
【就学前児童のの保護者の方へ】
問36　公立保育園の民営化に賛成ですか。
　　現在、山県市には公立の保育園が８つあります（私立はありません）。市では財政削減などの点から保育園の民営
化を検討している所ですが、皆さまの意見を参考にさせて頂ければと考えております。

よくわからない（説明してほしい）

あんまりよくわからないので、時間を見つけて調べたいです。
いいにしろ、悪いにしろよくわかりません
民営化になると何が変わるのかが分からないのでなんとも言えない。メリット、ﾃﾞﾒﾘｯﾄを示してほしい。25
今の現状（民営化を検討中と、初めて知りましたので）では、答えることができません。財政削減のため以外にも、説明が
あればと思います。
今のままで充分だと思っていますが、民営化になって何がどのように変わって、どうなっていくのか、という説明がしっかり
私たちに伝えて頂けることを望みます。
現在通っている公立の保育園に大変満足しているため、民営化されることにより、どのような変化があるのかわからない
ので何とも言えません。
公立、私立の保育の内容の違いがはっきり分からないので、賛成とも反対ともいえない。民営化にするのなら事前に詳し
い内容を説明してほしい。

公立の保育園にしか通わせたことがないので、民営化になってなにが変わるのかわからないのでなんとも言えません。
財政削減のために民営化になることで職員や保育園自体の質が利益優先のため悪くなるのではないかという懸念があ
る。民営化になることで、保育園の方針等がどう変わるのか具体的な情報を教えて欲しい。
市立と私立の違いを詳しく教えてほしい。本当に保育料は同様ですか？財政削減は他の場所ではできないのか？財政
削減をいろいろ試した結果、どうしてもならわかるが、子供に負担、不安を与えることはさけてもらいたい。
私立になったとして、現在の保育料と同様で成り立つのか疑問です。値上げもされず、財政削減になるのであれば、賛
成ですが、その辺りが分からないので、賛成も反対もできません。
先生の質やサービス（？）行事内容が変わらないか心配。民営化されるとどう変わるのか分からないので比較できない。
ただ漠然と民営化はどうかと問われましても、それによってどのような影響があるのか。（メリット、デメリットの両方から見
て）そういった具体的な説明などを伺ってみないことにはどちらともお答えできないというところが正直な意見です。どちら
になったとしても通うお子さんやその親御さんにとってよりよい環境づくりが整って下さる事を切に願うという考えでおりま
す。
どう変わるのか具体的なことがわからない。検討しているなら、どう違うのかちゃんと記載するべき。民営化にすると、財政
削減以外にメリットはありますか？他には保育園以外に財政削減している所はあるのか？
どう変わるのか分からない。子供に負担がなければ良いと思う。
何がメリットなのか、デメリットか全くわからない。希望は今の育て方で行ってほしい。悪い事したら、どこかにとじこめると
かはやめてほしい。悪い言葉使いをしないように礼儀を教えてほしい。クラスが変わってしまったら、すごく変わってしまっ
た。礼儀を教えてもらえれば、どちらでもよい。
保育園の名称から幼稚園になるということでしょうか？民営化になるとどう変わるのかが不明なので何とも言えません。財
政削減という理由で民営化というのは納得できません。どのような点が変わるのか、比較表などが見たいです。

保育料が同じという所はＯＫだが、民営化後のくわしい利点などをしっかり書いてもらえなければ判断のしようがない。

保育料だけでなく民営化に伴って運営の仕方（保育内容）も変わるのかどうかを知りたい
美山や伊自良地区など過疎が進む地域で、民営化にともない今までと同様もしくは向上するかどうか不安。民営化のビ
ジョンが明確ではない、というか全然周知がされていないので、考えられない。
民営化が増えている時代ですが、それによるメリット・デメリットが分からないため、何とも言えません。民営化することで、
今の保育園の環境と何が変わってくるのかを明確にしてもらいたいと思います。ただ、公立の保育園であるという安心感
は他の何にも変えられません。

民営化して運営している会社がもし倒産等した場合の対応はどうするのか？
民営化することによる各種問題は必ずあるので、責任の所存の顕在化は問われるところだし、保育のクオリティ向上をど
のように具体的に保護者や地域の人々にビジョンを示すことは時間を十分にかけなければならないと思います。

財政削減、でも山県市は子供の数（人口）も減っています。保育園の合併ももっと進むと思います。（保育園が多い）　高
富、富岡、伊自良ぐらい保育園があれば子供が全て入れるぐらいに１０年後はなってると思う。民営化の前にもっとまとめ
てコンパクトにすればいいと思う。

民営化になる事により利点がわからないので何とも言えない現状です。もちろん利点と言うのは財源削減等ではなく、施
設を使用する上でのです。今より質が落ちるのであれば「反対」ですし、現状維持もしくは向上するのであれば「賛成」で
す。民営化する事で何がどう変わるというのは何かに記載されていますでしょうか？そういう事こそ具体的案を記載しアン
ケートなどしていただけると大変ありがたいです。
利益重視になって手間がかかるが良い活動がなくなったり、ベテランの先生が少なくなるというようなことがあるのであれ
ば賛成できない。民営化によって保育料が安くなったり、独自のカラーがでるのであればいいと思うが、メリットとデメリット
がはっきりわからない。その説明もないのに民営化といわれてもピンとこない。
メリットがあるのであれば賛成ですが、そうでなければ反対です。例えば、保育の時間が延長、または休日、祝日につい
ても可能になるなどのメリットを希望します。

賛成
一生懸命働いている母親がいる一方で、親類などの会社の証明で保育園に預けている母親と一緒にしてほしくない。こ
ちらは、参観日やいろいろな行事で会社から休みをもらって来ている。もちろん、嫌味の一つや二つ言われても我慢して
いるのに、働いている母親の環境も考えず行事がはいる。本来の保育園とは働く人のためで、子育てを楽にしてもらうと
ころではないのです。だから、必要な人のための保育園ということで民営化に賛成です。
今と同等に働くことができれば特に問題ありません。料金もすえ置きなら、なお良しです。
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今の保育の内容や、働く保育士さんの待遇が低下しないのであれば民営化しても問題がないと思います。公立だから子
どもがのびのびできる部分がある所が大きいと感じます。私立だと勉強とか運動に特色がありますが、個人的には勉強よ
りも未就学児は遊びからたくさん学んで欲しいと思うと公立が適していると感じます。
いままでとかわらないか、良くなるのであれば民営化しても問題ないと思います
岐阜市などでは、子どもがまだ小さいうちから子育てに関してとても敏感であり、保育園、幼稚園などもとてもじっくり見学
しながら、子どもの今後を考えてえらんでいる。山県市はほぼ保育園でそこに入ってあたり前になっているが、民営化に
してそれぞれの保育園で特色をだしていくことで質がよく、また子育てに関して関心をもてる親をふやしていくべきだと思
う。
教育環境が良くなる気がします。個性ある保育園が出来て、子供が楽しめそうです。先生のやる気も変わってくるので
は？
教育内容が幼稚園のようにいろんな行事や学習があると良い。スポーツなどはやはり専門の知識のある先生にお願いし
たい。幼稚園を利用しているがスイミングも行ってもらえるので良い。保育料が基本的に一定で、追加で支払うようなシス
テムが良い。バスなども利用できれば良い。
競争原理が働くし、いろいろ良い面があると思う。
現在よりも環境が良くなるのであれば民営化でも良いと思う。
公立の方が安心はありますが、私立にする事で個性を出す事が出来るので、自分の考えにあった保育園を選ぶ事が出
来るのでは？と思うので。

個々の保育園の個性が出ればおもしろいと思う。
子どもの為にはいい環境にさらになると思う。
財政の問題から保育園の数が減るのは仕方がないと思う。民営化されても、公立と同様に子供の面倒を見てもらえれば
良いと思うし、民営化された私立なりのサービス等を受けることが出来ると考える。
質の低下が生じないか不安はある。ただ財政の面から考えると子供たちが成人した時、住みやすい町になっている事を
望むので、民営化は仕方ないと思います。
市の財政によって園内の充実に影響を与えるのであれば民営化にして内容を充実するのも一つの手段だと考える。た
だその内容、事業主等の内容把握を市が認識しておくことは大切だと感じる。
私立化で保育園ごとの個性、特性が出て今までと違うものになるかもしれない。選択肢が増えるのはいいことだと思う。
私立だとサービスがもっと良くなりそう。
私立になると先生たちのレベルＵＰにもつながるのかなと思います。
その方が個性がでると思う。
人数の減少などで保育園の合併などはいいと思います。民営化もいいとは思いますが、保育園に比べて延長保育をし
てもらえるのか？行事などが多いと仕事を休めないなど、不安な点もいくつかあります。
保育園が民営化になれば生活が少しでも楽になるように思っています。小さい子供がいる家庭なのでそうなるよう願って
います。
保育士の質が向上することが期待できる。より良い教育内容を求められる。
保育士の指導力、資質向上ができる。保育施設の整備を図ることができる。保育内容の充実を図ることができる。少人数
の保育の閉鎖による、施設管理費、人件費を削減することができる。
保育士や子どもに負担がないなら、民営化でもよいが不安はある
保育料が変わらないのであれば賛成です。民営化された方が多様な保育サービスを受けれるのではないかと思いま
す。
民営化が良いのか悪いのかよくわかりませんが、子育てに対して民営化するともっと幅広くできるのではという気がしま
す。子供達が体験できる事も、もっともっと増えてくるのでは。やはり行政の中では予算もあり、限られてくると思うので。
民営化して、責任の所在などがはっきりしていれば、公立にこだわる必要はないと感じる。今以上に、保育の質やサービ
スが向上するのであれば良いと思います。
民営化により、現在の保育園と比べて利用条件や環境が悪化しないのであれば、民営化されても問題ないのではない
かと思います。
民営化をしている所は増え、看護師がいる保育園などそれぞれにリミットが増えると思うから。
山県市の財政が良くなるなら民営化も特に変わりないサービスが受けられると思うから。それぞれの保育園の特徴が出
て、親が選べるのも利点かと。ただ、少子化の進んでいる所だと民営化しても利用者増が見込めないので、経営に参入
する希望者がないのでは。結果、閉園などになり遠方の園へ通わなければならなくなる地域も出てくるかも。

民営化によってそれぞれがもっと特徴を出して選べたら良いかなと思う。幼稚園のように、アピールポイントを持つように
なるのではないかと。
幼稚園なので。ねだん、内容が同じなら近くのとこにいける人がふえる。

反対
今、現在保育園への不満が特になく、先生方へのご指導にも感謝している為、組織がかわる事に戸惑いはあります。

（娘は幼稚園ですが）保育内容や環境に格差が生まれそう。
今の先生方にとても満足している。給食も豊富でありがたい。
今のままでいいと思います。
園の質が良くなるかもしれませんが、民営化にするとまだまだ不安な部分が多いように感じます。保護者のお金の面で
負担がかかったり、コストをけずってひとがたりなくなる場合や余裕やゆとりをもった園になるか不安です。どちらにして
も、安心して預けられる園であることを願います。
親の負担が増えます。子どもの発達に不安があった時、市役所の方を仲立ちにしてピッコロを紹介していただけました。
連携がなくなりそうなので、結果、子どもにも親にも負担になると思います。
岐阜市のような所は民営化した方が良いと思いますが、山県市は市が教育や福祉にとても力を入れていると感じますの
で、利用する立場からするとこのまま市の方で運営（経営）して頂けるということは安心感があると思います。余談ですが
上の子が通っていた岐阜市の私立保育園は大規模な園でしたが本当に素晴らしく（設備、先生、サービス、保育内容い
ずれも）、近隣の公立保育園よりずっと評判が良かったです。（雰囲気も）そのような形なら民営化も良いかなと思いま
す。
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教育は市の未来への投資と考えてほしい。子育てしにくい町には住みたくないと考える人もいるので、人口減少を防ぐた
めにも、財政削減は他の所でやっていただきたい。
金銭的な所の負担が増す
近隣市町村と比べて、比較的保育料が安く、その上、先生がキメ細やかに子どもたちとのことを気にかけて見守ってくれ
ていると感じている。金銭面での負担がかるく、なおかつ安心して信頼して預けられる現状が民営化の導入によってこわ
れてしまう気がするから。
現在の保育園の環境に満足しており、民営化により質が下がってしまうのではないかと不安に思うため
公立だからという安心感、保育料などが変更になり利用しにくくなるのでは？民営では利益も必要となるならば何かと不
便になるのでは？
公立だと他の保育園とそれほど差はないように思いますが、民営化となると幼稚園のようにちがいが出るのでは！？年
長さんなどの交流会などもどうなるのかなと思います。
子どもの数がへってきているので、保育園の数は少なくなってもかまいませんが、公立の保育園は残していただきたいと
思います。大切な子どもの命をあずける先ですので、安心してあずけられる保育園がない場合は本当に困ります。また、
大変な仕事をされている先生方の環境が不安定になるのもどうかと思います。
子どもの人数が少ない地域では、民営化された場合、むずかしいのでは。
子供は地域の宝ではないでしょうか？民営化にすることは、切り捨てる様なイメージを持ってしまいます。この様な時代
だからこそ、市でももっと積極的に保育園の経営にとり組んでいただきたいと思っています。公立の保育園でも保育料が
多少上がってもかまわないと思いますので、安心して子供をあずけられる様、皆様のさらなる努力を期待します。

このまま続けて欲しいです。
財政がきびしいのは理解できるが、子育ては大切。市（公立）として残してほしい。民営化すると、どうしてもコスト削減や
不必要なサービス？に、お金かけたり、子どもの教育にとってもデメリットが大きい気がする。今の保育園で満足してま
す。山県市は、とても子育てしやすい所だと思うので。

財政削減ということで、何でもかんでも民営化というのはどうかな？と思います。子供が毎日通う施設で、安心安全な場
所を提供して頂くのはもちろんですが、山県市の保育園が民営化になることで保育園の運営方法がそれぞれ保育園ご
とに変わってしまうのではないのかなと思います。もっと他に財政削減できるとこがあるのでは？と思いますが。保育園事
業の他に。

財政削減は他で行ってほしい。公立でなくなると、料金が上がった場合、子供が少なくなる
財政削減を考えるなら、保育園の民営化ではなく、もっと他に削減できることがあると思う。
財政削減を理由とする民営化は、実際に子どもと接する保育士の待遇が引き下げられるのにつながるのであれば反対
です。
財政難であっても未来をになう子供への投資として保育園は公立であってほしいと思います。我が家は幼稚園、保育園
ともに利用させて頂いていますが、それぞれの良さがあると思います。民営化よりも保育士さんたちの正規採用をもっと
増やしてほしいです。どの保育士さんも熱心なご指導をしてくださっています。
市が運営している安心感がある。何かあった時の対応。
質の低下、サービスの低下になるようなら反対です。民営化が財政削減につながるのならば、運営の中で人件費が大幅
にカットされる→職員のモチベーション低下→サービス（質）の低下になるのでは？と不安です。
市内の園合同の夏まつりや、粟まつりの鼓隊演奏、ちびっこフェスティバルや運動会、今年は市合併１０周年記念事業
のひとつとして、お相撲さんを招いての交流会など、子どもを連れて参加できる、子どもが色々と体験できる場が充実し
ていてとても満足しています。民営化になることで市内の園で格差がでてきたり、保育内容に特色がでてくると、いいよう
な悪いような、不安です。子どもの教育に関する面で財政削減をするのは反対です。
市の管轄で安心できる保育サービスを提供してほしい。
市の財政負担の軽減のために民営化するのは反対。（保育の質が下がる可能性があるため。保育士を減らしたりするこ
とになると、子どもへの影響や保育士への負担増が心配されるため）　民営化によるだん力的な運営（ｅｘ．教育活動や
体験活動の充実など）は、期待するところである。

所得が少ないため
職員、保育園自体の向上になってよいのではとも思いますが、財政面で、今までの質を保っていけるのか不安。（未満
児保育、早朝、夕方の保育児童が多いため、職員の方の負担が民営化になってくるとさらに大きくなるのではと思いま
す）
私立だと赤字経営になった時に廃園になってしまうのではないか。
そこを削減する必要はないと思う。子供を大切にして。
小さな保育園がなくなってしまう。近くに保育園がないと少子化が進むと思う。
特に年長になって思ったが、年長児の集いで他園の子と関わることができてよかった。一緒に鼓笛隊をやるなど交流が
できた。民営化になると地域によって色が出たり、学区以外の園に行く子が増えそう。今までのよい流れを保ってほしい。

場所により、園の質が均一でなくなりそうなので反対です。今は、市が運営しているので、なるべく近い保育園にあずけら
れるのでありがたいです。
保育園以外（の習い事）にかける費用の捻出が難しくなる。子どもがもう１人ほしいと思ったとしても、経済的な理由で断
念せざるを得ない。
保育園が民営化して内容や教育が良くなるだけならかまわないが、財政削減からの理由なら反対です。今でも高い教育
を受けるなら市外でも私立へ行かせている人は少なく無いハズ。只、もちろん高い教育は望むが現実として生活がなり
立たなくなるために保育園でと言う人のために、市や県が民営化した後も内容により国の補助金制度等を設ければ賛成
です。
保育園が民営化する事により、人口が多い地域に保育園が固まってしまい人口が少ない地区の方たちの利便性が悪く
なるのではないか？園によって偏りが出てしまうのではないか。長いキャリアの保育士さんが減ってしまうのではないかと
不安。子供と過ごす時間も大切にしたい為、現状の保育時間でも不満はない。
保育園が民営化になって、現在の保育園と何が変わるのかが具体的に全く分からない。今現在、子供は保育園に楽しく
通っているので、出来れば今の環境を変えてほしくはありません。
保育園により格差ができ、人気、不人気ができるから
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他地域で民営化されている所での話を聞くと、体育の先生がいたり、延長時間保育の時間で習いごとができたりする点
はとても良いと思うが、先生が若すぎて大事な発表会の時に園児がだらけていたり走りまわったり、受け入れ人数もオー
バーしている時があったり、きちんとしていただけているか不安。現在の先生たちは若手～ベテランまでいて安心してま
かせれる。
母子家庭なので、民営化になったらどうなってしまうのか不安だからです。
民営化されると、それぞれの保育園で、方針などの違いが出てきたり、給食や先生も偏りが出てくるような気がします。岐
阜市内の民営保育園に通う子供を持つ親さんの話からも、民営化に対する良いイメージがない。公立保育園だからこそ
安心して子供を預けている部分がある。
民営化したら、市の保育園全体での行事ができなくなるのは残念です。
民営化すると園によってお金をかけるところに差がでたり、保育料以外の金銭的負担がかかりそうで困ります。又、民営
化すると経営者が事業をやめてしまう可能性もあり、あまり賛成できません。
民営化にすると、利益の追求が優先される気がするから。
民営化になった場合、もし何かおきた時にしっかりと責任を持ってくれなかったりという事が起きそうだから。
民営化は、誰が責任をとるのか。ある程度、成長するまでは公立にて行ってもらいたい。財政削減は子供には関係がな
い事だと思う。また、保育園を休んでいても月々の支払い金額が日割にて返却されないこともおかしいと思う。

民営化はとても残念です。現在の市の保育園の方には、とてもお世話になり、親切な先生方や育児方針には満足して
います。市の財政削減であれば、できれば別の予算や山県市の箱もの施設の廃止をご検討頂きたいです。香り会館や
大きすぎる市役所や出張所は不要では？子供の為の子ども元気ハウスで汚職をおこすような自治体の改善のためにも
次世代への予算の継続を望みます。

やはり公立がいいと思います。０才児から６才児までと、大変な時期です。しっかりとルール化され、人員も十分確保され
ている現在の様な状況でいいと思います。クレームするにしても公立ならば市にできますが、民間となると直接には言い
にくいものです。

保育の質が下がるなら反対
保育の質が向上されるのであれば、財政削減のため民営化されるのは良いのではないかと思います。
保育の質が低下するなら反対　2
質が低下するなら反対（保育士の削減など）　保育時間後に希望者に習い事などさせてほしい。
民営化されてちゃんとみてもらえるのか心配。民営化されれば知育的に増えるのは有難いけど減ってただ遊ぶだけは困
るし。

どちらでもよい
運営は公私どちらでもかまいませんが、質の充実とニーズへの柔軟な対応をしていただけることを望みます。利用しやす
い施設ならば、どんどん利用させてもらえるだろうし、それにより就労できたりするかもしれませんし。財政とのかね合いも
あり難しいと思いますが、より良い施設にしていただけるよう、常に発展していっていただきたい。
営利目的にならず、子どものことを第一に考えて運営して頂けるならどちらでも良いです。
公立・私立でこだわりはありません。ただ子どもたちが楽しくすごせる園生活、先生、親とのかかわりが変わってしまうよう
な事がなければよいと思います。保育園と幼稚園の差があまりないようにはしていただけるとありがたいと思います。

子供が小さいのでまだよくわからない。民営化する事で多様化し、子供にあった園を選べる利点と、逆に一つの園に集
中して、他の園がなくなったり、資金不足で満足なサービスを受けられないという一般的な心配はあります。どちらにし
ろ、行政と連携して運営してほしいです。
所得に応じて保育料が変わるため、保育園を利用してないので、正直どうでもよい。
先生方が良い方であれば、私、公立関係はない。サービス的な考えで、良くなるのならば民営の方が良い面もある気も
する。
何人生まれても幼稚園に入れるつもりなので、どちらでもいい。
保育料が変わらないのならどちらでもよい。2
民営化しても、しなくても、利用する側としては保育園の「質」さえよければ、どちらでもいい。

利用料上がるなら反対
今より不便、利用料が上がるようなら反対です。今のままを維持していただきたいです。
今より保育料が高くなるのは反対。困る。通わせなくなる。今の保育料だから通うことができている。これ以上高くなったら
行けません。
保育園料金が高くなりそうです。
保育料があがるのは困る　2
保育料が上がらないならいいが、よくわからない。でも市のやり方は何十年と変わらないから他の事業所がやってくれて
いい方向になるなら賛成です。保育園によってかたよりが出たらいやです。すべての保育園が同じ業者ならいいけど。
はっきり言って市のやり方には何の期待もしていません。
保育料が高くなったり、保育時間が短くなるようであれば反対
保育料が安くなるなら賛成　3
私立になって親の負担が大きくなるのだけはいやです。
民営化になって今までのサービスが受けられなくなったり保育料が上るのは困ります。
民営化になって保育料の増額やサービス等の低下があると困る。サービスや教育等、向上につながれば良いと思う。

民営化になる事で今より保育料が高くなったり、冬休みや夏休みが幼稚園と同じで別料金で預かりＯＫとか、その場合の
弁当持ちとかになると大変になるので、ちょっと困るなぁと思います。また、民営化になる事で今よりも先生達の責任感が
強くなると思うのでその点ではいい事かと思います。
質がおちると困ります。今の保育園がとても気に入っているので、体制が変わってほしくないです。
利用料が高くなるので安心して子供をあずけられないと思う。
利用料金が同じなら賛成
利用料も今のままで、保育の質も今と変わらないので（向上するなら）あれば賛成。
料金の値上げが心配。

要望
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乾地区では合併が続いています。民営化されることにより、児童数の少ない所は、また閉鎖され、遠方へ通わなくなるの
ではないか。それによって、更に過疎化が進むのかとも思います。田舎は子育て環境にはよいというが、社会的サービス
は本当に受けづらい。
今と同じなら公立でも私立でもよいです。今も西武芸と乾、富波の園を富波小へ移建されます。園バスもない、徒歩でも
行けない場所に園がいってしまいます。車がなく内職している人、介護している人、財政削減は他でできないのでしょう
か。
金額は所得に関係なく一律にした方が公平である。アレルギーの子は、事故予防に弁当を持参した方が良いと思う。病
児保育を山県市内にも作って欲しい。
子供の将来性を考え、子育てをしていますが民営化すると保育料↑保育の質↓となりそうで心配です。高齢者医療等よ
り何より子供の教育に力を入れ「子育てをココでしたい！」と思える家族が市外県外からもたくさん移住したくなるような町
づくりを目指してもらいたいです。山県市に住んで「人が優しく接してくれる」事に驚きました。スーパーでも子供を抱っこ
しながら袋詰めしていると手伝ってくれる人がいたり、扉を開けてくれたり、散歩中にみかんをくれたり。「ソフト面」ではもう
充分子育てしやすい町なので、今度は施設（図書館が２４時間対応など）の「ハード面」を整えてもらえると、もっと子育て
しやすい町「子育てしたくなる町」になると思います。
それよりもバスでかよえるようにしてほしい
なぜ、財政削減→保育園の民営化となるのか。他に削減できる所はないのでしょうか？未来をになう子供たちへの投資
こそ大切だと思います。公立の良さがあると思います。民営化どころか、保育士さん達の正規採用を増やすべきだと思い
ます。
保育料が公立、私立とも同様になっても保育園を選びますが、保育料を上げることには反対です。財政削減を理由とす
るならもっと削減できるところから行っていただきたい。出産すると振興券１０万円分はとてもありがたいものですが、実際
なくてもよいものと思います。保育園のシステム、１人目全額、２人目半額、３人目無料の廃止案があれば反対したいとは
思いません。３人目無料だから未満児で入園させるご家庭もあるので、無料を理由にするのはあまり納得いくものではあ
りません。
保育料が公立、私立共に同様では何を基準にするのでしょうか？財政難なのでしょうか？市民として１０周年行事にお
金を使うのなら教育事業に使ってほしいのが、子を持つ親の気持ちです。今の子供達が大人になって山県市で子育て
をしたいと思えるような環境を作っていって頂きたいです。子供を安心して預けられる環境にして頂きたいです。

保育料が高いのは困る。子どもが多いとお金もかかる。働く所もなかなか見つからず、税金も高いのは困る。子供の事で
休めたり、都合よくパートできる場所がほしい。
保育料を安くして欲しい。
母子家庭であり、働いていると保育料が苦しい事があります。そういう事を考えてほしい。働かなければならないし、でも、
保育料は高いと感じています。
民営化されると何がどのように変化するのか分からない。子どもにとって、育てる環境がベストであれば特にないが、今、
美山は合併でいろいろ検討される時だと思う。やっぱり、富波小の跡地ではなく、中学校のあたりが今後の保育所がい
いと願う。乾の人は今までより通うには行きやすいし、いわ桜の方は、スクールバスを出すとか考慮ねがいたい。

もし、民営化になるのであれば、今現在は幼稚園に通っていますが、託児などのサービスを広げてほしい。
もっと自由な発想で保育園をつくってもらえたらと思う。
もっと見直すところは、たくさんあると思う。
山県市は待機児童がいるわけでもなく働いていない人が保育園にあずけているケースなど、とても審査に甘く、民間のよ
うに競争心が全くない。あたりまえの行事をやるだけでなく、子供主体で働く親のための保育園であってほしいと思うが、
先生の質も差がある。もっと若い先生が正社員で引っ張っていってもいいと思う。民間はもっと一生懸命だと思う。すべて
において。

その他

「あそべる子」を育ててもらえるのが保育園だと思っているので、親の負担も平等であるとありがたい。
環境が変わる事への不安がある。食育の不安。園毎独自のサービス向上につながる事への期待も有る。
元気いっぱいに育つイメージから保育園に通わせたかったが、親族から、山県市の保育園は歌や踊りばかり一生懸命
で間違うとたたかれると聞き、通わせるのを断念した。それぞれ特色を出せる様に、ある程度園にまかせてみてはどうで
しょうか。
子供たちの安全が保たれていればいいと思います。
さびれていく山県でこれ以上年寄り優先の政策を進める事はおかしいと思う。子育てをしたくなる市では全くない。

自営業のため、本当は早くから近くの保育園へ入れるつもりでした。でもお勤めの人とは違い、時間も自分で調整できる
し、父や母もそばにいるので、恵まれた環境にあったこと、それでも本当に子供を預ける必要があるのか、かなり悩みまし
た。仕事の為に子供にかわいそうな想いをさせていないかなど。結局幼稚園に入るまで子連れで出勤しました。それが
良かったかどうかは分かりませんが、二人目は（現在７ヶ月）もう少し大きくなったら、一時保育で月に何日か預けてみる
のもいいかなと考えています。また、保育料が高額になるのもやめた理由の一つです。
少子地域に保育園等が無くなると不便になる。
たしかに保育園は所得が多ければ金額も高いのもおかしい。みんな同じように働いているわけやから安くても高くてもで
きればいっしょがいいです。
どちらにせよ、保育料が上がらないでほしい
幅広くいろいろな層の家庭の立場になって考えてあげてほしい。
保育園を使用していないので、現状わからない
美山地区などは利用人数が少ないので閉鎖などになったら困る。あまり遠くまであずけにいかなければいけなくなるのは
嫌です。（負担になるため）
美山地区は、あまりに広い範囲すぎだと思います。まとめて民営化され、保育料が増加するのであれば子どもを産み育
てるという事に反しているのではないでしょうか。
民営化されると、自由化され保育園ごとの差別、区別が行われ、独自でいろんなことをやっていく分にはすごくいいと思う
けど、その分、人気と不人気の園の差がでてきてしまい、廃園ということになったり、人気な園は近くても入れなかったりと
かがでてくるのではないかと思うと、どちらともいえません。個人的には、市の財政が悪化してくようであれば、借金をへら
すためにも財政削減になるなら仕方ないのかなとも思います。
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民営化になったら乾に保育園が出来ますか？西武芸と乾の合併時の話し合いから参加し、民営化になってしまうかもし
れないなと知り、不安と不信が折り混ざっています。富波といわ桜との合併後、民営化を考えているのですか？よくわかり
ません。
民営化になっても良いが、自校方式の美味しい食事を提供してほしい。自分が保育園や小中学校の給食をとてもおいし
く楽しくいただいたので、（山県市出身です）作っている雰囲気やにおいが分かるような環境は残してもらいたいなと思い
ます。大学になり友人に給食の話を聞くと、センターからご飯が運ばれてきてあんまり美味しくなかったと言っていまし
た。自分の学校では作ってなかったと。山県市の給食は幸せだったなと感じています。財政削減でも給食は自分の学校
で作ったものを子供に食べてほしいなと思います。どうぞよろしくお願いします。
幼稚園に入れているので保育園のことはよく分かりませんが、送迎する必要ないので習い事など予定通り時間が計算で
きるので何かと幼稚園で良かったと思う。
幼稚園に通っているので、保育園のことはわかりません。
幼稚園のように様々な教育や体験を山県市の子供たちにさせてあげられるといいと思います。
リトミックや英語など習い事に近いことをしてもらえることは期待しますが、料金的な負担がかかりそう。
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