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浦幌町児童育成計画策定委員会【議 事 録】 

 

日 時：平成３０年７月１１日（水）   

午後７時００分～午後８時３５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、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 

委員欠席者：石黒委員、木下委員 

町 出 席 者：水澤町長、廣富保健福祉課長、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、栗本児童保育係長、阿部

上浦幌ひまわり保育園所長 

 

１ 委嘱状交付 

【廣富保健福祉課長】 

  この度の委嘱につきましては、本委員会委員は、小中学校のＰＴＡ会長さま、各幼稚園・保育園父

母の会会長さまへ委嘱させていただいております。 

  平成 30 年度となり、新たに会長となられた５名、「浦幌中学校ＰＴＡ会長 下川原 聡」様、「浦

幌幼稚園父母の会会長 柳樂 悦子」様、「厚内幼稚園父母の会会長 梶川 みなみ」様、「しらかば

保育園父母の会会長 伊藤 里美」様、そして、本日、欠席となりましたが「上浦幌ひまわり保育園

父母の会会長 石黒 恭子」様へ、町長から委嘱状を交付いたします。 

  なお、任期につきましては、本委員会設置条例第４条第２項の規定に基づきまして、前任者の残任

期間となり、「平成３２年３月１９日」までとなってございますので、何卒、よろしくお願い申し上

げます。 

  それでは、これより、委嘱状を交付いたしますので、自席でお待ち願います。 

 《町長より、４名の方へ委嘱状を交付》 

 

【廣富保健福祉課長】 

  では、本日ご参集いただきました委員の皆様で、初めての方もいらっしゃいますので、上村委員長

から左回りにて、簡単で結構ですので自己紹介をお願いたしたく存じます。 

 《出席委員の自己紹介を行う》 

 

【廣富保健福祉課長】 

  それでは、本日の会議の出席状況ですが、 木下 委員、 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、 １１ 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。 

 

２ 町長あいさつ 

【水澤町長】 

  皆さんには、公私共にお忙しい中本会議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。また、只今、
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委嘱状を交付させていただきまして、委員の皆様には、どうぞ今後ともよろしくお願い申し上げたい

と思います。 

  近年、急速な少子化現象を背景にして、子どもを取り巻く環境、そして、家庭を取り巻く環境が大

変変化をしていると言われていまして、社会全体で子ども・子育てを支援していくことが、非常に重

要になっていると認識をしているところでございます。 

  浦幌町におきましても、子どもの数は年々減少が続いている現状でありますので、また、核家族化、

さらに、共働き家庭の増加に伴いまして、子育てと仕事の両立の中で、子育てへの時間が減少してい

ることからも、子ども・子育て支援を充実させていくことは、大変重要なことであると考えていると

ころであります。 

  こうした現況を踏まえて、子どもたちが健やかに成長できるという社会の実現を目指すことを目的

として、浦幌町では、「浦幌町子ども・子育て支援事業計画」が平成 27 年の３月に平成 31 年までの

計画として策定させてもらいました。 

  また、平成 27 年の「浦幌町子ども・子育て支援事業計画」の答申では、認定こども園の整備につ

いて検討するようにという事項も盛り込まれたところでございます。 

  本日の会議につきましては、子ども・子育て支援事業計画の状況報告につきましてと同時に、浦幌

町第３期まちづくり計画の後期計画で、認定こども園新築事業を計上していますので、この整備計画

の策定を本委員会に諮問をさせていただきたいと考えているところでございます。 

  皆様には、忌憚のないご意見を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではありますけれども、

開会に当たっての挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

 

３ 委員長あいさつ 

【委 員 長】 

  皆さんこんばんは。お忙しい中、お集まり頂きありがとうございます。また、新たに委嘱されまし

た委員の皆さんにつきましても、よろしくお願いをしたいと思います。 

  私は、浦幌町の地域子供育成連絡協議会の方から呼ばれましたけど、縁あって前回から委員長とい

うことですのでよろしくお願いしたいと思います。 

  また、本日の議題につきましては、「浦幌町子ども・子育て支援事業計画」の概要ということで、

お手元にございます冊子の説明、そして平成 29 年度の計画の進捗状況、そして、３番目には、先ほ

ど町長からお話があったとおり、浦幌幼稚園としらかば保育園の建設計画という認定こども園の関係

が議題になっていますので、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げまして、席に着かせていた

だきたいと思います。今日は、よろしくお願いします。 

 

４ 認定こども園建設計画に係る諮問について 

【廣富保健福祉課長】 

  それでは、お手元の議案書「４ 認定こども園建設計画に係る諮問について」に移らせていただき

ます。水澤浦幌町長から上村委員長へ、諮問事項「認定こども園の整備計画の策定その他実施に関し

必要な調査審議を行い、町長に答申する。」としまして、本委員会に附する諮問書をお渡ししたいと

存じます。 

  それでは、委員長、町長、ご起立の上、お願い申し上げます。 

 《水澤町長から上村委員長へ諮問書を交付》 

 

【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。 
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 《町長退席》 

 

５ 議  案 

【廣富保健福祉課長】 

  それでは、お手元の議案書「５ 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「児童保育係長 栗本」次に「課長補

佐兼しらかば保育園長 小山内」、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「課長補佐兼子ども発達支援センターくれよん広場所長 大山」、次に「上浦幌ひまわり保

育園所長 阿部」、そして、只今釧路市へ出張しており遅れておりますが「児童保育係主事 酒森」

が後ほど出席いたします。なお、最後になりますが、私「保健福祉課長 廣富」でございます。どう

か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》 

 

 （１）浦幌町子ども・子育て支援事業計画の概要について（資料１） 

【栗本児童保育係長】  《資料１により説明》 

 《質疑なし》 

 

 （２）浦幌町子ども・子育て支援事業計画の平成 29 年度進捗状況について（資料２） 

【栗本児童保育係長】  《資料２により説明》 

  ４ページ「(３)放課後児童健全育成事業、②上浦幌児童クラブ」量の見込のうち実績人数の訂正 

  ・高学年量の見込 ３人⇒０人 

  ・表下の内訳人数 １年３人⇒６人、２年５人⇒１人、３年０人⇒１人、４年３人⇒０人 

 《質疑応答》 

【委  員】 

  ８ページのファミリーサポートのことですが、若いお母さんからこの事業の仕組みにおいて事前登

録制であることなどが、面倒で利用しにくいという声を何人かの方からお聞きしています。ただ、お

預かりする方も身元の保証などで、手続きは必要なのでしょうけれども、もう少し簡素化したシステ

ムにはできないのでしょうか。 

【大山子育て支援センターくれよん広場所長】 

  只今のファミリーサポートの関係ですが、預かる方と預けたい方両方の方に何かあった時の保険に

入る関係もあるので登録していただいて、私たちが仲介となり紹介するという形をとっていますので、

ご理解いただければと思います。 

【委  員】 

  困ったときに簡単に預けられないのかという素朴な疑問を、お子さんをお持ちの複数の方からお聞

きしています。これは他の町村どこでもこういう仕組みになっているのですか。 

【大山子育て支援センターくれよん広場所長】 

  地域の中で助け合いができていれば、改めてこの事業は必要ないのかなと思いますが、今の時代、

浦幌町へ引っ越し転入した家族の方、お爺ちゃんお婆ちゃんがそばにいないという方で利用したいと

いう人はいると思います。システム的に保険制度に入ってというのは、全国どこでも同じです。 

【委  員】 

  この８ページに載っている「(10)子育て援助活動支援事業」は、小学校の低学年・高学年のことで
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書かれていると思うのですが、今言われているのは、小学校に入る前の小さい子どものことだと思い

ます。現実的に他所から来た方で、地域の人にちょっとうちの子どもを見て欲しいという人間関係が

できていないお母さんたちが、自分が病院に行きたかったり、具合が悪かったりして、子供を見て欲

しいという方の需要が多いと思います。ただ、それをファミリーサポートの枠の中でやろうとなると

難しいと思うので、このシステムでない別の新たな仕組みを考えたほうが現実的でないかと思います。 

【委  員】 

  そうなると行政としては、何か事故があった場合の保障とか、難しい問題が出てくるわけですね。 

【委  員】 

  ５ページ目の「(４)子育て短期支援事業（ショートステイ）」まで行かなくても、半日とかという

部分でしかないのかなと思います。ただ、町で施設がないとか人材の確保が難しいとかという問題が

あるのではないでしょうか。 

【小山内しらかば保育園長】 

  しらかば保育園ですが、一時保育という制度がございます。それもできましたら事前に申し込んで

いただくとか、週３日までとか制約がありますが大体は受け入れ可能で、お母さんの休養とか病院の

通院などに対応して一時間からお預かりしていますので、保育園を利用していただくのは可能です。

ただ、保育園は時間が８時 30 分から 17 時 30 分という枠がございますので、ファミサポのように時

間の幅という面では狭いところはありますが利用することは可能です。 

【委  員】 

  もっとこう柔軟なシステムを考えていただければ、若いお母さんは助かるのではないかと思います。

ぜひ前向きに検討いただければと思います。 

【廣富保健福祉課長】 

  先ほどのご質問に担当から説明させていただきました。ファミリーサポート事業のシステムの内容

ですが、答弁しているとおり、預かる側としても、お預かりしたお子様に何かあると困りますので、

お預かりするにあたって時間数によって、お願いする保護者がお金をお支払するという内容の中で、

行政としては制度上ある程度考えないといけないといったところはご理解いただきながら、また、他

町村の状況を見ながら、これいいなと思ったところについては、検討しながら進めていければと思っ

ています。いずれにしましても、現状として今の形で続けてやることにご理解いただければと思いま

す。 

 《以上で質疑が終わり、承認される》 

 

 （３）浦幌幼稚園・しらかば保育園の建設計画について（資料３） 

【委 員 長】 

  議案「(３)浦幌幼稚園・しらかば保育園の建設計画について」資料３に沿って説明していただきま

すが、諮問をされたので答申をしなければいけないということがありますので、最初に、１ページの

「１ 人口・世帯・人口動態」から 15 ページの「７ 認定こども園について」までを説明していた

だいて、それを終わらした後に、最後に「８ 建設候補地の選定について」を議題としたいと思いま

す。２つに分けて説明を求めて、意見を求めたいと思いますのでよろしくお願いします。 

【廣富保健福祉課長】  《資料３により説明》 

  資料３「１」から「７」まで説明。 

【委 員 長】 

  ただいま、浦幌幼稚園・しらかば保育園の建設計画について、認定こども園についての説明がござ

いましたが、質問等ございませんでしょうか。認定こども園の大体の概略については、ご理解いただ

けたと思います。幼稚園と保育園を合体したものを造って行くということ。今までの保育と教育を維

持し、一つの認定こども園として建設する。ただ、認定こども園の中に子育て支援センターも一緒に
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入っていくという形になるということだと思います。 

  何かございましたら、これについては、答申の中で認定こども園の整備について検討していただき

たいと、その中で先ほど説明した、まちづくり総合計画の中でこれについて、来年設計して、再来年

工事という運びになっています。そのために、この次に８番で説明する、どこに建てるのか、という

ことをこれから審議していこうと思います。よろしいですか。 

【委  員】 

  一点だけいいですか。14 ページのところに認定こども園４つの類型ということで載っていますが、

今回のこども園の建設に係わっては、どんな形を目指してやっていくのかをお聞かせ願えればと思い

ます。 

【廣富保健福祉課長】 

  14 ページの認定こども園、４つの類型について説明が足りなかったことお許し願えればと思います。

１番の幼保連携型につきましては、幼稚園機能と保育所の機能を併せる、そして子育て支援センター

とを一体的に提供する、という類型になります。２番は幼稚園型となりまして、これは今現在認可の

幼稚園、例えば、浦幌幼稚園が保育の必要な子どもを受け入れるとする形が幼稚園型になります。そ

して３番の保育所型はしらかば保育園に教育を提供するためにその体制を整える機能を果たすタイ

プが保育所型になります。４番につきましては、地方裁量型ということで、いずれも認可のない地域

で幼稚園・保育園が認定こども園の機能を果たすという、この４つのタイプになります。本町におき

ましては、１番の幼保連携型を進めてまいります。前段からご説明申し上げているとおり、浦幌幼稚

園としらかば保育園を統合しまして現在の場所では敷地が狭いという中で建てるのは厳しいもので

すから、新築をするという計画を立てておりまして、併せて一箇所に幼稚園・保育園・子育て支援セ

ンターを併設する施設を建設するという考え方をしていますので、１番でと考えています。 

【委  員】 

  今ある幼稚園と保育所が同じ屋根の下で、同じ時間帯で動くということですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  15 ページをお開き願いたいのですが、時間帯で申し上げますと、各園のイメージになりますけども、

左と中心の列がしらかば保育園、そして一番右が浦幌幼稚園の今現在のスケジュールになっています。

ですから、少し時間的に登園と降園時間にずれがありますが、同じ屋根の下で、ほぼ同じ時間で教育

と保育を提供することとなります。 

【委  員】 

  こども園に集まった子どもたちが、同じ時間を共有して一日を使うということではないわけですね。

今までお願いしていた、朝早くから夕方までという方と、時間に余裕があって早く帰れる方と教室を

分けて行うということですか？上士幌が今そういう形ですよね。上士幌の方に聞いたら、保育園の子

がお昼寝している横を幼稚園の子どもたちが帰るらしいです。変なシステムだなというのは、この間

聞きましたが、どうなのでしょう。 

【廣富保健福祉課長】 

  今の質問ですが、基本的には認定こども園を開設しますと、朝７時 30 分にお父さんお母さんが働

いている保育の子どもたちを預かります。７時 30分から８時 30分は延長保育になります。今言われ

たとおり保育が必要だという方々については、延長保育を含めて 18 時までお子様を預かります。そ

して、就労形態で例えばお母さんが働いていない方が今浦幌幼稚園に通っているとして仮定しますと、

こういった方々は幼稚園と同じく９時から 13 時まで、そして延長として 15時までという形になりま

す。上士幌認定こども園についてのお話もありましたが、イメージ的には幼稚園部分のお子さんにつ

いては、給食を食べたあと帰られます。まだ残る子は 15 時までいます。そして保育の方については、

16時30分まで又は18時までという形で一つの同じ教室で教育と保育を同時に行う認定こども園を今

想定しているところです。 
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【委  員】 

  10 時から 12 時までが全体で遊んだりお勉強したりということですか。２時間しかないのですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  14 ページにあるのは確かに２時間なのですが、幼稚園児が登園しますのが９時ですので、その中で

教育を提供する部分での指針がありまして、現在これはイメージで実際に２時間になるとか３時間に

なるとかというは今述べることはできませんが、スケジュールとして、しらかば保育園が左と真ん中、

浦幌幼稚園は右側、これが合わさるというイメージで見ていただけるとありがたいです。 

【委  員】 

  先に進むのですが、16 ページの下の方のオのところで、午睡室で 100 ㎡のお昼寝のお部屋があるか

ら、お昼寝する子はきっとそこで寝るのだと思います。。 

【廣富保健福祉課長】 

  私ども上士幌町の認定こども園を一度視察させていただきまして、教室の配置ですが、一番奥に午

睡室という部屋があります。その隣に３歳・４歳・５歳児の保育室があるので、午睡室の前を通ると

きは静かに行っていると思います。それから玄関までの間に、未満児・乳幼児の部屋があって、その

前を通ります。そこも静かに帰っていると思います。今我々が作ろうとしている認定こども園の配置

については、これから検討の余地がありますので、そういう配置を含めた中で検討していくというこ

とで、答弁させていただきたいのですがよろしいでしょうか。 

【委  員】 

  是非、その辺を検討してスムーズに行くようにお願いしたいと思います。 

【委 員 長】 

  今日は建設候補地の選定をして、配置図だとか図面だとかは今後この場に提示されると思いますの

で、その際に審議お願いしたいと思います。それでは、次に８番に入ってよろしいですか。それでは、

「８ 建設候補地の選定について」お願いします。 

【廣富保健福祉課長】  《資料３及び図面により説明》 

  資料３「８」を説明。 

【委 員 長】 

  只今の、「８ 建設候補地の選定について」「(１)建設するために必要な敷地面積について」の説明

がありました。「(２)建設候補地の選定に係る考え方について」で、考え方について説明がありまし

た。最後に「(３)建設候補地の選定について」の、要するに候補地、今事務局からお話のあった、４

枚目の中では 20,393 ㎡の候補地№２がよろしいのではないかという提案です。皆さん、何かご意見

はありませんか。 

【委  員】 

  平屋を想定しているのか、それとも面積のことも踏まえて、一部２階建てにするとか、どのような

想定をされていますか。 

【廣富保健福祉課長】 

  他の市町村におきまして、建設する土地が狭いところにつきましては、２階建てにせざるを得ない

という考えで、２階建てで建設している認定こども園はあります。敷地面積がある場合につきまして

は、幼児・子どもたちが階段を使うという中で管理が行き届くかという問題もありますので、現在の

所は平屋と考えてますが、場所それから建設費それから子育て支援センターを併設する関係もありま

すので、今現在で未定ということになります。 

【委  員】 

  ここは、みのり祭りの時に駐車場として使用している場所ですか。 

【委 員 長】 

  先ほど説明のあったとおり森林公園の方は、みのり祭りの駐車場で使用しています。敷地的にボー
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リングしてみないと分からりませんが、軟弱な土地で、浦幌駅前通りの方がボーリングしてみないと

分かりませんが、良さそうです。という説明です。場所については、次回最終的に図面的等が出てき

た中で提案させていただきたいと。この中のどこかには設置されるということです。 

  しらかば保育園の方がいいとか、浦幌幼稚園の方がいいとかということには、ならないということ

で理解してください。条件としては、しらかば保育園と浦幌幼稚園の中間地ということの中で、町有

地を探した結果が建設候補地として挙がってきました。これは、建設候補地の選定の考え方が全て網

羅された土地ですという説明です。 

【委  員】 

  必要な面積を確保できているという点でナンバー２がいいのかなと思います。個人的に見ても、小

さな子どもがいるという時に診療所が近いと心強いし、預ける親としても安心感に繋がるかと感じま

す。 

  一つだけ心配な点としては、地盤が非常に脆弱な可能性があるということで、今後災害のことも視

野に入れながらやらないといけない。子どもたちがいるところなので、安全性の担保が必要になって

くると考えたときに、準備だとか対策だとかをしっかり考えていかなければならないと思います。そ

の部分で不適格になった場合、また考えを合わせないといけないということも視野に入れていかない

と思いました。 

【廣富保健福祉課長】 

  ありがとうございます。仰っていただいた中身については、私どもも同じ考えを持っておりまして、

まず前段で仰っていた町立診療所に非常に近いということで、園児が急変した場合や怪我の医療行為

が速めに対応可能になります。それから散歩等についても、森林公園へ大きな幹線道路を通らずに行

けるだろうと考えますと、自然とも触れ合い易くなるということも考えられると思っています。それ

から、ここ数日に西日本での豪雨災害が発生していますが、この候補地ですと、旧オベトン川が昭和

60 年代の前半ぐらいに河川が増水し護岸が崩れまして、その後、災害復旧事業で積ブロック造りの護

岸を建設したところです。現在は、北海道管理河川として浦幌川の合流地点には排水ポンプ施設を建

設して、また河川の断面も下流から大きくして改修工事が森林公園の入り口まで完成していることか

ら、水害に対しては安心しているところです。ただ、最近の異常気象で何が起こるかわからない、と

いう状況ですので経営にあたりまして、防災対策も含めた中で、候補地敷地内のどこがいいのかとい

うことを検討していきますので、よろしくお願いします。 

【委 員 長】 

  森林公園があって、その周りを旧オベトン川があって、氾濫の恐れがあると、それから国道 38 号

線が走っていて、騒音の絡みもあるということを合わせていくと、段々狭まっていくと。ただ、面積

の条件もありますので、これから協議していくことになります。場所はいいけど、こういうことに気

をつけて選定していただきたい、ということがあればお聞きしたいと思います。 

【委  員】 

  現状を考えると、ここしかないのかなと思います。道路の設置状況を考えても浦幌幼稚園に比べる

と交通量の少ないところに建てられるのかなと。ただ、地盤があまりよくないということであれば、

グランドを造る上で運動会とか考えた段階で、水捌けを良くした上でグランドを造らないとまずいか

なと。近くに川もあるようなので、排水はそっちに流すようにして、地盤の方はうまくやればいいの

かなと思うのですが。 

【委 員 長】 

  父母の会の会長につきましては、現実に子どもが通っていますので、代表して何かあれば伺いたい

なと思います。 

【委  員】 

  こども園というのは、浦幌幼稚園としらかば保育園を統合ということで、上浦幌へき地保育所や厚
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内幼稚園は全然関係ないのですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  本日、本委員会に諮った部分については、浦幌幼稚園としらかば保育園を統合するということです。

ただ、上浦幌へき地保育所については昭和 58 年ごろの建設ということで、現在改修等を進めながら

運営しています。厚内幼稚園についても、現在の形で運営して行くということですので、認定こども

園の建設について町で考えているのは、浦幌幼稚園としらかば保育園の統合ということになります。 

【委  員】 

  ２年後までには、決定して進めていくということですか。 

【委 員 長】 

  これで候補地が決まって、来年度実施設計に入る前に図面が出てくるということです。 

【委  員】 

  図面を考えるのもこの委員会でやるのですか。 

【委 員 長】 

  それは事務局で考えて、この場に出てくる。ただ、最終的には議会になるのですが、その前段とし

て、建設場所の候補地、それから建設費、それから建設計画設計書が挙がってきます。まちづくり計

画で来年度設計して平成 32 年度に建てるということになっています。これについては、災害等が起

きれば別ですが、余程の事がない限り、計画どおり進むと思います。 

【委  員】 

  災害時は、こども園が避難場所になるのですか。 

【廣富保健福祉課長】 

  避難所については、町の地域防災計画がありまして、洪水対策では総合スポーツセンター、浦幌小・

中学校、そして中央公民館が行政区ごとに避難するとして避難所が決まっています。認定こども園に

ついては避難所としては今現在考えておりません。避難所の収容人員的に今設定している場所で足り

ている状況であり、それから車椅子の方、寝たきりの方については、保健福祉センター、養護老人ホ

ームが福祉避難所として指定されておりますので、将来的にも指定は無いかと思います。 

【上村委員長】 

  それでは、認定こども園の建設候補地として「№２」で「良」とする、ということでよろしいです

か。 

 《全委員により建設候補地を「候補地№２」として決定》 

 

６ その他 

【委 員 長】 

  議案について全て終わりましたが、何かございますか。 

【廣富保健福祉課長】 

  議案（３）におきまして、本日、本委員会で「候補地№２」ということで、敷地面積２万㎡の中で

ゾーニング等これから検討して参ります。 

  今後のスケジュールにつきまして、ご説明させていただきます。資料等なく大変申し訳ありません

が、よろしくお願いします。 

  これから本委員会が終わりまして、８月を目処に各幼稚園・保育園の保護者に対して本日のような

町が認定こども園の建設をすること、認定こども園とは何かといったところ、それから、建設候補地

については、本日決定をいただいた№２の場所を保護者の方にお示しし、認定こども園の建設スケジ

ュール等の説明をこれから進めます。 

  その後、11月秋頃から認定こども園に対する保護者等に対してのニーズ調査、それから、この子ど

も・子育て支援事業計画につきまして、平成 31年度末で終わるので、次期計画となる平成 32年度か
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らの新しい計画に対するアンケート調査を実施します。その調査を踏まえた中で、その間、事務局側、

簡単な平面ゾーニング的なものをまとめることが出来ると思います。それを年が明けて２月頃に第２

回基本構想に係る説明、それから、建設候補地のゾーニング、送迎の導線等の説明を本委員会にお諮

りしたいと存じますので、あらためてご案内しますのでよろしくお願いします。 

  平成 31 年度には、本委員会に対しまして詳細なゾーニングと平面計画の決定、それから、進捗状

況、平成 31 年度以降の計画の説明について、詳細なものが出来上がりますので、５月の中旬から６

月にかけて、本委員会にご説明申し上げます。その間、予算の確保が前提となりますが、建築実施設

計を行いまして、詳細の図面、配置等出来上がります。それを基に、庁内の検討会議等踏まえて決定

された段階で、９月の上旬頃に本委員会に図面等お示ししましてご決定をいただいて、町長に答申し

ていただくというスケジュールになりますのでよろしくお願いします。 

【委 員 長】 

  只今、今後のスケジュール、幼稚園・保育園の父母に対しての説明部分ありましたが何かございま

せんか。私の方で一点だけお願いがあるのですが、平成 25 年度にアンケート調査をした時のニーズ

によってこの計画を立てたということですが、このときに回収率が非常の悪かったと私は思っていま

す。その関係で回収率を高める方法として直接対象者に郵送するのではなく、学校を通して調査・回

収をすれば、かなり回収率は上がるだろうということも、過去に委員会で話がありましたので、ニー

ズ調査をする時には回収率を上げる方法を事務局の方で模索していただきたいと思います。折角アン

ケート調査をしても、回収率が悪ければ次の計画に対して十分な反映がされないという恐れがありま

すので、学校の先生方にも協力お願いしたいと思います。 

 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、本当に慎重なご審議ありがとうございました。また、今後、集まる機会がありますので、

よろしくお願い申し上げまして、挨拶とさせていただきます。 

  本日は、ありがとうございました。 

 


