意見を踏まえて選考します。

・民営化後は、指導監査、各種評価の取組、新規参入施設へ
の巡回支援により、教育・保育の質の向上に向けた支援を
行っていきます。

・また、私立園には、市が实施する研修への参加を引き続き
促すなどして、教育・保育の更なる質の向上を図っていきま
す。
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

69 女性 60代 その他

市立園を各区域１～２園程度とあるが、人口など違うと思われ
るのにそれとの整合は考えているのか。

72 - - -

民営化により市立園の職員が入れ替わる。子どもたちの環境が
変化しこどもへの負担が大きくなることは、保育の質が低下す
ることになることから、当面の取組の進め方に反対する。（29
件）

73 女性 30代
専業主
婦

こども園になって尐しは便利になったのに閉園となると、子ど
もの心のケアや親の送迎時間、私立園への転園による経済的不
安など大問題だ。閉園になった場合、公立への転園を確实にし
てくれるのかなどアフターフォローがあるかないかで違ってく
る。

（１６件）

74 - - -
保護者の求める休日・夜間保育、開園時間延長などは、充分な
財政保障が必要であり、市立園が公的責任として行ってほし
い。（15件）

75 女性 50代 会社員

休日・夜間保育など多様なニーズを民間が担うことで市の財政
負担は尐なくなるかもしれないが、その分、民間や利用者の負
担が増えるのは間違いない。そのために利用ができない状況や
人的配置ができない状況も出てくる。市が責任を持って運営す
べきと考える。

（３件）

70 - - -
配置適正化の過程により生まれる人材、施設、財源を活用する
としているが、具体的にどのように活用するのか。（２件）

71 女性
３０
代

会社員
民営化により得られる予算の分を保育士の処遇改善のため、独
自に予算を組んでほしい。

・夜間保育や休日保育など地域によってニーズに差がある事
業については、民間による効果的な取組が期待されます。

・民間事業者の实施に関する意向を把握し、ニーズの高い地
域での实施が促進されるよう、取り組んでいく必要があると
考えています。

在園児への配慮に関するもの

休日・夜間保育に関するもの

配置適正化の効果に関するもの

・正規職員比率の向上などを通じた教育･保育や子育て支援
サービスのさらなる充实、発達支援など他用途への建物活
用、拡大･多様化する子ども・子育て支援施策への効果的な財
源配分などにより、子どもをより産み育てやすい環境を整備
していきます。

・市子ども・子育て支援事業計画に記載のとおり、１４区域は、地
勢を踏まえつつ、既存の教育・保育施設の有効活用の観点、教
育・保育の需給のバランスの確保の観点から検討し、静岡市子ど
も・子育て会議での協議及びパブリックコメント手続を経て決定し
たものです。

・平成30年度に年間を通じて待機児童を解消するため、現在、私
立事業者による施設整備を進めています。

・その後、配置適正化の取組により、区域の教育・保育のニーズ
に応じて、公私立合わせた全体としての受入枠を適切なものとし
ていきます。

・市立として残す園については、区域の人口、面積、地形なども考
慮した上で決めていく必要があることから、１～２園程度と幅を持
たせた数としています。

・民営化に際して、在園児が新しい園の環境に自然に慣れる
よう、引継ぎ保育の期間を設けます。

・閉園に伴う転園に当たっては、できる限り優先的に転園で
きるように配慮します。
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

（３８件）

55 - - -
拙速すぎる計画はやめ、直接保護者に説明し、充分な議論を重
ねた上で計画を決定してほしい。（24件）

56 女性 30代 公務員
方針（案）の公表が急すぎる。方針を理解し、準備する時間が必要な
ため、計画実施を数年後にずらすべきである。

57 女性 40代 公務員
園で働く職員の声を聞き取り、慎重に対応し、子どもに軸足をおいた
保育環境を保障してほしい。

58 女性 40代 会社員

市立園の認定こども園移行時にも感じたが、進め方が一方的で
ある。当事者である保護者や職員の声を聞いてほしい。民営化
すれば、採算が優先され、園の存廃が一方的に進められること
を危惧する。

59 - - -

市立園のこども園移行後の教育・保育について「質の高い幼児期の
教育・保育」という視点から検討したのか。移行して１年経過していな
いこの時期に、拙速すぎるように感じる。まずは①PDCAサイクルに
基づいた保育実践の質の検討、②人的環境、物的環境など保育環
境の質、③労働環境の質について、現こども園を検証し、実態を明ら
かにすることを希望する。アセットマネジメントを理解していないわけ
ではないが、将来を担う子どもたちの教育については時間をかけて
検討してもよいのではないか。

60 女性 60代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

こども園になり、先生も増やし、看板も替えてお金をかけたの
に、すぐ変更するのは残念だ。

61 - - -
待機児童の問題も解決していないのに、教育・保育から削減し
ていくのはおかしい。（４件）

62 男性 50代 会社員

配置適正化はいいと思うが、待機児童がゼロになってからやら
なければ市民の負担が多くなることから、現時点での適正化に
は反対する。また、尐人数のこども園がある一方で、入りきれ
ないこども園もあるので、そこのところも考えてほしい。

63 女性 50代 公務員

地域によって差はあるものの、まだ待機児童が多いというのが現状
であるため、待機児童解消のための策を最優先に考えるべきであ
る。入所希望児童が多くいる中で、受け入れる施設を減らすことに違
和感を感じる。

64 女性 20代 公務員
市立園を急に減らすと待機児童が増え、子どもとその保護者にも負
担が増えてしまう。子どもの数や状況に合わせて園を減らしていけば
良いのではないか。

65 女性 40代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

安易な民営化は、将来のこどもの数やその先のことも考えてい
ない行動だと思う。

・市では、平成30年度に年間を通じて待機児童を解消という目標
の達成に向けて、現在、私立事業者による施設整備（既存園の定
員増、認定こども園への移行、認定こども園等の新設）を進めてい
ます。

・民営化や統廃合の実施は、待機児童解消に向けた一連の施設
整備後となります。

・民営化等の実施までに数年間の準備期間を要することから、今
から計画を策定し、進めていくものです。

・対象園の選定に際して、老朽度合のほか、近隣園の配置や施設
の利用状況などを慎重に検討します。

・配置適正化の取組は、これからの本市の未来を担う子どもたち
のため、それにより生まれる人材、施設、財源を活用し、今後さら
に多様化する子ども・子育て支援ニーズに積極的に対応するため
に進めるものです。

・待機児童については、平成30年度に年間を通じた解消を目
指し、現在、民間の施設整備を集中的に進めています。

・今回の配置適正化方針は、平成19年度から進めてきた保育
所適正配置・民営化の取組を引き継ぐものとして、新たに方
針を策定し、計画的に实施していこうとするものです。

・静岡市立幼稚園・保育所移行方針（平成26年２月策定）に
配置適正化の考え方を示しており、これも踏まえて、静岡市
子ども・子育て会議での意見及び市民からの幅広い意見を聴
きながら策定します。

・具体的な対象園の決定に当たっては、保護者を始めとする
関係者に丁寧に説明していきます。

・具体的な対象園を本年度中に周知しても、在園児への配慮
や事務的準備期間の関係から、实際に民営化又は廃止するの
は31年度末となるため、今から計画を策定し、進めていくも
のです。

策定スケジュール・手続に関するもの
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

66 女性 ３０代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

自分の周りには保育園に落ち、幼稚園へという友達がけっこういる
ので、何よりも早くこども園を増やしてほしい。働きたくても働けない
ママがたくさんいる。

（２５１件）

76 男性 30代 公務員

民営化に伴いこども園が増えていくと、園の特色やサービスが
ある園に子どもが集中する一方で、人気のない園はサービスが
低下したり、地域に必要な場所に設置されないなど保育の公平
性が崩れる。实施するなら、市の設置基準を作り、満たす園を
認可すべきではないか。

77 男性 60代 その他
こども園の数を増やすために、認定基準の引き下げなどが行わ
れた場合、静岡市のイメージがダウンし、「子育てしやすいま
ち第１位」にも逆行することになるのではないか。

78 女性 50代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

総資産量の適正化で総延床面積の20％を削減するとあるが、保育
スペースが今まで以上に狭くなってしまわないか。子どもにとっても
落ち着いた保育が確保されるか疑問である。

79 女性 20代 会社員

統廃合・民営化により園の教育方針が変わってしまうため、基
本的考え方に反対する。

・民営化後も、引き続き幼保連携型認定こども園として運営
していきます。

・また、民営化後の事業者に対しては、引継ぎ期間も利用す
るなどして、これまでの市立こども園の教育方針も理解して
いただいた上で適宜承継されるよう努めます。

80 女性 40代 会社員

民営化により保育士の雇止めがあり若い保育士ばかりになり、
経験のある保育士が続けられないのではないかと心配である。
民営化により保育士不足の解決に結びつくのか。削減経費が問
題解決に使われるとは思えない。

81 女性 - -
市立園が民営化されると、新たに休日・夜間保育の実施等で労働条
件が過酷になり、保育士不足に拍車がかかると考えられる。

82 男性 20代 公務員

市立園の統廃合により職員の雇用が保障されるとは思えない。ま
た、保護者の様々なニーズに応えることも大事だが、保育者の負担
が増加してしまう。

・正規職員の雇用は、保障されます。

・統廃合により、保育者の負担がこれまでより増加することは想定
されません。

・現在も、幼保連携型認定こども園の設備や運営に関する基
準に基づき、適正に認可をしていおり、こども園の数を増や
すために、認可・認定基準を変更することはありません。

・民営化に伴い事業者を決定するに当たっては、適格性等に
ついて外部有識者の意見を踏まえて選考します。

・民営化に際しての設置場所については、現在の市立園の場
所で引き続き運営していただくことになります。

・総資産量の削減とは、民営化等を通じて、市有財産全体を
減らすものであり、各園の延床面積を一律に減らすものでは
ありません。

・子ども一人当たりの面積基準も当然そのままであることか
ら、保育環境はこれまでどおり確保されます。

・保育士不足は全国的にも深刻な問題であり、市保育士・保
育所支援センターを始め、引き続き対応していきます。

・市では、平成30年度に年間を通じて待機児童を解消という目標
の達成に向けて、現在、私立事業者による施設整備（既存園の定
員増、認定こども園への移行、認定こども園等の新設）を進めてい
ます。

・民営化や統廃合の実施は、待機児童解消に向けた一連の施設
整備後となります。

・民営化等の実施までに数年間の準備期間を要することから、今
から計画を策定し、進めていくものです。

・対象園の選定に際して、老朽度合のほか、近隣園の配置や施設
の利用状況などを慎重に検討します。

・配置適正化の取組は、これからの本市の未来を担う子どもたち
のため、それにより生まれる人材、施設、財源を活用し、今後さら
に多様化する子ども・子育て支援ニーズに積極的に対応するため
に進めるものです。

その他
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

83 男性 20代 公務員

静岡市が子育てしやすい街第１位になれた要因のひとつとして、認
定こども園移行数１位ということが挙げられる。移住者にとっては、市
立こども園を目当てにしてくる方もいるため、民営化するのではなく、
建替え・設備の更新をする方が静岡市のためにならないか。

・民営化後も、引き続き幼保連携型認定こども園として運営されま
す。

・認定こども園を始めとする認可の教育・保育施設は、市立・私立
を問わず、それぞれ定められた基準に基づき適切に運営されてい
ます。

84 女性 40代
ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

私立幼稚園にこども園移行を勧めておきながら、今度は市立園を民
営化するなど、市の考えがわからない。

・認定こども園は、保護者の就業等の家庭の状況などにかかわら
ず、幼児期の教育・保育を受けることができることから、市立全園
を認定こども園に移行させたとともに、私立園からの移行を推進し
ています。

・この趣旨から、市立こども園の民営化後も、引き続き幼保連携型
認定こども園として運営していこうとするものです。

85 男性 50代 公務員

市立全園のこども園移行の際、教育の質を落とさないようにと求めら
れたが、勤務シフトや元保育園勤務者が多数を占めることなどから、
時間的にも研修機会が十分確保できていないのが現状のようであ
る。「０～５歳の定員を有する市立園を配置」とは、「元保育園を残
し、元幼稚園を廃止する」と読み取れる。また、そうでなくても、教育・
保育の質の向上は、今後さらに求められる事柄だと思われるし、行
政としても市民に積極的に訴えるべきことかと考えられる。「教育・保
育サービスの向上」は、子ども支援ではなく、子育てする保護者支援
の発想である。市の未来を支える子ども本位の計画として進めてほ
しい。

86 - - -

サービスとは誰に対してのサービスか。保育・教育にサービスという
言葉を使用することには抵抗を感じる。こども園は、保護者への子育
て支援という役割もあると思うが、子どもの健全な成長や発達を支援
する場である。多様なサービスの例に「休日・夜間保育の実施や開
園時間の延長」があるが、まずは子育て世代の働き方を社会全体で
考え、支援していくことこそ、本来の子育て支援ではないか。民営化
に伴い、いわゆる「サービス」の過当競争激化し、子どもが置き去り
にされてしまうことを懸念する。

・御意見を参考とさせていただくとともに、引き続き子ども目線を大
切にしつつ、子どもと子育てをする親を支援していきます。
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仮№ 性別 年齢 職業 意見の内容 対応

87 女性 60代 その他

尐子高齢化が加速し園児数の増加が見込めない中、既存施設を
子どもと高齢者の複合施設、児童館、交流センター等に建て替
えていくことが望ましい。安心して子育てができる環境が身近
にあれば、人口流出・尐子化にも歯止めがかかる。園児数の増
加が見込めないというのではなく、施設を整備することで入園
希望者を増加させるという考え方はできないか。幼児教育は人
格形成の基礎を培う重要な時期である。今のうちに、幼児教育
に先行投資をして、静岡市へのふるさと意識を高め、静岡市を
愛し、大切にする子どもたちを育ててほしい。

88 男性 ４０代 会社員
園舎の建替えのほうが園児にとっても良い環境、施設となるのは間
違いないが、耐震補強工事やその他の工法での老朽化への対処が
必要と思う。

89 男性
70歳
以上

ﾊﾟｰﾄ･ｱ
ﾙﾊﾞｲﾄ

団地の中にこども園の設置を望む。小学校を統合して空き小学校を
こども園として用いたりして待機児童をゼロとしてはどうか。

90 女性 30代 会社員
小中一貫という方針に関連して、こども園も同じ建物の中に置
いて、子ども・子育て支援を充实させてはどうか。

91 女性 60代 その他
施設を解体した場合、公園にするなどして東海地震が起きたと
きなどの仮設住宅用地として確保してはどうか。計画を進める
にあたっては、自治会との協議を十分に行い進めてほしい。

92 - - -

久能こども園の廃止には絶対に反対である。
久能は山間地ではないが、民間事業者の参入が見込まれるとは
考えにくい。
久能こども園では地域と関わる行事も多く、地域の方々が一緒
に子どもたちを育てている。耐震性能も問題なく地域の防災と
しても重要である。財源確保のために統合の考え方もあるが、
そこでしかできない保育もある。仮に久能こども園が廃止にな
れば、学区の尐子高齢化・過疎化が急速に進行してしまい、地
域社会が維持できなくなる。久能小学校に移転して存続させる
方法もある。（235件）

・個別の園については、毎年度２～３園程度を公表し、進め
ていくこととしており、現時点で具体的な対象園は決まって
いません。

・選定に当たっては、建物の老朽化度合、利用状況、保育の
量の整備見込み、待機児童の状況、その他個別の事情を総合
的に勘案したうえで、保護者を始めとする関係者に丁寧に説
明していきます。

・統廃合後の土地･施設の取扱については、基本的に解体・処
分しますが、施設の状態により、必要に応じて他用途への転
用も検討します。

・また、小学校施設との統合など統廃合の手法については、
各施設の個別の状況を踏まえ、検討する必要があると考えて
います。

・個別の対象園の決定に当たっては、保護者や地元自治会と
の協議を経て進めていきます。

・教育・保育施設を適切に整備することにより、さらに子育
てをしやすいまちを目指し、ひいては人口流出・尐子化の傾
向にも歯止めをかけていきたいと考えています。

・配置適正化の取組は、その实現に向けて、限りある人的・
物的・金銭的資源を将来に渡って有効に活用していくための
ひとつの手段です。
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