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瑞穂市教育委員会



１ 計画策定の趣旨と背景 

近年、急速な少子化の進行や保護者の就労環境の変化に伴い、子どもとその

家族を取り巻く環境は著しく変化しています。  

都市部では、多くの待機児童が存在し、子育てと仕事を両立できる環境の整

備が十分でないこと等が問題となっている反面、地方においては、少子化によ

る人口減少が加速的に進み、消滅すると言われる都市が推測されるという自治

体存亡の危機的報告が国から出されています。本市も将来的には、人口減少の

局面に入っていくと思われますが、しかし現在人口増加数、人口増加割合、共

に岐阜県１位であり、インフラ整備と共に、待機児童の解消が行政の喫緊の課

題となっています。人口減少化へ向かう将来的な財政的負担を考慮すると、民

間活力を導入し、多様な保育ニーズに対応できるよう、市内に足腰の強い保育

環境を整えておくことが大切だと考えます。  

本市は、平成２６年度に「瑞穂市子ども・子育て事業計画」を策定し、『み

ずほ・未来の子どもたち２１』～生きる力の循環するまちへ～を基本理念に、

幼児期の教育・保育及び地域の子ども・子育て支援事業を総合的に推進する中

で、施設の適正配置と充実を進めているところです。このような状況の中、近

い将来訪れる少子化に対応するには、限られた人材・財源の中で、利用者が求

める多様な保育ニーズに対応し、また子どもの保育環境の向上を図っていくた

めには、民間の力を活用した弾力的な保育事業の展開が不可欠であります。以

上の観点から、市全体の施設の適正配置を踏まえながら一部民営化を具体的に

進めていくための｢瑞穂市保育所整備計画｣を策定するものです。  

この計画は、導入手法を明確にし、保育所運営を行う事業体の継続性を確保

し、適切に民間移行が実施できることを目的として定めるものです。

２ 公立保育所の民営化・新設誘致方針 

≪本市の人口ビジョン推計値と岐阜県の人口ビジョン推計値（H22(2010)＝1）≫
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 県内の人口推移は、年々減少していくのに対し、瑞穂市は未就学児も含めて

年々増加しており、保育所利用の対象となる児童が年々増加している状況です。 

  また、近年、未満児（０～２歳児）の保育所利用を希望する方が増加して

います。 

未満児（０～２歳児）については、入所者数が平成１５年合併時の９４人か

ら平成２８年度には約３.３倍の３１１人に増加しています。 

しかし、未満児の利用希望者はこれを上回る状況で増加しており、保育所へ

の受入れができず未満児の待機児童が発生している状況です。

現在の本市の保育所の設置状況については、次の一覧表（資料１）のとおり

ですが、調理室がないため未満児保育ができない老朽化施設が存在します。こ

の老朽化施設を未満児保育が可能な保育所として運営してもらう民間事業者

の活力を導入します。 

                            （資料１） 

小学校区 保育所名 建築年 定員 未満児保育 調理室 

生津小      

本田小 
本田第１保育所 S４８ １５０ 実施 有 

本田第２保育所 S５４ １５０ 実施 有 

穂積小 
別府保育所 H２０ ２６０ 実施 有 

穂積保育所 S４６ ９０ 未実施   無 

牛牧小 
牛牧第１保育所 S４６ １２０ 未実施   無 

牛牧第２保育所 H２３ ２２０ 実施 有 

西 小 西保育・教育センター S５１ １４５ 廃止 有 

中 小 中保育・教育センター S５３ １４０ 実施 有 

南 小 南保育・教育センター S５０ ２４０ 実施 有 

※西小学校区の未満児保育は、清流みずほ認定こども園、清流みずほ保育園に

担っていただいています。 
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○小学校への接続 

瑞穂市教育委員会では、スムーズな小学校への繋ぎができるよう、「みずほ

プラン ひかりっ子 卒えんプログラム」を実践し、幼保小連携と幼児教育の

充実に力を入れています。７つの小学校校区において、未満児保育ができるよ

う目指していきます。このため、保育所がない生津小校区内においては、新し

く保育所を民間から誘致し、小学校区内にある保育所から小学校へ通えるよう

整備を進めていきます。民間事業者の運営となっても、この「みずほプラン」

を実践していただきます。 

このように、校区内で保育所から小学校へのつなぎを作ることは、保護者の

つながりも強め、校区のコミュニティ力を高めることになります。 

○財政面において 

  また、財政的な側面から鑑みますと、公立の保育所に対しては、保育所施

設の建設費や改修費に国・県からの補助がないことから、負担が大きいのも

事実です。しかし、民間事業者へは施設建設費や改修費（資料２）に補助が

あるため、市としての財政的負担の軽減ができます。 

                              （資料２） 

  さらに、公立保育所の適正配置の検討が必要です。適正配置の目的は限ら

れた財源や人員の中で、保育サービスの質を維持することにあります。市が

公共サービスとしての保育を提供していくことは言うまでもありません。し

かし、例えば公立は、私立では対応が難しい、地域バランスに対応した保育

を実施し、私立は、公立では対応が難しい、多様な保育ニーズに弾力的に対

応するなど、公立と私立の保育所が、ベストミックスな状況でそれぞれの特

徴を活かした役割分担を行うとともに、連携・協力をしながら、保育サービ

スの充実を図っていくことが大切です。 
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○支援を要する児童への対応 

現在、市立保育所には、支援を要する児童がいます。この児童を保育するた

め、市独自で多くの保育士を採用し、保育の質を保っています。（資料３） 

この支援を要する児童の保育に関しては、公立が特に担っていく必要があり

ます。 

                         （資料３）
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○自治体内バランス 

全国保育士実態調査から私立保育所と公立保育所の同じ人口規模の自治体

におけるバランスですが、概ね保育所の半分が公立、半分が私立であることが

見てとれます（資料４）。こうした現状も踏まえ、瑞穂市においては、未満児

保育が実施できていない、かつ老朽化した保育所と小学校区に保育所がない生

津小校区に限定して民営化へ移行させることとします。 

（資料４）全国保育士実態調査 

※以上まとめますと、次のようになります。 
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３ 老朽化した２つの保育所の民間活力導入方法 

  民営化の対象施設は、２つの公立保育所（穂積保育所、牛牧第１保育所）

とし、「公設公営」から「民設民営」へ移行させます。 

  公立保育所を民営化する方法については、これまで公有財産を売却するこ

とが主な手法でしたが、平成２７年度から就学前の子どもに関する教育、保

育等の総合的な提供に関する法律の施行に伴い、公有設備を無償又は廉価で

の貸し付け・譲渡を可能とする「公私連携幼保連携型認定こども園」「公私連

携保育所型認定こども園」「公私連携型保育所」に移行するという手段ができ

ました。 

※公私連携幼保連携型認定こども園、公私連携保育所型認定こども園及び公私連携型

保育所の取り扱いについて（平成２７年３月内閣府） 

  瑞穂市の２つの公立保育所については、「公私連携保育所型認定こども園」

または「公私連携型保育所」に移行することとします。 

  ①公私連携型保育所へ移行する場合の公有財産の条件 

    土地 無償貸与 

    備品 無償貸与 

※財産処分については、瑞穂市議会の議決が必要となります。（地方自治法 

（昭和２２年法律第６７号）第９６条第６号の規定による） 

②公私連携保育法人の指定 

    （ア）公私連携保育法人は、「瑞穂市公私連携法人の指定に関する要綱

（案）」に基づき、社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人、株式会

社から公募します。 

    （イ）公私連携保育法人の選考は、新たに選考委員会を設置し、提案

（プロポーザル）方式により決定します。 

    （ウ）選考基準は別に定めます。 

４ 保育所が小学校区内に存在しない生津小学校区への保育所誘致方法 

  生津小学校区においては、生津小学校への保育所・幼稚園からスムーズな

繋ぎがとれるよう、生津小校区内に保育所の民間誘致を進めます。 

  新しく新設する民間保育所については、基本的には老朽化した２つの保育

所の民間活力導入方法に準じて、誘致を推進していきます。 

①生津小学校区内に公私連携保育所型認定こども園または公私連携型保育

所を設置する場合の公有財産の条件 
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    土地は市で用意し無償貸与 

   ※財産処分については、瑞穂市議会の議決が必要となります。 

  ②公私連携法人の指定 

    （ア）公私連携法人は、「瑞穂市公私連携保育法人の指定に関する要綱

（案）」に基づき社会福祉法人、学校法人、ＮＰＯ法人、株式会社

から公募します。 

    （イ）公私連携法人の選考は、新たに選考委員会を設置し、提案（プ

ロポーザル）方式により決定します。 

    （ウ）選考基準は別に定めます。 

５ 事業者の選定方法 

①広く公募を周知し、市や保護者、地域住民の希望が反映された募集要項

に基づき実施します。 

②事業者選定委員会の設置 

事業者の選定にあっては、対象施設の保護者、学識経験者、地域住民の

代表等で構成する委員会を設置し事業者選定を行います。 
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６　計画の期間 標準的なスケジュール 本計画の目標年次は、平成２８年度から平成３２年度までの５年間と設定し、概ね次のスケジュールにて実行していきます。

H２８年度 H２９年度 H３０年度 H３１年度 

H２８．１２ H２９．１ H２９．２ H２９．３ ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月 ４～６月 ７～９月 １０～１２月 １～３月　 ４～６月 ７～９月 １０～１２月

保育所整備計画（案） 整備計画（案） 意見　　　

公私連携保育法人募集要項（案） 要綱作成

新年度予算計上

新年度予算計上

新年度予算措置/補正建
設補助繰越明許

文教厚生委員会＆協議会
⇒市議会

原案の説明
仮設園舎

意見
３月議会中決定した計画案
を報告

建設補助金 施設型給付費

新年度予算措置

教育委員会 １月定例会にて説明

決定しパブコメへ
　　　　　公私連携
　　　　　保育法人
　　　　　の募集６・７月

入所説明会 施設型給付費

意見 保育所入所事務

穂積保育所の保護者

へ整備計画の説明 牛牧第１保育所の
新年度予算計上

※公私連携法人が園舎の工事契約を開始する前までに仮設園舎建設と既存園舎の撤去を行う

保護者へ整備計画の説明

仮設園舎 設計　　　　入札 仮設建設　 既存園舎撤去
平行保育期間

仮設園舎
撤去

自治会連合会へ整備計画

の説明（３小学校区）
公立保育所での保育期間

公私連携法人関係           瑞穂市との協議
保育所整備補助
申請

確認申請 入札・契約 建設工事

入所説明会

公私連携法人での保育期間

保育所入所事務

※３０年度整備補助申請のスケジュールとなっていますが、提携した公私連携法人と国の補
助金の申請受付状況の如何により、前倒しとなる場合もあります。
※保育所整備補助金は、内定後工事の着工をするよう決められています。

穂積保育所と公私連携保育法人と
の保育運営引継ぎ・摺り合わせ

パブコメ・関係団体の意見
を受け修正

パブリックコメント１ヶ月

※牛牧第１保育所と生津小校区
内保育所については、用地が確
定次第穂積保育所に倣った日
程にて進めていく。

公私連携法人との協議

公私連携法人の選

定

・プレゼン審査

・第１候補者選定
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７ 瑞穂市と公私連携型保育法人との協定 

今後の就学前教育・保育サービスの提供については、行財政の効率化という

視点だけではなく、市民が利用して満足できる就学前教育・保育の仕組みをき

ちんと作っていくことが行政の果たすべき役割として求められます。 

また、次のような連携を行うため、協定書を取り交わします。 

①連携の充実強化 

就学前教育・保育サービスが行政の直接供給で無くなることから、より

一層行政と民間事業者との連携を充実・強化する必要があります。公私連

携法人には、市内の全保育所で構成する保育所長会に参加していただき、

教育委員会が目指している小学校へのスムーズな繋ぎのため「みずほプラ

ン ひかりっ子 卒えんプログラム」の実践を行っていただきます。 

②人材の育成 

就学前教育・保育サービスの質を高めるためには保育所等職員のスキル 

アップが大切であり、そのため、子どもの発達に即した教育・保育内容や

指導方法等についての研修内容を充実させる必要があります。市立保育所

での保育士研修会に参加していただき、公私ともに保育士としての資質向

上を目指します。 

③情報提供の充実 

市民が自らのニーズにあった質の高い就学前教育・保育サービスを選択 

できるよう情報提供を積極的に行う必要があります。広報みずほや市公式

ホームページはもとより、子育て応援サイト「ままフレ」にて、私立保育

所の情報も取り上げる等、市民への情報提供の充実を図ります。 

④苦情解決の体制整備 

第三者評価の実施によるサービスの質の向上を図る必要があります。 

第三者評価制度が有効に機能しているかをチェックしていくとともに、

困難事例については、行政が積極的に苦情解決に関わっていきます。 
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