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八代市立幼稚園規模適正化等審議会 第３回会議 会議録  

開催年月日   令和３年７月２７日（火）  

開催場所   八代市公民館 会議室 AB 

開催時間   午後３時００分～午後５時００分  

出席委員  有田委員  宮﨑委員  德田委員 

森委員   岡田委員    桑原委員 

岩坂委員    山本委員  渡邉委員 

事務局  中部長  橋口次長  福本次長 

髙嶋学校教育課長  加賀審議員  早瀬課長補佐  有働指導主事 

傍聴者  なし  

議事案件  ・保護者や社会のニーズに対応した幼稚園経営について 

・家庭支援の在り方について 

・今後のスケジュールについて 

 

【次第】 

〇開会 

〇会長挨拶 

〇議事 

 ①保護者や社会のニーズに対応した幼稚園経営について 

  ※事務局から資料をもとに説明 

 ②家庭支援の在り方について 

 ③今後のスケジュールについて 

 ④その他 

〇閉会 

 

【意見交換】 

委員：事務局からの説明を踏まえて、幼稚園のニーズについて協議する。まず、保護

者会からの要望書を用意しているとのことなので、ご説明いただきたい。 

 

委員：（資料配付）私たちが保護者代表として、どのような考え方かを知っていただ

きたい。配付した資料は、昨年８月に「八代市立幼稚園の未来を考える会」を

設立して、要望書を教育長宛に提出した原文である。 

    それぞれテーマごとにまとめている。２ページ目からが長期休暇中に預かり

保育をしてほしいという要望である。これに関しては、今年度から実施してい

ただいている。大変ありがたい。２点目は、通常保育の預かりの時間の延長で

ある。具体的に午後５時３０分までであれば、仕事に就いているお母さん方も

預けやすくなると考える。３点目は、幼稚園の情報発信である。一部の保護者
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から、入園について相談した際、こども未来課などから保育園の案内はされて

も幼稚園の案内はあまり無かったとの声があった。幼稚園の認知度を上げる試

みがあってもよいのではないかと考える。最後の部分には、幼稚園を存続して

いただきたいという要望を書いている。現実的に統廃合をしないとできないこ

とがあるかもしれないという声も上がっている。 

 

委員：保護者の代表として要望書を出したという説明だった。実際に長期休暇中の預

かり保育は対応されている。幼稚園の存続については、第２回目の審議会でも

あった機能や役割という点で、人権学習や研修、幼小連携などを行っていると

いう意見も出てきていた。それに関して意見はあるか。 

 

委員：補足をさせてほしい。年々園児数が減少し、１園当たり１８人を切ると休園も

しくは廃園になるかもしれないという声が出たときから、この「八代市立幼稚

園の未来を考える会」を立ち上げて、どうすれば園児が増えるのかを考えた。

それには保護者のニーズは大きく二つである。長期休暇中の預かり保育と通常

保育の時の預かり保育の延長がニーズである。通常保育が午後２時３０分まで

されており、１時間の預かり保育があって降園が午後３時３０分である。今の

家庭は共働きが当たり前であること、核家族化していることもあり、午後３時

３０分に夫婦のどちらかが迎えに行かないといけないとなると、幼稚園という

選択肢はなくなってしまう。待機児童はないと事務局から説明があったが、保

育園が空いていないから、仕方なく幼稚園に預けているという家庭もある。や

はり、保護者のニーズに合ったものにしないと園児の減少は解消していかない

のではないか。ぜひともこの部分を改善していただきたいという思いで、教育

長に要望書を提出した。素早く対応いただいて、今年度から夏季休業期間中の

預かり保育を実施している。６園で預ける家庭に差はあるが、多くの方の利用

がある園もある。保護者には好評である。結果が出ている。 

    できれば通常保育の預かり時間を午後５時３０分くらいまでにしていただ

ければ、すぐにでも来年度からでも預けたいという家庭も増加するのではない

か。 

 

委員：午後５時３０分までの預かりをしてほしいとのことであった。園児の実態や体

力を考えてどうなのか、ご意見をいただきたい。 

 

委員：委員の話を聞いていて、通常保育の終わり午後２時３０分から預かり保育を午

後５時３０分までしてほしいというのが希望であるということでよいか。（「は

い。」）それが親のニーズであるか。（「はい。」）厳しいと思う。 

 

委員：親のニーズとは何パーセントくらいであるか。 
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委員：今、幼稚園に預けている保護者の７割程度だと思う。私もその一人ではあった。

私は、最初保育園を検討していたが、保育園がどこもいっぱいということだっ

た。幼稚園は随時募集ということだったので幼稚園にした。自営業ということ

もあり、時間が取れるので、幼稚園に入園した。本当は保育園に預けたいけど

幼稚園にしたという親が結構いる。 

 

委員：ある幼稚園が抽選の時、周辺にどんどん家が建った。「よかった。○○幼稚園

増えるよね。」と言っていたが、家を建てたら、家庭の事情で働かなければい

けないという家庭が増えていった。下のきょうだいがいると幼稚園に出される

かと期待していたが、出されない。どんどん園児が減っていって応募数も少な

くなった。とても期待が外れたと辛い思いをした。３歳児保育を２組にしてほ

しいと教育委員会に話したこともある。○○幼稚園は抽選だから、どうせ落ち

るなら保育園に行ったほうがいいという噂が広まったりした。今は、とても園

児数が少ない。時代の流れはとても急変すると感じる。 

    私がその幼稚園にいたとき、フルタイムで仕事をしているお母さんが、夏休

みをどうかしたいと、夏休みだけ幼稚園を辞められた。教育委員会に相談した

ら、辞めるなら出席簿も外さないといけないと言われた。やはり幼稚園に通わ

せたいと９月に入ってこられた。お母さんの苦肉の策だったのだろう。幼稚園

に出したいけれど、夏休みも働かないといけない。預かり保育も無い時代だっ

た。 

    幼稚園は厳しいところに来ているので、どうにかしたい。 

 

委員：この審議会を始めたときは、公立幼稚園を残すには、時間を長くするしか手は

ないと思っていた。でも、前回、時間を長くすることによって研修等の先生た

ちの質の向上に充てる時間が無くなるという意見を聞いて、そこに葛藤がある。

確かに時間を延ばせば園児数は増える。そうなると現場の先生の質の向上が問

題となる。事務局の説明にあった認定こども園でもそうだった。私たちも先生

の研修の時間が取れず、土曜日に特別出勤して研修をしている。そこの葛藤を

現場の先生方はどう感じておられるのか。 

 

委員：このテーマにおいて、公立幼稚園６園の園長と職員の先生の意見を集約してき

た。前回の審議会でも幼稚園の教育は大切であると言っていただいた。やはり、

八代市の公立幼稚園として幼児教育の質の向上のためのモデルとなるセンタ

ー的役割を果たさなければならない。研修するとなると時間が必要である。し

かし、預かりの時間を長くするというのは保護者のニーズである。今年度から

子ども・子育て新制度による新２号認定が始まった。先ほどの事務局の話にあ

った２号認定は働いている方になる。幼稚園は１号認定である。働いていても
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幼稚園に出したいという家庭が新２号認定を受け、今年度から預かり保育に対

して補助を受けられるようになった。通常の預かり保育は１００円であるが、

新２号認定は無料になった。夏季休業期間中の預かり保育料は、１号認定の家

庭は、１日当たり６００円であるが、新２号認定の家庭は、国の基準に則って

１５０円である。 

現状は、園児数総数の中の新２号認定の割合は、２９．３％で、３割は保

育園に行ってもいいという保護者である。そのような家庭は、働いているけれ

ど幼稚園の教育も受けさせたい、子供の生活を大切にして仕事もしたい、子供

に合わせて仕事をしているという家庭である。うちの園では、通常の預かりは

３人くらいだが、夏休みは１３人来ている。夏休みの預かり保育はとてもあり

がたいと言われる。やってよかったと感じている。 

    通常の預かり保育に関しては、午後５時としたら午後６時にしてほしい、午

後６時３０分、午後７時、午後７時３０分と保護者からの要求も出てきて、私

立保育園にはどうしても負けてしまう。私立保育園の園児数が多くなって、公

立保育園が少なくなっているという地域もある。幼稚園の園児数が少なくなっ

たから認定こども園にしたが、結局こども園にしたら働きやすくなるので、保

育園籍が増えている園もある。時間を長くすることは保育園化になると思う。 

公立幼稚園のよさは、保護者も後援会活動をしてくださることでもある。家

庭教育学級、親の学びも大切だから、幼稚園と保護者が一緒になって取り組ん

でいる。後援会活動も制限されてくると思う。 

    保育時間が長くなることに対して、子供側から見ると午後２時３０分に終わ

って、午後５時３０分、午後６時３０分まで残るとなると疲れるので、それか

らお昼寝をしないといけない。保育園の子供たちはご飯を食べたらみんなでお

昼寝というリズムができる。あまりにも長い預かり時間を設定すると、１人２

人とお迎えが来て、友達が少なくなっていくのを見て、子供の気持ちを考える

とどうなのかと思う。 

通常の預かり保育を今いる職員で回しているが、全員出る研修もあるので、

通常の預かり保育は週４日程度と条例で決まっている。週に１日預かり保育が

ない日がある。４月は慣れないので５月から預かり保育が始まっている。今回

は夏休みの預かり保育が始まったが、冬休みや春休みの預かり保育がない。こ

のような幼稚園の都合に合わせた仕事はなかなかない。幼稚園として考えたの

は、今行っている預かり保育をもう少し利用しやすくできるように、行事や研

修に左右されずに預かり保育ができるような人的配置をしていただきたい。子

供の生活も大切にしたい、でも仕事も少ししたいという保護者にターゲットを

絞ったほうがよいのではいか。それでどれくらい人数が増えるかは分からない。

子供の育ちを思うと、時間に関してはこのような意見である。 

    あと、今は、３歳児・４歳児・５歳児で幼稚園に入れるが、満３歳になった

ら八代市の公立幼稚園に入れるという仕組みがないので、この審議会の中で検
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討していただきたい。４月生まれの子は１年待たなければならない。その間に

友達を求めて違う施設に入ってしまう。満３歳児の入園もできるよう人的配置

もできたらよい。 

委員：通常の預かり保育は５日間であるか、４日間であるか。 

 

委員：４日間程度とあるので、４日間である。 

 

委員：４日間ということであれば、親のニーズに合っているのか。預かりがない日は、

仕事を休んでいるのか。 

 

委員：幼稚園に預けている方はそれが当たり前である。両親のどちらかが仕事をして

いないか、もしくは祖父母が迎えに来るようにしている。システムに合わせて

やっている。 

 

委員：私が勤めていた時は、月に１回の来月の指導計画の打ち合わせをしていた。月

末の最後の日は、１１時３０分に子供を返して、先生たちの研修の時間を必ず

充てていた。そういう時間が削られて厳しくなっているのだと感じる。指導計

画の打ち合わせとかどのようにやっているのか。 

 

委員：打ち合わせは行っている。午前中で子供を帰してということはない。働き方改

革もあり、先生方に午後６時も午後７時も残ってということは言えない。そう

なると、人員を増やすとか、預かり保育専門の方に来てもらうことが望まれる。

子供の側から言うと、午後６時や午後７時まで迎えを待つには、そういう子供

がたくさんいるところのほうが寂しくないのではないかと思う。夏休みの預か

り保育があることで、いつも参加していた研修を削っている。夏の預かり保育

は保護者のニーズとして大切だと思う。通常の時の延長をどの辺まで行うかは

皆さんで検討していただきたい。預かり保育がある日とない日があるのも保護

者のニーズには合わないと思う。夏の預かり保育は午後２時３０分までである。

午後３時４０分まではやっていない。今年の夏休みはとりあえずこの形でやっ

ている。 

 

委員：預かり保育の時間を長くしてほしいという要望、時間を長くすることは子供の

側から言って体力が心配されるという意見、預かりを延長した場合にもどんな

カリキュラムにするか難しいという点が挙げられている。他にご意見を伺いた

い。 

 

委員：幼稚園教育は大切で残していくべきだと考える。預かり保育に関しては、幼稚

園の先生方の努力とご協力で成り立っていて、大変なご苦労があると思う。八
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代市は幼児教育をどう考えるか、幼稚園と保育園を一体に捉えて考える必要が

あると考える。八代の子供たちは幼稚園、保育所、こども園に通っていて、そ

れぞれから小学校に上がってくる。小学校に勤めていたが、幼稚園だから、保

育所だからという区別は何もなく、本当にかわいい子供たちである。小学校の

校区にたくさんの園があって、それぞれで特色ある教育を受けてきた子供たち

をお預かりしていた。この審議会では、少子化が必ず来る流れの中で、八代の

宝である子供たちをどういう環境で育てていくか、大局的に考えていきたい。 

 

委員：この問題は、どうしたらよくなるのだろうかというところである。自分たちの

立場だけ、自分たちの立ち位置を説明する場ではない。簡潔にそれを話しても

らって、議論はそれをどうすれば幼稚園の園児数が増えるのか、幼稚園と保育

園の違いはどこにあるのか、保育園にできてなぜ幼稚園にできないのだろうか

という疑問を解決しないと、ずっと平行線をたどる。保育の時間を長くすれば

多分解決するだろう。そのためには、どれだけの職員が負担を強いられるか、

そこではないか。それに市がどのような対応をするか。今は、幼稚園に通わせ

ている保護者が幼稚園に合わせている。幼稚園と一緒になってせざるを得ない。 

 

委員：幼稚園は、学校教育の一つで、幼稚園教育要領に教育時間は４時間を標準とす

るとなっている。幼稚園は、小中学校の基盤としての基礎を培うところであり、

体験や遊びを通して教育を行うところである。 

 

委員：縛りがあるのは分かっている。私たち一般の人がどのような考えをもっている

かということでここにいる。専門的なことは、教育者だけで話せばよい。 

 

委員：保護者のニーズということでご意見をいただいているが、社会のニーズについ

ては、どんなものがあるのか。 

 

委員：どの意見も正論ばかりである。どの立場に立って議論すれば一番いいのか、子

供か保護者か先生か。先生たちも苦労もあるが、待遇を改善したらよいのでは

ないかと思う。そして、幼稚園の統廃合になるのであれば、幼稚園バスで送迎

すればよいのではないか。難しく考える必要はないのではないか。 

 

委員：物事は簡単に考えないといけない。幼稚園と保育園は何が違うのか。保育園で

できて幼稚園にできないのは縛りがあるからなのか。 

 

委員：幼稚園と保育園の違いは、管轄である。認定こども園では、保育をしているの

は、１号でも２号でも午前中の活動は同じである。受けている恩恵は同じであ

る。ただし、午後２時以降は保育園の子供だけで午睡をしておやつを食べてお
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迎えを待つ。主活動は午前中に同じ内容を行う。 

 

委員：幼稚園と保育園は、文科省と厚生省の管轄の違いがある。 

 

委員：子供からすれば同じである。 

 

委員：子供の立場からと言っても子供は分からない。親の都合で幼稚園か保育園かに

なっているだけである。それに体裁を作って子供の教育のためと言っても間違

っている。 

 

委員：あとは園の教育の特色で何を大切にしているかである。例えば、園によっては

モンテッソーリをやったりしている。 

 

委員：事務局からこれまでのところで何か意見はあるか。 

 

事務局：幼稚園と保育園の違いというところが出ているが、皆さんにお考えを伺いた

いのは、幼稚園に求められるニーズである。どんなニーズがあるのか。ニーズ

に対して幼稚園の在り方を考えていく。今出ているのは、夏休みの預かり保育、

通常の預かり時間を長くしてほしい、時間的なニーズが出てきている。その他、

保護者の方は何を求めておられるのか、幼稚園を選んでいる方はどんなニーズ

をもっているのかという意見をどんどん出していただきたい。 

 

委員：幼稚園に入っている保護者のニーズか、今後幼稚園に入れたい人のニーズか、

それによって大きく違ってくると思う。例えば、幼稚園は教育が主で、預かり

が一部であり、保育園は預かりが主であって、教育が一部である。どういうこ

とをすれば、幼稚園が保育園に勝るところがあるのかということである。 

    時間的に長くすれば、間違いなく幼稚園は多くなる。保育園であっても教育

はしている。私の娘も保育園に行っているので分かる。幼稚園だけが教育をし

ているのでない。 

 

委員：保育園もこども園も幼稚園も幼児期の終わりまでに育ってほしい１０の姿は全

て共通で保育しているので、おっしゃるとおりである。保護者のニーズとして

たくさん他にも挙げていただきたい。 

 

委員：要望書に書いているが、今の幼稚園の教育内容は、とてもありがたい。子供た

ちも毎日することが違って楽しいと言っている。スムーズに小学校にも上がっ

ている。今の先生の人員では、まずこの要望書の内容はできない。今までのシ

ステムでは続かないのは目に見えている。私立幼稚園がどんどんこども園に移
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行しているのは、今までの幼稚園ではニーズに合わないから変わっていってい

る。そこが行政、国、県、市の管轄下にある公立幼稚園は動きが遅くなって、

今審議会をしている。もっと早く動かなければならなかった。システムを変え

るときは痛みを伴うが、変えていかなければならない。市、県全体で変えてい

かなければ、解決しないと思う。八代市立幼稚園を残すためには抜本的に変え

ていかなければいけない。そこで、先生たちにも負担をかけるわけにはいかな

い。この要望を受け入れてもらい、先生を倍増したり、予算を付けたりするの

は難しい。保育園も幼稚園と同じ教育をするようになったら、保護者は自分た

ちの都合のよいほうに行くのは分かっている。その中で、市立幼稚園を残すに

はどうすればよいか、というのを考えていかないといけない。残すためには、

保護者のニーズも叶えていかなければならないし、教育の質も確保するため先

生たちの要望も叶えていかなければいけない。バランスをとって変えていかな

ければいけない。そうしないと２，３年後には幼稚園は無くなってしまうとい

うところまできているのではないか。 

 

委員：事務局は、園児が減少して危機感を抱いているから「規模適正化審議会」を設

けているのか。危機感を保護者が抱いている。 

 

事務局：ご指摘のとおり、今のままではいけない、幼稚園を変革していかなければい

けないという思いがあってこの審議会を設置している。どう変わっていけばい

いか、ヒントを皆さんにいただきたい。委員の話にもあったように、就学前の

子供たちに八代市としてどのような教育をするのかという大きなビジョンを

持った中で、八代市の幼稚園はどうあるべきかというビジョンを教育委員会は

持たないといけないので、皆さんの意見をたくさんいただきたい。今の時点で

は皆様の意見がまとまらないところがたくさんあると思う。たくさん出た意見

は事務局に言っていただいていると受け取っているので、議論を進めていただ

きたい。 

 

委員：幼稚園での毎日の研修は、どんな研修をされているのか。 

 

委員：毎日研修をしているのではない。事務職員がいないので、徴収や給食など市役

所から山のように来る文書を処理して、返事をするなど事務職員の仕事も職員

がしている。「幼稚園の先生は、子供を帰した後、何をしているのか。」とよく

言われるが、事務に追われている中で、来週の打ち合わせなども、今の子供の

興味に応じて考えている。決まったカリキュラムをするのでなく、子供の遊び

を通してどのような力が育っているか、明日はどんな環境でどんな遊びをする

か、行事により主体的に取り組むにはどうするか、といった研修をしている。

文部科学省が求めている、子供を主体にしながら教育を進めるにはどうするか
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といった研修をしている。だから、教育委員会の先生に来ていただき保育を見

てもらって、指導を受けたりもしている。保育園もこども園も幼稚園も３歳児

以上は保育指針や幼稚園教育要領等をもとに同じ教育をすることになるが、教

科書があるわけではない。学校のように到達目標があるわけでもない。園によ

って受け止めがそれぞれである。幼稚園を選んでいる保護者は、子供が主体的

にのびのびと育つことを求めて選んでおられる。保育園のように時間を延ばせ

ばいいのか、八代市 

として保育の質の向上のために研修会を整えるとか、公開保育をするとか、どうする

のか。先生方の週案を見ると、１０の姿と子供の姿を照らして保育をしている

ことが分かる。 

 

委員：先ほど研修をしているとの話があったので、どのような研修をしているのか尋

ねたかった。先生方は資格を持っておられるから、研修は済んで対応していら

っしゃると思っていた。 

 

委員：事務仕事に追われていて、仕事を持ち帰っているのも現実である。 

 

委員：熊大附属幼稚園の研修に行ったときは、研究課題を設けて１年かけて課題につ

いて研究されて発表されていた。公立幼稚園の先生も同じように研究課題を設

けて研究もされている。 

 

委員：研究に関しては、園内研修としてテーマを立てて、テーマを基に研修をしてい

る。 

 

委員：研修をして、子供たちがスムーズにいくようにしたり、他の園と連携したりし

ている。 

 

委員：一段と幼稚園の必要性が分かりました。 

 

委員：連携や幼児教育センター的役割となっているがそのところができていない。 

 

委員：もう一つの議題に移る。家庭支援の在り方について、家庭が必要としているこ

と、子供たちがより豊かに育っていけるように幼稚園がどのように関わってい

けるかについて話し合いたい。 

 

委員：保護者としては、先生方は子供をよく見ておられ、気になることは帰りに保護

者を呼び止めて伝えていただいている。家に帰って嫌なことがあったと子供が

話し、それを先生に伝えたら、翌日には対応していただいている。幼稚園でど
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んなことをしているのか分かる。とてもありがたい。 

 

委員：今の体制でよい。子供の実態がまちまちなので家庭支援に線を引くのは難しい。

個に応じた柔軟な対応をしていただいている。 

 

委員：これは今現在の話である。例えば５０~６０名になったときに今と同じような

対応ができるか。少ないからできるのではないか。２０人の子供を何人の先生

で見ているか。１人ではないであろう。５～６人くらいであるか。 

 

委員：幼稚園は３歳児が２０人に１人、４，５歳児は３０人に１人、それに加えて４

時間勤務の保育支援員が１人である。おっしゃるとおり、今は人数が少ないか

らできるが、実際定数に対して人数が足りないと思う。 

 

委員：今は何人で見ているのか。 

 

委員：３クラスで先生が３人である。園長、保育支援員、用務員、の全員で６人であ

る。 

 

委員：今まで園児が多かった時は職員は何人いたのか。 

 

委員：職員は変わらない。 

 

委員：前はできて、今はなぜできないのか、それが問題である。役所も先生もまだ甘

えがたくさんあるのではないか。みんな忙しいと言いながら結構時間がある。

保育園は園児数が多いが少ない先生で遅くまで頑張ってやっている。要するに、

今は先ほどの委員が言われたように、よく対応していただいている。親が気付

かない点も先生に対応していただいて、感謝している。５人で２０人を見てい

るのが５０人になったらできるのだろうか。 

 

委員：保護者は子供へのしつけができているかをお尋ねする。 

 

委員：家庭によりそれぞれである。保護者だけのために預かるというより、子供の将

来のために言うべきことは言っている。幼稚園は、保護者が一緒に学び合う場

もあるので、学んでいかれている。以前に比べると甘いと思う。時代が違う。

子供一人一人を大事にしているというところもある。 

 

委員：３歳児でもおむつしてきているところもある。基本的生活習慣でも支援が必要

な家庭もある。 
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委員：保育園に出すと０歳児から見てもらうので、トイレトレーニングも保育園でし

てもらう。幼稚園の場合は３歳まで家庭にいるが、３歳でも紙おむつをしてく

る子もいる。そういう家庭とは話をしながらやっている。 

 

委員：家庭支援の在り方とは、家庭から子供に対する支援か、家庭から幼稚園に対す

る支援か。 

 

委員：幼稚園から家庭や子供に対しての支援の在り方ということである。子育てに悩

んでいる保護者に対しては家庭教育学級などの支援がある。幼稚園としてどう

いう役割があるのか、どんな支援ができるのか、選ばれる幼稚園をめざす在り

方はどんなものか、理想像を市民の目で話すということである。 

 

委員：家庭教育について、学期に１回ずつしている。参加状況はどうか。前はほとん

どの方が参加されていたが、今は仕事の都合などで参加されないところもある。

時代の流れを感じる。家庭教育学級も先生方は工夫されていて、親子遊びの後、

親の学びをして、給食参観をしたこともあった。１回で済むように計画したり

していた。家庭支援を幼稚園なりにがんばっている。 

 

委員：本園では、参加したいという保護者が多い。園によっては異なるかもしれない。 

 

委員：子供の実態に応じてという点から、困り感を持ってらっしゃる方もいらっしゃ

ると思う。そのようなところにも支援をしているのか。 

 

委員：先ほど委員がおっしゃったように帰りの時に相談を受けたり、関係機関につな

いだりしている。個別の課題に応じてやっている。幼稚園に限らず保育園もや

っている。幼稚園は、保護者も委員会活動があり、交通安全を親子で学ぶ会が

あったり、家庭教育学級で幼児期の間に親も育とうという取組だったり、家庭

の教育力を高める取組をやっている。 

 

委員：家庭支援の別の視点から、子育て支援として、保護者と一緒に就園前の小さい

子供が園に来て体験をしていただき、園の雰囲気を味わってもらい、入園につ

なげている。０、１、２歳児はどの保育園もいっぱいで入りにくいことが多い。

３歳になるのを待って私立幼稚園に預けられる。公立幼稚園は満３歳を受け入

れていないということだったので、もう少し枠を広げるとよいのではないか。

空き部屋を満３歳児の部屋として利用して、早いうちからの園児確保、家庭支

援が入園につながるのではないか。 
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委員：満３歳児というのは、３歳児のクラスに入って保育をするのか。保育園だと満

３歳児は２歳児のクラスになる。幼稚園の場合は、３歳児のクラスに入ること

になる。 

 

委員：保育が難しいかもしれないが、幼稚園の存続をかけて工夫が必要である。人数

が少ない時は、縦割り保育で４歳５歳を一緒にして、３歳を別にしたこともあ

る。卒園の時期だけ５歳児を別にしていた。余った先生を満３歳児に回してい

た。 

 

委員：公立幼稚園としても満３歳児の入園を考えていただくのはどうかと思っている。

３歳になったら友達同士の遊びを求める時期である。未就園児が利用する施設

などに行かれているところもあるが、そのような場を幼稚園で担えないだろう

か。月曜日は園庭開放で保護者と一緒に遊びに来られることもある。満３歳児

保育ができれば、朝から預かって子供たちと過ごすこともできる。 

 

委員：時間を長くせずに２時間くらいできたらどうか。 

 

委員：また新しい提案が出てきた。 

 

委員：子育ては親育ちというが、初めて生み育てた子供を幼稚園に入れているので、

親としての不安や悩みがいっぱいある。それを幼稚園の先生がこまめに気付き、

伝えておられる。研修も多いと聞いているが、特別支援教育の研修もたくさん

されていて、保護者にもしっかり返しておられると思う。先ほど体験入園の話

もあったが、公立幼稚園はよくされている。最も感じているのは、八代市全体

の保護者の連絡協議会がある。これがまさしく家庭支援の先頭に立っておられ

ると思う。 

    １番のニーズに関して、子供を産み育てやすい八代市であってほしいという

ことが一番である。選択肢がたくさんあってよい。選択肢の在り方は次の話し

合いであると思うが、質の高い教育・保育であってほしい。子供の立場で言え

ば、適切な集団の園であってほしいというニーズがある。園で４、５人しかい

ないとなれば園としてやりづらい。子供たちが一番輝く人数を議論していきた

い。 


