
伊丹市幼児教育推進計画（修正案）【概要版】

（仮称）幼児教育ビジョン・（仮称）幼児教育カリキュラム

（仮称）幼児教育センター

◆大切にしたいことなどを示した、本市ならではの幼児教育理念と育てたい子ども像を定める「（仮称）幼
児教育ビジョン」を策定し、市全体で共有して伊丹市の子どもを育ててまいります。

◆「（仮称）幼児教育ビジョン」の実現と幼児教育の質の向上を図るため、公私立の幼稚園・保育所（園）・
認定こども園における教育・保育共通の指針となる「（仮称）幼児教育カリキュラム」を作成します。

＊H29年度（2017年度） ビジョン策定委員会及びカリキュラム作成ワーキング会議で策定
＊H30年度（2018年度）～ 公私立の幼稚園・保育所（園）・認定こども園で実施

◆幼児教育の質の向上を図るため、新たに「（仮
称）幼児教育センター」を設置します。幼児教
育センターには、幼児教育アドバイザーを配置
し、教職員の研究・研修の実施や、家庭教育・
子育て支援を推進します。

＊2020年度（平成32年度）～ 幼児教育センター
を設置し、幼児教育ビジョンに基づく施策の実
施に向け、機能を発揮します。

拠点園の設置

◆市内５つの各ブロックに拠点となる園を整備し、幼
児教育における先導的な役割を果たし、研究や
研修、子育て支援を推進します。

＊各ブロックの拠点園
（2020年度(平成32年度）から5園で実施）
・南部こども園・西部こども園・みずほ幼稚園
・おぎの幼稚園・せつよう幼稚園

（2022年度（平成34年度）から拠点園の変更）
・せつよう幼稚園→南西部こども園

公私立・施設種別を超えた幼児教育の充実

◆公私立の幼稚園・保育所（園）・認定こども園に
おいて、連携を図りながら幼児教育を推進しま
す。

＊研究の推進と研修の充実
＊特別支援教育の充実
＊小学校への接続の推進

幼児教育の充実

◆すべての就学前の子どもが、等しく質の高い幼
児教育を受けることができる機会を保障するた
め、幼児教育の無償化を実施します。

＊H30年度（2018年度）～ 4・5歳児
保育料の全額無償化

幼児教育の段階的無償化

幼児教育キャラクター
い・た・み ちゃん

幼児期は、生涯にわたる人格形成の基礎が培われる極めて重要な時期です。本市では、公私立
の幼稚園・保育所（園）・認定こども園がその役割を担っています。

近年、保護者の就労形態の多様化や共働き家庭の増加により、保育所の需要が増えています。
一方、公立幼稚園の入園希望者は減少し、集団で活動する経験の不足や、職員数の減少による
管理上の問題が顕著になっています。
市教育委員会は、平成26年度（2014年度）に、学校教育審議会から「公立幼稚園を再編し、適正

規模・適正配置をすべき」との答申をいただきました。答申受領後、２か年にわたり、答申内容を説
明する場を設け、市民の皆様のご意見を伺ってまいりました。
これらを受け、平成29年（2017年度）8月1日から「伊丹市幼児教育推進計画（案）」を公表し、市
内延べ70回を超える説明会や、9月19日から10月31日までパブリックコメントを実施し、市民の皆
様のご意見をお伺いしました。これらのご意見等を踏まえ、この度、
「伊丹市幼児教育推進計画（案）」を修正いたしましたので、市民の皆様に
お知らせいたします。



公立幼稚園の改革と就学前施設再編案

公立幼稚園等の再編

公立幼稚園の入園希望者が減少する中、
各園ごとに集団保育に適した園児数の確保
を目指す等のため、公立幼稚園16園を認定
こども園化を含め、9園に再編します。（神津こ
ども園を除く）

３歳児保育

現在は1園（神津こども園１号）での実施です
が、2020年度（H32年度）から、存続する公
立幼稚園および公立認定こども園全園で実
施します。

預かり保育

H30年度（2018年度）から公立幼稚園2園
（伊丹幼稚園・おぎの幼稚園）において、試行実
施します。2020年度（H32年度）からは存続
する全ての公立幼稚園で実施します。

プレ保育

親子で通園し、幼稚園教育を体験します。
（3歳児対象）
＊H30年度（2018年度）から公立幼稚園2園
（伊丹幼稚園・おぎの幼稚園）において、試行実施
します。
＊2020年度（H32年度）から存続する全ての
公立幼稚園で実施します。
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再編後の幼稚園・保育所（園）・こども園位置図
※A～Fの区域は、公立幼稚園の募集ブロックを表しています。

南部こども園

南西部こども園

ﾌﾞﾛｯｸ
H29年度

(2017年度）
2020年度

（H32年度）
2022年度

（H34年度）

A 伊丹幼稚園 伊丹幼稚園 伊丹幼稚園

すずはら幼稚園 

南幼稚園 

ありおか幼稚園 ありおか分園 ありおか分園 

中央保育所 中央保育所 中央保育所 

こばと保育所 

南部こども園 南部こども園

B 稲野幼稚園 

桜台幼稚園 

いけじり幼稚園 いけじり幼稚園 いけじり幼稚園 

はなさと幼稚園 

桜台保育所 

西部こども園 西部こども園

C 神津こども園 神津こども園 神津こども園

D 緑幼稚園 

みずほ幼稚園 みずほ幼稚園 みずほ幼稚園

北保育所 北保育所 北保育所

E 天神川幼稚園 

おぎの幼稚園 おぎの幼稚園 おぎの幼稚園

こうのいけ幼稚園 こうのいけ幼稚園 こうのいけ幼稚園

荻野保育所 荻野保育所 荻野保育所 

F せつよう幼稚園 せつよう幼稚園 

ささはら幼稚園 

こやのさと幼稚園 こやのさと幼稚園 

ひかり保育園 ひかり保育園 ひかり保育園 

西保育所 西保育所 

南西部こども園

こども園 1 3 4

幼稚園・分園 16 8 6

保育所（園） 7 5 4

計 24 16 14



幼児教育無償化の概要

★対象：市内在住の4・5歳児
★対象施設：幼稚園・保育所（園）・認定こども園・市が指定する認可外施設

Ｑ＆Ａ

３歳児保育に関すること

質問：いつから園児募集が開始されますか。

2019年度(平成31年度）9月～10月にかけて実施します。
詳しくは広報伊丹（9月1日号）に掲載します。

質問：定員を超える応募があるときは、抽選になります
か。

これまでの4・5歳児の園児募集と同様、抽選を行いま
す。

質問：兄弟枠や年子枠等の優先はありますか。

3歳児の定員は、4歳児に比べて1クラスの定員が少な
いことから、優先を行うかどうかについては、検討中で
す。

プレ保育に関すること

質問：プレ保育には市内全域から応募できますか。

平成30年度（2018年度）からの伊丹幼稚園・おぎの幼
稚園での試行実施については、伊丹小学校区・荻野
小学校区在住の3歳児を対象として募集を行います。
その後、定員に満たない場合には、伊丹幼稚園ではA
ブロック、おぎの幼稚園ではEブロックに在住の3歳児
が応募することができます。平成30年度（2018年度）、
2019年度（平成31年度）試行実施については、ブロック
を越えての応募はできません。

預かり保育に関すること

質問：昼食は給食ですか。また、おやつは出ますか。

公立幼稚園では、お弁当持参になります。公立認定こ
ども園では、給食となります。（別途、給食費が必要で
す）おやつは、予定していません。

通園に関すること

質問：通園距離が延びるのですが、どのように通えば
いいですか。通園バスの運行はできますか。

徒歩通園だけでなく、自転車通園もできることにします。
通園バスの運行は予定していません。

質問：ブロック園区を越えて、応募することはできます
か。

居住する小学校区の公立幼稚園の閉園により、居住す
るブロック内の幼稚園等への通園距離が、隣接する他
ブロック内にある幼稚園等への通園距離よりも長い場合
には、ブロックを越えて応募ができることとします。

質問：2019年度（平成31年度）に2020年度（平成32年
度）閉園予定の園に入園した場合、2020年度（平
成32年度）はどうなりますか。

平成30年度（2018年度）に行う2019年度（平成31年度）
園児募集時に、2020年度（平成32年度）に通う園（転園
先の園）を事前に決めていただきますので、2020年度
（平成32年度）は入園募集時に決まった園に通うことに
なります。

質問：応募希望者多数の場合は、抽選になりますか。

従来の園児募集と同様、抽選を行います。

質問：公立幼稚園の再編により定員を超えた場合、ど
こにも入園することができなくなりますか。

基礎児童数の推計とこれまでの募集状況を勘案して、
十分な定員を確保しています。10月の募集で定員に満
たない園については、市内全域から随時応募します。

質問：夏休み等の長期休業時も実施されますか。

実施予定です。午前・午後・全日の選択制とし、全日を
選択した場合は、8時40分から16時30分までとなります。

例）保育所（4歳以上）
第8階層の場合

（予定）

5歳児

）

4歳児

3歳児

H30年度
（2018年度）

2019年度
（ H31 年度）

2020年度
（H32年度）

）

国の全額無償化

市の全額無償化

34,800円 0円 0円 0円



Ｑ＆Ａ

認定こども園に関すること

質問：新たな認定こども園の開所時間を教えてください。

開所時間は、7時から19時までです。

質問：認定こども園になると準備物は多くなりますか。

現在、神津こども園の入園時に、制服として「白ポロシャ
ツ」「紺半ズボン」、その他「カラー帽子、なわとび、マ
ジック、はさみ、のり、名札、出席シール、ノート、連絡
帳」をご用意いただいており、6,000～7,000円程度必要
です。新たな認定こども園でも、基本的には、同じような
内容になるものと考えています。

その他

質問：4歳児・5歳児とはいつですか。

満4歳に達する日以後の最初の4月1日から小学校就学
の始期に達するまでの児童のことです。いわゆる年中
児、年長児です。

質問：むっくむっくルームや協同保育はなくなりますか。

むっくむっくルームは、適切な場所を検討し今後も実施
します。協同保育は、市民団体が行っておられる事業
で、団体の特別な事情がない限り継続されるものと思わ
れます。

質問：認定こども園になると幼児教育はどのように変わ
りますか。

幼稚園・保育所（園）・認定こども園では、同じように幼
児教育を行っています。認定こども園になることで、これ
まで以上に多くの子ども達と関わる機会が増え、多様な
幼児教育が行えるものと考えています。

質問：女性・児童センターにこども園を整備すれば、
ボール遊びができるグラウンドがなくなるのでは
ないですか。

計画では、現在の「女性・児童センター」の一部に新た
にこども園を整備することとしており、工事期間中はグラ
ウンドを使用できませんが、敷地全体を考え、現在と同
規模程度のグラウンドを確保する予定です。

保育所待機児童対策に関すること

質問：待機児童が解消されていないのであれば、保育
所は残したままこども園を増やせばよいのではな
いですか。

3つの公立保育所をこども園へと移行する理由には、建
物の老朽化対策と、駐車場問題等があります。こうした
課題解決の方法として、こども園に移行します。市の待
機児童対策は、民間保育所等の誘致等により対応して
おり、今後も、同様に対応したいと考えています。

幼児教育の段階的無償化に関すること

質問：保育所に通っています。保育料も無料になります
か。

延長保育や教材費など実費負担を除き無償化の対象
になります。

質問：私立幼稚園や私立保育所（園）も無料になります
か。

公私立を問わず、幼稚園・保育所（園）・認定こども園の
入園料・保育料が無償化の対象になります。

質問：幼児教育の無償化が実施されると、私立幼稚園
就園奨励費補助金の制度はなくなりますか。また、
第2子、第3子以降の保育料の優遇措置はなくな
りますか。

これまで通り制度は残ります。

計画外での検討事項

稲野公園を活用した
民間認可保育所の整備

平成29年（2017年）6月の都市公園法改正を踏ま
え、稲野公園内の一部を保育所誘致の候補地と
考えています。
2020年（平成32年）4月の開園を目指し、事業者の
公募等の取り組みを進めます。
こばと保育所の移転に伴い、通園が困難となる現
利用者の優先的な受入れも検討します。

稲野公園内の一部
（伊丹市稲野町２丁目３－２）

1.4ha（14000㎡）

民間認可保育所
（定員60～

９0名程度）

約750～900㎡
（公園内南東
角地を想定）

保育所予定地


