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浦幌町児童育成計画策定委員会議案【議 事 録】 

 

日 時：平成３１年２月２７日（水）   

午後６時３０分～午後８時２５分 

場 所：浦幌町保健福祉センター集会室  

 

委員出席者：上村委員長、横山副委員長、松橋委員、竹田委員、下川原委員、柳樂委員、 

梶川委員、伊藤委員、齊藤委員、橋本委員、松川委員、木下委員 

委員欠席者：石黒委員 

町 出 席 者：水澤町長、廣富保健福祉課長、小川施設課長、早瀬施設課長補佐、大山子育て支援センタ

ーくれよん広場所長、小山内しらかば保育園長、佐藤浦幌幼稚園長・厚内幼稚園長・学童

保育所長、阿部上浦幌ひまわり保育園所長、安田建築住宅係長、栗本児童保育係長、酒森

児童保育係主事 

 

【廣富保健福祉課長】 

御案内の時間が参りましたので、只今から、「平成３０年度第２回浦幌町児童育成計画策定委員会

を開催いたします。 

それでは、本日の会議の出席状況ですが、 石黒 委員は、都合がつかず、欠席の連絡がありまし

た。 

  本日の会議は、委員数 １３ 名中、 １２ 名の出席がありまして、本委員会設置条例第７条第

１項の規定に基づき、過半数以上の出席をいただきましたので、本委員会が成立することを、ここに

報告いたします。 

  それでは、本日の次第に基づきまして進めてまいります。 

 

１ 町長あいさつ 

【水澤町長】 

皆さんには、月末の大変お忙しい中本委員会に出席をしていただきまして、また、日頃から浦幌町

行政全般に亘りまして、ご理解とご協力をいただいていることに重ねてお礼申し上げます。 

  最近よく言われる少子高齢化の中で急速な少子化を背景に子どもたちを取り巻く環境が、大変厳し

くなっています。そのような中で子育ての支援をすることは大変重要なことだと言われているし、私

どももそう認識しているところであります。 

  浦幌町においても、子どもの数は伸びていかず減少傾向にあります。子育てにつきましては、核家

族化の進行と、共働き家庭の増加ということで、子育てと仕事の両立の中でご苦労されている家庭が

たくさんあるのではないかというふうに思っていますし、子育てへの負担が増大しているような状況

もあるのだろうと思っているところであります。 

  そういう観点から、子ども子育て支援の質、量共に充実させていくのが行政としての課題だと思っ

ています。家庭と学校と地域のあらゆる分野で子どもたちを育てる支援の重要性について関心を、そ

して理解を深めていく必要があるだろうと思っています。そういった中で、子どもたちが健やかに成

長していける社会の実現を目指していって、浦幌町としては、浦幌町の子ども子育て支援事業計画を

策定しているところでありますが、最終年度の平成３１年度を迎えるということになりまして、第２

期の新たな計画を立案する必要が迫られているところであります。 

本日の委員会につきましては、支援事業計画策定に係るニーズ調査の結果をご説明いただきます。

また、認定こども園の整備事業計画の素案が出来ましたのでそれについても説明し、皆さんからご審 
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議いただきたいと思っているところであります。詳細については、事務局から説明させますので、委

員の皆様には子育て支援の経験を十分積まれている方ばかりですので、忌憚のないご意見をいただき

ながら本委員会の審議をよろしくお願い申し上げたいと思います。簡単ですが、開会に当たっての挨

拶とさせていただきます。よろしくお願いします。 

 

２ 委員長あいさつ 

【委 員 長】 

  皆さんこんばんは。ご多忙の中、また、夜分にも関わらずご出席頂きましてありがとうございます。 

  今日、昼間街の方へ行きますと、公共施設を建設業協会の方がボランティアで雪を排雪している姿

を見ました、私としては、早く雪解けが進んで、もう雪が降らないほうがいいなと思っているしだい

です。 

  私の方は、進行ということでございますので今日議題に従いまして、３件ございますので進行して

いきたいと思いますので、皆様からご忌憚のない意見を賜ればと思っておりますので、よろしくお願

い申し上げまして、開会の挨拶とさせていただきます。今日は、よろしくお願いします。 

 

【廣富保健福祉課長】 

  では、水澤町長につきましては、この後、他の公務のためここで退席させていただきますので、ご

了承願います。 

 《町長退席》 

 

３ 議  案 

【廣富保健福祉課長】 

  それでは、お手元の議案書「３ 議案」に移らせていただきます。本委員会の会議に係る議長につ

きましては、本委員会設置条例第５条第３項の規定に基づきまして、委員長に議長をお願いいたしま

す。 

  なお、本日の議案に係ります説明員としまして、私の左から「課長補佐兼子ども発達支援センター

くれよん広場所長 大山」次に、「課長補佐兼浦幌幼稚園長・厚内幼稚園長・学童保育所長 佐藤」

次に、「課長補佐兼しらかば保育園長 小山内」次に、「児童保育係長 栗本」次に、「上浦幌ひまわ

り保育園所長 阿部」次に、「児童保育係主事 酒森」です。また本日は、施設課からも説明員とし

て出席いたしております。まず私の右「施設課長 小川」次に、「施設課課長補佐 早瀬」次に、「施

設課建築住宅係長 安田」最後に私「保健福祉課長 廣富」でございます。どうぞよろしくお願い申

し上げます。 

  それでは、以降の進行を、委員長、お願いいたします。 

 《以降を上村委員長が議長となる》 

 

【委 員 長】 

  それでは、早速３番目の議案に従いまして、進めさせていただきたいと思います。１項目ずつ進め

て行きたいと思います。「（１）第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査実施

結果（速報値）について」の説明を求めます。 
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（１）第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画策定に係るニーズ調査実施結果（速報

値）について（資料１） 

 

【栗本児童保育係長】  《資料１により説明》 

 

《質疑なし。》 

 

 （２）浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画（素案）について（資料２） 

 

【廣富保健福祉課長】  《概略説明》 

  私から議案「（２）浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画（素案）について」の説明をす

る前に概要についてご説明いたします。 

  事業の基本計画についてですが、基本計画については、資料２の７ページをご覧ください。説明の

前に、「第２章計画の基本的な考え方」について私からご説明いたします。これからご説明します、

認定こども園に係る整備事業計画の事業基本計画及び認定こども園の園舎等基本計画については、こ

の計画の位置づけを示したものになります。 

  １計画策定の流れです。浦幌町第３期まちづくり計画の下位計画として浦幌町子ども・子育て支援

事業計画があります。この計画に基づいて、基本計画として、この２つの計画があります。これより

議案（２）、（３）により説明致しますが、本委員会に対しまして、昨年７月１１日に開催いたしまし

た、第１回の策定委員会におきまして、「認定こども園の整備計画の策定その他実施に関し必要な審

議を行い町長に答申する」として町長から諮問がありました。ここで言っている認定こども園の整備

計画、これがこの２つの基本計画に該当するものです。内容につきましては、整備事業基本計画につ

いては、２の（１）浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画になり、認定こども園の整備全般

の基本方針を策定いたします。（２）浦幌町認定こども園（仮称）園舎等基本計画につきましては、

認定こども園の建設に係るゾーニングや園舎の平面計画の策定になるものです。 

  ８ページをご覧願います。上段のフロー図です。町長を頭とし、本委員会が諮問機関となります。

先ほどご説明いたしました、町長からの諮問事項、整備計画に係る部分を検討し、町長に意見を申し

述べる機関です。その下の開設準備委員会これは、建設に係る関係課、施設課や教育委員会、園長・

所長、保健福祉課が事務局となっています。その下に部会を設置しています。左側、建設計画協議部

会。もう１つが、運営計画の協議部会。左の建設計画協議部会は、ハード面の計画部会です。真ん中

の運営計画協議部会についてはソフト面に係る計画を検討する部会です。組織については、下に括弧

書きで書いてあるとおりです。また、波線で書いてあります右側、園長会議ですが、各園との調整を

行う機関になります。ソフト面とハード面の計画以外の検討事項が多々ありますので、各園から挙が

った事項の調整等を行い園長会議に諮り、それを、開設準備委員会に諮っていきます。 

先ほど委員長からもお話がありましたが、議案（２）につきましては、整備計画素案についてご説

明いたします。第１章から第３章についてと第４章から第５章に区切りそれぞれ説明をした中で、委

員の皆様から意見を頂きたいと思います。 

【栗本児童保育係長】  《第１章～第３章の説明》 

  資料２の１ページ目第１章計画策定の経緯と目的ですが、平成２４年８月に成立した「子ども・子

育て関連３法」に基づいて、幼児期の教育・保育・地域の子育て支援の量の拡充や質の向上を進める

「子ども・子育て支援新制度」が平成２７年４月からスタートし、町においては、新制度を推進する

ため「子ども・子育て支援事業計画」を策定しました。また、策定委員会から「認定こども園の整備

について検討していただきたい」との答申を受けて、この計画をとりまとめています。 

２．就学前児童を取り巻く現状と課題として、（１）将来推計人口から見える児童数の推移、 
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（２）老朽化施設への対応、（３）子どもを中心とした環境整備、（４）幼保連携型認定こども園の特

徴を整理し、掲載しています。 

３認定こども園の概要ですが、こちらには、認定こども園とは、ということで、「機能」や「タイ

プ」「認定こども園の設置状況」などを参考資料として掲載しています。 

４ページには、こども園の４つのタイプ別に、主な項目についての比較を掲載しています。法的性

格としては、幼保連携型のこども園は「学校かつ児童福祉施設」で、幼稚園型のこども園は「学校」

に保育所機能を追加、保育所型のこども園は「児童福祉施設」に幼稚園機能を追加、地方裁量型は、

認定こども園として「幼稚園機能と保育所機能」を果たすタイプとなっています。 

職員の要件としては、幼保連携型のこども園は「保育教諭」の配置が必要になります。保育教諭と

いうのは、幼稚園教諭と保育士資格の両方を持っている人を指します。幼稚園型・保育所型・地方裁

量型は「３歳以上は両免許・資格の併有が望ましい」がいずれかでもよく、３歳未満は保育士の資格

が必要となります。 

給食の提供については、いずれの類型も、２・３号子どもに対しては食事の提供義務があり、３歳

以上は外部搬入が可能となっています。 

開園日と開園時間は、幼保連携型と保育所型のこども園は、１１時間開園、土曜日開園が原則とな

り、幼稚園型と地方裁量型のこども園は、地域の実情に応じて設定が可能となっています。 

５ページの認定こども園の認可・認定基準ですが、主な基準として「職員の資格」、こちらは先程

ご説明させていただいたとおりです。 

次に学級編制ですが、３歳以上の「共通利用時間」の４時間程度は、学級を編制いたします。 

教育・保育の内容ですが、幼保連携型は、「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」により、幼

稚園型は「幼稚園教育要領」、保育所型は「保育所保育指針」に基づき、教育・保育を実施いたしま

す。その他、小学校における教育との円滑な接続や集団活動・異年齢交流・環境など、認定こども園

として、特に配慮すべき事項があります。 

職員の配置基準ですが、資料１で先ほどお示しした人口推計や最近の動向を加味して、年間２０人

生まれるとし、そのうち約７割がこども園に通園すると仮定した場合の、定員数を設定してみました。

配置基準は、０歳３人に対し、先生が１人、１から２歳６人に対し１人、３歳２０人に対し１人、４

から５歳３０人に対し１人の先生を配置しなければなりません。先生は、こども園のタイプ別に資格

要件が違いますので、見合う資格を持った先生を配置することになります。 

当町では、幼保連携型の認定こども園として、運営をしていく予定でありましたが、タイプ別に様々

な要件の違いがありますので、これらを整理、考慮しながら、地域の実情を踏まえて、次回の策定委

員会にお計りしたいと思います。 

４．目指すべき方向性ですが、幼児期の教育・保育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う極めて

重要なものであり、子どもの最善の利益を第一に考えながら、質の高い教育・保育の提供を行なうと

ともに、地域の子育て力の向上に向けた支援を実施するための体制づくりについて、記載しています。 

７ページ、５．開園に向けたスケジュールですが、次回は５月に策定委員会を開催し、整備事業計

画・園舎等基本計画をお計りし、決定をいただけましたら、町長に対して答申をいただきます。７月

実施設計の発注、２０２０年４月建設工事の発注、２０２１年３月こども園の完成・引越し作業を経

て、４月開園を目指し、進めていきます。 

また、繰り返しになりますが、次年度（平成３１年度）は、第２期子ども・子育て支援事業計画の

策定年になりますので、策定委員会を随時開催させていただきますので、こども園に関してもその都

度、進捗状況をご報告させていただきます。 

第２章計画の基本的な考え方ですが、先程、廣富課長より考え方及び策定の流れについて、ご説明

いたしましたので、別添の資料をご覧いただき、主な検討経過をご説明いたします。平成２６年度に

ついては、認定こども園の整備についての諮問を受け、平成２７年度は、上士幌町認定こども園の視
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察を行い、又、第３期まちづくり計画に認定こども園の整備事業が計画されました。平成２９年度に

ついては、本別町の認定こども園ほんべつを視察し、平成３０年度については、７月に別海町、標津

町のこども園を視察、建設候補地が選定され、８月には保護者説明会を開催いたしました。１０月に

は訓子府町のこども園を視察したほか、保育教諭等の研修会を開催。浦幌中学校３年生によるうらほ

ろ活性化案発表会では、「ニコニコこども園」が提案されました。１１月から１２月にかけて、建設

候補地の現況測量及び地質調査を行ない、１２月からは、施設基準に基づき園舎等の配置概略プラン

を作成して、先生方と建築担当を交えて、保護者の送迎の動線や、園児のより良い園生活及び安全面、

玄関の位置やトイレ、午睡スペースなど、園舎の有効活用を考えながら、意見交換を行なってきまし

た。２月にも、白糠町の認定こども園を視察していますが、視察で学んだ良い点を取り入れ、今後の

計画を考えていきます。 

運営計画に係る部分も検討を行っており、のちほど教育保育目標などのコンセプト（案）について、

ご説明させていただきます。このほか、園長会議を随時行ない、検討を重ねております。 

資料２に戻りまして、８ページ目第３章認定こども園の運営方針ですが、１．浦幌幼稚園としらか

ば保育園の現状、２．教育・保育施設を利用するこどもの認定区分、３．保育日と保育時間を掲載し

ております。４．保育料についてですが、町の政策として、第２子半額、第３子以降無料としており

ます。報道等で既にご存知かと思いますが、国がすすめている幼児教育の無償化は、幼児教育の重要

性や幼児教育の負担軽減を図る少子化対策の観点などから、３から５歳児は全世帯、０から２歳児は

住民税非課税世帯を対象に利用料が無償化されます。実施時期は、平成３１年１０月からとされてお

りまして、今後、国の動向を見ながら保育料を決定していきます。 

【委 員 長】 

  只今、第１章から第３章までの説明がありましたので、皆様からご意見いただきたいと思います。 

なければ第４章と第５章の説明が終わってから一括でご意見求めたいと思いますので、進めてよろ

しいですか。それでは、第４章、第５章お願いします。 

【しらかば保育園小山内園長】 

  第４章運営に関する基本事項について、ご説明いたします。１．基本指針については、別紙認定こ

ども園コンセプト（案）の図を元に説明しますのでご覧下さい。 

０～６歳までの子どもたちが、こども園での生活を通して、健やかに成長し、たくましく育つため

にはどのような教育・保育を展開していくべきかを考えた時に、すくすくと育つ植物、浦幌でいうと

町の花「はまなす」をイメージしました。大地から栄養を吸い、緑の葉を茂らせ、花を咲かせる様子

を図に表してみました。 

まずは、根底にある大地に「たくましく生きる力をはぐくむ～豊かな自然を生かし、地域と共に未

来を担う子どもたちのために～」という教育・保育理念を掲げました。上には、「げんきな子・かん

がえる子・やさしい子」の３つを教育・保育目標に掲げました。この教育・保育目標を達成するため

に職員が一丸となって取り組む方針を５つにしました。 

保育の重点は一人ひとりの子どもたちのために保育士が心がける内容となっています。また、町内

各関係機関との連携や、子どもたちを取り巻く人的環境との連携が大切であると考え、４つのはまな

すとして、地域・各関係機関、保育者、保護者、小学校との連携を記載し、５つ目の環境の充実は、

子どもにとって環境はとても大切なものですので、人的・物的環境を具体的にあげてみました。 

これから進んでいくことですが、コミュニティスクールとのつながりを深めていきたいとの思いが

あり、左側上部に「ふるさとを愛し、たくましく生きぬく人」という、浦幌学園目標も載せています。 

資料の１１ページ。２．認定こども園の一日の流れ（デイリープログラム）について説明いたしま

す。デイリープログラムは、現時点での目安としての案を記載しています。３号認定となる保育を必

要とする０～２歳児についてですが、７時３０分から８時３０分まで早朝延長保育を行います。そこ

から自由遊びということで、子どもたちが好きな遊びをし、９字３０分から１０時頃を目処に、午前
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のおやつを食べます。そして、年齢に見合った、季節に応じた保育を行います。１１時から１１時３

０分にかけまして、給食をとり、午睡になります。１４時３０分までを目処に午睡を行います。そし

て、午後おやつを食べ、自由遊びをして、１６字３０分が通常保育のお子さんの降園時間になります。

１６時３０分から１８時までは、延長保育の時間となっています。 

２号認定の保育を必要とする３～５歳児のお子さんですが、こちらも７時３０分～８時３０分が早

朝延長保育の時間になります。そこから、自由遊びになります。３～５歳の今幼稚園を利用されてい

る、１号認定のお子さんたちと教育・保育活動という共通の時間で保育を行います。これは、今の子

どもたちには教育を進めているところですが、今後は、より充実した教育・保育を提供していくとい

うことで、保育園・幼稚園のくくりなく認定こども園として共通時間で保育を行っていく時間になっ

ております。そして、給食を食べ、１２時３０分から１４時３０分まで午睡になります。そして、午

後おやつを食べ、自由遊びをします。１６字３０分までが通常保育という形で、一斉降園にはなりま

すが、１６時３０分から１８時までは延長保育時間となります。 

１号認定ですが、朝は８時４５布から９時を目処に登園となっています。先ほどもご説明しました

が、教育・保育活動ということで一緒に活動します。給食を食べて、１３時に降園となっています。

また、１号認定のお子さんでも、延長保育を利用される方は、降園は１５時となっています。 

次に３．職員体制ですが、職員の資格要件や配置基準を踏まえ、今後検討してまいります。 

次に、１２ページ４．給食についてですが、現在、浦幌幼稚園は学校給食、しらかば保育園は自園

調理をして給食を提供しています。こども園では、自園調理を通して食育にも取り組んでいきたいと

考えています。 

次に、５．通園方法については、現在と同じように遠方からの通園に対しては、通園補助金を交付

していく考えでおります。 

次に、６．地域や小学校との連携は、こども園コンセプトでもお話しいたしましたが、今後、教育

委員会とも協議していきたいと思います。 

次に７．地域子ども・子育て支援事業についてです。（１）（２）（３）の地域子育て支援拠点事業、

一時預かり事業、延長保育事業ともに、こども園での運営になりますが、利用時間や利用料金などの

詳細は今後検討していきます。 

次に、８、父母の会は、子どもたちのために園と家庭とが一体となっていくために今後、組織作り

に努めていきたいと考えております。 

最後に、第５章特色を活かした園の運営については、浦幌幼稚園をしらかば保育園の双方の良い点

を生かしていくべく、豊かな浦幌町の自然を取り入れ、未来を担う子どもたちを育んでいきたいと考

えています。以上説明を終わらせていただきます。 

【委 員 長】 

  第４章と第５章で認定こども園のコンセプトと１日のプログラムについて説明がありました。何か

ご意見等ありますか。 

一点いいですか。基本的に幼保連携型の認定こども園を造っていくということですが、現職員体制

の中で、職員は十分確保できるということで理解してよろしいですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  只今の委員長のご質問ですが、現在の園児数で認定こども園になった場合を仮定しますと、職員数

につきましては、若干足りないという考えをしています。特に一番職員を配置しなければいけないの

が０歳児で、３名に１人資格者を配置しなければならないとなっています。０歳児が今現在の人数か

ら増えることも予想されますので、確保が厳しくなっているということでございます。そうなります

と、正職員なのか、または、長期の有資格者のパートさんにお願いするのかというのは今後の検討課

題となっています。以上です。 
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【委 員 長】 

  認定こども園の整備基本計画の説明がありましたが、皆さんから何かありませんか。前回の会議の

中で建設候補地は決定しましたので、次の段階として基本計画の策定に入っていくということです。

後ほど園舎等の基本計画についても説明があります。今回は紙媒体ではなくプロジェクターを使って

の説明になっています。建物以前の問題として何かあればご意見いただきたいと思います。ご意見等

あれば随時お願いします。議案の３番目に進みたいと思いますがよろしいですか。それでは、（３）

浦幌町認定こども園（仮称）園舎等基本計画（素案）の進捗状況について説明よろしくお願いします。 

  

《以上で質疑が終わり、承認される》 

 

（３）浦幌町認定こども園（仮称）園舎等基本計画（素案）の進捗状況について 

【廣富保健福祉課長】 

  これから、スクリーンのほうでご説明させていただきますのでよろしくお願いします。 

議案（２）でもご説明いたしました過去の検討経過の中でもありますが、幼稚園・保育園現場の様々

な意見。それから、他町村視察から見えてきた認定こども園の良いところや悪いところを踏まえた中

で、建築設計等の担当になります施設課の職員及び設計会社と検討、協議を重ねてきました。 

本日、お示しいたします図面等については、今現在の検討の途中経過のものになります。内容につ

いては、施設課担当から説明いたします。次の策定委員会は５月に予定していますが、本日委員の皆

様方からご意見いただいたものを踏まえまして、最終的な、建築に係る基本計画をお示ししますので、

ご審議いただければと思います。 

【早瀬施設課長補佐】 

  それでは、私の方から今回の浦幌町認定こども園の園舎基本計画素案の進捗状況等について説明さ

せていただきたいと思います。基本計画についてですが、先ほど栗本のほうから、主な検討経過とい

うことで、今までの検討内容について、説明したところではありますが、その内容を基に図面化しま

したので、スクリーンに映しながら説明させていただきたいと思います。今回の認定こども園の建設

における基本的なコンセプトとして、４つの項目について検討してきました。 

  まず、敷地形状を考慮した配置計画ということで、今回の敷地につきましては、西側が町道東山通、

南側が、道道十沸浦幌線。東側については、国道３８号線。そして、北側は、森林公園通ということ

で道路に囲まれた敷地形状になっております。児童の送迎時の動線を考慮した中で、検討を行う必要

があります。 

  次に、安全性の確保をした平面計画の検討ということで、児童が安全にこども園で過ごすことが出

来るように、細部まで配慮した平面計画ということを考慮しております。遊具空間や食育等にも配慮

した施設内部の平面計画の検討をしております。Ｅプランと書いてありますが、敷地全体の中で白抜

きになっているところが認定こども園の建物となります。グレーになっている所、少し分かりにくい

ですが、ここが駐車場です。そして茶色の部分についてはグランド。グリーンの部分については緑地

体。黄色は、駐車場からのアプローチ通路となっております。 

このプランを作るに当たり、実際に現場で働く幼稚園・保育園職員の意見を聞くためワークショッ

プを開催し、建物の配置計画について、検討を行ってきました。その結果、基本的には園舎の南側に

グランドを、西側に一般の方の駐車場、北側には職員等の駐車場を配置する計画となりました。この

ことから、平面計画では玄関を南側に配置したＥプラン、玄関を西側にしたＦプランを作成しました。 

この２つのプランとも保育室については、南側に配置しております。各保育室の隣にトイレを配置

しております。事務室から玄関ホールが見渡せる、同じラインになるような計画となっています。厨

房は、廊下側から中の作業している所が確認できるような造りを考えております。また、木のぬくも

りがあり、光あふれる明るい園舎ということや、保育室から屋外に出られるような開口部を設けると
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いうことを希望しているところです。また、遊戯室と午睡スペースとを分けて設置するという要望も

ありました。あと、子育て支援センターと一時保育を離して設置するという希望もありこのような平

面計画としたところです。３歳児の保育室ですが保育の関係上、間仕切りを付けて２部屋で保育がで

きるような形での対応を考えています。屋外からの使用が出来るトイレの設置についても検討してい

ます。教材室における収納の確保並びに、遊戯室のステージについては可動式とすることにより、遊

戯室の有効活用を図ることが出来るということで、ステージは固定式ではなく、収納式タイプのステ

ージを検討しています。 

  Ｅプランについては、南側に玄関を設置したことにより、玄関を境に東側に３歳児以上、西側に未

満児という分けた間取りとなり、玄関ホール部分を開放的な空間としたプランとなっております。Ｅ

２プランについては、建物を、西側の道路に寄せた形で駐車場を分けたというプランになっておりま

す。このＥとＥ―２プランについては建物自体は同じものを配置しております。 

  Ｆプランについては、玄関が西側のタイプになります。西側に玄関を設けることで、中廊下タイプ

の平面計画になります。保育室等については、暖かい南側に設けることとなっております。建物自体

は、東西の造りの長い平面計画となっています。 

  両プランとも、保育室や子育て支援センター、職員室、厨房等も部屋部分については同じ規模のも

のを配置しています。 

以上で、園舎等基本計画素案に係る進捗状況説明を終わらせていただきます。 

【委 員 長】 

  園舎等の基本計画の素案の進捗状況ということで、２案の考え方が示されました。前回の会議の時

に建設候補地北側のみのり祭りの際に駐車場として使用している場所については、地盤が悪いので測

量の際には排水に十分に注意していただきたいというお話がありました。地質調査の結果、南側のほ

うが良いという結果になりました。公営住宅側に建てるという基本素案が出来ているということです

が、なにかご意見等ありませんか。 

【委  員】 

  その園舎になった場合、園児の人数はどれくらいになるのでしょうか。これでいくと、２０２１年

の０歳から５歳までの推計が１３０人くらいなのですが、この人数全てこども園でまかなうというこ

とですか。 

あと、運動会等の行事も行われると思いますが、駐車スペースは何台分確保できるのですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  只今のご質問について、前段の方は私の方で説明させていただきます。 

人口推計で０歳から５歳の人数をお示ししました。そちらの数字については、今現在の推計という

ことになります。認定こども園になった場合の定員数については、資料２の５ページ、こちらになり

ます。５ページの中段に、職員の配置基準（１）定員数とあります。こちらで人数が、０歳から２歳

までが１５名ずつの１クラス。それから、３歳から５歳が各３５名定員とし、合計で１５０名の定員

としています。この人数を下回る形の推計を出させていただいた中での、園舎の面積を出したのが先

ほどの図面になっています。駐車場の台数につきましては、担当からご説明いたします。 

【早瀬施設課長補佐】 

  Ｅプランでは、西側と北側で合わせて６０台くらいの予定をしています。 

【委  員】 

  職員の分も含めて６０台ということですか。 

【早瀬施設課長補佐】 

  舗装し、ラインを引いてある所で６０台確保出来るということです。他にもスペースがありますの

で、そのスペースの利用計画はまだお示しできませんが、行事等についての利用についてもこれから

検討していきます。 
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【委  員】 

  北側のスペースは、森林公園通りからの出入りは出来ますか。 

【小川施設課長】 

  施設課長の小川です。町道東山通に面しているという話を先ほどさせていただきました。道道十沸

浦幌線から公営住宅奥の側溝がある所、そこまでが町道東山通として道路形態がある部分です。この

道路の整備についてですが、図面上では森林公園通と繋がっています。ただ、現状では繋がっておら

ず、今後認定こども園の建設に併せて、道路整備について計画を立てることになります。どのような

方式にして行うのかについては、認定こども園の建設とは別途検討しています。我々担当者レベルで

は、森林公園の通りと連絡させることによって、北側からお越しいただく方、南側からお越しいただ

く方、それぞれが、通園しやすくなるだろうということで、繋げたほうが良いと考えています。ただ

現状では、町としてこれを全て繋げるという決定には至ってはいません。いずれにしても、排水路を

超えたところまでが整備区域と考えていますので道路ができなくても、最低限排水路は渡るような形

態にしなければならないと考えています。排水路に跨って駐車場を造る計画をしているので、北側か

ら渡って来ることは結果的には可能だと考えています。できれば、一本しっかりした道路を整備した

いと考えているところです。 

【委  員】 

  恐らく、散歩で森林公園に行くこともあると思うので、その場合、絶対園舎から真っ直ぐ森林公園

の通りに出られるようにした方が、子どもたちにとっては良いと思います。 

【小川施設課長】 

  貴重なご意見として、我々もそういうことも踏まえて考えていきたいと思います。よろしくお願い

します。 

【委 員 長】 

  運動会とか大きな行事には、東側も含めれば駐車スペースは十分あるということで解釈していいで

すか。 

【小川施設課長】 

  先ほどお話した、駐車台数というのは、あくまでも平面計画を行った上で、ここの部分を駐車場と

して設定し台数を確保したときには、概ね６０台程度の駐車スペースが出来るだろうということでの

台数です。台数を設定して駐車エリアを設けた訳ではありませんので、その辺だけご理解いただけれ

ばと思います。 

【委 員 長】 

  一般的な駐車スペースで言うと、３ｍ×５ｍとかになると思いますが、大きいセダン型の車で来て

お子さんを降ろして園まで連れて行くわけですから、ある程度大きめなスペースをとっておく必要が

あると思います。４台、５台いっぺんに来ることもあると思うので、子供が危ない目に遭わないよう

に、子どもの安全を確保する意味でも、駐車スペースは広くとらないといけないと思いますが、その

辺は十分配慮された駐車スペースですよね。 

【小川施設課長】 

  一般的な標準的なサイズで形どったというだけなので、只今の意見も今後の検討材料の一つとして

考慮していきたいと思います。 

【委  員】 

  これはまだ仮の案でこれから細かく詰めていくということですよね。駐車場とか園舎とか。 

【小川施設課長】 

  Ｅプランでも２通りありましたよね。それによって駐車台数も変わってきますし、まだ結論づいた

状態のものではないとご理解いただければと思います。 
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【委  員】 

  いつの段階で、Ｅプラン、Ｆプラン決めることになりますか。 

【廣富保健福祉課長】 

  本日、ご意見等賜りました内容踏まえまして、再度プランを練りまして、次回５月開催予定の本委

員会で説明させていただいて、決定をいただきたいというような予定になっています。 

【委  員】 

  今日の段階で、私はＥプランが良いと思うとか、ここをもっとこうしたほうが良いということを意

見として言うことは問題ないわけですか。言ったほうが良いのですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  そういったご意見も頂きながら、５月に最終的な計画として挙げさせていただいて、最終決定をい

ただくという考えをしています。大きなゾーニング的な意味合いで、ご意見いただければ、次回５月

までに詳細なメリット、デメリットをお示しできるのではと思っているところです。 

【委  員】 

  私個人的には、何パターンかの説明と図面見せていただきましたが、ホールが広くとれて南向きに

あるというのは良い案ではないかなと思います。西側が玄関になると、相当広い形の廊下の途中にホ

ールがあるというような。図面を見ると、そういうイメージになるので。やはり、南から入って、小

さいお子さんが左側、大きいお子さんが右側みたいな形で分けることと、ホールが真ん中にあるとい

うことが、集まって日当たりがよさそうだなという気もしますし、私個人的には、そう思いました。

あと、西側の駐車場は、いいんですけども、北側の図面の上側が駐車場になっていますけども、あの

辺側溝とかあって相当軟弱なこともあるのかなと思ったんですけども。むしろあの、西側に駐車場が

あって、職員の方が北じゃなくて、思い切って東側、国道の下辺りの反対側を駐車場にして右と左で

別れるようにしたらどうだろうと思いました。個人的意見です。職員の方が東側から出入りするのは

どうなのかなと思って。スペースはありそうですもんね。 

【小川施設課長】 

  敷地が広いので、どこにでも駐車場は出来るかなと思います。 

【廣富保健福祉課長】 

  駐車場につきまして、Ｅプランでいいますと、園児のメイン玄関は南側に設定しています。子育て

支援センターや職員用の玄関は北側に設定しています。ですから、園児の送迎に係る駐車場は西側、

子育て支援センターを利用されるかたの駐車場は北側、職員は北側の奥。足りなければさらに奥とい

う考え方をしていますのでご理解いただければと思います。 

【委  員】 

  各保育室というのは、壁のついたそれぞれの部屋になるのか、それとも、オープンスペースという

ことを考えてらっしゃるのか。どうなのでしょう。 

【安田施設課建築住宅係長】 

  オープンスペースだと、子どもの管理上子どもが飛び出ていってしまっても困るので、年齢ごとに

部屋として、一箇所ずつ設けます。ただ、今の段階においては、幼保連携型ということで、３５名を

想定して、面積をつくっているところです。園児１人について、１．９８平米という決まりがありま

すので、園児数に応じて部屋の面積が決められてきます。今の想定している面積であれば例えば、３

５名想定していますが、４０名になった場合に２０名ずつで保育室を分けるための仕切りを設けるこ

とも出来るように考えています。４歳児、５歳児もそうなのですけども、トイレの使い方、ちょっと

質問と関係のないところも入ってしまいますが、３歳児に関しては、直接保育室からトイレに入れる

ようにしています。４歳児、５歳児については、保育室の外からトイレを使えるようにしています。

成長過程等、保育の仕方に応じて考えたものとなっています。 

【委  員】 
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駐車場が広くなった場合に、除雪はどうなるのでしょうか。 

あと、大きい車を乗っている方も多いし、決して上手な運転の方が多いということは言い切れない

ので、駐車場内は一方通行になるのでしょうか。横からの出入りは自由なのでしょうか。 

あとは、Ｅプランの方は玄関ホール広くておしゃれな感じがします。Ｆプランの方は、支援センタ

ーの様子は窓があって中の様子は見られるのでしょうか。正直玄関は通るだけだから、実質長く過ご

す部屋が快適かどうかが大事だと思います。 

今回のプランは幼稚園や保育園の先生方の意見がふんだんに取り込まれて作られたということで

すよね。親は正直送り迎えの時と参観日の時ぐらいしか居ないので、実際に保育される先生方が、保

育していく上で、使い勝手が良くなる方に重点を置いて造っていただいたほうが、私個人としては、

預ける側としては、安心かなと思います。見た目のおしゃれさとかかわいさとかにも惹かれるのです

が、現実的な、実質的な部分を先生の意見を最大限生かして造って頂いたほうが良いと思います。 

【廣富保健福祉課長】 

  私のほうから、保護者の動線の基本的な考え方を説明させてもらいます。ワークショップを開催し

た中で、認定こども園にどこを通ってくるかということを一番に考えました。結果、道道十沸浦幌線

を通ってくる方が多いのではないかという結論になりました。道道十沸浦幌線からの既存の取り付け

道路があります。これは、元々国道の橋の下を抜けて森林公園に行く道になっています。この取り付

け道路は北海道の管理用地なので、巻き込み自体はそのままだろうと考えています。入り口としては、

保護者の皆さんにはこの取り付け部分から入っていただくことになろうと思います。駐車場の幅自体

は車２台がすれ違える余裕のある幅ですが安全面を考慮して一方通行で考えています。以上を踏まえ

ると、西側が一番妥当ではないかと考えているところです。 

また、配置、園舎の平面につきましては、これも検討経過の中にありますが、各幼稚園・保育園の

先生方との先進地視察を踏まえ、その視察の中で感じたこと等の意見を出し合い、場所の決定と、園

舎の配置、それから各ゾーニング、グランド等の配置を検討しまとめました。 

【小川施設課長】 

  最初におっしゃられた除雪ですが、これは我々施設課の方で行っております。今もしらかば保育園

や浦幌幼稚園については、それぞれの業者に委託して通園、登園時間に間に合うような形で行ってお

ります。ですので、新たな施設ができればこちらもやっていただけるように、要望していきたいと考

えています。 

【委 員 長】 

  しらかば保育園の北側は、雪降ったときに、車を止めるのが非常に不安なのですよ。ある時期には、

車を止めないでくださいということで、ロープ張りますよね。今のところは雪がないから、大丈夫だ

とは思いますが、季節によって、止めないでくださいとしているときがあります。そうすると職員の

入っていく駐車場の間か、右側かに止める形になり真ん中には車は止めません。そういうことを踏ま

えたら、認定こども園の北側の駐車場は園舎からかなり離れているということで理解していいですか。

駐車場のスペースは雪には大丈夫ということでいいですか。 

【安田施設課建築住宅係長】 

  まだ平面の計画をしている段階です。屋根の形状、建物の様式、形については、まだ決定していま

せん。ですが、北側に駐車場を設けるという時点で、北側に雨だれなり雪を落とすようなことにはし

ないように配慮はさせていただきます。 

【委 員 長】 

  他かにありませんか。 

【委  員】 

  行事の時の駐車スペースですが、浦幌幼稚園だと路上駐車になっているのが現状です。どこの方も

そうだと思いますが、なるべく近い所に置きたがります。早いもの勝ちで近いところに止めることに
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なると思います。駅前の通りに車を止めるようなことはないとは思いますが、行事等で車が混み合っ

た場合に、そういうことにならないよう考えてあげないといけないと思います。道道に路上駐車する

ことになると他の方の迷惑にもなりますし、町外の方も入ってくることもあると思うので路上駐車に

ついては、心配です。 

【廣富保健福祉課長】 

  行事に当たっての車の台数ですが、浦幌幼稚園にしてもしらかば保育園にしても路上駐車が多いの

が現状です。運動会の時に親御さんそれから、おじいちゃん、おばあちゃんが来られることになりま

すので、当然開催に当たっては注意しないといけません。道道十沸浦幌線については、道路交通法上

では駐車禁止ではないので捕まりはしませんが、当然迷惑になりますので、開催に当たっては、園の

方から保護者の皆様に周知させていただきたいと思っています。 

ただ、建設候補地として決定いただいたこの２万㎡の敷地ですが、全て町有地です。認定こども園

の建設に当たっては、舗装の駐車場を計画しています。整備区域外の森林公園側の土地は、例年みの

り祭りの際に駐車場として使用しています。例えば、職員については、行事のときには森林公園側の

端のほうに寄せて止めて、舗装の駐車場についてはご来場の方に止めていただくことも可能だと考え

ています。これだけ広い土地があるので、対応は今後の検討次第でいくらでもできると思っています。

実際に出来上がった時又は運営の段階で駐車場利用については考えて行きたいと思います。 

【委 員 長】 

  よろしいですか。他にありませんか。 

今日は素案ということで、最終的には次回５月の策定委員会の際に図面として私どものほうに出て

くるということで、そのときにまたお話を聞くということにしたいと思いますがよろしいですか。 

【委  員】 

  この次は、書面できっちり図面を手元で見させていただいて、検討させていただけるとより分かり

良いかなと思いますのでよろしくお願いします。 

【早瀬施設課長補佐】 

  次回の５月のときにつきましては、今回の２案のような形で、提案させていただきまして、皆さん

に協議していただくという形にしたいと思います。 

【委 員 長】 

  書面で出すということで。それでは議案１～３については、よろしいですか。 

 

《以上で質疑が終わり、承認される》 

 

４ その他 

【委 員 長】 

  その他について、なにかございますか。なければ閉じさせていただきますが。 

【委  員】 

  ファミリーサポートのことで随分意見が出ていましたが、このファミリーサポート前回も質問しま

したが、もう少し使い勝手の良いようなシステムにならないものかなと思うのでご検討いただければ

と思います。 

【廣富保健福祉課長】 

  子ども・子育て支援事業計画が平成３１年度末をもって終わります。来年度第２期の計画策定段階

で、ファミリーサポート事業についても、委員の皆さんのご意見をいただきながら検討するというよ

うなスケジュールで考えていますので、ご理解いただければと思います。 

【委 員 長】 

  よろしいですか。資料１の中でファミリーサポートについて結構ご意見があるみたいで、それも含
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めて検討していくということで。他に何かございませんか。 

【廣富保健福祉課長】 

最後のその他の部分で保健福祉課からご報告がございますのでお時間いただきます。 

厚内幼稚園の休園につきまして、ご報告いたします。平成３１年度厚内幼稚園の申込みにつきまし

ては、平成３１年１月３１日を期限としておりましたが、来年度浦幌町立厚内幼稚園へ入園したいと

希望された保護者がいませんでしたので、この度ご報告させていただきます。 

本年度の厚内幼稚園在園児数につきましては、５歳児５名、４歳児１名、３歳児２名の合計８名で、

４月から教育を提供してきました。これまで２世帯の園児がしらかば保育園へ転園しましたので、総

園児数が８名から４名の半分になりました。本年１月に３歳児１名入園されましたので、現在５名と

なっています。この内本年度末に、５歳児３名が卒園されますので、平成３１年度４月には、在園児

が２世帯の２名となる見込みとなりました。 

このような状況から、厚内幼稚園父母の会の皆様方と、今後の幼稚園運営に係る方向性、お子さん

の様子、少人数での教育内容について、懇談会を開催しました。その中で、来年度以降も厚内幼稚園

に通うお考えがあれば、町として、厚内幼稚園の運営を継続するという形で保護者の意向を確認して

いたところです。 

平成３１年度厚内幼稚園の入園募集につきましては、１月１６日から１月３１日までの期間に行い

ましたが、在園児の２世帯については浦幌幼稚園への入園を希望されたことから、厚内幼稚園の入園

申込を提出された世帯がなかったということになります。現在の厚内地区において、未就園児の２歳

児が２名おりますが、この２歳児２名はしらかば保育園への申込書を提出されています。今後におい

て、厚内幼稚園に入園する見込みの０歳から２歳のお子さんが１人もいないという状況になってしま

いました。したがいまして、厚内幼稚園は平成３１年度の入園が０となる可能性が高まりましたので、

残念ではありますが、来年３月末までの町としての方向性を判断し、新年度においては休園とさせて

いただかざるを得ないという状況になってしまったところです。 

休園に伴い園舎を閉鎖しますので、幼稚園教諭等の職員についても配置されないという状況になり

ます。今後も、厚内幼稚園に通うお子さんがいない見込みなので今年６月の町議会定例会において、

最終的に廃園するかどうか判断させていただくところです。 

なお、この度の休園としたところに対する説明について、町議会議員につきましては、２月１３日

開催の平成３１年第１回町議会定例会臨時議会終了後の議員協議会で説明しています。また、厚内地

域につきましては、２月２２日に開催されました厚内地区の連合行政区長会において、それから、厚

内地域住民の皆様に対しては、２月２５日発送されます広報誌うらほろ３月号これの折込全戸配布で

経過を説明させていただいたところでございます。 

以上平成３１年度には、厚内幼稚園申込みがなかったことから、休園という形を取らさせていただ

くという方向になります。以上報告させていただきます。 

【委 員 長】 

  厚内幼稚園の休園ということで、園児２名いますが、浦幌幼稚園に通うということで０になったの

で休園せざるを得ないということで。将来の方向性については、協議して進めるということになりま

した。よろしいですか。あと他にありませんか。 

【委  員】 

  アンケートの実施結果のところですけど、「１号２号３号に関係なく預けれるようにならないか」

という記載がありますが、他の町の認定こども園というのはどのような状況でしょうか。 

【廣富保健福祉課長補佐】 

  認定こども園になった場合に、今幼稚園に通っているお子さんが、通えるかどうかということでよ

ろしいですか。 

【委  員】 
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  そうですね。はい。 

【廣富保健福祉課町】 

  通えるかどうかですね。今現在浦幌幼稚園に通っている子どもたちは、親御さんの就労状況で、家

庭でも保育が出来る方です。親御さんが働いていてもいなくても、お子さんをお預かり出来る施設が

認定こども園だとご理解いただければと思います。 

【小川施設課長】 

  降園１３時が早すぎるからもっと延長保育できないのっていうことじゃないかな。 

【廣富保健福祉課長】 

  時間の関係ですね。８ページの真ん中の延長保育の部分で、幼稚園の園児は今１３時、預かり保育

としては、１５時までという形です。時間については、今のところは変わらないと考えています。幼

稚園・保育園の子どもたちが同じ教室で過ごしますが、親御さんが働いていない今の幼稚園児のよう

な園児は、登園が９時で１３時に降園になります。延長保育を希望されたら１５時までになります。

幼稚園は、家庭で保育をしていただくのが基本的な考え方になります。保育園は、両親が働いていて

仕事が終わるまで基本的には保育としてお預かりしますという考え方です。しらかば保育園では最長

１８時という形をとっています。今の段階では幼稚園に通っている方々が、１７時、１８時までとい

うことには、ならないと考えています。 

【委 員 長】 

  今までの幼稚園の１号認定者については、最長で１５時です。２，３号のしらかば保育園について

は、１８時まで延長します。ここの部分は認定こども園でも変わらないということです。１８時をも

っと長くということにはなりません。 

【委  員】 

  幼稚園の降園時間を１３時じゃなくて１４時にはできませんか。 

延長保育は事前の申込みが必要になりますが、延長保育の申込みはしていないけど、月に１回とか

２回とか急なときに延長をしてもらえるのでしょうか。 

【栗本児童保育係長】 

  先ほど課長の方からもご説明ありましたけれども、１号２号３号の認定を受けないお子さんの場合

は、一時保育を利用していただくということになります、 

【委  員】 

  １号の子が１３時に帰らないといけないが、どうしても今日だけは、１５時まで預かって欲しいと

いうような場合はどうなりますか。 

【栗本児童保育係長】 

  延長保育になります。いつまでに申込みをするとか、どういう手続きにするかという部分について

は、これから考えますが、お申込みを頂いて、延長するというのは可能です。時間についてもこれか

ら検討していきます。 

【委 員 長】 

  他になければ閉めさせていただきたいと思います。 

  本日は、長時間にわたりまして本当に慎重なご審議ありがとうございました。いずれにしてもまだ

素案の段階です。町職員又建築家又保育士一体となって先進地の視察をしているようです。また、議

会の方も、先進地を視察しており、認定こども園建設計画について、まちづくりの一番の目玉として

いるのではないでしょうか。保護者それから、保育園で働く保育士、幼稚園教諭みんなが本当に認定

こども園が出来てよかったなと思えるために皆さんのご意見を頂くための策定委員会になっていけ

ばいいなと思っているところです。今後ともご協力いただきながら進めてまいりたいと思いますので

よろしくお願い申し上げまして、今日の会議は終わらせていただきます。 

  本日は、ありがとうございました。 


