
令和４年１０月２５日  

 

下市田保育園 保護者 各位 

 

 

                         高森町長  壬生 照玄 

 

 

下市田保育園園舎改修計画について 

 

 日頃から町の保育行政にご理解、ご協力を賜り、誠にありがとうございます。 

また、下市田保育園改修計画に関して、保護者説明会への出席、アンケート調査への回答

などご協力をいただき、ありがとうございました。保護者アンケートの最終結果がまとまり

ましたので、ご報告いたします。（別紙参照） 

このアンケート結果等に基づき、検討の結果、改修については下記のとおり進めさせてい

ただきたくお願い申し上げます。 

 

記 

【全体の方針】 

現地での園舎大規模改修とします。 

 

【改修開始時期】 

令和 6 年 4 月とします。 

下市田保育園を今後長く使用していくことを踏まえ、より良い園舎となるよう、保護者の皆

様と改修内容について意見交換するため、準備時間を十分にとって進めます。 

 

【改修時の移動先園舎】 

みつば保育園とします。 

吉田保育園の場合は、使用まで 2 年間空くという園舎状況の懸念に加え、園舎用地が借地契

約となっており、今後の跡地利用も含めて令和 6 年 3 月を目途に進めてきた経過の中、改修

開始時期を令和 6 年 4 月とすることから移動先園舎はみつば保育園にいたします。改修（移

動）時期は降雪の時期を避けます。 

 

【今後の予定】 

11 月に基本設計（耐震化調査を含む）に着手します。 

並行して保護者の皆様と改修内容についての要望・意見徴取や話し合いの場を設けます。 
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下市田保育園改修計画に関するアンケート結果　（R4.09）

対象家庭数 87 回答数 63 回答率 72.4%

※上記には新規入園希望者11件を含む。

質問①　園舎の改修について、希望する項目に〇をしてください。

1、現地改修を進める 45 71.4%

2、別の場所に建設する 16 25.4%

その他 2 3.2% ←どちらとも（可能なら別場所）

計 63 100.0%

１、R5.4月～ 25 53.2%

２、R5.8月～ 8 17.0%

３、R6.4月～ 9 19.1%
その他
条件によると回答 3 6.4%

未回答 2 4.3%

計 47 100.0%

１、吉田保育園 30 63.8%

２、みつば保育園 9 19.1%
その他　どちらでも（環境の
良い方）と回答 7 14.9%

未回答 1 2.1%

計 47 100.0%

質問②　質問①で現地改修を進めるを選択の方、改修時期について、希望する項目に〇をしてくださ
い。

質問③　質問①で現地改修を進めるを選択の方、改修中に保育を行う移動先園舎について、希望する項
目に〇をしてください。



１、現地改修を進める（改修時期はR5またはR6）を希望した理由

場所はいいと思う。安全な場所というのは地形的には少なそう。
● 今までに新候補地を検討した経過はなかったのでしょうか？新候補地で難しい理由はなんなのでしょうか？理由に妥当性がある場合は、現地での改修工事と
する事に賛成です。イエローゾーン対策を十分に行う必要があると思います。
地形的にイエローゾーン等が多岐にあり、理想は安全な場所に建てて頂きたいが金銭的、現実的に厳しいと思う。
通い慣れた場所であり、卒園してからも通学路として使う子どもも多くいるので
・立地は良い　・他の代替土地は難しいのでは？（近いところで広大かつ民家が周辺に少ない土地はない）　・別の場所だと近隣住民との話し合いを一から
しなければならないので時間がかかる
これから違う場所を探すのは大変だし、いつになるか分からないので、災害時等の対策をしっかりしていただければ現地改修で問題ないと思う。

町や保育園側が今の場所でやりたいと言う意見なのでそちらに賛同したいから。
・新しい場所にするとさらに費用がかかってしまうので、レッドゾーンでないならば今までの所で良い。
自宅からも近い場所であり、小学校や下市田学校が近隣にあり、子供達にとって環境に恵まれていると思うので。
家から近いので
通い慣れた場所が良いので
イエローゾーンという心配はありますが、下市田という地域自体が土砂災害の可能性のある地域であり、システムの説明や、里山の手入れ等を町としてしっ
かり行っている、行っていくという話を聞けたので、納得した。
現在の立地は、小学校や下市田学校、萩山神社も近く、園外保育がしやすいと思うから。
早い改修が必要と感じるが、イエローゾーンの不安解消でき、保護者が納得するすることは大切だと思う
警戒レベル3以上で休園、引き渡しであれば問題ないと思います。災害時の対応について、保護者への周知徹底をお願いします。
家から近いこと。避難訓練をしっかりすることで、イエローゾーンでも問題ないと考えている。
今まで通い慣れた道なので
別の場所だと改修時期がおそくなる。通勤・送迎時間への不安
現地で特に問題を感じないから。別の場所にする場合、場所を選ぶのにまた時間がかかるから。
現地で建物を全て建て替えると良いと思う。立地が良いから。
今の場所が子どもにとって良いと思うから。
家から近い。
立地がよい。
特に希望はないが、今の場所の方が自宅に近いのでありがたい。イエローゾーンは少し心配。

【回答の概要】
現在の下市田保育園の場所については、通い慣れた場所である、子供達にとって環境に恵まれた場所であると肯定的意見がある。
イエローゾーンは心配であるが、他の場所を探すのは、時間的、金銭的、地理的にも現実難しいのではないかとの意見がある。
保護者への周知を含め、災害対策をしっかりやってほしいとの意見がある。

【質問回答】
● 別場所の検討ですが、国道より上の下市田地域で、土砂災害計画区域（イエローゾーン）でなく、ある程度まとまった土地(約6,000㎡)、さらに開発行為に必要
な道路幅(６ｍ)を確保できる場所が見つからないというのが現状です。候補地としてご提案のありました区民会館前の広場は約4,400㎡で、面積的に不足してお
ります。

● 災害対策については、避難計画に基づく避難訓練などソフト面の対策を軸として、必要に応じた対策を講じてまいります。



２、現地改修の場合、希望する改修時期とその理由

令和５年４月～ 改修してもらえるのなら少しでも年長さんが新しい園舎で過ごせると良い。卒園式のみ新園舎も寂しい。
令和５年４月～ 改修するのであれば、代替園舎が放置されている期間が短い方が安全面からも衛生面でも良いと思う。
令和５年４月～ 子供たちの気持ち的に途中から別の場所での保育より最初から別の場所での保育の方が良いかと思います。
令和５年４月～ 新園舎で過ごす時間が多ければ多い程
令和５年４月～ ・建物の老朽化が気になる　・冬場の寒さが気になる
令和５年４月～ やるなら早くやってほしい。先延ばしてもまた違う問題が起きたりするかもしれないから！

時期も8月だと新しく年少で入った園児達が園になれてきた時に改修で違う園に移動になるので精神面が心配なのと先生方も対応するの
が大変だと思うので、やるなら4月からの方がいいと思う！

令和５年４月～ テラスの雨関係が気になるので早めにおこなっていただきたい。
令和５年４月～ 出来るのであれば…早いうちに取りかかり少しでも今の通園している子供たちに安心して下市田保育園で生活して欲しいと思います。場

所が変わったりすると子供たちの心境も変わったり保護者の負担も違ってくるのでは？と思います。
令和５年４月～ 早めに行動してもらい、新しい所で早く慣れるべきである。
令和５年４月～ みつば保育園が移動先になった場合、冬の雪道が心配なので冬前にしてもらえるとありがたいです。
令和５年４月～ 子どもが来年年長なので、卒園式を迎える時に新園舎での活動、思い出もたくさん作って、愛着のある状態で新園舎での卒園式を迎えて

ほしいと思います
令和５年４月～ 年度途中でないほうが、子どものために良いと思う。いろいろなご意見をまとめるのは大変だと思いますが、早く進めてしまったほうが

いいと思う。
令和５年４月～ 早い方が良いから。
令和５年４月～ 始めるなら早い方が良い。
令和５年４月～ 年度の途中で他の園舎への移動があると子どもが園生活自体に慣れるのが遅れそう。
令和５年８月～ この時期からであれば、工事内容やその間の保育について各家庭への理解も深まっているのではないでしょうか。R5.4月～となると少

し不安かなと思います。
令和５年８月～ 園に慣れたぐらいから
令和５年８月～ もしくはR6年4月、と思います。正直な所、やるなら早い方が良いと思ったり、我が家は来年年長になるので4月からやってくれれば少

しの期間でも新園舎で思い出を作り卒園ができる、とも思いましたが、これから長く使っていく園舎を考えるにあたって、保育士さん含
め色んな人の意見や要望を取り入れた設計をしていくためには、時間が必要なのでは、と思った。この話を進めていく中で、ただでさえ
忙しく毎日子供達を見てくださっているのに、他にも決める、考える事が詰まってきてしまうのは大変では無いかと思うので保育士さん
方の意見を聞きたいと思う。保育士さんにゆとりがある方が、子供たちも保護者も安心して保育園に行けるのではないかと思うので、設
計や意見を拾う時間を多く設けて欲しい。

令和５年８月～ 保育園に少し慣れてからのほうが良いかなと。
令和６年４月～ 4月からの方が子どもたちの負担が少ないと思うから。

もし改修時期をずらせないのなら、仮園舎は4月から使えたほうがいいと思う。
令和６年４月～ 早く始めたい気持ちもわかるが、焦るとまぢ保護者ともわだかまりが残る気がする
令和６年４月～ 急な展開で当惑している。送迎が心配。
令和６年４月～ 自分の子どもが卒園するので
令和６年４月～ もう少し話を煮詰めてから始めた方が良いと思う。
どちらでも 時期については、町・保育園等で無理なく準備をしっかりできる時期でお願いします
どちらでも いつからでも良い。
どちらでも 年度途中よりは混乱が少ないと感じるから。



【回答の概要】
令和５年４月～ 改修するなら早くやってほしい。

移動先園舎が放置されている期間が短い方がいいから。
年度初めから移動する方が、園児や保育士にとってもよいと思う。
来年年長の子にとって、新しい園舎での思い出もつくってほしい。

令和５年８月～ この時期でないと、保護者の理解や保育士の準備等難しいのではないか。

子どもが園に慣れたぐらいからが良い。

令和６年４月～ 年度初めから移動する方が、園児や保育士にとってもよいと思う。
焦らず、話を煮詰めてから。
町・保育園等で無理なく準備をしっかりできる時期でお願いしたい。



３、現地改修の場合、改修中に保育を行う移動先園舎の希望とその理由

吉田保育園 みつばの場所を知らない。改修が冬になった場合、みつばは雪が多いと聞いたことがあるため。
吉田保育園 自宅からの距離、降雪の問題

● 吉田保育園 自宅から送迎するのに、駐車場の狭さや近隣の道の狭さ等不安はあるが吉田保育園の方が近い。
只、閉園してから放置されているのが気になる。

吉田保育園 通園バスを運行する場合は、バス車内に園児を取り残してしまう事故が発生しているのでそういうことが起こらないように気をつけていただきたいで
す。

吉田保育園 通勤路上の為
吉田保育園 ・近い
吉田保育園 吉田保育園の方が近いから！
吉田保育園 堰堤の広さや今まで利用していた児童の数など比較すると吉田の方が下市田と同じ位なのかなと？と。広さなど環境が現在とあまり変わらない方が良

いのかなと思います。
吉田保育園 家から近いので
吉田保育園 工事が冬季なら吉田の方が良いと思う。4月からならみつばでも良い。どちらも遠くなるのは変わらないので。
吉田保育園 どちらでも構わないが、みつばへの移動だとすると、現在の下市田保育園から距離があるので保護者の負担が多少かかるのでは？
吉田保育園 少しでも広い方がよいと思う。
吉田保育園 下市田保育園から近いから。
吉田保育園 近いため。
吉田保育園 みつば保育園だと上段になりすぎると感じた。

みつば保育園 吉田保育園への道が狭いため
みつば保育園 資料には改修中に保育を行う場所への通園にバスの使用も検討されていると書いてありましたが、静岡のようなバスの事故をおこさないようにして欲

しいです。
また保育士さんの負担や保育環境が変わることによる、子供の不安を軽減出来るようにサポートして欲しいです。

みつば保育園 ・散歩コース等周りの下見をしっかり行っていただき、安全に生活をしてほしい。・ニュースになった場所ではあるが、夫の職場に近い為送迎しやす
い。

● みつば保育園 それぞれのメリット・デメリットが知りたいです。特に場所以外でのちがいがなければみつば保育園希望です。
みつば保育園 実家が上市田なので。
みつば保育園 近いから。

どちらでも 環境や園舎の状態の良い方で保育していただけたらと思います。
● どちらでも どちらにも行ったことがないのでわかりませんが、下市田地区から行きやすい、車の送迎がしやすい（駐車場の広さ、周辺の道幅など）なども考慮し

ていただければと思います
どちらでも どちらも見たことが無いため、写真や説明が欲しい
どちらでも 場所がわからないのでどちらでもよい
どちらでも どちらでも良いが、環境をしっかりと整えて下さい。
どちらでも 場所が分からないので近い方。
どちらでも どちらも場所が分からないので選べませんでした。



【回答の概要】
吉田保育園 吉田保育園の方が近いから。

工事期間が冬場だと、みつば保育園は雪が心配である。

みつば保育園 吉田保育園への道が狭いため。
職場に近い。

どちらでも 環境や園舎の状態の良い方で保育してほしい。
場所等わからないので、両園の情報（メリット・デメリットなど）がほしい。
下市田地区から行きやすい、車の送迎がしやすい（駐車場の広さ、周辺の道幅など）なども考慮して

その他 送迎バスの場合は、安全に十分留意してほしい。

【質問回答】
● 閉園後の園舎使用に関しては、園舎をきちんと使える状況を確認、準備したうえで使用します。



４、別の場所に建設する（改修時期未定）を希望する理由、ご意見・ご要望等

建物の老朽化や、災害時にも安全な場所に立て替える必要があるのでは。
何十年もたった建物にお金をかけても結局また数年で他の修繕が必要となると考えるから
イエローゾーンの定義はあるが、自然災害が増えている昨今、それ以上の被害が他県でも実際に起こっている。したがって、想定外の被害が大いに想定さ
れる。•場所がない•お金がかかる と言う考えよりも、まずは園児、保育士の命の安全確保の意味でも、移設を考えて欲しい。

● 場所については、現在保育園を利用している家庭だけでなく、今後利用予定の家庭も含め、広く地域に対して意見を求める必要があるのではと考えるた
め。現地での改修も含めて、地域での検討をした方がいいのではないでしょうか。
避難計画の中に二次避難とあったが、避難経路も決して安全といえるものではなく、避難途中に被災することも考えられる。また、複数の子どもを抱えな
がらの避難となると保育士さんの負担も大きくなる。
区民会館前の広場など、保育園の移転先を早急に検討していただきたい。
改修工事に費用をかけるのであれば、園舎も古いので、これを機に安全な場所に建て替えてはどうか。

● 地滑りの前兆があるため避難すれば大丈夫ですみたいな安易な考えはやめてほしい。起きた時だれが責任をとるんですか？
自然災害危険区域である。
危険な場所と分かっていて移転せず、改修してお金を使うのであれば安全立地で新設を望む。
今の園舎がイエローゾーンなため

● イエローゾーンにかかることが心配。素人が地すべりの前兆を発見するのは難しい。力行会館への避難経路上には一貫水路があり、普段の水量でも子ども
は渡るのを怖がるので災害時に安全な非難ができるとは思えない。
イエローゾーン等にかかっておらず、広さもあり、現地からも近い区民会館前の広場に建設できない理由は何かあるのでしょうか。

【回答の概要】
災害時にも安全な場所に立て替える必要がある。
何十年もたった建物にお金をかけても結局また数年で他の修繕が必要となる。
園児、保育士の命の安全確保の意味でも、移設を考えて欲しい。

【質問回答】
● 土砂災害計画区域（イエローゾーン）（地滑り）がどのような区域か確認のうえ、保護者の方のご意見をお聞きする中で進めております。
● 別場所の検討ですが、国道より上の下市田地域で、土砂災害計画区域（イエローゾーン）でなく、ある程度まとまった土地(約6,000㎡)、さらに開発行為に必
要な道路幅(６ｍ)を確保できる場所が見つからないというのが現状です。候補地としてご提案のありました区民会館前の広場は約4,400㎡で、面積的に不足し
ております。



５、下市田保育園改修計画について、ご意見・ご要望等

【方法について】
各家庭に一番負担が少ないのは新しい場所での建設だと思います。
築年数を考えると改修してもまたすぐ別の改修が必要となる可能性が高いと思う。改修も大がかりなものになると予想するので、もうしばらく後になっても建て替
えを考えた方が良いと思う。今は保育を続けながらできる最低限テラス上の雨漏りを修復するだけにした方がいいと思う。
建設費等の問題は相当あると想像致しますが、自然災害がない場所を探して頂きたいと思います。
改修は大規模なもののため、移転か改修かもう少し協議してから行ってほしいです。今の園舎が危険なのであれば移転を検討してほしいです。年度の途中で通う園
舎が変わるのは大変です。ぱどまのように、移転し新年度から新園舎というのが一番混乱が少ないと思います。
代替地が見つかるのならば別の場所でも良いと思う。

【安全対策について】
現地改修をするしないにかかわらず、災害への不安はできるだけ取り除いて、保育士さんたちが働きやすく、子どもたちが使いやすい、いざというときには近くの
方々が避難できるくらい安全な改修にしてほしい。
安全第一でおこなってほしいです
子供の安全を第一に計画を進めて頂きたい。
他の場所へ移すのであれば、駐車場を多く作ってほしい。セキュリティ面もしっかりしてほしい。

【改修時期について】
古い園舎なので、改修してもらえることになり良かった。どうせやるなら早い方が良い。
園舎の移動時期についても、お休みの少ない中で業務を行いながら先生方の負担も大きいかと思いますので、余裕のあるスケジュールになれば良いなと思います。

【進め方について】
今在園している子供達の保護者は、みんなコロナ禍の入園で、懇親会等も無く、関わり合いにくく、横のつながりが出来にくい状況にあると思います。保護者同士
で、改修をどう思うか等の井戸端会議的なものは、町が思っているほどは出来ていないと思います。だからこそ、町から各家庭が真剣にこの話に向き合うよう呼び
かけて頂きたいです。

● 改修を早急に進めたいという町の姿勢を感じます。確かに早いに越したことはないと思いますが、住民の意見をしっかり踏まえた上での検討も必要ではと感じま
す。改修をそこまで急ぐ理由は何でしょうか？

【改修内容について】
・換気が出来て室内温度や湿度を一定に保てるような園舎にしてほしい。（トイレも外、部屋も寒いイメージがあるので子どもは風邪をひきやすいのでは？）　・
遊具を安全で新しいものにしてほしい。（砂場に柵を作る等動物が入らないように衛生的にしてほしい）
・子どもたちが安全に楽しく生活できる明るい保育園にしていただきたい。　・子どもたちに寄り添った保育園であってほしい。
園舎以外の園庭は整備していただけないのですか？雨が降ると水はけが悪いのでなおして欲しいです。
より良い建物にしてください。

【通園バスについて】
バス運営の場合、園児の降車忘れによる事故が心配です。



● 移動先の園舎までバスが出るとの事ですが、ある程度の時間が決まってくると思います。家庭により様々な時間に預けたりだと思いますがその時間に間に合わな
かったり合わせれなかったりと出てくるかと思いますがそのような場合、どう対応なるのか気になります。
コロナもあるなか、バス移動ですが感染対策などはどうしていくのか…それも気になります。
最近はバスの事件があったりします。あの事件のように閉じ込められてしまった等、心配や不安はあります。わたしだけでなくほかの保護者の方も少なからずい
らっしゃるかと思います。そーゆうのをどうしていくのか…少しでも詳しく話して欲しいと思う。
前回、通園バスについての話があり、とてもありがたいと思っていますが、つい最近も園児のバス置き去り事故があっただけに不安も拭えません。町内では初めて
のことで親も先生方もおそらくバス通の経験がない（少ない）と思いますので、事故のないようしっかり対策、マニュアルなど考えていただけると安心です。

利用する予定はないのですが、通園用のバスについて、最近園バスでの死亡事故があったので、利用される親子さんは不安ではないかなと思います。たとえば、朝
の早出保育を15分早くして7：15～にしてみたり（可能であればですが）、バスを使わずに親が園に送ってこれる対策も検討してみてもらえると良いのかなと思いま
す。

● バスの時間案を知りたいです。また、バス内での園児置きざりの防止の対応もお願いします。
バスの事故の報道を見て、バス通園が日常となっている園でも起きてしまうのでバスでの送迎をすると安易に言わない方が良いのではないか。バスの中、走行中に
万が一の事が起きる可能性もあります。各家庭で送迎してもらうのが安全だと思う。

【その他】
新みつば保育園の工事により、水道管断裂し近隣住民の生活に影響を与えていた話を聞いた。その後の対応などが適切にされていたのか気になる。
下市田保育園等でも、声の大きさ等の指摘を受けると言う話も聞く。今後完成した後、子ども達が安心安全に生活ができる様、工事中にも配慮するべきであり、万
が一近隣住民の方に影響を与えた場合は、情報を開示する義務があると思う。
コロナ関連でもそうでしたが、保護者が知りたい情報がメールでも町HPでも得られない事が多く、教育委員会に問い合わせても曖昧な対応も多く、決まっていない
様に見受けられた。
もし、災害が起きた場合に適切な情報を保護者が得られるのか不安になった。
サッカー場は今急いで建設する必要がない。そのため、少しでもその予算をこどもの予算にまわしてほしい。こどものことを考えてない町だと、つくづく感じてい
ます。『こどもを大切にする町』になってくれることを、切に切に切に願います。どうか、お願いします。

【質問回答】
● 町内保育園の整備計画に基づき、古い園舎から順次改修を進めてまいります。改修方法、改修時期など保護者の皆さまの意向をお聞きしながら進めていくために今
回アンケートを実施させていただきました。

● 通園バスの運行、安全対策については、利用希望者の状況などをみて、具体的なことをお示しします。安全には十分留意してまいります。


