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第５４号議案 

 

 

 

芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例及び芦屋市立保育所の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

 

 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例及び芦屋市立保育所の設置及び管理に

関する条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 

 

 

平成２９年９月４日提出 

 

 

 

                        芦屋市長 山 中  健    

 

 

 

 

提案理由 

 

 芦屋市立幼稚園及び芦屋市立保育所の再編を目的として，芦屋市立朝日ケ丘幼稚園，

芦屋市立精道幼稚園及び芦屋市立精道保育所を廃止するため，この条例を制定しよう

とするもの。 
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芦屋市条例第  号 

 

 

芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例及び芦屋市立保育所の設置及び管

理に関する条例の一部を改正する条例 

 

（芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第１条 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例（昭和３９年芦屋市条例第２９

号）の一部を次のように改正する。 

 

  別表芦屋市立精道幼稚園の項を削る。 

 

第２条 芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部を次のように改正する。 

 

  別表芦屋市立朝日ケ丘幼稚園の項を削る。 

 

 （芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正） 

第３条 芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例（昭和３９年芦屋市条例第２１

号）の一部を次のように改正する。 

 

  第２条第２項の表芦屋市立精道保育所の項を削る。 

  

  

附 則 

 

 この条例中第１条及び第３条の規定は平成３１年４月１日から，第２条の規定は平

成３２年４月１日から施行する。
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 参 照 

 

 

芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例及び芦屋市立保育所の設置及び管

理に関する条例の一部改正要綱 

 

１ 改正の趣旨 

  芦屋市立幼稚園及び芦屋市立保育所の再編を目的として，芦屋市立朝日ケ丘幼稚

園，芦屋市立精道幼稚園及び芦屋市立精道保育所を廃止するため，この条例を制

定しようとするもの。 

 

２ 改正の内容 

 (1)  芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例の一部改正 

（第１条及び第２条関係） 

ア 芦屋市立精道幼稚園を廃止する。（別表） 

イ 芦屋市立朝日ケ丘幼稚園を廃止する。（別表） 

 

 (2)  芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例の一部改正（第３条関係） 

   芦屋市立精道保育所を廃止する。（第２条） 

 

３ 施行期日 

 (1)  ２(1)ア及び(2)の規定 平成３１年４月１日 

(2)  ２(1)イの規定 平成３２年４月１日 



市立幼稚園　８園→５園 市立認定こども園　０園→２園 市立保育所　６所→２所

【H33年4月開園】

【H32年4月統合】

【H31年4月開園】

【H34年4月民間移管】

【H34年4月民間移管】

【H30年秋以降開園】

【H32年4月開園】

【H33年4月開園】

【Ｈ34年4月開園】

【H30年4月開園】

【H30年4月開園】

市立幼稚園・保育所のあり方について

【岩園幼稚園】 （平成29年築）

定員210人

園児数60人（H30推計）

充足率28.6％

敷地面積1,867㎡

延床面積1,369㎡

【西山幼稚園】 （昭和50年築）

定員140人

園児数85人（H29.7月末現在）

充足率60.7％

敷地面積1,851㎡

延床面積1,156㎡

【小槌幼稚園】 （昭和39年築）

定員175人

園児数98人（H29.7月末現在）

充足率56.0％

敷地面積2,083㎡

延床面積1,061㎡

【精道幼稚園】 （昭和48年築）

定員175人

園児数35人（H29.7月末現在）

充足率20.0％

敷地面積1,989㎡

延床面積1,125㎡

【宮川幼稚園】 （昭和46年築）

定員210人

園児数88人（H29.7月末現在）

充足率41.9％

敷地面積2,015㎡

延床面積1,436㎡

【伊勢幼稚園】 （昭和51年築）

定員210人

園児数56人（H29.7月末現在）

充足率26.7％

敷地面積2,066㎡

延床面積1,310㎡

【潮見幼稚園】 （昭和54年築）

定員210人

園児数94人（H29.7月末現在）

充足率44.8％

敷地面積2,800㎡

延床面積1,257㎡

岩園幼稚園

定員210人

園児数105人（H30推計）

充足率49.5％

【朝日ケ丘幼稚園】 （昭和50年築）

定員210人

園児数44人（H29.7月末現在）

充足率21.0％

敷地面積2,517㎡

延床面積1,370㎡

（市立） 幼保連携型認定こども園
H31年4月～H33年3月 定員146人

H33年4月～ 定員181人

分庁舎

（私立） 小規模保育事業所

定員19人

西蔵町市営住宅跡地
(市立)西蔵幼保連携型認定こども園

定員186人

岩園保育所（昭和53年築）

定員60人

敷地面積1,401㎡

延床面積 508㎡

打出保育所（昭和57年築）

定員90人

敷地面積1,484㎡

延床面積 666㎡

精道保育所（昭和48年築）

定員90人

敷地面積1,489㎡

延床面積 686㎡

大東保育所（昭和63年築）

定員60人

敷地面積2,195㎡

延床面積 526㎡

山手圏域

待機児童（H29.2現在） 112人

待機児童（H29.8現在） 73人

増設見込（保育部分） 90人～120人

≪増設見込み（保育部分）の内訳≫

朝幼跡地認定こども園 90人～120人

精道圏域

待機児童（H29.2現在） 162人

待機児童（H29.8現在） 90人

増設見込（保育部分） 251人～306人

≪増設見込（保育部分）の内訳≫

分庁舎小規模保育事業所 19人

ハートフル跡地認可保育所 60人～80人

新浜保育所の移転 96人

市立認定こども園の2号増設 16人～31人

伊勢幼跡地認定こども園 60人～80人

潮見圏域

待機児童（H29.2現在） 68人

待機児童（H29.8現在） 39人

増設見込（保育部分） 65人

≪増設見込（保育部分）の内訳≫

浜風あすのこども園 135人

しおさいこども園 90人

新浜保育所の移転 △100人

浜風夢保育園の閉園 △60人

市全域

待機児童（H29.2現在） 357人＊

＊市外 15人含む

待機児童（H29.8現在） 220人＊

＊市外 18人含む

増設見込（保育部分） 406人～491人

ハートフル跡地

（私立） 認可保育所

定員60人～80人程度

敷地面積1,321㎡

（私立） 認可保育所

定員60人

（私立） 認可保育所

定員90人

（私立）しおさいこども園

定員180人

敷地面積3,561㎡

（私立） 浜風あすのこども園

定員200人

敷地面積2,958㎡

新浜保育所（昭和56年築）

定員100人

敷地面積2,448㎡

延床面積 728㎡

緑保育所（昭和53年築）

定員80人

敷地面積2,401㎡

延床面積 580㎡

伊勢幼稚園跡地

（私立） 認定こども園

定員150人程度

朝日ケ丘幼稚園跡地

（私立） 認定こども園

定員150人～200人程度

第５４号議案説明資料
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（年度）

（ 月 ） 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9

４歳募集停止

５歳児のみ

閉園

閉所

通常運営 改修  移転

閉園

5
4
-
5

工程表

29 30 31 32 33 34

朝日ケ丘幼稚園 解体　・　建設

岩園幼稚園

精道保育所 解体　・　建設

精道幼稚園 通常運営 改修

5歳児のみの運営

新園舎での運営開始

私立認定こども園開園

市立認定こども園開園

通常運営 朝日ケ丘幼稚園と統合

通常運営
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芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例新旧対照表（平成３１年４月１日施行分） 

  （下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

名称 位置 

  

芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市浜町1番20号 

芦屋市立岩園幼稚園 芦屋市岩園町24番3号 

芦屋市立小槌幼稚園 芦屋市打出小槌町15番7号 

芦屋市立朝日ケ丘幼稚園 芦屋市朝日ケ丘町10番3号 

芦屋市立西山幼稚園 芦屋市西山町22番15号 

芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市伊勢町13番14号 

芦屋市立潮見幼稚園 芦屋市潮見町1番3号 
 

名称 位置 

芦屋市立精道幼稚園 芦屋市川西町11番10号 

芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市浜町1番20号 

芦屋市立岩園幼稚園 芦屋市岩園町24番3号 

芦屋市立小槌幼稚園 芦屋市打出小槌町15番7号 

芦屋市立朝日ケ丘幼稚園 芦屋市朝日ケ丘町10番3号 

芦屋市立西山幼稚園 芦屋市西山町22番15号 

芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市伊勢町13番14号 

芦屋市立潮見幼稚園 芦屋市潮見町1番3号 
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芦屋市立幼稚園の設置及び管理に関する条例新旧対照表（平成３２年４月１日施行分） 

  （下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

別表（第2条関係） 別表（第2条関係） 

名称 位置 

芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市浜町1番20号 

芦屋市立岩園幼稚園 芦屋市岩園町24番3号 

芦屋市立小槌幼稚園 芦屋市打出小槌町15番7号 

  

芦屋市立西山幼稚園 芦屋市西山町22番15号 

芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市伊勢町13番14号 

芦屋市立潮見幼稚園 芦屋市潮見町1番3号 
 

名称 位置 

芦屋市立宮川幼稚園 芦屋市浜町1番20号 

芦屋市立岩園幼稚園 芦屋市岩園町24番3号 

芦屋市立小槌幼稚園 芦屋市打出小槌町15番7号 

芦屋市立朝日ケ丘幼稚園 芦屋市朝日ケ丘町10番3号 

芦屋市立西山幼稚園 芦屋市西山町22番15号 

芦屋市立伊勢幼稚園 芦屋市伊勢町13番14号 

芦屋市立潮見幼稚園 芦屋市潮見町1番3号 
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芦屋市立保育所の設置及び管理に関する条例新旧対照表（平成３１年４月１日施行分） 

  （下線部分は，改正部分） 

改正案 現 行 

（設置） （設置） 

第2条 （省略） 第2条 （省略） 

2 保育所の名称及び位置は，次のとおりとする。 2 保育所の名称及び位置は，次のとおりとする。 

名称 位置 

芦屋市立打出保育所 芦屋市宮川町4番10号 

芦屋市立大東保育所 芦屋市新浜町8番1号 

  

芦屋市立岩園保育所 芦屋市岩園町2番18号 

芦屋市立緑保育所 芦屋市緑町2番4号 

芦屋市立新浜保育所 芦屋市新浜町1番1号 
 

名称 位置 

芦屋市立打出保育所 芦屋市宮川町4番10号 

芦屋市立大東保育所 芦屋市新浜町8番1号 

芦屋市立精道保育所 芦屋市精道町9番16号 

芦屋市立岩園保育所 芦屋市岩園町2番18号 

芦屋市立緑保育所 芦屋市緑町2番4号 

芦屋市立新浜保育所 芦屋市新浜町1番1号 

 


