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保育所と幼稚園の

新しいカタチ

★ 認定こども園の整備について ★

・・ ・・ ・・
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保育所と幼稚園の新しいカタチ

保育園・幼稚園をどうするのか ？

保育園・幼稚園を何故 一つにするのか ？

新しいカタチの施設はどう変わるのか ？

これから どう進めるのか ？



新しいカタチに・・・

１，現在３施設１３７名の施設を定員１１０名の

認定子ども園とする

２、認定子ども園は、保育所と幼稚園一緒の施

設となる

３、平成２３年度中に開設する

４、新しい施設は、幼稚園の隣に建設する

５，函館カトリック福祉協会が運営する



幼稚園と保育所は、本来違う
モノ（所）である

① 所管省庁 ② 根拠法令 ③ 認可

④ 目的・内容 ⑤ 機能 ⑥ 内容の基準

⑦ 対象児 ⑧ 職員配置基準

⑨ 職員資格 等々



目的に大きな違いがあるのか・・・

○ 幼稚園・・・ 幼児を保育し、心身の

発達を助長する

○ 保育所・・・ 保育に欠ける乳幼児の

保育をする



今 金 町 立 保 育 所

• 昭和２８年８月１日に設立 ５６年目

• 現施設は、昭和５２年１２月に完成 ３２年目（施設
改築を契機に、定員５０名から９０名に・・・

• それでも入所希望数に応じられない状況から、

小百合保育園誘致となった）

・ 現在の実態数 ５８名



小 百 合 保 育 園

昭和５１年４月開設 ３３年目

今金町の強い要請を受けて

開設定員６０名とし、町としても定員確保に

配慮をしてきている

現在の実態数 ５６名



今 金 幼 稚 園

昭和２８年７月に 私立幼稚園として

開園５６年目

昭和４８年 経営者が倒れ 町立移管に・・・

昭和４９年１月 町立幼稚園として開園 ３５年目

（ 定員 １６０名）

昭和５４年１月 現園舎完成２９年目

現在定員 ９０名

実態数 ２３名（５月）



１）、就学前教育・保育環境の行政責務

① すべての幼児に等しく、心身ともに、健やかな生活と

発達、福祉と教育を保障するための行政使命を果たす

② 幼幼稚園・保育所共に生かした取り組みをする

③ 幼児が受ける教育と保育に差があってはならない

しかし、教育か保育かについては、保護者の選択

今は、幼稚園、保育所の機能を確保したい。



保育所と幼稚園を新しいカタチに

小百合保育園
定員 ６０名
入所 ５６名

今金幼稚園
定員 ９０名
入所 ２３名

今金保育所
定員 ９０名
入所 ５８名



２）、就学前乳幼児の実態と施設利用者の
減少および将来予測における減少

① ここ数年の出生数をみても減少の一途に

ある。（年３０名前後で推移）

② 今の乳幼児保育・教育施設の利用者数も

定員を大幅に割っている状況にある。

③ 将来予測数値も増加することは

予想できない。



幼児数の推移

【参考】22年度以降出生見込数（推計）22年度28人 23年度27人
24年度26人

51.837.246.241.24135.817～21
平均

2345526443644296,150平成21年

2484353304238426,258平成20年

2605644553039366,372平成19年

2845658455528426,472平成18年

2884953574356306,600平成17年

9341691661521461621399,279昭和50年
度

計5歳児4歳児3歳児2歳児1歳児0歳児総人口



３）、各施設の存置に向けた対応

① 定員割れにどこまで対応していくか。
季節保育所は１０名を割れば廃止統合
常設保育所、幼稚園は何名でもということか

② 職員配置も、利用者実態に応じた配置前提
保育所も幼稚園も職員採用を見合わせている

③ 幼稚園・保育所共に、職員の将来配置と採用は
（小規模な施設での職員の適性配置が難しい）



④ 各施設も築３０年前後。近い将来の改築をどう

するか改築計画を持たなければならない。

（総合計画策定の時期にある）

⑤ 小百合保育園は、町が要請して誘致した経過

もあり、小百合保育園の将来計画（意向）を尊

重した中で、保育事業を考える事重要

⑥ 幼稚園においても、大幅な定員割れしている状

況から、募集園児の下限設定を考えなければ

ならない。



68,448差引町負担額

18,468地方交付税

21,853国・道補助金

36,37618,33218,044保育料

内訳

76,69718,33218,044収 入 合 計

収入

49,62049,620扶助費

83,94583,945人件費

11,58011,580物件費

内訳

支出

145,14549,62095,525保育所総経費 (支出合計)

122586420．3．31入所児数

150609020．3．31現在定員

合 計小百合今 金項 目

【表 平成１９年度保育所運営経費】 単位：千円



31,650差引町負担額（一般財源）

8,964地方交付税

21国庫補助（就園奨
励費）

60手 数 料

2,624保 育 料

内訳

11,669収 入 合 計

収入

789維 持 費

3,152就園奨励費

36,785人 件 費

2,593運 営 費

内訳

43,319幼稚園総経費 （支出合計）

支出

29人20．5．1現在入園児数

90人20．4．1現在定員

額 等項 目

【表 平成１９年度今金幼稚園運営経費】 単位:千円



４）、少子化に向けた課題解決の道筋を

① 同じ地域に暮らす、子どもが、家庭環境に関わらず、

一緒緒に遊んだり、学んだりするような環境にしたい

② 将来においても、この地域で暮らし、成長していくため
にも、より多くの大人も含めた人との出会いや関わり、交
流が行えるような町づくりをしたい

同じ視点で、同じ環境の中で育てていく

③ 食育や様々な体験学習や、犯罪などの被害に遭わないた
めの対策、発達障害を持つ子どもへの支援・対応等など地
域の特色ある子育て育成支援が行える条件整備を温度差無
く行う



④ そのために、各種団体などの社会資源の活用と行

政機能の綿密な取り組みが求められてきている

⑤ 子育てに不安を感じる保護者への相談、支援、そし

て、交流するセンター的機能の役割・育児放棄やしつ

け不足等家庭の教育力の低下とならないよう、様々な

保護者ニーズに対応できる拠点づくりを目指す

そのための第一歩となる検討と

実行のきっかけをつくる



４，認定こども園への移行の根拠と対応

１） 魅力は、少子化や共稼ぎ家庭の増加で多様な教育・保育

への要望が高まってきている。

ゼロ歳から小学校入学までの子どもの支援が可能

２） 子育て相談や親子が集い、交流できる子育ての支援

拠点としての役割も持てることになったこと。

３） 幼稚園と保育所を廃止することなく、両方を生かせる

今までの幼児保育目標や幼児教育目標についても継続

していくことになる。



４） 施設の運営と管理は、経費節減が求められる。

施設の面、職員の面、運営の面や教育効果面も

今金町次世代育成支援計画に基づき、保護者の期待

に応えられるような取り組みが必要

５） 認定子ども園は、町立でも可能であるが、（４）のような

効果は多くを期待することが出来ず、実績があって

経営がしっかりとしている民間に事業・運営を移譲・委託

等することが望ましい。

幼児保育・教育は公立でなければならないという根拠

がないとすれば、民間の力を借りて行うということについ

ては異論は無いと考える。



６） 将来、今の施設を新しくする時の町の財政負担を考え

た時、出来る限り国等の支援を受けることに努めなけれ

ばならない。

認定子ども園の施設建設及び運営費は、町で建てる場

合補助金は無く、学校・福祉法人等の場合は補助金制度

が活用出来る。

７） 町は、子どもに視点をおいた保育・教育目標（計画）の

確実な推進と保護者への財政負担軽減などの支援に重

点を置き継続して支援することが最優先と考えている。

現在、保育料軽減施策をしているが、保護者の最も関

心があるところであり、その継続支援などを行えるように

新施設等での財政負担を少なくし、支援にシフトしていか

なければならない。



８） 運営主体が、民間法人になるが、町は将来の入所・利

用者の動向が見えないことから、臨時職員対応をしてる

状況であるが、これを解消しなければならないと考えて

いる。

保育士・幼稚園教諭の両資格をフレキシブルに幅広く

生かせる環境を整える

ことが必要であり、優れた

職員確保も行う事が重要

と考えています。



認定こども園とは・・・

幼稚園の機能に、 保育所の機能に

更に

① 就学前の子どもに幼児教育・保育
を提供

② 地域における子育て支援を付加
した機能を持つ施設を認めることに
なった



（1）幼稚園と保育所の認可をもつ

「幼保連携型」

（幼稚園が認可外保育施設と連携して0～2歳児を
受け入れる場合も含まれる。）

（特徴）
親の就労にかかわらず、午前は幼稚園教育、
午後は保育所での保育が受けられる。

3歳から就学前までの「保育に欠ける」子を

［1］保育所で受け入れる場合と、

［2］幼稚園で受け入れる場合の
両方が想定される。

［2］の場合、幼稚園利用料が適用となるので
注意が必要。







実現に向けて・・・・・・

１，23年度中の開設を目ざす

２，施設の定員は、１１０名とする

３，施設の建設場所は、幼稚園に隣接

【総合体育館・老人福祉センター・幼稚園グランド

中央緑地公園の利用と駐車場確保のから】

４，新しい施設の名称や施設内容は、保護者や携わる

職員などの意見・考えを生かす

５，役場・保育所・幼稚園職員の協議を基に、積み上

げていく



認定こども園設置と運営の移管

★ 社会福祉法人 函館カトリック社会福祉協
会「小百合保育園本部機関」に要請・受諾

★ 函館カトリック社会福祉協会は
昭和３９年 社会福祉法人函館カトリック社会福

祉協会を設立
昭和４８年 函館市に「うみの星保育園」を開園
昭和５０年 知的障害児通園施設「うみのほし学

園」を開園
昭和５１年 今金町に小百合保育園を開園



地域の声・保護者の声の反映のため

今金町

就学前子育て支援に関する

審議会設置

その内容は

◎※就学前のこどもの教育・保育等の総合的

支援に関すること

◎ 支援施設の整備と運営について

◎ 幼児教育と保育に関することについて

◎ その他



行政の推進体制は・・・

１，議会・教育委員会・町長部局における審議・協議と
合意形成に努める

２，行政内に、認定こども園庁内検討委員会・作業部
会・専門職部会を設置しそれぞれの所管事項につ
いての調査・検討と調整を行う

３，行革本部会議（課長会議）等を通じて庁内の意志
統一と推進を図る

４，就学前の教育・保育分野と学童保育所・母子通園
センター業務を教育委員会所管とすることで、要請
し、子どもの教育・保育に関する窓口一元化の行政
推進機構改革を行う



子どもにとって！

保護者にとって！



施設配置図・平面図







地域と学校の地域と学校の

つながりを求めてつながりを求めて

★★ 学校支援地域本部について学校支援地域本部について ★★



今金町の更なる教育環境の充実を図るた
め今年度より指導主事を配置しました。

こんな時、指導主事が皆さんのサポートをします。

社会の急激な変化に伴い、子ども達を取り巻く環境も大きく変化する中、都市部のみならず地方でも様々な教育課題が生じています。
こうした中、本町では『今金の子は今金町の手で』を合言葉に、どの地域で育てても、どの学校で学んでも同じ教育環境の中で育ててい
くことを願い、様々な体制づくりを進めております。教育委員会指導主事の配置も更なる教育環境の充実を願い配置をしました。

こんにちは、渡辺です。

今金町教育委員会

電話 ８２－３４８８

どんな些細な相談でもおどんな些細な相談でもお
受けいたします。受けいたします。
今金町教育相談電話

電話 ８２－３５５０

美唄市生まれの函館
育ちです。今金町には
教員として２１年間お
世話になりました。
３７年間、檜山管内 ６
町・９地域での経験を
生かし、皆さんととも
に考え行動していきま
すので、よろしくお願
いをいたします。

●幼稚園・保育所と小学校、小学校と中学校とが密接に連携

できるように努めます。

●３年後に新しい学習内容が始まります。その計画や準備に

向けてアドバイスをします。

●確かな学力向上を図るために、学校や家庭・地域とともに

進めていきます。

●特別支援教育推進のために、関係機関と連携していきます。

●学校を訪問し、子どもたちの『心の教室相談員』としてサポ

ートをします。

●学校支援地域本部事業のコーディネーターとして、学校と地
域をつなぐ役割をします。

●学校の求めに応じて、ボランティア等との調整をします。
●放課後などの子どもたちの体験活動等のサポートをします。

●家庭の様々な相談に応じ、一緒に考えていきます。

●右の電話は心の相談員の携帯電話に２４時間つながります。
●いろいろな場面での子育てについてサポートをしていきます。
●子ども同士や親同士の交流の輪を広げるサポートをします。



学校支援地域本部とは・・・

文部科学省がすすめる「地域の教育力を学
校教育支援に」を合い言葉に、全国的に推
進されております学校支援地域本部事業が、
今金町でもスタートしました。
こども達をとりまく社会環境が複雑にな

る中、こども達の健全育成を学校や家庭だ
けではなく、地域に埋もれている豊富で高
度な教育力を学校教育の場にも生かし、地
域ぐるみでこども達を育てていこうという
目的で進められている事業です。

問合先 今金町学校支援地域本部 今金町教育委員会内 社会教育グループ ☎ ８２－３４８８ E-mail yasushi.hayasaka@town.imakane.lg.jp

地域住民

協力依頼

支援活動

参画

地域コーディネーター

学校におけるメリット
力強いサポーター
・学習意欲を高める
・地域住民の理解が深まる
・学校業務のスリム化

地域におけるメリット
・生きがいや地域づくりにつながる。
・社会参加の場
・地域社会の活性化

今金学校支援地域本部事業の目的
○地域のきずなを深め、地域の教育力の向上を図る
○地域の人々が学習成果を発揮する場の確保
○教員が子どもたちと向き合う時間の確保

今金学校支援地域本部事業の目的
○地域のきずなを深め、地域の教育力の向上を図る
○地域の人々が学習成果を発揮する場の確保
○教員が子どもたちと向き合う時間の確保





進路選択の新たな課題進路選択の新たな課題

★★ 檜山北高校間口削減について檜山北高校間口削減について ★★



ご来場ありがとうございましたご来場ありがとうございました

今金町・今金町教育委員会今金町・今金町教育委員会




