
生駒市立認定こども園生駒幼稚園 生駒市南こども園概要 

 認定こども園生駒幼稚園 生駒市南こども園 

認可種類 幼稚園型認定こども園 幼保連携型こども園 

＊認定をとっていない 

正式名称 生駒市立認定こども園生駒幼稚園 生駒市南こども園 

生駒市立みなみ保育園 生駒市立南幼稚園 

開園年月日 平成 29年 4月 1日 平成 28年 4月 1日 

クラス定員 3歳児 25名 担当保育教諭 2名 

4歳児 30名 担当保育教諭 2名 

5歳児 30名 担当保育教諭 2名 

 

0歳児 3名に担当保育教諭１名 

1歳児 5名に担当保育教諭１名 

2歳児 6名に担当保育教諭１名 

3歳児 25名に担当保育教諭 2名 

4歳児 30名に担当保育教諭 2名  

5歳児 30名に担当保育教諭 2名  

利用定員 3 歳児 45 名（地域優先）15 名(2 号認定児) 

4 歳児 45 名（地域優先）15 名(2 号認定児) 

5 歳児 45 名（地域優先）15 名(2 号認定児) 

合計 180 名 

南幼稚園 180名 

みなみ保育園 120名 

 

合計 300 名 

園児数 158名 238名 

給食 クックチル方式 

給食選択制 

自園調理 

H28～H29 給食選択制 

H30～３歳児クラス入園時より完全給食 

2・3号認定児は完全給食 

保育時間 

１号認定児通常 

8:30～14:00  (月・火・木・金) 

8:30～11:30  (水) 

8:30～14:00 (月・火・木・金) 

8:30～11:30 (水) 

預かり保育 

１号認定児 

早朝 7:30～ 

保育終了後から 18:30 

 

早朝 7:00～ 

保育終了後から 18:30 

 

２号認定児 早朝 7:30～ 

8:30～18:30 (月～金) 

11:30～18:30 (水)  

8:30～18:30 (月～金) 

8:30～18:00 (土) 

＊2・３号認定児 

延長保育 

２・３号認定児保育標準時間 

 7:00～8:30 

18:30～19:30 

 

延長保育 

２・３号認定児保育短時間 

 7:00～8:30 

16:30～19:30 

 

休園日 

１号認定児 

 

 

土、日、祝日 春・夏・冬長期休業 

創立記念日 

春・夏・冬長期休業 1 号認定児とも預かり

保育実施 

土、日、祝日 春・夏・冬長期休業 

春・夏・冬長期休業 1 号認定児とも預かり保

育実施 

 

２・３号認定児 

 

土、日、祝日、年末年始 

 

日、祝日、年末年始 
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生駒市立認定こども園生駒幼稚園 

 

〇開園について 

 

 幼稚園ニーズの高い保護者の選択肢を増やすため、幼稚園型のこども園とし、フルタイム就労

保護者の園児を受け入れることができるように、預かり保育時間を延長するとともに、給食を実

施する。 

 

〇説明会実施日程 

 

 平成２８年２月２５日  育友会役員事前説明会 

生駒幼稚園育友会役員１９名参加   生駒幼稚園育友会室にて 

 平成２８年４月２２日  第１回保護者説明会 

生駒幼稚園保護者１０７名参加    生駒幼稚園リズム室にて 

 平成２８年７月９日   第２回保護者説明会 

             生駒幼稚園保護者（参加人数不明）  生駒幼稚園リズム室にて 

 平成２８年１０月１９日 新入園保護者説明会 

             新入園児５０名 参加        生駒幼稚園リズム室にて 

 

〇説明会での保護者からの意見（平成２８年２月～１０月） 

 

・給食に対してどのようになるのか 

  弁当持参していいのか  クックチル方式とはどのようなものか 

・参観日等の行事の日程は今までどおり行うのか 

2号認定児の保護者は来ることができないこともあるのではないか 

・預かり保育に対して 1号認定児と 2号認定児で差があるのか 

  長時間預かりを利用していた保護者は 2号認定児申請をすれば認められるのか 

  転園しなければならないことはないのか 

・育友会活動はどうなるのか 

  1号認定児の保護者ばかりが役員になるのか 

・パートやアルバイトが 1号認定児の保護者でも預かり保育を利用すれば気軽にできるのか 

・長期休業中でも預かってもらえるのか 

・市内他の地域でのこども園化の予定はあるのか 

 

〇幼稚園型認定こども園に移行（平成 29年 4月 1日）後の現状 

 

・平成 30年度 1号認定児給食喫食率９４％ 平成３１年度９７．５％と上がっている。 

・１号認定児預かり保育利用者  

こども園化前 平成２８年度のべ利用人数 ９１１名 

こども園化 平成２９年度      １１５７名 

      平成３０年度      １６６９名 

・入園希望者  平成２８年度  １２１名 

        平成２９年度  １３４名 

        平成３０年度  １３７名 

        平成３１年度  １５８名 

・認定替え希望者の増加  
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〇こども園化してからの保護者からの意見 

 

・保育参観は子どもの様子がわかるので参加したいが休めないことがあり、回数や計画を２号認

定児保護者のことも考慮して計画してほしい。 

・育友会活動にも２号認定児保護者が入ってくれて有難いが、１号認定児の保護者役員とともに

活動できにくい。 

 

〇こども園化しての成果 

 

・今までどおりの幼稚園教育を受け、さらに長時間預かりや長期休業中も預かり保育を提供でき、

１号認定児であっても、保護者は仕事ができる。 

・複数担任なので安心できる。 

・育友会活動内容を見直し、スリム化が実現した。 

・給食を提供することで、食材についての味、かおりなど、食育をより充実させることができた。 

 

課 題 

 

・預かり保育利用者の増加によって預かりのための保育室が必要になり、日常保育している保育

室も利用しなければならない。（掃除などの衛生面、アレルギー対応など） 

・保護者が認定替えを希望しても同じ園で受け入れられないことがある。 

 ２号認定児の定員を超える。 

・幼稚園は、園区ならば全入であるため、希望人数によってクラス数が変動することがあり、園

児を預かりながら、年齢に応じた仕様に換えなければならない。 

・駐車場を１号認定児も使用したいとの要望があるが、スペースが無い。 

預かり保育を利用して仕事をしている１号認定児は駐車場が使えない。 

・１．２号認定児保護者両者が納得できるよう保護者参加の行事の回数、計画をたてる。 

・育友会活動時間の確保 

・職員間の情報共有と研修時間の確保 
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わくわくキッズ・・・年長児と年中児、年少児も参加 

           して異年齢交流をする。 

なかよしデー・・・・中保育園・生駒小学校・緑ヶ丘 

中学校と交流をする。  

英語であそぼう・・ＡＬＴと一緒に英語で遊ぶ。 

茶道体験・・・・・・・年長児がボランティアの方と 

一緒に体験する。  

 

教育目標『明るいおひさま みんなの笑顔』 

おひさまのようにあたたかい（人や自然にやさしい子ども） 

おひさまのようにちから強い（心もからだもたくましい子ども） 

おひさまのように輝いている（表現力豊かな子ども） 

みんなの笑顔 たったひとつの笑顔 

○栽培活動のなかで、土に触れる体験や、生長の不思

議・収穫の喜びが感じられるよう取り組んでいます。  

○食育活動として、自分たちで育てた野菜を、 

みんなで食べる経験をとおして、自然の恵み 

や食物への感謝の気持ちを育てています。 

○小動物（うさぎ、蚕、カメ等）の飼育体

験を通して、生き物の命を大切にする

気持ちを育んでいます。 

 

絵本の部屋での貸し出しや、

毎月「絵本ママの会ぷぅ」の 

お話し会があります。 

生駒幼稚園は、昭和５２年に開園し、平成２９年４月から、    

幼稚園型認定こども園になりました。 

子どもたちの「遊びたい」と思う気持ちを大切に、体験を重視した

活動を通して、一人一人の確かな成長を目指しています。 

自然との触れ合い 

絵本活動 

 

人とのかかわり 

外部講師を招いて柔軟な体

づくりをしています。 

（年間年長７回・年中７回） 
のびのびタイム 

保育時間及び保育料等 

★開園時間   ７：３０～１８：３０  

 

★保育時間   月・火・木・金 ８：３０～１４：００ 

   水        ８：３０～１１：３０ 

 

★保育料等 

保育料 子ども・子育て支援新制度の実施に 

      伴い、保護者の所得に応じた額が 

基本となります。 

     通園費(バス利用児のみ) 月額３,１００円 

諸費  詳細は園にお尋ねください。 

 

★預かり保育・給食 

詳細は園にお尋ねください。 

  

 生駒市立認定こども園生駒幼稚園 

 〶630-0261 生駒市西旭ヶ丘１８－１２ 

  （生駒駅下車中菜畑２丁目行バス湯船下車西

へ徒歩２００ｍ） 

電 話   （０７４３）７４－７４３５ 

  ＦＡＸ   （０７４３）７４－８９２０  

 

生き物との触れ合い 


