
平成２６年度（６月） 第３回浜北区協議会 次第 
 

日時：平成 26年 6月 26 日（木）午後 1時 30 分から 

会場：浜北区役所 北館 3 階 大会議室 

 
１ 開 会 
 

２ 議 事 

(1)  協議事項 

ア 子ども・子育て支援新制度に伴う市立幼稚園再編の考え方について  

【資料 1】 

 

イ 平成２６年度地域力向上事業の提案について         【資料 2】 

 

３ その他 
(1) その他 
 
(2) 次回の開催予定 

 
４ 閉 会 
 



 第９号様式 

     区 協 議 会 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名  子ども・子育て支援新制度に伴う市立幼稚園再編の考え方について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

・ 平成 27 年 4 月から施行予定の「子ども・子育て支援新制度」に伴

い、今年度「（仮称）浜松市子ども・子育て支援事業計画」を策定

する。 

・ 今後は、保護者の幼稚園ニーズを踏まえ、幼児期の学校教育・保育

の供給が需要を大きく上回る地域では、市立幼稚園の再編（閉園）

が必要である。 

・ 閉園を計画する市立幼稚園の条件については、私立幼稚園等を含

めた地域の教育・保育環境を踏まえ、幼児を近隣の幼稚園等で受け

入れられる見込みがあることを前提として検討してきた。 

・ 今後は、新制度に基づく質の高い幼児期の学校教育・保育の提供と、

教育・保育サービスを総合的に提供していく環境づくりを推進して

いく必要がある。 

対象の区協議会  全区協議会 

内  容 

・ 平成 27 年度からは、市立幼稚園（63 園）を「施設型給付を受ける

幼稚園」としていく。 

・ 地域における幼児期の学校教育・保育環境（私立幼稚園や保育所等

の存在）、施設の状況等を総合的に勘案した上で、閉園を計画して

いく園の条件等を整理した。 

… 別添資料のとおり 

・ また、各区における幼児期の学校教育・保育の拠点として位置付け

る市立幼稚園については、平成 30 年度を目途に 3～5 歳児を対象と

する「認定こども園」への移行を進めていく。 

備 考 
（答申・協議結果

を得たい時期、今

後の予定など） 

・ 閉園を計画する園については、7 月の区協議会に諮問事項として 
提案を予定する。 

担当課 教育総務課 担当者 辻村 得雄 電話 457‐2401 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

資料１ 
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平成 26 年 6 月 

教 育 総 務 課 

 
子ども・子育て支援新制度に伴う市立幼稚園再編の考え方について 

 
平成 27 年度から施行予定の「子ども・子育て支援新制度」に伴い、浜松市立幼稚園を再編して

いくこととする。 

 

１ 新制度に伴う市立幼稚園の移行方針 

 

民間に任せられることは民間に任せ、積極的に民間活力を導入していく。しかし、民間活力の導

入が見込めない場合は、市が責任を持って運営していく。 

 

２ 平成 27 年度以降の市立幼稚園 

 

各地域の幼児期の学校教育・保育の現状や今後の需給バランス等を踏まえ、市立幼稚園の閉園や

認定こども園への移行等について、「（仮称）浜松市子ども・子育て支援事業計画（平成 27 年度～

平成 31 年度）」に反映させていく。 

平成 27 年度からは、市立幼稚園（63 園）を「施設型給付を受ける幼稚園」としていく。ただし、

次の条件に該当すると判断した場合、平成 29 年度末に向けて計画的に閉園を進めていく。 

 

≪閉園を計画する園の条件及びその理由≫ 

 

閉園した場合でも、幼児を近隣の幼稚園等で受け入れられる見込みがある。 

 

 

条件１：同一小学校区内に市立幼稚園が 2 園ある。 

地域における幼児期の学校教育・保育の供給が需要を大きく上回ると判断し、1 園の閉

園を計画する。 

 

条件２：園児や保護者にとって、幼児期の教育環境の向上が見込まれる園が近隣にある。 

私立幼稚園等を含め、近隣の園に入園することにより、集団の中で多様な教育活動が展開

され、保育サービスの充実等が期待できる場合、閉園を計画する。 

 

条件 1、２のいずれかに該当する場合、施設が老朽化している、借地がある、保育室数が少ない、

遊戯室がないなどの施設の状況を総合的に勘案した上で、閉園を計画する。 

 

閉園の条件に該当しない市立幼稚園についても、私立幼稚園等の新制度への移行や市立幼稚園へ

の保育ニーズ等を踏まえながら、引き続き市立幼稚園の閉園を検討していく。 
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また、北区（引佐町北部）及び天竜区などは、私立幼稚園や保育所が少なく、遠距離通園等の地

域事情も考慮していく。 

 

なお、存続する園については、保護者の保育ニーズや近隣の私立幼稚園等の動向を踏まえながら、

平成 30 年度を目途に 3～5 歳児を対象とする「認定こども園」への移行を検討する。 

 

市立幼稚園から移行する「市立認定こども園」を各区の拠点園として位置付け、区における保

育ニーズ等に対する補完的役割を担うとともに、民間の幼稚園等との連携・協力を図り、質の

高い幼児期の学校教育・保育の提供に努めていく。 

 

 

３ 平成 27 年度に向けた変更 

 

保育料等 

新制度施行により市立幼稚園の保育料は、平成 27年度からは所得に応じた「応能負担」とする。 

 

通園方法 

平成 27 年度からの市立幼稚園への通園方法については、保護者との徒歩による通園や自家用車

による送迎など、保護者の責任による個別送迎を原則とする。 

 

 

（参考）今後の取り組み・課題 

  定員充足率や施設の状況等を踏まえ、教育環境の整備の観点から、学級編制や定員を見直すこと

も検討する。 

  存続する園については、駐車場の確保等、課題となる点を今後検討する。また、人材育成（保育

士資格取得）、人事交流等に努める。認定こども園に移行する園については、平成 30 年度からの保

育業務に必要な人員体制を整える。幼稚園として存続する園については、預かり保育の実施を検討

する。 

 









浜松市における幼稚園・保育所の状況 
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浜松市における幼稚園・保育所の状況 

 

 

292



：22園 ：67園 ：63園 ：52園

園No． 施設名 町名 園No． 施設名 町名 園No． 施設名 町名 園No． 施設名 町名

＜中区＞ 01 南保育園 浅田町 31 ロイコスプレスクール 城北二丁目 8 花川幼稚園 花川町 31 浜松中央幼稚園 尾張町

市立保育園 8園 02 鴨江保育園 鴨江二丁目 32 瑞雲保育園 佐藤二丁目 33 中沢幼稚園 中沢町

民間保育園 19園 04 花川保育園 西丘町 34 こばと保育園 高林四丁目 34 萩丘幼稚園 泉二丁目

市立幼稚園 1園 11 江西保育園 神田町 35 天使園子どもの家 成子町 35 鴨江幼稚園 鴨江町

私立幼稚園 28園 12 権現谷保育園 富塚町 37 愛恵保育園 鴨江三丁目 36 成子幼稚園 成子町

計 56園 13 佐鳴台保育園 佐鳴台三丁目 38 ヘリオスプレスクール 法枝町 39 富塚幼稚園 富塚町

14 寺島保育園 寺島町 41 すみよし保育園 小豆餅四丁目 40 佐藤幼稚園 佐藤三丁目

15 西保育園 布橋二丁目 42 ルンビニープレスクール 北寺島町 41 ひくま幼稚園 助信町

46 天林寺保育園 下池川町 42 相生幼稚園 相生町

51 なかよし第２保育園 領家三丁目 43 普済寺幼稚園 広沢一丁目

53 たんぽぽ保育園 上島二丁目 44 蜆塚幼稚園 蜆塚一丁目

56 住吉第二保育園 住吉一丁目 45 あけぼの幼稚園 城北二丁目

59 曳馬保育園 曳馬四丁目 47 上島幼稚園 上島一丁目

61 高丘保育園 高丘北二丁目 48 昭和幼稚園 向宿一丁目

64 葵ヶ丘保育園 高丘東三丁目 49 早出幼稚園 早出町

69 和合保育園 和合町 51 駅南幼稚園 寺島町

72 なのはな保育園 中央三丁目 52 朝田幼稚園 法枝町

73 遊歩の丘保育園 西丘町 53 城北幼稚園 文丘町

92 れんげ保育園 和合北一丁目 56 日本文教幼稚園 常盤町

57 青葉幼稚園 栄町

58 浜松葵幼稚園 幸四丁目

59 浜松学院大学付属幼稚園 住吉一丁目

60 緑ヶ丘幼稚園 東伊場一丁目

61 松城幼稚園 鹿谷町

69 浜松海の星幼稚園 蜆塚三丁目

73 追分幼稚園 葵東二丁目

80 佐鳴台幼稚園 佐鳴台二丁目

81 平成幼稚園 高丘北三丁目

＜東区＞ 03 中ノ町保育園 中野町 40 ルミーナプレスクール 和田町 2 和田幼稚園 薬師町 50 蒲幼稚園 神立町

市立保育園 3園 06 積志保育園 有玉北町 47 ひかりの子保育園 天王町 3 与進幼稚園 市野町 70 海の星鷺の宮幼稚園 大瀬町

民間保育園 12園 08 笠井保育園 笠井町 48 いずみ保育園 小池町 4 豊西幼稚園 豊西町 74 篠ヶ瀬幼稚園 篠ケ瀬町

市立幼稚園 8園 49 若宮保育園 大瀬町 5 笠井幼稚園 笠井町 75 天王幼稚園 天王町

私立幼稚園 4園 58 みどり保育園 有玉西町 6 中ノ町幼稚園 中野町

計 27園 62 浜松東保育園 篠ケ瀬町 16 万斛幼稚園 中郡町

63 蒲保育園 大蒲町 17 有玉幼稚園 有玉南町

71 浜っ子保育園 松小池町 18 橋爪幼稚園 西ケ崎町

74 どんぐり保育園 中郡町

89 市野与進保育園 市野町

90 ながかみ保育園 中田町

94 まるづか保育園 丸塚町

＜西区＞ 05 神田原保育園 西山町 33 和光保育園 和光町 14 神久呂幼稚園 神ケ谷町 63 入野幼稚園 入野町

市立保育園 5園 10 篠原保育園 篠原町 50 生命の樹保育園 神ケ谷町 19 伊佐見幼稚園 伊左地町 64 さなる幼稚園 大平台四丁目

民間保育園 11園 18 舞阪第１保育園 舞阪町弁天島 52 わかくさ保育園 入野町 20 古人見幼稚園 古人見町 65 花園幼稚園 篠原町

市立幼稚園 8園 19 舞阪第２保育園 舞阪町舞阪 55 入野保育園 入野町 21 和地幼稚園 和地町 66 春日幼稚園 馬郡町

私立幼稚園 7園 20 雄踏保育園　 雄踏町宇布見 57 瞳ヶ丘保育園 大人見町 22 北庄内幼稚園 舘山寺町 67 志都呂幼稚園 志都呂町

計 31園 65 舘山寺保育園 舘山寺町 24 村櫛幼稚園 村櫛町 72 湖東幼稚園 湖東町

66 ちゅうりっぷ保育園 篠原町 26 舞阪幼稚園 舞阪町舞阪 77 浜名幼稚園 舞阪町浜田

68 大平台わかくさ保育園 神ケ谷町 27 雄踏幼稚園 雄踏町宇布見

83 順愛保育園 舞阪町舞阪

87 さざんか保育園 篠原町

88 志都呂保育園 志都呂一丁目

参考　　　　　　      平成26年度　保育園・幼稚園一覧：２０４園（休園除く）

私立幼稚園市立保育園 民間保育園 市立幼稚園



＜南区＞ 16 可美保育園 若林町 43 なかよし保育園 三島町 1 南の星幼稚園 西島町 38 赤門幼稚園 新橋町

市立保育園 1園 44 エオスプレスクール 遠州浜四丁目 7 芳川幼稚園 芳川町 46 河輪幼稚園 東町

民間保育園 8園 60 太陽保育園 飯田町 12 白脇幼稚園 寺脇町 62 平和幼稚園 三島町

市立幼稚園 5園 67 ハロー保育園 下江町 13 飯田幼稚園 飯田町 68 あすなろ幼稚園 遠州浜一丁目

私立幼稚園 6園 70 太陽第二保育園 白羽町 25 可美幼稚園 増楽町 71 美波幼稚園 大柳町

計 20園 86 たかつか光保育園 高塚町 G2 ずだじこども園 恩地町

91 はぁもにぃ保育園 三和町

G2 ずだじこども園 恩地町

＜北区＞ 07 三方原保育園 東三方町 36 わかば保育園 根洗町 9 豊岡幼稚園 豊岡町 55 百花幼稚園 根洗町

市立保育園 4園 21 引佐保育園　 引佐町井伊谷 39 都田保育園 都田町 10 三方原幼稚園 三方原町 76 旭ヶ丘幼稚園 初生町

民間保育園 8園 22 三ヶ日保育園 三ヶ日町三ヶ日 45 桜ヶ丘保育園 都田町 11 初生幼稚園 初生町 78 気賀幼稚園 細江町気賀

市立幼稚園 16園 23 都筑保育園　 三ヶ日町都筑 54 初生保育園 東三方町 59 西気賀幼稚園 細江町気賀 82 三松幼稚園 三ヶ日町三ヶ日

私立幼稚園 5園 75 ひまわり保育園 豊岡町 60 伊目幼稚園 細江町気賀 G1 クリストファーこども園 三方原町

計 33園 84 細江保育園 細江町気賀 61 中川幼稚園 細江町中川

85 なごみ保育園 三方原町 62 中央幼稚園 細江町気賀

G1 クリストファーこども園 三方原町 63 高台幼稚園 細江町中川

64 引佐幼稚園 神宮寺町

65 金指幼稚園 引佐町金指

66 奥山幼稚園 引佐町奥山

67 伊平幼稚園 引佐町伊平

69 引佐北部みさと幼稚園 引佐町田沢

72 尾奈幼稚園 三ヶ日町下尾奈

73 大崎幼稚園 三ヶ日町大崎

76 平山幼稚園 三ヶ日町平山

＜浜北区＞ 76 こまつ保育園 小松 28 小松幼稚園 小松 79 北浜 浜北区貴布祢

市立保育園 0園 77 きぶね保育園 貴布祢 31 平口幼稚園 平口

民間保育園 7園 78 しばもと保育園 於呂 32 北浜南幼稚園 寺島

市立幼稚園 13園 79 しんぱら保育園 新原 33 北浜中央幼稚園 西美薗

私立幼稚園 1園 80 なかぜ保育園 中瀬 34 北浜北幼稚園 小林

計 21園 93 きじの里保育園 染地台五丁目 35 北浜東幼稚園 善地

95 くすのき保育園 高畑 36 中瀬幼稚園 中瀬

37 上島幼稚園 上島

38 赤佐幼稚園 於呂

39 赤佐西幼稚園 於呂

40 宮口幼稚園 宮口

42 新原幼稚園 新原

77 内野幼稚園 内野

＜天竜区＞ 17 鹿島保育園　 二俣町鹿島 81 すぎのこ保育園 大谷 43 二俣幼稚園 二俣町二俣 83 水窪 水窪町奥領家

市立保育園 1園 82 やまびこ保育園 山東 44 光明幼稚園 山東

民間保育園 2園 45 鏡山幼稚園 只来

市立幼稚園 12園 46 竜川幼稚園 横山町

私立幼稚園 1園 47 熊幼稚園 熊

計 16園 48 上阿多古幼稚園 西藤平

49 下阿多古幼稚園 両島

50 犬居幼稚園 春野町堀之内

53 気田幼稚園 春野町気田

55 浦川幼稚園 佐久間町浦川

56 佐久間幼稚園 佐久間町半場

58 城西幼稚園 佐久間町奥領家
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 第９号様式  

 

区  分 □諮問事項   ■協議事項   □報告事項 

件  名 平成２６年度地域力向上事業の提案について 

事業の概要 

（背景、経緯、 

  現状、課題等） 

 

【趣旨】 

地域力向上事業実施要綱第８条に基づき、浜北区役所に提案

された地域力向上事業・助成事業の採択に当たって、浜北区協

議会に意見を求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

対象の区協議会 浜北区協議会 

内  容 

 

平成２６年度の地域力向上事業・助成事業は、平成２６年２

月から募集を開始した。今回は５月中に提出された提案につい

て、区行政推進会議で審議したものを提出する。 

 提案  １件  

採用  １件  

不採用 ０件 

※詳細は別紙のとおり 

 

 

 

備 考 

（答申・協議結果を得たい時

期、今後の予定など） 

 市長は、浜北区協議会の意見を踏まえて、地域力向上事業・

助成事業を決定する。 

担当課 浜北区・区振興課 担当者 野中 敬 電話 ５８５－１１４１ 

必要に応じて、記入枠の拡大や資料等の添付をしてください。 

地域力向上事業実施要綱 
（実施予定事業の決定） 
第８条 市長は、助成事業の採択に当たっては、区協議会に

意見を求め、その意見を踏まえて実施予定助成事業を決定

し、提案団体には選考結果通知書により通知するものとす

る。 

資料２ 



（単位：円）

■助成事業 予算額 既申請額 今回補助額

3,700,000 624,000 166,000

内容

時期

場所 担当課：まちづくり推進課

事業の目的・効果

・県立森林公園及び周辺施設を利用したスタンプラ
リーの実施
・主に浜北区内の小学生・未就学児とその家族を
対象
・全てのスタンプを押した利用者へは記念シールを
進呈
・スタンプ設置場所にはクイズを設け、正解者には
抽選で自然体験プログラム及び一般地元企業から
地域の特産品を進呈

提案内容

ふれあい浜北

　県立森林公園とその周辺施設が一
体となって、区内外の子どもたちに多
くの自然とふれあう機会を提供する
ために森林公園スタンプラリーを実
施する。
　このスタンプラリーを通じて地域の
観光振興、森林環境保全の意識啓
発、親子のふれあいの機会の創出を
図る。 平成26年9月13日（土）～12月14日(日)

静岡県立森林公園周辺施設

継続
事業

○

残額

2,910,000

補助金額
（希望額）(円）

166,000

予算内容（金額：円）

主なものは次のとおり
・ポスター、スタンプラリー
台紙、記念シールの印刷
代（253,000円）
・委託料(97,000円)
・賃金(38,000円)
・消耗品(29,000円)

・補助金(166,000円）
・自己資金(251,000円)

平成26年度地域力向上事業提案内容

5

Ｎｏ．

浜北の自然・歴史を満喫
森林公園スタンプラリー

提案事業名 提案者 概算事業費(円) 行政推進会議検討結果

417,000

 【採用（実施予定事業候補）】
・スタンプラリーはゲーム性があるので効果
的な手法。多くの参加が得られるよう、PRに
力を入れてほしい。
・中だるみしないよう、期間中も機会をとらえ
てPRに努めてほしい。
・参加者に周辺の観光・文化施設等を情報提
供し、長く滞留したり、再び訪れてもらえるよう
に工夫してほしい。
・２回目の事業。前回の事後評価も踏まえ、
補助率は対象経費の40％（166,000円）とす
る。


