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意 見 区 子育て世帯-① 

施設の老朽化への対応や駐車場の整備について【父母の会連合会】 

市立保育園は、各園ともに昭和 40 年～50 年代に建設された施設が多いと伺っています。保

育園は長期休暇もないため、大規模な改修工事がされないまま今日に至り、各園施設の老朽化

が顕著に表れているかと思います。また、市立保育園の運営経費について、国や県の補助制度

がないことも承知しておりますが、事故があってからでは遅いです。保育園でもすぐに対応で

きるものについては、権限を委ねる等して迅速に対応できる体制にしていただきたいです。 

また、送迎時の安全のためにも、駐車場を整備していただきたいです。 

※各園からの詳細な要望は別紙のとおり。 

回 答 担当課 
幼児教育課 

子育て支援課 

 市立保育園につきましては、老朽化が進んでいることから、令和２年度から３

か年計画でリニューアル事業を実施し、トイレの改修や壁の塗装など、施設の環

境改善と維持管理に努めておりますが、将来的には移転や園舎の建て替えを行う

必要があると考えております。 

今年度から、庁内関係機関の代表者等で構成する「市立幼稚園・保育園のあり

方検討会」を立ち上げ、市内の保育ニーズを踏まえた幼稚園・保育園の再配置に

ついて検討しているところです。 

駐車スペースにつきましては、既存の園における土地の確保は難しい面があり

ますが、新しい施設等を計画する際には、十分な駐車スペースの確保に努めてま

いります。 

進捗状況 担当課 
幼児教育課 

子育て支援課 

リニューアル事業は、令和３年度当初の予定を拡充し、加速度を上げて集中的

に取り組みます。 

拡充して行う施設改修は、保育室床張替え、ロッカー修繕、保育室手洗い場等

水道修繕、玄関前外壁塗装などを予定しています。 

令和４年度は、保育室やプレイルームの壁張替え等を予定し、主に内装のリニ 

ューアルを計画しております。 

「市立幼稚園・保育園のあり方検討会」では、将来的に、幼稚園・保育園の施設 
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をどのように配置・維持していくかを検討してまいりましたが、その方向性を引

き継ぐ形で、今年度以降は、子ども・子育て会議において、より深く内容の審議

を行っていく予定です。 

すでに、第１回子ども・子育て会議において、市立幼稚園・保育園の再配置に

向けた課題と解決策について説明・協議したところであり、今後は、こども園へ

の移行を見据えた提案・計画等を進めていく方針としています。 

保育園園舎や駐車場の課題等も、再配置等の計画の中で、施設の改築等に合わ

せて改善していきたいと考えております。 

 

 



令和２年度子育て世帯タウンミーティングにおける意見及び回答（進捗状況） 
 

3 

 

意 見 区 子育て世帯-③ 

子育て世帯の経済的支援について【父母の会連合会】 

 少子高齢、人口減少社会が到来し、核家族化の進行、女性の社会進出に伴う保護者の就労環

境の変化などにより、子どもや子育てを取り巻く環境は大きく変化しております。 

 伊東市においても高齢化率が４０%を超えている現状も踏まえ、人口減少に歯止めをかけるた

めにも、働きやすい環境、住みやすい環境づくりのためにも、子育て世帯の経済的支援につい

て要望します。 

（具体案） 

・インフルエンザ予防接種の公費負担 

 集団生活のため感染のリスクも高く、子どもの人数が多ければ家庭への負担も大きくなりま

す。 

・児童手当の支給金額について（所得制限額以内） 

 ３歳未満（一律）15,000円、３歳から中学校終了前（第１子、第２子）が 10,000円となって

いますが、子どもの年齢が上がるとともに経済的負担は大きくなることを踏まえ、支給期間の

延長・支給金額の増額 

・伊東市独自での３人目以降の経済的支援 

・出生人数に応じた祝い金の増額 

・子育て用具購入費補助、入園・入学・進級時における物品購入費補助等 

・結婚祝金の創設 

・ひとり親世帯への家賃補助等 

回 答 担当課 
子育て支援課 

健康推進課 

子育て世帯への経済的支援につきましては、少子化に歯止めをかけるために重

要な施策であると認識しており、令和２年度は、伊東っ子誕生祝金を第何子目か

に関わらず一律５万円に引き上げるとともに、子育て支援医療費助成制度を拡充

し、１８歳到達後の３月末まで、保険診療に係る医療費の自己負担がかからない

ようにいたしました。 

子どもたちのインフルエンザ予防接種の公費負担につきましては、他市の状況

を確認しつつ、接種を実施している伊東市医師会とも協議の上、検討してまいり 

ます。 

児童手当につきましては、児童手当法により全国一律の対象年齢及び金額とな

っており、独自に上乗せしている自治体もあることは承知しておりますが、継続

的な財源の確保が課題となりますので、現時点では難しいものと考えております。 

ひとり親世帯への支援につきましては、児童扶養手当のほか、ランドセルや学
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校指定用品の購入費、放課後児童クラブ利用料、ファミリーサポートセンター利

用料を助成するとともに、ひとり親家庭等医療費助成制度により、医療費の負担

軽減を図っているところですが、生活に困窮されている方に対しての就学援助制

度や住居確保給付金などの制度もありますので、周知を図ってまいります。 

結婚祝金の創設につきましても、先行して取り組む自治体における成果等を参

考に、今後調査研究してまいります。 

進捗状況 担当課 
子育て支援課 

健康推進課 

子どもたちのインフルエンザ予防接種の公費負担につきましては、県内市町の

状況を確認いたしましたところ、実施している市町が一部あるものの、予防接種

法では、現在任意による接種とされているため、少ない状況です。 

今後も引き続き、公費負担を実施している市町の状況について、研究してまい

ります。 

児童手当やひとり親家庭への支援につきましては、前回の回答のとおりです。 

また、結婚支援事業として、令和４年度から、婚姻に伴う住宅取得費用や住宅

賃借費用、引っ越し費用等を補助する事業を開始する予定です。 
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意 見 区 子育て世帯-④ 

保育の無償化について【父母の会連合会】 

令和元年１０月より、幼児教育・保育の無償化により、保育園・幼稚園の３歳児～５歳児の

保育料が無償となり、同時に国の施策として保育園の給食費が実費徴収され、市の独自施策と

して、５歳児が無償となっております。 

 父母の会連合会として、０歳児～２歳児の保育料無償化を強く望みます。 

 今後の保育料、給食費の無償化または減額の方向性についてお伺いいたします。 

回 答 担当課 幼児教育課 

 幼児教育・保育の無償化につきましては、国の制度において、３歳から５歳児

にあたる幼児教育の必要性を重要視したものです。 

０歳から２歳までの子どもにつきましては、住民税非課税世帯は利用料を無償

としており、また、子どもが２人以上の世帯の場合は、保育所等を利用する最年

長の子どもを第１子とカウントして、０歳から２歳までの第２子は半額、第３子

以降は無償としております。 

 また、５歳児につきましては、保育料に加え、主食費、副食費といった給食費

も市独自に無償化し、保護者の負担軽減を図っておりますが、０歳から２歳まで

の保育料や３歳から４歳児の給食費の無償化、減額については、国の制度の動向

を注視してまいります。 

なお、必要な経費を試算したところ、０歳から２歳児までの保育料を無償とす 

る場合、対象人数が約３００人で、年間８，５００万円、さらに、３歳から４歳児

の給食費を無償とする場合、対象人数が約３１０人で、年間１，５００万円かか

り、両方合わせると年間１億円の財源が必要となります。 

完全無償化には高額な経費が必要となりますが、本市の子育て世帯の皆様に有

効な支援策であると認識しておりますので、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。 

進捗状況 担当課 幼児教育課 

０歳児から２歳児の保育料無償化や３歳児から４歳児の給食費の無償化、減額

につきましては、前回の回答のとおり、現状では難しい状況ですので、引き続き

国の制度の動向を注視してまいります。 
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意 見 区 子育て世帯-⑤ 

市内における子どものふれあいの場について【父母の会連合会】 

今回のアンケート集計結果で、最も多くの意見がありました。 

市内には、遊具のある大規模な公園が少ないと思います。小室山公園は整備され立派な遊具

があることは承知していますが、頻繁に行ける場所ではないと思います。また、雨天時に遊べ

る場もないことも事実です。コロナ禍で外出が出来ないこともあり、身近に遊べる場がないこ

とを改めて痛感いたしました。 

 また、全国的な少子化に伴い伊東市でも、幼稚園の休園、小学校の統合が計画されています。

休園、統合によりあいてしまう跡地利用について各区からもさまざまな要望があるかと思いま

すが、父母の会連合会として、子どもたちが安全・安心して雨天時でも楽しめる遊びの場を提

供していただけるよう要望いたします。 

 併せて、既存の公園環境整備（駐車場、トイレ、遊具の老朽化）についても検討していただけ

ますようお願いいたします。 

回 答 担当課 

企画課 

幼児教育課 

観光課 

生涯学習課 

小学校の統合に伴う跡地の利用につきましては、市民の皆様が安全で使いやす

く、また、財政的負担の少ない方法で維持管理ができる施設を目指し、現在庁内

において検討しております。 

ご要望のありました、子どもたちが雨天時でも楽しめる遊びの場の設置につき

ましても、今後併せて検討してまいります。 

また、休園中の幼稚園の園庭につきましては、現在、町内会などの要望を受け、

幼児用に開放し、いつでも利用できるようになっておりますので、ぜひご利用く

ださい。 

既存の公園につきまして、一部のトイレや遊具等が老朽化していることは承知 

しておりますので、優先順位を検討する中で順次改修や更新を進めてまいります。 

なお、令和３年度におきましては、伊東公園の公衆トイレを改築するとともに、 

物見ヶ丘公園の遊具を更新する予定です。 

駐車場につきましては、個々の公園の設置目的により整備状況が異なっており

ますので、お車をご利用の場合は駐車場を備えた公園をご利用いただきますよう、

ご理解とご協力をお願いいたします。 
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加えまして、今後、新図書館建設のための設計などに入るところですが、本を

読む所というだけでなく、屋外に芝生や遊具を整備するなど、お子様連れの方々

の憩いの場や、親子で楽しく過ごせる空間を持つ施設としての検討も考えており

ますので、皆様のご意見をお寄せいただければと思います。 

進捗状況 担当課 

企画課 

教育総務課 

観光課 

生涯学習課 

小学校の統合に伴う跡地の利用につきましては、各地区で開催している地域タ

ウンミーティングにおいてもご意見をいただいており、父母の会連合会の皆様の

ご意見も含めて参考にさせていただきながら「伊東市有財産ファシリティマネジ

メント検討委員会」において検討を進めております。 

市長部局と教育委員会が連携して最終的な利活用策を決定してまいります。 

既存の公園の整備につきましては、現在、伊東公園で老朽化したトイレの改築

工事を進めており、令和４年３月に完成予定となっております。 

完成後は、男女別で、ユニバーサルトイレを備えた明るいトイレとなり、どな

たでも安心してご利用していただけます。また、トイレ周辺の園路をデザイン性

の高いインターロッキング舗装とし、併せて花壇整備も行いますので、より近代 

的な都市公園としてイメージアップが図れると思います。 

また、物見が丘公園においても、令和４年３月中に老朽化したブランコの更新

と、新たな複合遊具の設置を予定しており、公園利用者のニーズに対応してまい 

ります。 

 その他の公園につきましても、来園者が安全、安心に利用できるよう、今後も

優先順位を検討する中で、順次整備を進めてまいります。 

新図書館につきましては、現在、令和４年３月末を目途に基本設計業務を進め

ております。 
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意 見 区 子育て世帯-⑥ 

保育園の場所について【宇佐美保育園】 

ハザードマップを確認して、津波の際の不安を軽減してほしいです。（小学校も） 

回 答 担当課 
幼児教育課 

教育指導課 

 宇佐美保育園におきましては、園児が津波発生時にスムーズかつ迅速に避難で

きるよう避難確保計画を作成し、必要に応じて見直しを行っております。 

安全な避難行動を確実に行うことができるよう、通常の防災訓練に加え、年に

１回防災専門官立会いの下、津波避難ビルを使用した避難訓練を実施し、園児及

び職員の津波に関する知識を深めるとともに、危機管理に努めております。 

宇佐美小学校におきましては、毎年９月１日に大津波に対応した防災訓練を実

施するとともに、津波発生時の対応として、状況により自宅待機、二次避難場所、

３階以上のビル、高台、小学校の４階等へ避難するよう指導しております。 

進捗状況 担当課 幼児教育課 

（※将来の宇佐美保育園の移転や認定こども園の新設の展望などについて報告） 

宇佐美保育園につきましては、認定こども園への移行を視野に入れ、新設する

方向で検討しております。 
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意 見 区 子育て世帯-⑪ 

延長保育・病児保育について【父母の会連合会】 

市立保育園における延長保育の実施を望みます。 

また、病児対応型の病児保育に関しては、現在、川奈りんかい学園内「りんかい保育室」のみ

かと思われます。集団保育が困難であり、保護者の就労都合により、家庭での育児が出来ない

時に一時的に対応いただける施設確保についてご検討をお願いいたします。 

回 答 担当課 幼児教育課 

就労している世帯の増加や多様化する保育ニーズに対応するためには、公立保

育園においても、延長保育実施の必要性を感じているところです。 

保育園は、月曜日から土曜日までの通常保育に加え、日曜日・祝日の特別保育

も実施しており、他市町よりも手厚く保育ができる体制が整っております。 

延長保育を実施するには、現在の職員配置をさらに充実させて、職員の勤務体

制を確保することが課題であり、今後、実現に向けて検討してまいります。 

また、病児対応型の病児保育につきましては、専用スペースの確保や、看護師

等の配置の面から、事業拡大が難しい状況にあります。 

しかしながら、お住まいの地域によっては、川奈臨海学園を利用したくても利

用できない世帯もあると思われますので、今後検討してまいります。 

進捗状況 担当課 幼児教育課 

延長保育については、現状の職員体制で実施が可能かどうか模索中ですが、ま

ずは、保育提供時間を現状より３０分延長するなど、保育時間の拡充から実施し

ていけるよう、見直しに向けて協議しております。 

病児対応型の病児保育につきましては、前回の回答のとおり、事業拡大が難し

い状況にありますが、病児保育を利用する際に受診が必要な指定医療機関を、２

か所から５か所に拡大し、利用者の利便性の向上を図っております。 
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意 見 区 子育て世帯-⑬ 

玖須美保育園の駐車場について【玖須美保育園】 

先程市長から、玖須美保育園の駐車場についてお考えいただいているとのお言葉がありまし

たが、話せる範囲で構いませんので、具体的にどのようにお考えかお聞かせください。 

回 答 担当課 幼児教育課 

建物が中心市街地に位置していますので、新たに土地を購入する等は難しい状

況ですが、近隣施設や商業施設などの駐車場に、営業時間外に停めさせてもらう

などの協力をお願いすることは可能だと思われます。地元のスーパーなどで、開

店前なら使っていいと協力してくれているところもあります。 

今後、そのような事業者に感謝状を贈るなどして協力をしていただく努力をし

てまいりたいと思いますが、あくまで営業時間外にということで、月極で借りる

ということは難しい状況です。 

伊東高等職業訓練校の駐車場につきましても、開所時間前であれば送迎に協力

していただいております。 

これを機会にもう一度様々な可能性を洗い出してまいりたいと思います。 

進捗状況 担当課 幼児教育課 

前回の回答のとおり、新たな土地の購入や、月極での借り上げは難しい現状で

す。 

駐車スペースの混雑時には職員が見守りや声かけを行い、安全確保に努めてま

いります。 

 

 


