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資料１ 

 

中野市保育所整備計画（案）に関する意見等について 

 

１ 統廃合対象保育所保護者説明会（懇談会） 

（1）開催状況 令和３年５月 25日（火）～５月 26日（水）  全３回 

 日  時 場  所 出席人数 備 考 

永田保育園 
5月 25日（火） 

14：00～15：20 
永田保育園 11人  

長丘保育園 
5月 26日（水） 

10：20～11：00 
長丘保育園 16人  

豊井保育園 
5月 26日（水） 

15：00～15：40 
豊田文化センター 10人  

 

（2） 主な意見等 

【永田保育園】 

○統合について 

■統合については賛成。（全員） 

■少人数の良さもあるが、子どもたちの学びあいを考えると、できることが限られる。子どもたち

の関係性も柔軟にできる人数がよい。子どもも親も余裕ができる。 

■子どものケアをしっかりやって欲しい。保育士の配置にも配慮して欲しい。 

■子どもたちの交流機会を増やして欲しい。統合までのステップを大事にして欲しい。 

○施設について 

   ■子ども預けるとなると近い方がよい。豊井は遠いと感じる。 

■永田保育園は園舎も明るくきれいであり、できればこちらを使って欲しい。 

■豊井保育園は車の通りが多く、送迎時に混雑している印象があり心配である。 

■永田保育園は自然も多く、散歩等にも安全でよい保育環境だと思う。 

■永田保育園にして欲しいという思いもあるが、保護者の利便性など全体的に考えると豊井 

保育園の方がよいのではないかと思う。 

■豊井保育園の施設を見たことがないのでどちらといっても判断できない。豊井保育園の施設

や子どもたちの遊んでいるところを見てみたい。 

○その他 

■子育て世帯に育てやすい環境や施策をお願いしたい。 

■永田には子どもたちが遊べる場所がない。保育園、小学校利用したい。 
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■通学路など歩道の整備が進まない。毎年要望を出しているのに改善されない。 

■病児・病後児保育が利用しにくい。手続きを簡単にするなど、利用しやすくなって欲しい。 

■土曜日保育について使いやすく不安のないようにして欲しい。  

 

【長丘保育園】 

○廃止について 

■新聞報道より前に、保護者や地域に説明をして欲しかった。 

■廃止の方針知っていれば園を選ぶ際に違う選択をしたかもしれないので、もう少し早く話が

欲しかった。あと 10 カ月で廃園というのは早急に感じる。 

■少人数化、施設の老朽化が進んでおり、統廃合については仕方がないと思う。 

■転園に対し不安やとまどいがある。親にも不安がある。 

■上の子もお世話になった園なのでさみしい。残念である。 

■家から近く預けやすかったが、小学校区内の園でも遠くなるので不便を感じる。 

■人数が少ないところが良くこの園を選んだので残念である。 

○要望 

■人数が少ない園から多い園に行くことは、子どもはとても不安を感じると思う。子どもたちのケ

アをしっかりやってほしい。 

■保育士の配置に配慮して欲しい。 

■同じ学区内のひらおか保育園、たかやしろ保育園と交流の機会を多く設けてほしい。転園先

を選ぶための情報が欲しい。 

 

【豊井保育園】 

○統合について 

■少人数化から統合は仕方がない。賛成である。 

■混合保育については、異年齢の児童が関わる良さもあるが、同世代の関わりをたくさん持つ

ことは大切であると思う。 

○施設について 

■豊井保育園を使用して欲しい。 

■子どもたちの過ごしやすい空間となるよう整備して欲しい。 

■保護者の仕事の利便性、安全面などから豊井保育園の方がよい。 

■学区外から通っているため、永田保育園は遠いと感じる。 
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２ 統廃合対象保育所地元説明会 

 （1）開催状況  令和３年６月 22日（火）～６月 23日（水） 全２回 

 日  時 場  所 出席人数 備 考 

長丘地区 
６月 22日（火） 

18：00～18：30 
旧長丘小学校体育館 12人 報道 2社 

豊田地域 
６月 23日（水） 

18：00～18：25 
豊田文化センター 19人 報道 1社 

 

（2）主な意見等 

【長丘地区】 

 ○質問 

（質問１）年中以下の転園が必要になる児童はどの園に行くのか。どうするのか。 

（回答１）保護者の方にどこの園に行ってくださいとお願いするのではなく、保護者の方が自分で

良いと思われる保育所を選んでいただけるよう、御案内する。 

 

（質問２）旧長丘小学校の跡地利用はどのように考えているのか。 

（回答２）現段階では決まっていない。市全体の施設利用計画の中で、市全体で考えていく。 

 

 ○意見、要望 

（意見１）パブリックコメントの実施を知らない人が多い。広報の方法を工夫して欲しい。 

（回答１）広報なかの６月号、市公式ホームページで募集の御案内をしている。内容は、本日

お配りした中野市保育所整備計画案で、市公式ホームページだけでなく、市役所本

庁、豊田支所、各保育所に設置し、閲覧可能となっている。御意見は郵送、ファクス、

Ｅメール等で募集をかけている。 

 

（意見２）中野市全体の人口は減少しているが地域格差がある。平岡地区は若い方が引越し

て来て人口が増えているが、長丘地区は人口減少が進んでいる。これらの格差を是

正するために、行政として格差の是正や、格差を生まない施策を行って欲しい。 

   （回答２）人口減少の地域格差については市としても承知している。担当課は異なるが、空き

家対策や、移住者への子育て支援など色々行っている。特に長丘小学校について

は、市で活用しようということが決まっており、子育て支援に関わる施設を造ろうという

ことで動いている。 

 

（意見３）長丘保育園の跡地利用はどうなるか。長丘小学校、長丘保育園など文教施設がなく

なり、地域のコミュニティの場がなくなっているなか、長丘保育園は老朽化しているが、

コンパクトで使いやすい施設であるので、施設利用についても考えて欲しい。 
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   （回答３）跡地利用の件については、今の段階では決定していない。市全体の施設利用計画

の中で、市全体で考えていくことであり、いただいた御意見を参考にしながら考えさせ

ていただく。 

○その他 

   （意見）壁田区で長丘保育園付近に２カ所、防犯カメラをつけた。地域でも子どもたちを大切に

している。 

   （回答）防犯カメラを区で設置していただいて、たいへんありがたいことだと思っている。 

 

 【豊田地域】 

   （意見１）統合により廃園となる園を、未満児保育のできる施設として残して欲しい。 

   （回答１）未満児だけ受け入れる小規模保育事業所を新たに設置する予定はない。 

 

   （意見２）統合保育園にも保護者会が作られるのか早く方針を出して欲しい。 

   （回答２）保護者会はそれぞれの園にお任せしているが、方向性については早いうちに保護者

にお伝えしたい。 

 

 ※両説明とも園の廃止に対する反対意見や進め方に対する意見はなし。 
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３ 子ども・子育て会議 

（1）開催日時  令和３年７月１日（木）  18：30～ 

（2）場所     市役所本庁舎 

（3）出席者   委員 20名（子どもの保護者、教育・保育又は養育に関する事業に従事する者、 

地域において子育ての支援を行う者、識見を有する者、市民代表者（公募）） 

（4）主な意見等 

 

   （質問）統廃合して３歳未満児の受け入れは可能なのか。 

   （回答）十分な定員は確保できる。 
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４ パブリックコメント 

（1）募集期間  令和３年６月 21日（月）～７月９日（金） 

（2）募集方法  市公式ホームページ・市役所本庁・豊田支所・市内公立保育園 11園で 

閲覧、郵便・ファクシミリ・電子メール等により意見を募集した。 

（3）意見数    ４人（４件） 

（4）主な意見等（原文ママ） 

 

≪意見１≫ 

先日、説明会に初めて参加させていただき、住民の保護者の皆さんが、今回の整備事業に

ついてどのようなお考えなのか、意見交換会にて聞かせていただきました。 

私家族、長野市街地から上今井の自然環境、少人数での保育のありがたさ、地域住民の温

かさ、ＪＲ路線等いろんな視野に感謝し、市街地から今年の４月に移住を決断いたしました。 

そんな中、整備計画をこの度初めて聞き、大変残念に思います。豊井、上今井の地域の環

境の良さ、地域に守られ、活きた保育や教育が充実していると感じ、ライフラインも踏まえ、移住

を望んでくる方をどのように誘致していくかを行政はまったく考えていらっしゃらないのでは？と感

じてしまいました。園児が減少傾向、人口の減少、財源の圧迫＝保育、教育の場の統廃合で

はないと、強く感じます。少人数保育だからこそ、安心して預ける事かでき、地域に育った「子」

が成長していくのだと思います。 

三位一体となってしまったおかげで、財源に負担なるなら民間に委託させた保育維持？とは

私自身、親からの目線、地域の目線になっていただいていないと思います。人口の減少、少子

化には、中野市も一番守らなければならない財源なのではないでしょうか？もう少し、行政とし

ても両園とも残しつつ、私自身が移住を決めたように、行政から何らかの配信できることがある

のではないでしょうか？地域の人口を増やせる事が出来る＝この地域、田舎ならではの、魅力

ある保育、教育があってこそだと思います。 

また、意見会でも述べておりましたが、未満児さんだけでも今までと同様に両園を残していけ

ないのでしょうか？また、行事には両園の団体行事として、合同で開催したりなど地域に根付い

た立施設運営を、なんとか守っていただきたいです。 

民営化を反対している訳ではございませんが、少なからず保育の場が営利目的になり、子供

たちが守られない、適正な保育が受けられなくなるよう強く思うばかりです。 

 

≪意見２≫ 

長丘保育園に子供を通わせています。人数の減少・保育園の運営による資金や老朽化によ

り廃止されるのはしょうがないことなのかもしれませんが、納得がいきません。 

このコロナ禍で、感染対策のため密になってはいけないという理由で、少人数なのに関わらず
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行事がなくなったり子供の成長を見れる参観日が減り見に行ける人数も限られ親として悲しい

思いをしています。 

今後長丘保育園が廃止になり、たかやしろ保育園や平岡保育園に通わせる事になると思う

んですが、人数が多くなる事によりさらに行事が減るのでは無いかと思っております。来年にはコ

ロナは終息して普通の生活に戻れるのであれば問題ないと思いますが、どうなのでしょうか？ 

中野市は少子化対策について考えているのでしょうか？長丘地区で子供が減少していること

についてこのままでも良いと思っているのでしょうか？増やすためにはこの地域の保育園や小学

校をなくしてはいけないと思います。 

 

≪意見３≫ 

私は中野市保育所整備計画（案）に現状反対です。少子化や設備の老朽化に伴い統廃合

が行われることや、その対象が長丘保育園、豊井保育園、永田保育園になること自体は妥当

だとは思いますが、計画案の根拠に不明確な点が見られますので、今後さらに検討を進め、よ

り中身のあるものにしていただきたいです。 

まず初めに、「共働き世帯の増加により保護者のニーズが多様化している」と言った表現の内

容が盛り込まれていますが、保育園は実質共働きであることが入所の条件ですので、整備計画

の根拠とはなりません。 

次に長丘保育園の児童数の推移について、平成 28 年度の児童数 41 名に対して令和３年

度は 20 名と約 50％減少しています。市全体の児童数の推移は平成 28 年度の 1,129 名に

対して令和３年度は 964名で、減少率は約 15%です。つまり長丘保育園の児童数の減少は少

子化の影響ではなく行政の招いた結果であり、長丘保育園廃止の根拠とはなりません。 

この計画案は、保育のサービスの向上を目指したものではなく、長丘、豊井、永田の統廃合

をすると言う目的が前提にあり、その目的を正当化するために後から根拠を付けたものであると

言う見方ができます。 

今後 20 年で中野市の子供の数は 40％減少する予測がありますが、市としてこれを受け入

れるのか抗うのか態度を決めなければなりません。右肩下がりのグラフをいかに L 字あるいは V

字にもって行くのか戦略を立てなければなりません。保育所は大切な資源であり、今ある箱をい

かに満たすか考えるべきで、統廃合を進めると予測通りの人口減少を招きますし、地区によっ

てはコミュニティの存続が困難になります。20 年後、30 年後の中野市をどうデザインしていくの

か軸をしっかりと持ってあらゆる政策を決めるべきで、子育てに関することはその一丁目一番地

に来るはずです。 

財政がひっ迫している状況は理解しますが、出血を止めるだけでは未来がありません。お金

を集める方法はさまざまありますが、子供を増やす方法は限られます。ライオンの社会もアリの

社会もあらゆる生き物の社会は子供を守るために存在します。人間だけが大人中心の社会を

作り、子供に負担をかけています。中野市がここで舵取りを誤って大切な資源を失うことの無い
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よう、もう一度しっかりとした検討をお願いします。 

 

≪意見４≫ 

日頃より中野市民のために公務下さりありがとうございます。 

中野市保育所整備計画（案）に関する意見でメールいたしました。 

今後保育所の民営化を進めていくということでしたが、 

日本の将来を支えるこども達の保育・教育を誰が責任をもって保証するか・・・ 

それはやはり公的機関で担っていくべきものだと思います。 

公設公営で中野市における保育の質を維持してもらいたいと思います。 

また、公設民営・民設民営で経営が成り立たなくなった場合、その地域に保育所がなくなる

可能性があります。 

保育所がなくなれば人が来なくなり、小学校がなくなり、 

その地域が衰退する可能性が高くなると感じます。 

市の財政が厳しいとは思いますが、どうか公設公営で継続してもらいたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

 

５ 永田・豊井保育園の統合に関する保護者アンケート 

（1）募集期間  令和３年６月 7日（月）～６月 25日（金） 

（2）募集方法  永田・豊井保育園の施設見学を実施し、施設整備や保育サービスについて、 

保護者の意見を募集した。 

（3）意見数    23人（豊井保育園保護者 15人、永田保育園保護者 ９人） 

（4）主な意見等 

○施設について気付いた点 

【豊井保育園】 

■園庭から靴を脱ぎ教室へ入る際、境界があいまいなため、靴のまま入りそうになる。靴を脱

いだ所も外のため靴下で歩いていいのか迷う。緑色の人工芝を靴で踏まないようにするとか

境界を決めて欲しい。（豊井・５歳児） 

■各クラス、リズム室、玄関等にエアコン、ストーブは絶対必要なのでつけて欲しい。     

（豊井・５歳児） 

■駐車場が狭いので広くして欲しい。（豊井・５歳児、永田・４歳児） 

■玄関が暗い（永田・４歳児）  

■トイレを洋式にして欲しい。（豊井・５歳児） 

■表玄関のロータリーをなくして駐車場にして欲しい。（豊井） 

■特に修理してほしい所はない。（豊井・２歳児、５歳児） 

■豊井を使って欲しいという人が多いかもしれない。永田は駐車場所が限られているけれど、

全体的に見通しがよいが、豊井は入り口が狭く、入り口に花壇があることで行き違いに少し不
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便と思うことがある。（豊井・４歳児） 

■送迎時の駐停車について、人が歩くスペースと車の通行するスペースを分けるなどをして、

事故が起きないような配慮があると、子どもたちも安心して車の乗降ができると思う。（豊井・

２歳児） 

■屋内遊具の老朽化が気になる。（豊井・５歳児） 

■駐車場に線がなく狭い。送迎時間が他の子と重なると停めづらい。（豊井・５歳児） 

■砂場の上の藤棚をなくして欲しい。（豊井・５歳児） 

■駐車場の整備をして欲しい。ロータリーは必要なのか？出入り口が一つしかないので、混ん

でいるときに逃げ場がなく渋滞してしまう。（永田・４歳児） 

■ロータリーに入る門から見通しが悪く、狭い。（永田・４歳児） 

   ■園庭を囲うフェンスが老朽化していて危険。（永田・４歳児） 

   ■園庭の外側が藪のようになっていて、蚊などの虫の発生が心配。（永田・４歳児） 

   ■入口のガラス戸が古く、暗い印象である。（永田・４歳児） 

   ■ロータリーが両面通行ならば、白線を引くか、拡張をして欲しい。（永田） 

   ■入口から道路に出る際の見通しが悪い。（永田・４歳児） 

   ■冬期の駐車場の除雪をしっかりと行なって欲しい。（永田・４歳児） 

   ■柵、壁、床、電気系統などの老朽化の補修。（永田・３歳児、２歳児） 

   ■外のフェンスがボロボロで危ないので、新しくして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■床をきれいにして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■教室が全体的に暗いので、明るくして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■駐車場が狭すぎて不便。送迎が大変である。（永田・５歳児） 

   ■子どもたちが使用する机が汚い。（永田・５歳児） 

■園庭のフェンスが古いので新しくして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■トイレを全部洋式にして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■壁紙がはがれているところが多くあったので、貼り替えをして欲しい。（永田・５歳児） 

   ■手洗い場を換えて欲しい。（永田・５歳児） 

   ■駐車場の出入りがしにくいので改善して欲しい。（永田・５歳児） 

   ■園庭の遊具が古いので新しくして欲しい。（永田・５歳児） 

■園庭の柵の補修又は交換をして欲しい。（永田・５歳児、２歳児） 

   ■全体的に老朽化が目立つのでリフォームを検討して欲しい。（永田・５歳児、２歳児） 

   ■駐車場への出入りがスムーズにできるようにして欲しい。（永田・５歳児、２歳児） 

   ■園庭の遊具が壊れていたり古いので換えて欲しい。（永田・２歳児、４歳児） 

   ■園庭の周りの柵が斜めになっているので修理をして欲しい。（永田・２歳児、４歳児） 

   ■園庭に壊れたおもちゃ（三輪車？）が置いてあったが、必要でないものや壊れたものは撤去

して欲しい。（永田・２歳児、４歳児） 

■保育園全体的に物が多いような気がした。必要なものがたくさんあるかもしれないが、必要
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ないものは撤去してもう少しすっきりできないかと思った。（永田・２歳児、４歳児） 

■駐車場もどこに停めればいいのかわかりづらく、人数が増えれば送迎時混みやすくなるので

対策をしっかりして欲しい。（永田・２歳児、４歳児） 

 

【永田保育園】 

■開放感がありきれい。（豊井・５歳児） 

   ■教室が狭い。（豊井・２歳児） 

   ■教室、トイレ、駐車場の数が少ない。（豊井・２歳児） 

   ■天井が高く窓がたくさんあって明るいところがよい。（豊井・２歳児） 

   ■教室内に手洗い場がありよい。（豊井・２歳児） 

■駐車場が狭いので広くして欲しい。（豊井・３、４歳児） 

   ■トイレの数が少ないので増やして欲しい。（豊井・３、４歳児） 

   ■リズム室が狭いので広くして欲しい。（豊井・３、４歳児） 

 

【共通】 

■施設の改修にあたっては子どもたちの過ごしやすい空間を作って欲しい。（豊井・１歳児） 

■両園とも駐車場が狭いので広くするか、ロータリーを使って子どもだけ乗降するドライブスル

ーの様に入れるようにして欲しい。（豊井・２歳児） 

■園内の壊れている部分はわからないので、実際に使用している保育所職員の話を聞いて改

善して欲しい。（豊井・２歳児） 

■一番は現場の先生方が保育をしていて新しくして欲しい場所等を改善していければ良い。

（豊井・４歳児） 

■コロナや感染症対策にもなるように、風通しのよい明るい園内にして欲しい。（永田・４歳児） 

■永田保育園で行われている「リズム遊び」が、子どもたちにとても良い影響となっているので、

統合して児童数が増えても、のびのびとリズム遊びができるように、リズム室を広く開放的な

空間にして欲しい。（永田・４歳児） 

■防犯的に安全な作りの玄関にして欲しい。（永田・４歳児） 

■働く先生方が働きやすい保育の場にして欲しい。園ことをよくわかっている先生たちにもアン

ケートをとって、よりよい施設改修に繋げて欲しい。（永田・４歳児） 

■子ども用と先生用のトイレは別々の場所にある方がよいのではないか？（永田・４歳児） 

■永田保育園で行っているリズム遊びや竹馬などは継続して欲しい。外遊びもたくさんやらせ

て欲しい。何か夢中になれるものを継続して欲しい。（永田・４歳児） 

■送迎をする際、車の流れをスムーズにして欲しい。混雑したり公共道路への迷惑にも繋がる

ため、駐車場整備を考えて欲しい。（永田・４歳児） 

■豊井と永田が合併するのであれば、土曜保育は豊井でできないものか。（永田・４歳児） 

■未満児の受け入れ枠を増やして欲しい。保育士を確保してほしい。（永田・５歳児） 
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○保育サービスについて 

  ■１年間の終わりに子どもの描いた絵などを持ち帰り、家族で見るのが楽しみなので、いつ描い

たかなどがわかると嬉しい。○○月○○日など絵に描いてもらいたい。子どもの成長は数日で

変わったり数カ月で変わったりするので、いつ頃描いたなどわかると、この数カ月でこんなに変

わったなんて考えながら見られる。（豊井・４歳児） 

■豊井は２歳児のクラスがあるので今後も同じように単独のクラスだと良いと思う。      

（豊井・４歳児） 

■土曜保育に通っている園で通常時間あればよいと思う。（豊井・４歳児） 

■統合後、児童数が増えるので、土曜保育はいつもの保育園でお願いしたい。お布団などそ

の都度他の保育園へ持っていくのが大変だし、子どもたちもいつもの環境で過ごして欲しい。

（豊井・５歳児） 

■コロナの関係でできないと思うが、以前行っていた保育参観で給食を親が食べて、子どもが

お弁当を一緒に食べる行事がとてもよかったので、またできればうれしい。（永田・４歳児） 

■子どもたちの帰り時間、玄関に出る時間をもう少し遅くして欲しい。早く行けば子どもたちの歌

声が聞こえたのが個人的にすごく好きだった。（永田・４歳児） 

 

○その他 

【統合園の場所について】 

  ■統合するのはよいが、子どもたち同士が仲良くなるまでに時間がかかるので心の面も気にし

て欲しい。（豊井・５歳児） 

■場所は豊井保育園にして欲しい。（豊井・１歳児） 

■できれば距離的にこのまま豊井保育園に通わせたい。（豊井・１歳児） 

  ■新しい環境で毎日楽しく過ごせるようにフォローしていただきたい。（永田・５歳児） 

  ■統合してから子どもたちも親もなじみやすいように先生の異動・配置を気にかけて欲しい。

（永田・４歳児） 

■豊井保育園は永田保育園と比べて広いため、人数が増えることを考えると、豊井保育園を

使用した方がよい。（永田・３歳児、２歳児） 

■永田保育園は少し距離があり毎日通うのは大変。豊井保育園だと助かる。（豊井・１歳児） 

■永田の方の意見を大切にしながら進めていければよいと思う。（豊井・４歳児） 

■永田保育園は送迎が大変であり、時間も倍かかってしまうので行きづらい。（豊井・５歳児） 

 

【その他】 

■感染症発生時（ノロウィルスなど）、空き部屋がある等部屋を分けることができるなど余裕の

ある希望の大きい園であると安心と感じる。（豊井・５歳児） 

■先生方のマスクの着用について、保育中はマスクをしないで欲しい。子どもたちに表情を見
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せてあげて欲しい。（豊井・２歳児、０歳児） 

■未満児の受け入れのため、人材を確保して欲しい。（永田・２歳児、３歳児） 

■未満児もバス利用できるようにして欲しい。（永田・２歳児、４歳児） 

■自然の多い立地を生かし、豊田独自の保育も行って欲しい。就学前の数年間も、子どもの

成長にはとても大切な時期だと思いますので、保・小・中・高と教育を充実させ、子どもが近

畿に健やかに賢く育つよう、中野市全体で家庭とともに考えて実行していける場を設けて頂

きたい。（永田・４歳児） 


