
小清水町認定こども園基本構想　

小清水町役場子育て支援課
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所として保育所の利用希望が増加し、入所児童の低年齢化が進んでいます。

　こうした状況の中で、国は様々な課題を解決するために平成２４年８月に「子ど

も・子育て支援法」をはじめとした関連３法を制定し、平成２５年１２月に「持続

ています。　

障されるよう進められている制度で、施策の１つとして「認定こども園」への移行

が促進されています。　

　小清水町においても、社会情勢や町民ニーズが変化していく中で、少子化は着実

に進んでおり、早急に新制度への移行について検討しなければならない状況が生じ

可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律」を公布して「子

ども・子育て支援新制度」を着実に実施していくことにしたところです。

　「子ども・子育て支援新制度」は、高齢者に偏っていた社会保障を全世代に対応

させることで、どの家庭に生まれる子どもにも平等に教育や保育を受ける機会が保

　また幼稚園を利用している保護者も就労されている方が多く、認定こども園に対　

する要望が寄せられています。

1.　はじめに

　近年、全国的に少子化が進み、子どもの数が年々減少していく中、核家族化の進

行や女性の社会進出による就労機会の増加に伴い、小学校就学前の子どもの預け場

　「小清水町認定こども園基本構想」は、今後の小清水町の子どもたちに良質な幼

児教育と安心な保育を提供できるように、現状の課題を整理し、施設のあり方と方

るものです。

向性を示すことで、「幼保連携型認定こども園」を早急に整備できるように作成す
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２.　基本構想の目的と位置付け

（１）基本構想の目的

　「小清水町認定こども園基本構想」は、「子ども・子育て支援新制度」

に沿った認定こども園整備の検討を行うことを目的にするもので、現状

の課題を整理した上で、下図のとおり、就学前の幼児施設のあり方を示

すために、「基本目標」と「基本方針」を立て、さらに「施設整備に必

要な検討」を行います。

子ども・子育て支援新制度

小清水町認定こども園基本構想

基 本 目 標

基 本 方 針

施設整備に必要な検討
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（2）基本構想の位置付け

　小清水町は、令和２年３月に制定された「第２次小清水町まち・ひと・しごと創

生総合戦略」により試算された小清水町人口ビジョンを踏まえ、小清水町の「まち・

ひと・しごとの創生」に向けた目標や施策の基本的方向、具体的な施策を定めてい

ます。

　その中の子育て応援プロジェクトでは、教育・保育体制の強化として幼児期の教

す。

育・保育の総合的な提供を行うため、幼保一体化施設の整備を行い、利用者に望ま

れる教育・保育サービスの提供に向けての施設展開を図ることとしています。　

　「小清水町認定こども園基本構想」は国が推進する「子ども・子育て支援新制度」

の内容を踏まえつつ、本町の上位計画の理念と施策の整合性を図りながら作成しま

第６次小清水町総合計画

未来につながるまちづくり

～みんなで創る ずっと住みたい 大自然のまち～

子育て応援プロジェクト（結婚・出産・子育て）

目 標：子育てしやすい環境づくりを目指します。

取組方針：幼児から高校生まで、子育てを地域ぐるみで支援

する体制・制度づくりを進めます。

小清水町認定子ども園基本構想

子ども子育て支援新制度
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を経て作成します。　

　また、行政においても、関係課の担当職員による「認定こども園基本構

想プロジェクトチーム」をこの基本構想策定後に構成し、多様な観点から

課題の整理と検証を行います。

業計画に係るニーズ調査等を踏まえ「小清水町子ども子育て会議」の協議

（３）.　基本構想の作成方法

　「小清水町認定こども園基本構想」は情報共有と町民参加によって、公

平に広く町民の意見が反映されるように、小清水町子ども・子育て支援事

小清水町子ども・子育て会議

議 会

子ども子育て支援新制度

町 民
就学前

保護者

プロジェクトチーム

生涯学習課・保健福祉課

建設課・幼稚園

子育て支援課

提案 意見

認定こども園基本構想策定
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　国が「子ども・子育て支援新制度」を導入した背景には、①少子化や核家族

３.　幼児教育・保育に関する社会的背景

（１）「子ども・子育て支援新制度」導入の背景

化の進行、②地域コミュニティの希薄化、③女性の就労と非正規雇用の増加、

④子どもの育成環境の貧困化、⑤経済的・地域格差の拡大、⑥教育・保育需要

の変化などが理由として挙げられています。

　これらは、日本が高度経済成長から醸成期へ移行していく中で、核家族化や

少子化による人口減少時代が到来し、子ども・子育て支援の重要性が高まりを

見せこれまで社会保障が高齢者に偏っていたものを全世代対応型に変える必要

が生じたためといわれてます。

　さらに地域コミュニティの希薄化により、子どもが親以外の大人とかかわり

を持つ機会や、子ども同士が遊びを通じて育ち合う環境も激減し保護者も身近

に育児の支え手がいないことから、育児不安や育児ストレスが増大するなど、

すべての子どもや子育て家庭を社会全体で支援する必要が出てきたところです。

　また、全国的な就労世帯の増加によって保育需要が急速に高まりを見せ、待

機児童の解消が困難となったことも、制度が導入された大きな要因になってい

ます。

　諸外国の先進事例をみると、子どもや子育て家庭への公的投資の高い国は、

社会の安定や出生率の向上につながっていることから、国内の所得格差による

子どもの貧困問題が浮き彫りになる中で、すべての子どもに対して公平な教育

システムを構築しなければならない社会的事情も、制度導入の要因であったと

言われてます。
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きる社会の実現です。その内容は、①教育・保育の質的改善、②保育の

（２）「子ども・子育て支援新制度」導入の目的

　「子ども・子育て支援新制度」導入の目的は、すべての子どもに良質

な育成環境を保障し、一人ひとりの子どもが健やかに成長することので

図っています。また、幼稚園教諭の免許と保育士の資格を併せ持つ保育

量的拡大、③地域における子ども・子育て支援の充実の３つに大別され

ています。

①教育・保育の質的改善

　質の高い幼児期の学校教育や保育、地域での子育て支援を一体的に行

う「認定こども園」は財政支援の充実と強化によって普及促進を図り、

保育者の配置を改善することで、すべての子どもに対する質の高い教育

と保育を提供していくことを目的としています。

　「認定こども園」（幼保連携型）とは、教育基本法に基づく「学校」

であり、児童福祉法に基づく「保育施設」であることから、設置主体は

国及び地方公共団体、学校法人や社会福祉法人に限定して質の保障を

教諭が配置されることになっています。

　つまり、総合的かつ一元的な教育や保育、子育て支援サービスの象徴

的な存在として「認定こども園」の推進を図り、教育・保育の保障と質

的改善を図ることにしているものです。

就学前の子ども

に幼児教育・保

育を提供

保護者の就労に

関わらず受け入

れて、教育・保

育を一体的に実

施。

認定こども園

就学前の教育・保育を一体として捉え、

一貫して提供する枠組み

認可・認定

機

能

付

加

保育所

・保育

・０歳～就学

前の保育が

必要な子ど

も

幼稚園

・幼児教育

・３歳～就学

前の子ども

地域における子

育て支援

すべての子育て

家庭を対象に、

子育て不安に対

応した相談活動

や親子の集いの

場の提供などを

実施

機

能

付

加
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ない保育のための対策」などによって、保育士の処遇改善や施設整備の促

②保育の量的拡大

　待機児童の問題は、既に平成１４年から「待機児童ゼロ作戦」によって

対策が講じられていますが、現在も問題は都市部で顕在化しています。

　平成２５年に政府は成長戦略の一環として女性が働きやすい環境を整え

るため「待機児童解消加速化プラン」を打ち出し、０．４兆円を投じて待

機児童解消対策や保育の量の拡大を図ってきたところです。

　その後も「加速化プラン」の実現のために「保育士確保プラン」（平成

２７年１月）を策定し、「待機児童解消に向けて緊急に対応する施策」

（平成２８年３月）を公表、「ニッポン一億総活躍プラン」や「切れ目の

（平成２５年４月策定）

待機児童解消加速化プラン

保育士確保プラン

一億総活躍社会の実現に向

（平成２７年１月策定）

進などを行い待機児童の解消に向けて取り組んでいます。

待機児童解消に向けたこれまでの取り組み

ニッポン一億総活躍プラン

切れ目のない保育のための対策

（平成２８年９月公表）

けて緊急に実施すべき対策

（平成２８年３月公表）

（平成２８年６月閣議決定）

待機児童解消に向けて

緊急的に対応する施設

（平成２７年１１月とりまとめ）

平成２５年から２９年度末までに４０万人分の保育の受け皿を

確保するために様々な支援策を実施

「加速化プラン」の確実な実施に向け、平成２９年度末までに、

新たに必要となる約７万人の保育を確保する

平成２９年度末までの整備拡大量を４０万人から５０万人に拡

大し、認可保育所等の整備の前倒しを図る（必要となる保育人材

約９万人を確保）

待機児童解消までの緊急的な取組として受け皿拡大に積極的

に取り組む市町村を対象に次の措置を実施（①実態把握と緊急

対策体制の強化 ②規制の弾力化や人材確保等 ③受け皿確保

のための施設整備促進 ④既に取りんでいる事業の拡充・強化

⑤新たな事業所内保育の積極展開）

保育士の処遇についてこれまでの取り組みに加え新たに２％

相当の改善を行うとともにキャリアアップの仕組みを構築し、

技能・経験を積んだ職員に追加的な改善を行う 保育人材の確

保に総合的に取り組むとともに平成３０年以降も保育の受け皿

確保に取り組む

待機児童解消に取り組む市町村を切れ目なく支援するための次

の措置を実施

（①施設整備や保育人材確保の更なる促進 ②０歳児期の育児

休業終了後の「入園予約制」導入支援 ③保育ニーズをかなえ

る保育コンシェルジュの展開 ④保育園などに土地を貸す際に

固定資産税の減免が可能な旨の明確化）
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③地域における子ども・子育て支援の充実

　すべての子育て家庭が必要に応じて利用することができる支援事業を拡大し

ていくことで子育て支援の充実を図ります。

　この事業は、市町村が地域の実情にあわせて実施することとされ、一時預か

りや延長保育事業、放課後児童クラブ事業を含む１３事業について法定化され

たところです。

① 利用者支援事業

② 地域子育て支援拠点事業

③ 妊婦健康診査

④ 乳児家庭全戸訪問事業

　⑤　 養育支援訪問事業（要支援児童　要保護児童等に資する事業）

⑥ 子育て短期支援事業

⑦ ファミリー・サポート・センター事業

⑧ 一時預かり事業

⑨ 延長保育事業

⑩ 病児・病後児保育事業

⑪ 放課後児童クラブ

⑫ 実費徴収に係る補足給付を行う事業

⑬ 多様な主体が本制度に参入することを促進するための事業

地域子ども・子育て支援事業の内容
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（３）全国的な認定こども園への移行

　

　核家族化や共働き世帯の増加によって、都市部の子どもの保育需要が増加し

保育所に入れない待機児童問題が深刻化しています。

　一方、従来型の幼稚園では１４時から１５時に終業となってしまうため、保

護者のニーズに対応できず空きが生じています。

　こうした状況から、本格的に「子ども・子育て支援新制度」が導入された平

成２７年以降は、幼稚園は減少傾向にあり、幼稚園と保育所の機能を併せ持つ

認定こども園への移行が進んでいます。

　認定こども園では、入園後に保護者が退職や就労状況が変わっても、子ども

は転園の必要がなく、さらには０歳から５歳までの異年齢の交流もできること

から、幼保一元化のメリットが認識され始め、徐々に移行が進んでいます。

　また、公私の比率は８：２となっており、大多数の園が私立による運営とな

っています。
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４.小清水町の幼稚園及び保育所の現状と課題

　

（１）幼稚園及び保育所の設置状況

　小清水町には現在、幼稚園が１ヶ所、保育所が1ヶ所、へき地保育所が２ヶ所あります。

（止別・旭野）

①各施設の受け入れ状況

（２）幼稚園及び保育所の現状と課題

平成２６年 平成２７年 平成２８年 平成２９年 平成３０年 平成３１年 令和２年 令和3年

13 16 22 18 22 20 15 16

13 10 12 11 10 10 11 9

10 7 7 8 9 8 休止

36 33 41 37 41 38 26 25

施設内調理 給食センターより配送

平日8時間以内

定員3名

給食サービス

小清水幼稚園 町立小清水保育所

設置主体

対象園児

預り保育

開所時間

学校法人若松学園

３～5歳

平日8:00～14:00

土曜日は休み

14:00～17:00

給食センターより配送

土曜日

（入所外児童）

　　① 7:30～7:45

一時預かり

止別・旭野へき地保育所

小清水町 小清水町

6ヶ月～5歳 2歳5ヶ月～5歳

平日7:45～18:00 平日8:00～16:30

土曜7:45～18:00

名　称

　　②18:00～18:30

　　①②要事前申し込み

土曜8:00～11:30

※第２土曜日は休み

4～5月、9～10月は繁忙期
最大20日間20分延長

【受け入れに対する課題】

　 合　計

実児童数

【へき地保育所実児童数】（各年度４月現在）

・幼稚園～預かり保育ができない日がある。

・へき地保育所～入所児童数が横ばいから減少傾向にある。

・保育所～定員超過のため、年度途中の入所や一時預かりが難しい。

※中斗美へき地保育所令和２年４月より休止

止別保育所

旭野保育所

中斗美保育所
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（３）幼児教育及び保育の現状と課題

　

○各施設の入園・入所状況（令和３年４月１日現在）

０歳児 １歳児 ２歳児 ３歳児 ４歳児 ５歳児 合計

○各施設の職員数

　現状であった。

・要支援児童が増えてきている現状では、専門的な知識の習得や小学校との連携に

　対応するため、職員のスキルアップや研修機会の確保が必要である。

※担任保育士～フルタイム会計年度任用職員、臨時保育士～パートタイム会計年度任用職員

【職員体制の課題】

・保育士はフルタイム会計年度職員のため、新規採用の募集をしても応募が少ない

3名旭野へき地保育所

・全国的な保育教諭や保育士の不足により職員の雇用が難しく、将来的な体制の確

　保に不安がある。

担任保育士2名
臨時保育士1名

町立小清水保育所

内　訳

４名

15名

園長1名
副園長1名
幼稚園教諭2名・非常勤講師若干名

所長1名・係長1名・事務員1名
担任保育士12名・臨時保育士若干名

職　員　数

3 16

1 3 3 2

7
小清水幼稚園

（定員７０名）

9

139年齢別

4 3 6

止別へき地保育所

0 13 26 31 3534

小清水幼稚園

3名
担任保育士2名
臨時保育士1名

15

0 13 21 23 22 20 99

2 6

町立小清水保育所
（定員９０名）

止別へき地保育所
（定員５０名）

旭野へき地保育所
（定員４５名）
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５.小清水町子ども・子育て支援事業計画に係るニーズ調査

（１）ニーズ調査の概要

【調査の目的】

　令和２年度より５カ年の「子ども・子育て支援事業計画」策定に係る事前調査

として、平成３０年１１月１日から１１月２６日にかけて調査を実施しました。

【調査対象者及び回収率】

（対象者）小学生以下の子どものいる世帯　３４４世帯

①小学校167世帯　②小清水保育所：65世帯　③小清水幼稚園：18世帯

④へき地保育所：25世帯（旭野 5世帯・止別13世帯・中斗美 7世帯）

⑤その他（在宅）：69世帯

【回収率】

小　学　校 ：配布数167票　回収106票（回収率63.4%）

就学前児童 ：配布数177票　回収118票（回収率66.6%）

（２）ニーズ調査の結果と検証

①小清水町の傾向

　母親の就労状況は「フルタイム（週５日程度・１日８時間程度）で就労して

おり、育休・介護休業中ではない」が最も高く「パート・アルバイト等（フル

タイム以外）で就労しており、育休・介護休業中ではない」と合わせると全体

６７％の方が就労しています。

　また就労していない母親の今後の就労希望の中で「１年以上先に、一番下の

子どもが●歳になったころに就労したい」が６５％と最も高く、その時の子ど

もの年齢は「３歳」との回答が６１.5％となり、今後も就労する母親の割合は

高くなっていくことがわかりました。

　定期的な教育・保育の事業の利用について、６９．５％が利用しており、年

齢別区分だと、０歳児では「利用していない」の割合が高く、１歳以上の年齢

では「利用している」の割合が高くなっています。

　定期的に教育・保育事業を利用していない人の理由は、「子どもがまだ小さ

いため」が７１．４％と最も高く、次いで「利用する必要がない（子どもの教

育や発達のため、母親か父親が就労していないなどの理由）が１７．１％と

なっています。

　定期的な教育・保育の事業の利用状況と利用希望については、平日は週「５

日」が５１．２％と過半数を超えています。利用時間は、１日あたり「８時間

～９時間未満」と「９時間～１０時間未満」が同率の２８％で最も高く、次い

で「５時間～６時間未満」が１４．６％となっています。
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　以上のことから小清水町では、１歳以上から子どもを預けて就労を希望する

家庭、下の子が３歳になったら預けて就労したい家庭が多く、平日の預けたい

時間については「８時間～１０時間未満」が多いことから、長い保育時間に対

応でき、入所（入園）要件が変わっても継続できるニーズが高いことがわかり

ます。

　幼稚園利用者の長期休暇中の「定期的」な教育・保育の事業の利用希望につ

いては「利用する必要はない」「期間中ほぼ毎日利用したい」「期間中、週に

数日利用したい」が同率で２９.４％で並んでいることから、長期休業中につい

ても、約３分の２の保護者が利用を希望しています。

②ニーズ調査を踏まえた、認定こども園の移行について

　「保育所が民営化する場合に望む施設」という問いでは、「認定こども園」

への希望が３３.1％と最も高く、次いで「保育所」が３０.5％、「幼稚園」が

１１.９％となっています。

※残り２４.６％の内訳（わからない２２.９％・不明１.７％）

　調査時の「公設民営」から現状の「公設公営」という違いはあるものの「幼

保連携型認定こども園」の建設を計画していることからニーズに対応した計画

施設になっていると言えます。

　幼稚園利用者の長期休暇中の「定期的」な教育・保育の利用が可能となるこ

とや、平日の預かり保育についても基本的に預けられない日が少なく、就労さ

れている保護者が大半であることから、認定こども園へ移行することで様々な

ニーズに対応が可能となります。

③今後の方向性について

　施設については、幼稚園の在籍人数の減少傾向、町立保育所の老朽化が進ん

でいることから、幼稚園と町で連携し、認定こども園の整備を進める必要があ

ります。

　幼児教育と保育の質の向上とサービスの拡大については、保育士が不足して

いる現状から、職員体制と処遇改善の検討が必要となっています。処遇改善に

関しては、令和４年度中に職員の正職員化も予定されており、今後の業務内容

等も大幅に変わるため、適正な職員配置をしていく必要があります。

　子育て支援については、子育て支援拠点事業と連携しながら、ファミリーサ

ポート事業（一時預かり）等、サービスの拡充に努めていくこととします。

※病児保育、延長保育（１１時間を超える保育サービス）等については、今後

の検討が必要です。
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６．就学前の幼児施設のあり方

（１）課題とニーズの整理と今後の方向性

【小清水幼稚園】

・３歳～５歳児

（ 満３歳～可 ）

①在籍人数減少傾向

運営主体：若松学園

【小清水保育所】

・０歳～５歳児

（６ヶ月～可）

①老 朽 化

②定員超過傾向

運営主体：小清水町

【止別へき地保育所】

【旭野へき地保育所】

（２歳６ヶ月～可 ）

①老 朽 化（止別）

②在籍減少傾向

運営主体：小清水町

子育て支援課

運営委員会に委託

【子育て支援センター】

（０歳～５歳児）

※一時預かり事業

令和３年１０月開始予定

・

※子育て援助活動支援事業

（ファミリー・サポート・センター）

開設予定

運営主体：小清水町 子育て支援課

【放課後児童クラブ室】

・放課後児童クラブ

放課後児童健全育成事業

（１～３年生）

・放課後子ども教室

新・放課後子ども総合プラン

（１～６年生）

設置主体：小清水町・子育て支援課

委託先：シダックス大新東ヒューマン

サービス

【地域包括支援センター】

・地域子育て支援拠点事業

・妊婦健康診査事業

・乳児家庭全戸訪問事業

・養育支援訪問事業

・子育て短期支援事業

設置主体：小清水町

保健福祉課

【幼保連携型認定こども園】

・０歳～５歳児（６ヶ月～）

・令和７年１月供用開始（予定）

・子ども・子育ての拠点施設として

幼保一元化による認定こども園を整

備していく。

・幼児教育と保育、子育て支援を包

括的に行うため、運営主体の連携が

必要である。

・認定こども園の整備に併せ、子ど

も・子育て支援の質の向上と量の拡

充が必要である。
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（２）基本目標

　「第２期子ども・子育て支援事業計画」の基本理念として「一人じゃないよ

みんなで支える　楽しい子育て」で掲げられているように、より利用者のニー

ズに合った保育・子育て支援を実現できるよう、計画を推進しているところで

す。

　小清水町の認定こども園は、この理念を踏まえ、小清水町の子どもたちを町

全体で支え、育てていく拠点作りを目指して整備することとします。

　また、子どもを育てる喜びを感じながら、地域全体で親の育ちを支援し、新

たな認定こども園を中心に、子育て世代の交流の輪が広がるように以下の基本

目標を定めます。

（３）基本方針と３つの検討項目

　「基本目標」の実現のため、課題とニーズから導き出した「今後の方向性」

を「基本方針」に据えます。

　また、「基本方針」を踏まえ、施設整備の前提条件の検討をするために、

「３つの検討項目」について整理し、今後の「基本設計」と「実施設計」に

つなげます。

【３つの検討項目】

１．幼保一元化による認定こども園の整備について

２．認定こども園の設置・運営主体について

３．認定こども園の建設予定地の選定について

【基本目標】

・小清水の子どもたちをみんなで育てる「共育て」の拠点施設の整備

【基本方針】

・子ども・子育ての拠点施設として幼保連携型認定こども園を整備する

・幼児教育と保育、子育て支援を包括的に行うため、運営主体の統一を

図る

・認定こども園の整備に併せ、子ども・子育て支援の質の向上と量の拡

充を図る
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○基本目標と基本方針のイメージ

【幼保一元化に併せた運営主体の統一】
スタッフ例：園長・保育教諭・事務員・栄養士・調理員・看護師

コーディネーター・保健師・施設管理員（公務補）

小清水町認定こども園

止別へき地保育所

旭野へき地保育所

【新たなサービスの可能性】※職員配置が適正で配置が可能であること

・コーディネータを配置することによって、各事業や施設間の調整が図られ、き

め細やかな相談対応（ワンストップ化）が可能になります。

・幼保一元化による認定こども園の整備によって、幼稚園と保育所、子育て支援

機能が同一施設に集約され、保護者の利便性が向上します。

・保育教諭（幼稚園教諭・保育士）の雇用が厳しい状況の中、運営主体を統一す

ることで、職員の各事業への横断的な配置が可能となり、効率的な体制の確保に

よって、新たなサービスの可能性が生まれます。

認定こども園の整備（幼保一元化）に併せて運営主体を統一することで、子ども

を中心とした子育て支援の包括的拠点施設となります。

児童相談所

放課後児童クラブ室

保 育
（町立保育所）

ファミリー

サポート

放課後児童クラブ

子育て支援 幼児教育
（小清水幼稚園）

保 育

放課後こども教室

斜里地域子ども通園センター

一時預かり
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○認定こども園整備の基本方針

　町民のニーズ調査の結果では、町立保育所が認定こども園へ移行することに

ついては多くの町民が概ね好意的な意向を示されました。

　また、町立保育所及び小清水幼稚園が老朽化していることや、児童数の減少

等、現状の課題を整理した上で、小清水町の将来に向けた幼児教育・保育施設

の在り方の方向性を定めるため、認定こども園を整備することを基本方針とし

ます。

【基本方針】

・子ども・子育ての拠点施設として、幼保連携型の認定こども園の設置を目指

していく。

・認定こども園舎内に子育て支援センターを併設し、子育て支援機能を備え、

幼児教育と保育、子育て支援拠点とし、多様な保護者のニーズにワンストッ

プで対応できるようにしていく。

・認定子ども園の整備に併せ、子ども・子育て支援の質の向上と量の拡充を

図る。
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７．認定こども園整備に向けた検討項目の整理

（１）幼保一元化による認定こども園の整備

①認定こども園とは

　認定こども園とは、教育と保育を一体的に行う施設で、幼稚園と保育所の両

方の良さを併せ持った施設です。

　就学前の子どもを保護者が働いている・いないに関わらず受け入れる体制を

整え、教育及び保育を一体的に行う機能を備えることで、子どもに良質な育成

環境を保障することが可能となります。

②認定こども園の類型について

　認定こども園は、機能別に「幼保連携型」「幼稚園型」「保育園型」「地方

裁量型」の４つの類型に分かれています。

　一般的な類型は「幼保連携型」で、幼稚園と保育所の機能を併せ持つタイプ

の施設です。「幼稚園型」とは、既存の幼稚園に一定程度の保育機能を加えた

もので、「保育所型」も保育所に幼稚園的な機能を加えたものです。いずれも

既存の施設のまま認定こども園へ移行しやすくしたもので、「地方裁量型」も

同様の趣旨で認可外の保育所に幼稚園的な機能を加えたものです。

　本町においては、先に示した基本方針のとおり、子ども・子育ての拠点施設

として幼保一元化による認定こども園を整備するためには、幼稚園と保育所の

双方の機能を備えた「幼保連携型」が適しており、「幼保連携型認定こども園」

の方向で整備していきます。 （全国の７０％が幼保連携型）

（２）　認定こども園の設置・運営体制

①認可基準に基づく幼保連携型認定こども園について

　幼保連携型の認定こども園に関する認可基準については、「就学前の子ども

に関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」、「幼保連携型認

定こども園の学級の編成、職員、設備及び運営に関する基準」によって概ね次

ページ※印の表のとおり定められています。　

　そのため基準を満たす施設規模や定員を想定した上で、建設予定地の選定を

行う必要があります。
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②学級の編制・職員について

【学級編成の基準】

・満３歳以上の園児については、教育課程に基づく教育を行うため、学級を編

　制する。

・１学級の園児数は３５人以下を原則とする。

・学級は、学園の初めの日の前日において同じ年齢にあう園児で編制すること

　を原則とする。

【職員の数等】

・園長を置かなければならない。

・幼保連携型認定こども園には、各学級ごとに専任の主幹保育教諭、指導保育

　教諭又は保育教諭を１人以上置かなければならない。

・幼保連携型認定こども園に置く園児の教育及び保育に直接従事する職員の数

　は、次の表の左欄に掲げる園児の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める

　員数以上とする。ただし、当該職員の数は、常時２人を下ってはならない。

※「幼保連携型認定こども園の学級編制、職員、設備及び

　運営に関する基準より」

・幼保連携型認定こども園には、調理員を置かなければならない。

・幼保連携型認定こども園には、次に掲げる職員を置くよう努めなければなら

　ない。

①副園長又は教頭　②主幹養護教諭、養護教諭又は養護助教諭　③事務職員

員　数園児の区分

満４歳以上 概ね３０人につき１人

満３歳以上満４歳未満 概ね２０人につき１人

満１歳以上満３歳未満 概ね６人につき１人

満１歳未満 概ね３人につき１人
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（３）園舎及び園庭

・幼保連携型認定こども園には、園舎及び園庭を備えなければならない。

・園舎は、2階以下を原則とする。ただし、特別な事情がある場合は、３階以

　上とすることができる。

・乳児室、ほふく室、保育室、遊戯室又は便所は１階に設けるものとする。た

　だし、園舎が基準に掲げる要件を満たすときは保育室等を２階に、園舎を３

　階建以上とする場合であって基準に掲げる要件を満たすときは、保育室等を

　３階以上の階に設けることができる。

・３階以上の階に設けられる保育室等は、原則として、満3歳未満の園児の保

　育の用に供するものでなければならない。

・園舎及び園庭は、同一の敷地内又は隣接する位置に設けることを原則とする。

・園舎の面積は、次に掲げる面積を合算した面積以上とする。（①＋②）

①次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

　　　　　   ※「幼保連携型認定こども園の学級編制、職員、設備及び運営に関する基準より」

　

②満３歳未満の園児に応じ、次の規定により算出した面積

　イ．乳児室１．６５㎡に満２歳未満の園児のうち、ほふくしないものの数を

　　　乗じて得た面積

　ロ．ほふく室　３．３㎡に満２歳未満の園児のうち、ほふくするものの数を

　　　乗じて得た面積

　ハ．保育室又は遊戯室　１．９８㎡に満２歳以上の園児数を乗じて得た面積

・園庭の面積は、次に掲げる面積を合算した面積を合算した面積以上とする。

（①＋②）

①次に掲げる面積のうちいずれか大きい面積。（イ または ロ）

　イ．次の表の左欄に掲げる学級数に応じ、それぞれ同表の右欄に定める面積

　　　　　  ※「幼保連携型認定こども園の学級編制、職員、設備及び運営に関する基準より」

　ロ．３．３㎡に満３歳以上の園児数を乗じて得た面積

②．３．３㎡満２歳以上満３歳未満の園児数を乗じて得た面積

学級数 面積（㎡）

１学級 330＋30×（学級数－1）

２学級以上 440＋80×（学級数－3）

学級数

１学級

２学級以上

面積（㎡）

180

320＋100×（学級数－2）
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（４）園舎に備えるべき設備

・園舎には、次に掲げる設備を備えなければならない。ただし、特別の事情が

　あるときは、保育室と遊戯室及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用するこ

　とができる。

　①職員室②乳児室又はほふく室 ③ 保育室 ④ 遊戯室 ⑤ 保健室 ⑥ 調理室

　⑦便所⑧飲料水用設備⑨手洗い用設備及び足洗い用設備

・保育室（満３歳以上の園児に係るものに限る。）の数は、学級数を下回って

　はならない。

・満３歳以上の園児に対する食事の提供について、基準に規定する方法により

　行う幼保連携型認定こども園にあっては、調理室を備えないことができる。

　この場合において、当該幼保連携型認定こども園においては、当該食事の提

　供について必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備え

　なければならない。

・園児に対する食事の提供について、幼保連携型認定こども園内で調理する方

　法により行う園児数が２０人に満たない場合においては、食事の提供を行う

　幼保連携型認定こども園において、当該食事の提供について当該方法により

　行うために必要な調理設備を備えなければならない。

・次の各号に掲げる設備の面積は、当該各号に定める面積以上とする。

①乳児室　１．６５㎡に満２歳未満の園児のうちほふくしないものの数を乗

　　　　　じて得た面積

②ほふく室　３．３㎡に満２歳未満の園児数を乗じて得た面積

③保育室または遊戯室　１．９８㎡に満２歳以上の園児数を乗じて得た面積

・園舎には、次に掲げる設備を備えるよう努めなければならない。

①放送聴取設備　②映写設備　③水遊び場　④園児清浄用設備　⑤図書室

⑥会議室
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                   〇小清水町認定こども園施設規模　　　想定施設面積　

ゾーン 部屋数 面積（計）

認定 1 ４０㎡

こども園 1 ２２０㎡ 1.98㎡× 110人＝ 217.8㎡以上

1 ６０㎡

1 ８０㎡

1 ２０㎡ 1.65㎡× 6人＝ 9.9㎡以上

1 ６６㎡ 3.30㎡× 20人＝ 66.0㎡以上

1 ６０㎡ 1.98㎡× 20人＝ 39.6㎡以上

1 ６０㎡ 1.98㎡× 30人＝ 59.4㎡以上

1 ６０㎡ 1.98㎡× 30人＝ 59.4㎡以上

1 ６０㎡ 1.98㎡× 30人＝ 59.4㎡以上

1 １０㎡

2 ４０㎡

1 ７０㎡ 20名程度

1 １５㎡

1 ２０㎡

1 １５㎡

1 ８０㎡

986㎡ 職員用トイレ（調理員専用） 1 １０㎡

1 ２０㎡

1 １６０㎡

1 ３０㎡ （子育て支援）

供用 1 ３２０㎡

2 ３０㎡ （男女別）

420㎡ 1 ４０㎡

合計 １,５86㎡

子育て
支援室

180㎡
エントランス

職員・一般用トイレ

機械室・ボイラー室等

未満児童２（１歳・ほふく室）

保育室（２歳児）

保育室（３歳児）

保育室（４歳児）

保育室（５歳児）

調乳・淋浴室

幼児用トイレ

職員室

職員休憩・更衣室（男性）

相談室

子育て支援ホール

　
　０歳児   ６人担任１人　副担任１人　（８人以上は看護師必要）
　１歳児２０人担任１人　副担任２人および保育補助１名
　２歳児２０人担任１人　副担任２人および保育補助１名
　３歳児２５人担任１人　副担任１人
　４歳児２７人担任１人　副担任１人
　５歳児２８人担任１人　副担任１人　計1２６人
　※施設の面積については１～２歳児２０名、３～５歳児３０名規模

室　名 備考

エントランス

遊戯室

器具庫・収納スペース

ホール・図書コーナー

未満児室１（０歳・乳児室）

職員休憩・更衣室（女性）

更衣室（調理員）

調理室

廊下等
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（５）　施設定員の想定

　施設定員は、「第２期子ども・子育て支援事業計画」で必要となる利用者数を

見込んでおり、認定こども園の整備についても、計画の「量の見込み」を踏まえ

各年代の定員を設定するものとします。量の見込みは、１号（３～５歳）・２号

（３～５歳）・３号（０歳）・３号（１～２歳）の４区分で構成しています。

小清水町における教育・保育事業「量の見込み」

（１）１号認定（幼稚園・認定こども園）

単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

24 23 22 21 20

１号認定 10 9 9 8 8

２号認定で
教育の意向強い 14 14 13 13 12

24 24 24 24 24

0 1 2 3 4

○確保方策の考え方

♦幼稚園の職員配置等の状況を考慮しつつ、必要量の確保に努めます。

（２）２号認定（保育所へき地保育所・認定こども園／３歳以上）

単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

90 87 85 80 78

90 90 90 90 90

0 3 5 10 12

○確保方策の考え方

♦保育所、へき地保育所の利用定員合計で、量の見込みに対する供給量を確保できる見通しです。

（３）３号認定（保育所へき地保育所・認定こども園／３歳未満）

①１・２歳

単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

35 35 35 35 35

35 35 35 35 35

0 0 0 0 0

○確保方策の考え方

♦保育所、へき地保育所の利用定員合計で、量の見込みに対する供給量を確保できる見通しです。

②０歳

単位 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

5 5 5 5 5

5 5 5 5 5

0 0 0 0 0

○確保方策の考え方

♦保育所の利用定員により、量の見込みに対する供給量を確保できる見通しです。

区　分

量の見込み①

人確保方策②

過不足（②－①）

区　分

量の見込み①

人確保方策②

過不足（②－①）

区　分

量の見込み①

確保方策②

過不足（②－①）

区　分

量の見込み①

確保方策②

過不足（②－①）

人

人
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（６）児童人口の将来推計　

　児童人口の将来推計にあたっては、住民基本台帳の人口推移を踏まえ、コー

ホート変化率法により算出しました。

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度 令和６年度

０　歳 31 33 22 27 25 23

１　歳 34 32 35 22 27 25

２　歳 38 31 31 35 22 27

３　歳 38 36 32 31 35 22

４　歳 46 39 35 32 31 35

５　歳 49 44 36 35 32 31

合　計 236 215 191 182 172 163

※各年４月１日現在（単位：人）

※コーホート変化法とは、各コーホート（同じ年または同じ期間に生まれた人の集団）

　について、過去の実績人口の動向から変化率を求め、それに基づき将来の人口を予測

　する方法（第２期子ども・子育て支援事業計画では令和元年度のみの実績でしたが、

　２年度・３年度の実績値も記載したことにより推計値を修正してます。

　児童人口の推計を踏まえ、児童の数は減少傾向にあるものの、当面は横

ばい傾向にあること、町立保育所が現状９０名定員に対して向上的に１割

程度定員超過していること、幼稚園の児童分も増えることから、認定こど

も園の定員を下記のとおりと考えていく。

小清水町認定こども園の定員

R３年4月1日 在所児

０歳児 ３名 0

１歳児 13

２歳児 21

３歳児 23 2

４歳児 22 6

５歳児 20 7

合　計 ９０名 99 15

０歳児   6名

１歳児 20名

２歳児 20名

３歳児 25名

４歳児 27名

５歳児 28名

合　計 126名 126名 126名

2号認定と1号認定
その年度の入所児童

で振り分ける

2号認定9名

1号認定6名

幼稚園在園児

推　計　値

3号認定46名で
その年度の入所児童

で振り分ける

年　齢
実　績　値

３４名
  ３号認定

５３名 ２号認定

認定こども園イメージ

  ３号認定
　４6名

2号認定
６５名

1号認定
１５名

80名

46名

町立保育所定員
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（７）建築計画・施設計画における基本方針

　小清水町らしい教育・保育を提供する認定こども園の施設設備を目指し、

次の点を建築計画及び施設計画、実施設計に繋げます。

　①安全で安心して利用できる施設

・地震や火災、災害時の安全や避難に配慮した施設とする。

・遊具やインテリアなど、子どもの遊びや生活におけるリスクに配慮した施

　設とする。

・見通しを良くし、死角の少ない施設とする。

　②充実した教育・保育を提供できる施設

・職員、園児、送迎する保護者等のスムーズな動線が確保され、かつセキュ

　リティエリアが明確に区分され、使い勝手が良い施設とする。

・十分な収納スペースを確保し、教育・保育活動がスムーズに行える施設と

　する。

・教育・保育における多様なニーズの変化に対して、柔軟な対応ができる施

　設とする。

・小清水町の豊かな大地で育った安心・安全な「食」の恵みに触れ、食育を

　学べる施設とする。

　③子どもにとって魅力ある施設

・子どもがワクワクし、自立心や好奇心を育むことができる施設とする。

・発達過程に配慮し、子どもが成長を感じられる施設とする。

・異年齢交流などを通じて、多様な価値観を共有できる施設とする。

　④地域との連携を活かせる施設

・各学校等との連携を想定した施設とする。

・子育て支援機能を有し、子育てに関わる多様なニーズに応え、多世代交流

　拠点となる施設とする。

　⑤豊かな自然を活かした人と自然にやさしい施設

・豊かな自然環境を取り入れた活動や、さまざまな遊びができる施設とする。

・自然通風や自然採光など、自然環境を活かした温もりと安らぎを感じる

　施設とする。

　⑥コスト縮減や維持管理に配慮した施設

・立地条件を活かしつつ、整備コストの抑制を図った施設とする。

・日常のメンテナンスや将来の改修を考慮し、維持管理がしやすい施設と

　する。

・長く使えて地域に愛される長寿命な施設とする。
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（８）認定こども園の建設諸条件

１．建設予定地の選定条件

　建設予定地については、市街地で必要な広さを有する候補地（町有地等）から、土

地利用検討委員会での検討や、保護者等の意見を参考にしながらの選定が必要となり

ます。　

　候補地を選定する際には、候補となるエリアの特徴を踏まえ、建設予定地の選定条

件に最も多くの良い条件が揃う建設地を選定します。

四角形が良く、縦横のバランスの取れた長方形が好ましい

敷地が細長い場合やいびつな形状の場合、建物やグラウンド、駐車場

の配置計画が難しく、機能的な制限が生まれる可能性がある

10,000㎡程度が望ましい

建物、園庭、屋外遊具、グラウンド、駐車場の設置を考慮すると

10,000㎡程度の敷地面積を有する敷地での計画が好ましい

０が好ましい。

津波の影響を考慮して計画地の標高は高い方が良いが、敷地自体の

標高が高くなくても、近くに高台など標高が高い場所があると避難

がしやすいので良い

近い方が好ましい

今まで、町立保育所が避難所となっていたが、認定こども園について

は避難所としての機能は持たない。

アクセスしやすい方が良い

車での登園降園を考慮すると、細い道からのアクセスよりも少し道幅

の広い道路からアクセスできた方がよい

また町の中心部からのアクセスも考慮するとよい

道路や空き地、緑地などに囲まれている方がよい

在園児の話し声や歌、踊りなど大きな音が出ることが多いため、住宅

に隣接する場合には音に対する配慮が必要になる

前面道路まで敷設されている方がよい

給水及び下水は前面道路に埋設しており、電気は電柱が敷地近辺に立

っている方が良い　

敷地周辺に緑豊かな土地がある方が良い

敷地周辺に緑豊かな自然があることで、環境教育の一環として児童の

保育・教育活動の幅が広がる

概　　要

敷

地

内

敷地の形状

敷地の広さ

　津波ハザードマップ

（浸水予想深さレベル）

インフラの整備状況

（電気・給水・排水）

周辺建物への影響

自　然

周

辺

環

境

避難施設又は
高所までの距離

周辺道路状況
周辺道路からのアクセス
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２．現時点で選定した建設予定地（案）

住所 小清水町元町2丁目（桜ヶ丘団地）

選定理由

・敷地内に想定規模の園舎と十分な広さの園庭が確保できる

（園舎1,540㎡含め9,991.85㎡が確保可能）

・駐車場のスペースも確保できる

・施設への採光に支障になる構築物もなく、子どもの安全な動線も確保できる

図①防風林側に生活道路を確保して建設した場合

図②防風林側に面して建設した場合

図①

図②
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