
令和２年度子育て世帯タウンミーティング意見一覧 

 

日時：令和３年２月１９日（金） 午後７時～午後８時 

場所：市役所 ２階中会議室 

 

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】 

② 保育士不足や保育士の処遇改善について【父母の会連合会】 

③ 子育て世帯の経済的支援について【父母の会連合会】 

④ 保育の無償化について【父母の会連合会】 

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】 

⑥ 保育園の場所について【宇佐美保育園】 

⑦ 子どものふれあいの場について【さくら園】 

⑧ 児童発達支援事業所について【さくら園】 

⑨ 開所時間の繰り上げと休日の開所について【さくら園】 

⑩ 待機児童について【父母の会連合会】 

⑪ 延長保育・病児保育について【父母の会連合会】 

⑫ 新型コロナウイルス感染症対策について【父母の会連合会】 

⑬ 玖須美保育園の駐車場について【玖須美保育園】 

⑭ 市内における子どもたちのふれあいの場について⑵【広野保育園】 

⑮ さくら園の給食費について【さくら園】 

⑯ 休園中の幼稚園の遊具について【宇佐美保育園】 

⑰ 小児科に対する支援について【富士見保育園】 
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意 見  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。 
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意 見  子育て世帯-② 

保育士不足や保育士の処遇改善について【父母の会連合会】 

全国的に保育士が不足していると思われますが、市立保育園における保育士確保の現状、今

後の見通しについてお伺いします。 

令和２年１０月より開始された医療・福祉職のための「はじめよう伊東新生活応援事業」で

も保育士が該当していますが、応募状況についてお伺いします。 

 また、保育士の処遇改善についてですが、保育士１名に対しての負担がとても大きく感じ、

子どもたちの安全を守り、発達の保障、質の高い保育を維持するためには、保育士確保、離職

防止が不可欠と考えます。そのために保育士の労働条件、賃金等働きやすい環境下で就労して

いただけるよう処遇改善を望みます。 

回 答 担当課 
社会福祉課 

秘書課 

「はじめよう伊東新生活応援事業」につきましては、少子高齢化が進行する中、

不足が見込まれる医療・福祉・保育分野における専門職の人材確保のために、令

和２年１０月から開始しました。 

 

令和３年２月１日現在、１事業所から保育士１人の利用についてお問い合わせ

をいただいております。 

 

 引き続き事業の周知を図るとともに、十分な予算の確保に努めてまいります。 

  

また、保育士の確保につきましては、令和２年度に６人採用し、令和３年度に

は５人の採用を予定するなど、継続的な採用をしております。 

 

今後も、質の高い保育の維持を継続するために、安定かつ計画的に保育士の確

保を図るとともに、人的面だけでなく老朽化した施設の改修についても計画的に

取り組み、働きやすい環境の整備に努めてまいります。 
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意 見  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 
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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

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。 
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意 見  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 
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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。 
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意 見  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 
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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。 

 

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。 
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意 見  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。 
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意 見  子育て世帯-⑦ 

子どものふれあいの場について【さくら園】 

長男が発達障害と診断され、初めていろいろなことを知りました。障害を持った子供たちに 

いろいろな支援をしていただき感謝していますが、そんな子供たちがもっと成長できるように

何かイベントやふれあいの場が欲しいです。発達障害の子たちは、皆と同じようにというのが

なかなかできない子もいます。そんな子達がのびのびと遊べる場が何かが欲しいです。 

 

回 答 担当課 
子育て支援課 

社会福祉課 

市立さくら園では、普段から同一施設の富士見保育園園児との交流を積極的に

行い、合同で運動会や発表会などの行事、イベントを行っています。 

 

また、さくら園の園児以外についても、発達に課題があるお子さんを対象にし

た「ペンギン教室」を開催し、お子さんだけではなく、保護者の交流の場も提供

しています。 

 

令和３年度からは、発達に障がいのあるお子さんの保護者の会「子育て凸凹
でこぼこ

カ

フェ」の運営助成を開始し、お子さんや家族間の交流推進や、講演活動などを実

施していただく予定となっております。 

 

今後も引き続き子どもたちがのびのびと遊ぶことができる環境の整備に努めて

まいります。 
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意 見  子育て世帯-⑧ 

児童発達支援事業所について【さくら園】 

３歳を迎えて幼稚園の入園を考えたとき、大きな壁がありました。「多動なので、お母さんに 

ついてもらわなくてはいけないかもしれません」と言われ、下の子がまだ０歳でどうすればい

いの？？とショックな言葉でした。障害を持った子どもは、入園をする場を選べないと感じま

した。他にも児童発達事業所もありますが、時間などの制約があり利用しづらい現状がありま

す。児童発達支援事業所がもっと増えると保護者の選択肢が増えて良いと思います。障害をも

った子が「選べない」ということをなくしてほしいです。 

 

回 答 担当課 
幼児教育課 

社会福祉課 

そのようなことを言われるということはとてもショックなことだと思います

し、あってはならないことだと感じました。 

 

現状では支援が必要な園児につきましては、特別支援員を配置し保育を実施し

ております。 

 

児童発達支援事業所につきましては、現在市内に３施設ありますが、利用人数

が増加傾向にあるため、利用定員の増員についてサービス事業者と協議してまい

ります。 
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意 見  子育て世帯-⑨ 

開所時間の繰り上げと休日の開所について【さくら園】 

さくら園の開所時間が早くなると仕事をしている保護者にとってもありがたいです。ファミ

リーサポートは障害を持ったお子さんは利用しづらいので、土日の利用ができるとありがたい

です。 

 

回 答 担当課 子育て支援課 

さくら園につきましては、以前からの要望を受け、令和２年１月から、保育時

間終了後の一時的な預かり事業として「日中一時支援事業」を開始し、預かりの

時間を延長できるようにいたしました。 

 

朝の開所時間の変更や土日の開所につきましては、現状ではお子さんを安全に

お預かりできる職員体制を整えることが難しい状況ではあります。 

 

また、お子さんがご家庭で過ごすことで心身の休養を確保し、１日または１週

間における生活リズムを形成するためにも休日は必要と考えておりますが、ご要

望については承り、今後も検討してまいります。 
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意 見  子育て世帯-⑩ 

待機児童について【父母の会連合会】 

「伊東市まち・ひと・しごと創生事業」での評価項目でもある待機児童解消についてお伺い

いたします。 

平成 27 年から令和元年度の 5 年間で待機児童 0 人という目標値に対して、実績が待機児童

11 人という数値が出ているかと思います。平成 30 年度から令和元年度にかけては、前年比 26

人減少していますが、目標値に届かなかった要因、今後の待機児童解消に向けた施策について

お伺いいたします。 

また、保育園入園申込に関して、自宅や職場付近に希望を提出しても入園できないことがあ

ります。定員数や職員数の問題もあること把握してますが、第一希望の園への入園にご配慮い

ただき、希望の園への入園が不可となった場合の、保育料の軽減などの優遇措置についてもご

検討お願いします。 

併せて、令和３年度の待機児童の状況についてもお伺いいたします。 

 

回 答 担当課 幼児教育課 

 令和２年度の待機児童数は５人でした。新年度はゼロにしたいと思っておりま

す。 

 

令和３年度の待機児童数につきましては、５月または６月頃に静岡県の発表に

併せて公表いたします。 

 

待機児童数が目標値に届かなかった要因につきましては、就労家庭の増加等に

より保育ニーズが高まり、希望する地域や年齢の受入枠と合わないミスマッチや、

保育士の配置が基準に満たないことで、すべての入園希望者を受け入れることが

できなかったためです。 

 

今後の対策といたしましては、少子化の現状や保育ニーズを見極めながら、幼

稚園・保育園の再配置を検討していく中で、必要職員数の確保に努めてまいりま 
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す。 

 

また、入園先につきましては、これまでもできる限りご希望に添えるよう努め

てきたところであり、今後も引き続き配慮してまいりますが、一斉申込以外にも、

途中入所希望、転園希望、空き待ちなどの様々なケースがあることから、希望の

園への入園が不可となった場合に、保育料を軽減するなどの優遇措置を行うこと

は困難ですので、ご理解の程よろしくお願いいたします。 
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意 見  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。 
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意 見  子育て世帯-⑫ 

新型コロナウイルス感染症対策について【父母の会連合会】 

未だ終息の見えない状況であり、いつ、誰が感染してもおかしくない状況かと思います。今

後、保育園関係者に感染者が出てしまった場合の状況に応じた対応フローや一覧表等※を事前

に保護者に知らせておくべきと考えますがいかがでしょうか。 

※対応フローや一覧表等の一例として、園児、職員、保護者が、それぞれ陽性、濃厚接触者判

定、ＰＣＲ検査受検、同居家族が濃厚接触者判定又はＰＣＲ検査受検した場合等に、休園とな

るか、出席、出勤停止となるかといったものを指します。 

 

回 答 担当課 幼児教育課 

新型コロナウイルス感染症対策につきましては、保育園での安全な運営を継続

するため、保護者の皆様に多大なご協力をいただき、ありがとうございます。 

 

 保育園関係者に感染者が出た場合の状況に応じた対応フロー等につきまして

は、保育園の看護師を中心にマニュアルを作成し、各園で備え付け、必要に応じ

て改訂しております。 

 

 保護者の皆様へ対応フロー等を事前に周知することにつきましては、未知のウ

イルスへの対応ゆえに、感染者の状況等によって、必ずしもマニュアルどおりの

対応が最善とならないこともあるため、保健所や医療機関との連携を図りながら、

その時々の状況を踏まえ、慎重に対応を決定した上で、保護者の皆様にお知らせ

をしていく必要があると考えておりますので、ご理解の程よろしくお願いいたし

ます。 
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意 見  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。 
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意 見  子育て世帯-⑭ 

市内における子どもたちのふれあいの場について⑵【広野保育園】 

宇佐美や吉田など、車を使わなくても日常的に利用できる公園がいくつかある地域もあれば、

荻など公園と呼ばれるものがない地域もあります。 

公園がない地域でも、例えば、市営住宅の一角やかどの球場の広場など、市が新たに用地を

買わなくても、少し手を入れていただいたら子どもの日常的な遊び場になるのではないでしょ

うか。 

回 答 担当課 

建築住宅課 

生涯学習課 

都市計画課 

 今後、市営住宅敷地内に設置している遊具や休憩施設（ベンチ等）の安全点検

の実施を計画しており、この調査結果に基づいて不要あるいは危険な遊具・休憩

施設の撤去や改修をしていきたいと考えておりますので、市営住宅敷地内におけ

る子供たちの日常的な遊び場の在り方についても、併せて検討してまいります。 

他にも適した場所がありましたら、御提案をいただければと思います。 
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意 見  子育て世帯-⑮ 

さくら園の給食費について【さくら園】 

市独自の施策として、５歳児の給食費を無償にしているとのことでしたが、さくら園では同

じ５歳児なのに給食費を払っています。その差は何なのでしょうか。 

回 答 担当課 子育て支援課 

さくら園は児童発達支援事業所であり、その利用者負担金につきましては児童

福祉法により定められています。 

一方、保育園・幼稚園の利用者負担金は、子ども・子育て支援法等において上

限額は定めているものの、金額は各自治体が設定できるとされております。 

このように法的枠組みが異なる中で、保育園・幼稚園については、市独自施策

として、平成３０年度から、国の幼児教育・保育無償化に先行して５歳児無償化

を実施しており、給食費についても無償となっております。 

さくら園につきましては、国の無償化制度において児童発達支援事業所も対象

となったことから、令和元年１０月から利用者負担金は無償となりましたが、給

食費については無償化の対象となっておらず、民間事業所の利用者との兼ね合い

から、市独自での給食費の無償化を見送った経過があります。 

ご意見のとおり、同じ５歳児として不平等感が生じることは認識しております

ので、同じ伊東市の大切なお子さんとして、民間事業所利用者とさくら園利用者

間において、また、同じ伊東市の５歳児間において、どのような方法でバランス

を図ることができるか、引き続き検討してまいります。 
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意 見  子育て世帯-⑯ 

休園中の幼稚園の遊具について【宇佐美保育園】 

宇佐美地区ですと、旧宇佐美幼稚園宮川分園の園庭で子どもたちが活発に遊んでいますが、

残っている遊具の点検や整備は休園中でも行っているのでしょうか。 

回 答 担当課 幼児教育課 

 毎年度、運営、休園問わず全園の遊具保守点検を年６回実施しており、その結

果により、順次、遊具を修繕しております。 
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意 見  子育て世帯-⑰ 

小児科に対する支援について【富士見保育園】 

市内に小児科の病院が少ないです。開業医に支援するなどして小児科を増やしてほしいです。 

回 答 担当課 健康推進課 

 医師の確保が難しい時代になりましたが、例えば伊東市民病院では支度金を準

備して医師の確保に努めておりますが、開業医についても、同じように市が応援

することで確保できる可能性があるのであれば、いただいたご意見を参考に医師

会と協議するなどして検討してまいります。 



子育て世帯－①別紙 

施設・駐車場の整備に関する意見 

 

１．宇佐美保育園 

 ・園舎が老朽化しているため、園児・保育者が安全で有効的なものに変えて 

ほしいです。日よけの不足や水回りの劣化など、先生たちの努力では解決 

できません。 

・耐震の強化、建て替えを希望します。 

・トイレの壁にペンキを塗るなど、明るい雰囲気にしてほしいです。 

・駐車場が少なく、混雑し危険な運転をする人もいますので、駐車場数を増 

やしてほしいです。 

  

２．玖須美保育園 

 ・幼児クラスの出入り口の建てつけが悪く、改修してほしいです。大人でも 

開閉に苦労するので、子どもでは危険に感じます。 

・園庭など決して広くはないので、使われていない設備（幼児園庭のプー 

ルを整備して、子供たちが安心・安全に園庭を使えるようにしてほしい 

です。 

・ブランコや雲梯など、子供の発達を促進し、判断力・決断力・体力を育む 

効果がある遊具を設置してほしいです。新しく設置するのが難しければ、 

閉園した幼稚園等の施設の遊具を移設するなど、無駄のないように活用し 

てほしいです。 

・施設の老朽化が気になります。 

・海から距離も近く、地震による津波が懸念されるため、廃園・廃校にな 

る幼稚園や小学校などの跡地を利用した保育園の新設、または移転を考 

えてほしいです。 

・玖須美保育園の場所は道路にも面しておらず、人気も少ないので防犯面 

で不安があります。防犯カメラなどを設置してほしいです。 

・送迎用の駐車場がないため、近隣の方々に迷惑をかけているのはもちろ 

ん、事故にはなっていませんが、子供の飛び出しなど危ない事例は発生 

しています。事故になる前に何とかすべきだと思います。 

 ・玖須美保育園は駐車場問題がいつまでも終わりません。規模に見合った 

駐車場を整備してほしいです。 

  ・乳児園庭の脇の斜面に、２ｍほどの折れた木がそのままになっています。 

土の上にあるため、雨が降った時に土砂と一緒に落ちてくるのではないか 

と心配です。斜面の下にはブランコがあり、今は危ないのでブランコの使 

 



用を停止しているとのことですが、いつまでもそのままになっていると子 

どもたちも遊べませんし、危険です。早急に現地を確認し対応していただ

きたいです。 

 →３月１日に撤去が完了しました。 

 

３．富士見保育園 

・園庭に水がたまります。石でデコボコしているので整備してほしいです。 

・駐車場が、砂埃がひどいので舗装してほしいです。 

・雨の日は園庭が池になってしまうので、人が歩ける道を確保してほしいで 

す。 

・保育園周辺の道は狭く、確認しにくいです。何か改善できたらいいと思い 

ます。 

・保育園施設の老朽化が進んでいます。安全面は心配ないのでしょう 

か？ 

・埋め込み式のエアコンがとても汚いです。メンテナンスはしているのでし 

ょうか？喘息やアレルギーの子のためにもしっかりやってほしいです。 

・床がギシギシ鳴るところがありますので、修繕してほしいです。 

・駐車場のライン（ロープ）が見えづらいです。 

 

４．さくら園 

・駐車場が砂利なので、水溜りができやすく、水を好むお子さんが多いので 

スムーズに園に入れません。舗装などできないでしょうか。 

 ・さくら園側の門の鍵がやりにくいです。ぐずったり自分で歩かなかったり 

することも多いので、鍵を閉めている間にいなくなったりするので困って 

います。この意見を受けて、早速先生たちが新しい鍵をつけてくれたので 

すが、手作りなのでもうすでにグラグラして抜けそうです。業者に直して 

ほしいです。 

 

 


