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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：令和元年５月２４日（金）   

午後６時３０分～午後８時００分 

  場 所：浦幌町保健福祉センター 会議室 

 

委員出席者：上村委員長、横山副委員長、池田委員、円子委員、茅野委員、髙橋委員、 

橋本委員、松川委員、木下委員 

委員欠席者：谷山委員、朝日委員、齊藤委員 

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、古川浦幌幼稚園長・学童保育所長、佐藤

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】 

御案内の時間よりも若干早いのですが、ご案内いたしました皆様お集まりいただきましたので、只

今より、浦幌町児童育成計画策定委員会を開催させていただきます。 

 

１ 委嘱状交付 

新たに委員になられた６名の方に町長より委嘱状を交付する。 

任期は、本委員会設置条例第４条第２項の規定により前任者の残任期間となるため、令和元年５月

２４日から令和２年３月１９日までとなる。 

 

【出席状況】 

谷山委員、朝日委員、齊藤委員は欠席。 

  委員数 12名中、９名の出席により本委員会設置条例第７条第１項の規定に基づき成立する。 

 

２ 町長あいさつ 

【水澤町長】 

改めて皆さんこんばんは。 

本日は大変公私共にお忙しい中、浦幌町児童育成計画策定委員会の会議にあたりましてご出席いた

だきましたことに改めてお礼と感謝申し上げたいと思います。また、皆様には、浦幌町の子どもの健

全なる育成に向けて、日頃から取り組んでいただいていることに、そして、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。 

  浦幌町も、子育て支援というのは最重要課題でありまして、どのように、心豊かで健全に育つ町づ

くりをするのかというのは、行政としての最大の使命と捉えているところであります。 

  この度の浦幌町児童育成計画策定会委員の皆様には、改めて諮問させていただく件もございますし、

今日の会議も含めて、これから皆さんにも色々なご意見、ご指導を頂くことをお願い申し上げて、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。 

 

３ 委員長あいさつ 

【委 員 長】 

  皆さんこんばんは。非常に最近暑くなってきまして、明日も明後日も 30℃を越す天気になるようで

ございます。各小中学校では運動会の準備をしているようですか、子どもたちが熱中症にならないか

なと思うような季節になってきました。 
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  そういう中で、本日、新しく委員になられた方もおりますが、それぞれ皆さんの意見を聞きながら、

会議を進めたいと思っています。 

  特に、この今回の児童計画等につきましては、本町のまちづくり計画の中の重点プロジェクトであ

ります。子どもを育てる環境の整備、充実という中で、この計画がまちづくり計画の下位になります

し、前回諮問いただきましたとおり、認定こども園の建設というのが非常に重要な私達の役目になっ

ているわけでございます。早速議案に沿って進めてまいりますので、皆様からご忌憚のない意見を頂

きたいと思っておりますので、よろしくお願いします。 

 

４ 第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画（素案）に係る諮問について 

  水澤浦幌町長から上村委員長へ、諮問事項「第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画の策定、そ

の他実施に関し必要な調査審議を行い、町長に答申する。」とする諮問書を交付。 

 

５ 議  案 

  本委員会の会議に係る議長については、本委員会設置条例第５条第３項の規定に基づき、委員長が

議長となる。 

 

【委 員 長】 

  早速議事に入りたいと思います。先ほど諮問いただいた「（１）第２期浦幌町子ども・子育て支援事

業計画について」の説明を求めます。 

 

（１）第２期浦幌町子ども・子育て支援事業計画について（資料１） 

 

【栗本児童保育係長】 《資料１により説明》 

 

 

《質疑なし。》 

 

【委 員 長】 

  それでは、２番目の「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報

告について」を説明願います。 

 

 （２）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報告に

ついて（資料２） 

 

【栗本児童保育係長】 《資料２により説明》 

 

 

《質疑なし。》 

 

【委 員 長】 

  それでは、次に３番目の「浦幌町認定こども園整備事業基本計画（素案）」及び「浦幌町認定こども

園園舎等基本計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施結果について説明お願いします。 

 

（３）「浦幌町認定こども園整備事業基本計画（素案）」及び「浦幌町認定こども園園舎

等基本計画（素案）」に係るパブリックコメントの実施結果について 
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【栗本児童保育係長】 《資料３により説明》 

  「浦幌町認定こども園整備事業基本計画（素案）」及び「浦幌町認定こども園園舎等基本計画（素

案）」に係るパブリックコメントの実施結果について報告いたします。 

  町民のみなさまから広くご意見をいただくため、４月８日から５月７日までの間、パブリックコメ

ントを実施いたしましたが、ご意見などはありませんでした。以上です。 

【委 員 長】 

  前回、「整備事業基本計画素案及び園舎等基本計画素案について」協議し、その結果、パブリックコ

メントを実施したということですが、特に意見は無かったということです。よろしいですか。 

 

 《質疑なし。》 

 

【委 員 長】 

  それでは、次に４番目の「浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画について」の説明をお願

いします。 

 

（４）浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画について 

 

【栗本児童保育係長】 《資料４により説明》 

  「浦幌町認定こども園（仮称）整備事業基本計画について」資料４をご覧ください。前回の素案か

ら文言の整理などを行いまして、大きく内容は変更しておりませんが、新たに委員になられた方もい

らっしゃいますので、重複することもありますが、改めてご説明させていただきます。 

１ページ目「第１章 計画策定の経緯と目的」ですが、「１ 国及び町の動向」としては、核家族化

の進行や就労環境の変化など、子どもと家庭を取り巻く環境は大きく変化しており、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」を策定しております。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」との答申を受けまして、この計画をと

りまとめております。 

次に、「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」「（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）認定こども園への移

行」となっております。（４）につきましては、前回、「幼保連携型認定こども園の特徴」となってい

ましたけれども、幼保連携型を取りまして、「認定こども園への移行」としております。 

次に、「３ 認定こども園の概要」ですが、こちらには、「（１）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おります。 

５ページについては、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おります。

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おります。 

職員の要件としましては、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」としていずれかでも良く、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号の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おります。 
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開園日と開園時間につきましては、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おりま

す。 

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ございます。 

職員の配置基準ですが、０から２歳児の定員につきましては、前回の策定委員会の際には、各 15名

ずつということで予定していましたが、人口推計や最近の動向を加味しまして、０歳を９人、１歳を

12 人、２歳を 18 人に見直しております。３歳以上については各 35 名ということで変わっておりま

せん。配置基準につきましては、０歳３人に対し先生が１人、１歳から２歳６人に対し１人、３歳は

20 人に対し１人、４歳から５歳は 30 人に対し１人の先生を配置しなければならないことになってお

ります。０歳の定員を見直した関係から、職員数を５名から３名に減員しております。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しなければならないこと

になります。 

前回もお話いたしましたが、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

実情を踏まえて検討していくということで、現時点で選択することができず、さらに検討していくこ

ととしました。ついては、３ページの（２）で地域の実情や保護者のニーズに応じて検討することを

加えさせていただいております。 

次に、「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

ております。 

開園に向けたスケジュールですけれども、元号が変わりましたので修正しております。あくまで予

定となりますが、７月に実施設計の発注、令和２年４月建設工事の発注、令和３年４月に開園を目指

し進めてまいります。 

また、繰り返しになりますが、本年度（令和元年度）は、第２期子ども・子育て支援事業計画を策

定する年になりますので、本策定委員会を随時開催させていただきますので、認定こども園に関して

もその都度、進捗状況をご報告させていただきます。 

次に「第２章 計画の基本的な考え方」ですが、７ページになります。「１ 計画策定の流れ」につ

いてですが、本計画は、浦幌町第３期まちづくり計画及び浦幌町子ども・子育て支援事業計画を上位

計画として推進してまいります。「２ 検討及び取り組み経過」でございますが、計画策定体制のフ

ロー図を掲載しております。建設計画協議部会では、認定こども園の建設に係るゾーニングや園舎平

面計画を検討しております。運営計画協議部会では、認定こども園の整備全般の基本方針を検討して

おります。開設準備委員会、諮問機関である本策定委員会、そして町長という体制によりまして、認

定こども園の整備計画について検討しております。また、点線になっている部分ですが、園長会議に

つきましては、随時、事務局と園長等とで検討しまして、各園に降ろしながら様々な事柄について検

討する体制をとっております。主な検討経過については、別添の資料をご覧ください。こちらの方に

は、平成 26 年から現在までの主な検討会議ですとか、視察、研修などを時系列でまとめております。 

資料４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



 5 / 14 

 

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。この度、子ども・子育て支援法が改正されたことによりまして、本年 10 月

１日から３歳から５歳児は全世帯、０歳から２歳児は住民税非課税世帯を対象にしまして、認可保育

所などの利用料が無料になります。今後、国の動向を見ながら保育料を決定してまいります。以上で

終わります。 

【委 員 長】 

  只今、第１章から第３章までに区切って説明がありました。質問等受けたいと思います。 

前回の策定委員会での説明では、幼保連携型を基本に置いていたのですが、今回の提案では、認定

こども園のタイプについては決定ではなく、今後、方向性について十分に事務局で住民の意見も踏ま

え、父母の会等とも協議しながら決めていくということですが、よろしいですか。 

それと、今後のスケジュールですが、これからお諮りする、園舎等基本計画をある程度今日決めて、

６月の町議会で補正予算の議決をいただければ７月に実施設計を発注していきたいと、そして来年、

建設工事に入っていきたいということですので、今日これから皆さんに諮るように、仮称浦幌町認定

こども園の園舎等の図面を持って今後進めていくというふうになろうかと思いますのでよろしくお

願いしたいと思います。何かございましたらお願いします。 

【委  員】 

  １ページ下から３行目に「就学前児童数の減少に伴い入所対象児童数は減少しますが、国が掲げる

「１億総活躍社会」の推進等により、近年０～２歳児の入所児童数が増加傾向にあることから」とあ

りますが、浦幌町として、この部分どうなっているのか教えていただきたい。 

【廣富保健福祉課長】 

  ８ページご覧ください。本年２月１日現在の園児数となっています。定員に対しまして、３歳以上

児につきましてはやはり少子化ということで人数的には若干減ってきているのかなと思っています

が、０歳から２歳の中で特に２歳のお子さんをお持ちのお母さんが、お子さんを預けて働きたいとい

うことで、２歳児が増加傾向にあると判断をしております。また、１歳の子の親御さんも子どもを預

けて働きにいきたいという相談件数が増えているところからいくと、０～２歳が今後増えてくるので

はないかと考えています。 

先ほど定数のところで、当初、１歳と２歳の人数を 15 名ということで見ていたのですが、昨年の

出生数の実績が、１年間で 26 名生まれたという状況の中から申し上げますと、今後、出生数が極端

に増えることはないだろうという考え方をしておりますので、園児数の推移を見ながら定員数を設定

していかなければならないと考えています。 

【委 員 長】 

  ほかに第１章から第３章でご質問等ありますか。 

  なければ、第４章からの説明をお願いします。 

【小山内しらかば保育園長】 《資料４により説明》 

  「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。９ページ、10 ページになります。

「１ 基本指針」については、別紙認定こども園コンセプト（案）の図を元に説明いたしますのでご

覧下さい。 

私たちは、０～６歳までの子どもたちが、認定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、大地から栄養を吸い、緑の葉を茂らせ、花を咲

かせる図に表してみました。２月の策定委員会の時の図と比べますと、右に外部との繋がりの部門と

して、小学校との連携、地域各関係機関との連携、そしてウラハとホロマが持っている旗には、浦幌

学園の目標「ふるさとを愛し、たくましく生きぬく人」を据え、左側に保育者の姿、環境の充実、保

護者との連携、どちらかと言いますと、内部関係になる部門を表示するように変更しました。 

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
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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つ書いております。 

そして、次に保育の重点は一人ひとりの子どもたちのために保育士・教諭が心がける内容となって

います。また、図に５つのハマナスが咲いていますが、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、小学校、地域・各関係機関、保育者、保護者との連携

を記載し、さらに子どもにとって安心して過ごせる環境を提供するために、環境の充実という点をあ

げました。以上が９ページ、10 ページの説明になります。 

続きまして、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。保育を必

要とする０～２歳児、３号認定となりますが、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時 30 分から 10 時頃を目処に、

午前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

30 分にかけまして給食を摂り午睡になります。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 時 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。 

３～５歳の保育を必要とする２号認定のお子さんですけれども、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けれども、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・幼稚園の分け隔たりなく認定こども園として共通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 時 30 分までが通常保育という形で降園になりますが、16 時 30 分

から 18 時までを延長保育時間としています。 

次に、１号認定ですが、朝は８時 45 分から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。11 時 30 分に給食となり、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も降園は 15 時となってい

ます。 

次に「３ 職員体制」です。図に示してあるものは、現在の職員の有資格状況でございますけれど

も、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、浦幌幼稚園は外部搬入で学校給食、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。認定こども園では、自園調理を希望しつつ、調理業

務の利便性や効率性、経済的優位性なども踏まえまして、学校給食センターからの搬入の可能性を今

後、教育委員会と協議していくとしているところであります。 

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、引き続き保護者に送迎をお願い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、今後、教育委員会などの関係機関と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、認定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まいります。 

次に、「８ 父母の会のあり方」は、子ども達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。 

「第５章 特色を活かした園の運営」については、浦幌幼稚園としらかば保育園の双方の良い点を

生かして行くべく、豊かな浦幌町の自然を取り入れた保育活動に努めていく、新しい施設や新しい木
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質教材・教具の活用に努める、地域の人との関わりを大切にした保育活動を展開できるように努める、

食に関心を持ち、食を楽しむことが出来るように努める、幼稚園と保育園の特色を生かした０から５

歳児までの一貫した教育・保育を目指しながら異年齢の関わりを大切にして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】 

  只今第４章、第５章の説明がございましたが、何かございますか。 

【委  員】 

  国が無償化を進めているということで、３歳から５歳は全世帯無料、０歳から２歳については、非

課税世帯を対象にということですが、朝と夜の延長保育については、どのようになるのか教えていた

だきたい。 

【栗本児童保育係長】 

  保育の必要性という部分の中で保育認定が決定した場合は、限度額があるのですが、無料になると

いう形になっておりますが、延長保育につきましては、限度額にいかないのでそれを超えない範囲で

あれば無料になるという形になっております。ただ、10月からの無償化につきましては、改めて該当

する世帯にご案内差し上げますのでよろしくお願いしたいと思います。 

【委 員 長】 

  一点、給食について聞きますが、認定こども園になれば給食センターに頼むということも可能性と

して協議するとしていますが、特に心配なのは、夏休み、冬休み期間中の給食センターが休みの期間

の対応です。認定こども園は動いているとなると、その時だけは自園で作らなければいけなくなりま

す。そうすると平常に居る未満児に対する自園調理と以上児に対する調理の職員体制がアンバランス

になると思いますが、その辺はどう考えているのかお聞きしたい。 

【廣富保健福祉課長】 

  現在、浦幌幼稚園では給食センターからの外部搬入ということで給食を提供させていただいており

ます。今後認定こども園になり、３歳以上児の給食を給食センターから外部搬入することになると、

何等かの形で対応しなければいけないという問題が出てきます。自園賄いで行う０歳から２歳児に提

供する給食の体制と一緒に、長期休業中における３歳以上児の給食を提供できる体制が出来るかとい

うことについては、人員体制、調理室の能力を今後検討していかなければならないということで現在

決まっていません。給食センターについては、教育委員会の施設です。施設が新築されましたが、こ

ういった新しい施設を活用するということも、当然、町としては検討していかなければいけないとい

うことですので、これから認定こども園を担当する保育士たちがどういった形で支障なく子どもたち

に給食の提供をし、また、食育を含めた教育をするために自園賄いなのか、また、給食センターを活

用し、効率の良い給食の提供をすることが可能なのかどうかを判断した段階で、教育委員会と協議を

進めていきたいと思っていますので、ご理解いただければと思います。 

【委 員 長】 

  最終的な判断はわかりましたが、これから園舎等基本計画を決めていく中で、そのことによって調

理室の大きさが変わってくる可能性はないですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  設計に当たる部分での給食の提供で面積が変わるかという確認だと思うのですが、今現在、調理室

の面積等、建設に関わる部分の検討は進めております。長期休業中の３歳以上児の給食を認定こども

園で提供する、しないによっての調理室の面積ですが、概略設計の中では問題ありません。ただ、今

後実施設計を発注するにあたりまして、発注後１、２か月の段階では完全な形で決めなければならな

いので、まず、子どもたちにどのような提供体制で食育を進めることが良いのかを保育士、教諭でま

とめている所でして、外部搬入により給食を提供するとした段階で、教育委員会との協議を進めると

しているので、今月、来月では決められない内容なので、実施設計を発注した段階で、設計に支障の

ない形で最終的に面積を決めていきたいと考えておりますので、今現在で決まっていないということ
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につきましては、ご理解をいただきたいところです。 

【委 員 長】 

  では、他に質問ございませんか。 

【委  員】 

  12 ページ６番の「地域や小学校との連携」のところで、１行だけ「今後教育委員会と協議し検討し

てまいります。」とありますが、園長先生などはコミュニティースクールのメンバーに入っています

が、まだ小学校と幼稚園・保育園との連携が、年間通してもいくつも事業がありません。今後、検討

してまいりますとのことですが、増やそうと考えているのか、どのように前向きに検討されるのかを

お伺いします。 

【廣富保健福祉課長】 

  ＣＳの事務局側とは今後連携を進めていきたいと話をしているところです。まず、認定こども園が

出来た段階で、地域の方々とそれから父母の方々と連携を取りながら、認定こども園を今現在小中学

校でやられている浦幌学園のスタイルで出来るかどうか、認定こども園でそういった連携、地域の

方々、父母の方々と何が出来るかを検討していきたいという考え方を持っておりまして、まだ、私ど

もの思案ということで、まだ教育委員会、ＣＳに関わる方々と話をしていないということで短くなっ

てしまいました。地域と小学校との連携につきましては、前向きに進めて行くべきと考えているとこ

ろです。以上です。 

 

《以上で質疑が終わり、承認される》 

 

【委 員 長】 

  それでは、次に進みます。５番目の「浦幌町認定こども園（仮称）園舎等基本計画について」の説

明をお願いします。 

 

（５）浦幌町認定こども園（仮称）園舎等基本計画について 

 

【早瀬施設課長補佐】 《資料５により説明》 

  それでは、資料５になりますが「浦幌町認定こども園園舎等基本計画について」を説明させていた

だきます。 

  １ページをご覧ください。「１ 計画概要」ですが、建設地につきましては「浦幌町字東山町３番地

１他 13 筆」に予定しております。 

  「２ 設計資料」ですけれども、建築基準法及び消防法に基づいた検討事項等について関係規定が

記載されております。 

  「３ 事業スケジュール」につきましては、2021 年春の開園を目指した事業スケジュール案となっ

ております。今回の認定こども園工程スケジュール表２行目の実施設計について６月の町議会第２回

定例会において補正予算を提出予定となっており、可決をいただきましたら、委託業務を発注し、今

年度中に建物に関わる実施設計を完了する予定となっております。７行目の建設工事につきましては、

2020 年６月ごろからのスタートといった形になっておりますけれども、先ほどの４月からという説明

もありましたが、実際の現場の工事につきましては、６月着工と考えております。完成は令和３年２

月を予定しているスケジュールとなっております。 

  ２ページをご覧いただきたいと思います。配置検討に伴いますＡ・Ｂ・Ｃの３案について検討を行

っております。 

Ａ案につきましては、既存の東西にある側溝の南側に赤く色づけされた計画建物及び茶色について

はグランドで、計画建物とグランドの西側に駐車場を配置した計画案となっております。メリット、

デメリットについては記載のとおりでありまして、総括としては、登園、送迎、職員の導線を確保で
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き安全面が整った配置計画となり、北側の黄色のスペースについては多用途に使用できるスペースと

なっております。 

Ｂ案につきましては、側溝の北側に計画建物を配置した計画となりまして、総括につきましては、

敷地全体を有効活用できゆったりした配置ではあるが、外構面積が広いためコストアップが考えられ

ております。 

Ｃ案については、建物を西側道路の部分に寄せ国道からの騒音に配慮した計画となっております。

総括といたしましては、Ａをベースに建物を西側へ移動したことで道路からのアプローチも短くなり

冬期間の除雪について軽減されるが、一般駐車場が狭く送迎時の混雑が考えられるといった形の３案

の計画となっております。 

３ページをご覧いただきたいと思います。ここでは、認定こども園の屋外部分に関わる電気設備、

機械設備、そして、西側道路における概略計画について示したものであります。ご覧いただければ屋

外からの引き込み部分の確認が出来ると思います。簡単ではありますが、私の方からの説明は終わら

せていただきたいと思います。４ページ以降につきましては、安田係長より説明してもらいます。 

【安田建築住宅係長】 《資料５により説明》 

  ４ページ以降について説明させていただきます。説明する内容については、建設予定地の現況測量

の結果、それから、建物の平面計画、暖房システムと再生可能エネルギー利用の比較といったところ

についての説明をさせていただきます。 

  ４ページ「暖房システムの検討」に関してですが、表に５つのパターンを考察しております。特徴

だとか経済性の面での検証を行っておりまして、暖房システムの様式については、これが全てではな

いので、これはあくまで、１つの例として検証しました。 

  続きまして５ページをご覧ください。こちらは「再生可能エネルギーの活用」ということで、比較

表で一般的な考え方であったりメリット、デメリット等であったりを比較したものを記載しておりま

す。いずれの暖房システムにしても、再生可能エネルギーにしても、総合的に判断しなければいけま

せんので、これらをライフサイクルコストやイニシャルコストといったものを総合的に判断して、ま

ずは、平面計画が出来上がってからの詳しい調査と検討ということになりますので、こちらは資料と

して載せてあります。 

  続きまして６ページをご覧ください。「現況測量図」となっています。敷地の方ですね、先ほど地番

の説明がありましたが、現状どこになるのかというと、図面の右側に国道 38 号線のバイパスが南北

に通っております。北側に道路の線が入っているのが分かるかと思いますが、こちらは東に行くと森

林公園に続く道路になります。西側はオベトン川を挟んで町立診療所等があります。南側ですけれど

も太い道路の線がありますが、これは駅前通りから国道 38 号線に繋がっている道路となっています

ので、敷地の位置を確認していただければと思います。図面にあります水色の線ですが、これは既存

の水道管を示しています。オレンジ色の一点破線、ちょっと見づらいですけども、これは敷地を分割

している敷地境界線になります。水道の線の近くに矢印の付いたオレンジ色の線があるのですが、こ

れは下水道の管ということになっておりまして、現況を確認しましてこういったものを有効利用でき

るかどうかという検討のために、測量の結果を反映させていきたいと思っております。 

  続きまして７ページをご覧ください。こちらは敷地の「現況横断図」ということになりますが、こ

れでは詳しい内容は分からないのですが、敷地の中の高低差をイメージで見ていただければと思いま

す。実際には測量結果を受けまして、駅前通りの道道の方が国道 38号線に向けてあがって行くので、

そこと敷地との段差はあるのですけれども、敷地全体としましては、さほど段差はございません。 

  続いて８ページをご覧ください。こちらは「地質調査」の結果となっております。右の図面にある

４点で地質調査、ボーリング調査を行いまして、結果を表のほうにまとめてあります。この表につき

ましては、左側から地層の種類ですとか、地層を構成する土質、それぞれの地層の厚さ、そして、Ｎ

値というものが示されております。皆さんもご存知かもしれませんけども、浦幌町は地盤が悪いとい

うのがここに現れておりまして、調査で実際にやっているボーリングの深さですが、これが上のほう
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に記載してあります文章のところにあるのですけども、№１で 16ｍ、№２で 22ｍと書いてあるとお

り、そこまで掘り下げないと支持地盤が出てこないということになっています。Ｎ値といわれている

ものがありますが、50 という数字、これが硬さを表しておりまして、50 という数字が出るまでに杭

を打たなければ地盤を支えられないということになっております。結果から言いますと、およそ最短

でも 12ｍから 13ｍということで、こちらの方では判断しております。 

９ページから 10 ページなのですが、ボーリング「柱状図」というのが載せてあります。これがそ

れぞれの場所で調査をした結果を載せてあるのですけども、見づらくて細かいのでこれらをまとめた

ものが８ページとなっておりますので了承願います。 

続いて 11ページになりますが、「騒音及び振動調査」となっております。№は書いてあるのですが

どこかというのが示されておりませんので、この場で説明させていただくと、６ページの「敷地測量

図」がありますが、中央部に赤字でボーリングと書いてありますがこれを境に右と左で大きく開けた

土地があります。それぞれの土地の中心部くらいで測った状態になっておりまして、№１が国道に近

い側、№２が左側の敷地の中心部くらいで測っております。結果から言いますと、検証結果書におい

て記載しておりますが、環境基準というものがございまして、児童福祉施設等に関しては現況の騒音

に関しては以上無しということで結果が出ております。 

続きまして 12ページをご覧ください。「日陰の検討」となっておりまして、外構を検討するにあた

りまして、通常、近くに建物があった場合、それにおよぼす影響として日陰の範囲を示したものです。

この土地の場合は、敷地が十分にありますのでほかに影響をおよぼすと言うよりは、外構を計画する

際に冬場にそのまま日陰ができますので、雪解けが非常に悪かったりだとか、しばれが抜けなかった

り、ということも考慮して外構の設計にも反映していきたいと思っております。 

最後になりますが 13 ページをご覧ください。「平面プラン検討」になりますが、計画書の平面プラ

ンでは小さく見えづらいので、別紙でお配りしたそれぞれの平面図をごらん願います。最初に各園か

ら素案として３案のプランを出していただき検討を始めまして、この中で２案にしぼりまして、その

２案をさらにワークショップや部会において精査しまして、現在のプランＡ、プランＢになっており

ます。平面計画におきましては、様々なタイプがございます。本町においては、幼稚園、保育園、子

育て支援、それから一時保育といった機能を有するための施設として検討しております。 

プランＡの特徴といたしましては、南側玄関から入りまして右側に３歳以上児の保育室、左側に未

満児の保育室と分けておりまして、未満児と以上児の活動エリアを明確に分けてあるプランとなって

います。子育て支援のほうは別途西側に玄関を設けるようなプランニングをしております。 

プランＢの特徴としましては、西側玄関に限定することで各保育室や子育て支援の教室を全て南側

にまとめることができます。ほぼ長方形という形なので、建物のバランスとしては非常の良い状態で

地震の揺れ等にも強いという形になっておりますが、すごく、外観的に特徴が無くなってしまってい

ます。いずれのプランにおいても保育室の南側の配置と各保育室近くにトイレを配置するということ、

それから、職員室から玄関ホールが見渡せるようにできるということと、先ほど厨房の話もでました

けども、食育の推進から、厨房の内部を見渡せるような、廊下側に子どもが集まって給食を作ってい

るところを見られるような配慮がされております。これらは、施設見学で得た情報を基に、園児の安

全だとか、先生方の希望だとかを反映させたものになっております。 

  構造についてですが、これからの実施設計に関係してくる内容になってしまいますが、工期ですと

か工事費ですとか、そういったものを考慮して実施設計で進めて行きたいと思っております。簡単で

はありますが説明を終わります。 

【委 員 長】 

  今説明がありましたが、平面図が南入りと西入りの２つが最終的に示されております。それぞれ 13

ページにあるように特徴、メリット、デメリットがあります。最終的にこの委員会でどちらかを選択

することになると思うので、現場の考え方を聞かせていただきたい。 
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【廣富保健福祉課長】 

  園舎の配置平面図についての私ども現場の考え方ということですが、さまざまな検討を重ねＡＢＣ

ＤＥＦということで、さくさん現場の声、また、そういったものを取りまとめながら何度も協議を重

ね最終的にまとめたのが、本日お示しした２案ということになってございます。先ほど来からＡ・Ｂ

両プランの特徴、メリット及びデメリットを安田建築住宅係長からご説明いたしましたが、本委員会

でどちらかのプランを決定する、ということが難しいとのお考えがあることも重々わかった上で、委

員皆様にお諮りいたしています。決定をいただきたいのは、概ね、玄関の場所で申し上げますと、園

児が南側で子育て支援と一時保育の専用玄関を設けるべきか、または西側にすべての来所者用として

集約するのか、保育室については、以上児と未満児を玄関で右と左側に分けるのか、それとも全室南

側に集約するのか、職員室から玄関が良く見えて、園児の保護者や来所者が来られた時に、職員が対

応しやすいのはどちらか、そして、認定こども園に通う子どもたちが、快適な環境で保育・教育を受

けられ、毎日、こども園に通うことを楽しみにしてくれるような配置はどちらか、といったことで選

んでいただきたいと考えています。 

  いずれにしましても、このどちらかのプランで実際に建築できるかは実施設計を行わなければわか

らないところもありますので、大きなゾーニングで、先ほど申し上げた玄関、保育室、職員室、厨房、

子育支援センターの位置的な関係でＡなのかＢが良いのかを、委員皆様からご意見を頂きたいと思い

ますので、よろしくお願いいたします。 

【委 員 長】 

  前回の策定委員会の中で、委員さんから出た意見が、午睡の時の声です。午睡をしない子が帰ると

きに問題が起きやすいのはＢ案が起きやすい。Ａ案については完全に分かれているので、これは問題

ない。それからもう一点ですが、Ｂ案については、職員室からは園児が来ても確認しづらいというデ

メリットがあります。Ａ案はそういうことはありません。建物自体は西入りのＢ案は真四角で、南入

りのＡ案は若干凸凹しているような建物だということです。 

前回も皆さんから色々意見をもらいましたが、それを合わせて、いずれかの方向へ結論を出してい

かなければいけませんが、何か意見ありませんか。 

【委  員】 

  この赤い三角というのは、出入りのできるところですか。 

私もどちらかというとＡ案の方が良いかなと思ってはいますが、Ａ案もＢ案も両方左に４ヶ所出入

り口があって右側に何も無いというのは、万が一左側で何かあって右側から出なくてはならないとき

に大丈夫かなという気はします。 

【安田建築住宅係長】 

  この計画案につきましては、赤いところは玄関だけを記させてもらっています。保育室も南面に面

しておりまして、南側に園庭を設置した際に、保育室から直接外に出られるようなイメージで考えて

おりますが、法的にも非常口ということもありますので、そういったことも考慮して実施設計を進め

ていきたいと思います。 

【委 員 長】 

  道路からのアプローチが遠いことや、除雪の範囲が広いということは気にしていません。 

重要なのは、建物総体で本当に使いやすいということ。そして、子どもたちに迷惑かけないこと。

要するに雑音だとか。未満児と以上児の雑音問題が解消されるというのは、南入りのＡ案のほうが良

いのかなというのもありますし、あと、玄関から入ってくる時に職員が園児を確認できるというのも

メリットだなと見ているので、その辺のことも含めながらＡ案、Ｂ案どちらか決めていかなくてはい

けません。 

委員皆さんの意見をお聞きしていきたいと思います。 

 

【委  員】 
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  正直ですが、私今日はじめてこの会議出席したので、責任を持ってこっちの案が良いなとは言いづ

らいなとは思っていました。ただ、現場の方としてみれば、Ａ案のほうが使いやすいのでないかとい

う意見も今言われていましたので、そちらの方に賛同したいと思います。 

【委  員】 

  遊戯室というのは、何か壁で仕切ることはしますか。ドアも無く開いているスペースということで

捉えて良いですか。 

【安田建築住宅係長】 

  今現在のプランどおり開放的に使えればと思っております。平面図を見ていただきたいのですが、

南入りプランでいくと、ホールと遊戯室の間の廊下の部分に細い縦線が入っていますが、こういった

ところで仕切るとか、あと多目的スペース、午睡スペースというのを計画で載せていますが、例えば、

元気な年齢の園児と、おとなしい年齢の園児で分けて遊ばせるということもできるように配慮して計

画しています。 

【委  員】 

  わかりました。 

  どちらが良いかと言われれば、私は南入りのＡ案の方が良いかなと思います。 

【委  員】 

  自分も今日初めて会議に出席しましたが、話を聞く中では、Ａプランの方が使い勝手が良いのかな

と思います。 

【委  員】 

  私も図面だけなので何とも言えないですが、Ａ案の方が形的に変わっていて、面白いのではないか

と思います。 

【委  員】 

  保育室は全部壁とドアで区切られていますが、フリースペースではないのですか。 

【安田建築住宅係長】 

  先生方から意見がありまして、３歳児は成長過程で元気で活発な子と、まだおとなしい子で分かれ

たりするので、間仕切りできるようにという要望は聞いております。 

【委  員】 

  間仕切りするというのは、１つの部屋としてドアと壁でということですか。 

【安田建築住宅係長】 

  セパレートといいますか、軽い壁といいますか薄い壁で収納ができるのをご存知ないですか。そう

いうものをイメージするか、若しくは、移動式の家具で固定できるものを作って仕切るとか。これか

ら詳しい話をしていって、実施設計で必要なもの、必要でないもの、例えば、別室、もう少し広い部

屋を作って分割できるようにするだとか、というのをこれから協議していきたいと思います。 

【委  員】 

  以前、釧路市の小学校ですが、見学させてもらったときに、そこの小学校は全部１年生から６年生

までがフリースペースになっています。多目的スペースと教室を子どもたちの道具を入れる棚みたい

な、ちょっとした間仕切りで仕切っていて、あとはフリースペースで、でも意外と隣で授業をしてい

る声とかは聞こえませんでした。あれもすごく開放的で良かったなと思っていたので以前質問させて

いただきました。部屋は全部分けるというお話だったので。 

あと、午睡スペース 70 名ということは、寝る子と、寝ないで元気に走り回る子を分けるというこ

とですか。 

【委 員 長】 

  午睡しないで帰る子もいますので。 

【委  員】 

  今でいう幼稚園部分の子ども達ということですね。わかりました。 
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【委  員】 

  皆さんおっしゃることはなるほどと思いますし、ちょっとした見方で考えればどちらのスペースも

それぞれのメリットがあると思います。最終的にここだけは譲れないというか、こだわりたいという

ことで自分の考えが出てくるのだと思います。だから、合理的なスペースとはちょっと違うと思って

います。どっちが良いとか今は言えません。 

【委 員 長】 

  いずれにしましても、昨年７月の策定委員会の時に、この認定こども園の園舎の設計関係、計画に

関して、またその他必要事項について諮問をされたので、私どもは答申をしないといけません。答申

によって今回６月の町議会に補正予算を提出して、議決をいただければ実施設計に入っていくという

ことですので、今皆さんの意見を聞きながら考えて答申としていきたいのですが、この答申の方法に

ついてどうしたら良いかなと悩んでいます。 

  最終的にはＡ案が良いか、Ｂ案が良いか決めることになりますが、答申をする時にどのように答申

したら良いと思いますか。 

【委  員】 

  どのようにとは、どういうことですか。 

【委 員 長】 

  ここでＡ案、Ｂ案と決めて答申をするのか、それともこちらで考えているのは、皆々Ａ案のほうが

良いのかなという総体の意見が出ているので、それを基に事務局と相談して答申案を作って答申して

いこうということです。その関係について、委員皆様から一任していただけると有難いなというふう

に思っています。副委員長も私もＡ案と思ってはいるのですが、皆さんの意見を踏まえて事務局とも

相談しながら答申書を作成して答申していきたいと。ですので、私ども委員長と副委員長に一任して

いただいて、答申していきたいと思っておりますが、いかがでしょうか。 

 《各委員、異議なし。》 

 

【委  員】 

  Ａ案、Ｂ案とかいう話ではなくて、構造材的に鉄骨、鉄筋コンクリート、木造とかあるかと思いま

すが、木材のまち浦幌ということで、やはり来年のオリンピックに向けてスタジアムなんかも木材を

使うようにという方針があって、北海道の木材も集成材としてずいぶん使われているようです。そう

いったことで、なんとか体育館みたいなものはともかくとして、平屋でとなると、やはり木造が良い

のではないかと思っています。今集成材がすごく丈夫で燃えなくて、熱にも強いということで、たぶ

ん地盤が悪いということについても、木造のほうが有利ではないのかなと思いますので、私の希望と

してそうなれば良いなと思います。 

  あともう１つは、うちの方でペレット製造を始めて９年くらいになるのですが、まだ、公共的には

使っていただいているという所までは行っていないのですが、おかげさまで滝ノ上や下川町からわざ

わざ取りに来ていただいていますし、芽室町の保育園には、うちで納めさせていただいています。販

売先も増えていますし、ホームセンターで一番売れているのはうちのペレットです。そういったこと

で、これも燃料の選択の一つにぜひ入れていただけたら幸いと思います。よろしくお願いします。 

【委 員 長】 

  今、はいそうしますと答弁できないので、今のお話も踏まえて設計だとかに加味していただけるよ

うにお願いしておきます。 

  ほかにありませんか。 

【委  員】 

  この設計とは関係ありませんが、第２期支援事業計画のニーズ調査の結果を見ましたが、何年か前

からファミリーサポート事業を実施している中で、中々利用が広がらないというのはやはりシステム

に問題があると思います。以前も言いましたが。難しいシステムなので、家族が病院の時とかのとっ



 14 / 14 

 

さの時に預かって欲しいとか、もう少し利用のし易いシステムをぜひ考えていただきたいと思います。 

【委 員 長】 

  事務局から回答お願いします。考え方というか。 

【廣富保健福祉課長】 

  確か前回もファミリーサポート事業に関わる部分お話をいただいております。前回こちらからお話

させていただいたのは、本日会議の中の前段で申し上げました「子ども・子育て支援事業計画」につ

いて、このアンケートに基づいてファミリーサポートについても検討させていただきたいと答弁させ

ていただいたところです。 

いずれにしましても、本年度から、子育て支援ということで係長職を専属で付けたということもご

ざいますので、また認定こども園につきましては、子育て支援センターを併設しますので、今おっし

ゃられた中身でクリアしなければならないことが沢山あるのですが、例えば、お金を貰うとか、それ

から保険の関係もございますので、突発的にお預かりしたりとか、お子さんが移動中に怪我したりだ

とか、これは行政サイドも勿論考えなければなりませんが、やはりお子さんが怪我されたら困るとか、

その後の保障で事務的に複雑になってしまうというのが現実です。そういったところも踏まえて、各

町村のファミリーサポート事業の先進的な部分とかを調査させていただきながら、計画の策定の中で

やらせていただきたいものですから、御理解をお願いいたします。 

【委  員】 

  是非、皆さんが利用し易いシステムにしていただきたいと思います。 

【委 員 長】 

  他にございませんか。 

 

《以上で質疑が終わり、承認される》 

 

６ その他 

【委 員 長】 

  ６番の「その他」に入ります。大きなその他について、何かございますか。 

  委員からは無い様なので、事務局からあればお願いします。 

【栗本児童保育係長】 

  事務局からも特にありませんが、次回の策定委員会については、９月頃を目処に第２回目を開催し

たいと考えておりますので、改めてご案内を差し上げますので、よろしくお願いいたします。 

【上村委員長】 

  次回は９月頃ということですので、よろしくお願いします。 

議案全て終わりましたので、閉めさせていただきたいと思います。 

  園舎等基本計画につきましては、皆様と協議しながら委員長と副委員長で、ということで一任され

ましたので、事務局と協議しながら答申してまいりたいと思います。 

いずれにしても、認定こども園というのは、本当に町民の関心が高い事業でございますし、色々今

までの検討経過とか、それから先生方、それから施設課の方、それから保健福祉課と協議しながら、

今後ともご協力いただき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。 

 

 以上 


