
2 意見提出件数      96件（64通）
3 提出意見と市の考え方  以下のとおり

共通事項に関する意見
No 提出意見 市の考え方

1

 全体を通じて、建築後30年を目安に大規模修繕をということになっているように思う
が法の改正による既存不適格やバリアフリーのガイドラインなどへの対応等の社会的劣化

 を想定した場合「大規模改修」としたほうがイメージしやすいのではないかと思う
 （資産価値を上げるものになると想定される）

 

 

 

 本計画では、内装の全面的な更新を伴う工事のことを「大
規模修繕」と定義し、内装の更新周期に従って、建設時又は
前回更新時から30年を目安に「大規模修繕」を実施するもの
としています。既存不適格の改善やバリアフリーへの対応等
の機能性を向上させる改修は「大規模修繕」にあわせて事業
の検討を行うため、主体となる「大規模修繕」の用語を使用
しています。
【本計画該当箇所：19ページ、22ページ、29ページ、31ペー
ジ】

2

 情報発信プラザは、私有財産でもないし、公の施設でもない、いわゆるソフト事業とし
 て委託しているものであり、この計画に上げるのは違和感がある。

 施設の配置というより、あくまでソフト事業 Ｐ４３
  Ｐ２では「本計画は公共施設のうち一般建築物を対象とする」となっている。

 

 

 本計画では、「供給」、「品質」、「財務」の3つの視点
から、個々の施設の具体的な方向性を示そうとするものであ
るため、市で所有するものに限らず、区分所有や賃借してい
るものも含めて「一般建築物」として扱っています。
【本計画該当箇所：5ページ】

（仮称）吹田市公共施設（一般建築物）個別施設計画（素案）に対する提出意見と市の考え方

1 意見提出期間      令和2年（2020年）12⽉21⽇（⽉）〜令和3年1⽉29⽇（⾦）
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No 提出意見 市の考え方

3

 Ｊｏｂナビすいたは、勤労者会館の改修後は、公の施設の目的外使用という位置づけ
で、ソフト事業を委託するという事業形態と思われる。これも同列で扱うのは違和感があ

 る。
また、Ｐ６１の6行目にＪｏｂナビすいたと複合化しますとあるが、Ｐ２９の表２．４．

 １の定義からすると、多機能化のほうが適切（Ｊｏｂナビは施設ではない）
  Ｐ２では「本計画は公共施設のうち一般建築物を対象とする」となっている。

 

 

 本計画では、「供給」、「品質」、「財務」の3つの視点
から、個々の施設の具体的な方向性を示そうとするものであ
るため、市で所有するものに限らず、区分所有や賃借してい
るものも含めて「一般建築物」として扱っています。
 また、勤労者会館とJOBナビすいたは異なる施設を１つの
建物に集合させるため、複合化となります。
【本計画該当箇所：5ページ、29ページ】

4

 P5の対象施設の一般建築物の考え方を示されている中に、⺠間施設に⼊居している施
設（賃貸）も含んでいるようであるが、この計画の趣旨から、私有物件以外の管理まで見
る必要があるのか、疑問に思う。
 施設機能の配置は、それぞれの分野別の行政計画で位置づけたほうが現実的と考えま
す。

5

 例えば、情報発信プラザの機能などは、公の施設ではなく、普通財産でもない、単なる
ソフト事業であり、用途変更をする要素があり、この計画自体を陳腐化させる要素が含ま
れるので、公共施設の範囲を私有物件に限るほうが⻑期計画としては適当ではないかと思
います。（本計画の見直しの周期が5年以内であれば問題はないが、）

 本計画では、「供給」、「品質」、「財務」の3つの視点
から、個々の施設の具体的な方向性を示そうとするものであ
るため、市で所有するものに限らず、区分所有や賃借してい
るものも含めて「一般建築物」として扱っています。
【本計画該当箇所：5ページ】
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No 提出意見 市の考え方

6

 自然体験交流センターと自然の家は、⻘少年施設に分類されているが、Ｐ７６の説明⽂
から見ると、生涯学習施設に分類するほうが適切と思われる。再度、条例の設置目的を確
認し精査することが必要かもしれません。

 自然体験交流センターと自然の家は、⻘少年の使用に供す
るとともに、自然を生かした生涯学習の場として市⺠の使用
にも供している施設であり、本計画では⻘少年施設に分類し
ています。
 施設の説明⽂については、以下のとおり修正します。
「自然体験交流センター（わくわくの郷）は、吹田市内にお
いて、⻘少年に集団での生活を通じて自然と共生し、あらゆ
る生物のいのちの尊さを体感する場を提供するとともに、市
⺠に自然を生かした生涯学習及び交流の場を提供していま
す。」
「自然の家（もくもくの⾥）は、⻘少年の自然体験学習をは
じめとする市⺠の生涯学習のための施設として、幼児から⾼
齢者まで、幅広い世代の市⺠が自然体験学習等できる施設で
す。」
【本計画の該当箇所：76ページ】

7

 134ページからの⾼齢者・障がい者福祉施設のうち、総合福祉会館については、1986年
に建設されたことから現在のバリアフリーやユニバーサルデザインの水準に達していない

 部分があります。
 大規模修繕を行う際には、和室の洋室化やトイレの改修（和式から洋式へ、洗浄機能の
付加など）などを行う必要があることを記載すべきではないでしょうか。

 施設整備の水準等の考え方に従い、「安全面」「機能面」
「環境面」「経済面」「社会面」を考慮して建物の維持管理
を行います。バリアフリー化やユニバーサルデザイン化は
「機能面」に記載しています。
 また、修繕・改修の整備内容の例として、施設環境の向上
の欄に「トイレのドライ化・洋式化」を記載しています。
「和室の洋室化」については、大規模修繕の際、施設の利用
状況や利用者ニーズ等を踏まえて検討します。
【本計画該当箇所：19ページ、20ページ】
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No 提出意見 市の考え方

8

 116ページからの学校施設（小・中学校）について、老朽化への対応も大きな課題です
が、建替えや大規模改修の際には、バリアフリー化やユニバーサルデザイン化することを

 位置付けて下さい。
 障がいのある児童・生徒の受け⼊れはもちろん、災害時の避難所にもなることから、誰

 もが利用しやすい環境が求められます。
 また、すべての公共施設において、⾼齢者や障がい者等の利用を前提としたバリアフ

 リー化やユニバーサルデザイン化を推進していく必要があると思います。

 施設整備の水準等の考え方に従い、「安全面」「機能面」
「環境面」「経済面」「社会面」を考慮して建物の維持管理
を行います。バリアフリー化やユニバーサルデザイン化は
「機能面」に記載しています。
【本計画該当箇所：19ページ】
 すべての小学校・中学校について、車いす用のトイレを設
置しています。また、自力での校舎内上下移動が困難な児
童・生徒が登校する小学校・中学校については、エレベー
ターを設置しています。

9

 吹田市は市制施行80周年を迎えるとともに、中核市へと変わってきて多くの人たちが
「吹田に住みたい」と人口が増え続けています。
 今回の意見を聴いてますます住みやすい街へと変革していくことを切望します。
 今回の素案ではバリアフリー化とユニバーサルデザイン化についての計画が弱いと思い
ます。
 大きく変わるときこそ英断して「みんなが使いやすい」 「ほかからも誇られる」もの
を創っていってもらいたいと思うので、障がい者 妊婦(主婦)の意見を多く聞き出してほ
しいです。

 バリアフリーやユニバーサルデザイン（機能面）について
は、公共施設に必要な性能の基本的な考え方の一つに位置付
けており、建替えや大規模修繕の際は、利用者の意見も聞き
ながら、使いやすい施設になるよう検討を行います。
【本計画該当箇所：19ページ】
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No 提出意見 市の考え方

10

 計画は施設の建替えや大規模改修などの維持管理に関するものですが、素案ではバリア
フリー化・ユニバーサルデザイン化については触れられていません。災害時をはじめ、市
⺠誰もが利用できる、バリアフリー・ユニバーサルデザインの公共施設が求められます。
 バリアフリー法改正により小中学校の大規模改修については、バリアフリー基準適合義
務の対象になっています。
 地域の一次避難所となっている体育館は、⾼齢者・障がい者・子どもなど要配慮者も避
難します。
 また、老朽化している施設は、トイレ、エレベーター等を含めたバリアフリー化・ユニ
バーサルデザイン化をみつめた、大規模改修や建替え時に解決すべき課題が山積していま
す。
 計画素案は、全般的にバリアフリー化・ユニバーサルデザイン化の視点が欠けていま
す。

 バリアフリーやユニバーサルデザインについては、公共施
設に必要な基本的な性能の一つに位置付けており、大規模修
繕にあわせて、エレベーターや多目的トイレの設置などにつ
いて検討します。また、避難所や福祉避難所となる施設につ
いては、平時利用のバリアフリー対応だけでなく、避難所や
福祉避難所として必要なバリアフリー性能が確保されるよう
対応します。
【本計画該当箇所：19ページ、20ページ】

11

 今回の「吹田市公共施設（一般建築物）個別施設計画」は相当分量のあるもので、唐突
にこれをまとめて意見募集（パブコメ）しようとすることに違和感を覚えます。説明会の
中では、この計画は現有公共施設の今後の維持管理の方向性について考え方を示し、一つ
の目安とするもので、個別施設の具体化の際には所管部局から具体の取組や説明、意見聴
取があるとの説明でしたが、それならばその趣旨をしっかり書かないと誤解が生じます。
個別施設計画のパブコメとして行うことで、市⺠意見を聴取したとの免罪符になってしま
わないか心配します。この計画は全体の考え方を示したもので、個別の施設については目
安であり具体化の時には各所管部局で改めて市⺠にお示しするとのコメントを明確にして
ください。

 本計画は、現有公共施設の今後の維持管理の方向性につい
て考え方を示したものであり、個別施設の具体化の際には、
改めて説明が必要と考えています。
 そのため、第４章 継続的運用方針（2）今後の取組に
「事業の具体化にあたっては、必要に応じて市⺠へ説明する
など、適切な情報提供を行いながら進めます。」と記載しま
す。
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No 提出意見 市の考え方

12

 公共施設の老朽化に対して中⻑期的視点も含めた計画をもつことは必要なことだと思い
ます。その上でこの計画の進め方（決定にむけたプロセス）についての意見です。今回、
パブリックコメントという形で素案が出されました。しかし市⺠生活に直結する公共施設
の在り方にかかわる計画なので、市⺠に対する⼗分な説明が必要だと思います。例えば市
⺠説明会を開催するなどの周知期間が必要だと考えます。その後のパブリックコメントで
あればわかるのですが、少しプロセスが拙速すぎるように感じます。そのためパブコメ
後、出された質問や意見に対して⼗分な検討が必要だと思います。

13

 公共施設はほかならぬ市⺠の共有財産なのですから、本来ならば、計画策定の過程にお
いて市⺠参加の審議会やワークショップなど市⺠の意見を反映させるべく取組む必要が
あったのではないでしょうか。庁内での会議だけで決めるというような計画ではないと思
います。少なくとも行政には、個別施設の方向性について事前に関係者や地域ごとに説明
を行う機会を設けて理解を得るといった丁寧な進め方が求められるのではないでしょう
か。

14

 １ヶ⽉のパブコメの期間でその間だけ説明会を行うということですが、この期間という
のは年末年始を含んでの１か⽉、しかも説明会といってもコロナ禍で外出を自粛しなけれ
ばならない時期で、説明会を開催できる公⺠館など公共施設も臨時休館している状況で、
市⺠意見を募集しようとする姿勢とは感じられないがいかがでしょうか。市⺠説明会につ
いてもほとんど行われていないのが現状とお聞きしましたが、こういう状況でいいので
しょうか

 本計画は公共施設（一般建築物）を安全に維持していくた
め、更新周期に従って各施設の建替えや大規模修繕のスケ
ジュールを示したものであり、事業の具体化にあたっては、
必要に応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いな
がら進めます。
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No 提出意見 市の考え方

15

 「原則複合化」として素案が出されている点での意見ですが、計画立案・実行にあたっ
て、素案の最後の運用方針の中に「作業部会」とありますが、職員や保護者などの関係者
を含む体制で具体化していくこととして下さい。そのことで市⺠（園関係者）の主体的性
も育まれるのではないかと思います。

 個々の施設について複合化等の検討を行う場合は、必要に
応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いながら進
めます。

16
 新築や、大規模改修時にはバリアフリー法に則り、当事者の意見を計画段階から取り⼊
れられるよう、計画会議等へ当事者が参加できる仕組みを構築するようお願いします。

 新築や大規模修繕にあたっては、必要に応じて市⺠へ説明
するなど、適切な情報提供を行いながら進めます。

17

Ｐ１４４
 施設概要の １シルバーワークプラザの管理体制は、市直営ではなく、公益社団法人
シルバー人材センターが運営されているのではないでしょうか

 シルバーワークプラザの建物の管理は主に市が行っている
ため、管理体制を「直営」としています。一方、施設の運営
は（公社）シルバー人材センターが行っているため、注釈で
「施設の運営は（公社）シルバー人材センターが行っていま
す。」と記載します。

18  計画の位置付けについて、Ｐ3の図と概要版の図が違うのはなぜですか？  P3の図が間違っていたため、修正します。

19
 Ｐ17の複合化の目的について、「ロビー、通路、トイレなどの共用部や貸室、会議室
などの共用化」とありますが、共用部の共用化という表現がよくわかりません。

 ⽂章を修正し、「ロビー、通路、トイレ、貸室、会議室な
どの共用化」とします。

20
 Ｐ17の複合化の基本的な方針について、「既存の建物に余剰床がある場合は複合化を
検討します」とありますが、いつ取り組むのですか？

 いつ取り組むのか分かるように「施設の利用率が低下し、
その状況が継続する際には、複合化を検討します。」と修正
します。
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No 提出意見 市の考え方

21

 本個別施設計画はあくまでも現在ある公共施設について今後どうしていくかを示そうと
しているもので、そもそもそれぞれの地域にどんな施設が必要なのかという観点から計画
を立てたものとはなっていないと考えますが、どうでしょうか。吹田市総合計画ではもと
もと６ブロック構想など地域ごとにどんな公共施設が必要なのかという観点から整備が進
められていたが、そういう視点がないように思います。現公共施設の維持管理を今後の人
口動態や財政シミュレーションに基づいてどうしていくかという観点からの計画であり、
どんな吹田の町を創っていくのかという観点が必要と考えます。

22

 基本方針の「②市⺠ニーズ・地域特性に対応した公共サービスの最適化」とあります
が、五⽉が丘の市⺠サービスや地域特性はどのように把握されているのでしょうか。公共
施設としては、小中学校、幼稚園、公⺠館、児童センターと中消防署のみです。そうした
中で、中消防署の建物は地域にとって貴重な公共施設で、取り壊すのではなく地域での活
用を希望します。耐震的にも問題はなく、築年数も37年と比較的浅い状況で取り壊すの
は大きな損失であると考えます。

23

地域の障害者、⾼齢者、子供たちが集える公共施設を建ててもらいたい！  本計画は、現在ある公共施設を安全に維持管理していくこ
とを基本とした計画であり、新規施設については対象として
いませんが、公共施設を建て替えるときは、地域の特性や利
用圏域等を考慮の上、相性の良い施設同士を複合化すること
で、多様な人たちが集える施設を目指します。

 本計画は、現在ある公共施設を安全に維持管理していくこ
とを基本とした計画となっていますが、施設の配置について
も地域性の視点をもって利用圏域を意識した評価を行ってい
るところです。今後のまちづくりにおきましては、上位関連
計画に加えて本計画における各施設の評価等も踏まえて検討
してまいります。
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個別施設に関する意見
No 提出意見 市の考え方

24

 公⺠館の休館⽇原則廃⽌、及び利用時間帯の拡大提案の件
 

 隣接する茨⽊市の公⺠館ではたとえ施設管理者が不在の⽇時であっても、施設利用予定
者が自主的に館内の鍵開け、施設利用後の⼾締りをして利用者の利便性と施設管理運用コ

 ストの削減の両方を実現しています。
 茨⽊市の公⺠館で運用できて吹田市の公⺠館で運用できないと思えないため試行できな

 いものかと考えます。

 吹田市の地区公⺠館は原則午前10時から午後10時まで利用可
能です。休館⽇は館内清掃、保守点検を実施しています。ま
た、施設管理の安全上、施設管理者による施錠管理は必要と考
えております。

25

 あいほうぷ吹田は、医療的ケアの必要な障がい者にとって、とても大事な施設です。
20年たって修繕、整備が必要な個所が増えていると聞いています。昨年、空調の工事で
短期⼊所の利用制限があったので、関係者は大変不自由な思いをしました。もっと事前に

 メンテナンス工事ができるよう予算をつけていってほしいと思います。

 施設の修繕については、更新周期や経年劣化状況を踏まえ、
計画的に実施していきます。実施にあたっては、可能な限り利
用者に支障が生じないよう努めますが、工事の内容によって
は、施設の利用を一部制限せざるを得ないこともあるため、そ
の場合は早めの周知や実施方法などの調整を行います。

26

 P．116からの小学校について。
 2025年度までに段階的に全学年を35人学級とする国の動きがありますが、それに伴い
新たに教室が必要となると思われますが、そうした動向と対応課題について、記載する必

 要があるのではないでしょうか。
 また、P．106からの放課後児童健全育成施設（留守家庭児童育成室）について、小学
校の空き教室を利用している場合が多いと思いますが、小学校の35人学級化により空き
教室が減少することや育成室の⼊室児童数が毎年増加している状況、さらにコロナ禍のも
とで3密を回避するためには定員を少なくとも30人以下とする必要性が生じていることな
どから、育成室の新たな施設確保も課題であることを記載しておくべきではないでしょう
か。

 2025年度までに段階的に小学校の全学年を35人学級とする国
の動きについて、対応が必要と考えており、本計画を以下のと
おり修正します。
 小学校の対策内容と実施時期「（ア）改修や増築について」
の項目に、「また、35人学級も含め、国の施策等の動向に伴
い、対応を検討します。」と記載します。
【本計画該当箇所：119ページ】
 留守家庭児童育成室の対策内容と実施時期の項目に、「ま
た、⼊室児童数の増加や校舎内における教室不足に伴う留守家
庭児童育成室の確保については、小学校における国の施策等の
動向も踏まえながら検討を行います。」と記載します。
【本計画該当箇所：110ページ】

9
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27

・留守家庭児童育成室の施設確保と1部屋の人数について
 1部屋の人数が40人から45人という現在の状況は、小学校が35人学級へと移行すること
をみても、密な状況です。
 育成室は保育所と同じく、緊急時も保育の必要な子どもを受け⼊れる場所です。
 1部屋の人数を30人、平常時もゆとりをもち緊急時も密にならない環境に改善していく
ように、さらなる施設確保を緊急に進めて下さい。

 留守家庭児童育成室につきましては、今後の利用ニーズや必
要となる指導員数等を見極めながら、１部屋当たりの児童数に
ついて検討する必要があると考えており、新たな生活様式に伴
う保育のあり方も考慮し、引き続き施設の確保に努めてまいり
ます。

28

留守家庭児童育成室 吹三育成室の施設改修計画を見直して下さい。
 以前床下の配管の老朽化で部屋の浸水が起き、床・畳が浸水しカビました。子どもが過
ごす場所として衛生面では配管も含めた大規模な施設改修が必要です。
 育成課の方はその時その時で対処の工夫はしてくださっていますが、根本は床下の配管
工事です。小学校の大規模改修のタイミングなどを機会に、吹三育成室も大規模改修をし
て衛生面の心配がないようにしてください。

 吹三留守家庭児童育成室は2021年〜2025年の間に大規模修繕
を行う予定です。
  大規模修繕にあたっては、施設の状況を調査の上、改善が必
要な箇所について対応します。
【本計画該当箇所：19ページ、20ページ、111ページ】

29

第3章4−2−2 放課後児童健全育成施設について

 働く女性の増加で、児童数が減少しても留守家庭児童育成室を利用する保護者、児童は
増加を続けています。
 本計画は育成室の施設の現状を維持・改善しようとするものですが、育成室の中には校
舎内、プレハブでは充足せずに、特別教室等を一時借用しているところもあります。
 年間を通じて育成室としての専有が可能な場合もありますが、「時間貸し」とよばれる
放課後のみの借用のところもあります。毎⽇畳を運びこんだり、お茶や遊具の用意など
「生活の場」のしつらえをし、一⽇が終わると元に戻すというものです。このような現状
を踏まえながら、公共施設としての育成室施設のあり方を検討して下さい。
もちろん、育成室を所管する担当部署との協議が必要です。
現状を踏まえない計画は、現状の不備を固定化し、問題を先送りするものです。

 留守家庭児童育成室の施設専用につきましては、学校等関係
部局と協議を重ねており、引き続き施設確保に向けて取り組ん
でまいります。
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30

中消防庁舎跡地について

 中消防庁舎跡地を、東佐井寺公⺠館、五⽉が丘児童センター、老人いこいの間、図書
館、防災施設としての複合施設にする事を提案及び希望します。
・東佐井寺公⺠館・老人いこいの間・五⽉が丘児童センターは、現在同じ建物になってい
るが、いずれ建て替えが必要な事を考え、中消防庁舎跡地に建設すれば、スムーズに事が
運ぶ。
・防災倉庫を、小学校敷地に置かせてもらっているが、新たにいただいた備品は、公⺠館
の裏に置いてる状態で、衛生的にも良くない。
防災施設が必要。
また、有事の際の避難所としても、現在防災訓練など実施していて、学校や公⺠館だけで
は全く足りない事を痛感。ましてや感染症対策をしながらの避難所は、言うまでもなく足
りない。
防災備品の保管場所や避難所の増設は必須。
・東佐井寺公⺠館の利用状況は、常に部屋がいっぱいで、現在譲り合って利用している状
態。会議室が足りていない。
・五⽉が丘地域には、図書館がなく、ちさと図書館か、山田図書館まで行く必要があるの
で、図書館を複合施設に⼊れる事を希望。
・佐井寺中学校の真隣なので、公的施設が望ましい。ゆめふるのような、⻘少年が集まれ
る施設になれば、未来ある若者の育成にも大きな影響が期待できる。五⽉が丘に留まら
ず、佐井寺はもちろん、近隣の若者が利用できる施設となれば、吹田市としても有益。
 以上の理由から、提案・希望します。

 中消防庁舎の跡地活用については、今後庁内全体で検討して
まいります。

11
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31

 五⽉が丘地区 番号２「中消防庁舎」の跡地利用について意見を申し上げます。
 「中消防庁舎」は現在南千⾥に建替え中であり2024年4⽉に開設予定と聞いておりま
す。
 その跡地利用は現在白紙となっているようですが、当地区には充分な「避難場所」が不
足しており、また、「非常用物資の備蓄倉庫」も足らない状況です。
 ついては、既に連合自治会からも要請していることと思いますが、プラネ1期自治会と
しても同様に「中消防庁舎」はそのまま残していただき、上記の活用に使用したいと思い
ます。
 何卒よろしくご検討の程お願い致します。

32

 吹田市五⽉が丘地区にある東佐井寺公⺠館については、大規模改修行うのではなく、近
くにあった中消防署の跡地に、公⺠館、⾼齢者憩いの間、児童センター、地域防災施設、
フリースクール等の子どもの遊び場等の複合型施設への計画を変更していただきたい。

33

中消防署の統廃合に伴う移転後の既存建物の活用について。
 五⽉が丘は大規模集合住宅が多く、人口比率に対する公共施設が少ない。
 マンションの方は管理棟などに集会所や防災倉庫を設置し利用されているが、⼾建て・
小規模集合住宅の住⺠にとっては、会議や防災備品の保管など、個人宅に頼っている場合
も多々ある。
 既存建物の有効利用を考えた時、ぜひ、地元の自治会に運営を任せて頂きたい。
強く要望する。

34

 先に中消防署移転後について要望書を提出しており、その際の市（消防署）からの回答
では「今後検討する」とされており、今回の資産経営室の説明会でも同様の説明があっ
た。しかし、タウンミーティング(平成30年7⽉26⽇)では市⻑から「新しい消防署をつく
るための原資として売却する」とあり、実際令和2年度の実施計画では中消防署は解体す
るとの計画となっているが、整合が取れていないのではないでしょうか。要望書まで出し
ている地域に対して何ら⼗分な説明がされていないと感じます。

 中消防庁舎の跡地活用については、今後庁内全体で検討して
まいります。
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35

  南山田幼稚園は100名定員で山田保育園は現在112名います。
 単純に統合化すると、200名を超える定員での大規模の施設になる恐れがあります。

コロナ禍の保育環境では３密対策が必要です。子どもが生活しやすい環境になるには、
今の保育園、幼稚園の環境では3密を回避することに限界があります。新しく建て替え

 する際は、充足率が満たされている山田保育園は保育園のまま南山田デイサービスセン
 ター跡地での建て替えをし、3歳児クラスは現在の25人に1人の担任の対比を15人に1人

の担任の対比にして、4，5歳クラスの人数を現在の３０人に1人の対比を２０人に1人の
 担任の対比に改めて下さい。そのための保育室も複数確保して下さい。

 

 令和２年４⽉１⽇の⼊所児童数は、南山田幼稚園で34人、
山田保育園で116人となっています。今後、幼稚園児（１号
認定）の需要はさらに減少する傾向にあります。したがっ
て、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考
えますと３〜５歳児を２クラスにする必要は無いと考えてい
ます。また、保育士の確保難で当該施設のみ少人数クラスに
することは困難です。
 南山田デイサービスセンター跡地に整備を検討しているこ
ども園の保育室は山田保育園よりも広く確保し、⽇々の保育
の中で可能な限りの３密回避策を実施してまいります。

36

 保育園と幼稚園は歴史も⽂化も違うため、統合することで、いろんな問題が生じてい
ます。はぎのきこども園の検証を早急におこない、建て替えの際は活かしていけるよう

 にして下さい。

 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
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37

 山田、千⾥丘地域は待機児童の多い地域です。充足率の低い南山田幼稚園を幼保連携
型認定こども園として山田保育園跡地に建てて下さい。

 山田保育園は老朽化に対する教育・保育環境の改善を図る
ため、また、南山田幼稚園は今後、需要が減少する傾向にあ
るため、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育需要を
考え、旧南山田デイサービスセンターを活用して、山田保育
園と南山田幼稚園を幼保連携型認定こども園として再整備す
る検討を進めるものです。
 なお、山田保育園を現地で建て替えた場合、工事中に保育
園の運営ができなくなるため、別敷地で建て替えるもので
す。
【本計画該当箇所：96ページ、97ページ】

38

４ 子ども子育て支援施設
    ４−１−１保育所・幼稚園等 ア、イ、ウ、エ
 ①山田保育園と南山田幼稚園の「集約」について
 吹田市では公立保育所とともに、公立幼稚園や公立幼稚園型認定こども園も保護者が
希望された場合には、要配慮児の保育を担ってきた実績があります。
これまで2つの園でそれぞれ、障がい児保育、要配慮児保育をおこなってきた数（受け
⼊れ数）が1つの施設になることにより、狭まることがないように⼗分検討していただ
きたい。

 本市では、就学前児童への発達支援保育・要配慮保育、特
別支援教育を実施しています。山田保育園と南山田幼稚園の
集約による建替えの検討にあたっては、引き続き、配慮を要
する児童に適切な支援を行っていけるよう、受⼊れ枠や支援
の在り方等について検討を進めてまいります。

39

４ 子ども子育て支援施設
    ４−１−１保育所・幼稚園等 ア、イ、ウ、エ
 ①山田保育園と南山田幼稚園の「集約」について
 山田保は老朽化しており建て替えには賛成である。候補地に保育園のままで建て替え
た方が良い

 令和２年４⽉１⽇の⼊所児童数は、南山田幼稚園で34人、
山田保育園で116人となっています。今後、幼稚園児（１号
認定）の需要はさらに減少する傾向にあります。したがっ
て、整備・運営費用、近隣園も含めた保育幼稚園需要を考
え、認定こども園として再整備を検討するものです。
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40

４ 子ども子育て支援施設
    ４−１−１保育所・幼稚園等 ア、イ、ウ、エ
 ①山田保育園と南山田幼稚園の「集約」について
 南山田幼は、以前にも一度、小学校の教室不足を理由に今回の候補地に移転し、何年
かして元の場所（創立時の現在の場所）に戻った経緯がある。もし、上記のように保育
園単独の移転建て替えでなく、集約の理由に、かつてと同じ小学校の教室不足が挙げら
れるならば、幼児教育の軽視と捉えられるのではないか。

 山田保育園は老朽化に対する教育・保育環境の改善を図る
ため、また、南山田幼稚園は今後、需要が減少する傾向にあ
るため、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育需要を
考え、旧南山田デイサービスセンターを活用して、山田保育
園と南山田幼稚園を幼保連携型認定こども園として再整備す
る検討を進めるものです。
【本計画該当箇所：96ページ、97ページ】

41

４ 子ども子育て支援施設
    ４−１−１保育所・幼稚園等 ア、イ、ウ、エ
 ①山田保育園と南山田幼稚園の「集約」について
 吹田市初の幼保連携型認定こども園「はぎのきこども園」は北千⾥保と古江台幼が施
設を一つにした先例である。
 はぎのきこども園の保育の検証はすでにされているのか不明である。
 保育時間の異なる1号児と2号児（３〜５歳児）の保育をおこなっているが、保護者や
保育者から見て、保育所単独、幼稚園単独で保育を行っていた時と比べて保育の質につ
いてどう変わったのかどう評価しているか明らかにしてから２園目の計画を出していた
だきたい。

 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
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42

 素案の内容についてですが、私は保育園関係者なので、公立保育園部分を見ました。
基本的な考え方に「建替えの際には原則複合化を行います」とあります。素案から読み
取れた「原則複合化」の理由は、人口動向と財政状況でした。施設のもつ性格や内容・
在り方からの検討がわかりません。施設ごとの評価がそれにあたるはずなのかもしれま
せんが、よくわかりません。

 具体的な計画が示されているのは、山田保育園と南山田幼稚園の集約化とは認定こど
も園化だと思いますが、保育園と認定こども園は、別の施設です。かつ認定こども園に
ついては、1号と2号、3号認定児が生活することから解決が必要な様々な課題があると
思います。最初から「建替えの際は原則複合化」とされるのは結論ありきのように思わ
れ、その結論にいたる具体的な建替え方法の検討過程が見えません。保育園か認定こど
も園か、ということでなく、財政的な点からだけでなく、吹田市として、どんな時にも
どんな状況でも、子どもの成⻑を保障する施設はどうあるべきか、という視点での検討
が不可欠なのではないかと思います。その点の説明を追加して下さい。

 複合化の目的の一つに、施設の特性や利用圏域等を考慮の
うえ、相性の良い施設同士を複合化し、利便性の向上を図る
ことがあります。幼稚園と保育園の場合では、２つの施設か
ら、両方の機能を併せ持つ認定こども園という1つの施設に
することで、教育・保育両方の需要に対応しようとするもの
です。また、集約して、共通部分を兼ねることにより、建設
費用や運営経費を節減するものです。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営にあたり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。
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43

 はぎのきこども園の検証もなく、つぎつぎに子ども園をつくる予定のようですが、ど
うなっているのかなと思います。
 吹田市はただ子どもをあずかれる場所を確保したらいいと思っているように思いま
す。そこに働く職員や子ども、親の集団はどうなっているのか、またこんなに不況に
なっている親も多くなっているのに公立保育園が少なくなっていることにはどう思って
いるのか、また老朽化については時がたてばあたりまえの事でそれらの予算は考えずす
ぐ合併していくことにすませているのは腹が立ちます。
 私たちはきちんと税⾦も納めています。どうぞ見通しのある予算計画で市政を運営し
てほしいものです。
 また、市⺠の意見や市政運営についてパブリックコメントやパソコンでしか知らされ
ないのも不便ですし時間も短いです。

 老朽化に対する教育・保育環境の改善を図るために、整
備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考え、保
育園と幼稚園等の集約による再整備を検討しております。建
替えの検討にあたっては、はぎのきこども園における課題等
を踏まえたうえで取り組んでまいります。
 また、本計画は、パブリックコメントや出前市⺠説明会と
いう形で市⺠意見の募集を行いましたが、個別の施設につい
て具体的に事業を実施する際には、必要に応じて、改めて市
⺠への説明を行います。

44

 公共施設が古くなったものの整備の必要性は⼗分理解できます。
 安全に使えなければいざの災害が心配です。
 山田保育園と南山田幼稚園と併せて再整備の検討を進める、ということははぎのきこ
ども園のような施設を考えているのでしょうか。
 もし、そうであるなら、はぎのきこども園の検証を是非しっかりとすすめてほしいと
思います。

45

 山田保育園と南山田幼稚園を合併建て替えについて（p96）
 はぎのきの検証が⼗分できているのでしょうか？保育所と幼稚園を別々の施設として
設置してください。3〜4時間の短時間児と10〜12時間の⻑時間児を一緒にみることは職
員にも子どもにもむつかしい問題があるのではないでしょうか？
保育所はそもそも「就労保障」という大きな役目がありますが、そのことを職員全体が
しっかり認識することが大切だと思います。

 老朽化に対する教育・保育環境の改善を図るために、整
備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考え、保
育園と幼稚園等の集約による再整備を検討しております。建
替えの検討にあたっては、はぎのきこども園における課題等
を踏まえたうえで取り組んでまいります。
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46

  P95の…公立保育…幼稚園を中心に複合化を検討します、というのがわかりません。
定数も果たす役割も保育所の方が大きいと思うので保育所を中心にでは？
 というより保育所は保育所として残して、その機能をしっかり充実させてほしいと思
います。今、女性の労働も多様化し、また不安定化し、格差も大きいです。少子化対
策、労働力確保という点でもきめ細かく充実させるべきだと思います。

 「建替えをする公立保育所等については、幼稚園（幼稚園
型認定こども園を含む）を中心に複合化を検討します」と
は、公立保育所等を建て替えるときは、幼稚園との複合化を
優先的に検討しますという意味です。本計画の⽂章を以下の
とおり修正します。
 「建替えをする公立保育所等については、幼稚園（幼稚園
型認定こども園を含む）との複合化を優先的に検討しま
す。」
 【本計画該当箇所：95ページ】
 老朽化に対する教育・保育環境の改善を図るために、整
備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考え、保
育園と幼稚園等の集約による再整備を検討しております。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営に当たり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。
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47

山田保育園と南山田幼稚園との保育所機能と幼稚園機能の建て替えに伴う統廃合につい
て
 山田保育園の老朽化については周知の事実で立て替え これについては賛成です。
 しかし今回山田保育園と南山田幼稚園との統合が出されていますが、北千⾥保育園と
古江台幼稚園と統合したはぎのきこども園を実施されてまだ⽇が浅く評価反省が明らか
にされていないのに同じような統合がされようとしていることに疑問があります。
 幼稚園部門の一号認定の保護者から特にいろいろな苦情の出ていると耳にしていま
す。
 園庭も大人数の園にも関わらず狭く、地域からの苦情で園庭に出られず 行事ごとも
まだまだ幼稚園と保育園との意思疎通がかなっていない。そんな現状を保護者も気づい
ています
 施設面での評価反省も出してからのして頂きたい
 職員の採用についても全く違う採用方法で給与や待遇についても違っていて同じ園に
いながら仕事内容、勤務時間が違う問題もまだ解決していない
 一緒にしたら何とか職員がするだろうという市の上から目線を感じます。
 統合についてはぎのきこども園の評価反省をまず取りまとめて周知して頂きたい
 同じ園内に幼稚園部門と保育園部門と別々に運営するのなら理解もできます

 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討に当たっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。また、施設面においても園庭をはじめ保育環境
の改善につながるよう配慮します。
 職員については、令和３年４⽉から幼稚園教諭と保育士を
保育教諭として職種統合することで処遇等を合わせてまいり
ます。
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48

 山田保育園と南山田幼稚園が幼保連帯型こども園になることについて
 そもそも、保育園と幼稚園は別物なのに、一緒にすることに自体無理があると思われ
ます。こどもに負担を負わせることがないように保育内容をよく検証してください。

 山田保育園は老朽化に対する教育・保育環境の改善を図る
ため、また、南山田幼稚園は今後、需要が減少する傾向にあ
るため、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育需要を
考え、山田保育園と南山田幼稚園の集約による再整備を検討
しております。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営に当たり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。

49

山田保育園と南山田幼稚園が幼保連帯型こども園になることについて
 はぎのきこども園での問題点を充分検証されているのか。1号と2号の保護者、職員そ
れぞれの立場の方からの聞き取りも行ったうえで、検討してください。

 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営にあたり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。
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50

山田保育園、南山田幼稚園について
 子どもが育つ環境として定員が200名を超えるような大規模化が最適とは思えませ
ん。他市も含めて、「こども園」がこどもの発達保障に適する環境なのか、⼗分な検証
がされているのか疑問です。特に吹田市においては「こども園」の第1号である「はぎ
のきこども園」の⼗分な検証がされること（現場の意見をきいて）を強く求めます。

 本計画で検討しているこども園の定員は120名程度を予定
しています。
 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。

51

 保育園と幼稚園の統合化については、はぎのきこども園の検証をしてから反映してく
ださい。

52
 山田保育園と南山田幼稚園の統合化についてははぎのきができるとき検討してもいろ
いろ問題はあったのでしっかり問題点を改善できるよう検証して反映させてください。

53

山田保育園と南山田幼稚園の集約について
 大規模化ではなく、現在の保育園の定員数を超えないようにしてください。
こども・保護者が安心して、通うことのできる施設にしてください。

 ３〜５歳児については、１クラスでの運営を前提として検
討してまいります。集約化にあたっては、幼稚園と保育所の
機能を併せ持つ幼保連携型認定こども園とすることから、両
方の機能を確保できる適正な定員設定としてまいります。

 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
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54

 はぎのきこども園の検証もしっかりできていない中、資料で幼保一体化予定園を知ら
されるのではなく、資料であがる前に事前に通知があってもよかったのではないでしょ
うか。

 本計画は公共施設（一般建築物）を安全に維持していくた
め、更新周期に従って各施設の建替えや大規模修繕のスケ
ジュールを示したものであり、事業の具体化にあたっては、
必要に応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いな
がら進めます。

55

 山田保育園と山田第３幼稚園の一体化案が当該園に何の説明もなく素案として出され
ていた事に驚いた。はぎのきの様に保育園と幼稚園がひとつになったことで現場は混乱
しています。しっかりと検証を行う事が優先されるべきだと思う。

 本計画は公共施設（一般建築物）を安全に維持していくた
め、更新周期に従って各施設の建替えや大規模修繕のスケ
ジュールを示したものであり、事業の具体化にあたっては、
必要に応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いな
がら進めます。
 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
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56

P.92の幼稚園と保育園の一体化について

・大規模が子どもにとって良いか疑問です。特に幼児にとって多大な負担になるのでは
…。
・それなりの広いスペース、ゆとりや安全面も含めてしっかり整備してほしいと思う。
・大災害時に避難所となることも想定したものにしてほしいです。
・ゆとりの建物にして50年頃に子どもが少なくなったら違う使い方を考えるべき。今か
ら少ないのを想定して小さ目というのはいけません。

・一体化（認定こども化）に当たっては、３〜５歳児は１ク
ラスでの運営を前提として検討してまいります。
・可能な限り広い敷地を確保し、安全面にも⼗分配慮した設
計に努めます。
・保育所や幼保連携型認定こども園は、災害時にも保護者の
就労支援として保育の早期再開が求められる施設ですので、
避難所として利用はできません。
・公共施設は、利用目的により建築面積や用途が異なりま
す。子供が減少し当該施設が不要と判断された場合は、どの
ような施設が必要かにより、建替えや改修を検討すべきと考
えています。

57

山田保育園と南山田幼稚園の建て替え及び集約について。
 具体的に設計をしていく際、原山田保育園の保育士、看護師、調理師、警備の方等職
員の意見を⽂書等で聞き、ぜひ反映していただきたい。南山田幼稚園も同様。
園庭のない保育園も存在するが、園庭はしっかりと確保をしていただきたい。

 建物階層や配置、園庭面積、部屋数や部屋面積などは両園
職員等の意見を踏まえ、急ぎ検討してまいります。内装仕様
や備品などの詳細は、計画を具体化する際に検討していくこ
とになります。
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58

公共施設の個別計画について
 山田保育園と南山田幼稚園の建て替えと集約、ということを計画で見ました。
 現在山田保育園に子供を通わせていますが、園庭があり、子供達がのびのびと成⻑す
ることができるところがとてもいい保育園だと感じています。
 確かに施設は老朽化していて建て替えが必要には感じますが、集約、となるとどうい
う変更になるのか、不安を感じます。
 どうしても集約となるのであれば、広い園庭と、子供がのびのびと育つことができる
環境、そのいいところを維持してもらえるよう強く願います。

 幼稚園と保育園の２つの施設から、両方の機能を併せ持つ
認定こども園という1つの施設に集約し共通部分を兼ねるこ
とにより、建設費用や運営経費を節減することができます。
建替え予定地の南山田デイサービスセンター跡地は、山田保
育園と同程度の広さであり、また２階建てで検討しますの
で、認定こども園としての必要な床面積や園庭を確保できる
と考えています。
 本市においては、既に設置しているこども園の運営にあた
り、様々な課題があることは認識しておりますことから、集
約化の検討においては、これらを踏まえたうえで、保護者
ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できるよう取り組
んでまいります。
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59

★ 幼保連携型こども園について
 吹田市でも幼稚園と保育園がそれぞれの役割を社会的なニーズに応じて個別に発展さ
せてきた歴史があります。「幼稚園は小さな学校、保育園は大きな家族」と表現された
保育園の保護者がいました。
認定こども園改正法では、幼保連携型こども園教育・保育要領が義務づけられていま
す。教育と保育を分離し、教育が強調されています。0歳からの発達を踏まえての遊
び、生活、教育の構築には大変な労力が求められます。3歳以上のクラス編成は午前中
のみで午後は学級編成を解くとされています。先行して幼保連携型こども園での実践を
⼗分承知はしておりませんが、見学の際、立派な施設でしたが事業をスタートさせる皆
さんの苦労が伝わりました。現場が意見を出し合って子ども観、保育内容、保育時間な
どについて「新たに構築する」ためのシステムの設置が必要ではないでしょうか。（幼
稚園型認定こども園の目的に保護者の就労保障が⼊っていない吹田市立の幼稚園型認定
こども園の資料を拝見してことがあります。3歳以上の就労保障があるのに何故かと思
いました。）
 
 この度の施設計画の方針に、「…時代に合った教育・保育の適切な提供のための環境
整備」があげられています。施設を子ども、保護者、職員の安全な動線への配慮は勿論
ですが、遊びの伝えあいや人の交流を出来るだけ妨げないものになるよう願います。
「適切な環境」では、子どもの集団規模について、待機児の関係で3歳未満児の受け⼊
れが期待されますが、広い部屋と言う事だけでなく、安定した保育ができる集団の規模
が作れる工夫も必要です。小学校でも30人学級が決まりました。4歳5歳が30人でよいの
でしょうか。事故防⽌、感染防⽌の視点からももっと小規模の集団を希望します。
 老朽化した教育・保育施設の整備は喫緊の課題です。子どもが育つ施設は子どものこ
ころも身体も仲間を育て、家庭をつなぎ地域の子育てを支えます。コロナ対応もあり、
職員の皆様のご苦労も如何ばかりかと存じますが、何卒、拙速な整備にならないよう、
事業の検討をお願いいたします。

 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。3歳以上児には幼稚園児（１号認定児）と保
育園児（２号認定児）がおり、保育園児は保護者の就労など
の利用要件が必要です。
 本市においては、既に設置しているこども園の運営にあた
り、様々な課題があることは認識しておりますことから、集
約化の検討においては、これらを踏まえたうえで、保護者
ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できるよう取り組
んでまいります。
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P.92 第3章 個別施設の方針
   4.子ども・子育て支援施設
1）山田保育園について
  山田保育園は、設立52年となり 半世紀もの⻑い間、愛されてきた 昔懐かしい場
所ですから、現在の保育園の建て替えを希望します。

○候補地の旧南山田デイサービスセンターには建て替えの間の仮園舎の場所にしてくだ
さい。
○また、どうしても南山田デイサービスセンター跡地に移転するのであれば通りから奥
まった場所にあり、通園のための車や自転車が行き交うには、かなり 道幅が狭いと思
われます。安心して通園できるように道幅を広げてください。
○山田保育園と南山田幼稚園との集約について
 上記については、現在及び次年度⼊園予定の保護者・先生・職員の方々の意見要望を
受け⼊れて頂きたい。
○要配慮児の受け⼊れについても人数わくが狭まることがないように⼗分考慮くださ
い。
○また、山田保育園と南山田保育園との集約については、1例目の幼保連携型認定こど
も園として建設されたはぎのきこども園の検証をされたのでしょうか？
○保育時間の異なる1号児と2号児を預かる為にこまぎれな保育になったり、保育室の移
動など、年中・年⻑さん言えども全員就学前の幼ない子ども達ですから、子ども達の活
動に無理がないか、昼寝の時間の確保に無理がないのか、保育内容の質が低下していな
いか、⼗分検討して、すすめてください。

 山田保育園を現地で建て替えた場合、工事中に保育園の運
営ができなくなるため、別敷地で建て替えるものです。ま
た、南山田デイサービスセンターは保育園の仕様になってい
ないため、一時的な場所として使うことは困難です。
 建替えに当たっては建設予定敷地内において、安全で使い
やすい施設となるよう配慮します。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。引き続き、配慮を要する児童に適切な支援を
行っていけるよう、受⼊れ枠や支援の在り方等について検討
を進めてまいります。また、既に設置しているこども園の運
営に当たり、様々な課題があることは認識しておりますこと
から、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえで、
保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できるよう
取り組んでまいります。
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 孫が保育園に⼊れないと娘夫婦が落ち込んでいます。
 お友達の中にも⼊れないひとが何人もいて、コロナ禍で生活の事、子育ての不安が増
大しているようです。
 保育園の⺠営化はやはりショックでした。
 検証もなく、4園も⺠営にはらいさげ、その利益は、こどもたちに還元されたでしょ
うか？
 岸部保育園は良い所がないのなら、ストップされたらどうでしょう。
 こどもたちの発達保障と就労保障の保育園は市⺠の宝ですから。

 山田保育園と南山田幼稚園は、はぎのきこども園のような幼保連携型認定こども園と
なるのでしょうか？
 建物の状況には大きな問題はない、とありましたが充分な検証もないまま 理念の中
に就労保障も⼊れないままつき進むのでしょうか？
 施設計画など、市⺠に周知してほしいです。
 気がつけば、市⺠はおいてきぼり、こどもたちの育った保育園や幼稚園が様変わりし
すぎてとてもついていけません。

 コロナで少人数学級の良さを学びました。保育園こそ4・5歳クラスが30人なんて!!安
全面、感染予防の面からも、ちいさい集団を切に願います。

 市財政の都合ばかりが優先されることなく、通うこどもさん、保護者・働く職員が安
全に大切にされてこそ 市⺠も輝けると思います。

 平成２５年に「吹田市公立保育所⺠営化実施計画」を策定
し、平成２７年度には子ども・子育て支援新制度がスタート
し、中⻑期的な保育力の整備の必要性に加えて、急激な保育
ニーズの⾼まりに対応するため、緊急及び短期の対策を講じ
る必要性が出てきました。公立保育所の一部⺠営化は、この
ような状況下で自治体の基本的な責務である保育環境の継続
的な維持・充実のための具体的な財源確保策となります。
 岸部保育園の⺠営化につきましては、本年度移管先事業者
の選定を行っていく予定です。

 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
 本計画は公共施設（一般建築物）を安全に維持していくた
め、更新周期に従って各施設の建替えや大規模修繕のスケ
ジュールを示したものであり、事業の具体化にあたっては、
必要に応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いな
がら進めます。
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 今回公共施設計画の中で山田保育園と南山田幼稚園を幼保連携型認定こども園に移行
する事が提案されています。
 老朽化して来ている事が理由のひとつになっています。
 藤白台保育園も一昨年⺠営化され、そこの保護者として胸が痛みます。藤白台保育園
も古江台幼稚園と北千⾥保育園の統合も何の検証されないまま⺠営化に移行したり公立
を縮小するのは、そこに保育されている子どもたちが一番大きな痛手になっています。
市の仕事は机の上での計算で進めているでしょうが、実際の保育の内容にを向けてくだ
さい。
 老朽化・・・・という事で今まで現場で頑張ってきた保⺟、そして吹田市の素晴らし
い保育園があったから親も働きつづける事ができました。
 今のコロナ禍で仕事も不安定で⽇々ストレスを溜めながら働いている保育士や保護者
もいるなかで、この様な政策は出すべきではないです。

63

〔4.子ども子育て支援施設について〕
①南山田幼稚園と山田保育園の移転と集約について
・この集約とは幼保を一体型施設として「はぎのきこども園」と同様の幼保連携型認定
こども園にするということなのか？
・はぎのきこども園では当初施設や保育面等で問題点も出ていたと聞くがその検証をき
ちんとした上で進められているのか？
・建て替えという機会に、認定こども園と保育園の両方の良さを活かし双方にとってプ
ラス効果の⾼い施設設備にしてほしい。
 安易な集約には絶対にしないでください。

 複合化の目的の一つに、施設の特性や利用圏域等を考慮の
うえ、相性の良い施設同士を複合化し、利便性の向上を図る
ことがあります。幼稚園と保育園の場合では、２つの施設か
ら、両方の機能を併せ持つ認定こども園という１つの施設に
することで、教育・保育両方の需要に対応しようとするもの
です。また、集約して、共通部分を兼ねることにより、建設
費用や運営経費を節減するものです。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営にあたり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。
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計画事案の1つ 山田保育園と南山田幼稚園を統一してこども園とする案について、反
対します。考えなおしてください。
①保育園と幼稚園を廃して、子ども園にすることについて
・就学前の子ども達とりわけ乳幼児は、成⻑過程の場は、小規模がふさわしい。今の保
育園（公立）程度 子どもが目わたせる場。
・保育園と幼稚園は、目的が異なり、生活時間が異なるので、送迎の違い、遊びの内容
等々、異なる生活を、1つの施設で回していくのは、子ども中心の生活づくりができな
いと思う。
②すでにある、藤白台の子ども園の検証を、きちんとされたのか。そこで、課題はな
かったのか？これを公開してほしい。
③今回の事案について、友人から聞きました。パブコメも、吹田市のHPでは、みつけ
にくく、もう〆切！ほんとに、市⺠の声が聞きたいのか疑問に思う。
④山田保育園で子どもを育て、南山田小学校を卒業しました。スクスク育って有がた
かったです。

①と②
 令和２年４⽉１⽇の⼊所児童数は、南山田幼稚園で34人、
山田保育園で116人となっています。今後、幼稚園児（１号
認定）の需要はさらに減少する傾向にあります。したがっ
て、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考
えますと３〜５歳児を２クラスにする必要は無いと考えてい
ます。また、保育士の確保難で当該施設のみ少人数クラスに
することは困難です。
 はぎのきこども園が開園した1・2年目は、幼稚園と保育園
の職員（保育教諭）で運営し、それぞれが培ってきた⽂化や
良いところを引継ぎ、幼保連携型認定こども園としての教
育・保育を創ってきました。建替えの検討にあたっては、は
ぎのきこども園における課題等を踏まえたうえで取り組んで
まいります。
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・市の建物も老朽化が進んでいる所もあり、30年間の計算は先を見通したものでよいと
思います。できる限り、安全に使用できる物は改善等しながら、利用していく様にとも
思っています。
・第3章 個別施設方針「4-1-1 保育所・幼稚園等」について意見を書きたいと思いま
す。
 95ページの保育所の役割です。保育所は子どもの発達保障と共に保護者の就労保障が
あります。それを保育という言葉だけでなく、「就労保障」という事をしっかり⼊れて
頂きたいのです。この観点を決して忘れないで頂きたいです。
 又、吹田市では初めて幼保連携型認定こども園ができました。（はぎのき園）国の管
轄のちがいや役割のちがいで、様々な問題をかかえながら 運営されていると思いま
す。その中で子ども・保護者・職員の大変さもいっぱいあります。矛盾もいっぱいある
と思います。単に財政的な事だけで考えないで実態にそくした みんなが安心して生活
できる場にして頂きたいのです。それなのに又、山田地域にもこれと同じ保育所と幼稚
園を一緒にした園を考えているのには反対です。どうしても同じ施設にというのであれ
ば保育所の子どもと幼稚園の子どもを同じ施設内であっても別々にして（クラス等を
別々にする）のやり方をしてほしいです。

 山田保育園は老朽化に対する教育・保育環境の改善を図る
ため、また、南山田幼稚園は今後、需要が減少する傾向にあ
るため、整備・運営費用、近隣園も含めた教育・保育需要を
考え、山田保育園と南山田幼稚園の集約による再整備を検討
しております。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営にあたり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。

66

山田保育園と南山田幼稚園の統合計画について
 はぎのき保育園の問題をいろいろ耳にします。
検証もされないまま 幼保連携のこども園を創ることは是非、検証していただきたいと
思います。
 200人を超える大規模園になることなど、こどもたちのことを考えて、保育所は保育
所での、建て替えをしてほしいです。
 マンションも増え、需要も多い地域だと思います。
保育所、幼稚園ともに定数増で建て替えができるよう、是非検討してください。

 令和２年４⽉１⽇の⼊所児童数は、南山田幼稚園で34人、
山田保育園で116人となっています。今後、幼稚園児（１号
認定）の需要はさらに減少する傾向にあります。したがっ
て、整備・運営費用、近隣園も含めた保育幼稚園需要を考
え、認定こども園として再整備を検討するものです。
 なお、本計画で検討しているこども園の定員は120名程度
です。
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 私は、以前公立の保育園に子どもを通わせていた者です。
 公立保育園が⺠営化されていくことに心を痛めております。
 老朽化していることは、よくわかりますが、今の様に⺠営化したり保育園と幼稚園の
統合には、疑問をもっています。
 山田保育園と南山田幼稚園の統合ですが預かってもらえるのは 3歳以上ですね。乳
幼（0歳〜2歳）は、どうなるのでしょうか？小規模に行くことになるのでしょうか？途
中で転園しなければならないのは、親にとっても子どもにとっても大きな負担になりま
す。子どもにとって友達との関係や大人（先生）との関係がどれだけ大切かよく知って
いるので心配です。（6年間同じ園で過ごしてましたので）同じ保育園で過ごせる様に
考えて下さい。
働く親にとっても安心して預けられる様に考えていただくようにお願いします。

 複合化の目的の一つに、施設の特性や利用圏域等を考慮の
うえ、相性の良い施設同士を複合化し、利便性の向上を図る
ことがあります。幼稚園と保育園の場合では、２つの施設か
ら、両方の機能を併せ持つ認定こども園という1つの施設に
することで、教育・保育両方の需要に対応しようとするもの
です。また、集約して、共通部分を兼ねることにより、建設
費用や運営経費を節減するものです。
 なお、本計画で検討しているこども園は、０歳児から保育
を行います。

68

４ 子ども子育て支援施設
    ４−１−１保育所・幼稚園等 ア、イ、ウ、エ
 ②待機児解消の目的で、来年度から幼保連携型認定こども園にする計画の江坂大池幼
と千⾥新田幼について
 受け⼊れる年齢は3歳児以上だけか、それ以下の2歳児や1歳児も想定しての増築かお
たずねしたい。

 千⾥新田幼稚園及び江坂大池幼稚園につきましては令和４
年４⽉に幼保連携型認定こども園に移行しますが、移行後の
受⼊年齢は３歳児〜５歳児を予定しています。
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2）千⾥新田幼と江坂大池幼の認定型こども園化について
 上記に記した、幼保連携型認定こども園のはぎのきこども園の検証と同じく、既に幼
稚園型認定こども園として実施している8園の保護者の方の声を聞いて頂いていますで
しょうか？
 待機児解消と、少子化の中で幼稚園児の定員割れ等諸事情の中で、こども園を実施し
て来られましたが、幼稚園型こども園の場合は、正規担任は2時まで担当し、2時以降
は、別枠の先生と交代するという体制である為、2号児の保護者は、担任の先生と接点
が持てないでいる。
 また 給食内容にも大きな差があるようです。
 できれば自園方式にして頂きたい。

 ２園の認定こども園移行後の運営内容については、これま
での移行園での保護者の方からの意見等を勘案しながら検討
を進めています。
 また、２園での給食提供については、調理業務を委託して
自園調理とし、栄養バランスに配慮し、アレルギー対応も行
う予定です。

70

〔4.子ども子育て支援施設について〕
②千⾥新田幼稚園と江坂大池幼稚園の幼保連携型認定こども園についても①同様はぎの
きの経験を活かし増改築が進められているのか？
・千⾥新田幼稚園のように小学校の奥に位置する園で将来的に2歳児等の受け⼊れも想
定される施設に出来るのか不安である。
 両園共に最後まで現場の意見を⼗分取り⼊れて進めてほしい。

 千⾥新田幼稚園及び江坂大池幼稚園の幼保連携型認定こど
も園への移行にあたっては、はぎのきこども園で行っている
教育・保育の内容や現場の意見を踏まえながら施設の改修内
容等について検討しています。引き続き、児童にとってより
良い施設となるよう検討していきます。
 なお、移行後の受⼊児童は、３歳児から５歳児までの予定
であり、将来的に受け⼊れる年齢を広げることは、現在のと
ころ、予定しておりません。

71

素案P92 保育所・幼稚園等について
 保育園と幼稚園の老朽化は深刻です。（各園の具体的な事例：雨漏り、扉が重い）建
築当時の水準でコンクリートへ直に床板を貼る修繕ではなく、断熱材を床板の下に敷く
などの修繕をして下さい。近年は材料も進化しています。大規模修繕工事の際に耐久性
や防汚効果に優れた製品を用いて、⻑寿命化、機能改善や時代に合わせた設備を取り⼊
れることで、快適性や安全性を⾼めて下さい。

 求められる施設整備の水準は時代と共に変化するため、大
規模修繕の際は、経年劣化の改善だけでなく、時代に合わせ
た製品や設備を取り⼊れることで、快適性や安全性の向上を
図ります。
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72

素案P92 保育所・幼稚園等について
 内装の経年劣化を改善する床の張り替えだけでなく、大規模修繕は、防水工事や外壁
補修、シーリング工事、鉄部の塗装工事、給排水管の更新・更生工事、扉やサッシの交
換工事、トイレの排水管も含めて大規模修繕を行って下さい。特にコロナ禍で手洗いが
重要になっていますが、寒い⽇も快適にきれいに手洗いができるように暖かい水が手を
かざすだけで自動で出るようにしてほしいし、各部屋が保温しながらも換気ができるよ
う換気扇をつけてほしいです。何より、先進的な保育施設を参考にしながら、現場の声
を⼗分に聴き、改善していけるような改修をしてほしい。

 大規模修繕は内装の全面的な更新を伴う工事のことをい
い、床、壁、天井、扉やサッシ、設備機器、配管等を対象と
しています。内装以外の部位（屋根、外壁など）の更新につ
いては、それぞれ更新周期や経年劣化状況によって部位ごと
に工事を行うものとしますが、更新の時期が大規模修繕の時
期と近い場合は同時に工事を行うよう検討します。
 また、大規模修繕にあわせて、手洗いや換気の対策など機
能面の改善も検討します。

73
 保育園は老朽化がひどく雨もりしたり修繕依頼しても改善できないことも多いです。
未来をになう子ども達が安心安全にすごせるようしっかり環境を整えてください。

 保育所は老朽化が進んでいるため、早期に建替えや大規模
修繕を進めていく予定です。
 【本計画該当箇所：97ページ】

74

3）新建材活用について
 2019年に、⽂科省から、学校施設整備新建材活用事例集が出されたようです。
 保・幼としては、もっと適切な資材があるのか？素人の私には、わかりませんが、市
の専門家の方が適切な判断をしてくださるようお願いします。
 特に幼いこども達にとっては、水回りの扱いが不慣れなこども達ばかりですから、予
算とコストで選ぶのではなく、30年、50年を通して、安心安全な材料を選んで頂きます
ようよろしくお願いします。

 保育所や幼稚園の改修にあたっては、安心安全な材料の選
定を行うとともに、子どもたちが快適に過ごせる環境づくり
に配慮します。
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75

 公立保育園の⺠営化が進んでいますが、教育は利潤をもとめるもとではなく、公の責
任のうちになされるものではないでしょうか。損得で勘定するものではないはずです。
岸部保育園の⺠営化に反対します。これからの⽇本を背負う子どもたちのため、⺠営化
には絶対しないでください。

76  岸部保育園を⺠営化しないで下さい。

77

◎ 岸部保育園を⺠営化しないでください。
 地域のこどもたちやお年寄りみんなから愛されています。
 ⺠営化しないで 吹田市の公共施設として守ってください。よろしくお願いします。

78
今の山田保育園の場所で建て替えをしてください。予定地の方では狭くて不向きです。

79 今の山田保育園の敷地を使っての建て替えを再考してほしいです

80
山田保育園の統合について
山田保育園を建て替えて、一時的な場所としてデイサービスをつかってください。

81 今ある山田保育園を建て替えこども園にしてください。
82 山田保育園は移設せず、元地に二階建てを新築でお願いします。

83
山田保育園の統合について
今の保育園の園庭の方が広いのでこっちに建て替えしてほしいです！

84
今の山田保育園の方が広さがあるので、こちらを立て替えて欲しい。
狭くなると運動会が自園で開催できず、公園で開くには地域住⺠が使用しており、練習
などできないため。

85
山田保育園建て替え予定地だけでは園庭が狭くなります。⼗分な敷地を確保してくださ
い！

 平成２５年に「吹田市公立保育所⺠営化実施計画」を策定
し、平成２７年度には子ども・子育て支援新制度がスタート
し、中⻑期的な保育力の整備の必要性に加えて、急激な保育
ニーズの⾼まりに対応するため、緊急及び短期の対策を講じ
る必要性が出てきました。公立保育所の一部⺠営化は、この
ような状況下で自治体の基本的な責務である保育環境の継続
的な維持・充実のための具体的な財源確保策となります。
 岸部保育園の⺠営化につきましては、本年度移管先事業者
の選定を行っていく予定です。

 山田保育園を現地で建替えた場合、工事中に保育園の運営
ができなくなるため、別敷地で建て替えるものです。また、
旧南山田デイサービスセンターは保育園の仕様になっていな
いため、一時的な場所として使うことは困難です。
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86

園庭が狭いです
子供の人数ははぎのきのように大人数にしないでください
運動会がジエン開催できるようにしてください
隣の公園は利用者がたくさんいます

87
山田保育園について
園庭を運動会のできる広さを確保してください。

88 プールは下に常設する形でお願いします

89
山田保育園はこの地域で唯一の公立です。
地域の親子の交流の場として、地域の子が遊べる部屋も確保してください

90
乳児室を完全にわけてください。また、視診室を作ってください。
今の山田保育園は0、1歳が同じ部屋に区切りがあるだけで、生活がしづらいです。
睡眠時間に差があるので、きっちりとわけてください。

91 山田保育園の新築園は、必ず、視診室の設置して下さい。

92
 山田保育園の建て替えについて、現在園舎が建っている場所より狭い場所への移転は
避けてほしい。園庭が狭ければ、⽇々の活動や運動会などができず、子供の発達に支障
が出てくると思います。

 敷地面積が現在の山田保育園と同程度であり、現在の平屋
建から２階建に建て替えることから、現在の山田保育園の園
庭よりも広くなる見込みです。

93

 今後公立保育園の建て替えを考えていくなかで、はぎの⽊こども園の建設時に検討し
たことや、現在園舎を使用しての利点や問題点を考慮した上で施設を作っていってほし
い。

 建替えの検討に当たっては、はぎのきこども園における課
題等を踏まえたうえで取り組んでまいります。

94

 保育所の建て替えについては、地域の保育ニーズ、利用状況を考慮し児童福祉法の24
条の1項の市の保育実施責任が明記されている保育所として建て替えをしてほしい。

 児童福祉法第24条第１項では、「次項に定めるところによ
るほか」とされ、第2項で「市は認定こども園等により必要
な措置を講じなければならない」とされていますことから、
地域の利用状況を考慮して、認定こども園で建替えを実施す
るものです。

 本計画は各施設の建替えや大規模修繕に係る基本的な考え
方を示したものであり、建物や部屋の配置など詳細について
は、今後、計画を具体化する際に検討していくことになりま
す。
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95

４ 子ども・子育て支援施設

★ 施設計画の周知について
 吹田市でも気が付けば、公私立の幼稚園型認定こども園、施設の保育所型認定こども
園が増えていました。子育てはすっかり昔の事となっている市⺠にとって、知らないう
ちに我が子が育った幼稚園・保育園が聞きなれない施設の名前に変わっていることにお
どろき、子育て支援のネットワーク会議でも「知らなかった」「それは何？」との発言
がありました。コロナ禍でボランティアの活動の制限が続いていますが、吹田では地域
で子育て支援のネットワークの構築が進み、関係団体や行政の努力もあり幼稚園や保育
園は市⺠の財産として認識されています。施設の再編などについての情報が可能な時期
に施設などからも発信してもらえたら事案の是非は別に地域の子育て支援への関心の広
がりの一助となると思います。

 本計画は公共施設（一般建築物）を安全に維持していくた
め、更新周期に従って各施設の建替えや大規模修繕のスケ
ジュールを示したものであり、事業の具体化にあたっては、
必要に応じて市⺠へ説明するなど、適切な情報提供を行いな
がら進めます。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営に当たり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。

96

 全体に「就労保障」という観点が弱いのではないかと思います。子どもの健全な成⻑
を保証するのは保育所、幼稚園の両方にかかわりますが、年齢的にも、時間的にも、家
庭の環境にも大きなちがいがあることをしっかりつかんで下さい。

 老朽化に対する教育・保育環境の改善を図るため、整備・
運営費用、近隣園も含めた教育・保育の需要を考え、保育園
と幼稚園等の集約による再整備を検討しております。
 認定こども園は、子ども・子育て支援新制度移行後、全国
的に認められている施設であり、幼稚園と保育所の機能をあ
わせ持ちます。本市においては、既に設置しているこども園
の運営に当たり、様々な課題があることは認識しております
ことから、集約化の検討においては、これらを踏まえたうえ
で、保護者ニーズに沿った質の⾼い教育・保育が提供できる
よう取り組んでまいります。
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