
壱岐市の回答

1

１年前の説明会の際にもお尋ねしたが、渡良保育所の子が柳田保育所に移り、その兄弟
児が小学生の場合、柳田・渡良の運動会が重なるという問題があるのではないか。

統廃合により、保護者の方に不都合が極力生じないように調整ができないか検討する。
（No,17において、同様の質問で回答）

2

柳田保育所に移った場合、運動会は柳田小学校と一緒になるのか。 現在柳田保育所は柳田小学校と一緒に運動会を行っているので、そのような形になると思われる。
今後統廃合を進めさせてもらった場合は、現在の保育所単位、在園児のみでの運動会ではなく、地域単
位として、どこの保育所に通っていても地元の運動会に参加できるようにお願いしたい。

3

もし来年度、渡良保育所の入所希望が少数となった場合、そのまま残れるのか。別の保育
所に移ることになるのか。

基本的には保護者の意向を尊重する。ただし、市としては、たくさんのお友達と一緒に保育を受けていた
だきたいという想いがあるので、少数となった場合は保護者の方とご相談をさせていただきたい。そのう
えで、保護者の方が残りたいということであれば、お預かりをしたい。

4

別の保育所に移ろうかと考えているが、その場合、武生水保育所より柳田保育所を選ぶ方
が入所できる確率が高いか。

申込書に第3希望まで記入していただき、保育の必要性等の基準によって調整となる。

5

児童の減少と言うが、保育所の統廃合については、各保育所で年間１千万円の赤字という
ことから始まっているのでは。

経費的なものも要因の一つとはなるが、集団生活での学びができなくなっているということが一番の要因
である。

6

この建物で、放課後小学生の預かりをしてもらっているが、閉園後も継続して使えるのか。 有効利用してもらいたいと考えているので、要望があれば検討する。

7

入所人数が少なければ休園する可能性があるといわれたが、休園する場合の人数の目安
はあるか。

休園の目安等は設けていないが、５人をきると厳しいのではないかと考えている。ただし、保育所が閉園
しない限りは、保護者が希望されれば１人であったとしても預かる。
極端に少なく活動に制限が出てくることが予想される場合は、他の施設への入所等を検討していただけ
ないか市から相談をさせていただくことになる。

8

三島保育所に園児が1人いらっしゃるが、三島保育所はこのままなのか。 三島保育所に関しては、地理的な条件でそのまま存続となる。対象者がいなければ休園になる。

9

初山保育所は、在園児だけを見ると来年度は5人しかいない。来年度の申込みが出そろっ
たときに、初山保育所を希望する新入園児がいなくて休園となる場合、再度、入所する施
設を選びなおすことになるのか。休園となるか、また保護者会をするのか。

利用申込書（継続申込書）が出そろってから検討、相談することになる。

10

例えば、来年度、初山保育所が休園となって、 後の１年（年長児）郷ノ浦幼稚園に行く場
合、制服等をあと１年のためだけに新しく買い替えないといけないのか。

筒城保育所が閉園になったときは、石田こども園にスモック等の寄付があったので貸出しができた。ま
た、へき地保育所と武生水保育所で着用する紺のスモックは同じものである。郷ノ浦幼稚園に貸出せるも
のがないか確認する（説明会後、郷ノ浦幼稚園に確認したところ、貸出し可能とのことであった）。

11

幼稚園と保育所の違いは何か。 土曜日の預かりと春休み期間の預かりがない。平日と夏休み、冬休みは預かりがある。

【開催日】　R4.10.25（火）　～　11.2（水）
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【壱岐市立へき地保育所閉園に係る保護者説明会】

【開催日】　渡良保育所（参加人数６名）／初山保育所（参加人数６名）／沼津保育所（参加人数８名）／柳田保育所（参加人数８名）／志原保育所（参加人数10名）

保護者からの質問・意見の内容



12

来年度の入所申込書の第2希望の欄に幼稚園を書いてもよいのか。幼稚園と保育所とで
は、入所申込みの期限や担当課が違うのでは。

幼稚園と記入してもらってよい。幼稚園は入園申込みの提出期限が早いが、現状では、幼稚園を希望し
て入園できないことはないと考える。

13

入所申込書の受付はいつから始まるのか。 受付は１１月１４日から。後日、回覧で正しい情報はお伝えする。

14

入所申込書を提出する前に武生水保育所に見学に行くのは可能か。 可能。数名で来ていただいてもよい。

15

武生水保育所は入所希望者が多いのではないか。 ５歳児は３０人まで受入れできる予定。在園児の内、現在４歳児が２７人いるが、転勤等で多少の動きが
あるのではないかと考えている。

16

統廃合や統廃合の時期については、市にお任せするが、初山保育所がなくなる理由をわ
が子に話すときに、今回の市の説明では納得いかないのではないか。お金がないからとか
建物が古いからとか言った方がいいのではないか。昔は保育所とかがなく各家庭で育っ
て、今、社会に出て立派に生活されている人もいる。人数を集めたことによる弊害もあるの
ではないか。

今回の統廃合については、子どもたちが集団の中で多くの友達と関わって学び、生活をしてほしいという
ことが大きな理由である、その中で、一部、財政面についても考えていかなければならない。子どもには
お金をかけなければならないと考えるし、お金がないから保育所や幼稚園を閉所するということにはなら
ないと考える。いただいたご意見については、真摯に受け止めたい。

17

志原、柳田、沼津は運動会が同日に実施される。沼津保育所が閉園して、例えば柳田保
育所に行く場合、沼津小学校に兄弟児がいると、こども２人の運動会の日が同じになる。ひ
とり親である場合はどちらの運動会にも行くことができない。そういうこともあるので「在園
児が卒園するまでは開園してほしい」と訴えてきた。方針の見直しをされるときに在園児が
卒園するまでは残してほしいという意見は伝えてくれなかったのか。保護者の負担を軽減
するといわれたが、軽減になっていない。

運動会は、過去には地域の方たちで相談されてプログラムの順番を変更されたことがあるとも聞いている
ので柔軟な対応ができるのではないかと考えている。今年度1回目の保護者説明会でいただいた質問・
ご意見等は市のホームページにも掲載しており、今回方針の見直しをいただいた子ども・子育て会議の
委員にも事前に知らせている。そういった保護者の意見も含めて総合的に判断いただいたと考える。

18

一番 初のへき地保育所の保護者説明会の際には保護者の意見を汲んで統廃合を進め
ると言われた。統廃合に反対する人がいなくなってからという話だった。

昨年度実施したへき地保育所等の保護者説明会の折には、閉園の時期等の方針をお示しできていな
かったが、どこかの時点で誰かが統廃合を進めなければならないと考えており、ご理解をいただきたい。

19

社会福祉法人北串会が何らかの理由で建設できなくなった場合、へき地保育所の閉所が
また延期になるのか。

この方針から変更することはない。社会福祉法人北串会は、保育サービスの内容や安全性について保護
者への説明会を11/6（日）に開催予定であるので、開園に向けての動きと考えている。

20

柳田保育所と志原保育所だけを、前回の方針から閉所を1年延期した理由は。他の地区か
ら通えるのは、他の3園（渡良、沼津、初山保育所）も同じではないのか。

子ども・子育て会議が、平成26年の当初の答申で「柳田保育所と志原保育所は現状維持」とされていたこ
とに沿って、現状を鑑みて判断されたものと考える。柳田保育所と志原保育所は交通の便もよく、他の地
区からの利用者もある。他の3園（渡良、沼津、初山）は他の地区から通園している子どもはいない。前回
の説明会では、新たな民間のこども園が開園してから1年間、児童の推移、動きを見てへき地保育所5園
を同時に閉園することを説明していたが、今回、民間の新たなこども園の開園が1年延期になったことで
当初の保育の量の見込みと提供体制に変更が生じたことから、まずは3園の閉園を答申に沿って進め
る。残す2園あわせた定員の合計が80人のため、へき地保育所5園の在園児66名は受入れ可能。その
後、新たな民間のこども園が開園して1年後に残り2園の閉園が、子ども・子育て会議で方針決定されたと
考えている。

21

子ども・子育て会議の当初の答申はいつのものか。その頃からだいぶ変わっているのでは
ないか。

当初の答申は平成26年。その答申に沿って、現在の状況に合わせた判断をされている。

22

もし、新たなこども園で何かあったら市は知らないというのか。へき地保育所を閉所してま
で、こども園に行かせたいのか。へき地保育所の閉園が決まったのは、民間のこども園が
できるからという説明だったのではないか。

市は保育運営を監督する立場にある。３園の閉園については、今回の民間のこども園ができるからでは
なく、子ども子育て会議の答申に基づいた形で推し進めさせていただくということ。昨年度の説明会では、
閉園の期限を伝えていなかったので、今後、保護者の方の不安や混乱を招かないよう閉園の時期を決め
たうえで、子ども・子育て会議の答申に基づいて進めていることを説明させていただいている。
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23

子ども・子育て会議は誰がしているのか。 １６名の構成メンバーで実施していただいている。メンバーは、保護者代表、学識経験者、幼稚園代表、
保育園代表、民間の保育園代表等。保護者代表は、幼稚園の保護者代表、保育園の保護者代表がおら
れる。

24

他の2園、渡良保育所、初山保育所の保護者はこの説明で納得しているのか。 全てのことを納得しているわけではない、皆さんと同じような気持ちも持っておられる方もいらっしゃると思
う。ご理解いただきたいと説明させていただいたうえで、幼稚園のことや他の施設に見学に行ってみたい
等の意見はあった。

25

へき地保育所の閉園はこれで決定か、再度延期はないか。 市の方針として、これで進める。正式には、条例改正など議会での議決が必要となる。

26

閉園した後の保育所について、その後の活用方法は決まっているのか。 現時点では何も決まっていない。地域に根差した施設なので地域の方と相談して有効利用ができるよう
検討したい。

27

新たなこども園はウクライナ情勢等による理由から建設を1年延期にされているとのことで
あるが、建設場所反対運動が行われているのも理由のひとつではないかと考える。今後も
反対運動をされて、事業者が辞退することになったら、へき地保育所も延期されるのか。

設置事業者である北串会は、こども園を開設するために、安全対策等も含めた施設の概要、保育サービ
ス等を保護者へ説明したいということで、11/6に説明会を開催されるため、市としてはこれ以上の延期は
ないと考えている。こども園が建設されなかった場合も、在園児の数、出生数等から今後の児童数の見
込を推計したときに、へき地保育所５園を閉園しても充分な受入体制があると判断している。
へき地保育所のあり方については、この方針で決定ということでご理解いただきたい。

28

志原保育所から志原小学校へあがるという流れで集団生活の中でコミュニティをつくるとい
うのが調度いい練習の場と考えてきた。来年度、年少の子がいるが、志原保育所で卒園で
きないので志原保育所への入園希望しないと考えている。この場合、武生水保育所、郷ノ
浦幼稚園、壱岐保育園の３箇所ぐらいになるか。例えば、志原の人は、ここの保育所に優
先されるとかいうことはないのか。

新設されるこども園等も含めて選択いただきたい。保育所は校区の縛りがないので町を超えても利用が
できる。入所申込書に第３希望まで書いてもらうが、保育の必要性を点数化して優先順位を決めさせてい
ただき、ご希望の保育所の定数内に入るかどうかの判断をさせていただく。

29

入所申込書に第３希望まで書けないときは書かなくてよいか。同じ１年でも、子どもにとって
は、年少の 初の１年と年長になる 後の１年で保育所をかわることになるのとでは大きく
違う。そこを考えて配置をしてほしい。閉園する志原保育所や柳田保育所は優先して考え
てほしい。

ご意見については十分理解はしている。これまでの他の保育所の保護者説明会でも同様な意見をいただ
いているが、保育の必要性というところで優先順位をつけさせていただきたい。閉園するから希望を優先
することは、今のところ考えていない。

30

へき地保育所５箇所がなくなったら、へき地に勤務している保育士の雇用はどうなるのか。
職を失うようなことはないのか。

保育士は集約して残る市の保育施設等へ配置し、職員の負担軽減及び子ども一人一人によりそう時間
を確保したいと考えている。

31

武生水保育所や壱岐保育園の定員が増えることになるのか。 施設の規模を考えたときに定員が増えることはない。ただし２割増までの受け入れは可能である。
定員の中で、年齢児ごとの受け入れ数を調整することもできる。（例えば、３歳児の利用希望が多い場
合、３歳児の受け入れ枠を増やして０～２歳児の受け入れ枠を減らし、０～２歳児は小規模保育所を利用
していただくなど）
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32

1年延期ということで、場所、保育内容等は変更ないのか。 社会福祉法人北串会が同地で建設を予定しており、今までの計画と変更はないと聞いている。その説明
も含めて11月6日に北串会が直接保護者、子育て世帯の方達に対して、安全対策、施設の概要、保育
サービスの内容等説明をしたいという強い気持ちをもたれているので、ご参加をお願いしたい。

33

11月6日の説明会に参加できないが、別日に説明会を開催してもらえないか。 今のところ、11月6日に今回の延期により混乱を招いたこと等について説明をされる。その後、来年施設
建設時点でもう１度内覧会等含めて説明会があると思われる。説明会の要望があれば北串会にお伝え
するが、現在北串会の方で準備室を立ち上げており、そちらで個別での対応も可能と聞いている。

34

説明会の資料等、壱岐市のホームページに載せる予定はあるのか。 壱岐市のホームページで公表するかは今の時点ではお答えできないが、北串会の方でホームページ等
で広く周知を行うよう、市からも要望する。

35

物価高騰等により１年延期となっているが、この状況が続いた場合どうなるのか。また１年
延期となるのか。

必ず建てるというお話を聞いているので、そういったことにはならないと思っている。

36

交通面でも危ないと思うが、信号の設置等検討しているのか。 交通量が多いということで、まずは設計面等での安全面の対策を行うと聞いている。その後、状況によっ
ては信号設置等の要望を検討すると言われている。

37

設計等は完了しているのか。変更はできるのか。設計に壱岐市は関与しているのか。 設計は完了しており、大幅な変更はないと思われる。設計に壱岐市は関与していないが、建築確認の許
可が下りたということは確認している。建築確認が下りたということは、その場所での安全対策は一定基
準以上の安全は確保されたということでの許可が下りているので、そういった面でも説明会で話があると
思う。

38

新たなこども園は同地で1年延期なのか。どうして、あの場所にこだわるのか聞いたのか。
散歩コースを歩いてみたが、とても子どもが歩けるような散歩コースではない。あの場所に
建てる業者の考えもわからないし、それにのっかる市の考えもわからない。市の子どもを預
けることに賛成するのか。何かあっても業者の責任になるけど、 初にきちんとした場所を
提供できなかった市の責任にならないのか。

場所の問題については、市としては廃校した中学校跡地等の提案をしており、社会福祉法人北串会も現
地を確認されている。それとは別に独自で現在の予定地を含めた２箇所を探されて、現在建設予定地と
されている場所とは別の候補地は耕作地であるため、こども園建設の許可がおりなかった。社会福祉法
人北串会としては、柳田地区付近に建てたいという思いから現在の建設予定地を選定されたようである。
安全対策を講じたうえであの場所で施設運営をされると聞いている。

39

新たなこども園は、いくら安全対策をしたからと言ってどんな動きをするかプロでもわからな
い時があるのに、わざわざあの場所に作りたいと思うということが親は不安でしかない。そ
ういうところに結果的に預けるしかなくなるのが想定できるので、反対。市はそれでよしと
思っているのか。民間だから市は何も言えないというのはわかるが。

そういったご意見は、前回の説明会が終わった後にも北串会へ伝えているし、今回のご意見も届ける。保
護者が納得できるような対策を講じているということと、そのうえで保護者が安心して選択できるような説
明をするよう強く言っているところであるが、改めて、もう一度北串会へおつなぎする。

40

柳田保育所、志原保育所が令和７年３月で閉園するが、新たなこども園はその１年前に開
園となる。柳田保育所、志原保育所が閉園した後に入所できるか（定員を超えないのか）。

今後の人口推移や出生数等の見込みにより保育の受け皿が充分あるということを、子ども・子育て会議
の中で確認していただいて、今回の方針を決定した。

41

新たなこども園の定員は何人か。開園後、定員が変更されることはないのか。 定員は７０人。開園当初から３年間は定員６０人を予定されている。規模的には７０人であるが、２割増ま
での受け入れは可能。

42

新たなこども園の建設場所が問題視されているが、建設場所は決定なのか。 社会福祉法人北串会は、この場所に建設したいという思いを持っておられる。

43

新たなこども園の建設は、どの業者が請け負われているのか。 建設業者については、市で把握してない。資料の 後のページに今後の日程を掲載しているが、１１月６
日（日）に壱岐の島ホールで、社会福祉法人北串会が保護者や子育て世帯の方等を対象に、安全性や
保育サービスの内容、１年延期になった理由についても説明したうえで令和６年４月に新たなこども園を
開園したいということで説明会を開催されるので、時間があれば参加をいただきたい。
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44

説明会は１１月６日（日）しか開催されないのか。都合が悪くて行けない。 今回、建設前に１回、今後は建物ができた段階で、令和６年４月入所の募集をかける前に、内覧会等も
含めて説明したいと考えられている。今回１１月６日（日）の説明会の内容については、参加者のご意見を
集約されたものを社会福祉法人北串会の公式ホームページ等に掲載して周知いただくよう市からも要望
する。

45

新たなこども園の建設場所の反対運動のことで家に来られた方から説明を聞いたが、もと
もとガソリンスタンドがあったときから危険箇所と言われていて、交通事故も多くて、その場
所に小さな子供たちを集めるのは怖いと聞いている。がけ崩れもあるとのことで建設地の
変更の検討は進んでいるのか。そのまま建てる予定でウクライナ情勢のことだけで延期に
なっているのか。

北串会は同地で建てる、今のところ建設場所の変更は考えられていない。皆さんの不安を払拭するため
にも11/6に安全対策を講じていることを説明をされる。その説明を聞かれたうえで、入所する保育所等を
検討される際に選択肢の一つとして入れていただければということである。11/6に参加できない方につい
ては建設準備室に直接電話をいただければとも言われているし、資料等についても北串会のホームペー
ジでお知らせしていただけるよう要望する。

46

新たなこども園が危険な場所に建つということを市のこども家庭課として賛成しているの
か。市長が決定されたことかもしれないが、誰も反対しなかったのか。利便性と危険性、安
全性とは違う。他の場所がいいのではないかと声を上げなかったのか。

市としては廃校した中学校跡地等の提案をして北串会も現地の確認はされている。それとは別に、北串
会も柳田地区付近に建てたいということで、独自で現在の予定地を含めた２箇所を探されて、建設予定地
とは別の候補地は農業振興地域であるため、こども園建設の許可がおりなかった。利便性等を考え現在
の建設予定地を選定されてある。
もっと適したところがあるのではないかとも考えるが、北串会があの場所に建てたい、そこで保育を担い
たいとの思いで、その場所を選定されている。市としては、安全性を担保してください、保護者に説明して
くださいということを言っている。北串会の安全性の担保と十分な説明のうえで、保護者の方に子どもが
入所する保育所の選択肢に入れていただけるということであれば、市が拒む理由はないと考えている。
11/6に北串会が保護者の皆さんへ直接説明をされる。

47

新たなこども園は、希望者が少なくても開園されるのか。 施設の規模は７０人を受入が可能であるが、開園から３年目までは６０人を受け入れる予定。当初から
いっぱいになるとは考えていないようであり、臨機応変に対応したいと考えてある。危険性ばかりが問わ
れているが、保育サービスの内容についても保護者や子育て世代の方に聞いてほしいと考えておられ
る。

48
そ
の
他

入所申込受付は１１月１４日（月）～１２月１４日（水）までとなっているが、この期間に、どう
しても提出することができない人はどうすればよいのか。

変更が生じる場合など受付は可能。
入所申込受付は、改めて回覧等で正式に周知させていただくので、そちらで確認をお願いしたい。

49

説明会の内容は、いつぐらいにホームページに載るのか。入所申込時期になるので、早め
にお願いしたい。

いつとは言えないが、できるだけ早い段階でお示ししたいと考えている。

50

５園閉園により、財政面の赤字が減ると思うので、その分を子供達の遊具、公園の整備等
に取り入れてもらえたい。

今後、大規模保育園の整備等を優先的に行う。そういった声も受け止めて進めていきたい。

51

質問ではないが、もう場所が決まっているのなら変更できないと思うので、さらに安全対策
をしっかりしていただくように希望する。

不安に思われている安全対策など11/6の説明会で説明されると思うので、ぜひ参加していただきたい。
都合がつかれない方についても、北串会のホームページで情報を確認できるよう北串会へ要望する。

52

建設場所が決定ということだが、交通量が多いところ、急傾斜地であるということで安全性
についての意見が出ているので、安全対策の徹底を再度、市から要望していただきたい。

あの場所で保育を担うということは、安全対策への責務もあるということ。市としても監督していかなけれ
ばならないと考えており、設計段階でも安全対策の確認を段階を踏んで行い、納得いく説明を受けてい
る。その説明も11/6に保護者に直接されるものと思っている。意見は、北串会におつなぎするし、市として
も、安全対策は常々確認しているところ。

53

11/6の説明会の資料など北串会のホームページでお知らせするとのことだが、各保育所
の窓口にも新たなこども園のパンフレット等を置いてほしい。

保育所から保護者の方へ配布する等の対応ができるかどうかも含めて検討したい。何かしらお知らせ出
来るよう検討する。
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