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ご意見の総数が多く類似したものもあることから、複数意見をまとめ要約しました 

意見提出者 29 名 意見の件数 46 件 

意見の内容 意見に対する市の考え方 

吉原保育所民営化と青葉保育所閉鎖に対する意見                    28 件 

１ 民営化のメリットに保育ニーズの多様

化に対応することができるとあるが、

公立でも対応できるのではないのか 

公立の保育所においてもニーズに応じた保育の実施

に努めていますが、公立でなければ多様化への対応が

できないというものではありません。民間の保育所運

営の能力を活用することも必要と考えています。 
２ 経費削減しなければいけないことは分

かるが民営化が経費削減すべきところ

なのか 

３ 建設する前から民営化が決まっていた

のであれば民間に補助金を出して建設

させれば良かったのではないのか 

吉原保育所の建替え事業は、耐震診断の結果を受け、

着手したものです。事業着手前に民営化が決定してい

たものではありません。 

４ ・市民の税金で保育所を建て民間法人

に無償で貸すということは一般世間で

は信じられない 

・市で直接管理してほしい 

民営化の手法として施設等の無償貸与は、他にも事例

があります。 

５ 管理運営はどこの企業がするのか、ど

こがするのか明かされていないのはな

ぜか 

このパブリックコメント募集期間においては、移管先

は決定していません。意見募集と並行して選考を進め

たものです。 

６ 法人の選考内容はなぜ非公開なのか 応募法人の情報を公開することで法人の利益を侵害

すること、委員各位の自由闊達な意見を阻害すること

が危惧されたためです。 

７ 移管先法人選考委員をなぜ公募しなか

ったのか 

選考委員は地元吉原地区の住民や保育所保護者会の

代表、主任児童委員、保育所を指導監査する県職員な

どを含む８名で、公正で多様な意見聴取が可能だと判

断したものです。 

８ 移管法人が決定していないのになぜ条

例改正やパブリックコメントを実施す

るのか 

保育所条例の一部改正は、市議会で審議され民営化や

閉鎖の可否が決定します。パブリックコメントはその

最終決定より前に市民の皆様の意見をお聞きするも

のです。条例改正は、新年度入所児童の募集開始（１

１月）までに民営化や閉鎖の可否を決定しておく必要

があることから、9 月議会に提案する予定です。 

９ 説明会を開催して具体的なことを知ら

せてほしい。安心できる情報が欲しい 

民営化や閉鎖について具体的な内容が決定次第説明

会を開催し、保護者の皆様にお知らせいたします。 



10 民営化や閉鎖により確保できる財源を

何に充当するのか（ｽﾀﾃﾞｨｱﾌﾀｰｽｸｰﾙでの

長期学校休業中の給食や１日単位での

利用実施・認定こども園の設置など幼

稚園の充実を希望する） 

市では来年度からの子育て支援新制度に向けて、ニー

ズ調査を実施し、子ども・子育て支援会議で５年間の

子ども・子育て支援事業計画（５年間）を策定中です。

市では早くから多様な子育て支援を実施してきまし

たが、さらに充実させるためには何が必要なのか市民

の皆様の意見を参考に検討して参ります。 

11 何か問題が発生した時に行政がしっか

り対応してくれるのか 

市の責任とは、将来にわたり良質な保育サービスを提

供することで、公私の形を問われるものではありませ

ん。私立保育所での問題の責任は運営している法人に

ありますが、保育を委託し指導監督義務がある市も一

緒になって解決に努めます。 

 

12 保育に対する市の責任とは何か 

13 民間は営利目的で、営業不振による撤

退もあるのではないか 

移管先となる社会福祉法人は営利を目的にしていま

せんし、法律でより厳しい資産基準等が定められ、県

や保育を委託した市が責任をもって指導監督します。 

14 過去に民間保育所の突然の閉鎖を経験

して、無責任だと思った 

無認可保育所では、そのようなこともあると思われま

すが、吉原保育所は認可保育所であって、行政の指導

監督の下にあるので、突然の閉鎖というような心配は

ありません。 

15 市が直営で全面的に保育に携わる姿勢

を見せることが市のＰＲになるのでは

ないのか 

公立保育においては、少数ではありますが、より支援

や見守りの必要な子どもたちに対して、今まで以上に

細やかな保育を実施していく必要があると考えてい

ます。 

16 青葉保育所の閉鎖について、現在１歳

児で後１年を残して閉鎖になる。終了

してから閉鎖にしてほしかった 

どの年度で閉鎖しても、何らかの負担を何人かの方に

おかけすることになります。ご理解いただきますよう

お願いいたします。 

17 青葉保育所を閉鎖する理由として入所

児童の減少とあるが、入りたくても入

れない子どもがいるのではないのか 

青葉保育所を第１希望として入所する児童は減少し

ており、２５人前後です。待機児童はありません。 

18 市がシルバー人材センターなどに委託

して路上駐車への指導をするなどの安

全対策をせずに、児童の安全確保が困

難なことを理由に青葉保育所を廃止す

るのはおかしい 

道幅が狭く一方通行であるという問題点は一時的な

対応では改善できません。また、閉鎖する理由は安全

確保が困難なことだけではありません。 



19 民営化することで子どもたちにデメリ

ットはないのか 

民営化によって子どもに影響があるようなことはあ

ってはならないと考えています。民営化は子どもの視

点に立って、保育所が子どもにとって安心できる場と

なることを前提に進めています。 

緑豊かで静かな環境の中で、地域に根差した現在の保

育を継承しながら、より良い保育所にするために、公

募の条件や選考の基準を厳しくして、移管先法人を選

考しています。 

移管先法人が決定次第、保護者の方の意見をお伺いし

ながら、法人、市の三者で、協議し質の高い保育を目

指します。民営化後も公立保育所と同様、市は指導監

督に努めて参ります。 

 

20 安心して子どもを預けたいと思う親と 

子どもを無視した考え方だと思うので 

民営化反対 

21 お金も大切かもしれないが子どもや保

護者の心の安定、ケアも大切だと思う 

22 移管された法人は十分に努力してほし

い。民営化されてより良くなるように 

23 民営化が避けられないのであれば、移

行する子どもたちのことを一番に考え

てほしい 

24 新しい吉原保育所が、色々な子育て支

援の場となれば良いと思う 

25 民営化でも市営でも、安全で安心なら

ば良い 

26 保護者の意見を聞いて、みんなが納得

できる形で保育してほしい 

27 自然がたくさんあって清潔な室内で、

優しい保育士が、ダメなことはダメと

教えてくれ、良いことはほめてくれる、

そんな保育所になって欲しい 

28 閉鎖は悲しいが、民営化で保育の質を

落とさないでほしい（配置基準・加配

保育士の確保・アレルギー食対応など） 

保育の内容に関する意見                             15 件 

29 公立保育所と保育方針や保育内容はあ

まり変わらないのか 

認可保育所は公立も私立も国の定めた保育指針や県

の基準を遵守し保育を実施しており、その中で各保育

所ともに特徴あるより質の高い保育に努めていると

ころです。民営化しても保育内容が大きく変わること

はありません。移管後の吉原保育所の通常保育時間は

月曜日から土曜日の午前７時から午後６時とし、延長

保育の時間については、保護者のニーズを把握して、

移管先法人と協議してまいります。その他の保育内容

につきましても、特徴ある保育を実施している例を、

十分に参考とします。 

30 保育時間や保育の曜日はどうなるのか 

31 民営化した他の成功例を調査して取り

入れてほしい 



32 現職員はどうなるのか 社会福祉法人募集要項で、善通寺市立保育所に勤務し

ている者を可能な限り採用すること、保育士の経験年

数５年以上の者が全体の３分の１以上含まれること

や移管前３か月を引継ぎ期間とすることを条件にし

ています。職員配置については県の基準を遵守するこ

とになります。 

33 現在の職員が引き続いて保育してくれ

たら安心だ 

34 若い保育士ばかりになるのではないの

か 

35 職員配置について、法人にどのような

内容を提示するのか 

36 ニーズに対しての利用料が発生し、利 

用したくてもできないという保育の格 

差が生じるのではないのか 

公立・私立保育所で実施している通常保育以外の延長

保育や一時保育などの特別保育の保育料は、現在も特

定の利益を享受する保護者に一定額を負担していた

だいています。 

37 民営化で金銭的な負担は増えないのか 保育料は公立・私立保育所とも市の定めた同じ基準で

保育料を決定するので市内のどの認可保育所に通っ

ても保育料は同じです。また、社会福祉法人募集要項

で、市が認める実費徴収以外の負担を保護者に求めな

いこと（保護者の同意を得られた場合は除く）を条件

にしています。 

38 後１年だけのために保育所が変わって 

用具を揃える負担が増えるのではない 

か 

39 民間保育所での職場体験で保育士の怒

っている姿にショックを受けた 

家庭で子どもが危険なことや人に迷惑をかけるよう

なことをすれば保護者は叱ります。同様に、集団生活

の中で安全に保育するためには、保育士も時に叱るこ

とも止むを得ないことがあり、それは公立でも私立で

も同じだと思われます。 

40 食物アレルギーがあるが民営化になる 

と公立保育所へ変わらなければいけな 

いのか 

移管後も、現吉原保育所と同様にアレルギー除去食・

代替食を実施します。 

41 途中入所を受け入れてくれるのか 保育所の入所は毎年度申し込んでいただき保育の必

要性を確認・調整後（毎年私立保育所への入所希望が

多く調整にご協力をお願いしています。）に入所を決

定しているところです。平成２７年度についても、２

公立保育所と４私立保育所から希望する保育所に申

し込みをしていただくことになります。なお、途中入

所についても、今までどおり可能な限り受け入れをい

たします。 

42 青葉保育所・吉原保育所の子どもたち

が来年公立保育所へ入所希望があった

らどうするのか 

43 来年度入所先が確保できるか不安 



その他の意見                                     3 件 

44 吉原保育所移転後・青葉保育所閉鎖後

の施設については取り壊しが妥当 

吉原保育所の建物は耐震基準を満たしていないため

取り壊すことになります。一方、青葉保育所は新耐震

基準であることから、閉鎖後の施設については市民の

皆さんの意見をお伺いしながら利用方法を検討しま

す。 

45 子育て支援基金とは何か 先進的に実施している幼稚園授業料の無料化、保育料

の減額、子育て支援医療費助成制度などの事業を、今

後税収減など財政が厳しい状況になってでも安定的

に継続的に実施していく財源とするため、昨年９月に

新たに基金を設置し５千万円を積み立てました。 

46 意見の提出に対し、個別回答をしてく

れないのに住所氏名がなぜ必要なのか 

パブリックコメントは「善通寺市自治基本条例」に基

づき、条例の制定改廃や計画策定等市政に参画してい

ただく手続きのひとつであることから、責任ある立場

で意見を提出していただくことをお願いしています。

また、ご意見について、確認させていただく場合もあ

るため、氏名、住所及び電話番号を記載していただく

こととしています。 

 


