
箕面市では、「子育てしやすさ日本一」をめざし、子育て支援策に力を注いでいます。
“子育てしやすさ”とは何か？を考えた時、一つの答えはなく、それぞれの家庭のニーズに寄り添う選択肢を

提供することが重要だと受けとめています。
しかし現在は、多様な家庭のニーズに応えられるだけのきめ細かな選択肢は十分に提供できていません。

課題 多様な家庭環境に対応する選択肢が少ない

子どもが小さいうちは、
できるだけ一緒にすごしたい！でも・・・

孤立した家庭内での育児に限界を感じる

年度の途中から働きたくても預けられない

短時間のパートでも、幼稚園の夏休みが困る

現在の受け皿は、保育所がほとんど

そ
の
結
果
・
・
・

保育所待機児童の急増

市の財政負担の増大

「保育所しかないから」と、保育所の入所要件に合わせて
働きに出るなどして、保育所に子どもを預けている
保護者も多くいるのが現状です。

昨年度、待機児童が急増し、今年度はさらに１．５倍に増えまし
た。

市は「待機児童ゼロプラン」を策定し、保育所の増設などを決め
ましたが、保育所を増設するだけでは、多様なニーズに十分に
応えることはできません。私立幼稚園は３歳から預けられるけど費用が高い

保育所は、市の財政負担（税金による負担）が大きく、増え続け
る待機児童に合わせて保育所を増設していくと、10年後には、
保育所と幼稚園に投じる税金が年間20億円を超える見込みです。

箕面市では、平成２３年度に保育所２園を新設するなど、待機児童解消を進めています。
しかし、このまま保育所を増やし続けても、多様なニーズには応えられません。

保育所以外の

子育ての選択肢を大幅に拡充します
0歳0歳 1歳1歳 2歳2歳 3歳3歳 4歳4歳 5歳5歳

幼稚園をもっと充実

１．子育て支援センターを８か所へ

２．一時保育施設を７か所へ

３．園庭開放をさらに充実

１．私立幼稚園の費用負担を軽く

２．保育所並みの長時間保育へ

３．幼稚園のクラス再編・定員増をめざす

子育て支援センターや一時保育などの支援は、就学前まで利用でき
ますので、幼稚園から帰ってからも育児サポートを受けていただけます。

現在２か所ある子育て支援センターを中学校区に１つ、計８か所
に設置をめざしています。気軽にでかけて育児の不安を解消。

一時保育を実施している施設を現在の３か所から７か所に増やし
ます。短期バイトや慶弔ごとなど、ちょっと困ったときに便利です。

現在も保育所や幼稚園で実施している園庭開放の時間や曜日を
拡大し、安全な遊び場で友達と一緒に遊べる機会を増やします。

家庭での子育てをもっと応援

「子育て応援幼稚園保護者補助金」を新設し、長時間保育を行う
幼稚園に通う園児の保護者の負担を軽くします。

保育所並みの長時間保育、長期休暇中の保育、支援教育を実施す
る私立幼稚園に、市から補助金を出して支援します。

市では今、大阪府に「私立幼稚園の認可権限」の移譲を求めていま
す。実現したら、私立幼稚園のクラス再編・定員増を図ります。

効果
１

効果
１

効果
２

効果
２

各家庭のニーズに合わせた子育て支援

保育所への税支出を抑え、幅広い子育て施策の充実へ

「他にないから保育所へ」ではなく、ニーズに合わせて選べる子育て環境を。
家庭での育児を応援し、孤立や不安をなくして、子育てを楽しめる環境を。

税支出の低い私立幼稚園を活用することで、保育所の新設などによる経費の
増大を軽減し、その分のお金で幅広い子育て施策の充実へ。
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児童一人当たりの税支出額（年間）

平成32年度には、保育所と幼稚園にかけている税支出をトータルで
年間2～3億円圧縮可能。その財源を家庭での子育ての支援へ。

子育て支援の ～保育所だけじゃない、
子育ての選択肢を拡充します～

(案)

４．育休を取りやすい環境整備
家庭での子育てを進めるため、企業に対し、育児休暇を取り易い
環境整備に努めるよう働きかけます。
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支出のピーク
(H25)

ピーク総額
20.8億円

支出のピーク
(H25)

ピーク総額
22.0億円

現行制度 新制度

※北部地域を除く
※人口推計は現在の増加傾向を考慮

年間2～3億円程度の圧縮が可能
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今後の市の支出見込

10年後には

急増する
保育所ニーズ

背景には不況のほかにも・・・

私立幼稚園は保育時間が足りない、合わない
夏休みに子どもを預けられない
支援教育が受けられない

家庭での子育てに対する不安

解決のための施策を

集中的に展開

「子育てひろば」の実施

私立幼稚園

一時保育の充実

私立幼稚園の保護者に補助金

私立幼稚園の長時間保育に補助金

私立幼稚園の支援教育をサポート

保育所
保育所

「待機児童ゼロプラン」に基づき
着実に保育所を増やしていきます

H23 2園 定員150人増
H24 1園 定員60人増

市立保育所 △約1億8千万円

民間保育所 ＋約3億円

私立幼稚園 △約1千万円

市立幼稚園 ±0円

市立保育所 △約3億9千万円

民間保育所 ＋約2億2千万円

私立幼稚園 ＋約2億6千万円

市立幼稚園 △1億5千万円

さらに・・・

私立幼稚園の認可権限を得て
クラス再編などを実施

私立幼稚園の認可権限を得て
クラス再編などを実施



出張子育てひろばを始めます 一時保育施設を２カ所増やして５カ所にします

子育て応援幼稚園保護者補助金を新設します
長時間保育を行う私立幼稚園への補助金を拡大
します

NEW
!

支援教育を行う私立幼稚園に充実したサポートを行います NE
W!

１ ２

・ 現在、府内トップの私立幼稚園児保護者補助金を
さらに拡大。対象を３歳児に拡張し、４～５歳児に
は上乗せします。

・ 拡大する補助金の支給対象は、長時間保育を行う
私立幼稚園に通う園児の保護者で、これにより、
私立幼稚園の長時間保育の実施を促します。

・ 保育所並みの長時間保育を行う私立幼稚園に対し
て交付している補助金を拡大。これまで対象とな
らなかった園にも柔軟な要件で交付します。

３

・新たな補助金制度を創設し、支援教育のために
スタッフを増員する私立幼稚園に交付します。

・ 知識・技術面のサポートのため、市から経験豊富な
専門スタッフを派遣します。

４ ５NEW
!

・市内８カ所の子育て支援センター整備に向けて、
子育て支援ボランティア育成と全１４小学校区での

「出張子育てひろば」を実施します。

・家庭での子育ての「ちょっと困ったとき」をサポート。
平成２３年度に新規オープンする保育所２園で一時
保育を実施し、現在の３カ所から５カ所に増設します。

子育てサポート情報をお届けします６

子育て支援センターのスタッフが、メールマガジン
を発行。子どもの年齢に合わせたきめ細やかな情報
を提供します。

ほかにも、赤ちゃんの駅マップの配布や各種パンフ
レットなどで情報発信を強化します。



子育て応援幼稚園保護者補助金を新設します 予算概算額：約６０百万円子育て応援幼稚園保護者補助金を新設します 予算概算額：約６０百万円１

現在、箕面市は、府内トップの
私立幼稚園児保護者補助金を
出しています。

5万円

10万円

0円

１位 箕面市：9万7千円

２位 河内長野市 ： 7万3千円

３位 摂津市 ： 5万9千円

大阪府内における私立幼稚園保育料
の軽減策（園児1人あたり）

13万2千円に増額

長時間保育を行う私立幼稚園に通う園児の
保護者に対して、新たな補助金を上乗せします。

補助額は、私立幼稚園と公立幼稚園の保護者
負担がほぼ同額となるように設定します。

２位の河内長野市を２倍近く引き離します

府内平均：2万7千円

現在

幼稚園をもっと充実メニュー

※軽減策のない市町村もある

6

422 19 19
11

5

6
12

12
0円

10万円

20万円

30万円

A B1 B2 C1 C2 D

6

5 11 1622 19 19
11

50円

10万円

20万円

30万円

A B1 B2 C1 C2 D

22 19 19
11

5

6
12

12
0円

10万円

20万円

30万円

A B1 B2 C1 C2 D

現行の保護者補助金
（市が独自で交付）

生活 市民税 市民税
保護 非課税 所得割

非課税

所得割 所得割 所得割
34,500円 183千円 183千円
以下 以下 を超える

私立幼稚園の
所得階層

子育て応援幼稚園保護者補助金
（市が新たに

上乗せ）

子育て応援幼稚園保護者補助金
（市が新たに

上乗せ）

生活 市民税 市民税
保護 非課税 所得割

非課税

所得割 所得割 所得割
34,500円 183千円 183千円
以下 以下 を超える

私立幼稚園の
所得階層

就園奨励費（国の制度）
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３歳児

４～５歳児

（4～5歳児対象）

拡充

拡充

平成24年度以降

現行の市の保護者補助金は、

段階的に子育て応援幼稚園保護者

補助金に組み替え、3年かけて移行

→ 子育て応援幼稚園

保護者補助金を

３年かけて増額します

4～5歳児の保護者に対する補助金の推移
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私立幼稚園（長時間保育を利用）

(児童1人あたり年額)

(児童1人あたり年額)

軽減
保育所

私立幼稚園（長時間保育を利用）

保育所

幼稚園の負担がぐっと軽く

20万円

40万円

20万円
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現 新

保育所の
所得階層

保育所の
所得階層



支援教育を行う私立幼稚園に充実したサポートを行います 予算概算額：約１９百万円支援教育を行う私立幼稚園に充実したサポートを行います 予算概算額：約１９百万円３

幼稚園をもっと充実メニュー

長時間保育を行う私立幼稚園への補助金を拡大します 予算概算額：約２１百万円長時間保育を行う私立幼稚園への補助金を拡大します 予算概算額：約２１百万円２

幼稚園をもっと充実メニュー

現行の補助制度
0～2歳の乳児保育と長時間保育を

実施している市内の私立幼稚園に
対し、1園あたり約600万円を補助

現在の補助対象：2園

私
立
幼
稚
園
の

保
育
時
間

通常保育
9:00 14:00

預かり保育

17:30

19:00

長時間保育

通常の場合

延長保育通常保育

7:30 19:00（参考）

保育所

18:30

通常保育

9:00 14:00

預かり保育

17:307:30

※長期休暇中も同様の保育を実施

補助金により、
長時間保育の
実施を促します

新しい補助制度

長時間保育を行う私立幼稚園に柔軟に補助金を支給し、対象園を拡大します。

最大パターン（保育所並み） 平日・長時間パターン 平日・短時間パターン

土曜保育 ： あり
保育時間 ： 7:30～19:00

土曜保育 ： なし
保育時間 ： 8:00～18:00

土曜保育 ： なし
保育時間 ： 9:30～17:30

1園あたり 600万円 対象園児10人で 130万円 1園あたり 30万円

早朝
保育

延長
保育

支援教育とは

発達の遅れや障害のある子どもが集団活動に参加する
にあたって、必要な支援を行い、発達を促します。

保育所や公立幼稚園では、
職員を加配（支援教育のために職員を増員）して
支援教育を行っています

①箕面市内の私立幼稚園は、加配制度を導入していま

せん。

②大阪府の補助制度はありますが、補助額が小さい

（年間約40万円）こともあり、 活用できていません。

私立幼稚園の支援教育の現状 支援教育に取り組むにあたっての課題

① 加配職員確保のための財源

支援教育補助金 専門スタッフの派遣

加配職員１人あたり
280万円／年を補助

（民間保育所への補助と同額）

市の臨床心理士、保育士の派遣

（経験豊富なあいあい園のスタッフによる指導で
私立幼稚園の職員にノウハウを伝える）

支援教育を行う私立幼稚園を、ふたつのアプローチで支援します。

② 障害や支援教育についての知識と

技術の習得

拡大 拡大

※ すべてのパターンで、夏休みなどの長期休暇中の保育を実施します。



西部子育て支援センター
（おひさまルームみのお）

中央子育て支援センター
（おひさまルームかやの）

※サンプラザ内

※らいとぴあ２１内

【計画中】
豊川支所
キッズセンター

センター型は、すでに２つ（西部・中部）が整備済み、
もう１つの東部は、「豊川支所キッズセンター」を計画中です

出張子育てひろばを始めます 予算概算額：約２百万円出張子育てひろばを始めます 予算概算額：約２百万円４

家庭での子育てをもっと応援メニュー

一時保育施設を２か所増やします 予算概算額：約２０百万円一時保育施設を２か所増やします 予算概算額：約２０百万円５

箕面市では、中学校区に１つ、計８つの 設置をめざしています。

センター型の支援センター：３つ
ひろば型の支援センター：５つ

子育て支援ボランティア養成講座 出張子育てひろば

・必修研修

子育て支援ボランティアに必要な基礎知識を
身につけていただけます

・全１４小学校区で「出張ひろば」

・毎週１回、どこかの小学校区で「出張ひろば」を
開催。自由な遊び場の提供や、親同士のコミュニ
ケーション、子育て相談などの場を提供します

・今後の事業展開に向けて、利用する親子の声を
聞き、よりよい子育て支援につなげます

「ひろば型」の開設に向けて、準備をスタートします。

・応用研修

相談業務にも対応できるスキルアップ講座です

・受講の支援

外部機関の研修を受けるときにも、市が受講費を
支援します

・ボランティアと連携

養成講座を修了したボランティアと連携して運営、
経験豊富な人材を育てます

小野原
学園

みのり
保育園

瀬川
保育園

(仮)外院
保育園

みすず学園
森町保育園

・慶弔ごと、子ども連れではなにかと大変・・・
・今月ピンチ！短期バイトに行きたいけど、子どもを預けられない・・・
・ 近子どもにイライラしてしまう。ちょっとだけ息抜きして、

子どもとちゃんと向き合いたい・・・

一時的に子どもを預かる施設を５か所に増やします

実施保育所５か所に補助金を支給
平成２３年度に新規オープンする保育所

家庭での子育てをもっと応援メニュー

子育てサポート情報をお届けします 予算概算額：約１百万円子育てサポート情報をお届けします 予算概算額：約１百万円６

子育てサポート情報で、もっと便利メニュー

子育て支援センターのスタッフがメールマガジンで、子どもの年齢別に子育て情報を発信。
いま必要な情報が手元に届きます。

これからどんどん増える、「赤ちゃんの駅」。子ども連れで
気軽にお出かけできるよう、持ち歩けるマップを配布します。

そのほか、各種パンフレットも充実。わかりやすく情報を
お伝えします。
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