
「（仮称）大分市幼児教育・保育振興計画」及び「（仮称）大分市立幼稚園及び保

育所の在り方の方針」の策定にかかる経過報告 

 

１．大分市幼児教育の振興並びに市立幼稚園及び保育所の在り方検討委員会について 

（１） 検討委員会設置の目的 

現行の大分市幼児教育振興計画（計画期間：H21～H30）の最終年度を迎えるにあた

り、本市における幼児教育・保育の振興並びに市立幼稚園と市立保育所の役割や在り

方、幼保一元化等について検討し、(仮称)大分市幼児教育・保育振興計画(案)、およ

び（仮称）大分市立幼稚園及び保育所の在り方の方針(案)を策定するため、大分市幼

児教育の振興並びに市立幼稚園及び保育所の在り方検討委員会を設置する。 

 

【委員会の所掌事項】 ＝設置要綱第２条＝ 

(1) 本市の幼児教育の振興に関すること 

(2) 市立幼稚園及び保育所の今後の在り方に関すること 

(3) その他市長が必要と認める事項 

 

（２）当該検討委員会委員の構成 

本市の子ども・子育て会議委員、前回の幼児教育振興検討委員会委員及び他都市に

おける同様の委員会の構成委員等を参照し、学識経験者、小学校、幼稚園、保育所等

の代表者（教育・保育関係者）に加え、市民団体や保護者の代表、並びに庁内関係部

長による計 18 名の構成としている。 

氏  名 分  野 所属等 

仲嶺 まり子 学識経験者 別府大学短期大学部学長 

別木 達彦 学識経験者 大分大学大学院教育学研究科 教授 

越智 芳子 学識経験者 大分療育センター児童発達支援センターこじか園園長 

梅村 優子 小学校関係 大分市小学校長会 

大津 康司 幼稚園関係団体 大分市私立幼稚園連合会 会長 

秦 昭二 保育所関係団体 大分市保育協会 会長 

渕野 二三世 認定こども園関係団体 大分県認定こども園連合会 副会長 

秋篠 京子 幼稚園関係 大分市公立幼稚園会代表者 

阿南 妃佐美 保育所関係 大分市公立保育所所長代表者 

小栁 義明 市民団体 大分市自治委員連絡協議会 幹事 

吉賀 梢 幼稚園関係団体 大分市公立幼稚園ＰＴＡ連合会 会長 

廣瀬 菜美子 幼稚園関係団体 大分市私立幼稚園ＰＴＡ連合会代表者 

中島 江理 保育所関係者 大分市公立保育所保護者代表者 

伊東 史子 公募委員 市民代表 

新名 香織 公募委員 市民代表 

増田 真由美 庁内関係部局長 大分市教育部長 

江藤  郁 庁内関係部局長 大分市福祉保健部長 

重石 多鶴子 庁内関係部局長 大分市子どもすこやか部長 

報告事項５ 



２．

 

２．新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

基本的な

１．

２．

３．

４．

５．

６．

基本

１豊かな人間性の創造

２個性豊かな文化・芸術の創造と発信

３スポーツの振興

４国際化の推進

大分市

基本理念：

６つの基本

基本方針１

・重点

・重点施策

・重点施策

・重点施策４

基本方針２

基本方針

基本方針

基本方針

基本方針６

・夢や希望を持ち「

・郷土に誇りを持ち

む 心豊かな

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

基本的な政策

１．健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

２．豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

３．安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

４．にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

５．将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

６．自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

基本施策 

豊かな人間性の創造

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興

国際化の推進

大分市教育ビジョン

基本理念：豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

基本方針

方針１ 生きる力をはぐくむ学校教育の充実

重点施策１

重点施策２

重点施策３

重点施策４

方針２ 子どもたちの学びを支える教育環境の充実

基本方針３ 社会教育の推進と生涯学習の振興

基本方針４ 個性豊かな文化・芸術の創造と発信

基本方針５ スポーツの振興

方針６ 人権を尊重する

や希望を持ち「

に誇りを持ち

豊かな大分市民

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

笑顔かがやく

～いきいき

個別計画

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

政策 

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

 

豊かな人間性の創造

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興 

国際化の推進 

教育ビジョン

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

方針と２２の重点施策

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

１ 生きる

２ 学校の

３ 個に応じた教育活動の充実

重点施策４ 幼児教育の充実

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興

人権を尊重する

≪目指す人間像

や希望を持ち「生きる

に誇りを持ち 生涯を通じて

大分市民 

基本理念

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

≪めざす

笑顔かがやく たくましい

～いきいき のびのび

計画 

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

大分市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

豊かな人間性の創造・・・・・・・・

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

 

分野別計画

教育ビジョン 2017

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

の重点施策

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

生きる力をはぐくむ教育活動

の創意工夫による教育の

個に応じた教育活動の充実

幼児教育の充実

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興 

人権を尊重する社会

目指す人間像

生きる力」をはぐくむたくましい

生涯を通じて

 

基本理念 

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

めざす子ども像

たくましい

のびのび  

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

大分市総合計画

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

・・・・・・・・

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

別計画 

（仮称）

2017（Ｈ29

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

の重点施策 

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

力をはぐくむ教育活動

創意工夫による教育の

個に応じた教育活動の充実

幼児教育の充実（※）

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

社会づくりの推進

目指す人間像≫ 

力」をはぐくむたくましい

生涯を通じて 自ら学び生きがいをはぐく

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

像≫ 

たくましい 大分っ子

  すくすく～

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

総合計画 

≪都市像

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

・・・・・・・・ 

個性豊かな文化・芸術の創造と発信 

①

②

③

（仮称）大分市

9～36 年度

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

力をはぐくむ教育活動の

創意工夫による教育の充実

個に応じた教育活動の充実 

） 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興 

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

づくりの推進 

 

力」をはぐくむたくましい子ども

学び生きがいをはぐく

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ 

大分っ子 

すくすく～ 

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

 おおいた創造ビジョン２０２４

都市像≫  

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむまちづくり（教育・文化の振興）

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

① 生きる力をはぐくむ学校教育の充実

② 子どもたちの学びを支える教育環境の充実

③ 社会教育の推進と生涯学習の振興

大分市幼児教育

年度） 

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

の推進 

充実 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

 

個性豊かな文化・芸術の創造と発信 

 

子ども 

学び生きがいをはぐく

 

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

おおいた創造ビジョン２０２４

  笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

まちづくり（教育・文化の振興）

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保）

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興）

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全）

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

幼児教育・保育

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ 

 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実 

学び生きがいをはぐく

乳幼児期

基本方針１

 ・重点施策

基本方針２

・重点施策、具体的な取組み

基本方針

・重点施策、具体的な取組み

基本方針

・重点施策、具体的な取組み

基本方針５

・重点施策、具体的な取組み

整合

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

おおいた創造ビジョン２０２４

笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

まちづくり（教育・文化の振興）

安全・安心を身近に実感できるまちづくり（防災安全の確保） 

にぎわいと活力あふれる豊かなまちづくり（産業の振興） 

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成）

自然と共生するうるおい豊かなまちづくり（環境の保全） 

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

・保育振興計画

期の教育・保育

方針１ 乳幼児期の

・重点施策、具体的な取組み

方針２ 幼稚園教員・保育士等の資質

・重点施策、具体的な取組み

基本方針３ 円滑な接続に向けた幼保小の連携の

・重点施策、具体的な取組み

基本方針４ 家庭や地域

・重点施策、具体的な取組み

基本方針５ 市立

・重点施策、具体的な取組み

整合・連携 

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

おおいた創造ビジョン２０２４

笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

まちづくり（教育・文化の振興）

 

将来にわたって持続可能な魅力あふれるまちづくり（都市基盤の形成） 

５つの

基本

基本

基本方針

基本方針

基本方針

生きる力をはぐくむ学校教育の充実

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

計画（Ｈ31

の教育・保育の基本

乳幼児期の

、具体的な取組み

幼稚園教員・保育士等の資質

・重点施策、具体的な取組み

円滑な接続に向けた幼保小の連携の

・重点施策、具体的な取組み

家庭や地域

・重点施策、具体的な取組み

市立施設と私立

・重点施策、具体的な取組み

 

※

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて

おおいた創造ビジョン２０２４ （Ｈ

笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上）

まちづくり（教育・文化の振興） 

 

大分市

基本理念

５つの基本

基本方針１

基本方針２

基本方針３

基本方針４

基本方針５

生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興 

31～40 年度

基本方針及び重点施策

乳幼児期の教育・保育の充実

、具体的な取組み 

幼稚園教員・保育士等の資質

・重点施策、具体的な取組み 

円滑な接続に向けた幼保小の連携の

・重点施策、具体的な取組み 

家庭や地域社会と連携した教育・保育の充実

・重点施策、具体的な取組み 

と私立施設

・重点施策、具体的な取組み 

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

の基礎をはぐくみます。

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

※幼児教育の充実

新たな幼児教育・保育振興計画の位置づけについて 

（Ｈ28～36

笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市

健やかでいきいきと暮らせるあたたかさあふれるまちづくり（市民福祉の向上） 

大分市教育

基本理念：豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

基本方針 

方針１ 生きる力をはぐくむ学校教育の充

方針２ 子どもたちの学びを支える教育環境の充実

３ 社会教育の推進と生涯学習の振興

４ 個性豊かな文化・芸術の創造と発信

５ スポーツの振興

子どもたちの学びを支える教育環境の充実  

年度） 

及び重点施策

教育・保育の充実

 

幼稚園教員・保育士等の資質

 

円滑な接続に向けた幼保小の連携の

 

と連携した教育・保育の充実

 

施設の連携推進と振興

 

①

②

③

④

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

の基礎をはぐくみます。

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

幼児教育の充実

36 年度） 

笑顔が輝き夢と魅力あふれる未来創造都市 

教育大綱 

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興

及び重点施策、具体的な取

教育・保育の充実 

幼稚園教員・保育士等の資質の向上

円滑な接続に向けた幼保小の連携の

と連携した教育・保育の充実

の連携推進と振興

①生きる力をはぐくむ教育活動の展開

②学校の創意工夫による教育の充実

③個に応じた教育活動の充実

④幼児教育の充実

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

の基礎をはぐくみます。 

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

幼児教育の充実 （教育ビジョン抜粋

 

 （Ｈ28～

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

スポーツの振興 

、具体的な取組

の向上 

円滑な接続に向けた幼保小の連携の推進 

と連携した教育・保育の充実

の連携推進と振興 

生きる力をはぐくむ教育活動の展開

学校の創意工夫による教育の充実

個に応じた教育活動の充実

幼児教育の充実

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

 

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

教育ビジョン抜粋

～31 年度

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興

個性豊かな文化・芸術の創造と発信

組 

 

と連携した教育・保育の充実 

生きる力をはぐくむ教育活動の展開

学校の創意工夫による教育の充実

個に応じた教育活動の充実

幼児教育の充実 （※

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

教育ビジョン抜粋

年度） 

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ

生きる力をはぐくむ学校教育の充実 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実

社会教育の推進と生涯学習の振興 

個性豊かな文化・芸術の創造と発信 

生きる力をはぐくむ教育活動の展開

学校の創意工夫による教育の充実

個に応じた教育活動の充実 

※） 

（仮称）大分市立幼稚園

び

1．

2．

3．

4．

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

教育ビジョン抜粋） 

豊かな心とたくましく生きる力をはぐくむ 

 

子どもたちの学びを支える教育環境の充実 

 

生きる力をはぐくむ教育活動の展開 

学校の創意工夫による教育の充実 

（仮称）大分市立幼稚園

び保育所の在り方の方針

．幼児教育・保育を取り

巻く現状

．市立幼稚園と市立保育

所の現状

．市立幼稚園と市立保育

所の役割

．市立幼稚園と市立保育

所の将来構想の方針

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

（仮称）大分市立幼稚園

の在り方の方針

幼児教育・保育を取り

巻く現状 

市立幼稚園と市立保育

所の現状 

市立幼稚園と市立保育

所の役割 

市立幼稚園と市立保育

所の将来構想の方針

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。

（仮称）大分市立幼稚園及

の在り方の方針 

幼児教育・保育を取り

市立幼稚園と市立保育

市立幼稚園と市立保育

市立幼稚園と市立保育

所の将来構想の方針 

幼児の自発的な活動としての遊びを通して、主体的な学びを促し、生きる力

小学校教育への円滑な接続を図るため、幼保小の連携を推進します。 

預かり保育や子育て相談など、地域における子育て支援の充実に努めます。 

及

 

 



 
３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

 

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

こうしたことから、今後、

に原則として

 

 

 

 

 

・女性の社会進出

ニーズの掘り起こしなどを

要は増加傾向

・２９年４月の入所率は

・施設全体の約６割が築

過するなど

今後建替えや大規模改修が必要

 

 

 

 

 

 

 

 

・園児数の減少が続いて

年は対前年比で

マイナスとなって

・一部の市立幼稚園では

ひと桁と

い集団規模のもとでの保育が行い

にくい

・施設全体の約７割が築

過しており、今後建替えや大規模

改修が必要

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

現 

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

こうしたことから、今後、

として一カ所の市立幼保連携型認定こども園

女性の社会進出や潜在的な保育

ニーズの掘り起こしなどを

は増加傾向 

・２９年４月の入所率は

施設全体の約６割が築

過するなど老朽化

今後建替えや大規模改修が必要

園児数の減少が続いて

年は対前年比で

マイナスとなって

一部の市立幼稚園では

桁となり、園児にとって望まし

い集団規模のもとでの保育が行い

にくい状況 

施設全体の約７割が築

過しており、今後建替えや大規模

改修が必要 

市立保育所

市立幼稚園

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

 在                        

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

こうしたことから、今後、市立幼稚園・保育所

一カ所の市立幼保連携型認定こども園

や潜在的な保育

ニーズの掘り起こしなどを背景に需

・２９年４月の入所率は 98.2％

施設全体の約６割が築 3０年を経

老朽化が進んでおり、

今後建替えや大規模改修が必要

園児数の減少が続いており、

年は対前年比で毎年約   １４％の

マイナスとなっている。 

一部の市立幼稚園では、園児数が

なり、園児にとって望まし

い集団規模のもとでの保育が行い

施設全体の約７割が築３０年を経

過しており、今後建替えや大規模

市立保育所 

市立幼稚園 

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

                        

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

市立幼稚園・保育所

一カ所の市立幼保連携型認定こども園

や潜在的な保育

背景に需

％ 

０年を経

が進んでおり、

今後建替えや大規模改修が必要 

おり、ここ数

１４％の

園児数が

なり、園児にとって望まし

い集団規模のもとでの保育が行い

０年を経

過しており、今後建替えや大規模

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

一定

市立幼稚園

                        
      

【整理

(1)

制定し、

合を行う

(2)

えや大規模改修時期に合わ

せて
 

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

市立幼稚園・保育所は、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

一カ所の市立幼保連携型認定こども園

【

・

・施設の老朽化や

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について

一定の基準のもとでの

市立幼稚園の

                        
           

整理統合の

(1)「休園・統廃合

制定し、基準に従い

合を行う 

(2)園舎の老朽化に伴う建

えや大規模改修時期に合わ

せて整理統合を行う。

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

一カ所の市立幼保連携型認定こども園として整備

【市立保育所

・昨今の高い保育ニーズ

・施設の老朽化や

状況により、必要に応じて市立幼稚園との統合

地域の施設配置状況等

３．市立幼稚園・保育所の将来構想（案）について 

のもとでの

の整理統合 

                        
    各地区公民館エリアにおける市立幼稚園の拠点化の推進

の方法】 

休園・統廃合基準」

基準に従い整理

 

園舎の老朽化に伴う建

えや大規模改修時期に合わ

統合を行う。

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

整備を進める。 

立保育所の整理統合等

高い保育ニーズ

・施設の老朽化や周辺の市立幼稚園の状況、

状況により、必要に応じて市立幼稚園との統合

施設配置状況等

 

                        
各地区公民館エリアにおける市立幼稚園の拠点化の推進

基準」を

整理統

園舎の老朽化に伴う建替

えや大規模改修時期に合わ

統合を行う。 

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

 

市立の幼稚園

整理統合等の考

高い保育ニーズを踏まえ

周辺の市立幼稚園の状況、

状況により、必要に応じて市立幼稚園との統合

施設配置状況等を勘案し

                        過 
各地区公民館エリアにおける市立幼稚園の拠点化の推進

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

幼稚園と保育所

考え方】 

を踏まえ、当面は

周辺の市立幼稚園の状況、

状況により、必要に応じて市立幼稚園との統合

し、必要に

 

 

 

 

 

 

 

・望ましい集団活動ができる規模（園

児・教員）の確保

・エリアにお

た拠点施設

・多年制保育

民館区域

・多年制保育実施園における

型一時預かり事業導入の検討

（※）２年制保育を基本とし、必要応じ

て３年制保育を検討

整理統
(幼保一元化に向けた過渡的形態

 渡 期                      
各地区公民館エリアにおける市立幼稚園の拠点化の推進

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を

保育所の再編

は現状のまま

周辺の市立幼稚園の状況、将来的な児童の減少

状況により、必要に応じて市立幼稚園との統合等

に応じて直接市立保育所

・望ましい集団活動ができる規模（園

児・教員）の確保 

・エリアにおける幼児教育振興

施設としての役割を

多年制保育（※）の導入

区域に最低１つ）

多年制保育実施園における

一時預かり事業導入の検討

（※）２年制保育を基本とし、必要応じ

て３年制保育を検討

整理統合後の
幼保一元化に向けた過渡的形態

                      
各地区公民館エリアにおける市立幼稚園の拠点化の推進

少子化の進行や市立幼稚園における園児数の減少、女性の就業率の上昇など、幼児教育・保育を取り巻く環境が大きく変化する中、望ましい集団活動が行える規模を確保しながら、子どもの生きる力の基

礎をはぐくむ教育・保育の実践と、多様な保育ニーズに柔軟に対応できる保育サービスの提供が求められている。 

、地域における幼児教育・保育の拠点施設として担う役割を効果的に

再編の検討

のまま存続 

将来的な児童の減少

等を検討する。

直接市立保育所

・望ましい集団活動ができる規模（園

ける幼児教育振興に向け

の役割を担う
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