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「西宮市幼児教育・保育ビジョン（素案）」に対する意見提出手続（パブリックコメント）につい

て、ご意見の概要とそれに対する市の考え方をとりまとめましたので公表します。 
貴重なご意見をいただきありがとうございました。 

 
※ いただいたご意見は、原則として要約したものを記載しています。 
※ 個人・団体等への誹謗中傷など市が不適切と判断した内容や、個人等が特定される内容につい

ては、記載していません。 
 
 

１．意見募集結果概要 
 

【意見募集期間】 令和４年（２０２２年）１月４日（火）～２月３日（木） 

【意見提出者数】   ８名 

【意見提出件数】 ２４件 

 
≪回答分類別≫ 

回答分類 説 明 件数 

①素案に記載済の内容です いただいたご意見の内容は既に素案に盛り込

まれています。 ８ 

②素案を修正します いただいたご意見をもとに素案を修正しま

す。 ０ 

③今後の参考・検討とします 素案の修正はしませんが、いただいたご意見

は今後の参考（検討）にします。 １６ 

④素案のとおりとします ご意見の反映や対応が困難、または、市の考

え方と方向性が合致しない内容です。 ０ 

⑤その他 素案の内容と直接関係のないご意見、感想等 
（①～④に該当しないもの）。 ０ 

合計 ２４ 

 
 
 

 

「西宮市幼児教育・保育ビジョン（素案）」に対する 

意見提出手続（パブリックコメント）の結果を公表します 

問合せ先：西宮市政策推進課 ℡ 0798-35-3441  
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２．ご意見の概要及び市の考え方について 

 

№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

１ 素案全体 

西宮が大事にする幼児教育・保育について、公立、私立、

幼稚園、保育所の垣根を越えて話し合われ、小学校とも連

携して作成されたことをうれしく思う。西宮の子どもた

ちが大切にされ、夢をもって大きくなっていけるよう、今

後も市がバックアップしながら関係機関がつながり合え

ることを望んでいる。西宮の子どもに関わる多くの人に

保育ビジョンが伝わり、同じ気持ちで子どもに関われる

ように活用してほしい。 

１ 

このビジョンをもとに、幼稚園・保育所・認定こども

園などの施設種別や公立・私立などの設置主体にか

かわらず、西宮市のすべての施設で「子ども中心の幼

児教育・保育」が行われるよう、ともに進めていきま

す。 

① 

２ 素案全体 

不十分な保育しかできていない保育所の保育者を見ない

ふりしないこと。「質の高い幼児教育・保育を実現する」

とあるが、一部でそのようなことを実現してもダメであ

る。 

１ 

このビジョンをもとに、幼稚園・保育所・認定こども

園などの施設種別や公立・私立などの設置主体にか

かわらず、西宮市のすべての施設で「子ども中心の幼

児教育・保育」が行われるよう、ともに進めていきま

す。 

① 

３ 素案全体 

策定されたこのビジョンはどのように活用されるのか。

ビジョンとして各施設に配付して終わるのか。それとも

これに基づき、市がビジョンの実現のために予算をとっ

てスーパーバイザーの確保や遊びが豊かになるように園

庭の整備など新たな施策を打ち出すのか。 

１ 

ビジョン策定後は、ビジョンの周知や保育者向けの

研修の実施など、ビジョンの実現に向けて取組を進

めていきます。 
③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

４ 素案全体 

素案の内容を実行実践できれば将来日本国を背負う期待

できる人物の育成輩出が可能となる、素晴らしい内容で

ある。しかし、現場の職員に、いかに実行させるのか。実

行する現場職員の立場に立って考えた内容なのか。 

１ 

このビジョン（素案）は、学識経験者、市内の公私幼

稚園と保育所それぞれの代表者と小学校関係者など

で構成するワーキングチームを設置して、検討と協

議を重ねたものです。また、ワークショップを開催

し、現場で直接幼児教育・保育に携わる方の意見を聴

取し、反映しています。 

① 

５ 素案全体 
幼児や子供たちは将来の日本国を背負う宝物だとの認識

が最も必要と思う。 
１ 

このビジョンでは、ご意見のような趣旨も含め、「子

ども中心の幼児教育・保育」を実現することが最も重

要であると考えています。 
① 

６ 素案全体 

幼稚園や保育所では園長や所長の方針や在り方が一番大

きいが、職員はもとよりパート、給食、清掃のすべての人

たちが子どもたちを慈しんで育てるという雰囲気が一番

大切である。そこで子どもたちは一人一人が自分が大切

にされているということを実感しながら自由に豊かに育

っていけると考える。その上で保育者のスキルアップを

目指すべきだ。 

１ 

このビジョンは、市内で幼児教育・保育に関わるすべ

ての関係者の学びを深める出発点になることを目指

しており、西宮市のすべての施設や保育者がビジョ

ンの考え方を基に保育を進めていくことを期待して

います。 

① 

７ 

３ みつけて・

ためして、 
とことん遊ぼう 

（P6～9） 

早期教育でなく、遊びにフォーカスした方針は、迷える親

たちや保育園、幼稚園経営者にとって、とてもよいものだ

と感じる。このビジョンに沿って遊びの中で自然と身に

ついていく非認知能力を小学校で活かすことができるよ

うにしてほしい。幼児教育保育の分野でよいことをして

も、その先がないとせっかくの芽を摘み取ることになる。 

１ 
今後とも「つながり事業」を通じて、地域の小学校と

幼稚園・保育所・認定こども園などとの連携を深めて

いきます。 
③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

８ 

３ みつけて・

ためして、 
とことん遊ぼう 

（P6～9） 

幼児はどんな場合にも大人では考えつかない程の即応性

があり、遊び方には多様性がある。昨今は公園内の遊具を

撤去する方向で幼児や子供たちにケガをさせない工夫で

遊具凍結ばかりが目立つ。遊び方を制限し、幼児・子供た

ちの芽を摘んでしまっている事の認識に欠けている。幼

児や子供たちには、自由に遊ばせて危険性の認知をさせ

るのが最善であり、自治体側と保育者の対応に変化が求

められる。中途半端な対応が危険性を助長する可能性が

大きく、自由奔放に遊ばせて、保育者たちが逆に学ぶ事が

必要ではないかと思う。 

１ 

子どもがとことん遊べる危険や不安のない環境を整

えるとともに、子どもが五感を刺激され興味や関心

をもった遊びに熱中するためには「何度でもチャレ

ンジできる」という安心感も必要と考えています。 
いただいたご意見は、ビジョンの実現に向けた取組

を進めていくうえで参考にさせていただきます。 

③ 

９ 

４ ゆっくり・

じっくり、 
親子になろう 
（P 11～14） 

親子にフォーカスした点もよいと思う。親も子育てに迷

い奔走しているので、子育てのプロとして力になっても

らえるのはとても心強い。 
１ 

保育者が保護者の不安や悩みに寄り添い、支援する

ため、今後ビジョンに基づき取組を進めていきます。 ① 

10 

４ ゆっくり・

じっくり、 
親子になろう 
（P11～14） 

 

園にもよると思うが、積極的に保護者から質問しない限

り、先生と深く話せる機会がなかなかない。保護者の中に

は、子どものことがよくわからず、これで良いのか、など

不安を抱えている場合も多い。保育のプロの方から子供

の本質を学べる機会があれば、子育てが楽になったり、声

かけが変わったりする。学ぶことで、保護者にとっても子

どもにとっても win win の関係を築けるのでは、と思う。

西宮市に住む保護者たちが気軽に学べる環境を作って頂

けると嬉しい。 

１ 
すべての親子と保育者が共に育ちあいながら、豊か

な関係を築いていけるよう、今後ビジョンに基づき

取組を進めていきます。 
③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

11 

４ ゆっくり・

じっくり、 
親子になろう 
（P11～14） 

幼児教育、保育における親子と保育者のダイナミクスに

言及するのであれば、保護者、さらには地域の住民として

も、このビジョンをとおして、何かしてみよう、心がけて

みようという気運になるものにして欲しい。 

１ 

各施設が、地域における子育て支援を担う施設とし

ての役割を果たせるよう、地域での取組を進めてい

きます。 
いただいたご意見は、保護者や地域の皆様へのビジ

ョンの周知を進めていくうえで参考にさせていただ

きます。 

③ 

12 

４ ゆっくり・

じっくり、 
親子になろう 

（P13） 

保育園での様子を伝えるのにドキュメンテーションによ

る情報提供とあるが、保育園で保育士の負担が少なく、継

続的にしようとすると、ICT の機器なども必要になる。 
それを行うにあたり、市からの補助等も検討してほしい。 

１ 

保育者と保護者がともに子どもの成長を喜び合う機

会づくりとして、ドキュメンテーションなどの情報

提供は大切であると考えており、いただいたご意見

は、ビジョンの実現に向けた取組を進めていくうえ

で参考にさせていただきます。 

③ 

13 

４ ゆっくり・

じっくり、 
親子になろう 

（P14） 

親子と共に育つというところで、親子と保育者が育ちあ

いながら、ということで双方向の育ちに言及されていま

す。日々のこの育ちあいながらの豊かな関係の中に 1 番

の学びがあるような気がする。 

１ 
すべての親子と保育者が共に育ちあいながら、豊か

な関係を築いていけるよう、今後ビジョンに基づき

取組を進めていきます。 
① 

14 

５ ビジョンの

実現に向けて 
（P17） 

５（１）に挙げられている中でもスーパーバイズの仕組み

が大切なのではないかと思う。保育者の学びの機会とな

ると研修参加になりがちがちだと思うが、日々の関わり

の中での気づきを学びに効率的に変えていく仕組みが必

要だと思う。 

１ 

OJT（日々の保育やスーパーバイズなどを通した学

び）、Off-JT（園内研修・外部の研修などへの参加を

通した学び）、SDS（自己研鑽による学び）をうまく組

み合わせ、保育者がその専門性を高めていけるよう

取り組んでいきます。 
いただいたご意見は、ビジョンの実現に向けた取組

を進めていくうえで参考にさせていただきます。 

③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

15 

５ ビジョンの

実現に向けて 
（P18～19） 

公立の幼稚園と小学校が地域の中核となり、幼稚園・地域

の保育こども園・小学校が一体となって子どもたちを見

守ることができている、今の西宮の環境は素晴らしく、あ

りがたく感じている。保幼小連携「つながり」事業を通し

て交流を深め、より円滑な就学に繋げたいと考えている。 

１ 
今後も「つながり事業」を通じて、地域の小学校と幼

稚園・保育所・認定こども園などとの連携を深めてい

きます。 
① 

16 その他 

保育所には保健師の巡回があり、保健センターでの検診

の事などを聞くこともできて大変助かっているが、巡回

の頻度を増やしてもらうことで、さらに子供や保護者の

様子を情報共有でき、子育て支援に生かせると思う。就学

に向けてさらに役に立つと思うので巡回の回数の増加も

検討してほしい。 

１ 
いただいたご意見を参考とし、引き続き、保健師によ

る巡回支援を実施するとともに、ビジョンの実現に

向けて取組を進めていきます。 
③ 

17 その他 
今年出産だが保育所に入れるか心配である。保育所を増

やして欲しい。 
１ 

いただいたご意見を参考とし、保育所や認定こども

園の整備など、引き続き、待機児童対策を進めるとと

もに、ビジョンの実現に向けて取組を進めていきま

す。 

③ 

18 その他 
保育園が足りない一方で、市立幼稚園の園児募集が集ま

らないことに対しては、これをこども園にして私立の幼

稚園に子どもを引き受けてもらうのがいいと思う。 
１ 

いただいたご意見を参考とし、保育所や認定こども

園の整備など、引き続き、待機児童対策を進めるとと

もに、ビジョンの実現に向けて取組を進めていきま

す。 

③ 

19 その他 保育所に送迎で使える駐車場を設置して欲しい。 １ 

いただいたご意見を参考とし、保育所や認定こども

園の整備など、引き続き、待機児童対策を進めるとと

もに、ビジョンの実現に向けて取組を進めていきま

す。 

③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

20 その他 

遊びを大切にするのなら子どもには絶対に園庭が必要で

ある。幼稚園の子ども園化の推進や少し郊外にあっても

交通の便がよいところに高須方式の保育園を作るなど知

恵を振り絞ることを求める。 

１ 

今後の施設整備にあっては、子どもの遊びの環境に

配慮するとともに、いただいたご意見は、ビジョンの

実現に向けて取組を進めていくうえで参考にさせて

いただきます。 

③ 

21 その他 

42 年前に娘 2人を、10 年前から 4 人の孫を地域の同じ保

育園に預けているが、公立から私立に変わったため、建物

や敷地は変わらないのに収容人員が 2 倍になり、職員の

対外の仕事量が増え、手が足らず、質が下がったと思われ

る。 

１ 

いただいたご意見を参考とし、幼稚園・保育所・認定

こども園などの施設種別や公立・私立などの設置主

体にかかわらず、西宮のすべての施設で質の高い幼

児教育・保育を実現するために、今後このビジョンに

基づき取組を進めていきます。 

③ 

22 その他 

「保育士は行事ごとにものを作ったりなど、残業も多い

し、体力仕事だし大変なのに給料が安いからやってられ

ない。心がぎすぎすする。」などの先生側の意見を聞いた。

給料を上げる、職員を増やすなどの対応をし、働く先生た

ちの環境を整えることが良い保育に繋がると思う。保育

士の給料を見合ったものにしてほしい。 

１ 

保育士などの人材確保にあたり処遇改善の必要性は

認識しています。 
いただいたご意見は、ビジョンの実現に向けて取組

を進めていくうえで参考にさせていただきます。 

③ 

23 その他 

西宮市全体の公立、私立保育所、幼稚園の職員にはかなり

の数で非正規や年収の低い方がいると思う。その方たち

の処遇を改善すること。非正規や私立の方たちのことも

忘れず人を手当てすること。 

１ 

保育士などの人材確保にあたり処遇改善の必要性は

認識しています。 
いただいたご意見は、ビジョンの実現に向けて取組

を進めていくうえで参考にさせていただきます。 

③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 
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№ 
素案の項目 

（ページ） 
ご意見の概要 件数 市の考え方 

回答 

分類 

24 その他 幼保施設にいる子どもたちの保育環境を改善すること。 １ 

いただいたご意見を参考とし、幼稚園・保育所・認定

こども園などの施設種別や公立・私立などの設置主

体にかかわらず、西宮のすべての施設で質の高い幼

児教育・保育を実現するために、今後このビジョンに

基づき取組を進めていきます。 

③ 

【回答分類】  ①素案に記載済の内容です   ②素案を修正します   ③今後の参考・検討とします   ④素案のとおりとします   ⑤その他 

 

 

３．「西宮市幼児教育・保育ビジョン（素案）」にかかる修正箇所 

 
① パブリックコメントの意見を受けて修正した箇所 

  修正した箇所はありません。 
 
② パブリックコメントの意見以外で修正した箇所 

  修正した箇所はありません。 
 


