
緊急プラン（素案）に対する市民意見（NO400～1470私立幼稚園児保護者補助金に対する意見）

No. 種別 意見

400 子ども
私立へ８割通っているのにかかわらず、私立の父兄への負担をふやして、さらに公立に通う子供
の分のお金も私達の税金から出されるのは、不公平ではないでしょうか。

401 子ども
公立幼稚園に多額の税金が投入されているのに、私立幼稚園にむけての税金が減らされるとは
不公平です。

402 子ども 困ります。本当に困ります。

403 子ども
私立幼稚園の親が何故、公立園児の高い運営費まで出さないといけないのか。自分の子供の教
育費を自分たち以外に出させないで欲しい。一方で私学への補助はもっと出して欲しい。

404 子ども
私立幼稚園に通うことは特別なことではなく、とても公共性が高い中で、私立幼稚園に対する補
助金廃止は納得がいかない。直ちに撤回して欲しい。

405 子ども

まず市には、教育に関する予算を削減して欲しくはありません。人材育成に関する投資はしっかり
市の責任でやって欲しいです。Ｄランクといっても生活に余裕があるわけではありません。その中
で公立と私立を比べて、パートに出るかもしれないので、公立の２年保育と保育時間の短さから
私立を選んだ方もいると思います。

406 子ども

財政支出を軽減するにあたって、私立幼稚園保護者補助区分Ｄランク（高所得者）を廃止する試
案は、いささか短絡的な考えであるように思います。経常的な支出における補助金の見直しは、
取捨選択する意味において、回避できない部分であることは理解できますので、制度そのものの
見直しも含め、幼稚園教育の機会均等という立場で、慎重に協議していただきたく思います。

407 子ども
私立幼稚園の先生は、本当に熱心です。我が子を私立にやってよかったです。税金を公立に投
入されているのに、せめて私学教育に補助を続ける位は教育子育て日本一の箕面ならして欲し
いです。

408 子ども
子供を持つ親は皆、わが子をよりよい環境で育てたいはずです。幼児教育は子どもを造る根幹で
す。私立を選んだ親にこそもっと援助をしていただきたいと思います。とても親御さんも教育熱心
です。そうやって育成した人材がいつしか箕面の大阪の日本の人材となるのです。

409 子ども
箕面市の幼稚園児全員公立に通えるほどの定員が無いので、自宅から近い私立幼稚園に通わ
せています。補助金があり公立より少し高いだけと思い通わせていますが、補助金がなくなると生
活費にもっと影響が出てきます。一部廃止案についてもう一度ご検討をお願いします。

410 子ども
財源も確保できると思いますし、もっと構造的な改革をすることが、将来の箕面にとっても良いこと
になると思います。是非ご検討していただきますようお願いいたします。

411 子ども
私立幼稚園に対しての補助金削減するよりも、公立幼稚園の支出削減に対する政策を必要だと
思う。公立幼稚園の園児一人当たりの人件費は箕面市においては私立幼稚園の倍はかかってい
る。そんな中で保護者負担が大きくなる補助金削減はやめてほしい。
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412 子ども

行政改革の名の下、さまざまな改悪がなされ、１００年に一度と言われる不況下において、収入が
減少する中で補助金削減は二重三重の負担となり、次世代をになう子供を持つ父兄としては、子
育てしやすい環境を喪失させ少子高齢化を加速させる要因になると考えます。そもそも高額所得
者の補助の廃止と言っても、本当の高額所得者は雀の涙ほどで規定ギリギリのわれわれサラ
リーマンは「税金は取られるが、医療補助、児童手当はもらえない」と行政サービスを平等に受け
ている実感が無いのが現状です。そのうえ、公立幼稚園の支出削減（民間経営のノウハウ注入な
ど）も不十分な状態で私学の助成のみカットするのは、私立幼稚園への通園が８割を占める箕面
市の現状にあってないのではないかと考えます。公私間格差の是正について是非再考をお願い
します。

413 子ども
今回の改革という形の補助金削減というのは、公私間格差を拡大するだけであり、公平性に欠け
ていると思います。園児一人当たりに係る管理運営経費や人件費を見ましても、あきらかに公立
の経費がかかりすぎています。

414 子ども
子供をよりよい教育環境の場で育てたく、私立幼稚園をいくつも見てまわり、私立幼稚園に通わ
せているのに、私立に通う子供たちだけ教育にかかるお金を削るのはおかしい。それより、公立
幼稚園の無駄な支出や管理運営経費を見直しするのが先だと思う。

415 子ども

Dランクは、高額所得者とひとくくりにしますが、それだけ高い市民税を毎月納めているのです。多
数の市民が恩恵を受けない箕面森町の開発、一部の人が通院、買い物等私用で利用しているM
バスの運行など見直すべきところから着手し、それでも逼迫するなら２年後あるいは数年後で考
えるべきである。

416 子ども
ゼロ試案については反対です。きちんと税金を納めているうえ、だんだんと箕面市から他の市に
移住する人をよくみかけます。子供のいる世帯に対してもう少し配慮があってもいいかと思いま
す。あまりにも公立と私立との差がありすぎると思います。

417 子ども
娘を公教育ではできない宗教教育に基づいた園にやっております。本当に心のこもった教育をし
てくださり園に感謝の日々です。私学に対する助成をこれからも続けて欲しいです。公立を望まな
い親御さんも沢山います。

418 子ども
「子育てしやすさ日本一」というならば、ちゃんとそれに合った対応をしていただきたい。私立幼稚
園保護者補助金廃止を撤回していただきたいです。

419 子ども
私立の個性ある信念や保育に子供を預けている人々にとっては私立幼稚園はとても大事な存在
です。それを一方的に補助を打ち切るのは納得がいきません。

420 子ども
私学への補助を打ち切らないでください。公立を選ばない親も沢山います。我が子の３年間を思
えば、受けさせたい教育をお金を払ってでも選びたいのです。

421 子ども
授業料の安い公立がなぜ定員割れなんでしょう？質の良い教育が期待できる私立に無理をして
でも子供を通わせたい親が多いからです。決して裕福なので私立に通わせているわけではない
のです。

422 子ども

現在、３人の子育て中ですが、幼稚園は家庭と共に人間形成の上で最も重要な場所であると思
います。今の不安定な社会情勢の中で、あり余った経済で私立幼稚園に通わせている訳でもな
く、教育面で削減されるということは、安心して子育て出来る社会とは程遠く少子化ということにつ
ながるのではないでしょうか？
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423 子ども
補助金をカットするというのなら納得できますが、市からの直接の説明もなく今年度からいきなり
補助金廃止はとうてい受け入れできません。子育てしやすさ日本一を目指す市長がこの案を通す
訳がないと信じています。

424 子ども
私は、どうしてもいかせたい私立園がありそこに通わせています。多少の負担はもちろんいたしま
す。でも、市が助けてくれるのはありがたい。私学派の親をもっともっと応援してもらえませんか。

425 子ども
少子化のこの時代、園児一人当たりの保護者への教育費の負担が増えるのはいかがなもので
しょうか？さらに、公立園へ通う子供と私立園へ通う家庭での格差が生じるのには納得できませ
ん。再度補助金の廃止案について考えていただきたい。

426 子ども
私立幼稚園は若い先生とベテランの先生がバランスよく配置され、子供も親も安心して園生活を
すごせると思います。市の財政見直しを教育面に向けないで欲しい。

427 子ども
保護者補助金があるので質の高い教育を提供してくれる私立幼稚園を選びました。もし補助金が
廃止されることがわかっていれば公立の視野に入れた園選びができたでしょうに、いきなり今年
度より有無を言わせず廃止とは、納得できるはずがありません。

428 子ども
補助金打ち切りに反対します。質の良い教育をしてくださる私学に支援することは将来の日本に
投資することになるのではないでしょうか。

429 子ども
補助金をカットする所得制限の所得額の根拠がわからない。６８０万円でもギリギリの生活です。
子供たちがよりよい教育を受ける機会を奪わないで

430 子ども

私立は、必ずしも余裕があって行かせているのではありません。私が以前住んでいた豊中では公
立の抽選があり、それに落ちたら仕方なく私立に行っていました。確かに公立が安くて、私立が高
いというイメージがあり、公立の方のみ税金が使われるのはやはりおかしいと思います。教育は
皆平等です。廃止案については即時撤回をお願いします。

431 子ども 同じ税金を払っているのに、公立と私立で区別されるのはおかしいと思う。

432 子ども
私立園児の補助金削減が検討されていますが、授業料、入園金等親の負担は公立の約３倍もあ
る一方、公立にかかる人件費、管理運営費は私学の約２倍もかかっていることを考えますと、私
学の削減よりは公立にかかる諸経費の削減に取り組まれますようお願い申し上げます。

433 子ども 子育てしやすさ日本一というなら補助金削減はおかしいと思う。

434 子ども 個を伸ばし丁寧な教育をしてくれる私立園に補助をこれからもお願いします。

435 子ども
市の財政が火の車とのこと、納税者の一人として恥ずかしく存じます。その結果、子供たちに付け
を回す愚かな大人を市長に選んだ有権者としてもっと恥かしい思いでいっぱいです。次の選挙で
は同じ過ちを繰り返さないよう頑張りますので応援お願いします。

436 子ども
私立の親には教育に熱心な方も多いもっとそういう家庭を支援して欲しい。補助金打ち切り反対
です。

437 子ども Dランクだからといって、ありあまるお金で私立幼稚園に通わせているわけではありません。
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438 子ども
今でも、私立幼稚園の授業料は公立に比べるとかなり高く感じるが、私立にしか出来ない教育が
なされている為、私立に通わせています。しかし、公立と私立の格差がより広がれば、公立のほう
が良いという考えに変わってしまい、今後私立離れが増えると思います。

439 子ども

私立幼稚園児の父兄です。公立幼稚園の人件費や管理運営費など不効率な経営コストを放置し
たまま、私立幼稚園の園児に対して補助金をカットするのは納得できません。財政再建は当然重
要ですが、教育や子育て、医療など安心して暮らせる箕面を作るため、必要なものは維持してい
ただきたいものです。

440 子ども

極端におとなしかった我が子には、現状の公立園に適応していけるとは思いませんでした。そこで
生まれて初めておやと離れて過ごす幼稚園だからこそ、子どもの性格にあった、また親の教育方
針にあった、子どもを安心して任せられる私立の幼稚園を選びました。保育料の負担は大きいけ
れども、市の補助金が助けてくれるなら何とかなるだろうという決断は何だったのでしょうか？この
先箕面市の財産である子どもたちが、転園などという悲しい思いをしなくてもよいように、ゼロ試案
の私立幼稚園保護者補助金廃止案の即時撤回をお願いします。

441 子ども
現社会情勢において色々な所で財政改革はやむを得ないと思う気持ちはあります。しかし、この
少子化の中でこれからの社会を担う子どもたちに対して改革の目が向けられることには、残念に
思います。もう少し検討の余地があるのではないでしょうか。

442 子ども
３歳児を幼稚園に通わせています。「子育てしやすさ日本一」を謳うのであれば、市の財政見直し
を教育面に向けないでいただきたい。また、質の高い就学前教育を選択する自由を保障していた
だきたい。私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案については即時撤回をお願いします。

443 子ども
子育てしやすさを箕面市が掲げるのであれば、質の高い就学前教育を選択する自由を保障して
欲しいです。

444 子ども
就学前教育を選択する自由を保障していただきたいと思います。私立幼稚園保護者補助金の一
部廃止案については即時撤回をお願いします。

445 子ども

子どもを私立幼稚園に通わせています。近所に遊び友達がいないので、私立幼稚園の預かり保
育はとても助かっています。それだけではなく、長い歴史の中で特色ある教育を決め細やかに
行ってくださり、子どもは毎日笑顔で通園しております。市の財政見直しを教育面に向けないでい
ただきたいと要望いたします。

446 子ども
私立幼稚園に子どもを通わせています。箕面市は「子育てしやすさ日本一」を目指していると聞い
ております。未来のある子どもの為に教育にかかるお金を削らないで欲しいと思います。

447 子ども 私学に通う私の孫たちのために、私たちの税金を使って欲しい。

448 子ども

公立幼稚園での３年保育の検討、実現に向けた取り組みが見えない状況において、補助金廃止
案が持ち出されることは本末転倒だと思います。子供が幼稚園に早く行きたがる状況の中、補助
金も考慮し、私立幼稚園（３年保育）を選択しました。楽しく幼稚園に通う子供の姿を前に公立幼
稚園への転園を考えることは辛いものです。補助金廃止案（将来を担う子供教育へのメス）の前
に「ムダ」「緩み」にメスを入れ、その内容を明らかにして頂きたいと思います。「子育てしやすさ日
本一」の歌い文句を即刻撤回して頂きたいと考えます。

449 子ども 補助金廃止に反対です。
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450 子ども
補助金廃止に反対します。教育関連の予算を削減するとは、「子育て日本一」を目指す箕面市の
政策と逆行することだと思います。

451 子ども
子供１人にかかる教育費は莫大であり、少子化対策と言うのであれば、補助金を増やし生み育て
やすくする事が不可欠で、ゼロ試案は矛盾している。私立幼稚園保護者補助金を削減する前に、
先にもっと削減すべきところがあるのでは

452 子ども
箕面市は子育てしやすい市としていいところは残して、子供を持つ世帯が集まる市でありつづけ
て欲しいです。

453 子ども
とても魅力ある幼稚園の底力を弱くすることにつながります。ぜひともかわらずの支援をお願いし
ます。

454 子ども
橋本改革のように色々な面でカット見直しは必要なので、正直ある程度の削減は仕方がないと思
いますが、廃止はやりすぎなのではないでしょうか。

455 子ども

Dランクの中にもっと細かく区分を作って、Ｃ２ランクに近い税額の家庭には、もう少し優遇されても
いいのではないでしょうか。仮にＤランクの家庭の補助金を廃止するにしても上記のように区分を
作って、本当に廃止されても仕方がない家庭のみ廃止の方向で話を進めていくなど、いくらでも措
置の方法があるのではないでしょうか。

456 子ども 協議会の意見に同感です。

457 子ども
同じ幼稚園に兄弟姉妹が通うのに２人目からは、減額をなぜしないのですか。更に生活が困り、
共働きをしないといけません。親が困れば子供たちにも不自由な思いをさせなければなりませ
ん。育児のしやすい町にしてください。

458 子ども
箕面市は昔も今もこれからも子育てしやすい住みやすい市であって欲しいです。公共力、福祉力
の力こそ箕面市の魅力を強くすると思います。

459 子ども
補助があるからこそ望む幼稚園での満足した子育てが実現できています。補助がないとなれば、
不可能なことも出てきます。よろしくお願いします。

460 子ども 私立幼稚園が古くから箕面の教育を支えてきているのに、補助を削減するのはおかしい。

461 子ども
余裕があって私立幼稚園に通わせているわけではありません。同じ税金を払っているのに公立だ
け優遇されるのはおかしいと思います。

462 子ども
さらにもう１人出産を希望してます。兄弟そろって同じ園に通わせたいですが補助がなくなれば計
画の変更も考えなくてはならないでしょうか。
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463 子ども
公立幼稚園の教育の質の向上、３年保育の実施など十分に充実させてから考えてもらいたい。
質が公私変わらず魅力があれば、保育料の安い公立に行かせたいが、現実は無理をしてでも私
立を子供のために選んでやりたいと思う。

464 子ども
箕面市は子育てしやすいと聞いて、住居を箕面へと移したのに、何のために箕面へ来たかわから
ない。もっと削るべきお金は他にあるはず。

465 子ども 反対です。

466 子ども 財政が厳しくなったと言う理由で、私立幼稚園を穴埋めするのはおかしいと思います。

467 子ども 公立幼稚園と私立幼稚園の負担の金額に差がありすぎて、公平化して欲しいです。

468 子ども
公立、私立どちらへ行こうとしっかりと教育を受けれるようにして欲しい。子供たちへしわ寄せがな
いよう配慮して欲しい。高額所得者＝高額納税者で高い生活レベルとは限らない。

469 子ども
補助金削減については、私達も撤回されるよう要望します。教育費など家庭への負担も大きくな
るし子育てしやすい環境を親子で選択するのは自由でありたい。今までのまま補助金制度をつづ
けていってほしいです。

470 子ども 決して余裕があって、私立に通わせているわけではないと強く思いました。

471 子ども

私立幼稚園には、預かり保育があること、３年保育であること、その他給食があったり、公立幼稚
園にはないたくさんの良い所があり、働くお母さんにとっては、とても助かる存在であると思いま
す。補助金は私達保護者にとっては、とても大きな物で、それが廃止されると言うことになると、私
立幼稚園を希望する人は激減するのではないでしょうか。

472 子ども
この補助金があるということも考慮して、私立幼稚園への入園を決めたので削減されるのは本当
に厳しいです。

473 子ども
箕面は、子育てに向いているとても暮らしやすい市だと感じておりました。これからもその思いを
持ち続けていたいと思います。子供を親も笑顔で過ごせるよう、市には良く考え直していただきた
いです。

474 子ども
教育の機会均等の主旨に反し、子どもたちの選択の自由を奪う「私立幼稚園児保護者補助金の
一部廃止案」については、直ちに撤回されるよう強く要望します。

475 子ども
市内私立幼稚園児保護者補助金は、市内居住４･５歳児の保護者負担を軽減し、公私間格差を
是正する為更なる充実を図るべきであり、箕面市改革特命チーム「ゼロ試案」による一部廃止案
は、直ちに撤回されるよう強く要望します。

476 子ども

私立幼稚園へ３年保育で行くことに決めました。余裕がある訳では決してないので、今回の通達
に納得が行きません。うちのように高額所得ではないのにというグレーゾーンの方がたくさんいる
と思います。その全ての人が困っていると思います。少子化という中でこのようなプランを進める
市は理解できません。それよりもっと他に手を入れることがあるのではと思います。百楽荘の新し
い道路は無駄だと思います。
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477 子ども

私立ということである程度公立と差がある（お金がかかる）のはしょうがないとも思う。その点は納
得して私立に通わせているつもりである。しかし、現状を考えると保育内容、保育時間など私立が
確実に充実していると思う。それらを平等あるいは準ずる程度まで引き上げたうえで、公立か、私
立かを選択できるようにすべきではないか。また、この資料を見ると公立の人件費が私立と比べ
非常に高いのが気になる。そのあたりの経費を削減するのが先だろうとも思う。

478 子ども

箕面市の公立幼稚園が６園で私立幼稚園が７園あり、市内園児の２０％が公立で、残り８０％は
私立とあります。単に「よりよい教育を受けさせるべく私立を選んでいる親が多い」と考えるのでは
なく、公立幼稚園の受け入れ体制が整っていないと考えるべきです。昭和や平成初期の時代より
今は変化し、家庭環境により私立を選ばざるを得ない家庭が増えていることを市は認識すべきだ
と思います。

479 子ども

保護者補助金の削減を検討すべきではなく、公立の受け入れ体制を検討すべきで、私立と公立
のそれが同等になった段階で、親が選択するというのが理想だと思います。そうすると私立も公
立よりよい教育をすべく、よりよい私立幼稚園になっていけると思います。市の財政が厳しいと聞
きますが「子育てしやすさ日本一」の箕面市なら公立幼稚園の受け入れ体制も検討できるのでは
ないでしょうか。「今ある財政の立て直しの為の支出削減」も大事ですが、「」将来箕面市を担う子
供たちへの積極的な投資」も行うべきです。

480 子ども

市の財源を確保させるのが第一の目的であるならば、余剰人員の削減をまずやるべきではない
ですか？たまに市役所を訪れると勤務時間内でありながら足を組み新聞を読んでいる人を何人
か見かけます。忙しそうにしている方もいれば、だらだらと時間をもてあましている方もいるように
思います。休憩をとるなとも言いませんが、仕事をする気のない人に給料をわたすくらいなら、な
ぜ市民の生活を苦しめるようなことをするのでしょうか？現在の私立幼稚園に通っている園児が
すべて公立にうつる程の余裕がないということは、箕面市は公立と私立が共存しあって成り立っ
ているのではないですか？なぜ私立に通わせている家庭だけ負担させるのは平等でない様に思
います。園児一人当たりの管理運営費や人件費は公立は私立の倍はあるということは、まず公
立幼稚園の負担を増やして、まずどれだけの経費がういてくるかを計算し、その他削減できるとこ
ろは、削減して見て、最終の案としても良いのではないですか。

481 子ども

私立幼稚園保護者補助金削減案について、補助金削減は困ります。私立に通わせるからといっ
て、家計にゆとりがある訳ではありません。逆に共働きをしなければいけないので、保育時間等を
考えると私立を選んでいる。補助金をいただけるから、２人目、３人目を育てていける。公立に比
べると保育時間、内容、施設、私立の方がすぐれていると思う。子供により豊かな教育環境をあ
たえてあげたい。財政状況が厳しいという状況が分かりますが、子供にかけるお金は削らないで
欲しい。子育てについての環境は、箕面市はすごく整っていると思う。でも、補助金が無くなって
は、今後不安に思う。

482 子ども

市の財政は、他に削る部分が必ずあります。子供に係わる部分を削るなんて冷たすぎます。同じ
子育ての中の市長さんのかんばりを期待していたのに、がっかりです。箕面市改革特命チームの
方々は、是非箕面市の私立幼稚園を訪ね子供達の笑顔とその親達の係わりを直接ご覧なって下
さい。そして何かを感じて下さい。幼稚園の先生達もがんばっている姿を見て下さい。あなた達の
案によりそのがんばりも笑顔も消えてしまいます。自慢できる箕面市にして下さい。

483 子ども

大阪府にしても箕面市にしても次世代（子供）に対して何を考えておられるのかが全く意味不明
だ。少子化問題はそこにもあるのではないでしょうか。子供にとっても住み良い街づくりをと願う親
の気持ちを無視している様にしか思えない。今の政治家は履き違えているのではないでしょうか。
以前も生まれてきた子供に対しての検査に対しても実費にするとか、結局はなくなったが、反対さ
れたからやめるのではなく、口に出す以前に考えられることだったのではないでしょうか。他にも
きっと「ムダ」になっているお金があるのではないでしょうか。子供の為に使う補助金を削減する前
に今一度見直すべきではないでしょうか。使途不明金を。
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484 子ども

学び、我が子にも是非キリスト教の価値観の中で育って欲しいという思いで現在通わせておりま
す。教育というのは、すぐ目先に結果が出るものではないと思います。教育こそが一番大切なこと
でお金を削って頂きたくはありません。箕面市が府下の先進モデルになっていることに誇りを持っ
て頂いて、「ゼロ試案」の撤回を要望します。

485 子ども
箕面市内の幼稚園児のうち８割が私立幼稚園に通っていることからも私学の必要性は明らかで
はないでしょうか。余裕があるから私立幼稚園に通わせている訳ではありません。子育てしやすさ
日本一を目指すのであれば、私学補助金の一部廃止案は納得できません。

486 子ども

我家では、2人の子供を私立に通わせております。決して余裕があって通わせているのではなく
子供のためを思い（決して公立が悪いわけではなく）子どもの性格にあっていると思い園を選びま
した。補助金がなければ私立に通わせるのは無理であきらめていたと思います。2人の子供は、と
ても喜び毎日元気に通っています。子供にあった園選びをこれからも出来るようお考え下さい。

487 子ども
箕面市へ子供を育てる若い世代に多く入ってきてもらえるように、環境を整えるべきと考えます。
その人たちが税金を払っていくのですから。

488 子ども

長女は私立幼稚園を卒園し長男も今同じように通わせています。教育方針や保育内容も公立の
幼稚園とは違い子どもにとってより豊かな教育をと考え、私立幼稚園に決めました。決して余裕が
あってかよわせているのではないので、私立幼稚園保護者補助金の削減をしないでいただきたい
です。

489 子ども
公立幼稚園の先生の平均年齢43歳ということで、人件費がかかりすぎではないでしょうか？私立
幼稚園の父兄が負担するのはおかしいのでは。

490 子ども
箕面市内の幼稚園児のうち8割が私立幼稚園に2割が公立幼稚園の必要性を感じています。園
児一人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があるのに、公立の幼稚園児には税金までも
が大きく還元されているのには納得できません。

491 子ども

今春より私立幼稚園に子どもを通園させております。環境、立地、教育理念に重きをおき、大阪府
私立幼稚園連盟発行の「私立幼稚園ガイドブック」を参考に（補助金ガイドを見て）多数見学したう
えで決定しました。入園させた途端、今回のゼロ試案を知り驚いております。8割が私立幼稚園に
入園されている現在、厳しい経済状況の中、市が改革するポイントに今回の内容がおり込まれる
のには納得がいきません。私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案は撤回願います。保護者は
子どもの教育は「別枠」と思いやりくりしているのです。市も同じように考えていただきたいです。

492 子ども

箕面市がＤランクに対して手厚い補助金の設定をしているのは、納税額が多いほどそれを平等に
還元するという他市にはない独自の、しかし本来そうあるべき姿であると感心し、高く評価しており
ました。しかし、私立に通わせるイコール生活に余裕があるのではなく多少無理をしても我が子に
はより良い環境を用意してやりたいのが親心です。血税は、子供に関わる分野に関しては削減せ
ず大切に使っていただければ思います。新居を構える為他市への転居も検討しておりますが、
「子育てしやすさ日本一」と謳う箕面市に期待し、現在思い留まっている状況です。どうぞ再考よろ
しくお願いいたします。

493 子ども
箕面市の「子育てしやすさ日本一」を目指しておられるのなら、市民が自由に園選びができるよう
状況を作っていただきたいと思います。

494 子ども

私立幼稚園には各園にしっかりした教育理念を有し、これに基づいた運営がなされていると考え
ます。公立幼稚園の就園数が十分に充足されていないようですが、充足率アップのための行動と
効率化のための検討をまず実施し、その上で公立と私立を区別することなく箕面市としての幼稚
園政策を改めて見直し、役割の明確化とこれに基づく公金の再配布を行うべきと考えます。今回
の補助金削減案は財政面から一方的なものと思われるため、幼稚園のあり方を含めた総合的な
見地での検討を要望します。
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495 子ども 子育て支援ということを市長に期待し、一票を投じたのにひどいです。だまされた。

496 子ども 市の財政見直しを教育面には向けないでいただきたいと強く要望いたします。

497 子ども

私立幼稚園に通わせておりますが、公立と私立に格差があることに疑問を感じます。同じ3年保
育、給食制度での選択であれば、教育方針によって公立私立の選択は理解できます。そうでない
のに税金まで大きく格差があるのは納得できません。よって私立の幼稚園護者補助金の一部廃
止案については撤回願いします。

498 子ども

私立幼稚園は公立には決して出来ない教育をしています。例えば、宗教に基づいた教育。大切な
幼児期に我家では自然に手を合わせることのできる宗教教育にふれさせたかったのですが、公
立ではそれは不可能です。私学でなければならないという信念をもって園選びをしています。補助
金の削減は絶対に反対です。

499 子ども

こんな事をしていたら、箕面市にはお年寄りしか住めなくなります。もう少し考えてください。勝手
に箕面森町、トンネル作り、滝の流れをかえてしまい、借金を作り。それを子供の何かから削減す
るってのはおかしい。箕面市の根本から見直し本当に私立幼稚園補助金を削減すべきなのか考
えて欲しい。

500 子ども 子供達の教育のためにも、補助金の削減は考え直して欲しいと思います。

501 子ども
私立幼稚園へ子供を行かせておりますが、経済的に余裕がある訳ではなく、家から近く病気や行
事の時にすぐ行けるという利点があるからです。補助金の一部廃止案について、今一度考え直し
て頂きたいと思います。

502 子ども

初めての集団生活を送るということで、子供に合った。幼稚園を選ぶということは、私立幼稚園し
かありません。それにその園の雰囲気にあった先生がいらっしゃるというのも事実かと思います。
園の教育理念、保育内容等を考えて私立幼稚園に通わせているだけで、余裕があって通わせて
いる訳ではありません。

503 子ども

公立幼稚園を選ばないのは、自宅からの距離や3年保育をしていないとか、そのような点ばかり
では決してありません。私立幼稚園には、各園に確固とした教育理念がありそれに基づいた教育
がされています。「子育てしやすさ日本一」というなら、質の高い教育を選択する自由を制限して
ほしくありません。私立幼稚園護者補助金の一部廃止案については即時撤回してください。

504 子ども

　市長が代わっていきなり教育費削減かと思いました。箕面は子育てしやすい環境とは（他市と比
べて）いえないんじゃないかと思います。公立幼稚園は３年保育ではないし、私立ほど内容も充実
していないと思う。保育料が高いから、公立にしか通えなくなるなら、他市に住んだ方がましかな
と思う。

505 子ども

　公立の先生の平均年齢がとても高いのにびっくりした！高給はすべて税金ですよね！なのに充
足率に満たない公立園って、はっきり申し上げて税金のむだ使いではないでしょうか。私立は若
い先生も沢山活躍なさってらっしゃいますよ。公立の親こそもっと自分が自分の子にちゃんとお金
をかけるべきだと思います。市に教育してもらうのって違うと思う。

506 子ども

　現在、子ども私立幼稚園に通っています。公立と私立とかなり悩み、私立にはいる為に並び、
やっと入園出来ました。箕面市の改革の為になぜ私立幼稚園補助金カットに至ったかを教えて欲
しいです。私立は公立に比べ保育内容がすぐれ、何かにつけ手厚くしてくれています。補助金カッ
トは困ります。公立は低保育料ですが２０％しか通っていないのは公立幼稚園に何か私立に勝る
ものがかけているからだと思います。公立幼稚園を再確認し、補助金カットを見直してほしいで
す。
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507 子ども

　第１子がまだ１歳だが、私立幼稚園に入れようと決めていた。私立を選んだ理由は教育内容の
充実。そして１番の決め手は助成制度があり、想像してたよりずっと安い保育料で通えることを
知ったからだ。なんてありがたい制度なのかと思った。助成がなくなったら経済的に私立に通わす
ことは難しい。でも公立に通わせたいとは思えない。その理由は教育内容が充実しているとは思
えないこと、送迎バスがないことである。第２子をかかえての送り迎えはかなり難しい。
　助成制度を廃止し、浮いた税金は何に使われるのか。公立の教育レベルアップに使われるので
あれば納得できるし、公立に通わせても良いと思える。もし、全く別のところに使われるとした
ら・・・日本一子育てしやすい町を目指すと言っている市長のいる箕面市のやるべきことではない
のは誰が聞いてもわかるだろう。幼い頃の教育はとても大切で大人へ成長する時に大きな差と
なって出てくる。

508 子ども

　子育て環境の水準低下は都市としての教育水準低下につながり兼ねない事は容易に察するこ
とができる。大きな産業が見られない箕面市の居住価値は教育水準の高さにもあり、教育に関す
る補助金削減という手法は適切とは言えない。
　仮に箕面市が子育て世代にとって住みにくい都市である場合、転入者の減少ならびに転出者数
の増加が懸念され、以て税収の低下や市内産業の衰退が危惧される。幼稚園通園世帯は賃貸
住宅に居住する世帯も多く箕面市内への永住を促す意味でも補助金の削減は適した方法とは考
え難い。
　平成２０年度のデータによると箕面市立幼稚園の定数は計９１０名、在園児童数４６７名、対定
数５１．３％。私立は計１９００名。在園児童数１４５６名、対定数７６．６％。私立幼稚園は市外から
の通園者も多く含むため一慨に充足率を比較はできないが、箕面市立幼稚園において定数に達
している年度はここ数年では見られず、その経営方法は見直すべき点があると考えられる。
　私立幼稚園が法外な料金を請求し、それに対する補助金を拠出しているのであれば補助廃止
は妥当であるが私立公立共に客観的評価を行いその妥当性を評価する事が求められる。少子化
に伴い早々に経営の見直しを行っているはずの私立幼稚園には法外な請求を出す法人は無いと
信じているが、補助金を拠出する市としてもその評価を行い公表すべきである。その調査の中で
公立校が私立校に見習うべき事項があれば訂正し、補助廃止という方法ではなく既存経費の経
常収支改善を先行すべきである。

509 子ども

　『子育てしやすさ日本一』プランには『こんにちは赤ちゃん事業』として妊産婦支援があり、続い
て乳幼児医療費助成、保育所定員拡大、小中学校環境整備と続くプランが掲げられており、幼稚
園を除く部分への施策が掲げられている。
　対して幼稚園については私立幼稚園児保護者補助金の一部廃止、市立幼稚園入園料の新
設、市立幼稚園授業料の改訂が掲げられている。出産から就学までを箕面市内で一貫するに
は、一般に収入が少なく支出が増えるその時期にひとつの障壁を設ける意義が理解しがたい。
　私立幼稚園児保護者補助金については高額所得者への廃止案であるが、高額所得者が箕面
永住を選択する要因のひとつに『子育てしやすさ日本一』が含まれると想定すると、箕面市の税
収を支える高額所得者を対象とした補助金廃止案は決して良い方法とは考え難い。
　幼児を養育している賃貸住宅世帯を箕面に定住させ、その幼児が成人としても箕面に居住する
サイクルを生み出す事が今の行政の行うべきことであり、５年後のために行う財政改善策として
子育て支援を削減することは得策ではない。子育てしやすさ日本一プランにも含まれる『市内認
可保育所の定員拡大』のように子育て世代が働きやすい環境整備が箕面市に求められる施策で
あり、幼稚園通園世帯に対する費用負担増加は再検討願いたい。

510 子ども 　箕面市は「子育てしやすい市を目指す」と言っているのに補助金廃止に反対です。

511 子ども 　補助金廃止に絶対反対です。

512 子ども
　私立幼稚園の授業料（学費）はとても高いです。補助金があるから行かせられている現状です。
子どもが喜んで行っている幼稚園に行けなくなることがとてもかわいそうです。
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513 子ども

　市長の公約で乳幼児医療が延長され子育てのしやすい制度となったが、子育て支援の一つで
ある私立幼稚園児補助金の一部廃止について市の政策は疑問を持ちます。ゼロ政策で子育て
の部分をカットしようとしています。本当にこれでは子育てのしやすい町といえるのでしょうか？削
減しなければいけない所は他にあるのではないでしょうか？「子育てのしやすい町」という事をもう
一度、念頭におき、政策を考え直してほしい！

514 子ども

現在、私立幼稚園に通っている子どもがいます。私自身が一年保育の公立に通っていたので子
どもが大きくなるまでは公立でいいや…ぐらいに考えていました。しかし、実際、見学や体験をさ
せて頂くにつれ個性の強い特徴ある現在の私立幼稚園に入れたいと思い、毎日の生活は厳しく
なりますが入園を決めました。公私間格差についてはもっと公立に魅力を作らなければ開くばか
りだと思います。自分の入りたい幼稚園に誰もが入れるよう補助金の削減について反対します。

515 子ども
公立幼稚園までの通園が距離的に遠く、送迎が難しくて私立幼稚園に通わざる得ない家庭もあ
る。「私立幼稚園児保護者補助金」の一部廃止は、そのような家庭にとって金銭的負担が大きくな
るので見直しされるべきである。

516 子ども
幼年期は、心と体の基礎になる大事な時期だと思います。幼稚園は子供がより良い毎日を送る
為にとても大きな役割をはたしており、我が子にとって特別な意味を持つところでした。多くの子供
達がより良い日々を送れるようにする為にも補助金の一部廃止は撤回していただきたいです。

517 子ども

補助金一部廃止に対して反対します。それぞれのいろいろな特色を持った幼児教育をしている私
立幼稚園に通わせたいと思い、幼稚園選び等、真剣に考えてきました。その中で補助金をいただ
けるかどうかもかなり重要なことでした。公立幼稚園は予算的にも私立幼稚園の半額で通えます
が、数も少なく場所も遠いです。補助金もいただけるということで、通園も便利で自分の子供の性
格にも合った私立幼稚園に通わせることができた家庭もたくさんあるかと思います。その事情を十
分に考慮していただき、補助金の一部廃止を撤回していただける様お願い致します。

518 子ども
子供を大切に出来ない市に将来　子供は住まないと思います。
安易に削減するのではなく、議会全体をまずよく見直して下さい。

519 子ども
箕面市は子育てしやすいと思って引っ越してきたのに「騙された」気がします。
他にもっと削るべき所があるハズ。

520 子ども

今回の私立幼稚園児保護者補助金削減（案）は「Dランク」の方を対象に補助金を廃止するとある
が、何故なのか。「Ｄランク」の方だからといって決して生活に余裕があるとは言えないし、その余
裕のない中から有無をいわさず、高額な税金を納めているのだから、他のランクの方同様、市か
らの補助金があってこそ平等ではないでしょうか。

521 子ども
本当に子供にとって良いと思う幼稚園を選べなくなり、費用の為に公立にしか通わせられないとい
う現状になりかねない。

522 子ども
同じ税金を納めている市民として平等に子供達へ還元されるのが当たり前の事だと思います。な
のに、私立幼稚園に通っているDランクの世帯の子供達だけが、補助金廃止対象者になるのでは
不平等であり、納得がいかないことだと思う。
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523 子ども
不況と少子化の時代なのに補助金削減になってしまえば、もっと少子化をあおることになると思
う。

524 子ども
公立の幼稚園の保育時間では仕事はできない。若葉幼稚園は長期休業中の預かり保育も充実
しており、保育内容もとても充実している。そうした魅力が公立幼稚園には感じられず私立幼稚園
に通わせている。公立のサービスの向上を先に考えるべき。

525 子ども

お金があるから私立幼稚園に子供を預けているのではありません。色々と先生達が考えて下さる
行事で選んで通わせているのです。副市長はじめ役員の方達　お金だけを見ず、子ども達を見て
下さい！あと公園の遊具も撤去しすぎだと思います。現在のかわいそうな子ども達を守る為にどう
かお願いします。

526 子ども
３歳児クラスが充実してるなど仕事を持つ親にとって私立幼稚園は必要。当然、余裕があるわけ
ではない。教育費をけずるのはおかしい。

527 子ども

多額の税を納めている人間はすでにふつうの人以上に国や府・市に貢献しています。そういう人
間が多額納税者であるという理由で子どもの教育費を国や府・市から取り上げられるというのは
極めて理不尽であり許しがたいことです。それを許したら誰も国や府・市の為に働こうとはしなくな
るでしょう。

528 子ども 大切にするべき子供なのに子供の教育にかかるお金をけずるのはおかしい。

529 子ども

「私立幼稚園保護者補助金制度」について「Dランク」に限定せず、全廃し、その代わりにその財源
を各私立幼稚園に園児数に応じて直接支給するのがより公平だと思います。公立幼稚園と私立
幼稚園の税金還元率格差を是正することこそすべての納税者にとって公平な方法だと考えます。
現行の「保護者補助金制度」は定額納税者を優遇している様に感じられるので、高額納税者が納
得できる制度にして頂きたいです。

530 子ども
教育方針・保育内容はもちろんのこと、公立が遠いなどの理由で私立に通わせている家庭も多い
中、補助金の削減は辛い。子育てしやすい環境をなくさないで欲しい。

531 子ども
箕面市の目指しているところ「子育てしやすさ日本一」はどこへ！？　削減するところが違うので
はないか？

532 子ども

私も「Dランク」の補助を受けている身ですが、けっして家計に余裕があるわけではありません。大
多数の方が補助を受けられるからこそ保育料が高くても私立幼稚園に通わせているのだと思い
ます。子供にとってより良い環境（私立幼稚園）で教育を受けさせてあげたいと思います。それに
は、補助金がなくては不可能となってしまいます。補助金を削減するなら、公立幼稚園に今の私
立幼稚園と同等の環境や教育、施設、先生の意欲を約束して頂きたい。それができないのなら現
況をわるくする案には絶対に反対です！

533 子ども
あまりにも公私間の管理運営経費、人件費の差がありすぎる。まずはそこを見直すことから始め
るべき。その結果、成果が出てからの話しではないか。

534 子ども
公立幼稚園には税金は使われているのに私立幼稚園に通う保護者の負担を増やすだけであり、
公立私立の格差が広がる事になり同じ未来の子供の不平等であると思います。市民の声をもっと
大事にしてほしいです。
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535 子ども
国によっては『子供が宝』　子供の為に使うお金は保証されている国もあるけれども一番お金が
かかる幼稚園からの教育に補助が出なくなるのはとってもこれからの教育に対しても不安な要素
になるのではないかと思います。

536 子ども
市がなぜ私立幼稚園の補助金を削減しようとしているのかがわかりません。なぜ”この部分”を削
るのかを全ての保護者が納得できるよう説明すべきです。案を通して成立させてから「もう決まっ
たから」と説明しても遅い。まず、市民、保護者の意見を聞くべきです。

537 子ども
　公立幼稚園と私立幼稚園、幼稚園を決める時に保育料の面では補助金が出るので、私立幼稚
園でも公立幼稚園との差が少ないので保育内容から私立を選んだのに削減されると困ります。

538 子ども

　子育てしやすさ日本一を目指している箕面市が私立幼稚園に対する補助金を廃止するなど子
育てをしている親にとっては考えられない事です。公立の幼稚園には３年保育もなく園バスもな
い。今の親のニーズにあった園づくりをしているのは私立だと思うので公立を優遇するような案に
は反対です。税金は子ども達に平等に使って下さい。

539 子ども
　不況下において収入が減少する中で補助金を削減させるのは、私立幼稚園児を持つ家庭での
支出負担がふえるので、削減しないでほしい。

540 子ども
　不況下において収入が減少する中、余裕があって私立幼稚に通わせているわけではありませ
ん。未来の子供の為お金をけずらないでほしい。

541 子ども

　息子は以前、公立保育所に通っていましたが、市の財政見直しによって民営化されつつありま
す。保育所は公立をどんどん減らそうとしているのに幼稚園ではなぜそれをしないのですか？し
かも公立幼稚園は大きく定員割れしているのだから、統廃合によって効率化をはかればよいと思
います。また、今年、何年かぶりに公立幼稚園の教員が採用されたと聞きました。採用の前に再
編統合をしなかったのはなぜですか？

542 子ども 　箕面市の子育てしやすいという環境をなくさないでほしい。

543 子ども

　箕面市の幼児教育は私立が長年頑張ってやってきている。同じ税金を払っている者が私立に通
わせているという理由で補助金を削減するというのは不公平、私立を選んでいる家庭を公立の幼
稚園に行かせる努力（園の魅力）をするべきであり、私立を目の敵するのは筋違いである。公立
は２年保育しかないし、行事が私立に比べ少なく、子供達の力を伸ばす努力も非常に少ない気が
する。

544 子ども
　私立幼稚園の方が内容的に充実している。子供のためにと思い私立を選んだ。決して余裕があ
るわけではない。箕面で生まれ育ち、住みやすい所と思っていたのに憤りを感じる。他にもっと削
減できる事があるはず。

545 子ども 　箕面市は補助金の額が多いと聞いていたのにそれが無くなると困る。

546 子ども

　子どもに出来る限りの教育を与えてあげたいと思う親にとって私立幼稚園保護者補助金制度は
絶対に必要なものであって私立幼稚園に通うほとんどの人の「Ｄランク」を廃止にするのは箕面市
が子育て支援をしません！と言っているようなもの！少子化だの学力の低下だのとさわぐ前に大
切な幼児教育にきちんとした支援をすべきだと思います。
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547 子ども
　うちは「Ｄランク」ではありませんが、補助金がなくなると私立ではなく、公立を考えざるをえませ
ん。ただ、公立は給食の面でも、働く母親には大変忙しくなり、もう少し色んな面で公立を充実して
いただけたらと思うのと、出来ればこのまま私立で行かせてやりたい気持ちが大きいです。

548 子ども
　子育てしやすさ日本一をかかげるのなら、補助の廃止はおかしい。公立にやる気・魅力（内容、
職員）がないから大半が私立へ行くのだと思う。まずは公立幼稚園を見直すべき。

549 子ども

子供達の教育にお金がかかるのは子供を育ててこられた方なら誰でも理解出来る事でしょう。そ
の教育の為にお金を出す事に対しどうしてこういう所から削っていかれるのか理解に苦しみます。
もっと削らないといけない事などがあるのではないでしょうか。これからの将来を考えていく為にも
教育にたいしてのお金は必要だと思う。

550 子ども 　箕面市としての子育てしやすい環境特色をなくさないでほしい。

551 子ども
　子供により良い教育をと考え、無理をして通わせているのに、「子供のためのお金」を削らない
で欲しい。兄弟の将来の教育費を考えるだけで不安になるのにこれ以上不安にさせないでほし
い。

552 子ども
　補助金を廃しでなく、額を減らすにとどめることはできないのか。もしくは、所得別のランクの数を
増やし、所得に応じての補助金配布にするとか（本当に裕福な世帯には助成なしにしてもよいと
思う。）

553 子ども
　２人目の子供ができ、仕方なく私立幼稚園に通わせ色々とお金が必要なのに削減されると生活
が今以上に苦しくなります。

554 子ども 箕面の保護者補助金が廃止されるととても困ります。なので反対です

555 子ども 私立に通う親がみんな裕福な訳がない。子育てしやすい箕面にして下さい。

556 子ども

補助金のおかげで子ども２人を幼稚園に入れられています。補助金が無くなるととてもこまりま
す。
公立の幼稚園が近くにないので、自転車で１５分ですよ。雨の降る日子どもを２人自転車に乗せ
てどう思いますか　　よろしくお願いします。

557 子ども
補助金が廃止になると幼稚園に行けなくなってしまいます。
公立幼稚園にバスを設営して頂く事からして下さい。

558 子ども
まず公立幼稚園が近くに有りません。箕面の公立幼稚園が少なすぎます。
廃止するならするで、公立を増やしてからにしてほしいです。子育てしやすい箕面にしてほしいと
思います。

559 子ども
箕面市には、公立の幼稚園が少ない為、現在、私立の幼稚園に通わせています。
私立幼稚園を選択する際にも「補助金がある」という事が、私立に通わす判断の大きな要因で
あったため、補助金がなくなる事は大変困ります。

560 子ども
皆が子供を幼稚園に通わせているのは３歳～６歳位の子に、幼児教育がとても大切なことだから
だと思います。しかし、今は不景で家庭も大変な状態です。子供へ十分な教育をうけさせてあげ
る、そのためには、市の支援が必要になります。補助金を廃止しないで下さい。お願いします。
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561 子ども
補助金制度を廃止しないで下さい。せっかく幼児期、選んで通わせる幼稚園です。補助金のおか
げで有意義な教育の場、経験の場があたえられるということを知って下さい。

562 子ども 公立幼稚園の増設をお願いします。大変困ります。

563 子ども
補助金が無くなると経済的に私立幼稚園に通わせるのはつらいです。でも、子供には私立幼稚
園に行かせたい。補助金を無くさないで下さい。お願いします。

564 子ども 補助金のおかげで大変助かっています。このまま続けていくことを願っています。

565 子ども
補助金のおかげで今の幼稚園にかよわせる事が出来ています。このまま、補助金が出る様、
願っています。

566 子ども 補助金廃止に反対です。

567 子ども
今回の削減案について、直接かかわりのない世帯にとってもいずれ削減対策が広がるのではな
いか・・と不安になると思います。経済的理由からではなく、自分の子どもに合った教育、受けさせ
たい教育が受けられる園を選択できる環境であってほしいです。

568 子ども
子育てしやすい街をめざしているのに反対のことになってしまうと思う。もっと見直すべきところが
あると思う。

569 子ども
少子化の流れの中で、これ以上子育てにお金がかかるのでは、２人目を生むことが出来ません。
どうか無くさないで下さい。

570 子ども

市職員の人件費は、「職員給料・手当カットを行い、ラスパイラル指示は９９．２％となっている」と
の記載があります。しかし、団体を分別ラスパイラル指数（Ｈ２０．４，１現在）の全国市平均は９８．
３％となっており、箕面市職員の人件費は、全国平均より高水準にあると言えます。
行政サービスの低下を検討する前に「天下国家の公僕」としての観点からご再考願います。な
お、一般企業で顧客サービスの低下を企業収益の柱とする会社はありません。

571 子ども

補助金が出なくなったら私立→公立に考える方が増えると思いますが、現実的に公立幼稚園は
募集人数を増加できる体制が整っているのでしょうか。
経済的に苦しい→母親も働く→子供がさみしい思いをすると思います。”子育てしやすいまち大
阪”なら絶対補助金をなくさないでください。

572 子ども 補助金廃止に反対します。

573 子ども

箕面市私立幼稚園児保護者補助金削減（案）について,補助金削減（案）での「Ｄランク」を高額所
得者と規定されて居ることが、まず納得できません。子供をもち、それぞれが生活していくなか
で、子供が物事を一番吸収するこの短い時期に、色々なことを学んで同じ年頃の友達をつくり、成
長していってほしいという想いもあり、幼稚園に通わせることにしましたが、決して裕福なわけでは
ありません。公立幼稚園の負担を増やしても私立幼稚園の負担を増やしても、経済的な理由が
少子化にもつながり、悪循環にしかならないのではとおもいます。私立幼稚園児保護者補助金の
廃止に反対し、逆に子供がよりよい環境で過ごすためにも私立幼稚園の負担を少しでも軽減して
いただけたらとおもいます。
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574 子ども

母親ひとりの家庭で、補助金が減っては大変困ります。この私立幼稚園には他の幼稚園にはな
い魅力があったので入園させました。未来のある子どもたちに関わるところで税金をカットするの
ではなく公務員の給与や人数をカットするべきだと思います。民間の会社はサービス残業。給与
カットは当たり前となっているのが現状です。私自身も元公務員なので公と民の違いを実感してい
ます。真面目に一生懸命働いていらっさる公務員の方も多いのは分かっていますが、収入の少な
い家庭のことも分かってほしいのでよろしくお願いします。

575 子ども

子供を私立幼稚園に入れることは、お金がかかることを知った上で私達親が選択している事であ
り、それに対して補助金をいただけるのは、たいへんありがたい事です。ただ、私立にいかせてい
るからといって、必ずしも余裕のある家庭ばかりではないと思います。「子供の育てやすさ日本一
を目指す箕面市として是非補助金を続けていってほしいです。お願い致します。

576 子ども

公立幼稚園ではなく、私立幼稚園に入園させた理由は金銭的に裕福だから、ということでは決し
てなく、私立幼稚園ならではの良さ、ただ、自由に遊ぶ場所ではなく、集団生活のなかで、体操、
音楽、絵画、水泳、英語などと保育中に経験ができ、保護者からしても３歳～５歳の大切な時期
にこのような教育は大きな意義を持つと思います。そのような良さに惹かれたので入園させまし
た。そして、箕面市からの補助金制度に対する金銭的な安心感もありました。しかし、この”ゼロ試
案”が作成された事に対し、大きな憤りを感じました。今一番大事な時期に子どもの将来のための
貯蓄、保育料の軽減として補助金が必要であるのに、廃止となってしまうとこれから先が不安で
いっぱいになってしまいます。子育て支援とよく耳にしますが支援するところとしないところの差が
大きすぎるのではないかと思います。箕面市の厳しい財政状況に対する改革では、もっとちがう
所で見直しができるのではないかと思います。私立幼稚園に通園する子どもの率が高いほど補
助金に対してはもう一度考えてほしいところです。

577 子ども

箕面市では公立より私立幼稚園への市民のニーズが高いのにもかかわらず、現在は公立のみ
が優遇されているのはおかしい。公私幼稚園間の保護者負担の差が少しでも少なくなるよう考え
てほしい。補助君の削減はより差を大きくするものなので中止してほしい。少子化緩和の為より育
児支援が求められている時代に、育児の為の補助金を削減するのはおかしいと思う。

578 子ども

箕面市には平成１９年に転入しましたが、既に保育所はどこも満員で２０～３０人待ちだと言われ
ました。いつはいれるかもわからず、無認可に入れて慣れた頃に認可保育所にというのも子供が
かわいそうだと思い、幼稚園で３歳児（未就園児です、３歳の誕生日後入園可）をうけいれてくれ
て、さらに延長保育を行っている所を探し、入園させました。公立では４．５歳児に未、延長保育も
もちろんありません。補助金がなくなるのであれば、まずは、その金額がどのくらいであるのか、
そのお金でなにをするつもりなのか示してください。そのお金で保育所の定員がふえますか？公
立幼稚園（とどろみ以外）が３年にのびますか？延長保育をしてくれますか？公立幼稚園に何が
足りなくて子供が集まらないのか分析できていますか？今、不景気でさらに母親が働きに出るよ
うになると予想されますが、受け皿はありません。公立幼稚園に入園者が増える経営努力をして
からそれでもダメだった時に「補助金を減らすけどゴメンね。」ではないですか？子供の医療証は
幼稚園児を持つ親にとってとても助かりますが、小学校児童を持つ親にとってはあまりメリットは
ありません。いろんな年代に等しく「よくなったな」と思われる政策をひねり出して下さい。滝のライ
トアップよりもまず、この地で生活している市民の暮らしを守って下さい。

579 子ども
公立幼稚園の数を増やしたり、公立幼稚園のサービス面（バス、保育年）の充実をしてから、補助
金のカット・・の順にお願いしたいと思います。私立幼稚園に入れざるを得ない親の状況を考えて
下さい。子育て日本一の箕面を目指すならもう少しご検討下さい。

580 子ども
今、現在、上の子が私立幼稚園に通っています。補助金があるのでとても助かっています。
兄弟で同じ幼稚園に行かせたいです。その為にも補助金が続くことを願います。
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581 子ども

箕面市は大阪府下でも教育レベルの高いよい地域として知られていますが、それは、私立幼稚
園が頑張ってくださっている事が背景にあると思います。
公立幼稚園には私立幼稚園よりも高額な運営経費・人件費に見合う教育環境を整えていただき
たいですし、私立幼稚園をバックアップするプランを立てていただきたいです。（削減案はもっての
ほか）

582 子ども
市立幼稚園の月謝を上げたとしても私立の負担はまだまだ大きいので、補助金カットでなくもっと
差をなくしてほしい。

583 子ども

市議会議員給与ついても「二元代表制の趣旨から、行政から削減を提案することはできません」
との記述がありますが、市議会議員の「天下国家の公僕」であり、行政サービスの低下を検討す
る前に、公僕としてのあり方、取るべき道（議員数削減・給与削減）を検討すべきではないでしょう
か？ご再考願います。

584 子ども
私立幼稚園は公立幼稚園では学ばれない教育をたくさん学ぶことができます。補助金があるので
私立幼稚園へ通わせる事ができます。

585 子ども 補助金廃止は少子化を食い止めるといった政策に逆行していると思います。絶対に反対です。

586 子ども

これから子どもをそだてていかれる方への安心感に私立幼稚園への補助金というのはつながっ
ていくと思います。今は子育てしにくい世の中だと言われて少子化だなんだと言われる中、子ども
たちのためへのお金を減らす考えというのは、これからの日本の社会にも悪影響だと思います。
減らすなくすというのではなく、増やすという前向きな子どもを育てる手助けをして頂けるとうれしく
思います。

587 子ども

補助金を削減する前に、公立の幼稚園の保育料見直しとか、教育内容の充実、保育時間の延長
など、もう少し公立幼稚園の充実をはかるべきです。公立に通わせず私立に通わせる親には保
育時間などの事情を考えて通わせている方も多いはずです。
弱者から削らず弱者に優しい政策をお願いします。安心して子どもを産み育てることのできる市で
あって欲しい限りです。

588 子ども
私立幼稚園には、公立とは全く違った面での良いところがたくさんあります。将来の子どもたちの
知的財産になる部分を削らないで欲しいと思います

589 子ども 考えている人がいるのでしょうか？

590 子ども 家庭にとっては深刻な打撃である。

591 子ども 公立の園がすくないので私立幼稚園にいれざるをえない。補助金廃止に反対です。

592 子ども 補助金廃止に反対です。

593 子ども
子育て日本一を目指すはずなのに、補助金廃止は、ヒドいです。私立幼稚園に通わせている理
由は様々です。決して裕福だというわけではないのです。公立が少ない以上、私立に入園させる
ことは多いです。補助金助かります。存続お願いいたします。

594 子ども
補助金があることで、公立だけでなく色々な幼稚園から、子供にあった所を選ぶ事が出来ました。
絶対に廃止しないで下さい。よろしくお願いします
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595 子ども
歩いていける場所に公立がなく、又、パ－トに出なければならないため、預かり保育のある私立を
選びましたが、収入に余裕があるわけではないので、補助のＣＵＴは生活にかかわります。どうか
無くさないで頂きたいです。

596 子ども
公立では、どうしても預ける時間が短く、しかも保育園は入りづらく、私立より公立に考え直すの
が一番ではないか？子育て世代の立場に成って、考えて欲しい。

597 子ども Ｄランクを高額所得者と規定するのは如何か？教育にかかるお金をけずるのはおかしい！！

598 子ども
もっと違う所から削減すべきだと思う。これ以上、子育てにお金がかかりすぎるとますます少子化
になると思う。これからの子供達の為にも、絶対に削減はしないでほしい。子育て世代からの切
実な願いです。

599 子ども
今年度卒園ですが、補助金制度がしっかりしていたので安心して通わせて頂きました。
今からの子供達にも同じ様に金銭の心配なく安心して私立の幼稚園に通える箕面市であってほ
しいと願っています。

600 子ども

箕面市に住みいい町で安心して暮らしているのに子供を幼稚園に行ってる間に私もパートに出て
家計を助けて月３万円を払い毎年補助金が返って来てくれて本当に助かっています。やはり子供
老人が安心して暮らしていける町にしてほしいです。どうかカットにしないで下さい。よろしくお願い
します

601 子ども

資料を見ると私立幼稚園のニーズが高いのは明らかですが、現状でも「私立はお金がかかるか
ら」と”仕方なく”公立に行かせている保護者がいるのも事実です。これ以上私立の負担を増やせ
ば本当にお金のある人しか通わせることができなくなります。
公立・私立ともにそれぞれの良さがあり、保護者には”自分の子どもに最適な園”を選ぶ権利があ
ります。それを奪わないで下さい。思いどおりの保育を受けられない状況になれば保護者の不満
をたまります。それでは子どもの教育が活性化するわけがありません。

602 子ども
箕面市からの補助金が有るおかげで、公立とは違う教育《一年間を通じてのスイミングや英語、
毎月の行事》を受けることが出来る《親の負担も少し軽くなります》経済的に余裕があって私立に
通わせている親は少ないと思うのですが。

603 子ども
余裕があって私立幼稚園に通わせている訳ではないので、廃止という考えをせめて見直しという
事で検討していただきたい。

604 子ども

家は私立幼に通わせる程余裕はないのですが、公立は二年保育しかなく保育時間が短いので私
立幼に通わせています。時代に沿った事をしているのは私立幼ではないでしょうか。（保育時間・
園バス）それで、公共幼のレベルアップほうが補助金が多いとは今回初めて知り驚きました。私立
の補助金カットを言うのは納得いきません。それなら公立幼のレベルアップをはかるのが先だと思
われます。！

605 子ども
補助金があるので私立幼稚園に通わせているのに削減されると生活も苦しくなり通わせるのも困
難になってしまう。

606 子ども
Ｄランクの人達も同じ様に税金を払っているはずです。教育は子供達の為に必要なのでけずらな
いで欲しい。
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607 子ども

本来は、公立幼稚園でもＯＫだが、なぜ行かないのかを考えてほしい。公立幼稚園がニーズに
あったサービスをていきょうしていないと思う。その結果、公立幼稚園の定員に対する充足率が下
がり、大きく税金が還元されて、箕面市の公立幼稚園への歳出が増えたことが問題ではないで
しょうか。箕面市は市民に対して幼稚園教育の将来ビジョンを、まず示すべきだと思う。
一層、市民ニーズに答えられない公立幼稚園を運営するのであれば箕面市は私立幼稚園を軸と
した幼稚園教育のありかたをおしえた方が良い。

608 子ども 箕面市の特色として子育てのしやすさを大事に子供を持つ世帯が集まる箕面市にして下さい。

609 子ども
補助金を見越して公立　私立　どちらにするか考えた上で私立に通わせているのに削減されては
通わせる事ができなくなります。教育にかかるお金を消滅する他にもっと消滅することがあると思
うのですが、もっと真剣に子供の教育について考えて下さい。

610 子ども 新しい町ばかりに目をむけず昔からある幼稚園に目をむけてほしい。

611 子ども
公立の幼稚園が近くにないうえ三年保育もないので仕方なく私立幼稚園に通わせています。補助
金がなくなるととても困ります。

612 子ども
未来を背負って行く子供達の補助金を廃止するなら、意味のない道路や橋など、もっと考え直す
事がたくさんあるはず。子育て世代にはかなりきびしいと思う。

613 子ども

今まで築き上げてきた子育てしやすい環境を財政難の誘因対象としないで下さい。高齢化社会、
少子化といわれている現状で、将来を担う子供達の質、可能性をうばわないで下さい。安心して
子供を育てられる箕面市に住みたい子育てしたいと思い住んでいる市民は多いはずです。
教育費削減でなく、財政案見直しがあると思います。

614 子ども
以前は池田市に住んでいましたが子育て制度の安心感から箕面市に引っ越して来ました。
補助金制度の削減などでその安心感をなくす方向ですすんでいるのはとても残念です。

615 子ども
本当にみんなお金が無くカットしたい気持ちは分かるのですが、子供の為です。お父さんも朝から
夜まで働いています。毎年１０万円の補助金が無くなるのは本当にきついです。どうか子供の為
です。カットするのはどうかやめてほしいです。

616 子ども
箕面市は、緑が多い自然のある子育てやりたくなる市である。そして、子育てしやすさ日本一を目
指している。子供の為のお金を削減しないで欲しいと思います。

617 子ども
子供達が安心して通うためには、公立にない、私立の柔軟な受け入れは、これからなくてはなら
ないと思う。

618 子ども

幼稚園を選ぶ際、お金があるから私立というふうに決めている家庭はまずないと思う。送迎のし
やすさ（緊急時すぐに行くことができる）や行事などいろいろなことを考慮し、安心して子供を預け
られるかどうかだと思う。我が家も、今行かせている幼稚園の先生方の気持ちいいあいさつと、き
びきびした行動をみて、決めた。
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619 子ども
箕面市は子育て日本一を目標に頑張る市である。公立と比べると私立幼稚園には、子供の教育
面での充実さがある。未来のある子供達の為のお金を削減しないで欲しいと思います。

620 子ども これから少子化になっていくのに、逆に教育の質が下がっていくのは良くないと思う。

621 子ども

財政面における数字上の効果に焦点がいっており、歴史的に補助金を導入したことと今回の廃止
することのメリットデメリットが十分に議論された上での試案なのか問いたい。十分に議論されたと
すればどの様なものなのか全く見えない。単に削りやすいところはどこか？の観点が市の本音で
はなかろうか？

622 子ども
箕面市は子育てしやすいと思って引っ越してきたのに「騙された」気がします。他にもっと削るべき
所があるハズ。

623 子ども

私立幼稚園に通園させている者としましては、補助金の廃止は正直いって困ります。家庭の生活
状況も決して楽ではないここご時世に、せめて子供の教育だけは、安心安全でありたいと願いま
す。
私立幼稚園に人気が集中しているのも事実だと思いますが、それは公立幼稚園との環境の違い
があまりにもあるからではないでしょうか。公立幼稚園の保育時間，給食等もっと見直すべきだと
思います。

624 子ども
園児１人あたりに係る管理運営経費や人件費が公立と私立では、大幅に違いすぎる。だんぜん
公立が係りすぎている所がおかしいと思う。公立はもっとムダをはぶけるのでは？子育てをしにく
くするのではなく、不必要な所を省くべきだ。

625 子ども

経済的に余裕があるわけではないけれど、近くに援助してくれる人がおらず、下の子が生まれた
時助けてもらえるのは私立幼稚園しかなかったのが現状です。箕面市は公立幼稚園は３年保育
がないし、たまたま近くにないのに通園バスもなく、通わせられなかった。私立でも補助金が出る
と聞いて通わせているのに削減されると生活が苦しくなります。

626 子ども
「子育てしやすさ日本一」を目指している箕面市が子育てに関するお金を減らすのは矛盾している
のではないでしょうか。

627 子ども 税金の使い方に差別があるのはおかしいと思います

628 子ども 必ずしもお金に余裕があるから私立幼稚園に通わせているとは限らない。

629 子ども

教育方針や充実した施設等を考えた時に、私立幼稚園へ通わせようと思うが、保育料のことを考
えると少し迷ってしまう。しかし、箕面市からの補助により公立幼稚園との差がなくなることから、
費用面を気にしないで、私立幼稚園にかよわせることができるので、補助金制度における「Ｄラン
ク」への補助金廃止については反対です。削減することで、公立、私立の選択肢の幅を狭めない
で頂きたい。

630 子ども

府も市も私立への削減、考えられません。これから先の未来を背おっていくのは子供達です。
公立も私立も子供を安心して通わせたい親の思いは同じです。箕面市から子供達の笑顔をなくさ
ないでください。子育てしやすい箕面をアピールし、未来ある町づくりをされてはいかがでしょう
か。

631 子ども
この不況の時給料もカットされ生活も苦しい中幼稚園へ行かせる為には公私間格差を是正する
為一部廃止（案）は直ちに撤回されたい。
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632 子ども

娘２人を年子で幼稚園に通わせています。Ｄランクの補助金カットとＡ～Ｃ２の所得ほりゅうなぜで
すか？たいした説明なく急にという感じで困ります。児童手当もいただいておらず、子育てに関す
る支出は家計の大きな割合で補助金がなければ・・
年長の子を幼稚園に通わせる２～３年前「補助金ありますよ」という話を聞き、とてもありがたくお
もいました。税金をおさめるだけおさめて、子育ての大きな支えんをいただけなくなるとはとても残
念です。無駄使い本当にしてないですか？困ります。

633 子ども

私立幼稚園へは延長保育があり、働く事ができるので通わせていて、決してゆとりがあるから私
立を選んだわけではありません。補助金がなくなれば、幼稚園代を稼ぐために働くような事にもな
りかねません。それに箕面市に乳児医療も他市に比べてかなり遅れていると思います。もっと安
心して子育てできるようご考慮下さいます様お願い致します。

634 子ども

箕面は決して子育てしやすい環境ではありません。同年代の人達とよくそう話し合います。道路
（歩道）の整備や公園など周囲の市と比べ誰もが不満に思う店があります。市はもっと子育てして
いる世代の要望に耳を傾けるべきではないでしょうか。保護者補助金を見直すのであれば奨励
費補助金もＤランク￥０を変えるべきだと思います。削るにはそれなりの環境を整備すべきです。
現時点では削られるだけの理由が分かりません

635 子ども 補助金がなくなることによって少子化がますます進むのではないでしょうか。

636 子ども

現在箕面市には就学前の幼児をすべて受け入れるだけの公立幼稚園はなく、以前より未就学児
に関しては私立幼稚園があってこその就学前教育であったと思います。
公立が足りないから私立が担っている状況下で補助金を削減することはおかしいことです。すべ
ての子供がすばらしい教育が受けられる環境を維持するため、箕面における子育てを守るため補
助金の改正（改悪）には反対します。

637 子ども

ここ数年税金や社会保険料はアップしているのに対し、所得は上がらず手当はへらされ、生活は
苦しくなる一方です。子どもにもほしいものをがまんさせています。ですが、教育費は日本の将来
のため削らずにがんばっています。子どもに十分な教育を受けさせるための補助金をへらすのは
市民税の使い方を間違っていると思います。

638 子ども

私立幼稚園にいかせるのはお金に余裕があるとかではなく、アルバイト他働こうと思っても公立
幼稚園には延長保育がなく、時間に制限がある為、思うように働けない。
「日本一子育てしやすい街箕面」と公約にされていますが、豊中から引っ越してきた私には豊中の
方が福祉が充実している。補助金の変更は公約と逆行していると思います。補助金の変更に反
対です。

639 子ども
「子育てしやすい街ー箕面」に期待していただけ残念です。公立幼稚園は遠くて通えません。私立
幼稚園への補助金の少しでも多くの交付を希望します。

640 子ども

現状として、私立の幼稚園に頼っていて（公立だけではまかなえない）私立と公立の保育費に大
きな格差がある以上市が補助金を出すのは然るべきことだと思います。子育てしやすさ日本一を
掲げる市長のもとの話とは思えません。比較的高額納税者にとって、子育てするのに魅力の薄い
市である、ということになれば、あらゆる面から市にとって大きなダメージであると思います。
子どもの教育は将来への投資です。社会全体の財産だと思います。他と比べ高い水準にある箕
面市の教育は、その土台に高いレベルの幼稚園があることをどうか認識して下さい。長期ビジョン
をもって子育て支援政策をお考え下さい。

641 子ども
良い教育を受ける為には、やはり補助金が必要だと思います。
ある程度収入によって補助金の差があるのは仕方ないと思いますが、税金を納めてるのに全くゼ
ロはないのではないかと思います。

642 子ども
たぶん改正されたら補助金がなくなります。２人の子供が年がはなれているので、お金は２倍か
かるというのが正直な気もちです。ぜひＤランクの補助金をへらさない様お願いします。
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643 子ども
少子化問題が叫ばれる中にあって、それに逆行するような事と考えます。今すぐ社会に貢献する
ような形となって表れるものではないかもしれませんが、将来社会の中心となっていく子供達の為
にも、現状のまま維持していただきたいです。

644 子ども
所得にかかわらず、幼児の教育に市として補助金を支給することで、市全体の幼児教育の向上
が見込めるゆえ支給停止を反対します。

645 子ども
廃止されることについては反対です。我が家の場合私立幼稚園に決めたのは公立幼稚園が近く
にないからです。生活に余裕があるから私立幼稚園に入れている人ばかりではないと思います。

646 子ども
補助金の金額が多いので、なくなると家計の負担になり、私立に行かせたくても考えざるを得ない
家庭もふえるのではないでしょうか。先行き不安な時代だけに「教育や福祉等は充実され、安心こ
そ住みやすい箕面市にするべきではないでしょうか。

647 子ども

６年ほど前、東京江戸川区に住んでいたのですが、当時、小学校入学まで医療費無料で幼稚園
の補助金も収入に関係なく半額補助でした。まさしく「子育てしやすい」街でした。そのため、子育
て世帯も多く，子供の数も多かったです。箕面市もそれを目指してほしいです。本当の子育てしや
すい街を実現しようとするなら、いいお手本があるのでまずはそういった街を視察されてはどうで
しょうか？

648 子ども
子育てしやすい街ということで、補助金制度が変更後家庭によって０円になってしまうのはちぐは
ぐな話だと思う。制度を変更するにしてももう少し全ての家庭に配慮して頂きたいと思う。

649 子ども
Ｄランクでも子供は３人おり、補助金はどんどん減らされ、税金は上がり生活は苦しくなるばかり。
それでも将来のため立派な大人になってほしいと無理して私立にいれています。
どうか補助金をなくさないでください。たくさん市民税を納めてきた私たちを裏切らないでほしい。

650 子ども
箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているはずなのに、補助金が削経されるのは、むじゅん
している。

651 子ども

「余裕はないが、良い環境の幼稚園に通わせたい」そう考える親は多いと思う。公立幼稚園に魅
力を感じない。それは」箕面市内園児２０％しか公立に通っていない現状を見ればあきらかだと思
う。そんな公立幼稚園に税金が大きく還元され私立幼稚園には還元が少ない。その格差には納
得しかねる。

652 子ども
子育てに力を注いでいる箕面市のイメージに反して、今回の施策に対する情報の積極的な公開
がなかったように感じていました。要望書のご提出ありがとうございました。

653 子ども
高い税金を払っているのに教育にかかわるお金をけずるのはおかしい。他にけずることがあるの
ではないか？

654 子ども
もっと違う所から削減すべきだと思う。これ以上、子育てにお金がかかりすぎると、ますます少子
化になると思う。これからの子ども達の為にも、絶対に削減はしないでほしい。子育て世代からの
切実な願いです。

655 子ども

保護者としては、やはり充実した教育や経験をさせてやりたいと思いますので、どうしても少子化
のこの時代私立の方を選択するのかなと思います。箕面市も公立への支出の多さと、教育方針
を比例させ、とことん考えてから私立の補助金の廃止を提案するべきで公立の管理運営費や人
件費はどうなのか？という話を聞いてみたいです。
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656 子ども
兄弟同じ幼稚園に行かせたい。補助金が廃止のなれば、しかたなく公立に入れなければならなく
なります。子ども、親の就園選択を狭めないで欲しい。

657 子ども

私は母子家庭の母親で、以前に保育所入所申し込みをしました。いろんな条件から入所ができ
ず、仕方なく公立幼稚園に入れましたが、預かり保育もないので、仕事をしていくのが、大変困難
でした。私立幼稚園に転園させることによって、生活していく上で本当に助かっていますが、これも
補助金制度があるおかげですので、是非存続していってほしいです。

658 子ども
私立の補助金を削減するならば、私立には通わせにくくなる。公立も私立同様に３年保育や同様
の内容を経費削減しながらできてから行うべきではないか。

659 子ども

今年４月から長女が入園し、下にはまだ弟もいて、まだまだ育児にお金がかかる時に補助金まで
削減するのは、とても困ります。世の中の人は、子どもはたくさん欲しいけど、お金がかかるから
出産できないって言う理由の人がたくさんいます。もっと、市でも色々援助してくれる方法をとって
いただかないとこれからもっと生む人が少なくなると思います。

660 子ども

箕面市に住んでいて、本当に住みやすいなぁと思います。そんな箕面市が他の市に誇れる子育
てしやすい環境特色として「私立幼稚園保護者補助金」制度があると思っています。子育てしやす
さ日本一を目指しているのなら、教育にかけるお金を削るのはおかしいと思います。今回の補助
金削減（案）子ども達の教育に対する選択の自由を奪うことになるのではないでしょうか。

661 子ども
公立幼稚園の施設、保育内容が十分でないのに、私立幼稚園に対する補助金を削減するのはお
かしい。

662 子ども
財政難は、どこも同じ事。なぜ未来ある子どもの教育の場に白羽の矢がたつのか？簡単に結果
が出るからでしょうか？教育、人からでなくもっと違う案があるはず「子供のいない日本に誰が投
資するか」とった人がいた。まさに今回の事はそれを導かせる事でしょう。

663 子ども
箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているのに、補助金を削減するのはおかしい。削減しな
いでほしい。

664 子ども

公立幼稚園に比べ、費用がかかるにもかかわらず私立幼稚園に通わせる父兄が多いのは、生活
費を削ってでも子供に教育を、と考えている熱心な親が多いということで、それは子供の将来、社
会から見ても良いことだと思います。教育費は、家計から見ても既に負担が大きく、補助金がなく
なれば、子供の教育にしわ寄せがくると思います。

665 子ども
世界的にも金融危機の中、実際、給料やボーナスカットが他人事ではなくなってきました。このよ
うな中、補助金削減というのは、更に家計を直撃するものです。通わせたくても、通わせられない
家庭も出てくるのではないでしょうか。削減できる所は他にもっとあるはずです。

666 子ども

・未来を担う子ども達のためにかけるお金を削減しないでほしいです。
・特色ある保育方針（逆に言えば公立幼稚園には、これといった特色がないように思われます。魅
力的でない）を打ち出している私立幼稚園に子供が集まるのは自然なことだと思います。市はそ
れをしっかり支援してほしいと思います。

667 子ども 余裕があって私立幼稚園に通わせているわけではない。
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668 子ども

箕面市在住でないので、直接関係のない事項ではありませんが、今回もし実施された場合、ます
ます少子化になる可能性が大きくなると思いますし、同様のことを他の自治体が必ず行うでしょ
う。市の財源が厳しいことは理解出来ますが、弱者（子供や高齢者）に対する経費から削減するこ
とは、少子化対策に反すると思います。私立に入園させる親が多いことは公立幼稚園に魅力がな
いことの裏付けでもあり、公立だから、無駄な費用に対する意識が高くないのではないか。

669 子ども
社会保障制度は充実してもらわないと困るので、税収を上げるのに、補助金を削減するのではな
く、子供のいない世帯からもっと徴収するようにしてほしい。資産税の導入など子育てにかかる費
用が必要でなく、資産を持ってる人から徴収してほしい。

670 子ども

市の厳しい財政状況は周知の事実だと思います。その中で改革の矛先が、子育て世代に向けら
れるのは、長い目でも地方自治だけでなく、国の衰退にも繋がっていくことだと思います。景気の
悪化の影響も伴い、生活の中でも節約等子育て世代には厳しい負担が続いています。公立が１０
０％カバーできる状況にはならないかぎり、私立幼稚園は、箕面市にとっても不可欠です。（現状
２０％公立、８０％私立）私立の公共性の高さ、公私間の保護者負担の平準化等再度この改革の
再検討を願います。

671 子ども

①箕面市職員はラスパイレス指数で全国トップクラスを行く高級取りである。
②市内小学校で水道光熱費（特に水道費が異常に高い。プールに使いすぎ！私立小のようにス
イミングで水泳授業をすれば経費削減）
③第２総合運動場等経費がかかる施設の割に市民利用が少ない施設（屋外プール）がある。

672 子ども

園児一人あたりの運営費、入園料、保育料の教育負担に公私間格差が生じており、公立に通う
園児に税金が大きく還元され、私立に通う園児に僅かしか還元されていない現状を考えると、補
助金の削減は考えられない。消滅することで公私間格差が更に拡大し、公立だけが優遇されると
いうことになるのは園児に税金が平等に還元されないことになる。補助金という形で平等を維持し
て頂きたい。

673 子ども 子供の為の予算を削ると、人口減りますよ。結果、税収減！

674 子ども 補助金があるからという思いから、私立を選択したので、削減しないで頂きたいです。

675 子ども
経済的に余裕があって私立に通わせているわけではありません。子育て日本一をあきらめないで
ほしい。

676 子ども
今のところ出ている意見は、それぞれ同感である。さらに、その他の削減費と内容を知りたい。そ
れが納得できれば、仕方ないと思える。教育費以外に、もっと切りつめるべき費用はないか？

677 子ども
教育にかかわるお金をけずる事は、絶対にするべきではない。公立と私立それおぞれの特徴を
「打ち出し、保護者は個々にあった教育方針の、園に入れたいと思っています。私立のすべての
保護者が、余裕がああって、通わせていると思えない。

678 子ども 私達も「箕面市私立幼稚園ＰＴＡ連絡協議会」のご意見に共感、支持いたします。

679 子ども
お金だけの問題ではなく、３年保育、保育内容も見て総合的に私立幼稚園を選んでいる親の現状
も理解して欲しい。

680 子ども
箕面市の厳しい現状を立て直すために、これからの未来ある子供達の教育資金を削減するのは
おかしい。子供達が原因で財政が悪化した訳ではないので、子供達を犠牲にしないで欲しい。

681 子ども 余裕があって私立幼稚園に通わせているのではありません。
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682 子ども

核家族化や家庭のあり方のグローバル化が進む中で、学校（幼稚園）の存在は、子供達の心の
拠り所、社会性を身につける場、また、親にとっても情報共有の礎となっており、ますますその傾
向は、強まると思われます。こうした流れを容認しサポートするのが自治体のつとめと考えます
が・・・・・。

683 子ども
私立幼稚園は、延長保育もあり、私のように近い将来働こうと思っている母親は、公立ではなく私
立を選んでいる人が多いと思います。余裕があるから私立に通わせるのではなく、働かないと生
活が厳しいので、私立に通わせているのです。補助金カットは、あまりにもひどすぎます。

684 子ども

同じ税金を支払っているのに、公立だからと優遇するのは不公平です。このままいくと私立幼稚
園の運営が不可能となってしまうのではないでしょうか？それならば、市民からの支持が少ない
公立幼稚園にこそなくなってもらい、公立に還元している税金全てを私立へまわしてもらいたい。
それが可能であるなら補助金をなくしても仕方ないのかもしれないと思います。

685 子ども 未来ある子供達のために市税を使うべきだと思います。

686 子ども
市の負担を減らしていくには、公立の幼稚園も民営化し、どの幼稚園も同じ条件にして各家庭の
所得にこまかく応じた（入園金の減免も含めた）補助金制度を作っていく方法が、格差もつくらずよ
いと思う。

687 子ども

私立の幼稚園に関しては、資料にもあったように、お金に余裕があるから通わせるばかりではな
いことをもっとアンケートなどをとおして分かって頂きたいと思うし、地域の私立に通わすのもいい
ことだと思う。小中に関しては、義務教育なので、地域の交流を深める理由も含め、公立にかよわ
せるのがいいのではないかと思います。

688 子ども
○補助金のおかげで、私立に通わせるのになくなってしまったら、通うのがしんどくなる。
○そこまでして、私立に通わせたいのは、やはり公立にはない私立のよい所がたくさんあるので、
私立に通わせたいと思うので、補助金をなくさないで欲しい。

689 子ども
　私立幼稚園だけ削減するのはおかしい。公立も人件費を削るなどで同じく削減に努めるべきな
のでは。

690 子ども
決して、家計に余裕はありません。出来れば保育料の安い「公立」へ通わせたい。しかし「公立」
は保育時間が短い事など不満、不便な点も多く、私立との格差は大きいと思われます。なのにも
関わらず、助成金の格差が更に大きくなるなどというのはおかしく許し難い事です！

691 子ども
子供に優しい士づくりを目指しているのに、幼稚園の補助金を削減するのはおかしい。金銭的に
余裕があり、私立に通わせているのではなく、事情があり通わせているのに、補助金を削減され
たら生活が困る。

692 子ども

ゼロ試案るものの、私立幼稚園補助費削減案に反対を表明します。少子高齢化という国家レベ
ルの課題対策にてプラスに働く施策か慎重に検討していただきたく、この削減がどういう効果をも
たらすか」論拠をしめされることを求めます。国民、府民、市民として痛みを分かち合う覚悟はして
いますが、無悩な役人・議員のお遊びに付きあう暇はありません。

693 子ども
補助金制度の廃止は、本当に困ります。２歳違いの子供がいるので、上の子が年長、下の子が
年少の一年間、かぶる年など、補助金をいただけないと、とてもやっていけません、、、。
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694 子ども
箕面市の「私立幼稚園園児保護者補助金」について、入園する前は補助金があると聞いていまし
た。公立だけ補助金が出るというのは大変な不公平だと思います。

695 子ども 私立幼稚園の補助金を廃するのであれば、公立幼稚園の保育料も引き上げるべきです。

696 子ども

私立幼稚園に子どもを入れたのは、近くに歩いて通える保育園がない。あっても、満三歳までし
か入れないという状況だったのが大きな要因です。私立幼稚園は預かり保育の体制も充実してい
て、働きに出る事が可能と判断しました。公立幼稚園は保育時間も短く、とても母親が仕事に出る
事は出来ません。保育園不足を補っているとも言える私立幼稚園に入園させているのに、補助金
がなくなっては子育てしやすい環境とはほど遠くなると思います。
箕面市はこそだてしやすい町にすると市長は言っていたのに、削減するのはおかしいと思う。市
長も小さな子供がいるのならわかるはずだと思う。

697 子ども
教育方針、保育内容、施設等により豊かな幼児教育をと考えて私立幼稚園に通わせているので
あって、余裕があって私立幼稚園に通わせているわけではありません。

698 子ども 転勤族の家の決めては、環境＋福祉なんですよ！補助金なしは辛いです。

699 子ども
　私立幼稚園に通っている子供の方が多く市民ニーズも高いのなら、公立に対する考え方を改め
ていくべきではないのでしょうか？なぜ公立に通わせる家庭が、減少しているのか市はもっと考え
るべきである。

700 子ども
　財政状況が厳しいという現実は理解しているつもりです。Ｄランク対象に補助金を廃止という内
容については不公平感があり、納得できません。教育にかかるお金は可能なかぎりけずらないで
欲しいです。

701 子ども

　指導内容により、いかせたい幼稚園は異なるのに行かせてあげられない家庭がでてきてしま
う。
　下に小さな子供がいると、公立の幼稚園から遠いところに住んでいる場合、通わせるのが大変
になる。金銭面で援助があれば、色々と選択肢が増えると思う。

702 子ども

　「子育てしやすい町箕面」を目指すと広報にもあったが、現在の不況下で減給される中で補助金
制度を廃止すると環境をくつがえすものではないでしょうか？又、少子化と言われる世の中で第２
子、第３子がいる家庭は私立幼稚園には行けくなってしまう。同時期に就園する第２子以降には
保育料、入園料の補助を強く希望する。

703 子ども
　余裕があって私立幼稚園に通わせている訳ではないし同じ税金を支払っているのに公立だけこ
んなに優遇されるのはおかしい。私達に補助金の削減を求める前に公立幼稚園で費用を削減す
る等の経営努力をするのが筋だと思う。

704 子ども 　公立だけ優遇されて私立幼稚園は削減されるのはおかしいと思う。

705 子ども
　子育てしやすい環境を目指しているはずの箕面市が教育にかかるお金をけずるのはおかしい。
同じ税金を払っているのに優遇されるのはおかしい。

706 子ども
　公立幼稚園に比べると私立幼稚園に保育料は高いですが教育が充実しています。余裕があっ
て通わせているわけではありませんので削減しないで下さい。

707 子ども
　公立の幼稚園に比べて、それぞれ特徴のある保育内容や、方針･行事等があるために、我が子
に少しでも良い、又子供に適している園を考え選んで通わせています。子供を育てる世代が、さら
に集まってくるような箕面市であって欲しいです。
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708 子ども
　公立幼稚園は２年保育しかないので私立に行かせている。家計は苦しいが子供のことを考える
と、途中で公立へ転園することもできない（園生活の変更や友人関係）近所に公立がない人も、仕
方なく私立へ通わせてると思う。それならもっと公立を充実させてほしい。

709 子ども 　子供に優しい、子育てしやすい箕面市じゃなくなってしまう。

710 子ども

　公立を選ぼうにも、３年保育はない。園バスはないなど、それぞれの家庭環境にそぐわない場
合もある。また、子供の成長に必要な行事も私立の方が充実している。そのような点から私立を
選んでいる人も多いのだから、公立のみ優遇するのはおかいしいと思う。箕面市は子育てしやす
い日本一を目指しているのではないでしょうか？

711 子ども 　私立幼稚園補助金廃止に反対です。廃止になら公立幼稚園を増やしてください。

712 子ども
　保護者補助金は大変有難かったので、少子化対策としても私立も公立と同じ平等にしてほしい
と思います。

713 子ども

　もし仮に公立幼稚園に私立のように子供に対する良い環境でせめて年少から受け入れの体制
があったならば、私は何のまよいもなく公立に入れていたと思います。２人も私立に通わせること
で家計はかなり苦しみがありますが、それよりも私立幼稚園での子供の笑顔を見られる事の方が
いやされる毎日です。公立に入れていたら

714 子ども
　補助のおかげで、私立の幼稚園に通わせることが出来ています。子供により良い環境をより良
い教育を考えるのが親であり、決して経済的に余裕があるから私立幼稚園に通わせている訳で
はない事をわかって頂きたい。

715 子ども
　箕面市は他の近隣都市よりも補助金がおおいのが、とても良い所だったのに、それが無くなるな
んておかしい。

716 子ども
　公立幼稚園では、３年保育がないし、バス通園もない為、下にちいさい弟や妹がいる場合を考
えると私立しか考えられない。

717 子ども
裕福だから私立に通わせている訳ではありません。子供が小学校へ通うようになる事を考え、お
友達がより多く同じ学校へ通う幼稚園を探した時、一番近くていい幼稚園が私立しかありません
でした。１つの小学校に１つの幼稚園を公立で作って下さい。

718 子ども
　公立と私立に差があるのはおかしい。子供を持つ世帯が減らない様にする為にももっと子供の
ために（平等に）優遇するべきだと思う。

719 子ども 　補助金廃止反対です。廃止しない様お願い致します。

720 子ども
　公立幼稚園と私立幼稚園、現在なら教育方針や保育内容、施設等で公平に決められるがお金
をけずられるとかかる保育料のみで幼稚園を決めてしまうことになりかねない。未来のある子供
達にそれでいいのでしょうか？

721 子ども
　公立２０％、私立８０％と箕面市での幼稚園の選択数はあきらか、保護者負担の格差はもちろ
ん、箕面市での幼稚園ニーズをもっと認識するべきだと思う。
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722 子ども
　箕面市は子育てしやすさを目標にしているハズ。逆のことをしていては子育て世代は、はなれて
いくと思います。

723 子ども 　生活に余裕があるわけでなく、補助金廃止になると、とっても困ります。

724 子ども 　補助金をなくされると困る。楽しい幼稚園生活を送りたい。

725 子ども
　補助金を廃止するならば、公立幼稚園を増やしていただくとか、３年保育にしていただけたらと
思います。

726 子ども 　補助金がなくなるのは大変困ります。公立幼稚園を増やすなど、して下さい。

727 子ども
　近くに公立幼稚園がなく、バスのある私立幼稚園の選択しかありませんでした。生活も苦しく
なってしまうので、補助金廃止には反対です。

728 子ども
　将来の箕面市の子供達の為、箕面市には公立幼稚園の充実や私立に負けない教育をしてもら
い私立との連携や意見交換等により、より良い幼稚園や教育が構築できればと思います。

729 子ども
　保育内容が良い私立幼稚園に通わせていて教育にかかるお金をけずるのはおかしいと思いま
す。

730 子ども 　補助金削減、廃止は反対です。

731 子ども
　箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているはずなのに、教育にかかるお金をけずるのは、
おかしい。

732 子ども   税金を子供達の為、より良い型で使って欲しい。

733 子ども
 子供達にかけるものを削減する意味がわからない。次世代の箕面市を見すえ、より良い箕面で
ある事を願うならば子供達への補助を続ける事は必須だと思います。

734 子ども
　私立幼稚園児保護者補助金の制度は公立、私立幼の保護者負担の平準化の為の制度でそれ
をなくされては、平準になりません。こまります。

735 子ども

 公立には延長保育がなく、仕方なく私立に入れるといった場合もあります。働く主婦だから、経済
的にゆとりがある訳でなく、子供がいるということ自体で、大変お金が必要です。自分のためでは
なく、子供の為に主婦は身をけずっています。延長保育をすることで、子供も違う友達と話したり
違うよう幼稚園の楽しみをしていて、「保育」という観点から外せないものだと私は感じています。
今、日本の財産であるのは、子供です。北欧のようにもっと充実した教育現場づくりが必要ではな
いですか？私立、公立とわけへだてなく、子供たちを大事にして下さい。ぜひ私立補助金をとりや
めにしないで下さい。お願い致します。！

736 子ども

 お金による支援が全てとは思いませんが、この不況の中やはり補助金という形が素直に嬉しく、
また、府への信頼につながっていくと思います。「痛み分け」よく分かりますが、一番大事な幼児期
の教育に関する費用の削減はどうか一番最後の手段として残していただくよう宜しくお願い致しま
す。

737 子ども
 多くの子供達が私立幼稚園に行っている理由を理解しているのか。大きな視野で見ていただい
て結論を出していただきたい。
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738 子ども
 実際、公立だけでは全園児をうけ入れられないのだから私立は絶対必要である。そして、その私
立への補助金をなくされると、通わせることができない世帯も必ず出てきます。

739 子ども 　収入に余裕があるわけでなく、共働きなどでやっとの生活なので削減しないでほしいです。

740 子ども 　未来を坦う子供達に、公平に教育の場をもうけるのは親の責任です。

741 子ども
　補助金廃止に反対します。箕面市は子育てしやすい市にという事で箕面に住んでる人も沢山い
ます。うちはＤランクのため補助金が無くなれば私立幼稚園に通わせる事は無理になってしましま
す。公立園は遠く、定員も少ないのでそれも無理になってしまいます。

742 子ども
　補助金廃止反対です！！　いくらDクラスでも生活は苦しいです。廃止しない様お願い致しま
す。

743 子ども

　公立と私立の費用に差が多少あるのは仕方の無い事と思います。それは、公立より私立のほう
が充実した教育を受けることが出来たり色々な行事なども多いのです。しかし、近くに公立幼稚園
がなく通園が大変だったり公立幼稚園の教育方針への不安から必ずしも保護者による選択から
だけではないと思います。

744 子ども

　教育に関わるお金をけずらないで欲しい。金銭的にはきついが近所に公立がないし余裕があっ
て私立にいれてわけではない。（下にも赤ちゃんがいるのできょりが遠い公立に毎日送り迎えが
出来ないのでバスで向かえて来れる私立に通わすことにした。）だから削減されると私立に通えな
くなるかもしれない。

745 子ども
 経済的に余裕があるわけではないが、子供が早く集団生活に慣れることを希望し、３年保育を実
施している私立幼稚園に通わせているが、公立幼稚園でも３年保育を実施することを先考えてか
ら補助金削減を検討してもらいたい。

746 子ども
　子供に対しての保障をしても他の市に比べ良くないのに補助金までなくし子供の為の事を考え
るとは思えない。市長になるまでは子供に対して住み良い市をみたいな事を言っていたのに補助
金をなくす事が子供の為なのか？

747 子ども
箕面市は子育てしやすい所なので、現状のまま残して欲しいです。このまま削減するのであれ
ば、子供を持つ家庭は他の市に住んでいくのでは。

748 子ども
これからの将来を担う子どもたちの教育に関わることを削減してしまうのはどうかと思います。子
育てしやすい環境づくりを行なっていかないと、子どもを持つ世帯が他市に流れていったり、少子
化が増々進んでいってしまうのではないでしょうか。

749 子ども
 働く母にとって私立幼稚園の延長保育はいつも助かっています。又、公立幼稚園にはない保育
内容も魅力的ですので今後も補助金制度の存続を願います。

750 子ども
 公立幼稚園では２年保育をしており、３年保育ではない私立は３年保育があるので決めました。
子供が少なくなった現在、地域の中でなかなか同世代と遊ばせる場がない。補助金を減らすので
あればもっと現状を把握した上で公立幼稚園を向上させるべきです。

751 子ども
 就学前教育は、子供達にとって、とても大切なものだと思います。幼稚園生活の中でたくさんの
事を学び、大きく成長する場です。私立幼稚園保護者補助金一部廃止案は子供達の幼稚園教育
の選択のじゅうを奪うものであり、撤回されるよう強く要望いたします。
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752 子ども

 私は毎月きちんと税金を納めている箕面市民です。私立幼稚園の補助金削減を聞き驚いていま
す。公立の教育内容に不満で私立に通わせています。８０％という多くの需要のある私立幼稚園
にこのような案がでるのは納得がいきません。財政改革、違う方法でできないのでしょうか？市民
全員が納得できる案を出して頂きたいと思います。

753 子ども  現在支給されている補助金を削減する事は絶対にやめて頂きたい。

754 子ども

 私立幼稚園の通わせている親は必ず下裕福というわけではありません。市からの補助金がある
のを見越し保育内容の充実している私立に通わせているのです。公約で「子育てしやすいさ日本
一」と言われてますが、補助金カットではますます子育もしにくく、少子化にもつながっていくので
はないのでしょうか？？？

755 子ども
　私立幼稚園は魅力的で家から近いということもあり通わせています。家計が苦しくとも教育だけ
は、しっかりとした私立へ行かせるのが親の責任と考えています。

756 子ども
 財政改革は、きわめて必要と感じます。しかし、現在支給されている補助金を削減する事は、
日々生活においては家計負担に重大な問題になるので保護者の切実な声として、ぜひ撤回して
いただきたい。

757 子ども

 「ゼロ試案」についてのホームページ開設やもみじだよりに広くコメントを募ったことすら知らずし
て今日に至っています。ですから、そもそもチーム「ゼロ試案」の中での私立保護者への補助金一
万円廃止の位置づけが不明であり、さらに「削るべき財源の一つ」と市側からの通知ですが本来
「子育てしやすさ日本一」を提唱されている箕面市におかれましては、どうして最も大切なこの幼
児期に教育費の一部をcutされるのか。まったく削減するものがなくそこに至ったのか再度経緯を
ご説明いただきたい。

758 子ども

 補助金削減案に対して強く反対致します。公立ではなく私立に通わせているのは、私立の幼稚
園での生活が色んな意味から充実したものであると確信しているから３人の子供を私立の幼稚園
でお世話になっています。子育てしやすい環境を！！を言うのならばもっと他に削るべき財源が
あると私は思います。

759 子ども

 そもそも幼稚園は文部科学省が教育要領を提示し、それに沿って地方行政が運営する公的施設
の一つであり、ごみ収集や水道と同様に地域の全てに制度を浸透させ整備すべき事業です。いく
ら高所得者の多い箕面市民と言えど、安くて近い公立を充実させれば、高くて遠い私立に通わせ
たいとは思いません。市民感覚を忘れ、行財政のみで舵をきるべきではありません。

760 子ども
 好きで私立幼稚園に入れている訳ではない。公立幼稚園の保育レベル（送迎や給食）では共働
きの家庭の生活にはあわないので仕方なく私立を選択しているだけである。補助金をなくするの
であれば保育レベルを合わせる努力を見せて頂きたい。

761 子ども

 この不景気で家計が苦しい毎日で「子育てしやさ日本一」の箕面市がどうして私立幼稚園保護者
に対して補助金削減案がでるのか？苦しい家計でも我が子に良い教育をしてあげたいという熱い
想いで私立に行かせているのです。その結果８割が私立に行っているいう現実です。定員割れし
ている公立に流れている無駄な税金を先になんとかして下さい。保育所待ちの困っている親を先
に何とかして下さい。絶対に「補助金削減案」は「子育てしやすさ日本一」の箕面市に反していま
す。やめて下さい！！！

762 子ども
 子育て援助に力を入れていると大きく言っているが、教育方針をみて私立に入れている家庭で
はギリギリの家計で行かせている。そのため援助金を減らされると良い教育を受けたくても、受け
れない人がでてくる！！
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763 子ども
 三年保育、給食等、各家庭のニーズにあった私立幼稚園は必要。その中で、補助が無くなれば、
金銭的な理由で私立にやれない家庭が出てしまう。

764 子ども
 箕面市は、８割以上が私立幼稚園へかよわせている子共である現実のなか、もう少し市として
も、考えるべきではと思います。すぐに補助金削減とかにするのではなく、ほかに対策を子育て
NO1を目指してとうたわれていますが、これでは違ってくるのでは？市民は平等に、

765 子ども

 私今の幼稚園がとても気に入っており、子供も喜んでかよっています。特に普段ふれる事のない
和だいこの演奏など、子供は喜んで練習しており、そうした特色は今の園ならではと思います。下
の子も同じ園で、と考えているので補助金がなくなる、もしくは減額となると非常に負担がふえ今
の園に入れる事ができなくなります。ぜひ補助金のそんぞくをお願いします。

766 子ども

 箕面市は「子育てしやすさ日本一」を目標に揚げているのに補助金を１万円削減するのは本来
転倒です。もっと上乗せしろとは言いません。今までもそうした補助をなくすることは是非止めて頂
きたい。私たちの市民税をもっと有意義な形で使って下さい。なぜ私たちのようにお金のかかる世
代が犠牲になるのですか。

767 子ども

 補助金減額に反対します。娠婦検診の回数が増えただけでは少子化は止められません。産んだ
ら産みっぱなしでは困るのです。親は一生育てていかなくてはいけません。その為には、よりよい
教育、保育、医療が必要です。子育てしやすい箕面市をなくさないで下さい。公立、私立共に現状
維持、補助をお願いします。

768 子ども

 園児一人あたりの保育料には公立と私立の間におおきな格差があります。公立に通う子ども達
には税金が使われる中、私立に通う子ども達にその格差を埋めるための補助金制度です。その
補助金の一部廃止は保護者への負担を強いるものです。現在、箕面市内の園児は２割が公立、
８割が私立に通っており、私立の公共性が高いことが分かります。このような現状からも、補助金
の一部廃止案について撤回されるように強く要望します。

769 子ども
 補助金削減については、全面的に反対です。市民の平等を考えるなら効率だけに税金をつかう
のは？？です。もう少し違う対策をお願いします。

770 子ども
 世界中で経済危機になっていて国民へ生活が苦しくなっているのに、補助金を廃止するなんて
反対です。

771 子ども
　財政改革は、きわめて必要と感じます。しかし、現在支給されている補助金を削減する事は、
日々生活においては家計負担に重大な問題になるので保護者の切実な声として、ぜひ撤回して
いただきたい。

772 子ども

 わが子を幼稚園に入園させる為の選び方は、教育内容を最も重視します。それで私立幼稚園を
選びました。決して裕福だからではありますん。私立幼稚園に通わせてる子供が８０％公立が２
０％というのはやはり教育内容が明らかに違うからだと思います。私立の「補助金削減案」を出す
のは、皆が通わせてたいと思う公立幼稚園に変えてからして頂きたいと思います。「子育てしやす
さ日本一」を目指す箕面市ならそれにむけて時以降して下さい。公立はこのまま私立は保所金削
減なら子育てしにくい街です。！！ぜひお考え直して下さい！！！

773 子ども

 補助金をいただくと、公立、私立の保育料の差が少なくなります。そのおかげで、幼稚園の選択
枝が広がります。通園や距離や預かり保育の有無、教育方針など、子供や家庭に合った幼稚園
に行くことができます。もし、補助金がなければ､我が家は遠くの公立幼稚園を選ぶしかなく、毎日
の送迎にしたの子供をつれて大変な思いをしていたでしょう。
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774 子ども
 給料が高いわけではない（税金などではほぼなくなる）ので、補助金をカットされると大変困りま
す。なくなると私立幼稚園へかよわせられなくなります。

775 子ども

 公立の幼稚園だけで全ての幼児が入れるわけでなく、市が私立幼稚園に頼っているところがあ
るのではないでしょうか？これ以上の保育料の格差が出て、私立幼稚園を離れ、公立幼稚園へ
行く者が増えた時、市はそれをカバーできるのか。私立離れを防ぐためにも補助金削減は反対で
す。

776 子ども
 私立幼稚園の通うことが出来るのは、補助金制度があるおかげなのに、カットをされるともう、私
立幼稚園に通わせられなくなり、子育てにも不安を覚えます。どうか、今までどうりにお願い申し
上げます。

777 子ども

 給料が高いわけではないのに補助金をカットするなんて言語道断、ぜいたくはしておりません。
いつもチラシを見て１円でも安い品物を購入しています。主婦は節約をし、子供にはすばらしい教
育をしている幼稚園へ通わせたいとつねづね思っています。定員割れをしている公立幼稚園に税
金を投入するし、公立を維持していく必要はあるのでしょうか。

778 子ども
 経済的には公立に行きたいのに、通える範囲内には私立しかなく、やむなく私立に行っているの
で、決して家計が裕福なわけじゃない。みんな、きりつめて、やっています。子育てのしやすい環
境にしてほしい。補助金は絶対に必要です。

779 子ども
 不景気で収入源で家計が苦しい時に、補助金カットされるととても困る。せめて今の補助金の水
準は維持してほしいと思います。

780 子ども  補助金でとても助かっています。無くなると、家計がたいへんです。

781 子ども
 少子化が問題としながら、なぜこういうところで予算をカットしようとするのか分からない。実際３
人目がほしが経済的なことを考えると不安だ。生活に関しては所得に合った生活をしたいと思うが
子どものきょういくは親の責任として諦めたくない。Dランクの廃止絶対反対します。

782 子ども
 幼稚園は、家計ではなく、子供にあっているかで選びました。経済的に余裕があるわけではあり
ません。又、我が家のように、育児を手伝ってくれる人が周りにおらず、時間外保育に助けられた
という人も多いはず。私立幼稚園に通わせるために、補助金は必要不可欠です。

783 子ども
 補助金カットそのお金が箕面市の為にどのように使われるのでしょうか？それだけ財政困難なの
でしょうか？納得のいく説明があればよいですが？

784 子ども

 毎月の月謝の負担は、とても生活の中で大変です。その助けとして保護者補助金があってとても
助かっています。年収制限をもうけるという事ですが、ある程度収入があっても、親の看護や仕送
りと支出も多いので、いちがいに年収で線引きするのはいけないのではないかと思います。子供
の楽しい幼稚園生活を今まで通り守ってあげて欲しいです。

785 子ども

 変更には反対です。市は補助金の「Dランク」をなくせば、公立幼稚園への入園者が増えると期
待しているのかもしれませんが、保護者は幼稚園を先生方の指導力の高さや対応の良さ等‘内
容‘で選んでいりのです。市は何故、公立幼稚園が定員割れをするのか根本的な原因を考えた
事があるのでしょうか。こんな表面的な改革しか思いつかないのなら「子育てしやすい街」など簡
単に揚げるべきではないと思います。
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786 子ども

 娘を２人年子で幼稚園に通わせています。「Dランク」￥０になるという話は「寝耳に水」で、とても
こまっています。補助金も含めて、年間の学費を２人でいくらになるかと計算し私立に通わせるこ
とができます。児童手当ももらえないので、本当に税金をおさめているだけで、なかなか子育ての
支えんをうけることができません。とても損をしている感じです。「子育てしやい箕面」と公約されて
いるのであれば、今、おさめている税金が本当に無理、無駄なく使用されていて、それでも、補助
金カットされなければいけないのか十分に検討して下さい。そして説明をして下さい！！

787 子ども
 財政が厳しい中での判断かと思われますが、子共に関わるところに着手するのはまだ早いので
は？しかしながら、この不況はやむを得ないと思いますので、減額という形でもご検討頂けないで
しょうか？

788 子ども
 高額所得者だからといって補助金をカットするのはおかしいと思います。一番税金を多く払ってい
るのだから同時に補助金を渡すのが当然だと思う。

789 子ども
 補助金をもらえる事でいろいろと助かる事が大きいので、なくなると行きたい幼稚園に通うことが
できないこともあると思います。

790 子ども
 この不況の世の中、収入は変わらないのに物は何でも値上がりし家計はとても苦しい。補助金
はとても大事な収入源であてにしているので、なくなるのは困る！

791 子ども

 上の子どもは公立へ通わせていたので、私立幼稚園との園生活の違いはよくわかります。園の
方針によっても違うでしょうが、私立幼稚園で学ぶことで1人1人が自分でヤリ遂げる、あきらめさ
せない。自信を持たせる教育や自然を学び、体験させ共存する力を得ることができました。ほとん
どの園児が通う私立への補助をとりやめる事はしないで下さい。

792 子ども
 給料が少なくてギリギリの生活がしているというのに補助金がカットというようなことになれば、幼
稚園に通わせること自体が困難な状況になります。今までどうりの補助金の支給で生活がなんと
か成り立っている状況なので、補助金カットはやめてほしいのです。お願い致します。

793 子ども

 子どもはみんな平等です。親はみな同じように国や市から請求された税金を納めているのに、そ
の税金を支払っている親の子どもが受ける教育にあてられる税金の金額が公立と私立で違いが
あるのはおかしいと思われますし、公立は区域制度があり身近になければ通園も困難、働く母に
はお預かりもなく現世代のニーズに全く対応していなく、一部の方のみの幼稚園でないかとさえ思
われます。その点はすでに定員割れしているという点で明確になっていると思います。

794 子ども

 下の子が来年からまた幼稚園に通います。上の子と同じ幼稚園に通わせたいと思っております
が、補助金がなくなってしまうとかなり経済的に苦しくなります。上の子の時も思ってたよりも補助
金が少なく困りました。廃止されるとほんとにすごく困りますので今までと同様、支給されることを
強く望みます。子育てしやすい環境を作って頂きたいです。よろしくお願い致します。

795 子ども

 箕面市は「子育てしやすさ日本一」「住みやすい最先端」を市政に揚げながら、私達、私立幼稚園
に子供を通わす保護者に対し補助金を削減する案は、財源不足解消の一環とはいえ、あまりに
冷酷ではないでしょうか。他にも人件費等をはじめカットできる財源は多々あると思います。莫大
なかねを投じて、箕面グリーンロード等を造る必要は本当にあったのでしょうか。今までのずさん
な財政運営のしわ寄せを、私立に今、通わせる保護者に向けないで下さい。この様な考え方自
体、箕面市のブランド力、しいては信用の失墜につながる事だと考えます。
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796 子ども

 助成が大きくかけられる公立幼稚園な通わせたくても現実全体数が少なく通わせられないという
人達もいるのでは。現実私立幼稚園に通っている子供達が大半な中で助成が削減されようとして
いるのはこれからの社会を支えてくれる子供達の未来を閉ざそうとしているようなもの。この間の
成長の著しさ、大切さは諸学校、中学校の義務教育と何ら変わりありません。ぜひ平等に教育が
受けられるようにしていただきたい。

797 子ども

 我が家では、２学年離れた２人の子供がいます。一番近い公立の幼稚園でも徒歩なら４０分程
度、自転車で行くためには、子供二人を前後の補助席へ座らせ、かっ電動式自転車の購入が必
要。年長のように大きくなった子供と３人で毎日通うことへ、安全面でもかなりの不安を感じていま
した。上の子が小学校に行き始めたら遠い幼稚園に通う送迎との両立が、核家族の我が家に可
能なのか？悩みに悩みましたが、補助金のこと知り、同程度の負担でとても近くの幼稚園に通え
ることが分かり、全ての不安が安心と希望、子供の成長への喜びにかわりました。現在、二人で
通算し四年間、通わせていただいておりますが、徒歩５分の幼稚園への通園は種々なイレギュ
ウーにも最小限の負担で対応出来、子供達も安心して過ごしています。もちろん先生方、園での
ご対応も素晴らしく、引越してきたばかりで近所に親セキ等もおらず不安な子育てを全面的に支
えていただいております。幼稚園からの友人が親子共に近所で開拓出来道を歩いていても寂しさ
を感じることもなくなりました。小学校への入学もスムーズで親子共々、大きな不安を抱くことなく
入れました。小さな子供を持ち世帯は、ほんの一万円でも、大きな判断基準となります。子供達に
安心と希望を。この子達が、これからを任っていく力です。皆様に守られながらでなくては、成長
出来ないこの子供達の笑顔を守っていくことと光を閉ざさないで下さい。

798 子ども
公立にはたくさんの税金が使われており、同じ市民として私立幼稚園に行かせている私達には税
金が少なく平等に税金をつかってほしい。

799 子ども 補助金を削減するような市は　「子育てしやすさ日本一」とはいえないのではないでしょうか。

800 子ども
私立幼稚園に子どもを通わせている保護者の中にも共働きで教育費を捻出している方が多くおら
れます。弱者である子ども達を市の財政見直しのターゲットにしないでください。

801 子ども

我が家は、箕面市の住民税負担は大きいけれども、その分、充実したサービスで市民に還元され
ているという生活の安心に重点をおき、箕面市への定住を決めました。私立幼稚園児保護者補
助金も他市より一歩進んだものだと思っておりました。私立幼稚園に入園させるにあたっては、補
助金も含め、３年間の費用を計算した上で決断しています。就園途中の突然の補助金うち切り
は、即家計に影響します。子どもを守るため、保護者補助金削減に反対致します。

802 子ども
箕面市は、お年寄りに対していい環境ではあるが、これからを、背負っていく子供達が、より豊か
な幼児教育を受けられるためにも　補助の削減しないで欲しいと思います。

803 子ども
箕面の私立幼稚園に３年通わさせていただいております。親身に細やかに大切な時期を育成い
ただき、大変有難く感じております。今後の地域の家族の為にも、今回案について再検討頂きたく
お願い申し上げます。

804 子ども

現在子供を私立幼稚園に通わせています。幼稚園の選択に当たっては、大切な我が子への初め
ての教育の場として、教育方針、環境等について最大限に考慮して決めました。公立と比較し、
私立は授業料が高額ではありますが、それも我が子のため、と無理しているのが実情でありま
す。そんな事情も加味することなく、高額所得者と決めつけられ、補助金を廃止されることは、とう
てい納得のいくものではありません。是非、再考頂きたくお願い申し上げます。

805 子ども
少子化対策を早く行わなければいけない。と言われているにもかかわらず、逆に私立幼稚園の補
助を無くすというのは　子育てのしにくさを考えてしまうのではないか。教育にかかるお金が沢山
かかるのであれば、２人目、３人目の出産をちゅうちょするのもわかる気がします。
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806 子ども

子供の為に　よりよい教育をと思い私立幼稚園に行かせていますが、決して　余裕があって行か
せてる訳ではありません。現に本当はもう一人子が欲しいと思っていても現実を見ると今世に出
て成長している子の教育にお金をそそぐ事に優先してしまうからです。ただでさえ一杯なのに削減
までされるともっと全体的に少子化も増える事でしょう。悪循環ですよ。

807 子ども

私学ならではのきめ細やかな教育をうけて、我が子はこの度卒園いたしますモンッテソーリ教育
を導入した園ですが、この幼児期の影響はその子が成人になってから大いに出てくると申しま
す。決して裕福な家庭ではありませんが、不安の多い公立に大切な子を預けようとは思いませ
ん。多少家計に響いても、やはり私学を選びたいのです！どうかこのような家庭にも選ぶ権利を
残して下さい！

808 子ども
私学に通っている家庭が必ずしも裕福な家ではないと思います。「取れる所から取ってしまえ」的
な一方的な補助の削減には納得できません。教育以外にもっと、削減すべき所があるのでは。

809 子ども 市の財政見直して教育面には向けないでいただきたいと思います。

810 子ども
私立幼稚園に子どもを通わせています。縦わり保育で年齢の異なる世代との交流もあり子ども同
士での関係や思いやりを学べるすばらしい園だと思っております。私学を選んで良かったと思って
います。市の財政見直しを教育面に向けないでください。

811 子ども
私立幼稚園に子供を通わせています。私学を選んでよかったと思っております。市の財政見直し
を教育面には向けないでいただきたいと強く要望いたします。

812 子ども
私立幼稚園、公立幼稚園で保護者補助金に格差を生じる事は理解ができません。財政難のしわ
よせが子育てや教育方面に向けられることはもっと理解できません。

813 子ども

我が家は三姉妹がいます。上の二人は小学生ですが、三女は今年初めて私立に入れました。公
立、私立の良さどちらも知っています。三女を私立に入れたのは三女の性格、興味など配慮し
て、娘のことを思い決めたことです。決して裕福ではありません。今回私立に入れた為、仕事を始
めようと思っています。やりくりして私立に行かせる家庭は多くあります。そこまで把握しています
か？把握していたら「ゼロ」なんて言えません。

814 子ども

私立幼稚園への入園されている、または希望されている親は、自分の子供の性格や、園の生活
環境など、我が子に合うと思う幼稚園を選んでおられると思います。現に私もそうです。わが子に
会う、と思った園が私立だったのです。「裕福だから私立」なんて単純に考えないで下さい。公立
に行こうが、私立に行こうが平等に援助が受けられる様にきぼうします。

815 子ども
少子化のこの時代、園児１人当たりの保護者への負担（教育費）増えるのは、どうかと思います。
補助金の一部廃止案について考えて下さい１

816 子ども

箕面市内の幼稚園児のうち、８割が私立幼稚園に通っていることからも、私立幼稚園の必要性を
感じているのは明らかではないでしょうか。また、同じ税金を払っておりますのに公立幼稚園だけ
に大きく還元されているのは納得できません。市の財政見直しを教育面には向けないでいただき
たいと強く要望いたします。

817 子ども
今後　税金を払っていく世代に手厚い補助を行っていかなければ箕面市に住んでもらえないので
は！？
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818 子ども

役職がつき、単身赴任先で、１日２０時間労働の様に、土、日もない勤務状況の中、余暇も何もな
く　やっと得た給料の額にも不満ですが、そんな状況の中、公立、私立の区別をされ、又、高額所
得で補助を（児童手当を含む）カットされるのは大変不満です。楽して、高額所得の人は誰もいま
せんし、出費は人一倍多いです。本件からずれましたが余裕があって私立に通わせている訳で
はなく、私は、宗教的な知識も身につけてほしく、私立を選びました。すごく矛盾していると思いま
す。

819 子ども
私立幼稚園に子どもを通わせております。箕面市は「子育てしやすさ日本一」を目指している。っ
と聞いております。未来ある子どもの為に教育に、かかるお金をけずらないで欲しいと思います。

820 子ども
特色ある教育をしてくださるのが私学です。多少の教育費を我が子のために出すのは当然。でも
公立へ通うお子さんの負担までなぜ負わねばならないのか大いに疑問。私学に通わす親が志を
もって幼児教育を考えていることに水をさしかねない。

821 子ども
箕面市内の幼稚園児、全員が公立に行けるような情況ではないのに、公立だけ優遇されるのは
おかしいと思います。

822 子ども
箕面市は「子育てしやすさ日本一」を目指すならば「箕面市私立幼稚園保護者補助金」の削減は
矛盾しているのではないですか。

823 子ども

公立だけで全幼稚園児の対応が出来るが、私立を選ぶというのであれば、格差が生じても仕方
ないと思いますが、そうでない現状では公立・私立が共に役割を担う必要があると思います。同様
に市民税を支払っている保護者なのに、一方のみ優遇するというのはいかがなものかと思いま
す。

824 子ども
若い先生たちの活気にみちた私立園を守ってほしい。公立をえらぶことより多少の負担をしてでも
私立にいかせたい。なら市がすこしでもそれを手伝ってほしい。

825 子ども
３才から就学までの人間の根幹を造る大切な時期を託す幼稚園ですのでいくつもの園を実際に
訪問して決めました。若い先生とベテランの先生がバランスよくはいちされ、子どもたちは笑顔で
通園しており、私学を選んで良かったと思っております。

826 子ども
特色ある私立幼稚園に通わせたいと思い家計の事も心配でしたが、私立を選びました。還元がな
くなると本当に、深刻に、困ります。

827 子ども
現状から考えて公立幼稚園だけで全ての子供を保育するのは無理であり、私立幼稚園なしでは
収容できない。それにもかかわらず更に私立幼稚園と公立幼稚園における教育負担の差が広が
るのは納得できません。

828 子ども 子育てしやすさ日本一をめざすなら、助成金を続けてください。

829 子ども
園児１人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があるのに、公立に通う子供には税金まで
もが大きく還元されているのは納得できません。

830 子ども
もみじだよりの写真も必ず公立幼稚園で普段から私立はとりのこされていると感じていました。私
立への補助をやめないで下さい。
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831 子ども
市の８割の園児が私学、どうして２割の公立の子の学費まで私学の親が負担するのかわからな
い。公立の存在自体をもっと議論してもよいのではないか。

832 子ども
園児１人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があるのに、公立に通う子供には税金まで
もが大きく還元されているのは納得できません。

833 子ども
自宅となりに私立幼稚園がありますが、子供本人の希望で私立幼稚園に通っています。市の補
助金はとても助かっています。どうか補助をなくさないで下さい。お願いします。

834 子ども
公立の幼稚園には税金が大きく還元され私立幼稚園にはわずかしか還元されないのが納得いき
ません。このような格差が発生すべきではないと思います。私立幼稚園の負担を軽減することこ
そ、公私間格差の是正であると思います。

835 子ども 未来ある子供たちへの支援はとても大切なことと思います。

836 子ども
箕面市からの補助をとてもありがたく思っています。子供の意思で私立幼稚園」に通わせていま
す。どうか補助金の削減をしないで下さい。

837 子ども
子供の住みやすい、子供の事を１番に考えて、子育てしやすい等の色々な子供に関しての事を
言って市長になった方。倉田市長さんは当選したら、全く子供の事に関して考えないのですか？
ご自分の言ってこられた事をもう一度見直すべきです。

838 子ども
知っていますか？転居をしないといけなくなった時に、子を持つと家庭は、どの市が一番子育てが
し易いか考えて、調べて転居先を決めている事を。子育て支援の乏しい市になると、子育て世代
から避けられますよ。

839 子ども
市内の幼稚園児のうち８割が私立幼稚園へ通っていることからも市民が私立幼稚園への必要性
を感じているのは明らかではないでしょうか。園児一人当たりの保護者の教育負担には大きな格
差があるので、公立に通う子供には税金までもが還元されているのは納得できません。

840 子ども 今でも私学の助成金が少ないのでこれ以上減らさないで下さい。税金もたくさん払っています。

841 子ども
私立幼稚園に子供たちを通わせています。縦割り保育を行っており、昔は地域で体験する事ので
きた上の世代の子が下の子を思いやる事などが自然に学ぶ事ができ私学を選んでよかったと
思っております。私立幼稚園保護者補助金の一部廃止は即時撤回をお願いいたします。

842 子ども
税額を控除したりするなど、財政の見直しをして欲しいと思います。又、公立幼稚園の保育をもっ
とニーズに合ったものに見直してもらいたいです。

843 子ども 「子育て日本一」を大きな声で、うたうなら助成金カットは反する行動です！

844 子ども
園児一人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があるのに、公立に通う子供には税金まで
もがおおきく還元されているのは納得できません。

105



No. 種別 意見

845 子ども
公立幼稚園が少ない訳ですからそこに入れなければ必然的に私立幼稚園に通わせることになり
ます。余裕があってという訳ではありません。同じ税金を払っているのに保護者の教育負担に、公
立と私立で大きな格差があるのはおかしいと思います。

846 子ども
「子育て日本一」をめざすのであれば、公立・私立の教育負担に差が出るのはおかしいのではな
いでしょうか。私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案について即時撤回をお願い致します。

847 子ども
この不景気で、主人のお給料が上がる見込みはなく、その上補助金がカットされるのは家計にき
ついです。

848 子ども
箕面市では、公立幼稚園が少なく、実質的には私立幼稚園が公立幼稚園の役割を果たしている
に等しい状況です。にもかかわらずｎ、私立幼稚園保護者補助金制度の一部を廃止するというの
はおかしいのではないでしょうか。再度検討していただきたいと思います。

849 子ども

国や市、町色々な不憫はあると思いますが少子化の現状からして、教育の分野にもっと力を入れ
ていただきたいと思います。勝手なことですが幼稚園に通わせることは決して安易なことではあり
ません。願わくは公立へ通わせたいという希望はたくさんあるはずです。決して余裕があるから私
立に行かせていることはないのです。何とぞ今一度検討していただきたいと思います。

850 子ども
倉田市長の選挙のときの公約の一つに、「子育てしやすさ日本一！」というのがありました。市内
幼稚園児のうち、８０％が私立幼稚園に通っているという現状の中で、私立幼稚園児保護者補助
金を削減するというのは、公約違反ではないでしょうか。

851 子ども
少子化対策のためには、家庭の経済的負担の軽減が必要だと思う。その意味でも補助金廃止に
は反対です。

852 子ども
公立が遠くて私立に入る場合も多いと思われます。公立と私立の授業料が大きく違うのはおかし
いのでは。

853 子ども 補助金が少なくなったら、ますます少子化が進みますので、補助金をカットしないでください。

854 子ども 私たちの生活が苦しくなる事はやめてほしい。もっと他にカットすることがあるはず

855 子ども 兄弟があと二人おり、同じ私立幼稚園に通わすことを希望しているので、補助金は重要です。

856 子ども

就園対象児の８０％が私立幼稚園に通園している現状の中で公立幼稚園との格差が大きくある
上に
補助金が削減されようとしているのはおかしいと思う。自分の子供やお友達を見ていて幼稚園時
代の２～３年の子供たちの成長のすばらしさに驚かされている毎日です。少子化が進む一方この
大切な期間の成長がこれからの社会を支えていく事をもう一度考えていただきたいと思う。

857 子ども
不景気で収入はどんどん減っていく一方の中、補助金までカットされると幼稚園をやめなければ
いけなくなります。つくづく子供を産み育てていく事の厳しさを感じます。
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858 子ども

給料の高い低いだけとらわれた補助金カットではなく、家庭の状況（子供数や介護の必要な方が
いる等）に応じた柔軟な施策をお願いします。私立幼稚園には、公立幼稚園にない延長保育など
の制度もあり働かざるをえない母親にとってはなくてはならないものです。母親の社会復帰を支
援する間接的役割として幼稚園補助金の存続をお願いします。

859 子ども

箕面市内に在住の幼稚園児は私立幼稚園に通っている方が多い。公立幼稚園の保育形態は時
代のニーズにあっておらずその内容に満足出来ないから私立に通わせています。行かせたくない
公立の幼稚園に多額の税金が投入され、私立に通わせているだけで補助金カットとは納得できま
せん。私達も同じ箕面市内に住み多額の税金を支払っているのに腹が立ちます。

860 子ども
不景気にともない、給料は年々低価してきており、それに付け加え物価は上昇する一方です。そ
の状況の中で補助金がカットされるなんてとんでもない事態でございます。私立幼稚園に通わす
ことができなくならないか心配です。

861 子ども

４年前に箕面市に引っ越しをしてきましたが３月でも公立幼稚園に十分空きのある事を聞かされ
た時はびっくりしました。仕事を持っている母親はやむなく私立に通わせる事になり、その上補助
金カットされる事になれば、幼稚園へ通わせる事もできなくなる家庭もでてくるのではないでしょう
か？

862 子ども
不景気が続いて給料が下がるかもしれないのに補助金をカットされると、私立幼稚園に通うことが
出来なくなる。補助金カットは絶対に反対です。

863 子ども
財政状況を立て直しの為ということはわかりますが、それがなぜ子供の補助金廃止になるのか意
味がわかりません。子供は国の宝ではないのか？もっと他に考えなければいけない国の状況
〔府）があるとおもいます。絶対反対です。

864 子ども
子育てしやすい街、箕面のはずなのに補助金カットだなんて、反していると思います。公立幼稚
園・保育園だけでは園児をまかなえなく、私立幼稚園に子育て支援を依存しているのに、補助金
カットはその意向を切り捨てる他に理解できません。補助金カットは絶対に反対です。

865 子ども

絶対数として公立幼稚園が少ないのに、私立へ通うのがあたりまえの状況の中、補助金がカット
されるのはおかしい。それならば公立も値上げするなど、他にもやりようがあるのではないか。教
育関係は未来の希望へつながるはずなのでカットなどは最終手段として残すべき。もっと他にも
削るところはあるはずだ。

866 子ども
　箕面市校区に公立幼稚園はなく歩いて通える所に私立幼稚園があり、幼い兄弟を連れて遠いと
ころへというのは無理で私立幼稚園を選んだのに補助金がなくなるとすごく困る。お金があるから
私立そうでない人もたくさんいることを知って頂きたいです。

867 子ども
就学前に幼稚園で得る色々な経験は子供たちにとって成長の過程としてなくてはならない事だと
思います。親の経済状況にかかわらずすべての子供たちが平等に教育を受ける為にも補助金廃
止は反対です。

868 子ども

ゼロ試案について、決定ではなく議論するための「たたき台」ということですが、その内容は市民
生活に直結する厳しい内容です。特に児童生徒就学援助の見直しは、子供を持つ家計にとって
大きな負担になります。この不景気な社会情勢の中で限られた収入源により切り盛り（節約）して
いる市民の心中を今一度賢察頂き、ゼロ試案の「児童生徒就学援助の見直し」項目の除外を切
に願います。
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869 子ども
育児や教育は吹田市、福祉は箕面市とよく聞きます。補助金廃止などますます他市との差ができ
ると若い世帯が減ってしまうのではないでしょうか。育児手当など、今でも他市を羨ましく思ってい
ます。

870 子ども
年間４０万円弱かかるうちの１２万円です。とても大きいです。保育料の安い公立幼稚園の数は
足りません。補助があるから私立幼稚園に行かせてられるのです。絶対に反対です。

871 子ども

３月に長女が卒園しますが、４歳年下にふたりの子供がおり〔双子）市立通わせるには通園が物
理的に無理が生じ通わされません。従って私立ですとバス通園ということで安心して通わされま
す。経済的にも大きな負担ですし少子化対策に逆行してると思われます。市の財政状況の建て
直しということですがもっと他に削減できるものがあるとおもいます。是非現行のままにしてほしい
です。

872 子ども
＜経済効果有り＞
子育てしている世帯の方が、支出が多く地域への経済効果も高いと思います。子育てする世代が
集まるような施策を是非お願いいたします。

873 子ども
公立幼稚園の受け入れ枠が小さい上に他市の公立幼稚園には多種の利点（バス送迎など）があ
るが箕面はその辺が充実していません。私立を選ぶ方が多いのはその事もあると思います。子
育てしやすい日本一を目指すなら補助金は不可欠だと思います。

874 子ども 補助金がなくなれば、私立へ行く家庭は減るのではないでしょうか？

875 子ども
補助金廃止は絶対に反対です。この春卒園しますが、保育料も高く家計のプラスになっていてと
てもありがたかったです。

876 子ども 補助金廃止に反対です。

877 子ども
現在も箕面市内の幼稚園が減っています。幼児教育の充実度はその地域の品格に通じると思い
ます。補助金の廃止は、幼児教育を停滞させ、引いては箕面市の価値を下げるものだと思いま
す。

878 子ども
公立幼稚園は送迎が必要で、預かり時間も短く時間的な負担が大きいので共働きの世帯には向
いていない。（送迎バスや給食等）私立幼稚園同士で特色を競い、住民（保護者）が自分に合うと
ころで選び、それを市が補助してくれるという形が一番良いと思います。

879 子ども
子供にとって幼稚園は社会での集団生活の第一歩です。私立がほとんどである現状なので補助
金カットの為に幼稚園に通わせられない家庭も出てくる可能性があり、子供の十分な教育の機会
をうばわないよう「ゼロ試案」の白紙撤回を望みます。

880 子ども

補助金廃止の試案について、とても意外な印象を受けました。現市長は子育て支援に注力される
とのイメージだったのですが、力を入れるどころかこれまでの支援を打ち切る方針を示されるとは
思っても見ませんでした。箕面の教育環境や自然環境が気にいったので３年前に転入してきまし
た。これからも現在のとおり続けてください。

881 子ども
補助がなくなることはとても痛いです。１ヶ月３万弱くらいの金額が私立幼稚園だとかかります。年
間で３６万円です。Ｄランクでも下方のＤランクの方には１２万円はとても大きいです。廃止は反対
です。
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882 子ども

みんなが近くて安値な公立幼稚園に行けるたは限らないと思います。赤ちゃんがいる人、妊娠中
の人が遠い公立に行くのは大変だと思います。公立が近い場合でも、子供に合った幼稚園を選ん
でもいいのではないでしょうか。補助金があるから選択肢も広がります。子育てしやすい日本一を
目指すなら補助金廃止はおかしいと思います。子育てしたい街・箕面になることを願っています。

883 子ども

今年度、国は幼稚園児のいる世帯に所得制限なしで手当を支給することを決めました。この時
期、どの世帯も経済的に厳しくなうことを知ってくれているとうれしくなりました。そんな流れの中で
の補助金廃止。ありえません。世の中の流れに反してあきれた施策と言わざるを得ません。撤回
してください。宜しくお願いします。

884 子ども

経済的に公立へ行かせたいのに定員枠があまりに少ない現状においては、やむを得ず私立幼稚
園に通わせる家庭もあり、補助金はとても有り難いものです。子供にとっては幼稚園での経験は
社会勉強の第一歩であり、欠かせない時間です。「ゼロ試案」の撤回をお願いし、子供たちが十
分に学べる機会を与えてください。

885 子ども
高所得者の世帯はよろしいかもしれませんが、Ｄランクぎりぎり入ってしまったＤランクでも低い所
得の世帯の場合は、補助が切られてしまうのはつらいです。反対です。３年以上兄弟の間があい
ている場合は毎年毎年４０万近い金額を支払っています。絶対反対です。

886 子ども

私立幼稚園保護者への補助金が廃止されると聞き、大変ショックを受けました。３年保育の子供
を受け入れてくれるのは私立幼稚園しかありません。このような支援があることで子育て世帯の
箕面市への転入も増えると思われます。人口が増加すればそれなりの経済効果もあり市税収入
も増えます。箕面市にとってきっとプラスになるはずです。ぜひとも既制度を継続下さい。どうかお
願いします。

887 子ども
専業主婦なので主人の収入だけで生活しています。いつ減給になるかわからない中補助金はと
ても心の支えになります。月１万円はとても家計にとっておおきな金額です。どうか廃止にならな
いようお願い申し上げます。

888 子ども
他の税金の使い道について、もっと徹底的に削減できる所があるのではないでしょうか。補助金
のカットは最後の最後に考えて頂きたいです。

889 子ども
収入も増えたわけではないのに学費補助を削る意味がわからない。公立は遠く、パートや子育て
中の家庭には送り迎えもできない。この上で仕方なく私立に通っているのに補助も削減では次に
子供を作ることもできない。公共工事は減っていないのになぜ将来への投資は削減するのか？

890 子ども
生活のレベルによって、私立・公立を選ぶのではなく、環境や居住地域、それぞれの幼稚園の特
色や方針などにより、進路を決めたのである程度公平に補助をして下さるとありがたいと思いま
す。財政難でも子育て支援だけは削減すべいではないと思います。

891 子ども

公立に比べ私立幼稚園のカリキュラムは、経費がかかるだけあり複雑な教育を子供たちに与えら
れるものだと感じています。補助金制度のおかげで、所得が少ない世帯でも、そのような教育を
選べる権利を得ることが出来、一人でも多くの子供の豊かな教育につながると思います。さらに、
廃止前、後で、家庭によっては、兄弟・姉妹の幼稚園がやむをえず別になることがあるのではな
いかと考えられ、その影響は単純なものではないと思います。
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892 子ども

収入が多いからいって単純に余裕があるわけではない。子供の人数が多くても全く余裕がない場
合もある。これからどんどん不況で状況が悪くなり収入も不安定なのに、これ以上補助金をカット
されてしまうと母も仕方なく働きにでる人が増えていくと思います。幼稚園の間ぐらいは子供と接
する時間を大切にしたい！！「子育てのしやすい箕面市」とは反してると思う。

893 子ども

公民の民営化の為に、私立幼稚園へ行くよう促す意も含め、補助金があると把握していました。
又、３年保育希望者、就労希望者が増えている現代社会において２年保育しかない公立には仕
方なく通うことが出来ない家庭も多いと思われます。そんな中、公立の受け入れ体制も改善され
ず、補助金のみカットされては、経済的、又、家庭事情的にＤランクであっても費用を捻出できな
かった家庭の子供たち受け皿はどうなるのでしょうか？

894 子ども

今の世の中、不景気で大手企業も倒産する時代で給与の収入は減りいろんな収入源がカットさ
れているのに食品や物価は高くなる一方です。毎月いっぱいいっぱいで生活しているのに補助金
をカットなんてされると、幼稚園に行かせれなくなります今も両親そろって働きにでてますが、それ
でも毎月の生活はきびしいです。習い事もさせてあげたいけれど生活していけないので行かせる
ことが出来ません。補助金カットしないでください。

895 子ども

市立の小学校区内（中学校区内にも）に公立の幼稚園がなく、私立幼稚園に通わせています。公
立幼に通う園児も少ないと聞きます。補助金をカットする事を考える前に公立幼稚園の必要性を
考える方が先ではないでしょうか。子育てしやすい町日本一を目指している箕面市が（市長が）考
えることだとは思えません。

896 子ども
Ｄランクといっても税金も沢山払っているわけですし、この補助金にしてもランク毎に金額も差があ
るのだからＤランクだけが廃止というのは不公平ではないでしょうか？どのランクの方も毎月何万
もの出費は大変なはず！！補助金があれば次の年度には随分と助かります。

897 子ども
少子化時代、私立幼稚園保護者補助金の一部廃止というのは、保護者への教育負担を増やし更
に財政が悪化するのではないかと思います。

898 子ども
熱意のある先生が信念をもって特色のある教育をして下さる私学にさらなる援助をすべき。Ｄラン
クを切ったらずるずると他にも拡大してしまいかねない。

899 子ども

客観的に見て公立幼稚園は魅力を感じていないひとが多いのでは？定員に対し５０％ちょっとの
所と７割強の所とどちらが信頼されているか誰が見てもわかりますよね。人員にすると公立２割私
立８割だとのこと私の考えとしては、まず私立がどうのこうのという前に公立の予算を削減する事
を考えてはいかが？ニーズに合わない物に金をつぎ込む。何だかろくに考えずデータだけ見て有
権者の少ない層へのいじめをしている様で、バカバカしく思える。減らすべき所とそうでない所をも
う少し考えてくれればと思います。

900 子ども
箕面市は助成があり、他市の知人よりうらやましがられていました。そのため私立の幼稚園に入
園させる事もできました。補助金廃止はとてもこまります。

901 子ども
公私間の保護者負担の平準化については、格差の是正が求められています。公私間問わず、一
律収入に応じた連動制で全世帯に補助金が配布されるのが適切であると考えます。

902 子ども
公立幼稚園と私立幼稚園では園児一人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があります。
その上、公立に通う子どもには税金までも、大きく還元されている事が納得できません。
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903 子ども
公立幼稚園も私立幼稚園も平等であってほしいです。そうなれば、充足率も互いに良くなる様に
思います。お金の負担が私立幼稚園がどんどん増やされる市の考えに賛成できません。もう少し
子育てしやすい環境の内容を見直して欲しいです。

904 子ども 公立私立を問わず、平等な教育を与えて下さい。

905 子ども

世界不況による日本経済の急激な減退で、何人も従来の収入が保証される訳ではありません。
願わくば希望者が公立幼稚園に全入できるようにすることが行政の役割と考えます。私立幼稚園
はその不備をカバーしているという一面を持っており、公立に通う保護者との負担の格差をより広
げてしまうより、私立幼稚園の保護者補助金の廃止案には反対いたします。

906 子ども

私立幼稚園に上の子もお世話になり、現在下の子が在園しています。公立幼稚園とは違い、私
立幼稚園はそれぞれの園で教育理念があり、私達親は我が子が、「このような大人に成長してく
れたら」という思いを抱いて、一番大切な幼少期を過ごす園を選びます。いろんな家庭で、それぞ
れの価値感の中で選ばれると思います。我が家でも、私自身がカトリックの学校で

907 子ども
私学の幼稚園には、いろいろな特色があり、それぞれの家庭方針にあった幼稚園を選べる自由
をなくさないで頂きたいです。

908 子ども
保育時間、お弁当の有無、預かり保育と充実していない公立の方が人件費等経費がかかり過ぎ
るのはおかしい。まず足元から改善して欲しい。

909 子ども
公立子ども一人にかかる費用が高すぎる。私立へ通わせている親も決して余裕がある訳ではな
い。

910 子ども
公立園の先生は人件費がかかっている。私学の先生はお若くてお給料も安くてもがんばって下
さっています。私学に補助金をもっと出してほしい。

911 子ども
子育てし易さを箕面市が掲げるのであれば、質の高い就学前教育を選択する自由を保障して欲
しいです。

912 子ども
箕面市は「子育てしやすさ日本一」をめざしているそうですが、未来ある子供のために教育にかか
るお金をけずらないで欲しいです。

913 子ども
子育て日本一の市をめざすのなら教育水準ＵＰも目指して下さい。私学に援助して下さい。子は
皆の宝です。そこに投資することはまちがっていません。幼児教育は何年も経ってその真価が問
われます。人物形成の礎です！

914 子ども 公立幼稚園だけで全ての子供を保育するのは無理なので補助金は必要だと思います。

915 子ども 「子育てしやすさ日本一」を目指していることと今回の補助金削減（案）は、矛盾している。

916 子ども
共働きのため、夕方までの保育を希望してます。公立ではお預かり保育はなく、保育所の数も少
ない中、私立幼稚園はとても助かっています。保育内容も充実しており、子供も毎日楽しんでおり
ます。よろしくお願いします。
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917 子ども
園児一人当たりの保護者の教育負担には大きな格差があるのに、公立に通う子供には税金まで
もが還元されているのは納得できません。

918 子ども 公立の人件費をもっとおさえて下さい。

919 子ども
公立私立と負担割合の差が縮むことはあれ、増すことには反対です。幼児教育、子どもたちの環
境を自由に選択できる様な行政を期待します。

920 子ども
この不景気で、主人のお給料が上がる見込みはなく、その上補助金がカットされるのは家計にき
ついです。補助金がとてもとても助けになっています。とりやめないで下さい。子供の教育費は一
番必要なものです。

921 子ども
公立と私立幼稚園の負担割合に違いがありすぎるため、今後私立に負担を増すことになれば私
立離れにつながり、私立の経営状態はより厳しくなると思われるし、悪い方向につながると感じま
す。

922 子ども
私学助成金をカットされることを知らない保護者も多数います。こっそりと嫌なことを進めて「子育
て日本一」ばかりアピールするなんてずるいと思います。

923 子ども
箕面市の税収を確保するためにも、税を払う世帯に実感のある還元をすべきと考えます。特に一
定の税金を払い、これから子育てをする若い世代から「箕面に住みたい」と思われなければ、箕
面の発展にはつながらないのではないでしょうか。

924 子ども 市内８割の子が私学に通っているのにどうして公立の園ばかり補助があるのか

925 子ども
私立園児の補助金削減は、公立幼稚園に通う家庭との不公平感を増進させます。次期市長選
挙、市議会選挙においても、この問題は争点にすべくＰＴＡの一員として強く運動していきます。私
立園児の補助金削減に反対します。

926 子ども 私学補助金カットには反対！

927 子ども
「子育てしやすさ日本一」ばかりあちこちでＰＲして、「ゼロ試案」という弱い者いじめは、こっそりす
すめようとしている市長、市議会議員のやり方ゆるせない。

928 子ども 私学教育を選択したい家庭を今後も支援して下さい。

929 子ども
私立幼稚園を選ぶ理由は、公立に比べ教育理念があり、それに基づい多教育がされている事を
考えて選んで通わせております。公立に行った子どもたちばかりに税金が還元される事に納得が
いきません。

930 子ども

箕面市内の私立幼稚園に子供を通わせております。人間形成のうえで重要な期間を託す幼稚園
については、家内と共に幾つもの幼稚園に実際に足を運び、十分検討して決めました。市の財政
見直しは重要な懸案であると思いますが、行政改革とは行政の無駄を省き効率的に事業運営を
することが重要であり、私立幼稚園への通園が８割もしめる現状において、「子育てしやすさ日本
一」を目指す箕面市として保護者助成金の廃止案については即時撤回すべきであると考えます
ので、再考をお願いいたします。
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931 子ども

公立の短い保育時間で、親だけが送迎でバタバタしているように思います。今の時代、共働き、
介護は当たり前です。私立幼稚園をぜいたくというのならば、保育所を増設もしくは公立幼稚園に
も預かり保育を導入して下さい。母親への負担が大きすぎます。今までの職も捨てなければなり
ません。２時前のお迎えでは・・・

932 子ども

私立幼稚園に通わせている理由は、各家庭、色々あると思いますが、私立だからといって、収入
の面で余裕があるからという理由だけではないと思います。最近の私立幼稚園は子育て支援の
一環として保育園と同じ時間帯まで預かってくれるところも少なくありません。下の子供に手がか
かる家庭としては、保育時間が長い分母親の精神面で、とても助かっています。

933 子ども
いくつもの園を親子で見学に行き、子供にあった私立幼稚園にこの春から通わせています。この
３年間の子供の成長が楽しみです。どうか私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案の撤回をお願
いします。

934 子ども

希望は公立幼稚園でしたが、２年保育やバス通園・延長保育がないため。補助金も出ると聞いて
いたので私立幼稚園に入園させました。削減という話を聞き、うちの家計ではこのまま通わせるこ
とができるか不安で来年公立幼稚園に（今のところをやめて）入園させようか考えておりますが楽
しく通ってるためこのまま通わせてあげたいと願っております。「子育てしやすさ日本一」であるな
らば箕面市と補助金削減案は反対です。

935 子ども
家族から離れて初めてひとりで社会への１歩を踏み出す幼稚園生活は人生でもっとも　大事な選
択の１つとしていくつもの園を見学して現幼稚園に決めました。私立幼稚園保護者への負担を減
らしてこそすれ増加させるような案については即時撤回をお願い致します。

936 子ども

初めて親元を離れ、外の世界で生活する我が子を安心して任せられる場として私立の幼稚園を
選びました。子どもも園生活に慣れ、毎日楽しく通っています。私立幼稚園保護者補助金の廃止
案について安心して子を任せられる場を見つけた親として行政に見放された感じでとても納得の
いくものではありません。

937 子ども

「子育てしやすい日本一」の市を目指すのであれば私立幼稚園の保護者補助金の一部廃止は道
理に合わない事ではないでしょうか。一部廃止から全面廃止へと移っていく可能性もあります。子
どもたちが笑顔で通園できるよう、これからも補助を続けていただきますようよろしくお願い申し上
げます。

938 子ども
市の補助金はとても助かっています。私立幼稚園に行かせている私達にも平等に税金を使って
ほしいです。

939 子ども
公立幼の教育には我が子をたくしたくない親御さんもあります。補助を大事に使って良い教育をう
けさせてやりたい。

940 子ども

私立幼稚園を選んだ理由は、各園で確固たる教育理念に基づいて特色豊かな教育が行われて
いること、また、教員や事務スタッフが十分に配置されきめ細かな配慮が子どもたちになされてい
るという点からです。私の主人や私の実家は遠方にあり子育てを助けてもらうには困難であり、３
年保育という制度があることでとても助かっています。子育て日本一を目指す市が補助を廃止す
るのは本末転倒ではないでしょうか
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941 子ども
少子化対策としても、子どもを多く持てる環境を整えないといけない現状に対し市の８０％の親に
対して負担を多くし、時代にさからう政策は納得できません。

942 子ども
箕面近隣の市町村において、私立幼稚園児保護者補助金が支給されている中箕面市が削減さ
れてしまうのは、地域格差につながり、教育現場において適当ではと思います。

943 子ども

箕面市内の幼稚園児のうち８割が私立幼稚園へ通っていることからも、箕面市民が私立幼稚園
の必要性を感じているのは明らかです。園児一人当たりの保護者の教育負担も私立は、公立に
比べ大きいのに、更に公立に通う子どもには税金までもが大きく還元されているのは納得できま
せん。

944 子ども
少子化時代、私立幼稚園保護者補助金の一部廃止というのは、保護者への教育負担を増やし更
に財政が悪化するのではないかと思います。

945 子ども
データを見ていると箕面市内のうち８割が私立幼稚園へ通っている現状で「子育てしやすさ日本
一」を謳うのであれば、補助金の一部廃止案というのはおかしいと思います。

946 子ども 公立幼稚園だけでカバーできないのならば、市が補助するのは当然だと思います。

947 子ども

近所に通い易い公立の幼稚園もなく、また３年保育も取り入れられていない為公立の幼稚園に行
くことを断念しました。私立幼稚園は各々で教育方針や特色を打ち出しており、また３年保育も魅
力的ではあるが公立と比べると費用が高いので今後も補助金でその格差を埋めるようにして頂き
たいです。補助金が出なくなると私立の幼稚園への入園をあきらめる人も出てくると思います。

948 子ども

「子育てしやすさ日本一」をめざしているのに、なぜ子供に関わる事（補助金）を削減するのでしょ
うか？税金のムダ使いは必ず他にあるはずです。‶Ｄランク＝高額所得者″と決めつけるのもど
うかと思いますし、補助金が不要なほど余裕があるわけでもありません。それでも、市内園児の
大半が私立に通う現状を受け入れるべきだと思います。今年入園するにあたり、保育料も制服や
物品代も値上げされました。収入は減り、税金は上がっていて厳しい状況なのに値上げされるば
かりです。その上、補助金廃止では本当に裕福な家庭しか幼稚園に通わせられなくなります。そ
れこそ格差が広がるばかりなのではないでしょうか？未来を担う子供たち誰もが平等に教育を受
けられるべきで、市はそれに協力すべきです。同世代の子供をもつ親なのに、市長もこの‶ゼロ試
案″に賛成なのでしょうか？もしそうならがっかりです。他のどの市よりも子育てに優しい市であ
るよう、願います。

949 子ども
少子化の時代で、国全体でも子育て支援が重要視されている中で、補助金廃止は完全に逆行し
ていると思います。絶対に反対です。子育てがし易い、街中で子供の声があふれているそんな市
にして欲しいと思います。

950 子ども

子育てをしやすい市と認識して箕面市に引っ越してきました。私立幼稚園に通っていて補助金は
とても助かっていました。不景気だからといって子どもを転校させたり、園に通わせないのはおか
しいと思います。これからも私立に通わせるために補助金廃止を見直して下さい。公立と私立の
格差を少なくし、保護者の負担を軽減して下さい。

951 子ども 補助金廃止を反対いたします。子供を育てる為に必要な諸経費がかさみ産む勇気をもてません。
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952 子ども

上の子が年中の時に他県から引っ越してきました。前の市では所得制限により何の補助も該当
せず、同じように子育てをしていながら不公平なのではないかという思いで一杯でした。その意味
で、箕面は子育てするのによい所！！素晴しいと実感しています。そんな中でのＤランク補助金
廃止はかなりの失望感をいだきますし是非とも継続の方向でお願いしたく存じます。

953 子ども

少しでも多くの経験をさせたくて私立の幼稚園に入れました。公立とは違う（私立幼稚園の）個々
の特徴がある事により私達も子供にあった幼稚園選びが出来より良い教育をうけさせられると思
う。学費への負担が増えるとそういった教育がうけさせたくても、経済的にむずかしくなる。国が国
民への負担を多くする中、市だけは国民にやさしい、生活しやすい場であって欲しい。

954 子ども

少子高齢化がますます加速する日本において、子育てのしやすい環境作りは、非常に重要な課
題です。目先の短期的な政策ではなく、日本の将来を見すえた大きな政策を打つべきです。逆に
子育てのしやすい環境作りに財政を配分し、目先の地域振興策など削れる部分を削るべきです。
将来に渡って活気のある箕面市に発展させていくためにも補助金廃止に反対します。

955 子ども

私立幼稚園に通っているから裕福なのではないのです。我が家は一般的なサラリーマンの家な
ので補助金が廃止になると貯金ができなくなります。将来の為に節約の努力もしています。カット
しやすいから私立の補助金廃止ではなく子供の平等な教育をお願いします。これでは公立だけの
教育ではないでしょうか？

956 子ども
子供との生活を守るために補助金廃止反対です。子供が小さくて働きに行けません。どうかご理
解下さい。

957 子ども
たとえＤランクであっても、うちの子どもたちは体が弱く、高額な薬代や救急、通院等、いろんな場
面で莫大な出費となります。どうか補助金を廃止しないで下さい。宜しくお願いいたします。

958 子ども
収入がＤランクの世帯の補助金がカットとききましたが、子供が４人いる家庭とか決して楽に生活
しているわけではないので、補助金はＤランクでもなくしてもらうと困ります。

959 子ども
補助金を廃止にしないで下さい。収入の上がる事もないのに、勝手に廃止されては困ります。今
更公立に行く事もできません。生活を守る上でもぜひ廃止しないで下さい。

960 子ども
箕面市のホームページかなにかで、箕面市は子育て日本一を目指すと読んだことがあります。そ
れならば、子供のための幼稚園の補助金をカットするのはおかしいと思います。

961 子ども
補助金廃止に反対です。市長のかかげている公約と逆行する動きだと思われます。子供を育て
ていくには、一律の補助が出てほしいと思うぐらいなのに、廃止だなんて、考えられないです。

962 子ども

Ｄランクの補助金を廃止しないで下さい。なぜいきなりのゼロ円になるのでしょうか？いろんな家
庭があると思います。子供の多い家庭にはいくらＤランクとはいえ生活は市民税非課税の家庭と
あまり変わらなかったりする家もあるのです。『子育てしやすさ日本一』とは名ばかりで子供の多
い家庭をないがしろにしていると思います。箕面市は市民税も水道代も高いのに私立幼稚園の補
助までなくしてどれだけの負担が一家庭にかかってくるのか考えているのでしょうか？公立の幼
稚園には私たちの税金が使われているのではないのですか？財政難かもしれませんが、せめて
Ｃ，Ｄランク何％カットにとどめてほしいものです。
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963 子ども
Ｄランクだから補助金を廃止してもいいというのは、あまりにも安易な考えだと思います。補助金
廃止、絶対　反対！！

964 子ども
ランクによって補助金が「ある」「ない」とするのはおかしいと思います。Ｄランクの人であっても、家
族に病気の人がいたりして経済的に大変な家庭もあるのですから。みんなが平等に補助金を受
けられる事ができるようにしていただきたいです。

965 子ども
育児に関する補助を打ち切るのは時代に逆行していると思います。現在、各自治体は育児に関
する補助を充実させ子育てし易い点を競っている時代です。箕面市も今まで同様に子育てし易い
魅力有る市で有り続けて欲しいと思います。

966 子ども

景況にかかわらず、育児（子供）に対する補助金免除の類は廃止すべきではありません。特に箕
面市の場合は、約７０%が私立幼稚園に通っており、この制度の廃止により公立幼稚園との公平
は保たれるのか疑問です。公立幼稚園を増やし、私立幼稚園を減らす方針なのでしょうか？幼
児、児童教育のあり方をどのように考えなのでしょうか？反対です。

967 子ども
公立幼稚園を増やさずに、補助金廃止するのは少しおかしいと思います。まず、やるべき事があ
るのではないでしょうか？

968 子ども

現在の補助金を頂いていても、教育費が家計を圧迫している状況です。補助金をなくすということ
は、小さいうちからの教育格差をうむということ差別を育むということになるとお考えでしょうか？
次世代の子供たちには、高学歴だけが人間を決めることじゃないとしってほしいのに、これでは逆
効果です。

969 子ども

補助金を廃止するなら、公立幼稚園を増やしてほしいと思います。近所に公立幼稚園がなく、仕
方なく私立幼稚園に入れている人もいると思います。しかも近所の私立幼稚園にも入れず遠くの
私立幼稚園まで通っている人もいます。兄弟がいれば費用は倍になります。箕面市が子育てしや
すさを目指しているのなら、補助金廃止せず、保護者の立場になって考えてほしいと思います。

970 子ども
もっとカットしなきゃいけない所があるんじゃないですか？子ども達の補助金に手をつけるのは、
最後にしてほしいですね。考え方が極端すぎます！！

971 子ども
補助金が廃止になると、私立幼稚園に行けなくなり、少子化が進んでしまうと思います。反対しま
す。

972 子ども 公立幼稚園を増やしてほしい。

973 子ども 補助金があることで私立幼稚園を選択肢に入れています。廃止になることには絶対反対です。

974 子ども

私が今の幼稚園を選んだのは、第一に歩いていける幼稚園でした。まず公立の幼稚園を探した
のですが、とても歩いて通える所にはなく、近所の人の話では、「補助が出るから、公立とあんま
り変わらない金額で通えるよ」との事でした。それがなくなると、正直きびしいです。小さい子どもを
２人連れて徒歩で公立に通うのはムリです。考え直して下さい！！！！

975 子ども
３年保育や延長保育があるというメリットがあるので私立幼稚園へ通わせており、決して家計に余
裕がある訳ではないのに補助金廃止は困ります。子育てしやすい市を目指しているのであれば、
見直しをお願いします。
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976 子ども
今、世の中も給料カットや、いろいろとカットされようとしています。その上、補助金まで廃止された
ら、通いたくても通えなくなる家庭が出てきたり、私立、市立との両幼稚園のバランスもくずれてく
るのでは、ないでしょうか？補助金廃止には反対です。

977 子ども
箕面はどうして公立の幼稚園は園バスがないのでしょうか？公立の幼稚園が少ないし、バスは無
いしもう少し考えてから補助金なしを考えて下さい。

978 子ども

反対です。子供育てしていく上で１人の子供にかかる教育費は同じだと思います。Ｄランクをなく
すと言うことは子供自体に格差が出てくると思います。少しでも同じように補助金が出ることで‶子
供をそだてやすい！箕面市″と言われる様になるのではないでしょうか？補助金廃止には反対
です。

979 子ども
私立幼稚園を選ぶ基準の中で補助金は大きなウェイトを占めているかと思います。廃止になれ
ば、行ける幼稚園がずいぶん減ってしまいます。廃止にはしないで下さい。

980 子ども

昨今不況といわれる中、親としてできる限りのことを子どもにしてやりたいという思いで、家計のや
りくりをして限られた時間で仕事をしたりする母親（父親）もたくさんいます。決してぜいたくをする
わけではなく必死なのです。そんな中、色々な条件を考慮した上で幼稚園を決めます。公立では
補えない延長保育などバス通園を利便に思い私立に通わせます。その上で、補助金は生活の支
えです。補助金廃止を再度考え直していただきたいと思います。

981 子ども

私立幼稚園の保護者への補助金が廃止されるというのは納得がいきません。公立幼稚園には多
額の税金が投入され、しかも我々も公立幼稚園保護者との同じく納税者であるのに、我々だけ負
担が増すのは公平ではないと思います。また、なぜＤランクのみ廃止なのでしょうか。もしそうなれ
ば、いずれ他ランクも廃止となり、私立幼稚園への補助金そのものがなくなるのでは？市の財政
状況建て直しのためとのことですが、見直すべき点は他にいくらでもあるのではないでしょうか。

982 子ども
補助金制度を廃止しないでほしいです。公立幼稚園が数が少ないせいで私立に行かせざるを得
ない状況で、補助金がカットされるのは困ります。補助金制度続けてください！！

983 子ども

Ｄランクの保護者だけが、補助金を０にカットされてしまうとの事ですが、Ｄランクだからといって
けっしてお金に余裕があるとは限りません。裏を返せば、公立幼稚園に通っているからといってお
金に困っているとも限りません。Ｄランクの家庭でも、子供の数や住宅ローンなどお金のかかる事
はたくさんあります。Ｄランクのみ補助金をカットするというのは法の下での平等という点でもか
えって保護者の反感をかうことになります。この不況の下でも保護者は我が子には出来る限りの
よい教育を受けさせたいと思っております。決して公立幼稚園を否定するのではありませんが、保
護者の思いをもっとくんでいただきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。

984 子ども

私どもは親と子供１人の３人家庭です。この４月から幼稚園に入園致しました。幼稚園を選ぶと
き、最初は私立か公立かで悩みました。しかし、第２子を考えている事もあり毎日の送り迎えや、
もし急に働かなくてはいけない状況を考慮すると、私立幼稚園の方が良いと思いました。幼稚園
児の８割が、私立幼稚園に通っているとデータがありますが、言いかえれば、８割の幼稚園児が
私立幼稚園に通わないといけない状況にあると思います。少しでも子育てのしやすい箕面市であ
る為に補助金廃止に反対します。
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985 子ども

少子化が問題となっているのに、補助金を一部のランクだけでも廃止されると、イメージとしてマイ
ナスの効果だと思えます。箕面市は、昨秋に当選された倉田市長は「子どもの育てやすさ日本
一」を公約に掲げておられます。この公約に反するものだと私は思います。子どもにできるだけお
金をかけて育てる為、子どもの人数をセーブしようとする親は少なくありません。その現状をこの
改正案を出された方々はどのくらいご存知なのでしょうか？机上では、今の教育の実態をご理解
されにくいのでしょうか？私はこの改正がナンセンスだと思います。３才児から、とまではいかなく
ても、４才、５才から、幼稚園を義務化している他の外国もあるのに、こんな「教育後進国」的発想
で本当に子どもの人数が増えるとお考えなのでしょうか？本当により良い幼児教育を目指すな
ら、もっと幼稚園児の子どもを持つ親の声に耳をかたむけるべきだと思います。一方的なコミュニ
ケーションでなく、納得して改正を理解できる返答をお待ちしております。

986 子ども

子どもの教育は多感な幼児期が大事だと思います。どの物事も基礎をおろそかにしては、上達は
望めません。家庭の財政状況関係なく子供の教育状況は平等であるべきです。箕面市が「日本
一子供の住みやすい街に」と公言するのなら、私立幼稚園補助金は廃止すべきではなく、支援す
るべきです。私立幼稚園補助金廃止の運動の力を公立幼稚園三年制や児童館の充実、公園の
整備に回すべきです。教育費は削るべきではなく、増やしていくべきです。箕面市が発展を望むな
ら、教育費にケチっては駄目だと思います。

987 子ども

公立の幼稚園は自宅から遠くとても送りむかえができないです。私立はバスで送迎してくださるの
で小さい下の子がいる方でも負担無く幼稚園に通わすことができます。まだ全員が公立に行くの
は不可能ですので私立の保育料の補助金は必要だと思います。そして私立幼稚園の３年保育は
とてもすばらしいと思います。３歳から集団生活に慣れるのはとても良いことだと思います。

988 子ども

私は、この春関東より、主人の転勤で箕面市へ引っ越してきました。どの市へ住もうかと考え、幼
稚園の補助金、乳児医療がしっかりしている箕面市に決めました。主人の会社は大阪駅のすぐそ
ばにあり、箕面市とは近いとはいえません。しかし、補助金のある箕面市は、子供のいる私達家
族にとって、きっと住みよい街であると考えたからです。このような面からも補助金はなくすべきで
はないと思います。引っ越してきてすぐに、補助金がなくなると聞き、「子育てしやすさ日本一」は、
嘘であるのかと考えてしまいました。

989 子ども

私立に通わせた最大の理由は、やはり教育方針の違いと３年保育の利点からです。うちは双子
なので早くから社会経験させたい、お友達と遊ばせたい、などの理由からです。金銭的なことも考
えて決して余裕があるわけではありません。２人分の保育料がかかります。それでも、頑張って通
わせたいと思える良さが、私立にはありました。補助金が市から出ると聞いてましたので、少しで
も助けて頂けるなら、安いだけで…の公立より、充実している私立を選びました。なので、これ以
上、保育料を引き上げられるような形をとらないで下さい。お願いします。

990 子ども

幼稚園での集団生活での様々な体験を通じ社会性を身につけていく大切な場所であると感じ保
育内容を考え私立の幼稚園を選びました。現在、保育料等、公私間で大きな格差があり、私立に
通わせる親として不公平感を感じている。その上に、今回の「保護者補助金削減案」は、さらなる
私立幼稚園に通わせる親への負担増となり、幼稚園選択の自由のさまたげにもなりかねない。現
在、市内の園児の２０％が公立、８０％が私立に通っている現状からも考えて、公立幼稚園の統
廃合等も視野に入れ、今回の「保護者補助金削減案」はやめて頂きたい。

991 子ども

私立幼稚園は保育内容が充実しているので上の子から通わせて、今、年長の子も通わせてま
す。公立幼稚園に比べると保育料はかなり高めではありますが教育方針等や行事などはすばら
しいものです。箕面市の補助金がもらえるので高い保育料でも何とかやっていけますが、減額さ
れると家計にかなりのダメージです。公立の幼稚園はすべて税金で運営してますが、最近は私立
幼稚園に行かせてる方が多く公立は定員割をする園もあると聞いています。そのわりに職員の数
が多かったり、…その辺で何か調整してみるのは無理なのでしょうか？とにかく減額するのはや
めてほしいです。
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992 子ども

公立の幼稚園はそもそも箕面市に住んでいる私達の税金で作り、運営しているのですよね？ま
わりの方はほぼ私立です。公立へは少ししか通っていません。補助を同じく還元させてこそ平等
だと思います。それをさく減というなら公立の幼稚園に通わせている方と同じ税金を払っている私
立幼稚園の者としては不公平を感じます。私立には補助がないために保護者に直接補助金が出
ているんですよね。なぜ、なくなる必要があるのですか？必要以上に多い公立の幼稚園を閉園し
ていく必要の方が早急に実行していかなければならないのではないでしょうか？８割私立２割公
立に通ってる

993 子ども

高齢化、少子化の中、今の子供達に行き届いた教育をして行かないといけない世の中なので、も
しも、削減されたら、幼稚園に行きたくても、行けない子供さんが出てくると思います。もっと子供
達に行き届いた教育、良いかんきょうを作ってほしいです。小学校ではパソコン教室など、いろい
ろとしているのに、削減どころか反対に増やしてほしいです。

994 子ども

子供が２人います。上の子は公立幼稚園に行かせていたのですが、下の子はより内容の充実し
た私立幼稚園に通わせることにしました。補助金が少なくなるのも困りますが、その為に内容も縮
小されるのは、もっと困ります。私立に通わせる方が多い中、公立幼稚園の有り方を考えてみる
べきではないでしょうか？公立の民営化や縮小等。父兄が求めているのは私立の内容の充実さ
だと思います。

995 子ども

現在の市立幼稚園は数が少なく、また地域の環境からは徒歩通園できない場合、ほとんどの方
が私立の幼稚園を選択していらっしゃいます。市立の定員が満たされていないのであれば、保育
料を見直し、私立との格差をなくしていくべきではないでしょうか。決して私立を選ばれた家庭に余
裕があるのではなく、助成を受けれると本当に助かっているのです。未来の為、子供たちの教育
に力を入れるべきなので、費用削減すべき項目を見直し、助成の取りやめをしないで頂きたいで
す。

996 子ども

私立の幼稚園はすばらしいと思っています。市民の８割の園児が私立の幼稚園に通っているニー
ズを考えてるんでしょうか？文句があるなら公立へ行けというかもしれませんが、公立は親のニー
ズに応えてるんでしょうか？悪かろう、安かろうでは大事な子供は預けれません。同じ税金を払っ
ているんです。補助金ｃｕｔという安易な政策ではなく、もっと、ｃｕｔすべき財源があるんじゃないで
しょうか？選挙の為だけに、子育て支援を使わないで下さい。

997 子ども

国の政策として子育て支援と言われているのに、私立幼稚園の補助廃止、公立幼稚園授業料の
改訂としている事が矛盾を感じます。ほとんどの人が幼稚園に入れるのにとても困ります。私は、
第２子もいるし周りの友達も第２，３子と考えている人はいっぱいいます。これでは、これからの子
育ても不安に感じる人はいっぱいいると思います。反対です。

998 子ども
この少子化と言われている時代に、さらに追い討ちをかけられると、ますます、子供を産む事に不
安を感じる方が増えると思います。補助金は私達にとって、とても大きな制度です。お金に余裕が
あるから私立に行かせている方ばかりではないと思います。どうぞよろしくお願いします。

999 子ども

財政難でそれを（土台）作ったのは補助金があったからですか？その以前に無駄な公共事業・議
員への無駄な給与など…たくさんある筈です。多くの若い親に育て易く教育を安心してできて子ど
もを何人も産み育てる環境を作ってあげるのが一番だと思うし教育のお金をけずることは箕面市
から子供が１人でも少なくなることです。もっともっと他に廃止しなければならない無駄はいっぱい
ある筈です。

1000 子ども

子育てしやすい箕面の町で補助金が廃止されると聞き、納得がいきません。大多数を占めるＤラ
ンクの廃止。子供３人がいる世帯としては、補助金があるから私立の幼稚園に通わすことが出来
るのです。廃止される公立へ行けばいいと思われるかもしれませんが、公立は延長保育もなく働
く母や介護をしている母親にとっては難しいです。公立の幼稚園の環境、保育時間延長などの対
策をしてから廃止を考えてください。今年度から廃止されると私立幼稚園へ通わすことの出来な
いことになります。是非、やめて下さい！！

119



No. 種別 意見

1001 子ども

補助金廃止に断固反対です。私どもの住宅近くには私立幼稚園しかなくたとえ公立幼稚園に通い
たくても兄妹関係や交通の事情により遠いため通いやすく友達の多い私立幼稚園に通わすことと
なります。子育てのしやすい市づくりを目指されるのであれば他に見直すべき点があるのではな
いでしょうか。また、補助金廃止を先にとなえられるのではなく公立幼稚園や保育所などの整備を
先に進めるべきではないでしょうか。再度検討してもらえるようお願いします。

1002 子ども
補助金廃止反対です。子育てをしやすい箕面なのに、どうして？！補助金が廃止になると公立の
幼稚園はとっても遠くてバスもないので下の子もいるのでとってもじゃないけれど通えません。補
助金がなくなると大変こまります。よろしくお願いします。

1003 子ども

箕面市は、「子育てをしやすい市」を目指すと言いながら、補助金廃止というのは、おかしいと思い
ます。補助金を廃止するならば３歳児から誰でも幼稚園に入れるように、もっと公立の幼稚園を増
やすべきだと思います。Ｄランクに該当する保護者の中でも、子供の人数によっては経済的に大
変でも「近くに公立の幼稚園がない」「たくさんの子供達と触れあわせたい」などの理由で、私立に
通わせている人もいるということを理解してほしいと思います。

1004 子ども
子どもの医療費助成を中学校入学前に変更すると不公平になると思うので、市民に公平な考え
をするのなら、私立幼稚園保護者補助金は今までどうり残してほしい。

1005 子ども

「補助金削減案」に反対致します。私立幼稚園に通わすことにより、公立幼稚園では体験すること
の出来ない幼児期にとって、大変重要であり、貴重な体験が出来、それにより、幼児本人と共に
親である私達が高い意識を持ことに繋がるかと考えます。先に行われた「全国学力試験」におい
て、箕面市が上位成績を修めたのも幼児期からの高い意識があってこそかと思います。現状を維
持する為にも堕落させない為にも、本当の「子育てしやすさ日本一」を掲げるのなら、「削減」に
は、つながらないかと思います。よって削減案に反対です。

1006 子ども

削減案は本当に妥当でしょうか？これからの箕面を支える親たちを苦しめ、不況の中、しかも収
入も大幅に減り、安心して子育てできるのでしょうか？８割の方が私立幼稚園に通っているとうか
がいました。それだけのニーズがあって、市立幼稚園が定員割れをしてもそこに、予算をあて、存
続する意味がわかりません。民間委託をして、補助金を出す方が妥当だと思います。豊川支所も
ぜいたくな支所です。豊中から引っ越してきましたが、なんと裕福な箕面市だと、感動しましたが
束の間、補助金を削減しないとこれからの未来がないだなんて子育てしにくくなります。生活しにく
くなります。市長に託した一票は同世代の希望があったからです。見直しお願いします。

1007 子ども
私立幼稚園は魅力的で家から近いということもあり通わせています。家計が苦しくとも教育だけ
は、しっかりとした私立へ行かせるのが親の責任と考えています。

1008 子ども

保護者補助金の削減について反対します。倉田市長は公約として子育てしやすさ日本一を謳わ
れていますが、補助金を削減するという事は、子育て環境の整備と教育の充実という観点におい
て、全く逆行という事態を招くのではと危惧します。未来を担う子どもたちが箕面のまちで健やか
に成長する為には、保護者補助金は絶対削減されてはならないものだと思います。

1009 子ども

近くの吹田市は以前より医療費助成は小学校前までだったので、今年より箕面市も改善され、市
長の公約通り"子育てしやすさ日本一”に一歩近付いたものだと感じた矢先に「補助金削減」の話
が入って来ました。どこかを充実させ、どこかを削減するのであれば、市長の公約は成すのか疑
問です。いまのこの時代だからこそ《教育》に力を入れるべきではないでしょうか。他に削減できる
事がないかもう一度、お考えいただきたい。
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1010 子ども

私立幼稚園補助金削減とありますが、他に削るべきところがあるのではないでしょうか。「子育て
しやすさ日本一」をうたっているのに補助金、そこを削るのはあまりにも矛盾していると思います。
補助金があるから少し無理してでも私立に通わせたいそう思っている親を全員敵にまわすような
試案は今すぐやめていただきたいです。

1011 子ども
公立幼稚園では２年保育をしており、３年保育ではない　私立は３年保育があるので決めました。
子どもが少なくなった現在、地域の中でなかなか同世代と遊ばせる場がない。補助金を減らすの
であれば、もっと現状を把握した上で、公立幼稚園を向上させるべきです！！

1012 子ども
私立幼稚園に入園させたのは、保育内容の充実がされ子供の成長を願ったものです。粟生幼稚
園は自然の中で子供を伸び伸びと成長させてくれると信じております。今回の削減案は市長の
「子育て日本一」の方針を離れていると思います。削減案を再度見直して頂きたい。

1013 子ども
市民のニーズが私立幼稚園に多く求める現状にあり、子供達が、市の税金を公平に使うために
も、補助金は支給されるべきである。少子化に伴い園児数も少なくなっているはずである。公立の
定員割れについてただちに対応すべし。

1014 子ども 私立幼稚園保護者補助金は今までどうり残して貰いたいと思います。

1015 子ども

助成金がへらされる事は大変こまります。子供３人で、今の末っ子に助成金がなくなるとなれば経
済的に困難になり公立に行かざるを得ない状況になります。助成金を頂いたお金で、税金（固定
資産税）を支払うなど生活を始め税金などの支払いの助けになっているのも確かです。このまま、
助成金の制度をなくさずに続けて頂きたいです。私学の幼稚園にしかできない特ちょうのある学
習、あそびも大切にしていただきたく、考えてください。

1016 子ども

私立幼稚園の保育内容をみると、子供達は毎日毎日色々な刺激を受け、学び、楽しませてもらっ
ていると思います。その分、指導して下さっている先生も、自分の時間を割いて保育のために努
めて下さっていると思います。そうした意味でも保護者としては、私立幼稚園に行かせたい、という
思いは強く、保護者補助金の支給で、なんとか、税金を還元して頂きたいと思います。

1017 子ども

私は毎月きちんと税金を納めている箕面市民です。私立幼稚園の補助金削減案を聞き驚いてお
ります。公立の教育内容に不満で私立に通わせています。８０％という多くの需要のある私立幼
稚園にこのような案がでるのは納得がいきません。財政改革、違う方法でできないのでしょうか？
市民全員が納得できる案を出して頂きたいと思います。

1018 子ども

私は、幼稚園の補助金削減案には絶対反対です。私は、４人の子を持つ母です。自立の最初の
第一歩はやはり保育環境の整った私立幼稚園でと強く思っています。ところが、４人も子供を持っ
ていながら主人の収入は、とても余裕で４人も私立に通わせられる額ではありません。しかし、補
助金があるということで少しでもムリをして、通わせています。将来、日本を支えていく子供達で
す。子供達の将来を一緒に支えて下さい。お願いします。市長の公約「子育てしやすさ日本一」信
じています。

1019 子ども

幼稚園教育は集団生活を通じ、人間形成の基礎をつくる大変意義のあるものだと思っています。
決して余裕を持って私立幼稚園に通わせている訳ではない私達にとって「私立幼稚園保護者補
助金一部廃止案」は、次世代を担う子供達の選択の自由を奪うものであり撤回されるよう強く要
望します。
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1020 子ども

子供の幼児教育を考えた時、まず何が大切でしょうか？市長は公立と私立の保育内容をご存知
でしょうか？市の税金を公立重視ではなく、平等に、均等に子供達へ還元すべきではないでしょう
か？素案で年収６８０万円以上がカットの対象になっているが他市の幼稚園に行かせている人に
はどうなのか！？しかし、「子育て群」から税金をカットするのは絶対反対！！

1021 子ども
少子化対策と言われているのに補助金を廃止するのは、おかしいと思います。こんな事をしてい
ると箕面市で子供を産む人が減っていくと思います。補助金を廃止しないで下さい。

1022 子ども
箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているのではないのか？！教育にかかるお金をけずら
ないでほしい。

1023 子ども
子供が成長していき、今後の教育費にかかる負担の増大を考えると決して生活にゆとりがある訳
ではないので、削減しないでほしい。補助金があるからこそ、私学に通わせているのであって、削
減されれば私学には通わせられない。

1024 子ども
私立幼稚園に通わせている理由として、公立との実質差がなく、時間外保育の充実（働く母親に
とっては心強い味方）や先生や園児たちが一つ一つの行事への取り組む姿勢がすばらしい事な
ど、多数共感が持てるからであり、所得が多いからではありませんので勘違いしないで下さい。

1025 子ども
お金の余裕があって私立に通ってる訳でなく、公立は２年保育しかないし園バスなどの設備もな
い。他の市に比べ私立に対しての補助金があるところも良かったのに他の市の様にするのであ
れば箕面市に住んでる意味がない。

1026 子ども
箕面市としての『子育てしやすい環境』である特色をなくさないで欲しいです。良い所は残して、子
供達に優しい住みやすい箕面市であり続けて欲しいです。

1027 子ども 私立幼稚園の補助金を削減する前に他にもっと削減すべきものはないのでしょうか？

1028 子ども

公立幼稚園は園児募集の努力が足りないと思います。大多数の親からみれば、公立の魅力はま
ず”安い”ですから。（それ以外では魅力がない）補助金がなくなるのは問題ですが、もし本当に廃
止されても”では公立にしよう”というようにはならないと思います。要するに公立に行く子どもを増
やす効果はないのでは？と感じます。

1029 子ども
高額所得の家庭も低額所得の家庭も補助金が返ってくるのはありがたくＤランクのみのはい止は
おかしいのではないでしょうか。

1030 子ども

箕面市補助金削減案についての意見　　私立幼稚園は各幼稚園ごとにそれぞれ特色があるとこ
ろが魅力の一つだと思う。実際に通わせて、運動会の盛り上がりや、大ホールでの音楽発表会で
は、スケールの大きさや、子ども達の成長にすごく感動した。他にも野菜の収穫や、はだし保育等
３才からたくさんの貴重な体験をさせてもらえた事がすごく良かった。

122



No. 種別 意見

1031 子ども

先日の広報で「子育てしやすさ日本一」を掲げられていたと思うのですが、今回の補助金カットは
その案と反するように思います。補助金を頂いていることにより、公立、私立の選択が我が家では
できました。子供は二人共私立に通わせています。教育内容等で、私立を選びましたが、補助金
がなければ公立を選んでいたと思います。選択できなくなると言うのはとても辛いことです。これで
は、このスローガンに反するのではないでしょうか？どうか、税金の使い方をもう一度見直してくだ
さい。他にも削減できるところはないのでしょうか？他に無駄なところがあると思います。よろしくお
願いします。

1032 子ども とても助かるので今まで通りの補助金でお願い致します。変更しないでください。

1033 子ども

頂いていた物ががなくなるというのはやはり残念に思いますが、幼稚園は公立もあり選択肢があ
るので、私立はそれだけ行き届いた教育をして頂けるので授業料もそれに見合っている様にも思
います。
出来る限りなくさないでは頂きたいですが他にもっと予算を必要とする事項があるならば受け入れ
ざるを得ないのではないかと思います。

1034 子ども
いきなり補助金を０というのはつらい・・。「子育て世代」に余裕のある家は少ないのでせめて減額
にしてほしい。他にもっと廃止すべき制度もあると思うので見直してほしい。

1035 子ども
教育に力を入れる箕面市のイメージがそこなわれる事にもなるので、補助金を減らすことはやめ
た方が良いと思います。少子化や景気悪化の悪環境にもなるかもしれないのでむしろ補助金を増
やす方が良いのではないでしょうか、無駄遣いをやめて。

1036 子ども ”子育てしやすい街”として補助金の変更はしないでほしいです。

1037 子ども
少子化の中、補助金がなくなるのは少子化がどんどん進む事につながりかねないと思います。
そうでなくても箕面市は医療費の補助金があまり充実しているとはいえないと思うので、幼稚園補
助金は絶対必要だと思います。

1038 子ども

我が家には，２年あきの子供がおり、２人を幼稚園へ通園させるにあたり補助金は大変ありがた
いものです。子供２人を３年保育で通園させることができるのも補助金の存在があったことが大き
い。
不況の中、私達市民を苦しめることはやめて頂きたい。楽しい子育てできる、生活できる環境をつ
くって頂きたい。補助金の現行維持を求めます。

1039 子ども
箕面市長は「子育てしやすさ日本一」を基本政策に挙げており、箕面市の財政状況が問題ないの
であれば現状から変更する必要はないと思われます。

1040 子ども

補助金の変更に反対します！私立幼稚園を選んだ理由は公立幼稚園にはない延長保育があり、
補助金の助成で公立なみの負担額だからです。補助金が変更されると公立幼稚園を選択される
方が増えると思いますが、園児数の増加に公立園は対応できるのでしょうか？市の財政が厳しい
のは十分理解しています。こども達の世代に負の財産を残してはいけない。なので財政の見直し
は大切だと思いますが、子育てに関するものは残しておいて欲しいと思います。少子化に歯止め
をかけようという考えから逆行した政策だと思います。

1041 子ども
正直、困ります。公立が遠いから私立に通っている人だっているのに、補助金をカットされたら納
得いかないと思う。全然「子育てしやすい街、箕面」ではない。市長なんて、当選してしまえば何で
もアリなのか。
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1042 子ども

補助金をいただけるのは、大変ありがたく嬉しいことです。何かと負担が多い子育てには必要な
のでは？また、一番多くを占めるＤランクがなくなるというのも何か他に方法かあるのではないか
と思います。
箕面市の財政も苦しいと聞きますが、子育てしやすい町を目指してがんばって欲しいです。

1043 子ども

私立保護者補助金があり、かなり助けられました。こういう制度１つ１つが私達の助けになって、
精神的にも金銭的にも支えになっているのに、どんどん色々なものがけずられていくと、ますます
少子化も進んでいくと思います。子供を育てやすい環境を充分確保して欲しいと願います。補助
金どうか続けてください。

1044 子ども
箕面市は環境面、教育面からも子育てするにはとても住みやすく、最適の場所だと思っていま
す。しかし、補助金制度がなくなれば子供を２人、３人と続けて産まなくなるのではないでしょうか
…。補助金制度は箕面市の将来の為にも存続させて行くべきだと思います。

1045 子ども

補助金が廃止されるならば、１学校区に公立を１園配置してからにしてほしいです。学校区内に公
立がなければ、私立を選択するしかないので、補助金の廃止は、あまりに唐突な印象を受けま
す。幼稚園教育は義務教育へつながる第一歩にあたります。すべての園児が公平に機会を与え
ていただけるように、希望します。

1046 子ども

「箕面市は未来に目を向けぬ自治体である」という事を感じていた。他自治体（周辺）と比較して若
年層軽視の姿勢が強いが、少子高齢化が何を迎え、今必要な対策が何か、を行政として理解し
ていないと言える。このような自治体と心中する義理はない。将来に憤る納税者が流出していき、
転入が激減するであろう。

1047 子ども 自治体の財政が厳しいのなら、ある程度の所得制限があっても仕方がないのではと思います。

1048 子ども
Ｄランクという意識は全くなく毎月いつもとても大変なので補助金はとても助かっています。年中に
なってはじめて頂ける様になり子供のピアノ（キーボード）を買うことが出来ました。変更はしない
で下さい。お願い致します。

1049 子ども
「箕面市私立幼稚園保護者補助金」に関する市の今度の試案に対して反対致します。市長の選
挙時の公約「子育てしやすい街～箕面」を根本からくつがえす事であり、公約の重みを自覚して欲
しい。私立幼稚園に通わせる親としては大変重要な補助金であります。

1050 子ども
子育ては、経済的にも大きな負担です。少子化対策の一環としても、手厚い就園支援をお願いし
ます。

1051 子ども

結婚して箕面に住むようになり、環境の良さに大変満足しております。その上、補助金も他の市よ
りは恵まれており、迷わず私立幼稚園に入園させました。充実した３年間を送らせてあげたと思っ
ています。より多くの方々がこの制度を利用できる様、この補助金は変更なしで、いつまでも子育
てしやすい箕面市であってほしいと願います。

1052 子ども

私には、４才、２才、０才の子供がいますが、箕面市は子育てする上で、非常に恵まれ、誇りに
思っています。金銭的に援助して頂ける事ににより、子供により良い教育を受けさせる事ができま
す。どうか、この素晴しい環境を維持して頂く為に、箕面市私立幼稚園保護者補助金の制度を現
状維持のままにして頂きたく思います。

1053 子ども
補助金のおかげで、ゆとりをもって子育てする事が出来るので、手厚くして頂けるとありがたいで
す。
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1054 子ども

子育てするなら日本一　　聞いてあきれてしまいます。幼稚園の子を持つ時期、じつは意外に経
済的負担がかかることをご存じないのでしょうか。まだ、小さいが故、降園時間もはやく、また、園
行事で親が出向くことも多い中、短時間パートがやっと、または無理、というかたが大勢います。し
かし、小学校の英語導入、幼少早期教育など、時代の流れとともに教育加熱はどんどん進んでい
ます。であるのに、雇用情勢は深刻化、給与削減、ローンによる家計の圧迫…補助を受けても家
計のやりくり、仕事をしながら私立幼稚園の高い教育を受けているのに、それがなくなればどうな
るでしょう。しわよせがくるのはまず、子供です。まず、習い事カットでしょう。それで教育水準の高
さ、教育に対する親の意識の高い‶北摂の箕面″というブランドは保てますか。また、補助を多く
もらっているということはそれだけ、それ相応の高い市民税を払っています。結局、ゆとりなんて、
所得が高くてもないのです。であるからして、それ相応の見返りはあって当然でないですか。それ
らの税金が自分たちにかえらないところで使われることに腹立たしさを感じます。それならば、市
民税をさげてください。でなければ税金のつかいみちはどこへいっているのでしょう。ほかに見直
すべきところはたくさんあると思います。スーパー前から買い物袋をもって堂々と福祉バスにのり
こむ方々。福祉バスの意味はなんですか。無料タクシーですか。小額でも有料化にしてもよいこと
ではないですか。このことはよく問題になっていませんか。なっていないとしたら、おかしいです
ね。目立つ問題は素通りですか。これからの箕面を担う我々、若い世代や知識の宝となる子供た
ちをないがしろにしていては、未来の‶箕面″、それは程度の低い、価値のさがったものとなって
いくでしょう。今を保ちながら、よりよくしていく、それが‶市長″の役割ではないでしょうか。

1055 子ども 年間１２万円支給されるのと、されないのとは、全くちがいます。廃止されない事を願っています。

1056 子ども
世界同時不況の様相を呈している現在の経済下において、雇用不安•賃金減少など今後も厳しい
実体が待っていると思います。そんな中にあって補助金は子供の教育の支えとなっており、家計
にカッチリ組み込まれていると思うので、急な廃止は影響が大きすぎると思います。

1057 子ども

大多数を占めるというＤランクを廃止するという案には、反対です。独自の特色を持つ私立幼稚園
に子供を通わす保護者にとって、廃止は、選択の幅を狭めるものであり、安心して（金銭面でも）
子供を通わせる事が出来なくなる可能性も大きくなると思われます。よって、今まで通り、Ｄランク
についても制度を存続するように要望します。

1058 子ども
こういう補助があって、箕面は子育て世代にも住みやすいところよ、ときいていたのに、いきなり廃
止だなんてだまされた思いです。本当に他にけずるところがなかったのでしょうか？残念な思いで
す。もう一度、検討しなおしてほしいです。

1059 子ども

子供への補助金をけずり、どんどん少子化が進むのではないでしょうか。子供が育たないと未来
もないです。この世の中、どんどん子供をつくりにくくしていってる様に思います。もっと他にけづる
所があるのでは、無駄な所にお金がつかわれてる気がします。箕面が澄みにくくなれば、若い世
代がへる様に思います。

1060 子ども
３年前に箕面に転入してきた時、ここは子供とお年寄り等にとても優しい街なのだととても驚いた
のを今でもおぼえています。良い所に引っ越してきたと喜んでいたのに変更されてしまうのはとて
も残念です。これから箕面は引越しを考えておられる方も考え直されるのではないでしょうか。

1061 子ども
うちの家では、兄の頃より、補助金Ｄランクをもらい、まさか、補助金が変更されるとは、思っても
みなかった。子育てがしやすいように、補助金は必要だと思う。絶対に反対します。補助金がなく
なると、私立幼稚園に入れる事ができない家庭が、増えると思う。少子化対策も考えてほしい。

1062 子ども
財政が厳しいということで、市で思案された結果であるならいた仕方がないと思いますが、いきな
り廃止ではなくて、徐々に少なくなる等、段階を踏んで頂きたいと思います。兄弟等がいて、補助
金をあてにしているご家庭も多いと思いますので。
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1063 子ども
この不況の時代に私立に通わせる人が多いのは、子どもに良い教育を受けさせたいと思うからで
す。裕福な家庭の子どもだけが私立に通っている訳ではありません。みんな必死で働き、生きて
いるのです。これでは、ますます少子化が進んでしまうと思います。

1064 子ども 未来のある子どものためにお金をけずらずもっとけずる所があるはず。

1065 子ども
仕事を持つ親は公立幼稚園では保育時間が短く、私立幼稚園で何とか勤務時間を確保している
為、余裕があって通わせている訳ではありません。補助金削減には反対です。何とかよろしくお願
いします。公立幼稚園は子どもの数に対し少なすぎます。

1066 子ども

公立幼稚園と私立幼稚園とを比較した時、教育方針、保育内容、施設など私立幼稚園の方が、よ
り豊かな幼児教育を目指していると感じられたので現在、私立幼稚園に通わせています。保育料
はその分、高いですが箕面市からの「私立幼稚園児保護者補助金」があるおかげで結果的に公
立幼稚園との保育料実質差がないのでより良い教育を受け入れることに感謝しています。そんな
良い制度を廃止することは考え直していただきたいです。

1067 子ども

箕面市では、公立、私立様々な幼稚園の中から子どもの幼児教育に最も適応しいと思える幼稚
園を選択できるというメリットがあります。特に、私立の幼稚園にはそれぞれ異なった気風、教育
理念があると思います。補助金が削減された場合には、上記のような「選択できる」というメリット
が事実上なくなってしまいます。

1068 子ども
子育てしやすい箕面市であってほしいので補助金を削減しないでいただきたい。未来の子ども、
教育にかかるお金をなぜ、けずるのか疑問である。

1069 子ども
・同じ税金を払っているのに公立だけ優遇されるのはおかしい。
・少子化を問題とするなら教育に余裕をもってほしい。

1070 子ども
公立とは違い、保育内容が充実していて、いろんな経験をさせてもらえるので私立を選びました。
実際、子も喜び私立で良かったと思っております。今後、私立入園を考えている方々の為にも削
減はしないでほしい。

1071 子ども
幼稚園は、小学校や中学校の様に校区もなく私立でも特に難しいテストもなく入園できるので、親
がその家の教育方針や子どもに会った所を選べる唯一の教育の場だと思います。補助金がなく
なる事により選択の幅が狭くなる事はさけてほしい。

1072 子ども 未来のある子どものためのお金をけ削らないでほしい。

1073 子ども
近くに公立幼稚園がなく、おすわりもできないような０才児を連れて徒歩での通園では時間がか
かり、不可能。経済的にはかなり苦しいが家の近くまでバスで迎えに来てくれる私立幼稚園に通
わせることになった。余裕があって私立へ通わせているわけではない。

1074 子ども
大人の都合で転園するハメになった時、どう説明したらよいのですか？３年保育のニーズをご存
知ですか？（保育園では待機児童が多く、入園困難か、又、幼稚園に比べ教育の質が劣ると考え
ます。）

1075 子ども
財源の削減のほこ先が園児の補助金になるのか？又、その内容がDランクの高収入者対象とい
う安易な考えとしか取れない。いづれにしても全く理解できない。
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1076 子ども
補助がなければ幼稚園に行かせられません。公立の管理運営経費でもっとけずれる所があるは
ず！

1077 子ども
箕面市はどうして私立幼稚園を選ぶ保護者が多いのか、もっとよく考えてほしいと思います。みん
なお金があるから私立にいれるわけではないはずです。改革派の府知事に影響され過ぎている
のではないでしょうか。

1078 子ども
突然「Dランクを対象に補助金を廃止する」と言われても誰もが批判すると思います。もちろん、財
政状況が厳しい事は分かりますが全体を少しずつ変えていくとかもっと他に方法があると思いま
す。私立の良さとは・・・と考えさせられます。実際、廃止となればとても悲しい。冷たさを感じます。

1079 子ども

今回の案は「子育てしやすさ日本一」を宣言している市のすることとは思えない。市の財政難で歳
出改革が必要なのは理解するが、補助金廃止はやりすぎだと思う。せめて、減額に留めて欲し
い。Dランクをさらに階層を細分化して、その中でも下層の家庭は補助金を支給できるようにする
のはどうか。

1080 子ども
我が家は自営業ですが申告している所得が高いからといって、色々な支払があり実際、手元に残
るお金というのは決して高額ではないです。そこで、補助金を削られるのは大変困ります。

1081 子ども
補助金制度の廃止について反対します。少子高齢化の中で補助金の廃止はさらに高齢化が進む
と思います。もし「私立幼稚園保護者補助金制度」を廃止するのであれば公立幼稚園を増設する
ようにしてほしい。

1082 子ども 所得に関係なく、補助金を出して欲しい。

1083 子ども
公立幼稚園の保育内容と私立幼稚園とではレベルが違いすぎる。私立の方がいろいろ体験で
き、人間性も豊かに成長すると思う。私立幼稚園の方が人気があるのも納得できる状況である。

1084 子ども

箕面市の良さは子育て環境が比較的良いことだと思っています。その１つに私立幼稚園のバラエ
ティにとんだ養育プログラム（カリキュラム）と経験豊富な人材が集まっていることが挙げられま
す。補助金が無くなるとこの不況下、一般市民には私立幼稚園に子どもを通わせるのが難しくな
りそうです。

1085 子ども
厳しい財政状況は、,家庭の中でも同じです。今ある補助金が「ゼロ」は、家計では「マイナス」で
す。その「マイナス」は、子どもの為にはなりません。

1086 子ども
保護者補助金の削減に始まり、次は就園奨励費の削減・・・などという具合に削減の環が広がっ
て行くのではないかと不安になります。一つの案が通ると数珠つなぎ的に削減案が生み出される
可能性がある。

1087 子ども

私達のまわりにも私立幼稚園に通っている方がたくさんいらっしゃいます。私立幼稚園は近くにあ
るので通いやすいのですが公立が少なく子どもが２．３人いると家事もゆっくりできません。すこし
のゆとりで子ども達も楽しくすごせる園が魅力と感じます。補助金で助かっている家庭も多いので
はないかと思います。

1088 子ども
働きたくてもなかなか働ける状況ではない。私たち子育て世代にとって、私立幼稚園児保護者補
助金は、とても必要な補助金です。その為、一部廃止の撤回を求めます。何卒、宜しくお願い申し
上げます。
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1089 子ども
少子化、子育て対策として、私立幼稚園の助成は必要だと思います。箕面市では私立でしか３年
保育がありません。３歳児（年少）にも補助を厚くして欲しいと思います。

1090 子ども
私立補助金一部廃止の件につきまして撤回を求めます。幼児教育、その内容等熟考し、私立幼
稚園を選んだ子ども３人の親としての意見です。

1091 子ども

子ども２人を私立幼稚園に通わせてもらいました。近所の公立幼稚園は定員が常にいっぱい、そ
して、２年制と不便が多く私立を選びました。３年間、手厚く保育してもらい、我が子２人は親バカ
ながらとても良い子に成長しました。通った幼稚園の方針も我が子に合い、良かったと思っており
ます。うちは、けっして裕福ではなく、やりくりしながら通わせましたが、我が子のためになり満足し
ております。子どもは世の中の宝、子の教育をないがしろにして次の世代、この国はどうなること
でしょう。私立幼稚園が必要です。子どもを大事にしてください。

1092 子ども 補助金の廃止に反対します。

1093 子ども

教育の均等性からいくとみんなが公立幼稚園へ入れるのが一番良いですが、経済的負担等の理
由で全ての子どもを公立で受け入れてはもらえません。経済的に裕福だから私立幼稚園に入れ
ている訳ではないので一部廃止には反対です。教育の多様化を阻害するものであるとも思いま
す。子どもの個性を伸ばす為にも私立幼稚園は必要です。

1094 子ども

幼児期に色々な体験をさせて頂く場として、私立幼稚園は本当に力を入れて下さいます。幼児が
のびのびと楽しく経験できる為にも私立に通わせたいと思っておりますが、補助金の一部は廃止
となると兄弟が多い家庭には経済状況から考えても通園が難しいです。兄弟、姉妹が一緒に通
園出来る為にも一部廃止を撤回、願います。

1095 子ども

市が掲げている「子どもを大切に」のスローガンはどこにいったのでしょうか！補助金をカットする
前にもっと削減すべき点があるのではないでしょうか。市の財政難ということで今回「ゼロ試案」が
立ち上がっていますが、市の職員の給与カットが４，０％～４，５％カットのみ・・・一般企業ではそ
れを上回る賃金カットが行われている実状をもっと知って欲しいです。他のももっと見直す点が
多々あると思います。又、公立幼稚園には私立幼稚園に比べ、５倍もの助成金が市から支給され
ていることを知り、定員われしている公立幼稚園をそのままにしておくのはどうかなと思いました。
その分を私立幼稚園への補助金として増やせば私立へ行きたくても行けなかった人達も望みの
幼稚園に行きやすくなり有効ではないでしょうか。実質、経済的にしんどくても公立が遠いため私
立に通っている方もいると思います。箕面市では８割の人が私立に通っています。又、他市の幼
稚園に通っている人達にも同額補助金を出しているのもおかしいと思います。減額となれば、箕
面市にもっと園児が集まると思いますし、それでも、他市に通うのであれば了解済みということで
はないでしょうか。（安易に補助金カットではなく、もっと見直さなければならない点を考えて欲しい
です。）

1096 子ども

補助金一部廃止は、生徒側にとって経済的負担がふえるだけでなく、私立幼稚園側にとっても生
徒数が減り、存続危機の可能性も出てくるのでは？また、箕面市の私立幼稚園の魅力が減り、転
入者の減少につながるおそれもあると思うので、広い視野で見ると、箕面市にとってマイナスなの
では？よって私は反対です。

1097 子ども
・負担が多いが、公立よりも私立の方が保育内容も濃く、信頼できる。幼稚園の教育費用だけが
支払いではないので補助金制度はなくなっては困る。
・箕面市はもっと福祉、教育に目を向けるべきだと思う。
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1098 子ども

補助金を廃止されるととても困ります。これがあることによって私立幼稚園に通わせることができ
ましたのに廃止されると通わせれなくなるかもしれません。この不景気の世の中でいろいろなもの
が廃止されていると感じます。子どもをもつ家庭にとってきびしい世の中にするのではなく、育て
やすい世の中にしてもらいたいです。私立補助金廃止はやめていただきたいです。

1099 子ども

私立の幼稚園に一番上と二番目の子がお世話になりましたが補助金を頂きましてとても助かりま
した。もし、なくなったら公立へ行く方がすごく増えると思います。今でさえ公立は定員オーバーで
はないのでしょうか？少子化で３歳児はお友達もなかなか見つけられません。３年保育の私立は
本当にありがたかったです。お願いします。どうか補助金は無くさないで下さい！

1100 子ども 私立幼稚園、補助金一部廃止に反対。

1101 子ども
立地（遠い）やソフト面（延長保育の有無）で公立園では、子育てする上で不充分な事が多く、私
立園に頼らざる得ない。今、現在、補助金給付により、公立園に近い条件で通園できている状
況。今後、補助金一部廃止による家計への負担は大きい。

1102 子ども
その子に合った雰囲気の中で、幼児期を過ごさせるのにあたり私立幼稚園も視野に入れ、幼稚
園を選んで通わせました。そういうチャンスを与えて頂く為にも、補助金制度は必要なことだと思
います。是非、ご考慮して頂けたらと思います。

1103 子ども
私立幼稚園児保護者補助金一部廃止に反対します。ほとんどが私立幼稚園に行かざるを得ない
今、全ての親の負担又は幼稚園の負担となるのは教育していく上で不公平です。

1104 子ども
家庭が裕福なので私立幼稚園に通わしている訳ではないのに公立の幼稚園と私立の幼稚園に
これだけ大きな支援の格差があってよいのか、とても納得がいきません。公平な支援をお願いし
たいと強く要望致します。

1105 子ども

補助金の廃止は絶対に反対です。なぜなら、まだ未就園児がいるからです。箕面市は公立の幼
稚園が少ないので私立の幼稚園に通わせているのに補助金がなくなるなんてやめて欲しいで
す。この不景気の世の中、少しでも補助金が返ってくるとやはり助かります。ぜひ、廃止の撤回を
お願いします。

1106 子ども
公立幼２０％、私立幼８０％、この数字を見ればわかるように、いかに箕面市は私立幼に通わせ
ている家庭が多いか・・・もっと私立幼稚園を大事にして下さい。

1107 子ども
少子化の時代の中で、これからの子ども達の為のお金を削減しないでほしいです。（もっと、他の
問題で見直し、改革する事があるのでは？）

1108 子ども
私立助成金、ぜひ今後も続けて下さい。先生方の熱意あるご指導のもと子どもはたくましく成長さ
せていただいております。

1109 子ども
「私立幼稚園児保護者補助金」について一部廃止となると、この不況の中での生活が大変になり
ます。自分の考えに合う幼稚園（私立）に幼いからこそ預けたいと思う親の立場もご理解いただき
たいと思います。
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1110 子ども

我が家は現在小２の長男と幼稚園年長児の次男がおります。二人共、３年保育を受け、成長と共
にその有難さを実感しています。幼稚園は子どもにとって始めての「社会」であり、その大事な環
境を親がしっかり選んで良い幼稚園に入れてあげたいという思いがあります。その為のも補助金
制度を是非、継続して頂きたいと切に願っております。

1111 子ども
この少子高齢化の中で目先の事ばかりを考え、経費削減する事が本当に将来の為になるので
しょうか？先の事を考えると若者が子どもを生むことを断念していくに、どういう結果につながるの
か考えてもらいたいと思います。

1112 子ども

今、通っている幼稚園が大好きです。すばらしい教育理念、子ども達を信頼し、伸ばしていってく
ださる先生方。こんな、素敵な幼稚園に通うことができて、子どもにとってとても幸せな事です。し
かし、これも補助金があって、通わせてもらうことが出来た事に感謝します。お金がなくて教育を
諦めるのは悲しい事です。子ども達の為に補助金を設けていただきたいです。

1113 子ども

いない公立幼稚園に補助を多くするというのはおかしいと思います。先日、市長さんにお会いする
機会があり、「子育てしやすい箕面を目指しています。その第１歩として、幼児医療の改革をしまし
た。」との事をおっしゃっていましたが、一方、「私立保護者補助金廃止」というのは、とても矛盾し
ていると感じます。今までの補助金でさえ、２年間しか出ないのが悩みでした。本来、３年保育で
通わせたかったのですが、１年目は補助が出ず、やむをえず２年保育で入園させたのです。余裕
をもって私立に通っているわけではないのです。赤ちゃんがいて公立から家が遠く、公立にも通え
ません。それなのに補助なしとなると、とても生活に負担がかかってきます。２人、３人と子どもが
いれば尚更です。父母の会の皆様、撤回される様、要望して頂けます様お願い致します。

1114 子ども
安心して、子育てができるように、子供を育ててゆく上での、支援金は、はぶかないで欲しい。今
まで、なくなるとは、全く思わなかった。

1115 子ども

保育内容や設備等がより充実している私立に通わせられるのも、箕面市からの補助に支えられ
ているからこそできることだが、これが打ち切られてしまうと子どもを私立に通わせることを断念せ
ざるを得ない家庭が増え、子どもが良質な幼児教育を受ける機会が失われてしまう。特に、兄弟
姉妹の年齢が近く、就園時期が重なるというまでもなく、子ども達には平等であって欲しいと思い
ます。

1116 子ども
私立幼稚園保護者補助金の廃止案について、突然廃止にするという案はいかがなものかと思い
ます。子育てをしている家庭にとっては負担になることは確かなことだと思います。せめて何割か
の削減にとどめるなどもう少し方法はあるのではないかと思います。

1117 子ども 市の財政見直しを教育面には向けないでいただきたいと思います。

1118 子ども 市の財政見直しを教育面には向けないでいただきたいと思います。

1119 子ども
質の高い就学前教育を選択する自由を保障して頂きたいと思います。私立幼稚園保護者補助金
の一部廃止案については、則撤回をお願いします。

1120 子ども
箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているはずなのに、教育にかかるお金を削るのはおかし
い。未来ある子どものためのお金を削らないでいただきたい。

1121 子ども
人件費のかかる公立を廃止して、その分私立にまわせば良いと思う。安いというだけで公立の良
さがわからない。
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1122 子ども
私立なので学費が公立よりも高くかかるのは納得してましたが、あまりにも大きく差がつくのはい
かがなものかと思います。「子育てしやすさ日本一」を謳うのであれば、質の高い教育を選択する
権利を保障していただきたいです。

1123 子ども 公立の人件費が民間より多いのはいかがなものか。公立への負担額が大きいのでは。

1124 子ども
私立幼稚園を選択したので通わせております。公立幼稚園とは違う教育方針を持った私立が良
いと思う。

1125 子ども
行かせたいと思う公立の幼稚園が無くて私立に通わせてます。公立との差が広がるのは困りま
す。

1126 子ども

私立幼稚園へは経済面だけで通わせているわけではないので、それぞれ幼稚園の特徴が好きで
通わせていると思います。そういった面もわかってほしいのと、子どもを育てていくのに良い環境
であってほしいと願うのはどこの家庭も同じではないかと思うのですが、もう少し何が大事かを考
えてほしいです。

1127 子ども
私立幼稚園の延長保育を利用しつつフルタイムで仕事をしています。認可保育所の待機児童が
増加するなか、延長保育の充実している私立幼稚園は本来行政が担うべき保育にも貢献してい
ると考えます。公立・私立の差別化の拡大には反対します。

1128 子ども 私学教育を選択したい家庭を今後も支援して下さい。

1129 子ども
余裕があって私立幼稚園に通わせているわけではない。補助を見越して私立幼稚園に通わせて
いるわけだから、少なくとも在園児が卒園するまでは制度変更すべきではない。

1130 子ども
私立幼稚園の保護者補助金の一部廃止によって、私立に通いたくても通えない子どもたちが出
てこないように、援助を続けていただきたく思います。

1131 子ども

最近医療費の補助（子どもの）が増え、「子育て日本一を目指して」のようなスローガンとともに新
しい保険証らしきものが送られてきました。箕面は少子化対策として良い方向に向かっているの
かと思いましたが、今回私立幼稚園補助金削減案にがくぜんとしました。「箕面は子育てしやすい
市」という目標のため、絶対残すべき制度です。

1132 子ども

私の家庭は決して裕福ではありません。この先子ども達は小学校・中学校と公立の学校へ進ま
せます。ですが、幼稚園だけは違います。補助金があるおけげで公立ではできない（やっていな
い）様々な行事を経験させてあげることができ多くを学ぶことができます。人間は幼少期が一番物
事を吸収しやすい時期だと聞きます。できるだけこの時期に私立幼稚園に通わせてあげたい。補
助金カットはそれらの経験をなくすこと同じ意味だと思います。ですので、絶対反対します。

1133 子ども
子ども達により多くの経験をさせてくれる幼稚園に通わせたいと考えています。昨今の景気のな
か、補助金のウエイトは高く、それが削減というのは「よりよい教育」という上ではあってはならな
いのではないかと考えます。補助金削減絶対反対！！絶対困ります。

1134 子ども

これから子ども達を育てていく上でとても重要な事でもあるし「補助金削減」は今のいろいろな不
景気な状況でとても子育て真っ最中のお父さん、お母さんには厳しい現実だと思います。両親の
心のゆとりから子ども達も育っていくと思うのでこれからも少しでありますが、両親のゆとりが続く
よう「補助金削減」は反対です！従来どおり続けていただきたいと思います。子ども達のために
も！
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1135 子ども

私は３人の子どもがいて３人とも私学の幼稚園を選びました。公立の幼稚園と私学を比べたとこ
ろ、かなりの保育内容の差がありました。我が家はとても収入が少なく私学の幼稚園へ行かせる
ことができないところでしたが、補助金のおかげで充実した幼稚園生活を子ども達にさせることが
できたと思っています。補助金の削減はしないで欲しいです。

1136 子ども

たかが幼稚園されど幼稚園。子どもが一番最初に親以外からの刺激を受ける場だと考えていま
す。だからあえて教育費として高くてもいろいろな経験や体験をさせてくれる幼稚園に行かせてい
ます。しかし補助金が削減となるとやむを得なく行かせられないということもおきてくる不安もあり
ます。親世代が不便に感じるコトならともかく、子どもの教育だけは守られる箕面市であって欲し
いです。

1137 子ども
私は保育内容で私立幼稚園を選択しました。子どもの事を考える親の気持ちは公私どちらも同じ
だと思います。税金を同じように使ってください。

1138 子ども
今現在の制度に納得して私立幼稚園に入れました。これが市の財政のために幼稚園保護者の補
助金削減につながってくるのは納得いきません。皆ぎりぎりの中でやりくりしています。市の財政
管理は市の責任で税金を支払っている私たちの負担ですることではないです。

1139 子ども

現在二児の母で上の子が私立幼稚園に通っています。上の子も下の赤ちゃんも子育てはお金が
たくさんかかります。医療費、学費、おむつ代などばかになりません。保護者補助金がなくなると
困ります。これからも多くの家庭でより多くの子を産み育てられるようぜひ補助金を続けてくださ
い。

1140 子ども
削減するのはまじめに子育てしてる幼稚園ではないでしょ？もっと削るべき無駄な経費はあるは
ずです！多すぎる無駄な公務員の人たちそっち側であって、私たち小さな子どもをこれから将来
考えて毎日暮らしてる「ここ」からの出費を増やすことや補助を削るなんて絶対納得できない！

1141 子ども
公立私立を考えたら保育内容から私立を選びました。入園時には私立幼稚園保護者補助金もあ
るので金銭面でも大丈夫と思いました。年間六万円削減かなり多きくしんどいです。日々生活費
を工面しながらやっています。

1142 子ども
幼稚園児のうち私立８割、公立２割に通っていることからも市民が私立幼稚園への必要性を感じ
ているのは明らかではないでしょうか？

1143 子ども 教育費を削ることよりももっと他に無駄遣いを見直して下さい。

1144 子ども

箕面市の私立幼稚園は他の大阪府内の幼稚園と比べて全体的に金額がかかり当初は公立も考
えましたが公立にはない環境が私立にはあり、先生も若い先生からベテランの方までいていろい
ろなタイプの子どもにも対応していると感じます。箕面は今子どもが増加しているように思います。
それは子どもにとって良い環境だからです。市の財政の見直しは教育には向けるべきではないは
ずです。

1145 子ども 助成金があるので私立を選んだのです！子育て日本一を目指すなら育てる親を助けてください。

1146 子ども

公私間の保護者負担の平準化については、箕面市だけの問題ではなく大阪府下全域について格
差の是正が求められています。私立に通わせている＝高所得者というレッテルをはずし、なおか
つ昨今の市況の悪化を勘案すると、所得もいつ不安定になるかわからない状況下の中では、公
私間とわず一律収入に応じた連動性で全世帯に補助金が配布されるのが適切であると考えま
す。
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1147 子ども

公私間の保護者負担の平準化については、箕面市だけの問題ではなく大阪府下全域について格
差の是正が求められています。私立に通わせている＝高所得者というレッテルをはずし、なおか
つ昨今の市況の悪化を勘案すると、所得もいつ不安定になるかわからない状況下の中では、公
私間とわず一律収入に応じた連動性で全世帯に補助金が配布されるのが適切であると考えま
す。

1148 子ども

娘を幼稚園に入れるとき、たくさんの公立私立の幼稚園を見学しました。教育の内容や質、先生
方のバランスの良さ、園の清潔さ等様々なｃｈｅｃｋｐｏｉｎｔを親として考えたうえ私立幼稚園に納得
して娘を預けております。行政には教育を選択する自由は公立私立を問わずすべての親に補償
していただきたいと思います。

1149 子ども 補助金削減するよりももっと無駄をなくすべきではないですか。削減は困ります。

1150 子ども
税金の使い道として半数以上が通っている私立に対する補助を打ち切って公立と私立の費用負
担にあまりの差を付けるのは不公平ではないでしょうか。

1151 子ども
保護者補助金を削減して彩都や箕面森町の開発は進める。まさしく弱者を切り捨てる政策です。
即刻中止を！

1152 子ども

娘のことを考えた結果、私立に通園させることになりました。「私立だから余裕がある」と考えられ
る方が箕面市の先頭に立っているというのはとても悲しいことですし、期待して投票した自分が情
けないです。私立通園８０％…皆裕福でしょうか？調査されたのでしょう？どうして私立が多いの
か、なぜそんなに差がでるのか、そこを考えたことがありますか？減して赤字をなくしても、市は救
われても市民は救われません。箕面市で子ども達を育てるのは不安です。やはりトップが変わっ
ても何も変わらない。

1153 子ども
公立幼稚園に定員がある以上私立幼稚園はなくてはならない存在です。授業料に大きな差があ
る以上私立幼稚園に通う保護者に対して補助金の交付は続けていただきたく思います。

1154 子ども 私学を選ぶ自由も保障していただきたいです。

1155 子ども
公立幼稚園の経費が人件費に多くさかれている現状を考えていただきたいです。私立幼稚園に
通わせている家庭も税金としてそれを負っていることを考えていただきたいです。

1156 子ども

私達が幼稚園を選ぶときは大切なわが子の初めての教育の場として環境や教育理念を最優先
に考えます。決して私立ありきの考え方で選ぶものではありません。にもかかわらず本来公平で
あるべき税金が公立と私立で格差が生じることは到底納得のいくものではありません。私立幼稚
園保護者補助金の一部廃止案について即時撤回を要望します。

1157 子ども 補助金削減するよりももっと無駄をなくすべきではないですか。削減は困ります。

1158 子ども
公立幼稚園先生の給与も私立並にカットするなど、公立にかかる経費をまず削減してから市民で
ある私立幼稚園保護者に補助金カットをお願いするのが筋である。

1159 子ども
私立幼稚園へ通わせておりますが決して余裕があってというわけではありません。何園も訪問し
たうえで決断しました。私立への支援によって公立との格差を縮めるという事ですので私立幼稚
園の負担を軽減することこそ公私格間格差であると思います。

1160 子ども 他に削減するところがあるのではないですか。教育に関する削減は最後にするべきでは？

1161 子ども 公立に通う子どもには税金までもが大きく還元されているのは納得できません。
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1162 子ども

人間形成の基礎をつくる就学前教育の集団生活の場として公立幼稚園でなく私立幼稚園を選択
する保護者が８割あるにもかかわらず、私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案を受け入れるこ
とはできません。私立幼稚園保護者への支援は子育てしやすい箕面市へつながると考えられる
ことからも一部廃止案を則撤回願いたい。

1163 子ども

近所には４，５歳が多いですが、皆私立ですが同じ幼稚園には通っていません。親は子どもの成
長、性格等を考えその希望あった園を選んでいるだけです。その結果が私立幼稚園８０％の現れ
だと思います。親は公立私立ではなく子どもが楽しく遊び学べるところを求めているだけです。今
はその求めていることに応えてくれているのが私立だということではないでしょうか。

1164 子ども

私の家からは公立幼稚園に通わせようにも徒歩で１時間かかります。０歳の下の子を連れて毎日
お迎えに行くこともできず私立幼稚園しか選択肢がありませんでした。「子育てしやすさ日本一」と
謳うのであればどこに住む園児にも教育の機会を平等に与えて欲しいと思います。もしくは豊中
市のようにバス通園をすべきだと思います。

1165 子ども
私立幼稚園にはすばらしい教育理念があり、必要性を強く感じています。私立幼稚園保護者補助
金の一部廃止案は即時撤回を要望し足します。

1166 子ども
「子育てしやすさ日本一」を謳う箕面市として私立幼稚園と公立幼稚園の格差をこれ以上広げる
ことは納得いきません。箕面市における私立幼稚園の必要性は明確であり、私立幼稚園保護者
補助金の一部廃止案の即時撤回をお願い致します。

1167 子ども

公立は２年保育、市立は３年保育。同世代で遊ばせてあげたくても子どもが少なくなった今、近所
でもなかなかそのような場がもてないので、３年保育の私立に通わせている。補助金を減らすの
であればもう少し今の現状を把握すべきだ。現場をもっと見て欲しい！一般サラリーマンで私立へ
通わすのは大変です。

1168 子ども
私立幼稚園は子にとっても親にとっても大切な学びの場です。その大切な場からの見直しは辛い
です。

1169 子ども
生まれてから箕面市で育ってきたので子どももそうさせたいと箕面で出産し子育てしているのに他
の市の方が医療や教育は優遇されていると思います。将来性の無い市になるのではないでしょう
か？

1170 子ども
三つ子の魂百までもという言葉があるように、小さい頃に身体で感じ覚えることはずっと今での生
活の基礎になり自分の軸となっており子ども達にも質の高い教育をと思い私立の幼稚園を選びま
したが決してゆとりがあるわけではないのです。

1171 子ども

今年３月に長女が私立幼稚園を卒園いたしました。家のすぐ近くに公立幼稚園がありますが、長
女が通っていた幼稚園の教育方針に子ども達の事をお願いしたいと思い迷わず次女も入園させ
ました。やはり大事な子どもをお任せする幼稚園を自由に選択しやすい箕面市であって欲しいと
思います。

1172 子ども

不景気といわれている今こそ教育における予算を減少すべきではないと思います。ますます二極
化が進み将来子ども達のため明るい未来のため補助金の廃止案を辞めて欲しいとおもいます。
ぺちゃくちゃ話をしているだけの公務員の方もいっぱいいます。もっともっと削るべきところをチェッ
クして必要なところは残すべきです。未来をつくるお金を必要とする年代に予算を使わずして未来
はありません。ますます少子化が進みます。子ども達を安心して産める育てられる箕面市にして
下さい。よろしくお願いします。
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1173 子ども
子どもが社会にでる初めての場所を悩み、入園させるということはどこの親でも経験のあることだ
と思います。補助金の一部廃止案は子どものために選ぶという自由を奪うことになるのではない
でしょうか。

1174 子ども
教育方針や保育内容など子どもにとってよりよい環境をと考えて私立幼稚園を選びました。箕面
市は子育てしやすさ日本一を目指しているのですから教育に関する予算を削減するのは辞めて
欲しいです。

1175 子ども
余裕があって私立幼稚園へ通わせているのではない。保育内容、先生方の対応など子どもの為
になると思い少し無理をして通わせているのに削減されると困ります。削減しないで頂きたい。

1176 子ども

箕面市内で幼児教育を受けている幼稚園児達は将来箕面市のさらなる発展を担っていく児童で
す。私立、公立を問わず箕面市内の幼稚園児達に平等な教育機会を与えることは当然のこ箕面
市の責務であると思います。当然のことながら公立幼稚園児を持つ保護者と比べて私立幼稚園
児を持つ保護者の教育負担は大きいものがあります。しかしながら私立幼稚園には各園に教育
理念があり特色があります。就学前の大事な時期を託す幼稚園ですので、様々な園を訪問して
決めました。今年度卒園させていただきますが、入園前に抱いていたものとは比較にならない思
いで私立幼稚園を選んで良かったと思っております。箕面市で教育を受けていく子ども達に平等
な就学前教育を選択する自由を保障して頂きたいと思います。私立幼稚園児保護者補助金の削
減案については即時撤回をお願いいたします。

1177 子ども
公教育では足りないものを感じますので大切な３年間を私立園に託しています。その選びは（我
が家にとりまして）決して間違っておりません。８割の家庭が私学を選んでいるのだから私学助成
はさらに増やしても良いくらいです。助成を削減することは未来に必ずつけがまわります。

1178 子ども

幼稚園は義務教育ではないとはいえ今ではかなり一般的な教育とされているのに補助金を削減
していくのは問題だと思います。特に箕面市では１７１号線より南側には公立幼稚園もなく新しく家
が建ち始めて子どもが増えるエリアでは私立幼稚園に行かせることしか選択できない場合もあり
ます。箕面市はその他の子どもに対する医療費の補助なども近隣の市比べて少ないのですか
ら、子育てに関するこれ以上の補助金削減はやりすぎの様に思えてなりません。老人福祉に力を
入れているのはわかりますが、これでは若い世代の人が集まらず街の活性化にもつながらないと
思いますがどうお考えでしょうか？

1179 子ども
３歳から就学までの時期は人間の基礎を造る大切なものです。だからこそよりよい教育環境を求
めて私立に通わせているのです。市の財政見直しを未来を担う子どもの教育面に向けないでい
ただきたいのです。

1180 子ども 魅力的な公立幼稚園がないのに私立に対する補助金を削減するのは困ります。

1181 子ども
箕面市は私立幼稚園に通う家庭に補助を行うなどとても進んでいると思っておりました。削減は
教育において行われる場合、十分な検討後、不可欠な時のみにして頂きたいです。その前に多
方面で削減すべきところが多々あると思います。

1182 子ども
質の高い教育を最良の選択をと考えるのは当然だと思います。「子育てしやすさ日本一」と言いな
がら教育面に財政見直しを向けるのは矛盾しているのではないでしょうか。

1183 子ども

箕面市長殿
私立への助成が惜しいならすべての幼児を公立に通わせられるように公立幼稚園を沢山の税金
をつぎ込んで設置して下さいませ。できるだけの実力がないのならば私立に「助けてください」と頭
を下げて助成金を払いましょう。
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1184 子ども
子育てしやすい環境があればおのずと人は集まってくると思います。箕面市の未来のためにも子
どものためのお金を削減しないで下さい。

1185 子ども 公立幼稚園が足りないのであれば私立への助成は当然ではないでしょうか。

1186 子ども 子どものためのお金を削らないでほしい。

1187 子ども

わが家では２人の子どもを私立に通わせております。決して余裕があって通わせているわけでは
なく、子どもの為を思い（決して公立が悪いという訳でなく）子どもの性格に合っていると思い園を
選びました。補助金がなければ私立に通わせるのは無理であきらめていたと思います。２人の子
どもはとても喜び毎日元気に通っております。子どもに合った園選びをこれからもできるようお考
えください。

1188 子ども
箕面市長倉田さんは箕面市を子育てしやすさ日本一を目指しているはずです。それにも関わらず
教育にかかるお金を削るのは納得できません。私立幼稚園保護者補助金の一部廃止案につい
ては撤回をお願いいたします。

1189 子ども
保育所が少ない箕面市において仕事の間　お預かり保育のある私立の幼稚園はとてもありがた
いです。子育てのしやすい箕面市のままでいてほしいです。

1190 子ども
公立幼稚園の先生の高齢化が進み、元気盛りの子ども達の相手もなかなか難しいのではないか
と思います。公立の幼稚園に税金が投入され、私立幼稚園には還元されないのはおかしいと思
います。

1191 子ども
公立幼稚園は教職員の年齢が高く、人件費が重みすぎているのを私学にしわ寄せをするのはど
うかと思う。子どもに税金を使ってほしい。

1192 子ども 保育所はともかく公立幼稚園は必要なのでしょうか？

1193 子ども
公立幼稚園の数が少ないのに私学助成金を減らして園児が公立に流れた場合、受け入れ態勢
は整っているのでしょうか？

1194 子ども

市内幼稚園児の８割が私立を選んでいることからも明らかなように、私立か公立かの選択は、３
歳から私立へという流れになっています。質の高い教育を、最良の選択をと考えるのは当然のこ
とだと思います。「子育てしやすさ日本一」と言いながら教育面に財政見直しを向けるのは矛盾し
ているのではないでようか。

1195 子ども 補助金をあてにして私立に入園させたので廃止はとても困ります。

1196 子ども

仕事を持ちながらの子育てで、保育時間の配慮もあり、不安ながらも安心して仕事へ行ける。勤
務時間や日数などで保育所へは入れずに私立幼稚園に入園させていただきましたが、言ってる
こととやってることが違いすぎだと思います。必ずしも余裕のある家庭ばかりではないです！今一
度考え直すべきです。

1197 子ども
困ってしまいます！補助があると期待して私立幼稚園に入れましたのに…。箕面市の行政は子
育て世代に手厚いと思ってました。

1198 子ども 困ります。財政見直しを教育面には向けて頂きたくないと強く要望いたします。
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1199 子ども
箕面市は子育てしやすさ日本一を目指しているはずなのに、教育にかかるお金を削るのはおかし
い。未来ある子どものためのお金を削らないでいただきたい。日本一を目指しているはずなのに、
教育にかかるお金を削るのはおかしい。

1200 子ども
公立に通われている方が少ないのに何故私立の方の補助金を削減されなければならないの
か？削減するなら平等に公立も削減すべきである。（公立への市から援助しているものなどから
でも削減すべきところは沢山あるはずです。公立でも）

1201 子ども
私学の幼稚園しか行かせることができなかったご家庭も沢山いらっしゃると思います。（公立幼稚
園まで遠くて通えないなど）すべての幼児に平等にしていただきたいです。

1202 子ども 公私間格差の是正をぜひお願いします。

1203 子ども
困惑しています。どのような経緯で私立幼稚園に通わせる親への援助をやめるのか説明して頂
きたいです。

1204 子ども

公立幼稚園を選ばない理由は保育時間の長さや弁当の有無、自宅からの距離、３年保育をおこ
なうかどうか、そのような点ばかりではありません。私立には確固とした教育理念がありそれに基
づいた教育がなされています。質の高い就学前教育を選択する自由を補償していただきたいで
す。

1205 子ども 公立幼稚園だけでカバーできないのであれば市が補助するのは当然だと思います。

1206 子ども
近所に子どもが少なく、なるべく早く幼稚園へ入園と考えておりました。３年保育で入園して幼稚
園は親子ともに大事な場になっています。

1207 子ども
保育所が足りない箕面市に預かり保育のある私立の幼稚園はとても助かっています。子どもに優
しい箕面を望みます。

1208 子ども

「私立幼稚園児保護者補助金削減廃止」では「子育てしやすさ日本一」とは言えません。他にも子
どもに対して様々な優遇を受けられる市はたくさんあります。以前住んでいた市では医療費が小
学校入学まで全くかかりませんでした。箕面市に引っ越してきてどれだけ医療費を払ったことか！
これ以上子育てをしていく中で保護者にお金をかけさせないで下さい。

1209 子ども

幼稚園選びをした時、私立へ行かそうと思ったのではありません。通わせたかった園が私立だっ
ただけのことです。「子育てしやすさ日本一」をスローガンとして掲げられた時とても期待を持ちま
した。しかしいきなりこれでは…。財政状況が厳しいのも理解できますが、大多数を占めるＤランク
の補助金を廃止するのではなく、減額やＤランクの中でさらにランク分けする等寛大な措置をお願
いしたいと思います。

1210 子ども

親にとって大切なわが子通わせるにあたり大切にしていることは安く預かれるというのでなく１日
の約１／３～１／４という大きな時間、子が健やかに過ごし教育を受けられる場所が幼稚園である
と思うことです。そのなかで公私の税金の格差が少しでも減っていた「保護者補助金」はとても大
事なものです。補助がなくなり子どものための園選びができなくなるのは本当に悲しいことです。
どうか教育に関する「お金」については慎重なご判断と、子ども達のこれから先の長い未来を思っ
ていただきたく存じます。

1211 子ども 補助金をカットされると家計がきびしくなる
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1212 子ども
より多くの方に幼稚園選択の場が拡がるように、まずは、保育環境を十分に整えていただきたい
と思います。

1213 子ども
現状、就園児の８０％が私立幼稚園に通わせている中で、助成が削減されようとしている現実に
驚かされます。小学校入学までの２～３年は子供たちの未来にとってもとても大切な時期です。小
中学校と同様、助成が受けられるよう望みます。

1214 子ども
小さい子供（兄弟）を育てていくのに、補助金は生活していく中で非常に必要になるので廃止とな
るのは困ります。箕面市は子育てしやすい市と掲げているのでおかしいと思います。

1215 子ども
補助金をカットされると私立を選ぶという選択肢がなくなってしまいます。より多くの幼稚園の中か
ら子供にあった幼稚園を選べるということは、子供たちにとって幸せなことと思います。

1216 子ども
昨年子供が産まれ、今まで以上に子育てにお金がかかるにもかかわらず、幼稚園の補助金まで
廃止になると、いっそう家計が苦しくなります。ますます子供を産む人が減るのではないでしょう
か？

1217 子ども
うちには３人の子供がいて、今、２人目が在園中です。年間１２万円の補助金廃止は正直家計が
苦しくなります。市長は「子育てしやすさ日本一」を目ざしておられるはずでは？見かけの派手な
乳幼児医療の延長よりも補助金の存続を求めます。

1218 子ども
孫たちが通園しています。年少年中と日増しに成長しているのがよく判ります。地域で子供が少な
くなっている現在、子供同士でのふれあい、その中でいろいろ学ぶことも多くあります。補助金廃
止は絶対反対です。

1219 子ども
この景況下において、次世代を担う子供に対する補助金を削減するということは、子育てしやすい
環境を失うものであり反対です。Ｄランクといえども決して余裕を持って幼稚園に通わせているわ
けではありません。

1220 子ども
子どもを持つ親として補助金の廃止はとても悲しいことです。私事になるかとは思いますが、３年
保育で２年間２人分の学費を払いました。年子なので必然的にそうなるのですが、私立の幼稚園
の支払いは家計に大きくひびきました。その中で補助金はとても助かります。助かりました。

1221 子ども

子どもが少ないといわれる現代、補助金廃止などという事はこれから子どもを産んで育てようと
思っている方たちの妨げになる事はまちがいないと思います。これから子どもを育てやすい時代
にしていこうと考えて下さるのなら、補助金廃止などと言うよりも補助金”増”を叫んで頂きたく思い
ます。

1222 子ども
箕面市内の幼稚園の保護者の負担金を考えると、その公私間格差ははなはだしく、そのような状
況での補助金カットは深刻である。私立にしか通わせられない保護者もいる訳で、よって、補助金
廃止には断固反対である。

1223 子ども
これまでの無駄使いを認めた形での財政難を理由に教育分野に関する補助金削減はおかしい話
だと思います。政策を推進する適切な予算の配分をしてもらいたいものです。

1224 子ども
家の近所には私立幼稚園しかなく、公立幼稚園へは通園するのは無理です。補助金があるので
通えるので補助金削減されると幼稚園へ通わせるのは無理になります。
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1225 子ども

補助金廃止されると大事な子どもたちが笑顔で幼稚園に通えなくなります。もっともっと財政の中
で削減できる所はたくさんあると思います。子供は国の宝だ財産であるならば、議員を減らしたり
無駄な役所の人員をへらし、教育に力を入れるべきです。私は絶対に補助金制度廃止反対を切
に要望致します。

1226 子ども

子供が私立幼稚園に通っていますが、補助金が廃止されると現状の経済状況からすると非常に
厳しいものとなります。箕面市を”子育てしやすい街ＮＯ１”を目指すことを考えると逆行していると
思います。幼稚園にかかるおかねは多額なものとなっておりますので、現状のまま補助金の存続
をよろしくお願いします。

1227 子ども

補助金廃止に反対します。現在、幼稚園の月の保育代は諸経費込みで約３万円必要です。これ
を年間でみれば２６万円。決して少ない金額ではありません。では、幼稚園ではなく保育所に入れ
たいと思ってもすぐに入れず待機まち・・・。市の補助金制度があるおかげで安心して子供を幼稚
園に入学させることができるのです。箕面市はとても市民税が高い市です。市民のために税金を
使ってください。財政難は理解しておりますが、子供の教育費を削る前にもっと財政の不必要な出
費を見直すところはあると思います。（年度末にあちらこちらで道路工事が始まるのはなぜ？）

1228 子ども
幼稚園の補助金がなくなり、幼稚園から多額のお金がかかるとなれば、ますます子供を産む人が
減ると思います。子供に手厚い市町村でなければ日本は危ういのではないでしょうか。ぜひ、補
助金の廃止の撤廃をお願いします。

1229 子ども
第２子、第３子、子供には何かとお金がかかる今、少子化の今、なぜ子育てに関しての金額がな
くなるというのはどうかと思います。Ｄランクの額の設定など、いろいろ考えてみるべきだと思いま
す。

1230 子ども

私立幼稚園に通園し、たくさんの行事をする中で、子供がより成長をしているように思います。兄
が公立の幼稚園に通園していたので、内容（行事）の差は大きく、なにより子供が行事を楽しみに
しております。補助金を廃止されてしまうと私立幼稚園に通えなくなってしまいます。ですから、反
対いたします。宜しくお願いいたします。

1231 子ども
打ち切られるような事があれば、幼稚園に通わすことが困難な家庭がでてくると思います。現状、
箕面市立の幼稚園にそういう家庭の子供を全く受け入れるキャパシティーがあるとも思えません。
ですので、補助金廃止に反対いたします。

1232 子ども

年額１２０，０００，月１０，０００ですが、補助金があれば病院費など他のことで子供に関すること
に使えます。また、子供が何かおきるかわからないので補助金があれば安心だし、今は使わず積
み立てすれば将来いざという時のたくわえに出来るので、なくてはならないものです。幼稚園の月
謝も高いので、少しでも補助でおぎなえればと思います。

1233 子ども

補助金廃止は少子化対策および子育て支援と逆行した案件である。現在、私立幼稚園に通園さ
せている保護者だけでなく、今後、幼稚園に通わせようとしている保護者においても子育てに対す
る経済的不安を煽るものであると考える。次世代を担う子供たちへの投資として長期的視野で捉
えてほしい。

1234 子ども
幼稚園選びは希望だけでなく、立地もからんできます。校区の公立園が遠すぎる。環境が悪い。
急な転勤で入れなかった等・・・。全ての人が望んで通っている私立幼稚園に行っている訳ではあ
りませんので、一概にＤランクの補助をなくすと不公平感がつのります。
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1235 子ども

社会が多様化する中で家族の形態も多様化しております。公立の幼稚園がベースにある上で、
多様な対応のできる私立幼稚園は今後ますます必要です。少子化対策が叫ばれる中、「ゼロ試
案」は時代に大きく逆行していると思われます。市長のかかげる”この街で子育てしたくなる街箕
面”というコンセプトからもはずれると思います。

1236 子ども

安心して人生を送る上で、次の世代を養う事は速効性はないけれど、地道に継続しなければいけ
ないことです。将来支えてくれる人々を産み育てる上での精神的、金銭的サポートは絶対に必要
です。これから子供を産み育てる事を考えている人々への安心がなければ長期的に困窮すると
いう事は明白です。セイフティネットなど叫ばれていますが、”ゆりかご”からのサポートは特に若
い保護者に必要です。よろしくお願いします。頼みます。

1237 子ども
子育てしやすい街作りをうたうのであれば、補助金廃止は相反する行為。補助金を頼りに私立幼
稚園を選んだ者にとって、途中での廃止を一方的に伝えられるのは一種のサギ行為に感じ失望
する。他に削減すべきことがある筈。補助金存続を希望する。

1238 子ども
今は小学校に入る前に保育所か幼稚園に行くのはあたりまえのようになっているので、小学校や
中学校のように何らかの補助はしてほしいです。補助はもっとしてほしいのになくすことは反対で
す。

1239 子ども

先行きの不透明なこの”超”が付く程の不景気の今、補助金がなくなるのは我が家にとっては大
問題です。公立幼稚園に行かせる事も考えましたが、①校区内に公立幼稚園がないため小学校
に入学後なかなか学校生活になじめないのでは・・・。②下に小さな子供がいるため雨の日などの
送迎が難しい③仕事を（パート）しているため、通常保育後の預かり保育がないと仕事の両立が
難しい

1240 子ども 補助金廃止、絶対反対です。このままでは「子育てしにくい箕面市」になると思います。

1241 子ども

きちんとした教育方針があるという観点から私立に通わせている者としては、決して安くはない保
育料を補助金なしでは家計の負担が増してしまいます。「家族が安心して住める箕面」という町づ
くりを推進されていらっしゃるならば”教育”には負荷をかけすぎることのない政策を是非お願いし
ます。

1242 子ども

箕面新市長になられてから「子育てしやすい市」をかかげているのだから補助金廃止はないと思
います。経済不況で就職難もあり、共働きしたいが、保育園不足で、預かり保育のある幼稚園に
通園させている親子さんもいると思います。財政も厳しいとは思いますが公立・私立との格差がな
いようにできるだけの思案をお願いします。

1243 子ども
補助金廃止に反対です。私は働いていないので年額１２万円も補助金がなくなるのは苦しいで
す。生活を守るためにもぜひ廃止しないでください。お願いします。

1244 子ども
他の税金等とは異なり育児に関する補助は、年収の過多に関わらず平等に受け入れるべき物と
考えます。財政の建て直しは必要とは考えますが、育児に関する補助よりも先に見直すべきもの
があると思います。再考願います。

1245 子ども

小さい子供と年少の子供の母親です。下の子がまだ１才と小さいのでパートなど外で働くこともま
だできず、夫の収入だけで月３万円ほどの幼稚園代を捻出していかなければならず、やりくりも大
変です・・・。やはり、補助金が出ると出ないでは、今後、２人を幼稚園へ入れる側としては絶対に
出していただきたいです。子育てしやすさ日本一の市をめざすならば、やはり外で働けないお母さ
ん達も多いこの年代の子供を持つ人への補助を充実したほうがよいと思います。
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1246 子ども
Ｄランクの補助金廃止に反対です。補助金があるとないのとでは大きな違いなので、どうか廃止し
ないでください、

1247 子ども

Ｄランク廃止、高額所得者とありましたが、決して裕福な生活をしているわけではありません。私
には現在私立幼稚園に通う２人の子供がおります。一生懸命働いたお金から納税しているのです
から、是非、平等に使って頂けないでしょうか。年度末の忙しい中、もみじだよりに載せたり、市の
ＨＰだけで発信するなど、あまりにも一方的なやり方にも腹立たしく感じます。

1248 子ども
公立の幼稚園は経済的に楽なのでぜひ通わせたいが、３才や４才の子供を連れて毎日通うには
遠すぎるところにある。雨の日も困る。園バスもないので、私立の園に通わせることにしたので、
補助金をもっと出すかすべての市民が通える所に公立の園をつくってほしい。

1249 子ども

他市に比べて遅く２１年度から小学校入学前の医療費がやっと補助されると聞き、喜んでいたの
に・・・。私立幼稚園の補助金廃止は寝耳に水です。市長もお子様がいらっしゃるのですよね。そ
れならわかりますよね。我が家は３人います。箕面市にとって子供は財産でないのですか？子育
てしやすい箕面でなくなります。他にもっとけずるべき所があるはずです。どうして子育て中の私
たちに・・・。廃止されると私立の幼稚園に通わすことができなくなります。補助金のおかげで私立
幼稚園通わす事ができてることを理解ください。廃止には絶対反対です！！

1250 子ども
Ｄランクの補助金の廃止について。社会全体が今、急速な景気の後退をしている今、「昨年まで
はＤランクの収入があったが今年はＣランクあるいはもっと低い」という家族も少なくないのではな
いのでしょうか。

1251 子ども

昨今、公立幼稚園と私立幼稚園の教育格差がでているのが現実です。補助金をなくせば、更に
進むことになるでしょう。家族での選択の余地がなくなることは、子供たちの人間形成に大きく影
響します。補助金をなくすなら公立で３年保育を作ってください。２年保育の人も３歳代の１年を習
い事にいかすなど、資金を投資し、子供に社会勉強にいかせてないと子供が少なくてお友達がで
きないのです。

1252 子ども
長年、箕面に住んでいて本当に住みやすいこれからも住み続けたいと思う街です。子育てしやす
い街づくりをかかげた現市長に期待を持ち、１票投じました。今、二人私立幼稚園に通わせていま
す。今後の子育てに不安を感じさせる街にしないでください。補助金廃止反対です。

1253 子ども
子育てがし易いということを考えて箕面に住むことを決めました。これからも子供のいる家庭に優
しい箕面市であって欲しいと思います。

1254 子ども

今春より上の子が年少から入園しました。幼稚園に入るにあたって、制服や体操服、用品を購入
したり、また今年から保育授業料も２２，０００→２３，０００に値上げされたりと色々お金の面ではき
びしいです。給食費もバス代も合わせると、月３万円かかるので、上の子→下の子とこれから６年
は幼稚園にお世話になるので、補助金の廃止案にはやはり反対です。

1255 子ども

私立幼稚園の３年保育というのは、母親にとって大きな意味をなします。２歳～３歳のしつけの大
事な時期という周りからのプレッシャーや自我が芽生える子供からのストレスが虐待を招くのもよ
くあることです。子育てを幼稚園の先生と共有し、共感して頂けることは、第二子、第三子への出
産につながることになるのです。少子化の対策は３年保育の公立園を作ることではないでしょう
か。

1256 子ども
１００年に１度の不況と言われ、将来への不安も大きく、実際収入が増えていません。そこへ、補
助金廃止というのはダメージが大きいです。補助金、今まで通り継続してください。
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1257 子ども
箕面市は公立の小中学校がよいので引っ越して来る人もいるぐらいです。教育が良いことは幼稚
園に支えられている部分もあるので、市としてももっともっと教育に力を入れてほしいので、幼稚
園にも経済的にも援助をしてほしい。補助金カットは逆行していると思う。

1258 子ども

箕面学園附属幼稚園では季節に応じた行事、昔ながらの習慣を学ぶ行事など、生活を豊かにし
てくれるものを学んだり、絵画、音楽、体育でも幼稚園児の能力を最大限にひきだし、高いレベル
を目指すように非常に内容の濃い教育をしてくれています。他の私立の幼稚園も特色があると思
うので、市ももっと応援するべきで、補助金のカットはしないでほしいです。

1259 子ども

公立幼稚園が定員割れをおこす状況であるとしても、区域が広いため、未就園児を連れて毎日
通うのは困難な方も多くおられます。現在の補助金制度になるまでに、様々な立場の方からの意
見を取り入れてよりよく改善されてここまできたのだと思います。子供をたくさんほしいと思ってい
る人はＤランクの人が多いという現状も知ってほしいです。

1260 子ども 公立幼稚園をもっと増やしたりを考えてくれたりする努力もしないで。補助金廃止はないと思う。

1261 子ども 公教育をうけさせたくない家庭もあります。私立に補助をもっとすべきです。

1262 子ども
箕面市が子育てしやすさ日本一を掲げるのであれば、質の高い就学前教育を選択する自由を保
障していただきたいです。

1263 子ども

市内の幼稚園の内８割もが私立に通っていることから分かるように市民は私立幼稚園の必要性
を感じているのは明らかであり、公立だけ優遇されるのは納得がいきません。このままでは子供
に豊かな園生活を願って私立に入園させたくてもできない保護者も出てきてしまいます。未来の
ある子供たちのためのお金はけっして削ってはいけないと思います。

1264 子ども
共働きですが、保育所が少なく夕方まで預かり保育のある箕面の私立幼稚園はとても助かってい
ます。

1265 子ども
Ｄランク補助をうち切るのは反対です！公立は近くにありますが、うちは私学にいかせたいので
す。受けさせたい教育がそこにあるからです。

1266 子ども
「子育てしやすさ日本一」を謳うのであれば、質の高い就学前教育を選択する自由を保障してい
ただきたいです。

1267 子ども 核家族化の進む中、３年保育という私立幼稚園は親子ともに大事な場になっています。

1268 子ども 公立幼稚園の教諭の年齢が高いということで人件費がかかりすぎと思う。

1269 子ども
税金を払ってなお公立幼稚園児にも負担をしているというのが耐えられません。経営努力をし、先
生一人あたりの給与も少ない私学に８割通い、充足率にもみたない公立の園に２割の子がかよっ
ているのならば、私立の補助を市が切るのはおかしいと思います。

1270 子ども
公立幼稚園を選ばない理由は保育時間の長さや弁当の有無、３年保育を行うかどうか、という点
ばかりではありません。子供たちが通っている私立幼稚園にはすばらしい教育理念があり親子と
もども笑顔で通っています。市の財政見直しを教育面に向けないでください。強く要望致します。

142



No. 種別 意見

1271 子ども
箕面市内では私立幼稚園の必要性が高いため、約８割の幼稚園児が私立に通っている。余裕が
あって、私立に通わせているというわけではないし、私立幼稚園の負担を増すことは、多くの家庭
に負担を強いることになるため、補助金の一部廃止案を撤回していただきたい。

1272 子ども これから子供が大きくなるのにどんどんお金がかかるから少しでも助けてほしい。

1273 子ども

”次代を担う子ども””家族の絆に心ゆたかな子””教育日本一を目指す”など、子育て・教育にお
いて、どんなテーマになっても大切な点は、子どもたちがのびのびと健やかに育っていってほしい
という原点。ピュアな園児たちが豊かに育つための環境づくりを困難にしようという動きはおかし
い。こんな殺伐とした社会の中で幼稚園の役割はとても大きいです。財政がきびしいからといって
削減するべきところはもっと他にあると思う。

1274 子ども 余裕があって私立幼稚園に通わせているわけではないので削減しないでほしい。

1275 子ども
公立はせず、私立の補助金削減はおかしいと思います。ほとんどの方が私立に通わせてるのに
補助金がなくなると困ります。

1276 子ども 子育てしやすさ日本一にして下さい。

1277 子ども
公立幼稚園が少ない上に遠いので近くの私立幼稚園に行かせています。補助金がなくなると生
活がきつく大変です。

1278 子ども
Ｄランクだからといって余裕があるわけではなく、教育内容、設備の充実度など、いろいろな点を
検討し、補助金があるから私立に通わすことができています。もし今、補助金がなくなって私立に
通えなくなっても公立幼稚園に通わせる気にはなれません。

1279 子ども 余裕があるわけではないので困ります。

1280 子ども
公立だけでは幼児すべてを保育できない（大多数が私立）わけだから、私立だけ厳しい処置をす
るのはおかしいのでは。公平さに欠くのでは。

1281 子ども
子どもの多い家庭では付帯する出費も多く補助金の廃止は非常にきびしいものがあります。通園
条件等により公立を選択できないケースもあることを考慮いただき、本案について再考くださるよ
うお願いいたします。

1282 子ども
私立に通わせているからといって裕福な生活を送っているとは思わないでほしい。みんな子ども
の教育のために親はがんばっているのに削減なんてやめてほしい。

1283 子ども 同じ税金を払っているのに公立だけ優遇されるのはおかしい。

1284 子ども
公私間格差をなくし子供たちものびのびと生活できるように、箕面市長、箕面市議会、箕面市教
育委員会様お願いいたします。

1285 子ども
補助金がなくなると、公立と私立幼稚園との保育料の差があまりにも大きくなりすぎるので、私立
に通わす親は絶対に減ると思う。私立には公立にないような教育や保育内容がとても魅力的なと
ころがたくさんあるので、経済的負担を少しでも軽くしてほしい。
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1286 子ども

公立幼稚園は保育時間が短く（３年保育のところも少ない）保育内容にも魅力を感じなかった。そ
れが実際、私立：公立が８：２という数字にあらわれていると思う。公立幼稚園を改善しようという
努力は何かあったのか？そういうこともなく私立の保護者補助金を少なくするということは納得が
いかない。市民意見募集でも「子ども」に関して公立側の意見のみだったのはそれだけ不備が公
立に通わせている方に多いからだと思う。補助金削減とはあまりに安易。市職員は市民の代表と
してもっと別の面での努力をするべき。

1287 子ども
自宅から公立幼稚園は遠く、第二子がいるため徒歩通園も困難です。公立と私立の金額の差は
ありますが、「保護者補助金」制度のおかげで自宅近くの私立幼稚園に通わせることができてい
ます。子育て支援のために、「保護者補助金」制度の継続をお願いします。

1288 子ども
現に支給されている”保護者補助金”がなくなれば、”家計”が大変苦しくなります。是非なくさない
でください。私たち保護者、また子供たちのためによろしくお願いいたします。

1289 子ども

我が家には子どもが３人おり、一番上の子どもが入園時、二番目は１歳、さらに三人目を妊娠中
で身動きがとれず家の中ばかりで遊んでいました。幼稚園に入ることで外で元気いっぱい遊んだ
り、お友達と一緒に工作を作ったりと様々なことを経験し大きく成長しました。それを見て迷わず下
の子供たちも幼稚園に入れましたが、年長と年少と２人が重なって通う時期があり「私立幼稚園
保護者補助金」はすごくありがたかったです。ぜひともこれからも補助金を続けてください。よろしく
お願いします。

1290 子ども

子供が３人います。一番近くの公立幼稚園まで歩くと、早くても４０分はかかり、下の子２人を連れ
て毎日２往復するのは普通に考えても負担がかかりすぎるので金額は高いけれど私立に通わせ
ることにしました。毎月１万円の補助がでても公立にくらべると倍の保育料がかかりますが、それ
ぞれの教育方針をもって子供達に力いっぱい接してくれる私立幼稚園がとても気に入っていま
す。今後も安心して通い続けられるように補助金削減案を廃止してください。

1291 子ども

私は補助金廃止削減に絶対反対です。うちの家計では私立に入れることは不可能だと思ってい
ましたが、箕面市には月１万円の補助があると知り、それを頼りに思い切って私立に入れました。
それでも生活は決して楽ではありませんが無理をしてでも私立に入りたいと思ったのは、教育内
容の充実です。食育・体育・音楽の三本柱をもとに、園では様々な取組を行っています。教育内容
に加え、園バスの運行、延長保育など、私たちのニーズにあった取組が行われています。箕面市
園児の８割が私立の幼稚園に通わせている現実をしっかり認識し考えてください。

1292 子ども

箕面市は、私立幼稚園保護者への手厚い補助金があるからこそ、安心して教育方針や教育内容
を見て幼稚園を選ぶことができるのです。必ずしも、私立幼稚園に通わせているから所得が多い
訳ではなく、また、所得が少ない方のための市民税ではないはずです。「子育てしやすさ日本一」
であるならば、市民税は子育てしている市民すべてに平等に使われるべきだと思います。

1293 子ども
私立に通わせているのは公立に比べて保育内容が優れているから養育費が高いのは仕方がな
いのですが、実際補助金をいただくととても助かるので削減しないでほしいです。

1294 子ども 子育て支援の充実が故、箕面市に転居して参りました。補助金の削減には絶対反対です！！

1295 子ども

私どもの家は公立幼稚園まで徒歩で２０分以上、園児の足だと大変な時間になるので私立に入
園させました。車の運転ができない場合、１日２往復は２時間近く時間がムダになります。なぜ幼
稚園バスをだしてくれないのでしょうか？私立は少ない補助金と月謝で運営を行えるのになぜ公
立は１園児にかかる単位が高いにもかかわらずサービスが低いのでしょうか。財政改革ぜひして
ください。補助金やサービス低下ではなく、内部で削減できるところがたくさんあるはずです。補助
金は公立に通わせることができなかった市民の権利です。削減なんてありえません。
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1296 子ども

妊婦検診補助金及び子供医療費助成を実施して、「子育てしやすさ日本一」などと吹く一方で、確
実な減額となる私立幼稚園補助金削減を検討するなど、市の政策内容には全く意味を感じない。
税政が苦しくてという理由は、今までのわけのわからない開発のツケであり、それらを市民が背負
わなければならないとすれば、それは公立・私立共に平等に追わなければならないはずです。本
案に賛成する市議には次の選挙に投票する気はありません。

1297 子ども

子育てしやすい街といわれてきた箕面市が、このような政策を出すことに疑問を感じます。私は子
供により充実した教育、保育を望み私立幼稚園に入れました。市民の８割が同じように考え私立
を選んでいるのが現状ではないでしょうか？その市民のニーズに逆行する政策には反対です。私
は、私立・公立共に現状維持の補助を求めます。

1298 子ども

現在少子化であって、子供を大切にして充実した体験や生活を送らせてあげたいと考え、夫婦共
働きで生活は苦しいが私立幼稚園に通わせているのに、補助金を削減されたら私立幼稚園に通
わせてあげることもできなくなるし、子供の楽しみを奪うことになるし、子供たちの笑顔も失うことに
なると思います。子育てしやすさ日本一を目指しているなら、これ以上、子供を育てにくい環境に
しないでほしいと切実に思います。将来的には、もう１人子供を産んで兄弟をと望んでいるので、
補助金を削減しないで子育てしやすい環境を心からお願いいたします。

1299 子ども

公立の幼稚園は私立幼稚園に比べて保育料など安くて子どもを持つ母親としては行かせやすい
とも思いますが、やはり、私立幼稚園とくらべると、保育内容がれきぜんと違うのには正直とまど
い、毎日行かせるのに学ぶことが充実していないとがっかりしてしまいます。その辺の違いがある
のはなぜなんでしょうか？子供も親も安心して通わしてあげられるのが理想なんです！！毎日い
ろいろなことで大変だし、お金だってやりくりして通わせているので、削減なんてとんでもないで
す！！ぜったいに反対です！！やめてください！！お願いします！！！！！

1300 子ども

今年１年生の女の子と幼稚園年中の男の子２人の母親です。長女の幼稚園を選ぶときに、公立
か私立か迷いましたが、当時は下の子がまだ小さかったこともありバス通いのできる私立を選び
ました。長女も現在通園している長男も毎日楽しく通っています。母である私も園の保育の充実し
た内容に満足しております。私立幼稚園に通わせることもできるのも補助金の出るおかげです。
どうか、カットするのはやめてください。お願いします。

1301 子ども

我が家には２人の子供がいます。上の子の時は他の市にすんでいました。２人とも私立に行かせ
ており補助金をいただけて大変助かりました。下の子の転園の時、公立幼稚園も考えましたが、
やはり私立の方が保育の面でいろいろ充実していると思い私立を選びました。補助金を減らされ
るとやはり困りますので、ぜひ、考えていただき、他の面で削減していただき子育て関係で減らさ
ないで頂きたいです。

1302 子ども

私立幼稚園の削減に対し公立幼稚園の負担の比率が違いすぎます。同じ税金を収めているの
で、補助廃止や削減は断固反対です。補助金があるということで、入園している方も多いので、在
学中に減らすのはおかしいです。父母の意見もちゃんと行政は取り入れて反映させてほしいで
す。不況の中、経済状況も苦しいときに、行政まで追い打ちをかけるような政策はやめてほしいと
思います。

1303 子ども
子供を育てる上でなくなると困ります。これから特に重要なことです、「補助金削減」は大反対で
す。従来通り続けてください。
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1304 子ども

箕面市に引っ越して来て子どもを育てていくゆえに大変環境のよいところだと安心していました。
私立幼稚園も選べるくらいたくさんあり、子供が初めて受ける集団教育には親である私たちがそ
の子にあった教育をうけさせる窓口がたくさんあるということをありがたく思っています。しかし、子
どもを一番いいところで教育を受けさせたいと思う反面、お金の面では正直大変苦労しておりま
す。まさにこの補助金をいただけるということは親と子供を助けて頂いている赤い糸なのです。そ
の糸を切り取らないでください。もちろん、今の世の中、何かを犠牲にしなければならないことはあ
るのは日に日に感じております。でもなぜ？よくお考え頂きたいと思います。

1305 子ども
現在の景気の状態こそ「補助金」が必要です。また、もし「補助金」がカットされ、通園させることが
困難になった場合、公立の幼稚園に転園させることができる状況でしょうか？定員オーバーで無
理と思われます。

1306 子ども

家の近くに公立がなくて、近くまでバスがむかえにきてくれるため私立の幼稚園にしました。しか
し、家計によゆうがあって通わせている訳ではないので、補助金も計算に入れてなんとか通わせ
ています。私立に通わせているからお金があるというわけではありません。補助金がなくなったら
転園も考えなくてはならなくなります。子供にそんなことはさせたくないので補助金はなくならない
でほしいです。

1307 子ども

三人兄弟の下の子が幼稚園の３年間、姉と兄は中学生と小学生でした。ＰＴＡや自治会の役員な
ど用事も多く、私立幼稚園の延長保育、バス送迎はなくてはならないものでした。塾や習い事と、
子供を育てるにはお金のかかることも多く、市の助成金は本当に有り難かったです。箕面市は、
「子育てしやすさ日本一」を掲げられているのであれば、、是非これからも助成金をよろしくお願い
いたします。

1308 子ども

箕面市は「子育てしやすさ日本一」を基本姿勢としていくのではないのですか？私立幼稚園の親
はお金が有り余っているから私立に入れているのではありません。公立に魅力を感じず、子ども
に少しでもよい環境でよい体験をしてほしいから私立を選んでいるのです。もっと無駄に税金を
使っている場所があるはずです。定員割れている公立幼稚園の統合・閉鎖は？その施設を民間
保育所にすれば？もっと効率よい税金の使い方をしてください。補助金削減によって「子育てしや
すさ日本一」には絶対になりません。

1309 子ども

「子育てしやすさ日本一」の公約とは正反対の”ゼロ試案”に憤りを感じます。この補助金があった
からこそ、公立と私立の違いを学び、我が子にあった私立幼稚園を見つけ、入園させてあげること
ができました。自然の恵みを感じる活動だけでなく、和太鼓や合奏で１つの役割をやり遂げること
の素晴らしさ、お友達と音やリズムを合わせることから生まれるハーモニーに幼いながらに感動し
ていた我が子。そんな体験が子どもの心を豊かにしてくれていると感じています。どうか今のまま
月１万円の補助金をお願いいたします。

1310 子ども

私が私立幼稚園を選んだ理由は、保育内容の充実です。公立幼稚園や他では経験のできない
経験がたくさんあり、子育てしていく母親にとってとてもありがたいことです。これからの世の中を
担っていく子供たちへの、今私たちができるすべてのことは、すばらしい体験や、いろいろなことに
挑戦できる環境を作ってあげることだと思います。子育てしやすさＮＯ１の市である箕面市である
かぎり、子供たちに対する補助金を削減するのではなく、もっと、他の部分からの削減を検討して
いただきたいと思います。是非一度、私立幼稚園で笑顔いっぱいで遊んだり、いろいろな体験をし
ている子供たちをみてください！！

1311 子ども 子育てしやすさ日本一を目指している箕面市が教育にかかるお金をけずるのはおかしい。

1312 子ども
市長選出の時に倉田市長は「子育てがしやすいように・・・」と言われてたので　すごく　期待をして
いたのにこんなに早く期待を裏切るような事をしないでほしい。

1313 子ども
子供の教育にかかるお金はけずらないでほしいです。いままであったものがなくなるのは、家計
にかなりひびきます。なんとか補助金がなくならないようにお願いしたいです。
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1314 子ども
子供にたくさんの友達と遊ばせてあげたいと思って３年保育のある、私立幼稚園に通わせている
けれど、決して金銭的に余裕がある訳ではないので、補助を削減しないでほしいです。

1315 子ども
なぜ公立に通わせなかったか？と問われると答えはただ１つ。メリットがなかったからです。まず１
つめに家から遠い（バスがない）２つめに毎日弁当。３つめに保育内容が薄い　４つめに保育時間
が短い事です。どの点においても充実している私立にデメリットは何１つありません。

1316 子ども

箕面市は福祉に力を入れていると聞きました。確かに高齢者・身障者の方々には住みやすいまち
なのかもしれません。でも子育て（特に乳幼児）はしにくい町だと実感しています。公園や施設など
とても安心出来るものではありません。もう少し子供達の事も考えていただければありがたいで
す。

1317 子ども
今回、５才以下の医療費の負担が軽減されましたが、それに変わる措置のような気がします。収
入に関係なくという点、病気しなければ何か損をしたような・・・・それを総括した形に感じます。便
乗変革のように思います。

1318 子ども このままでは、もう一人産めません。

1319 子ども

今の社会は殺伐としています。次代を担う子どもたちには、すてきな環境でのびのびと豊かに
育ってもらわないといけない。ピュアな心の園児達。幼稚園の役割はとても重大と思う。きびしい
社会の中で必死に子育てをしているご両親がこれ以上ピリピリしては子どもも健やかに育ちませ
ん。子育て環境づくりを困難にするような政策はまちがっていると思う。今よりも次代をみすえて政
治してほしい。みなおさないといけない

1320 子ども
保育園と幼稚園では、行事の数や保育の内容も全く違い、共働きの家庭で、幼稚園を希望する
場合、公立幼稚園では、保育時間も短く通わす事ができません。働いても保育料の支払いで消え
てしまうのでは意味がないので補助金はなくさないでほしい。

1321 子ども
市の財政が悪化している状況では、多少の補助金削減は仕方がない事と思います。しかし、Ｄラ
ンクを対象にすぐに補助金を廃止するのではなく、公立、私立を含めて、もう一度補助金削減対
象を見直す必要があると思います。

1322 子ども
今回は「Ｄランク」対象ですが、全ランク対象になるようで市の政策に不満を感じます。今後ランク
のわけ方も変わりそう。

1323 子ども
在園途中での変更は予定外の事なので納得できません。多く税金を払っているのに還元されな
いのは不公平すぎると思います。

1324 子ども
平成２１年度のなか幼稚園の入園人数は、非常に少なく、４０人にも満たないとききました。それで
も２クラスに分け、先生の人件費もとても高くなるのだと思いました。私立幼稚園の方が明らかに
ニーズはたかいのです。それなのに全体の２割の子供達しか

1325 子ども
補助金の一部廃止は私立幼稚園存続の為には非常に重要な事であり、また、この不況の中　生
活を圧迫するものであり中止してもらいたい！

1326 子ども
教育方針、保育内容（時間外預り保育や送迎バス等）を比較検討し私立幼稚園を選択した。公立
幼稚園の保育内容の見直し、充実を図り、子供、保護者それぞれに　選択の幅を広げてから補助
金制度について検討して頂きたい。
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1327 子ども
余裕があって私立幼稚園に通わせている訳ではありません。より充実した内容のある幼稚園を探
すと私立幼稚園になります。公立に出来ない事を私立幼稚園は行ってます。削減はどうかと思い
ます。

1328 子ども 色々とやりくりして、私立幼稚園に通わせている現状をよく理解してほしい。

1329 子ども 家計が苦しいのはどこもおなじだから削減しないで欲しいです。

1330 子ども
補助金の一部廃止は私立幼稚園存続の為には非常に重要な事であり、また、この不況の中　生
活を圧迫するものであり中止してもらいたい！

1331 子ども
この不況の中で、お金に余裕があって私立幼稚園に通わせているのでないので補助金がなくな
ると、とても辛いです。

1332 子ども
補助金の制度があるから私立に入れる事が出来ている。廃止になれば、幼稚園選びから考えな
いといけない。公立が少ない現状で制度が廃止になれば、私立に通えなくなる児童が増え、公立
にも受け入れるキャパがないため、教育を受けれない児童が出てくるのではないか。

1333 子ども 「子育てしやすさ日本一」を目指している箕面市がこんな事では困ります。

1334 子ども 充実した幼児教育を次の子にも受けさせてあげたいです。

1335 子ども 財政が厳しくなったと言う理由で　私立幼稚園をあなうめにするのはおかしいと思います。

1336 子ども 下に兄弟ができたら同じように私立幼稚園に通わせたいと願うので削減しないでほしいです。

1337 子ども

私立幼稚園への補助金制度がなくなるかも・・・という話を知りとてもおどろきました。子どもをもう
１人・・・と思っても、これからの事を考えると無理という言葉が前へ出てきて、足ぶみしてしまう今
日。安心して幼稚園に通わせてやれるという親の確信がほしいです。ぜったいになくさないで下さ
い。よろしくお願いします。

1338 子ども
教育方針や、保育の内容で、公立幼稚園にはない幼児教育をしている私立幼稚園に通わせてい
ます。その私立幼稚園の保護者補助金の削減はしないで下さい。

1339 子ども 未来のある子どものためのお金をけずらないでほしい。

1340 子ども
私立の幼稚園に通わせて、たくさんの経験をさせていただき、親としてありがたく思っている。補助
金で、援助していただいているので私立に通うことができていると思うので廃除しないでほしい。

1341 子ども
良い社会を作って行く為にも、子供の教育の場をきちんと作ってあげるのが親の責任だと考えま
す。補助金を無くす事で、幼稚園での体験ができなくなる子供が出てくる事が予想され、それは絶
対にあってはならないことと考えます。

1342 子ども

２月のもみじだより（Ｐ３０）に書いていた、次期子どもプランのアンケート調査で子育ての実態や
行政へのニーズ、子育て所帯や子どものためによりよい計画をつくる基礎となるアンケート、とあ
りますが、そんなアンケートをとっといて、子どもにかかる教育費をけずるとは、どういうことかわ
かりません。もっと　けずるところが他にもあるはず
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1343 子ども
実際に経済的な理由で私立に通えなくなる家庭が大量になった場合、公立でどこまで受け入れ
体制がとれるのか・・・と言う問題も出てくると思いますが・・・

1344 子ども
私立幼稚園の教育は充実していて、とてもいいので、是非通わせたいと思っています。市の財政
が厳しいのは分かりますが、子どもたちのために使う税金は、削らないようにして欲しいです。

1345 子ども
Ｄランクが皆高額所得者と規定されるのはおかしいと思います。所得がＤランクでなくても、園児
の祖父母から援助を受けている余裕のある保護者はたくさんいます。努力して稼いで、税金も多く
支払い、このうえＤランクだからと言って、補助金まで削られるのは苦しいです。

1346 子ども
ＰＴＡ協議会で出た意見はもっともだと思います。私立幼稚園に通わせているだけで余裕があると
思わないで欲しい。

1347 子ども
私立幼稚園の補助金を削減するのではなく、公立幼稚園にいかに児童を増やすかを、箕面市は
考えるべきだと思う。公立幼稚園の保育料を上げたところで、逆効果ではないのか。目先の所だ
けでは、何も解決しないと思う。

1348 子ども
補助金があることによって教育方針や場所等色々な要素を含めて自分の子供に一番合うと思わ
れる幼稚園を選択することができていたのに　補助金がなくなってしまうと経済的に余裕のない家
庭は、幼稚園の選択肢の幅が狭くなってしまう。

1349 子ども

「Ｄランク」＝高額所得者＝補助金の不必要な家庭と考えるのはあまりに単純な発想です。実際
はごく平均的な年収で、日々、さほで贅沢をすることもなく生活をしているのにランク付けされてし
まっているのです。きちんと税金を払っていて子育ての支援を受けられなくなるのは矛盾していま
す。

1350 子ども

上の子の幼稚園を考える時に、生まれたばかりの小さな下の子を連れて公立幼稚園までの送り
迎えが不可能と考えて、家のすぐ側まで通園バスの来る私立幼稚園を選びました。それは、補助
金のお陰で公立とさほど保育料の差がなく、我が家の家計でも通わせる事が可能と判断したから
です。補助金がなくなり、生活が苦しくなるようなら公立を選ばざるをえなくなると思いますが、育
児にゆとりを持つ事、より豊かな幼児教育は失われ，益々子供を産もうと思う女性が減る事にも
つながると思います。

1351 子ども

ゼロ試案では各項目において、削減目標が揚げられていますが、算出根拠が明確となっておら
ず、妥当性を判断することができません。例えば、「歳出【経常】」メニューにおいて、私立幼稚園
児保護者補助金削減６９万円、特定優良賃貸住宅家賃補助金９百万円の重み付けを理解するこ
とはできません。一般企業では、既に特定優良賃貸住宅家賃補助等は、全額廃止されていると
思いますので、ご再考願います。

1352 子ども
子供も楽しく、保護者も安心して子供を幼稚園に通わせる為にも補助金は必要なので補助金廃
止には反対です。

1353 子ども
補助金があることを見込んで子供の将来の計画を立てているのに、とつぜん削減されたら、下の
子は公立、上の子は私立という形になってしまう

1354 子ども
補助金の分を子供の習い事など、幼稚園以外の塾に使っている家庭もあると思うのでその分が
なくなると厳しい現状もあると思う。
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1355 子ども
私立幼稚園の質の高い教育を受けさせたいと思い私立幼稚園に子供を通わせました。補助があ
るからこそ私立幼稚園に行かせられると思います。公立幼稚園では保育時間が短く教育費を出
す仕事もできません。

1356 子ども
今現在、公立幼稚園に通う子供がかなり少ないのに、多額の税金を投入してまで存続させる意味
があるのでしょうか？それなら、民営の保育園にした方が時代のニーズに合っていると思います
し、経費の削減になると思います。

1357 子ども
私立のいい所を（３年保育、通園バス等）を公立幼稚園でできればいいのですが、それもなくいき
なり補助金廃止はキツイです。廃止しないで下さい。

1358 子ども

現在は子供が少なく近所に同年代のお友達がいない事が多くあります。この為幼少期により多く
の友達と遊びいろいろな体験をとおして人間関係を学ぶ事のできる幼稚園はとても重要だと思い
ます。子供にとってよりよい環境を得る為にも数多くの選択のある私立幼稚園はとても必要だと思
います。

1359 子ども
補助金制度についても良くわかっていなっかったので要望書や資料を読み勉強になりました。そ
の中で箕面市の幼稚園児の８０％が私立幼稚園に通っている現状から補助金削減は公立幼稚
園との不公平感を感じます。公立・私立の負担割合をもっと小さくしてほしいです。

1360 子ども
箕面市からの補助金が無くなると私立の保育料が高くなり　公立幼稚園に通わせている家庭が
多くなると公立の保育内容は低下し、子育てに余裕がなくなるのではないでしょうか？教育予算を
削減するのは簡単な事ですが今後の教育の事を慎重に考えて欲しいです。

1361 子ども
箕面市からの補助金を見越して私立幼稚園に通わせているので削減しないでほしい。豊かな幼
児教育を私立幼稚園でうけさせたい。

1362 子ども
市の財政が悪化している状況では、多少の補助金削減は仕方ない事と思います。しかし、Ｄラン
クを対象にすぐに補助金を廃止するのではなく、公立、私立を含めて、もう一度補助金削減対象
を見直す必要があると思います。

1363 子ども

公立幼稚園に行かせたいと思った時もありましたが、小学校よりも遠い幼稚園へ、兄弟を連れて
の送り迎えを考えると、近くにある幼稚園（あるいはバス停が近くにある幼稚園）へ通わせたいと
思う。バス通園させるにはそれだけまた交通費もかかってきます。公立にも通いづらく、又、保育
料が払えず、子供達を行かせる幼稚園がないでは、子供を育てる環境として、これどうでしょう
か？子育てしやすさ→しにくい市では困る！！

1364 子ども

私立幼稚園に通わせる事は決して経済的に楽ではありません。補助金があるから思いきって通
わせています。しかも、来年には下の子も年少です。公立の幼稚園へは、子供の足で徒歩４０分
もかかるのに、自転車での送迎禁止とききました。私立幼稚園を選ばざるをえない理由の一つで
す。

1365 子ども

箕面市の幼稚園（公立・私立）のあり方の流れは、逆行していると考えます。公立の保育の悪さ、
充実度の低さから、公立より私立を選ぶ人が増え、公立が合併していき数が減り、又、子供を通
園させられない程の遠さ、不便さから、私立を選ばざるをえなくなる状況だと考えてます。私自
身、経済的に余裕があるから私立を選んだわけではなく、公立では、不便すぎて、毎日の通園は
無理だと判断して私立を選びました。補助金削減をするなら、先に公立幼稚園の充実を上げた上
で、決めてくれないと今の保育を受けている子供達及び母親の苦労を増やすだけだと考えます。
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1366 子ども

市は補助金削減案を出す前に財源の見直しを徹底的に行ったのか？と問いたい。保護者は、税
金の滞納などは怠っていないはず。市の無駄な乱開発のツケを市民に回すなどあってはならな
い。最近の乱開発は私達から見ても目に余る。箕面市は他市から見て「子育てに良い街」と思わ
れるようで、引っ越しして来る知人は多いが、今回の削減案や医療費助成も他市に遅れているこ
とを考えると、子育て世代に良い市とは思えない。具体案としては、所得制限を設け、一律カット
ではなく、段階的な削減ならまだ納得を得られるのではないか。

1367 子ども

今回、財政改革の一つとして、補助金の削減案が、とりあげられたとのことですが、公立と私立に
通う園児の平等と言う点や、子育て支援という点では、時代に逆行しているように思います。今あ
る公立の幼稚園は、広い箕面市でどう考えても数が少なく、徒歩が基本で考えると園児に歩かせ
るには、長すぎる距離です。また、付き添いの為、一日２往復する保護者の負担は相当なもので
す。私立で行っているような送迎バスなどのサービスがどうしてできないのでしょうか。現在は私
立に行くことしかできない保護者に選択する権利を与えてくだされば・・・・・「補助金の削減」とは、
私立の幼稚園に通う子供は箕面市民ではないと言うことでしょうか。私立幼稚園が月謝３万位
で、運営できるのに、公立幼稚園の園児にかける費用は倍近いと聞きました。公立幼稚園を企業
と考えると企業努力が足りないのではないですか？そのしわ寄せを私立に通わせている箕面市
民に負担させるのは、平等ではありません。私立に通わせなければならない保護者は、園に、公
立と同じ８０００円を支払いは残りは市が負担して欲しいくらいです。私立は、月謝未払いの場合、
園に通えません。公立で未払いはないのですか？補助金の削減よりもっと根本的な改革をすべ
きことがあるのではないでしょうか？箕面市民として平等にしていただきたいと思います。

1368 子ども

私立幼稚園保護者補助金の廃止案の撤回をお願いします。なぜ私立幼稚園に通う子供が８割、
公立が２割なのか。経済的には公立へ行くと少しは楽なのですが、公立へは遠くて通えない。下
に小さい子供がいるので徒歩４０分もかけて毎日は難しく、車で送迎は禁止されているとの事。で
も今通っている人は車を利用し、雨の日は路上駐車でいっぱいになって近所の人は迷惑している
様です。そこまでして公立へとは思いませんし、それならバスで送迎している私立を選びました。
保育の内容も私立は色々な行事を通して、貴重な体験が出来るので、人間形成にとって最も重
要な時期といわれる幼児期の幼稚園選びは親としても真剣に考えました。公立のプレ保育にも参
加しましたが、子供の様子が私立とは全く違いました。公立は未就園児の遊具を取り上げたり、先
生の話がじっと聞けなかったり、とても子供を通わせたいとは思えませんでした。その点私立は知
らない人でも大きな声であいさつが出来、子供の様子が全く違いました。公立は多額の税金が使
われているにもかかわらず、市民にとって満足の出来る教育では無いのは見直すべきだと思いま
すし、８割の人が私立に通わせているのなら、税金を平等に使うために補助金は存続すべきだと
思います。なぜ市民が”私立”を選んでいるのかもわからないような役人、市議会議員ばかりだと
思うと、今まで何をやっているのか疑問に思います。もう少し市民の目線に立って考えて欲しい。
市長の「子育てしやすさ日本一」には期待しています。
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1369 子ども

公立、私立幼稚園それぞれに需要があると思います。ただ何故私立の方の補助金が廃止、削減
になるのか納得できないです。最近のニュースを見ていると不景気で派遣切りにあい、大変な思
いをしている人やネットカフェ難民、路上生活を余儀なくされた人々の事をよく耳にします。なのに
公務員の方々は税金は自分のお金ではないというようなそんな様に考えているようにしか思えま
せん。税金の無駄使いがかなり指摘されているように思います。民間の企業は色々な手をつくし
ているのにやはり公務員の方は自分には関係ない自分のお金ではないので痛くも痒くもないとい
うように感じます。今回、私立幼稚園の補助金を廃止、削減するのはまさにそれに値すると思いま
す。何故、定員割れしている公立の幼稚園に毎年市民の税金を投入するのかがわかりません。
廃園、合併するなどして人員削減するなど、まずする事があると思います。どうして一般の市民で
も考えられる事を一般の市民が選んだ皆様が理解できないのか。実行してもらえないのか不思
議でなりません。我が家は子供が多いですが、子供たちには行きたい幼稚園に行かせるようにし
ていたのでみんな違う幼稚園に行きました。公立、私立、両方に行きましたが来年入園予定の子
には私立に行かそうと思っています。それは、一つはバスがある、給食がある、延長保育がある、
そして、最大の理由が補助金があるということです。補助金は本当に切実にありがたいんです。
本当にありがたいです。公立の幼稚園は本当に優遇されていると思います。（でも定員割れして
いる幼稚園は合併してバスを運行させるなど色々な考えがあると思います。簡単なところからカッ
トする、まさにお役所仕事だと思います。）もう一つは園の教育方針です。先生たちの意識、教育
の姿勢共にすばらしいです。さきにも述べましたが我が家は公立、私立共に在園していましたが、
社会性、協調性など基本的な事が身についているのは私立に行った子供です。色々な幼稚園に
行って本当にすばらしいと思ったのが粟生幼稚園でした。この幼稚園はすばらしいと主人とも話し
ていました。定員割れしている公立の幼稚園、かたや前日に並んでも入園したい私立の幼稚園。
どちらが需要があるか考えればわかってもらえると思います。安易な方をとらないで下さい（私立
の補助金を廃止、削減するという事）入園金、授業料が安い公立幼稚園が定員割れする理由を
今一度考えてみて下さい。

1370 子ども

元々は公立に多額の税金を使っていて私立には、いっさい無しだったと聞きました。それは不公
平と言う事で１万円支給されるようになったと聞きました。それなのに各種補助金のカットからから
初められると言うのはどう言う事でしょう？やり易い所から切って行っているとしか思えません。市
長の公約には「子育てしやすさ日本一」とあります。補助金のカットは公約違反ではないでしょう
か？本当に市民の立場になって考えればもっともっと削るべき財源が他にあると思います。安い
保育料の公立が毎年定員割れしている現実を考えて下さい。そこには多額の税金が使われてい
ます。幼稚園だけではありません。市役所の支所などに行くと誰も来ていないのに、３人もの人が
使われていました。他にも人件費の無駄はたくさんあると思います。本当に市民の立場に立って
正しい目で考え直して下さい。補助金無しでは本当に困ります。

1371 子ども

私立の幼稚園の方が公立よりたくさんの経験をさせて頂けるかなと思い入園させて頂きました。
入園したので家計費もやりくりしないといけないと思っているところです。補助金がなくなると途中
退園せざるえない園児も出てくるかと思います。私立を選ぶ家庭が多いという事はそれだけ必要
に思っている親も多いのです。財政状況は厳しいかもしれないですが、もっと他に削減出来る所
はあるかと思います。よろしくお願いします。

1372 子ども

また、ますます少子化がすすむ原因になりかねないと思う。公立に通いたくてもはずれてはいれ
ずに私立に入った人もいると思う。どうして私立の補助金を削らなければならないのか？余裕が
なくても教育内容等で私立をえらんでいる人もいる。補助金を削られると豊かな教育を受けること
が困難になりかねない。

1373 子ども

市内で８０％の園児が私立幼稚園に通う現状で、どうして補助金を廃止するのですか？納得いき
ません。税金が大きく還元されている定員にみたない公立６園を統廃合する等他の削減すべきと
ころを考えてほしいです。公立幼稚園より豊かな幼児教育をと、求めて私立幼稚園に通わせてい
ます。不況で主人の収入も減る中で補助金削減とはかなり負担となります。どうか削減しないで
下さい。お願いします。削減すべきところは、他にももっとあるはずです。子育てしやすさ日本一を
目指している市長、どうかお願いします。補助金を削減しないで下さい。
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1374 子ども

この不況の中で、補助もけづられては、子供にさえ、良い教育をうけてやらせる事が出来なくなる
市民にやさしい子供が良い教育がうけられる市にして欲しい。少しでもたくさんの経験をさせたくて
お金に余裕がなくても私立に通わせているのに、補助がなくなればそれもあきらめざるえなくな
る。公立もたくさんある訳ではないのに、まずはそのあたりから考えなおして欲しい。

1375 子ども

箕面市の今までの幼稚園行政に疑問を感じる。箕面市は他市に較べて私立幼稚園に頼って来
た。つまり、他市に較べてコストを低くしていたはずです。その現状で一律コストカットする発想
は、行政の無策をそのままにして、表面的な現象の対処療法であって、根本的な解決ではありま
せん。幼稚園保護者補助金制度をカットする発想より、他にカットする部分をきっちりとカットすべ
きです。他市に較べて高コストの部分を洗い出してカットすべきです。

1376 子ども

家の近所で道路補修工事を行っています。小学生の通学路であり車もよく通る決して広くない道
です。毎日の様に通っているのですが、道路が壊れていた様にも思えませんし、そこに立っている
警備員さんも全く誘導できていません。そんなわけのわからない道路工事をするのであれば未来
ある子ども達にお金を遣っていただいた方が有意義なお金の使い方だと思っています。市に借金
なり必要なお金が足りなかったは、どこの市にも当てはまる事だと思いますが、何でも子どもの費
用から削ろうとするのは大間違いだと思います。

1377 子ども

私立幼稚園児保護者補助金削減（案）に反対します。私立幼稚園に通われているのは、お金によ
ゆうがあるからではないと思います。公立にはない親のニーズに答えようと経営努力をしているの
が有難いのです。少子化のため、昔のように、近所にたくさん同世代の子がいて、いつでも遊べる
環境ではありません。年中からの入園だけでなく、年少児や満三歳児の保育の受け入れや延長
保育の実施は、公立では、現在のぞめません。子ども同士がかかわりあって遊んだり、学んだり
する場は本当に貴重です。他の習い事をあきらめても、私立の幼稚園に入れたいと思いました。
どうか子どもを育てやすいまちとして、教育に関わる予算を削らないでください。

1378 子ども

少子化が進む中で、大阪府では教育関連に力を入れて取り組んでいるのに、補助金制度を見直
す事は良い事だが削減額が多すぎでは。むしろ増額することで、負担を軽くすることが必要では
ありませんか。もっと他に見直すべき事があると思われる。数千万円の多額の予算を簡単に（発
注ミスを理由に）再発注して税金の無駄使いができる役所であるから私立幼稚園児保護者補助
金制度を減額する必要なない。

1379 子ども

私立、公立どちらに子供を通わせるか、その家庭の状況によって様々だと思いますが、その幼稚
園の教育方針やコストの問題、二年保育にするか、園の送迎の有無など色々あると思います。不
況の中、補助金制度は余裕のない収入の中から授業料を支払うにあたり、子供にあった幼稚園
を選び通わせたいという親の気持ちの救いです。厳しい財政状況による、補助金削減は公私を選
ぶのに大きな格差がありすぎる為、私立は断念せざるえない家庭も出てくると思います。初めて
の集団生活、良い幼児教育を受けさせたいのは、どの家庭でも変わりなく、私立幼稚園の負担を
軽減し、公私の負担割合が公平となれば、安心して保護者が子供に望む環境（幼稚園）を選択す
ることができ、良い教育を受けさせられるのではないかと思います。

1380 子ども

第一子、第二子は公立に通わせました。私立があらゆる面から良かったのですが、経済的に年
子だっだのであきらめました。第三子も、やっと就園する年となり、私立へ入園させることができま
した。それは、家計のため、私が働けるのでそうしたのです。公立では仕事は絶対に無理だから
です。私立は授業料が高くても仕事をして、補助金もいただけるからそうしたのです。補助金廃止
は困ります。幼稚園期はお金がかかるというイメージを社会から失くしてこそ、少子化をくい止める
ことができると思います。廃止より”幼稚園期は補助で小学校と同じくらいよ”となる社会に向かっ
てほしいです。
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1381 子ども

現在箕面市において、私立幼稚園は、なくてはならない存在であり、各幼稚園ともに工夫をこら
し、大変魅力ある教育（保育）を行っておられると思います。園児の保護者として私立幼稚園への
入園を希望することは、当然のことと考えます。今回の補助金廃止はＤランクの家庭が対象、との
ことですが、次世代を担う子供達への補助にランクをつけること自体おかしなことであり、”子育て
しやすい箕面”というスローガンからかけはなれているように思います。市の財政を今一度精査
し、無駄な歳出を見直すと共に、削りやすいところから削る、という安易な削減案を撤回されること
を切に望みます。

1382 子ども

「子育てしやすい市」を公約に揚げて市長になられたのに、真っ先にされているのが幼稚園、保育
料の値上げ（他にもありますが子育てをしている立場からは目立つ案）というのに驚いたというの
がゼロ試案を最初に見た時の感想でした（３月まで保育園に入所してましたがそこでも問題になっ
てました）この春に入園したばかりなのでよく分かっていない事の方が多く、的外れな意見になる
かとは思いますが、敢えて意見を言わせて頂くと、市長及び箕面市には「何故箕面市は私立幼稚
園児の割合が高いのか」という事を考えて頂きたいと思います。我が家は決して裕福な暮らしをし
ているわけではありませんが、子供を私立園である若葉幼稚園に通わせることにしました。理由と
してはもちろん園自体にも魅力があったからですが大きな理由の一つとして「市立幼稚園は２年し
かない」ということでした。私の推測ですが、同じ様な理由で私立園を選択されるご家庭も多いの
ではないかと思います。私立園への補助を軽減したいのであれば、市立園に何らかの魅力を持
たせるべきではないでしょうか。予算を削減する為に単絡的に補助金をカットするのではなく、長
期的なスパンで見ていくべきではないかと思います。いくら少子化とは言え、子供が全くいなくなる
わけではないのですから。

1383 子ども

３／１５グリーンホールでのミュージカル、娘２人と共に観に行きました。市長も出演されてて、す
ばらしかったです。この中でもおしゃっていた様にすばらしい箕面である為にも子供達が幸せでい
られる環境を守って下さい。今以上の苦しみを与えないで下さい。未来を背負って立つ子供達に
良い教育を願うのはダメな事なのでしょうか。箕面の宝の子供達の為の補助金を削減するのをや
めて下さい。

1384 子ども

園を選ぶ際、公立、私立と見学、体験をし、より子供にとって良い方をという事で私立に決めまし
た。余裕があって通わせる訳でありません。４年前に箕面市に転入して来ましたが、箕面に家を
購入しようと決めた大きな理由の１つは、子育てのしやすさ、助成制度などです。教育にかかるお
金を削減となると今後子どもを持つ世帯が減り、２人目、３人目と子どもを産む方も少なくなると思
います。１０年後、１５年後の箕面市を考え、子ども達の事を考え、教育にかかる税金は減らさな
いでほしいです。

1385 子ども

我が家はＤランクです。Ｄランク世帯は就園奨励費補助金がもらえず、保護者補助金までもカット
されると何ら補助金もない状態となってしまいます。かなりの金額の税金を納めているのに公立
幼稚園に通っていれば恩恵を受けられるが私立幼稚園は受けられないというのはあまりにも不公
平に思います。公立幼稚園の定員だけで箕面市全ての児童が幼稚園に入られる訳ではないの
で、私立に通う児童家庭にも支援をして頂きたいです。

1386 子ども

決して経済的に余裕があって私立の幼稚園に通わせているのではなく、３年保育、保育内容、ま
た「保護者補助金」制度もあるため、これならなんとか通わせてあげられる、と入園を決めました。
この制度がなければ入園を諦めなければいけなかったかもしれませんが、この制度があるならと
有り難く感じてしました。下の子を家庭保育させている中で、公立か私立かを迷う時、やはり３年
保育の私立は魅力的で、下の子に合わせさせて、なかなか上の子を満足いくまで遊ばせたりさせ
てあげられない親にとっては早く多くの友達と共に過ごさせてあげられると私立を選びました。下
の子も合わせ、これから６年間子供を幼稚園に通わせる私たちに補助が「ゼロ」になってしまうな
ら、近くの他市へ引っ越して補助を受けたいと考えています。現市長、市の揚げる「子育てしやす
さ日本一」というスローガンは一体何なのでしょう？子供を持つ家庭が他市へ出てしまう、箕面市
を選ばない可能性、多いにあると思います。
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1387 子ども

現在年少に通う娘が２歳の頃下の子が生まれ、上の子と充分に遊んでやる事が出来なくなりまし
た。同世代の子と気軽に遊べる場を身近に無く３年保育を考えるようになりました。下の子に手が
かかる中、
・通園バスがなく徒歩で送迎しなくてはならない（子供の足ではかなりかかる距離）
・給食が無く、お弁当
という公立幼稚園は負担が大きく、私立幼稚園を選択せざるをえませんでした。決して経済的に
余裕があってのことではありません。補助金が無いと大変困ります。

1388 子ども
補助金、やめないで下さい！！公立幼稚園が少ないため、やむを得ず、私立に行かせています。
補助金カットはキツイです。お願いします。制度存続してください。子育てしやすい箕面市であって
ください。

1389 子ども

私の家からは、校区の幼稚園まで、子供の足では片道４０分くらいかかります。車での送迎は禁
止です。息子の入園を考える時に、妊娠中だったわたしは、自転車での送迎も考えられませんで
した。公立幼稚園の入園枠に空きがあるのは、距離的な問題や通園バスが整備されていない事
もあるので、自由選択が出来ていないのが現状だと思います。私立の補助金が減らされるのでは
地域での不公平を感じます。絶対に減らさないで下さい。

1390 子ども

箕面市の財政も厳しいと思いますが私達もこの状況下において非常に生活が苦しい中、何故補
助金を削減するのですか。昨今、国内で少子化が進む時だからこそ未来を担う少ない子供達に
費用をかけるべきではないでしょうか。又、箕面市において私立に通園している園児が８割を占め
ているという事は、それだけ市民が私立を必要としているからだと思います。公立の運営について
もっと見直すべきではないか。

1391 子ども 私立幼稚園保護者補助金の改定について、けずられる事に対して反対です。

1392 子ども
私立幼稚園保護者補助金の改定について、反対です。兄弟でちがう幼稚園に通わせる事になり
ます。たかが、１万円と言われますが、やっぱりきびしいです。

1393 子ども
補助金廃止反対！！補助金がないと、生活が苦しいです。絶対に廃止しないで下さい！！宜しく
お願いいたします。

1394 子ども
各家庭の収入にかかわらず、教育費として使う分を決めている中で補助金のある、ないはとても
大きいです。公立と私立の幼稚園では保育内容にあまりにも差がある中で、補助金０になってし
まうと「子育てしにくい町・箕面」になってしまうと思います。

1395 子ども

この少子化の中、私を含め、子供を３人、４人お持ちの方が多くなっています。箕面市の公立幼稚
園は、送迎が困難でバスもなく、幼稚園選びの際、考えにくいです。公立の充実もなく、私立補助
金を変更されると、ますます少子化にならざるをえないと思うのですが。子供に関する事を節税せ
ずに、他の事で節税してもらいたいです。

1396 子ども
箕面市は子供が多く、その保護者も自然を愛し、子供の環境や教育に熱心な人が多い街です。
そういった人々によって箕面市の治安やマナーが保たれているのに、補助金が０になってしまっ
ては市外へ越して行く方も増え、環境が悪くなると思います。

1397 子ども
Ｄランクの方達だけが補助金を頂けないのは不公平だと思います。今一度考えを改めて頂きます
様お願いします。
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1398 子ども
去年、西宮から引っ越してきました。以前は補助金を受け取る事ができなかったのですが、箕面
ではその認定が受けられましたので安心して私立幼稚園に通わせる事ができました。引き続き
『子育てしやすい箕面の街』を継続して頂きたいと思います。宜しくお願い致します。

1399 子ども

高収入者の補助金カット、本当の話なのか。目をうたがいました。子供２人、今からとてもお金の
かかる矢先にそんなことをされては、これから箕面市で子育てするのに疑問を感じずにいられま
せん。他に無駄使いがないのか。再検討していただき、見直して下さい。子育てに環境のよい箕
面市にがっかりしています。本当にひどい話しです。

1400 子ども

補助金がなくなってしまうのは、大変困ります。園選びをする際、もちろん、園の方針や雰囲気等
色々考えた上で、決心しましたが、その中で私立選んだのは、補助金の制度があるという事も大
きな理由の一つです。箕面市は子そだてしやすい市をめざしているんですから、その制度を変え
られる事は、子育てしにくい市にかわってしまいます。子どもをこのまま安心して私立幼稚園に通
わせてあげられるよう、制度は変えないで欲しいです。

1401 子ども
補助金のおかげで３年保育の私立幼稚園に行かせやすくなります。子育てしやすい街、箕面にし
て下さい。

1402 子ども なぜ変えるのか？変えて浮いたお金は何につかうのか？しっかりと市民に説明してほしい。

1403 子ども

補助金がなくなる・・・・・・我が家の家計に大打撃です。東京から越してきて、箕面市は子育て支
援に力をいれているんだなぁと実感したのがこの補助金、Dランクにも１万円が支給されるというこ
の制度でした。子どもをもつ家庭に負担をかけるのは、少子化を加速させるものではありません
か？

1404 子ども

私立幼稚園に通う園児のご家庭は所得の高い家庭も多いと思います。長年にわたる保護者の陳
情の積み重ねにより現在の補助金が交付されたのであれば、これをなくすことが、果たして「日本
一子育てしやすい町・箕面」につながるのか疑問に思います。もし、どうしても現状を維持できない
のであれば、所得にかかわらず一定の補助金にするなどの配慮を願います。

1405 子ども
補助金を受け取れない世帯は市立に通わせればいい、ということが現実的に不可能（市立の園
の数、定員などで）な現状で、計画のような変更が行われるのは不適当だと思います。

1406 子ども

何が「日本一子育てしやすい街・箕面」でしょうか？怒りを通りこしてあきれてしまいます。補助金
がなくなると本当に困ります。他の市がないからと言って安易になくしてしまうのですか。せっかく
の子育てしやすい制度をなくしてしまって子育てしづらい市にしていくのですか。何をもって子育て
しやすいというのですか。子を持つ親として補助金は子育てしやすくなるものの１つなので絶対に
やめてほしくありません。

1407 子ども
今回の変更が通れば、又忘れた頃に次のランクも同じ様に補助金の交付が無くなるのではない
でしょうか！？このあたりは、公立の幼稚園が近くに無いのに今回は「Dランク」だけだとしても補
助金が０になるのは子供達の為にもやめてもらいたいと思います。

1408 子ども

子育てしやすい街づくりをスローガンに掲げているはずの箕面市が前ぶれもなく突然子育て支援
を削るという方針をだされたことに驚いています。息子が年子ですので、同時期に通園する為、こ
の変更はあまりに負担が大きすぎます。（当然補助を考慮して幼稚園選びをしていますので）子
育てのしやすい環境だからこそ、２人目、３人目の出産を考えると家庭が多いと思うので、このよ
うな変更は少子化を促進するだけだと思います。再度ご検討頂きたいです。
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1409 子ども
少子化問題が取りざたされる世の中の流れに逆行していると思います。つまらない開発にムダな
お金を投じるぐらいなら、子供を一生懸命育てている市民の為にお金を使う方がよほど実り多い
と思います。

1410 子ども

他市や国において、次世代の子供たちの教育については特に何の資源をもたない日本で力を入
れるべきというか入れなければならないことだと思います。文部科学省の教育方針がコロコロか
わる現状で安心して公立の幼・少・中・高に通わせることができないというのが我々親としての気
持です。もし、補助金が減額を考えるなら、国や地方の教育行政、方針を明確にし、国際社会に
おいても他国にまけない力を次世代の子供たちがつけるには、どのようにするべきなのかもっと
真剣に考えて頂きたい、今の文科省や府の教育委員会の方々にはその責任があることを理解し
て頂きたい。

1411 子ども
日本の子供が減って少子化といわれているこの時代に私立幼稚園に通わせて補助金がなくなる
事は、益々子供を持たない夫婦が増えていくと思います。なので補助金は子供の数を増やしてい
くためにも、大切だと思います。

1412 子ども

納税率で、補助金をカットするのはとても簡単なのだと思いますが、高額納税しているということ
はそれだけ市に貢献していることになります。その他の無駄使いをやめてないのにこういうわかり
やすいところで、（お金があるからガマンしてという）のはおかしいと思います。公平に補助金を出
している今の形はとてもよいことだと感心していたのにとても残念に思いました。（我家はDランク
ではありません）

1413 子ども

補助金変更案に強く反対します。子育てにおいて、何かとお金がかかる現在、補助金が支給され
て少しは各家庭で助かっているのに、それが所得の多いDランクは、０円とする見直し案は、納得
できません。所得が多い分、税金も多く納めているのです。本当に何が「子育てしやすい街・箕
面」でしょうか？全国を見れば、もっとサポートされ、子育てしやすい街があります。

1414 子ども
来年度、２人目を幼稚園（同じ）に入れてあげようと思っていますので、補助金は、変更してほしく
ないと願っています。補助金のおかげで助かっています。

1415 子ども

所得によって子供に格差をつけるとは・・・・市の財政が悪いからと言い教育にかかってくる補助金
をいともかんたんに切り捨てるとは、小さい子供をもつ市長がする事とは、とうてい考えられない
事です。とれる所から税金はたくさんとるのになぜ市民に必要なお金は出さないのか？私は声を
大にして市長に言いたいです。

1416 子ども

教育、福祉の内容の充実は、当該自治体は勿論のこと、地域住民にとっても最重要な案件であ
る。「住みよい街・箕面」を首長が主張するならば、本件補助金の制度内容を変更するべきではな
い。また、所得格差によって「Dランク」対象者への支給額を\０とする施策は、平等主義に反する
ものであり、決して認めることはできない。

1417 子ども
大変困ります。子育てに優しい箕面という事で居住を決めているのに、市の対応がこの様では、
憤りを感じます。

1418 子ども どこも財政難と思いますが、教育と福祉は最優先して下さるように切望します。

1419 子ども

乳幼児医療制度の年令枠が引き上げられ安心した矢先にこの変更は正直とまどいを感じます。
確かに医療面は大切ですし、安心できますが、この補助金とは違って病気やけがになってはじめ
て補助が受けられるもの、幼稚園児をもつ家庭にとっては、確実に援助してもらえる”私立幼稚園
児保護者補助金”はなくては困るものです。公立幼稚園は２年保育のみですし、いろんな事情で３
年保育の私立に通わせるのが現状です。少しでも教育費の足しに是非この制度は現行のまま続
けて頂きたいと思います。住みやすい箕面市にして下さい。
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1420 子ども
市側の財政が厳しいのは分かりますが、補助金すべてカットというのはこちらも非常に苦しいで
す。正直、公立転入も視野に入ってしまいますが、子どもの負担になるので、できれば卒園までい
させてあげ、下の子にも同じ園に入れさせてあげたいです。

1421 子ども
急に０円にするのはおかしいと思います。補助金があるから私立に入れた人もいると思います。
子育てしやすい町ではなくなると思います。

1422 子ども

「日本一子育てしやすい街・箕面」を公約として当選された我が箕面市長が、当該補助金の変更、
特に所得制限をかけて補助金を減額もしくは￥０にするということは、明らかな公約違反であり、
「子育てしやすい街」づくりに相反するものであると言え、到底認めることはできない。我々は高額
の市民税等を納税しており、従前からの当該補助金制度は、大変有りがたいものである。それ故
に当該補助金制度の存続を強く求めるものであり、倉田市長、市議会議員各位の英断を期待し
たい。

1423 子ども

今から子育てでお金がいっぱいかかる時に補助金が全てカット（１２万円→０円）になるとはとても
ショックです。補助金も含めて幼稚園を私立へと子ども２人通園させているので、とてもこまってい
ます。何とか再検討していただき、他にある本当に不必要なものに税金をつかわれていないか考
え直して下さい。とてもひどい話しです。

1424 子ども
来年度、２人目を幼稚園（同じ）に入れてあげようと思っていますので、補助金は、変更してほしく
ないと願っています。補助金のおかげで助かっています。

1425 子ども
少子化が進む中で、より子育てをしやすい社会的経済的環境を整えるべきとの世論が支配的で
す。その中にあって全くその流れと逆行する様な今回の補助金制度の見直しは絶対に受け入れ
難いと考えます。

1426 子ども
いらないむだな税金のむだづかいはして、幼稚園児保護者補助金をへらすのはおかしいと思いま
す。

1427 子ども
近年の不況の時代に子育てするのは大変です。母親が働きたくても、就職先が見つからず、苦し
い思いをしている人はたくさんいます。「子育てにやさしい箕面市」を目指して頂けると親としてはう
れしいです。補助金は絶対に必要ですので、今後も続けていくことを希望します。

1428 子ども

あまり詳しい内容はわかりませんが、困っている方や家族の人数が多い方に多く支給されるのは
良いと思いますが、同じように幼稚園に通わせていて申告された年収であまりに差が出るのはど
うかと考えます。（中には申告額のみ少ない方もいらっしゃいます）。皆いちりつに支給した上で
困った方は上乗せする形の方が納得できます。（生活保護や母子家庭など）。まったく￥０になる
のはおかしいし残念です。

1429 子ども
少子化になってきた理由の一つに、子供にかかる費用もあり、少子化が進んでいる様に思いま
す。もっと育てやすい環境をつくっていかないと、どんどん子供がへるように思います。

1430 子ども

年中になって初めて補助金を頂ける様になり、とても嬉しいです。子供がピアノを習っているので
すが、家にピアノがなく、練習が出来なくて困っていたところ補助金が頂けたのでそれでキーボー
ドを買う事が出来ました。年長では新たに習い事をさせようと思っています。補助金を廃止にしな
いで下さい。子育て、教育にはとてもお金がかかります！！

1431 子ども
子育てしやすさＮｏ．１を目指す街なら、是非、育児にかかわることをカットするのはやめて下さ
い。せめて減額、または区分の基準を上げるなどにして頂けると助かります。Ｄランクが０円にな
ると次はＣ２→Ｃ１→Ｂと順番にけずられる心配があります。大変困ります！
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1432 子ども
絶対に反対です！！！あってはならない事だと思います。子育てしやすい街！日本一の街！をこ
わさないで下さい。よろしくお願いします。

1433 子ども
補助金をＤランクを０円とするのは厳しすぎる事だと思います。今までと同様の補助金をどうかよ
ろしくお願い致します。補助金を減らしていくことにより、更なる子供の数の減少にもつながってい
くと思いますので変更はどうかやめて下さい。

1434 子ども
箕面市は他市に比べＤランクの補助金が充実していると思われ、「￥１２０，０００→￥０」になって
しまうのは、厳しいですが減額するのは妥当だと思います。

1435 子ども
上の子供の時もＤランクで補助金をいただき、大変助かっていました。補助がなくなってしまうと、
いままで続けていた習い事なども、考え直す必要も出てきます。どうか、現行のままでよろしくお
願いしたいです。

1436 子ども
箕面市に住み、一園児の親として、同じように税金を納めているのに、税金が、公立幼稚園に通
う子供達に大きく還元され、私立に通う子供達にはわずかな還元へと更に、進めていくという事
は、「子育てしやすいまち」をつくっていく方向にあるのか疑問に思います。

1437 子ども

年収６００万弱の家庭です。それなりに必要十分な額かと思いますが、家のローン、車のローンが
あるゆえにぜいたくさを成すことはできません。他にもいろいろ出費があります。両親の介護によ
り、妻は仕事もできません。要するに中途半端な額です。６００万は、並大抵な生活しかないので
す。この補助金はぜったいに無くしてほしくありません。箕面のとりえはこれが１番です。しょーもな
い市にしないで下さい。

1438 子ども

子供の教育の為の補助金をなぜ￥０にするのか、なぜ、そこに手をつけるのか疑問です。もっと
他の所で、やりくりできないのか。それに￥０にするということ自体が極端過ぎます。箕面市民で
はありませんが、箕面は土地柄もよく子を持つ親としては、子育てにも理解と思いやりのある市だ
と思っていたので、ショックでした。補助金を変更するなら、市民税などの減税などで、帳尻をあわ
せるとか考えてほしいです。￥０になるという案が納得できない！高い市民税を払っているの
に！！

1439 子ども

私は池田市なので、今回対象ではありませんが、所得のランクでは「Ｄランクに当たります。正
直、この補助金は魅力的でした。入園の説明会でたくさん税金を払っているから、この金額になっ
たと聞き、その通りだと思いました。たくさんの税金を子供達の為に使ってもらっているのであれば
納得ができますが「Ｄランクの補助金だけなくなるなんて、きちんと納得できる説明をして頂かない
と、同じ親として不公平だと思います。

1440 子ども 絶対に反対です。教育関係ではなく、他を見直すべきではないでしょうか。

1441 子ども
子供をたくさん産んで欲しいとか子供の事を考える町にするとか・・・・しかし補助金を減らしたり無
くす事は困ります。十分な子育てが出来ません。

1442 子ども
小学校や中学校と異なり、公立の幼稚園に通わせる環境が整っていない。家の場合、最も近く安
心できる幼稚園として私立しか選択肢がなかった。小学校以上の「私立」と同様に扱うのは無理
があり、幼稚園の補助金の継続を切に願います。

1443 子ども

私は豊中市在住ですが、箕面市の手厚い子育て支援をうらやましく思っていました。箕面市に住
んでいたら、迷うことなく３人目を出産するだろうな・・・・とずっと思っていました。箕面市までが、豊
中市と同じように子育て支援策を減らしていくのは、残念でなりません。どうぞ、これからの日本を
作る子供たちのために、また、一人でも多く将来をになう人材を育てるために、補助金制度を維持
して下さい。
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1444 子ども

共稼ぎでＤランクになっている世帯もあるのです。就園奨励費も補助金が無くなっているうえに保
護者補助金まで無くすことに理解出来ません。反対です。少子化対策という唱い文句は飾りだけ
ですか？子供を安心して育てられる市でないのであれば転居することも考慮に入れざるを得ませ
ん。他に削減出来る部分はあるのではないでしょうか？箕面市の職員の給与は全国比かなり高
い水準と伺っていますが・・・。

1445 子ども この補助金制度の変更は大変困ります！

1446 子ども
現在の箕面市のＤランク補助金は他市のＤランクに比べると、充実しており、急に￥０になってし
まうのは厳しいですが、減額されるのは妥当なのではと思います。その分を他の事に使ってもら
いたいです。

1447 子ども

私達家族はもともと箕面市に住んでいたのではなく、よそから引っ越してきました。箕面に引っ越
すと、友達などに話すと、「箕面はよい所よ！！子育てもしやすいしね」という話をよくききました。
家を探している同じ年代の友達に箕面は私立幼稚園児保護者補助金の制度があり、たくさんの
補助金がでると話すと、私も箕面に引っ越そうかなぁと言う人もたくさんいます。不景気でいろいろ
大変なのだと思うのですが、もう一度考えなおしていただけるとありがたいです。

1448 子ども

倉田市長は、平成２０年所信表明において、また平成２１年市政方針演説において、「『子育てし
やすさ日本一』、箕面に必死で呼び込む努力、子供が多く学び、吸収し、その可能性を広げていく
就学環境の整備に力を入れたい。自治体間競争に勝ち抜き、『子育てするなら箕面』と呼ばれる
ような、子育て環境の整備と教育の充実を進めていく必要があります。」と言われているが、今回
の補助制度の削減は、それに反するものである。日本一となるためには、既存の制度にプラスし
て、新しい制度を重ねていくものである。箕面森町では官民一体となった保育所・幼稚園一体化
施設をつくる、未来基金等の施策は新しさを持って受け止められるかもしれないが、今回の幼稚
園への補助金制度を削減することは、親の負担感を高めるためであり、子育てをしにくくすること
につながるものである。昨今の経済情勢により所得が減少していくなかで、補助を削減すること
は、負担感を高め、箕面市が子育てしやすさ日本一を目指すものではない。この補助金制度の考
え方が理にかなっていないのであれば、市民は承服すべきことであるが、この制度を変更しなくて
はならない理由が不明確である。（また、変更するその考え方、基準は、全ての補助金に適用で
きる考え方、理念であるのか。明確にすべきである。）また、この補助金制度の見直しにより削減
される歳出を何にあてられるのか。それとも予算削減の中で、考えられたのであれば、他の分野
（福祉バス等）ですべきことがあるのではないか。全てに応えられない歳入状況であることは理解
できるが、だがらこそ方針によりメリハリをつけるべきではないか。削減の考え方がそれぞれの課
単位で考え、でてきたのであれば、市長は不要であり、方針にのっとったリーダーシップにより予
算編成をすべきである。箕面市の教育水準、教育力を落とさないためにも、既存制度の維持なら
びに新規取り組みを行っていくことが今後の箕面市のために重要である。（箕面市民のもつ力、
箕面市の魅力・評判をつくっていくことになる）

1449 子ども
変更を知り、本当に驚いています。この箕面市は子育てしやすい街という事もあり、引っ越してき
ました。これは絶対にあってはいけない変更だと思います！！！反対です！！！

1450 子ども 補助金はとてもありがたいので、今まで通り変更してほしくないです。

1451 子ども

箕面市は、子育てしやすい街に変わるということで、期待していましたが、がっかりです。きちんと
税金を払い義務を果たしているのに、同じ子供を持つもので、どうして同じ権利を持っていられな
いのでしょうか！！年収があがったからといって、生活が楽になるわけではありません。その分子
供達も大きくなり、それなりに支出が増えているのです。我が家では、年に１２万円の補助金は、
とても有難いものです。

1452 子ども
高齢化の進行に身を任せるのか、払うのか。箕面市の姿勢を、我々子育て世代は見ている。子
育てしやすい箕面として、いきなりの補助金０はいかがなものか。負担が増えれば、市からの転
出も早まる。
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1453 子ども
補助金はとても助かっています。子育てしやすい街・箕面を目指しているのに、逆行していると思
います。是非このすばらしい制度を続けてほしいです。

1454 子ども

ランクＤの補助金廃止には反対です。ランクＤを廃止する前に、ランク分けを、細かくし、全体的に
補助金をけずるべき。また、私立を選択しなければならないのは、公立の幼稚園、保育所が少な
いからで、私立のみに負担させるべきでない。共働きで、公立の幼稚園は２年保育であり、保育
所は、いつ入れるかわからない。この状況で私立幼稚園は延長保育は充実し、３年も預かって頂
けるのだから、こちらを選択しなければならない理由も考慮すべき。ランクＤの所得だからといっ
て、決してぜいたくをしているわけでもなく、生活は苦しいのだから。財政難で将来ある子供達の
教育に係るこの補助金を廃止するなら、もっと人件費を削減すべき。市役所の喫煙所で、いつま
でもしゃべっている市の人達を見ると、あの人件費でこの補助金は出るはず。

1455 子ども

ひどい話しだと思います！！私は箕面市民でありませんが、箕面は子育てに理解があり、子供達
を金銭面でも安心して幼稚園に行かせられると思っていただけに、いきなり０円にするというのも
やりすぎではないですか。税金はたくさん支払っているのにそれでは納得できないし、子育てもし
にくいです。０円にするなら、大幅な税金減税を！どこかで帳尻を合わせてもらわないと本当に納
得できません！子供の事に手をつけるのではなく、他にももっと減らすところがあるのでは？手を
つける所が間違っていると思います。いきなり０円という極端な発想はどこから？これでは安心し
て、子育てもできないし、不安です。箕面に住めたらいいなと思っていたのにショックです。

1456 子ども

現在１００年に一度と言われる経済危機をむかえ、国主導で財政出動を行い、子育て支援も重要
な項目として、取り上げられている最中、市が検討中の保護者補助金制度の改訂は経済対策効
果を打ち消す愚策としか言えません。高額所得者は収入に応じた高額の税金をこれまで納めて
おりますが、中には現在の危機的経済環境から前年度には異なる収入実態におかれている方々
も少なからず、そうした時期に国や県、市町村が従来から行っていた補助を打ち切るという発想
が理解出来ません。ただでさえ、出生率が２．０を大幅に唐突に下回っている日本で育児支援を
手厚くするどころか、その逆に進む政策を検討する市長に市政を遂行する資格はないものと思量
します。

1457 子ども

昨年、箕面を転届した後で補助金の事を知りましたが、「なんて子育て家族に優しいんだろう！」
と感心し、今年から支給されるのを楽しみにしていました。なのに、このご時世にさからうように補
助金をなくしたり減らしたりするなんて、ビックリですし市の考えが理解出来ません。医療費を手厚
くしたという言い分があるかもしれませんが、病院に行く行かないは個人差も大きく、少なくとも我
が家にとっては、等しく市民全員に支給される（額の違いはあれど）補助金の方がよほどありがた
いです。存続を強く望みます。

1458 子ども

以前に比べ市民税も大幅に高くなり、、また子供が成長するにつれ出費も加算されている中で、
所得制限がかけられ、保護して頂きたい時に保護して頂けないのはとても苦しいです。せめてもう
すこし所得制限の金額をあげるか、いきなり０円でなく少しでもよいので補助金を受け取れる形に
して欲しいです。この所得制限ぎりぎりでの人は税だけをたかくとてもやりばのない思いがします。
お願い致します

1459 子ども

所得が多いというのと、子供に充分な教育を提供できる、というのは違うと思います。納税額が多
い人も平等に補助金や助成金を受けられる箕面の素晴らしい形態を崩してしまうということは、箕
面市の誇りをも崩壊させることになると思います。少し高めの税金を我慢して箕面を敬愛して住ん
でいる人達の町離れにさえつながりかねないと思います。、箕面市の伝統を崩して、他市町村と
同じスタイルに変更するということはマイナスになってもプラスになることは絶対にないと思いま
す。そうすることで少しの予算は増えるかもしれませんが、住民の信頼は激減するでしょう。信頼
はお金に変えられないものです。少しの予算増のために多くの信頼を失うべきではないと思いま
す。箕面市独特の「売り」を大切にして欲しいと願っています。
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1460 子ども

補助金の廃止により公立幼稚園との保育料に大幅な差が出来るのはどうかと思います。廃止す
るのであれば公立幼稚園の定員増や園の数を増やす、または私立幼稚園に保育を委託するとい
う形をとって園へ補助金を出し、保育料を公立園のものに近づけるなどの対策をした上での実施
にすれば良いと考えます。財政対策の為に一方的廃止と言っても受け入れられる保護者はいな
いのでは？

1461 子ども

箕面市内には公立幼稚園が少なく、希望するしないに関わらず、私立幼稚園に通わざるを得ない
人もたくさんいます。保護者への補助金が制限されてしまうと通いたくても通えない人も出てきま
す。少子化が深刻化する中、学校や幼稚園といった子供に関する公費の削減はますます少子化
を招くだけだと思います。「箕面市は子育てしやすい」と聞いて引っ越してきましたが「子育てしや
すさ」を感じた事はありません。

1462 子ども

乳幼児医療の対象年齢が延長されるというえさで親を釣る一方でより多くの市民税を支払って箕
面市に貢献しているにもかかわらず、上位納税者層に対する還元がなくなるのは納得できませ
ん。子育てに強い箕面市を目指すという自負があるならば、補助金制度の変更は不要です。私達
は今回の措置に強く反対します。

1463 子ども
不況のさなか、補助金がなくなるのは、先が見えないこの時代には、安心して子育て出来るどこ
ろか不安しかありません。私立幼稚園には延長保育があり、母親も働きやすい環境だと思います
し、所得に関係なく今、変えられるのは本当に困ります。

1464 子ども

親の私達が幼稚園の生活が初めてで、補助金の仕組みも詳しくは分かりませんが、お便りを読み
思ったのは、ある一定金額より上の高額所得の人がいきなり￥１０，０００から￥０になるというの
はいかがなものかと思いました。その所得の人達の中でも細かくランクをつけていただき、多少な
り補助金があると現市長さんの公約に沿うのではないかと思います。

1465 子ども
私立幼稚園に子供を入園させた理由の一つは補助金があったからです。子育てにはとてもお金
がかかるので、この制度は絶対に変更しないでほしいと思います。

1466 子ども

今、年少さんとして幼稚園に通わせていただいておりますが、もし、制度が変わるとなれば、転園
も考えなくてはなりません。安心して通わせることができませんし、選択肢が公立のみとなり、自
由に園選びすらできなくなってしまいます。大変困ります。どうか制度は変えないでいただきたいと
思います。

1467 子ども
全家庭を公平にというのは難しい事だとは思いますが、これからの先の事を考えるとやはり補助
金の変更は望ましくないと考えますので、これからも継続して頂けます様、よろしくお願い致しま
す。

1468 子ども 子供を幼稚園に通わすためにも変更しないで下さい。

1469 子ども

市の今度の試案には大反対します。「子育てしやすい街～箕面」という市長の公約をくつがえすも
のであり、私立幼稚園に通わせる親として大変貴重な補助金です。又、現制度があるから私立を
選択した家庭もあるはずで、少なくとも現制度下での在園児又入園予定児に対しては、卒園する
まで制度を適用するのが筋だと思います。

1470 子ども
子どもを育てるには、実際お金がかかります。この補助金がいただける事によって助かる事が
多々あります。この補助金制度の継続を心より希望致します。
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