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建設計画について 

伊達市子育て支援部子ども育成課 

電話 577-3141 

Email: kids@city.date.fukushima.jp 

■建築の概要 

  建築予定地  大田小学校敷地の南東部分 

  敷地面積  約4,100㎡ 
  建築面積  約1,400㎡ 

 

  

 大田地区に計画している認定こども園の定数計画は、幼稚園

105名、保育園36名の合計141名となっています。 

 工事のスケジュールは、平成21年7月頃に建築確認申請を

行った後、10月頃から建築工事に着手し22年3月の完成を予

定しています。 

 建築工事費は、国の補助基準額で算出すると概算で2億

8,300万円となります。 

 認定こども園建設に際して、事業費の半分が国庫補助金で1

億4,150万円、市負担分が事業費の1/4で7,075万円、事業運

営者の負担分も市と同額の7,075万円を見込んでいます。 

就学前児童将来人口の推移（0歳児～5歳児）
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伊達 梁川 保原 霊山 月舘項目 伊達 梁川 保原 霊山 月舘 

世帯数 3,538 5,712 7,518 2,692 1,232 

（うち核

家族） 

2,102 2,860 4,279 1,305 562 

核家族

割合 

59.4％ 50.1％ 56.9％ 48.5％ 45.6％ 

平成17年度国勢調査による 
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建設予定地 

民営化（後）に向けた配慮 

園教育指導要領に基づいた指導計画を作り、公立が行ってき

た指導内容を引き継ぎます。 

 民営化に当たっては、保護者代表と市と設置者による「３者

協議機関（仮称）」を立ち上げ、教育・保育内容の継続や移行

条件などについて確認書を取り交わします。民営化後も当分の

間、検証委員会（仮称）のような仕組みを作り、確認書に基づ

いて管理を行い、良好な関係維持に努めていきます。 

 施設や先生が代わると「子どもにストレスがかかる」という声に配

慮するため、子どもたちが新しい教諭や保育士に慣れ親しむこと

ができるように、公立と私立の職員が一緒になって教育する「引

継ぎ期間」を十分に確保し、園児・保護者との信頼関係をつくる

ことを最優先とします。 

 一例として、公立と私立の先生が一緒に大田幼稚園で1月か

ら3月まで教育を行い、認定こども園でも4月から1年間公立と私

立の先生が一緒に教育にあたります。また、保育園指針と幼稚
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 全国的に少子高齢化が進む中、働く女性が増えたり核家族化で子育て

についての相談相手がいないなど、課題が生じています。 

 伊達市では地域での子育てを応援するために、新たな拠点施設として

「認定こども園」の開設に向け取り組んでいます。 

 認定こども園は幼稚園と保育園の機能が一緒になり、また子育て支援

センターの機能があります。 

子どもを取り巻く現状 

伊達市の現状 

●子どもの安全を守る 

 平成19年度に実施した公共施設の耐震診断の結果、市内に

は倒壊の危険性のある耐震性能Ｃランク及びＤランクの公共施

設が29施設あります。Ｄランクの16施設は平成27年度までに建

て替えや補強工事を行う計画を策定しています。学校関係では

伊達東小、梁川小、保原小、大田小、大石小体育館、梁川幼

稚園、大田幼稚園、保原幼稚園、保原第二保育園が補強が必

要な施設です。 

●子育て支援センターの充実 

 伊達市は専門相談員による子育て相談と親と子の交流をする

場を各地域に設けることを目指しています。現在は、梁川保育

園と霊山三育保育園の2ヵ所にしかありません。これ以外の地域

 核家族化により世代を超えた子育てができなくなり、また、近隣

とのつながりや地域の子育て機能が低下するなど、育児不安の

傾向が強まってきています。 

 伊達市における平成21年4月1日現在の0歳から5歳の子ども

は3,047人で、14年後の平成35年には約3割減少し、2,140人

になると推測されています。（4ページの資料を参照） 

  幼稚園と保育園に分けて現状を見てみると、幼稚園は各地

域の中心部で多くの園児が通っていますが、周辺地区では小

人数のクラスがあり、集団での体験を通じた教育環境が保てな

くなってきています。福島県の指針では幼稚園は1クラス30人

程度が望ましいとされています。 

 一方の保育園では、働くお母さんが増えたこと昨今のリーマン

ショックに端を発した世界的な不況などにより、共働きを始める

家庭が増えるなどで保育園に入所できない待機児童が増えて

います。 

は、保健センターで決められた日しか相談することができませ

ん。  

●厳しい財政見通し 

  昨年、中長期視点に立った計画的な財政運営を進めるた

め、試算を行いました。平成20年度から25年度までの財政収

支見通しの結果を見てみますと、平成22年度には単年度収支

が赤字に転じることになります。これにより、将来の財政運営は

大変厳しい状態が予測されます。平成22年度からの財源不足

については、財政調整基金を取り崩して対応しますが、平成25

年度には基金の残高が底をつくと推計されています。このた

め、市では財政健全化に向けた取組みを本格的に進めなけれ

ばならない状況にあります。 

認定こども園の役割 

●一貫した幼児教育 

 幼児期の子どもは、生涯にわたる人間形成の基礎が培われる

大切な時期です。この大切な時期に親の就労の有無によって幼

稚園・保育園に分けるのではなく、両者を一元化することで子ど

もがのびのびと5歳まで一貫して保育・教育を受けさせることが必

要と考えています。 

 教育的観点から教育する幼稚園教諭と、子どもの発達を長期

的に理解している保育士が一緒に対応することで質の高いサー

ビスを提供できます。 

 0歳から3歳未満の幼児は保育園で、3歳から5歳の幼児は

幼稚園で保育・教育を行います。 

●子育て支援の拠点施設 

 家庭で子育てをしている方やこれから親になる方を対象に、

子育ての悩みや不安を解消する相談を行います。また、親子

が一緒に遊べる場を提供することにより、地域に密着した子育

てを行います。 

「認定こども園」とはどんなものなの？ 

伊達市の子育て支援 
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保育サービスの種類 
交流ができる場を設けます。また、これから親になる方を

はじめ育児についての相談を受け付けます。 

 支援センターでは、保健師や主任児童委員、子育て

サークルなどと連携することにより、子どもの心身の健やか

な成長を見守ります。 

■病児病後児保育を行います 

 保育園に通園中の幼児が病気の「回復期」で、集団保

育を受けることが困難な期間、一時的に預ることにより、保

護者の子育てと就労の両立を支援するとともに、幼児の健

全な育成を図ります。医師会や病院とのネットワークが必

要なので条件が整った段階でスタートします。 

■預かり保育を行います 

 希望の方には、お子さんを早朝と午後に預かり、保護者の就

労を支援します。また、幼稚園の春・夏・冬休み期間も預かり

保育を行いますので、安心して働くことができます。 

■一時保育を行います 

 いつでも誰でもが利用できるように、保育に欠けない幼児でも

保護者の病気や冠婚葬祭、カルチャー教室への参加など理

由を問わずお子さんを預かります。 

■子育て支援センターを設置します 

 子育て中の親子のふれあいや親同士の交流、子ども同士が

大田地区に計画している「認定こども園」は

どんなものなの？ 

項 目 
認 定 こ ど も 園 （ 私 立 ） 

大田幼稚園（公立） Ｈ幼稚園（私立） 
幼 稚 園 保 育 園 

保育料 

6,900円（内訳：保育料

5,700円、教材費1,200円） 

※世帯の収入状況により減免

されます。 

公立・私立の通常保育料は

同じ料金です。 

※世帯の収入状況・扶養状

況により決定します。 

6,900円（内訳：保育料

5,700円、教材費1,200円） 

※世帯の収入状況により減免

されます。 

17,500円（内訳：保育料

15,000円、教材費2,500

円） 

入園料 かかりません かかりません 20,000円 

制服 通園の服・バックは自由です。 
通園の服・バックは自由で

す。制服があります。 

制服、スモック、スポーツウ

エア指定。バックは斡旋。 

給食 
調理室を備え作りたての給食を提供します。 

食材は安心安全のために地元のものを使っていきます。 

学校給食センターから配達し

てもらっています。 
弁当を持参です。 

保育/教育

時間 
8:00～14:00 7:00～18:00 8:３0～１３：３０ 8:00～14:00 

預かり/延

長保育時間 

預かり(早朝)：7:00～8:00 

預かり(午後)14:00～19:00 

公立と同じです。 

延長：18:00～19:00 

預かり(早朝) 7:15～8:15 

預かり(午後)13:30～18:30 

預かり(早朝)：行っていませ

ん。 

預かり(午後)14:00～18:00 

預かり/延

長保育料金 

早朝：2,000円/月 

午後：7,000円/月 

臨時：500円/日 

公立と同じです。 

 1ヶ月契約：2,500円/月 

 臨時：200円/日 

早朝：2,000円/月 

午後：7,000円/月 

臨時：500円/日 

14:00～18:00          

6,000円/月 

長期休業 

春・夏・冬休み 

長期休業中は預かり保育を行

います（500円/日） 
※年末年始は預かり保育を行いま

せん。 

年末年始 

春・夏・冬休み 

長期休業中は預かり保育を行

います（500円/日） 
※年末年始は預かり保育を行いま

せん。 

春・夏・冬休み 

夏季・冬季休業中は預かり保

育を行います（5,000円前

後） 
※年末年始とお盆は預かり保育を

行いません。 

認定こども園の形態 
 伊達市では国が定めた4つの形態のうち、認可幼稚園と認可保育園が連携して一体的

な運営を行う「幼保連携型」で運営します。 

 0歳から2歳までは保育園機能による保育を、3歳以上は幼稚園機能による教育を行い

ます。（右のページを参照） 

認定こども園と従来の幼稚園との比較 
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認定こども園の幼稚園と保育園の関係 
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市民の疑問にお答えします 
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Ｑ設置者により、教育を行うときに宗教色は出ないのか。 

Ａ私立になっても一切宗教色を出さないで教育するように設置

者とは調整が整っています。大田地区の認定こども園は今の

「大田幼稚園」の教育方針などを引き継ぎ、運営していきます。 

Ｑ私立になると保育に欠ける子どもなどが排除されないのか。 

Ａ保育に欠ける子どもや所得が少ない家庭の子どもが排除さ

れないための仕組みが、法律により定められています。 

Ｑ市内全部の幼稚園を認定こども園に移行するという話だが、

全体計画はどうなっているのか。 

Ａ長期的には各地域に1ヵ所以上設置していく計画ですが、保

育園の待機児童や運営事業者、市の財政状況などを勘案し、

地元の理解を得ながら進めていきます。当面は、大田地区と

上保原地区での開設を計画しています。 

Ｑ私立になると幼稚園保育料が大幅に上がるため、家計への

負担が大きく入園させるのは難し

い。 

Ａ一般的に私立では特色のある

教育を行っており、保育料が公立

に比べて高くなっています。今回

は、伊達市が子育ての拠点として

整備したいので、大田幼稚園の

現在の保育料（教材費込み）と同

額となるように助成を行います。 

 認定こども園について、昨年11月18日の大田幼稚園の代表

者に対する説明を始めに19回の説明会を開催して、認定こども

園の果たす役割や機能を説明してきました。しかしながら、保育

料金や運営、給食などをはじめ、具体的な内容の説明と金額な

どを示すことができませんでした。市民の皆さんに不安をおかけし

て申し訳ありませんでした。説明会で寄せられた質問や意見に

対する市の考えを説明します。 

Ｑ伊達市の中で大田地区が1番初めになる理由は。 

Ａ保育園の待機児童をはじめ、施設の構造や老朽化、用地確

保の課題、子育て支援センターの開設状況、事業運営者などを

総合的に判断した結果、大田地区での開設が一番重要度が高

いと考えました。 

Ｑ認定こども園には誰でもが入ることができるのか。 

Ａ入園は設置者との直接契約になりますが、市が進める認定こ

ども園は地域の子育て支援の拠点施設を目指す趣旨からも、設

置地区の子どもに優先的に入園していただきます。 

Ｑ私立になれば入園は自由ではないのか。大田地区の子どもだ

けが私立の認定こども園に入園を指定されるのはおかしい。 

Ａ「地域の子どもは地域で育てる」「地域の子育ての拠点施設」と

いう設置の趣旨と、幼稚園教育指導要領に基づいた指導計画

により、私立でも公立と同じ教育を行います。また、大田幼稚園

の教育方針や運営方針などを引き継ぎますので、私立となって

も公立と同じなので認定こども園に入園していただきたいと思い

ます。 

 


