
○ 町立幼稚園保護者説明会　質疑応答

No 質問 回答 質問日

1
令和５年度、第2幼稚園の年中が年長に上がった時の運動会は

どうなるか？
➡

決定ではないが、益城幼稚園と合同での開催を検討している。

発表会も同様で考えている。
9月22日

2 スクールバスの増便など行うのか？ ➡
保健福祉センターはぴねすでの停留所の整備も含め、児童の負担が大きくならない

よう検討している。
9月22日

3
今年度の第二幼稚園の年少児は、年長の際、益城幼稚園で過

ごすことになるが、4月からのイメージか。
➡

移動時の人数にもよるが、できる限り環境変化による園児の負担が少なくなるよう

にしたいので、第二幼稚園のクラスをそのまま益城幼稚園に移動してもらうことを

検討している。

9月22日

4 益城幼稚園の駐車場はどのように拡張するか。 ➡

仮設庁舎跡地に複合施設を建設する。当駐車場を益城幼稚園駐車場と兼用すること

を考えている。来年5月に新庁舎に移転した後、建設開始予定のため、令和６年度途

中での整備になる。

9月22日

5
園舎の改修は、子どもが利用している状況で工事を実施する

か。
➡

令和５年度当初予算に設計費用を計上し、具体的な日程を計画したい。工事の時期

については令和６年度以降、夏休みなどの長期休暇中を検討している。
9月22日

6 給食は令和6年度利用児童分から確定か。 ➡
まだ確定ではない。配膳方式か、自園調理方式か、手法や導入が可能かも含め、検

討を進めていく。
9月22日

7
英会話教室や体幹トレーニングは習い事として、園で行うの

か？
➡

習い事ではなく教育の一環として、授業の中に取り入れる形での実施を考えてい

る。
9月22日

8
統合するなら早い方がよいという考えもある。年中からの転

園も可能か。
➡

益城幼稚園に転園ということであれば、年に1回、次年度の意向調査を行っているの

で、転園を希望される場合は、手続きをお願いしたい。
9月22日

9
統合になって、先生の数がどう変わるのか。現在、益城幼稚

園には1クラスに4人配置しているがどう変わるのか？
➡

職員配置はこれまで通り基準に沿った配置を想定しており、加配が必要な児童の受

入についても、必要に応じて配置をしていく。
9月26日

10
現行、4時半までの預かり保育の時間について、統合後、時間

の延長をするのか？
➡

委員会でも延長に関し、同様の意見があったが、他市町村で17時まで延長している

園でも利用者数が減少しており、民間譲渡等も含め検討している。

30分延長することに対しての効果は少ないということから、今回の答申に対する付

帯意見とすることを見送られた。このような経緯から、今回の統合に際し、預かり

保育の延長を行う予定はない。

9月26日
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11

検討委員会について、開催についても急に知らされた。在園

児保護者からの意見を聞いたという印象はない。検討委員会

は１年前から実施していたということだが、在園児保護者に

対してもう少し説明をしてほしかった。検討委員会も統合あ

りきという話を聞いていた。統合前提の説明というのも納得

はいかないが、統合をするのであれば、統合できる施設整備

をしてから行っていただきたい。

➡

検討委員会では保護者対象のアンケート調査を行った。このアンケート結果を基に

皆様のご意見を把握し、検討委員会で討議を行った。ご指摘のとおり委員会でも統

合前提ではないかという意見も出たが、あくまでも委員会では統合を含めた町立幼

稚園のあり方について議論いただいたところ。

このままの状況では幼稚園の利用者が減っていき、集団教育の効果が薄れていくこ

とから、今回「統合」という結論と答申をいただいた。施設整備については同時進

行することでご理解いただきたい。

9月30日

12 第二幼稚園を認定こども園にすることはできないのか？ ➡

認定こども園について、委員会でも意見が出された。しかし、益城町では、現在、

合計７園の保育所と幼稚園を運営しており、認定こども園を別に整備となると、人

材確保の面で難しいと判断され、認定こども園化の話は進まなかった。また、県内

で認定こども園は令和３年度に１７０園あるが、１６９園は私立。公立の幼稚園を

認定こども園化する際は、どうしても将来的な民営化を見込まれることが多いた

め、このような結果になっている。検討委員会ではそれぞれの園の評価が高かった

ことから、町立幼稚園を残すことを第一に今回の答申が出されている。

9月30日

13
令和６年度から統合ということであったが、年少の子どもが

卒園してからでもよいのではないか。
➡

統合時期については、最後まで苦慮した。現在の年少児が卒園するまで園を残すと

いうことも検討したが、現在の年少クラスの児童数が15人であり、この人数で卒園

段階までいくと、退園や引っ越しなどで人数が一層少なくなる可能性が高いと判断

した。また、第二幼稚園の卒園児は町内でも児童数が多い広安小学校か広安西小学

校に入学することを考慮し、できる限り迅速に、適正な規模の集団教育環境を提供

するため、令和６年度からの統合という方針案とさせていただいた。

9月30日
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14

人数推移見ると第二幼稚園の方が減少幅が少ない。広崎地区

の子育て世代が増えている。保育所に通わせている方でも幼

稚園に通わせたかった方もいると思う。第二幼稚園の位置の

方が今後の幼稚園利用者増につながるのではないか。

➡

第二幼稚園に比べると益城幼稚園の施設は新しく、規模も大きい。昭和47年に益城

幼稚園が整備され、利用者増により昭和53年に第二幼稚園を増やした経緯がある。

老朽具合から見ても、第二幼稚園は大幅な改修費用が必要になる。事前に統合の話

があってもよかったのではないかというご意見もあったが、入園申込の時期の前に

説明が必要と判断し、今回の説明会を開催させていただいた。

9月30日

15

入園児に統合の話はなかった。事前に情報が欲しかった。下

の子を年少に入れる考えもあった。上の子と送迎のタイミン

グを合わせるため、決まった時間にはぴねすに通園バスが来

るようにしてほしい。

➡

昨年度の入園申込受付の際に統合の可能性について説明をさせていただいたところ

だが、うまくお伝えできなかった方もいらっしゃったかと思う。

バスの件についてはどのような利用がいいのか、時間帯や停留所の場所も含め、利

用希望をとったうえで検討させていただきたい。

9月30日

16

益城インターチェンジ周辺で大規模な区画整理が行われてい

ることから、今後、広安西地域の世帯が200,300と増える。統

合後のバスの送迎に時間を要すると、園での時間が短くな

る。通園バスの増便も含め、運行をどのように考えている

か。

➡ スクールバスの運行については、利用者の状況を踏まえて検討してまいる。 9月30日

17 トイレの改修は6年度より早くできないか。 ➡
予算化が必要なので、まずは来年度調査設計し、早ければ6年度に実施という形にな

る。財政部局と相談しながら実施していきたい。
9月30日
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18

益城幼稚園と第二幼稚園の間に園を新設した場合、いくらく

らいの金額がかかり、他のケースとどのくらい差があるもの

なのか、新設することはそもそも不可能だったのか。

➡

概算となるが、100人規模の保育所を新設した場合、3億円かかる。しかし昨今、建

設資材が高騰しており4億円弱の費用がかかるようである。そこに広い駐車場を整備

した場合、土地の取得も必要となり、場所にもよるが、5000～8000万円程度の土地

代が必要になる。建物と併せると5億円弱の費用がかかる。

それに対して、国の補助があるかというと、国全体では保育所も含め、民営化を進

めており、私立の施設が施設を整備する場合は多くの補助があり、町負担が基準額

の1/12程度で済む。それに対し、町が直接整備すると国の負担は限られ、多くが町

負担となる。地震前の財政規模（予算）が100億円程度の益城町で限られた補助のみ

で町が新規で施設整備をすることは不可能であると考えている。

9月30日

19
英会話等の新しい挑戦は歓迎だが、現場意見を反映してのも

のなのか。
➡

委員会からは「統合を契機にニーズに合った幼稚園を模索していく」よう提言を受

けた。この提言を踏まえ、今年８月に両園の先生たちにどのような改革が必要か、

話し合いの場を設けた。その中で出た意見が「英会話授業」と「体幹トレーニン

グ」であり、今回の説明会で改善案として説明させていただいた。

9月30日

20
改修工事する際、各クラスに児童が何人いるか、教室の改修

などのイメージがあるか。
➡

現在1クラス30人の定員となっているが、統合後25人の定員とさせていただきたいと

考えている。仮に28名となった場合、単純に14人のクラスが2クラスできることにな

る。３歳児クラスについては、４月時点で25人となった場合、満3歳児クラスの受け

入れができなくなるので、４月時点で児童が20人を超えた場合は4月時点で分けるこ

とを考えている。また、教室数について、現在リズム室を入れて６クラスを整備し

たいと考えている。今後の申込数を見ながら増設も含め、検討していきたいが、リ

ズム室の代替室として、隣接する複合施設の講堂を活用したい。

9月30日

21

リズム室を教室として使うということが引っ掛かった。悪天

候の際にのびやかに過ごせるよう、リズム室の教室利用につ

いては外してほしい。

➡
悪天候時など、園庭で遊べないこともあるかと思うので、隣接の複合施設や総合体

育館を活用させていただきたい。総合体育館を利用する際はバスも活用できる。
9月30日
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22

リズム室の使い方を考えてほしい。学校で言うと体育館の役

割を果たしている。隣に複合施設ができるというが、使いた

いときに使えるかもわからない。総合体育館に移動すること

も現実的ではない。子どもたちのことを考える場合、リズム

室はリズム室として確保してほしい。

➡

今後の利用児童数を含め、来年度実施する設計業務の中で教室の整備が可能である

かも含め、継続して検討させていただきたい。複合施設はＲ6年度中に完成予定。敷

地内の公園等も活用いただけるようにしたい。

9月30日

23

これから広崎に多くの世帯が入ってくるのが、どのような世

帯が入って来るのか。幼稚園を強化することで、保育所を考

えていたけど幼稚園に通わせたいと考える人も出てくるので

はないか。定員を見直すことはこれらに逆行すると思うが、

いかがか？

➡

広崎で区画整理が進んでいるが、統計をみると共働き世帯が多い状況から、今後保

育所利用者が増えていくことが予測される。子ども・子育て支援事業計画で保育所

利用者数の想定等を行っているが、対象を取り巻く状況が絶えず変化しており、近

年は毎年見直しを続け、必要に応じて保育施設の整備を進めている。

幼稚園の今回の定員見直し案については、定員を減らすことによって、より目が行

き届くようにするものである。

9月30日

24
統合の際は第二幼稚園の先生も合わせて移動するのか。数人

だけでも知った先生がいると子供も安心する。
➡ クラスと先生を合わせて移動することを想定している。 9月30日

25

入園前にいろいろな園を見て、第二幼稚園を選んだ。勉強と

かもなく、のびのびと過ごしていることがよかった。英会話

授業や体幹トレーニングをするとのことであったが、子ども

たちに遊んでほしいという意見もあることを知ってほしい。

➡

アンケートでも、子どもたちがのびのびと育っていることがよいという意見をいた

だいていた。そのため、月1回の活動を想定しており、子どもたちが喜ぶことは何か

と考えた。在園児の保護者に英会話をしている方がおり、体を使うようなゲーム感

覚の英語遊びをしていただいたことがあった。子どもたちが様々な世界の人々と関

われるようになれるよう、英会話という感覚ではなく、英語に触れられる機会を月1

回設けられればと思っている。また、ドナルド先生による遊びながら体幹も整えら

れる機会も設けられればと考えている。2月に土曜参観を行うが、ドナルド先生の授

業を行う予定。体幹については、小学校入学後、教室の椅子に背筋を伸ばして座る

ことについても活きてくる。一番大事にしたいのは、遊びの中、友達とのかかわり

の中で子どもたちが育っていくこと。授業を軽視することはない。

9月30日

26

年中と年少に通っている。どのタイミングで益城幼稚園に転

園するか考えている。11月までに決めるとなると、正直時間

をいただきたいところ。

➡
通常は11月までに提出をお願いしているが、今回はクラス編成を行うまで、相談対

応を行いたいと思う。
9月30日

27 どのような交流を、どのタイミングで行っていくか。 ➡

統合が決定してから具体的に検討していく。運動会、発表会を一緒に開催すること

も案のひとつ。頻度についても断言できないが、機会があるごとに一緒に公園に

行ったり、両園を行き来したりすることを考えている。

9月30日
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28
在園児以外の保護者（これからの入園を希望していた方）に

対する説明はどうするか。
➡ ＨＰでの公表や問合せに対する個別説明を丁寧に行っていく。 9月30日
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1 9月26日

旦那も私も第二幼稚園卒。幼稚園の減少は保育園の無償化が最も影響が大きい。ここが変わらなければ幼稚園利用者は減るばかり。無償なら何とかし

て保育所に入れようとする家庭もあり、そのようなケースはズルをしているように思えた。うちは4人子どもがいるが、4人目が年少。第二幼稚園を卒

園できないことが悲しい。保護者説明会を今回開催しているが、幼稚園の保護者だけではなく、保育所の保護者も呼んで意見交換できればよかった。

また支援が必要な子どもも増えている。小学校も同様。普段から教育委員会も現場を見てもらいたい。予算というが、圧縮できることは他にもあると

思う。今後はもう少し現状を把握して実施してほしい。


