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浦幌町認定こども園(仮称)の建設計画に係る保護者説明会 

 
日 時：平成３０年８月２４日（金）①午前１０時～１１時５分 ②午後７時～８時 
場 所：浦幌町保健福祉センター 集会室 
出席者：①保護者）２６世帯２７人（ほか子３人） 

町）１１人  
水澤町長（挨拶のみ）、廣富保健福祉課長、小山内しらかば保育園長、 
佐藤浦幌・厚内幼稚園長、大山くれよん広場所長、西しらかば保育園 
副園長、古川浦幌幼稚園副園長、泉厚内幼稚園副園長、楜澤くれよん 
広場兼子育て支援センター副所長、栗本児童保育係長、酒森主事 

      託児利用）１３世帯１４人 
②保護者）１７世帯２０人（ほか子１人） 

町）１２人 
水澤町長（挨拶のみ）、廣富保健福祉課長、小山内しらかば保育園長、 
佐藤浦幌・厚内幼稚園長、大山くれよん広場所長、西しらかば保育園 
副園長、古川浦幌幼稚園副園長、泉厚内幼稚園副園長、楜澤くれよん 
広場兼子育て支援センター副所長、阿部ひまわり保育園所長、栗本児 
童保育係長、酒森主事 

      託児利用）３世帯５人 
 

１）．水澤町長挨拶 

 本日は町が計画している幼保連携型認定こども園の

建設計画について、ご説明させていただくためにお集ま

りいただきました。私の方から計画に至りました経緯と

経過について若干ご説明し、詳細は担当からご説明申し

上げます。 

国では次世代育成支援対策推進法を制定し、少子化や

就労支援対策を実施しているところであり、町でも子ど

もの数が年々減少を続け、核家族化の進行や共働き世帯の増加に伴い、子育てと仕事を両立

させる子育て環境が変化しているのが現状だろうと考えています。 

子ども達は、社会の宝、希望であり、子ども達の健やかな育ちと子育て環境を支えること

は、一人ひとりの子ども達と保護者にとっての幸せはもとより、未来をつくる浦幌町にとっ

てもかけがえのない大きな存在であります。浦幌町は第３期まちづくり計画を最上位計画

として進めており、関連として高齢者から障がい者、子どもたちまでのあらゆる世代に対す

る様々な計画を定めています。浦幌町子ども子育て支援事業計画においては、紙おむつ購入
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費助成事業や保育料の大幅な軽減、給食費の無料、中学生までの医療費の無料化などの子育

て政策を実施しています。平成２７年３月浦幌町児童育成計画策定委員会より、子ども子育

て支援事業計画の答申の留意事項として、幼児期の教育・保育の提供体制の確保において、

子ども達に質の高い教育・保育の提供を行なうとともに、保護者や地域の子育て力の向上に

向けた支援を実施するため、認定こども園の整備の検討について要望をいただきました。ま

た、行政が行なった町民ニーズ調査でも、子どもを預かる施設の整備充実について、高い率

で希望がありました。浦幌幼稚園は築４１年、しらかば保育園は築４２年が経ち、老朽化が

進み改修や改築が必要な時期を迎えている状況であり、少子化の多様なニーズや地域の実

情を踏まえ、時代に即したサービスや子育て環境を整え、安心して子どもを産み育てられる

学校教育、保育、家庭における養育支援を一体的に提供できる幼保連携型の認定こども園の

建設を図るべく、町の総合振興計画審議会で承認を得ることができました。その後、パブリ

ックコメントの実施、町議会の第３期まちづくり計画審査特別委員会での審議を経て、平成

２７年度第４回町議会定例会において、平成２７年度からの後期実施計画の中で、平成３１

年度実施設計、平成３２年度建築工事を可決決定されました。 

子ども達のためにより良い施設づくりを行なうべく、現状の問題点や忌憚のないご意見

をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

（※水澤町長は別公務のため退席） 

 

２）．「 浦 幌 町 認 定 こ ど も 園 (仮 称 )の 建 設 計 画 に つ い て 」 資 料 に よ り 廣 富 課 長 説 明 

 ◆本日の説明会は、小学校に上がる前のお子様がいらっしゃる１４０世帯を対象にして 

おり、このうち上浦幌地区１５世帯を除く１２５世帯にご案内しております。上浦幌地区 

は、８月２２日にひまわり保育園の父母の会と打ち合わせを行ない、ひまわり保育園の現 

状を踏まえた中で、改めて別の日程で説明会を行うことになりました。 

浦幌幼稚園としらかば保育園を統合して、認定こども園を建設する計画について、決ま 

りました事項を皆様方にご説明申し上げます。 

（※町側説明員の紹介） 

 

１．浦幌町の現状と取組みについて 

（１）人口の動態について 

  ◆①人口の推移は、５年に一度実施される国勢調査からまとめたもので、平成 12年度 

から平成 27 年度までの人口推計になります。総人口は 15 年間で約 1,930 人減、年平 

均 130 人減少。14 歳未満の年少人口は、約 440 人減、年平均 29 人減少。生産年齢人口 

は、約 1,050 人減、年平均 70人減少。65 歳以上の老年人口は、約 440 人減、年平均 2 

9 人減少となっています。次のグラフは、15年間の人口割合の移り変わりを表していま 

す。年少人口は 3％減、全人口の 10 人に 1人が 14 歳以下の人口。高齢化率は、昨年 4 

割を超え、2.5 人に 1 人が 65歳以上となっています。 
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②年少人口（14歳以下）の推移は、10 年間で 134 人減、年平均約 13人減小。０～２歳 

人口は、28人減、年平均で約 3人減少、３～５歳人口は、16人減、年平均約 2人減少、 

６～８歳人口は、21 人減、年平均約 2人減少、９～11歳人口は、34人減、年平均約 4 

人、12～14 歳人口は、134 人減、年平均約 3人減少となっています。 

③出生数の推移は、平成 24 年は 48人とたくさん産まれた年で、この時の子ども達が 

今の年長さんになります。10年間の平均は約 33人、５年間の平均は約 29人で年間 30 

人を割っている状況です。 

 

 

（２）教育・保育施設の利用状況について 

 ◆各幼稚園・保育園を利用している園児数の推移は、10年間の平均は約 135 人です。 

 

（３）浦幌町の出産・子育て政策パッケージについて 

  ◆浦幌町では、出産・子育て・その支援について様々な取り組みを行なっています。 

  ①妊婦健康診査費用助成事業（保健福祉課保健予防係） 

  ②出産祝金（町民課住民年金係） 

  ③乳幼児等医療給付事業（町民課保険医療係） 

  ④紙おむつ購入費助成事業（保健福祉課児童保育係） 

  ⑤予防接種事業（保健福祉課保健予防係） 

  ⑥その他各種手当・助成金 

  ⑦保育料無料化による負担軽減対策（保健福祉課児童保育係） 
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２．支給認定について（保育の必要性の認定） 

（１）認定区分について 
◆平成２７年４月から「子ども・子育て支援新制度」が始まり、幼稚園・保育園の施設 
を利用する場合は申請書を提出して「認定」を受けることが必要になりました。認定区 
分は１号から３号で、認定区分により利用先が決定されます。（フロー図参照）お子さ 
んを幼稚園や保育園に入れたいという保護者の方は、保健福祉センター内の児童保育 
係にご相談ください。 

 
（２）保育の必要量について（２号・３号認定） 
  ◆保育を必要とする事由に応じて、保育必要量（保育標準時間と保育短時間）が決まり 

ます。保育標準時間は、午前７時３０分から午後６時まで最長１０時間３０分、保育短 
時間は午前８時３０分から午後４時３０分まで最長８時間の保育を受けることができ 
ます。 

 
３．浦幌町子ども・子育て支援事業計画について 
（１）計画策定の背景と趣旨 

◆浦幌町の子ども・子育て支援事業は「すくすく！のびのび！健やかな子どもを育てる 
まち うらほろ」を目的とし、計画により進めています。 

 
（２）計画の役割と位置づけ 
  ◆「子ども・子育て支援法」に基づき定められ、浦幌町の最上位計画「浦幌町第３期ま 

ちづくり計画」の子ども・子育てに関する取り組みについて策定しています。 
 
（３）計画期間と策定体制 
  ◆計画期間は、平成２７年から平成３１年までの５年間です。計画策定体制として、町 

民アンケートや関係団体とのヒアリング等を行い、小中学校の校長先生やＰＴＡ会長、 
幼稚園保育園父母の会の会長、子どもに関係する機関の代表の方々に委員となってい 
ただき設置している浦幌町児童育成計画策定委員会で策定されています。 
 

（４）認定こども園の整備について 
◆平成２７年３月５日、浦幌町児童育成計画策定委員会から町長に「認定こども園の整 
備について検討していただきたい」と答申しており、認定こども園の検討を始めたき 
っかけになっています。 
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４．浦幌幼稚園・しらかば保育園の現状について 
（１）施設の概要 
  ◆敷地面積は、浦幌幼稚園が 3,625 ㎡、しらかば保育園は 4,752 ㎡です。建物は両園と 

  も４０年以上が経過しています。 

 

（２）主な沿革 
  ◆両園とも昭和５１年に新築落成。浦幌幼稚園は平成１３年度まで町立あかしや保育 

園として運営されており市街地区に保育園が２つありましたが、平成１４年に浦幌幼 
稚園として開園しました。しらかば保育園は平成２年から０歳児の受け入れを行い、平 
成１４年から２歳児以上の一時保育を開始、平成２３年から一時保育対象年齢を引き 
下げて６ヶ月としました。 

 
（３）平成３０年度の園児数（平成３０年８月１日現在） 
  ◆８月１日現在、浦幌幼稚園の園児数は３７名３３世帯、しらかば保育園の園児数は、 
  ３歳未満児は２１名、以上児は５０名の計７１名５７世帯で、合わせると１０８名９０ 
  世帯になります。 
 
（４）保育時間 
  ◆幼稚園と保育園では保育時間が異なり、幼稚園は９時から１３時、延長保育は１５時 

まで。土日祝日のほか春夏冬の長期休業があります。保育園は通常保育の場合は８時３ 
０分から１６時３０分、土曜日は８時３０分から１２時。延長保育は７時３０分から８ 
時３０分、１６時３０分から１８時まで。土曜日は１２時から１３時まで。就労時間等 
により保育時間が異なり、お休みは日曜祝日、年末年始です。 

 
５．認定こども園とは？ 
（１）認定こども園の建設計画の経緯 
  ◆平成２６年１０月に町長が浦幌町児童育成計画策定委員会へ諮問し、平成２７年３ 

月に浦幌町児童育成計画策定委員会から、認定こども園の整備について検討するよう 
町長へ答申がなされ、６月から協議を開始しました。平成２７年１２月に町議会定例会 
において、平成３１年度に認定こども園を建設する実施設計、平成３２年度に建設工事 
を実施する計画が可決されました。建設計画に基づき、平成３０年７月１１日開催の策 
定委員会において、建設候補地が選定されました。 

 
（２）認定こども園ってどんなところ？ 
  ◆認定こども園は、保育と教育を一体的に行なう施設で、保護者の働いている状況に関 
  係なく、どの子も一緒に保育と教育を受けることができます。認定区分（１・２・３号） 
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が変わっても施設を変えずに、保育時間に違いはありますが、認定こども園に通園でき 
ます。認定こども園には、幼稚園や保育園に通園していない子どもの交流や子育て相談 
など、親子が交流できる子育て支援センターが併設されます。 

 
（３）なぜ認定こども園を？ 
  ◆築４２年が経過して施設の老朽化により改修工事を行いながら運営してきましたが、 

更に今後も改修工事が必要となります。平成２７年１２月に建設計画が決定、浦幌幼稚 
園としらかば保育園を統合し、教育と保育の提供が可能となります。幼児期から児童期 
へ連続した子どもの発達が円滑に移行、小学校へスムーズに送り出す体制になります。 

 
（４）認定こども園の視点 
  ◆従来の幼稚園と保育園機能をより高める重点項目として、①新しい施設での保育環 

境の更新、②質の高い就学前の教育・保育の一体的提供、③地域に開かれた子育て支援 
の更なる充実、④創意工夫による特色ある新たな機能付加について、今後は肉付けをし 
ながら検討していきます。 

 
（５）認定こども園の一日の流れ（イメージ） 
  ◆年齢ごとのクラスで、小学校に上がるまで教育と保育が一体的に受けられます。 
 
６．認定こども園の建設候補地について 
（１）建設するために必要な敷地面積 

◆将来の園児数の推計により定員を設定し、保育室の数と広さや保育室以外の部屋を 
検討して広さを決定します。利用者や職員数を検討して駐車場の台数や園庭、子育て支 
援センターの広さを検討して必要な面積を決定します。これらの面積はまだ決定され 

ていないため、他町村の認定こども園を参考にすると、園舎の延床面積は約 1,700 ㎡、 

子育て支援センター約 200 ㎡、屋外施設約 8,100 ㎡、合計すると建設に必要な面積は約 

10,000 ㎡（100ｍ×100ｍ）が必要になります。 

 

（２）建設候補地の選定の考え方 
  ◆どちらかの園舎を取り壊して同じ場所に建設するには、敷地面積が足りないことや 

（浦幌幼稚園：3,624.74 ㎡、しらかば保育園：4,752.00 ㎡）、建設中の代替保育施設が 

ないことから新たな土地に建設します。両園の概ね中間地点で、敷地面積約 10,000 ㎡ 

を確保でき、幹線道路が近く保護者が送迎しやすい場所、新たに土地を購入するのでは 

なく、町有地から探すことを基本的な考えとしました。 

 

 



7/9 

 

（３）建設候補地の選定について 
  ◆平成３０年７月１１日開催の浦幌町児童育成計画策定委員会で協議を行なっていた 

だき、建設候補地が選定されました。 

※①～⑤建設候補地位置図写真参照。候補地に建っている３棟の公営住宅は、平成３１ 

年度に取り壊される予定。 

 

７．スケジュール 

（１）これからのスケジュールは？ 
  ◆今後は建設候補地の現況測量及び地質調査を実施する予定です。１２月には認定こ 

ども園の建設に係る部分を含めたニーズ調査を行う予定ですのでご協力をお願いしま 
す。年明け２月頃、園舎などの敷地配置の平面ゾーニングを児童育成計画策定委員会に 
お諮りし、５月基本構想の決定、９月建設実施計画の決定、町長へ答申予定です。平成 
３２年建設工事、平成３３年４月オープンを予定にすすめていきます。 
また、この間に庁内検討会議、担当者会議、随時保護者説明会を開催します。 

   建設候補地の約半分の面積があれば足りるわけですが、送り迎えがしやすく、子ども 
  達が元気いっぱい走りまわれるように、効率よく様々な動線を考えて園舎や園庭等の 
  位置を検討していきます。建設候補地が選定されたこと、平成３３年４月オープンを予 

定に認定こども園の整備をすすめていくことが決まりましたので、本日の説明とさせ 
ていただきます。 

 
３）．質疑応答（午前の部）について 

＜認定区分による保育時間について＞          【未就園・一時保育利用保護者】 
Ｑ．認定こども園になると、今日は３時までとか、６時までとか都合により子どもを預かっ 
 てもらえると思っていたが、一日のイメージ図を見ると、建物とクラスは一緒になるけれ 
ど、認定区分により保育時間に違いがあるということか。浦幌町という地域柄、農家の方 
が多いと思うが、農繁期などは子どもを長く預かってもらえると助かるのだが、それはで 
きないということか。 

廣富課長：１～３号認定の制度はそのままで変わりません。幼稚園と保育園が一緒になり、 
年齢クラスごとに教育と保育の提供を受けますが、認定区分によって登園・降園 
時間は異なります。地域柄、そのような状況も想定されますが、保護者の就労状 
況により認定区分が決まりますので、詳しくは担当係にご相談ください。 

 
＜延長保育について＞                     【浦幌幼稚園保護者】 
Ｑ．延長を希望するのは仕事をしていないとダメということか。例えば、用事があって１時 
までに迎えに来られない場合に、今日だけ３時まで預かって欲しいときはどうなるのか。 

佐藤浦幌園長：幼稚園の場合、延長保育を利用する場合は、予め申し込みが必要となります。 



8/9 

 

保育園で行なっている一時保育の利用も可能で、認定こども園になった場 
合、保護者の方が利用しやすいように検討していきます。 

廣富課長：幼稚園を利用しているお子さんを預けたい場合も、しらかば保育園の一時保育を 
利用できます。認定こども園になると場所が変わることなく一時保育を利用で 
きますが、制度については今後検討していきますのでご理解ください。 

 
＜保育料について＞                  【未就園・一時保育利用保護者】 
Ｑ．幼稚園は一律の保育料で保育園は所得に応じ保育料が変わるが、認定こども園になると 
保育料はどのようになるのか。 

廣富課長：保育料は今の段階では、引継ぎながら同じ形を考えておりますが、国が平成３１ 
年１０月に消費税率を上げ、平成３２年４月から保育料の見直しを行なうとし 
ておりましたが、前倒しで平成３１年１０月に保育料の無償化を実施すると報 
道されています。今は申し上げられませんが、国の動向を踏まえて保育料を検討 
していきます。 

栗本係長：３～５歳と０～２歳の非課税世帯の保育料を無償化するとされています。 
 
＜長期休業について＞                     【浦幌幼稚園保護者】 
Ｑ．幼稚園には夏休み春休みがあるが、認定こども園になった場合、休みはどうなるのか。 
廣富課長：具体的なことは決まっていませんが、建物が一緒になるだけというイメージです。 

保育内容は変わりますが、認定区分のとおり時間や休みなどは今までと同じで 
変わらず、年齢ごとのクラスになります。 

 
＜近隣住民とのトラブルについて＞           【未就園・一時保育利用保護者】 
Ｑ．ニュースなどで、保育園の近隣住民から子どもの声がうるさいとか、保護者の送り迎え 
の車が迷惑などと、トラブルになるケースがあると聞くが、保護者側としても気をつけな 
ければいけないと思うが候補地の近隣住民とのトラブルの心配はないのか。 

廣富課長：写真に写っている建物は町の公営住宅で、昭和５３年から５５年にかけて建設さ 
れた平屋の住宅で現在も住まわれています。都会では騒音など様々なことが問 
題になっていますが、今現在、しらかば保育園・浦幌幼稚園とも近隣住民の方々 
にはご協力をいただき、トラブルはございません。認定こども園の建設にあたり 
ましては、近隣住民の方々に限らず、東山行政区の皆様には建設工事に係る説明 
会を行います。今現在は近隣住民の方々に伺っておりませんが、ご協力いただけ 
るよう十分な説明を行なってまいります。 
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３）．質疑応答（午後の部）について 

＜保育内容について＞                   【しらかば保育園保護者】 
Ｑ．幼稚園でやっている内容に近いのか、それとも保育園でやっている内容に近いのか、認 
定こども園ではどのような保育内容になるのか。 

廣富課長：学校教育法上に位置づけられている幼稚園は、文部科学省の管轄で幼稚園教育要 
領により、児童福祉法上に位置づけられている保育園は、厚生労働省の管轄で保 
育所保育指針に基づきカリキュラムを定めています。認定こども園法が制定さ 
れ、新たな枠組みとして、教育・保育を一体的に行なう施設ができ、年齢ごとの 
クラスで活動します。こども園では、幼保連携型認定こども園教育・保育要領に 
基づき、新たな計画をつくり教育と保育を提供しますので、決まりましたら保護 
者の皆様にご説明いたします。 

 
＜１号認定の登園時間について＞                【浦幌幼稚園保護者】 
Ｑ．１号認定の登園時間は今までと同じ８時４５分から９時なのか、それとも８時３０分か 
ら９時に時間がのびるのでしょうか。 

廣富課長：同じ建物、同じクラスで、教育と保育を受けていただく形になりますが、基本的 
には今までと同じ時間で変わらないと考えています。今後、ニーズ調査等を行い 
検討していきますので、決まりましたらご説明させていただきます。 

 
 
 
 
 
 


