
期  日

H26.10.2

H27.3.5

H27.11.5
幼保連携型認定こども園
上士幌町認定こども園ほろん　視察

視察先：上士幌町
視察者：9人

H27.12.7

H29.10.14
学校法人釧路カトリック学園
幼保連携型認定こども園ほんべつ　視察

視察先：本別町
視察者：25人

H30.5.30

全国認定こども園協会北海道支部研修　出席
「幼保連携型認定こども園教育・保育要領」解説
講師：横澤峰紀子氏
（内閣府子ども・子育て本部（認定こども園担当）専門官）

場所：札幌市
出席者：2人

H30.7.9

学校法人宝誠学園
幼稚園型認定こども園
別海くるみ幼稚園　視察

視察先：別海町
視察者：11人

H30.7.9

幼保連携型認定こども園
標津認定こども園
あおぞら　視察

視察先：標津町
視察者：11人

H30.7.11

H30.8.22
浦幌町認定こども園（仮称）の建設計画に係る
上浦幌ひまわり保育園父母の会役員説明会　開催

父母の会：5人
町：4人
場所：上浦幌ひまわり保育園

浦幌町認定こども園（仮称）整備事業に係る主な検討経過

内　　  容

水澤町長が浦幌町児童育成計画策定委員会に「子ども・子育て支援事業計画（素案）」を諮問

浦幌町児童育成計画策定委員会委員長が「子ども・子育て支援事業計画（素案）」を水澤町長
へ答申
◎認定こども園の整備について検討するよう明記

第4回町議会定例会において「浦幌町第３期まちづくり計画」の可決
◎認定こども園整備事業
平成31年度実施設計、平成32年度建築工事等

浦幌町児童育成計画策定委員会（第１回）　開催　　委員：11人　町：7人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 場所：保健福祉センター　会議室

水澤町長が浦幌町児童育成計画策定委員会に「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について」諮問

「認定こども園の建設計画について」
建設候補地を選定するにあたり、町の考え方に基づく一定の要件を満たす町有地の中から、
東山町エリアの候補地を選定

子育て支援室として木育ルームを併設。

木のぬくもりが優しく、子どもも大人も落ち

着く空間でした。こだわりの無添加給食は、

加工品や添加物をなるべ

く使わず手作り。食育にも

力を入れていました。
木育ルーム

幼稚園と保育園を統廃合、幼保連携型

の認定こども園として開園。

地域カラマツ材を使用した

木造平屋建で、子育て支

援センターと児童発達支

援事業所が併設されて

いました。認定こども園 あおぞら
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期  日 内　　  容

H30.8.24

H30.9.3
町議会定例会　補正予算可決
「認定こども園建設候補地現況測量及び地質調査
業務委託」

補正額9,800,000円

H30.10.1

幼保連携型認定こども園
訓子府町認定こども園
わくわく園　視察

視察先：訓子府町
視察者：12人

H30.10.13
浦幌町幼児育成連絡協議会第１７回研修会　開催
「認定こども園建設計画について」

保育教諭等：27人
場所：保健福祉センター　集会室

H30.10.15

浦幌中学校第３学年
「うらほろ活性化案発表会」

場所：浦幌中学校
参加者：4人

H30年11月～12月
認定こども園の建設候補地の現況測量及び
地質調査の実施

H30.12.13

H30.12.20

H30.12.25
12月20日開催のワークショップで出た意見を基に園舎
等の配置図3案を提案。建築担当、受託設計者を交え
て更に検討を行いました。

施設課：3人
事務局：3人
受託設計会社：1人

認定こども園の建設計画に係る保護者説明会　開催

認定こども園の施設基準に基づき、園舎等の配置概略プランA・Bを作成

認定こども園建設に係る園舎等の配置を考えるワークショップ　開催　　　参加者：22人

町産カラマツ材を使用した木造で、床材に

はヒノキを採用した温かみのある園舎。地

中熱ヒートポンプによる床冷暖房や太陽光

発電・蓄電設備を採用。中庭を取り囲む回

遊性のある廊下があり、周囲の目が行き

届き安心して遊べる一体感のある面白い

造りとなっていました。完全自園内給食。認定こども園 わくわく園

1班「Make My Town～皆が愛する町へ～」

2班「安心・子育てin Natural Town」

3班「イクメンになろうよ！in URAHORO」

4班「ニコニコこども園にしませんか？」

5班「＃旨味ざわからの映えみざわ」

5つのグループがそれぞれの切り口で人口減少問題をテーマ

に町の特色を生かした活性化企画案を発表。 「ニコニコこど

も園」が提案されました。

「園舎の南側に園庭」「駐車場は安全面から入口と出口を別にした方がいい」「駐輪場と徒歩の

方、ベビーカーの方のスペースを確保する」など様々な意見が出されました。

①現状と取り組み ②支給認定

③子ども・子育て支援事業計画

④浦幌幼稚園・しらかば保育園の現状

⑤認定こども園とは ⑥建設候補地

⑦スケジュール

125世帯（上浦幌地区15世帯除く）

【午前の部】保護者26世帯27人、町11人

【夜の部】保護者17世帯20人、町12人

場所：保健福祉センター 集会室

保育教諭等と建築担当が認定こども園建設に係る園舎等の配置を３班に分かれて考え、保

護者の送迎の動線を考慮し、園舎・園庭・駐車場の位置を決めて図面に落としました。

園児のより良い園生活や安全面を考え、メリットデメリットなどの意見交換を行ないました。
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期  日 内　　  容

H31.1.22

各園で考えた園舎の平面図3案を提案し、建築担当、
受託設計者を交えて更に検討。具体的な園生活を想定
しながら、玄関の位置やトイレ、午睡スペースなど限られ
た園舎の有効活用について意見交換を行ないました。

園長等：3人
施設課：3人
事務局：2人
受託設計会社：1人

H31.1.29

H31.2.1

H31.2.5

H31.2.12

H31.2.12

H31.2.14

H31.2.14

H31.2.21

各園で話し合われたプランE・Fについて、建築担当と
最終打ち合わせを行ないました。園生活の動線を考え
て「0歳児と2歳児の部屋を入替え」「遊戯室の有効活
用によりステージ位置を変更」「水周の使いやすさ」など
を平面図に反映しました。

園長等：3人
施設課：3人
事務局：2人

第１回浦幌町認定こども園（仮称）整備事業に係る建設計画協議部会　開催
参加者：18人（保育教諭等11人、施設課3人、受託設計会社1人、事務局3人）

幼保連携型認定こども園
白糠町認定こども園
庶路こども園　視察

視察先：白糠町
視察者：14人

第2回浦幌町認定こども園（仮称）整備事業に係る運営計画協議部会　開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：12人（保育教諭8人、園長等3人、事務局1人）

各園が提案した平面図3案を基にプランC・D完成

第1回浦幌町認定こども園（仮称）整備事業に係る運営計画協議部会　開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：13人（保育教諭8人、園長等3人、事務局2人）

　

第3回浦幌町認定こども園（仮称）整備事業に係る運営計画協議部会　開催
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　参加者：12人（保育教諭8人、園長等3人、事務局1人）

2月5日に意見交換したプランC・Dを基に、プランE・F完成

「運営に関する基本事項（基本指針・１日の活動計画・昼食対応・地域や小学

校との連携・園の特色等）の検討や手順について」

『目指すこども像』を設定し、細分化して運営に係る基本事項を幼稚園グルー

プと保育園グループに分かれて検討し、すり合わせることになりました。

幼稚園・保育園・小学校・中学校の4施設

を一体化した教育施設で、庶路学園・庶路

こども園として開校・開園。津波対策で高

台に新築した施設は、地域のコミュニティ

施設や防災拠点としての機能も備え、災害

時には避難所にもなる。0～15歳まで一貫

した教育が展開されていました。認定こども園 庶路学園

各園で話し合われたプランC・Dについて、建築担当と受託設計者を交えて

意見交換。トイレ、午睡スペースなどの位置や３歳以上児と未満児の動線か

ら、より詳細にメリットデメリットを検討し、平面図に反映させました。

幼稚園グループと保育園グループで話し合われた運営に関する基本

事項のすり合わせを行ないました。目指すこども像や教育・保育目標な

ど、こども園のコンセプトを文章化するとともに、わかりやすくイメージ図

にまとめることが提案されました。

基本事項の再調整及び一日の活動計画や昼食対応、地域や小学校との連携、特色のある園運営に

ついて意見交換を行ないました。「自園調理で管理栄養士を配置し、食育活動に力を入れる」など、

子どもたちの健やかな心と身体の成長や食を通した保護者と子どもの関わりなど、食育の重要性が

話されました。

3 / 4 ページ



期  日 内　　  容

H31.2.27

H31.3.13

H31.3.28

H31.4.8

H31.4.24

学校法人リズム学園
公私連携・幼保連携
型認定こども園
はやきた子ども園　視察

視察先：安平町
視察者：11人

R1.5.7

R1.5.11

浦幌町幼児育成連絡協議会研修会　開催
「認定こども園開園に向けて」
講師：北海道教育庁教育政策課幼児教育推進グループ
　　　　主査　泉大吾氏

　保育教諭等：21人
　場所：保健福祉センター　集会室

R1.5.24

R1.6.4

※このほか、園長会議などを随時行ない、検討をすすめております。

浦幌町児童育成計画策定委員会　委員長・副委員長会議
認定こども園整備計画の策定等について答申（案）の検討　　　　委員：2人　事務局：2人
・浦幌町認定こども園整備事業基本計画　　　　　　　　　　　　　　　場所：浦幌小学校
・浦幌町認定こども園園舎等基本計画

浦幌町児童育成計画策定委員会（第1回）　開催　　　　　　　　委員：9人　町：11人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　　　　場所：保健福祉センター　会議室
認定こども園整備事業基本計画及び園舎等基本計画について説明し、審議を行いました。平
成３０年７月１１日、水澤町長が浦幌町児童育成計画策定委員会に「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について」諮問した答申内容は委員長と副委員長に
一任されました。

「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）」のパブリックコメント実施結果
募集期間：平成31年4月8日（月）～5月7日（火）
募集結果：０件

認定こども園整備事業に係る全体会議　開催　　参加者：21人

「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）」のパブリックコメント実施
募集期間：平成31年4月8日（月）～5月7日（火）

浦幌町児童育成計画策定委員会（第2回）　開催　　　　　　　　委員：12人　町：11人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　  　　　　場所：保健福祉センター　集会室
認定こども園整備事業基本計画（素案）及び園舎等基本計画（素案）の進捗状況を報告。認定
こども園に係るニーズ調査の実施結果や認定こども園のコンセプト、園舎等の配置平面につい
て説明を行いました。

議員協議会における認定こども園整備事業の進捗状況説明について
　　　　　　　議員：10人　町：9人（町長、副町長、議会事務局2人、施設課3人、保健福祉課2人）
　　　　　　　場所：役場３階　大会議室
認定こども園整備事業基本計画（素案）及び園舎等基本計画（素案）の進捗状況を報告。認定
こども園に係るニーズ調査の実施結果や認定こども園のコンセプト、園舎等の配置平面につい
て説明を行いました。

平成３０年度を振り返り、運営や園舎等に係るこれまでの検討経過や

今後のスケジュールについて、情報共有と課題把握のため、全体会議

を行ないました。

「自らを生きる」を園のコンセプトに、豊か

な自然を活かし、乗馬活動や自然体験、

英語教室やＩＣＴ教育など様々な活動に取

り組んでいました。国内外から厳選した良

質な教材をはじめ、木のぬくもりを感じるこ

とができる園舎など、こども達がのびのび

過ごすことができる空間になっていました。認定こども園 はやきた子ども園
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