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平成 26 年度 第 5 回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26 年６月 11 日（水） 13:00～14：50 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1202 会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），伊藤 圭次郎，鎌田 秀一，福本 廣子，

近藤 真奈美，伊藤 幹子，中島 夕子，山口 裕子，西村 治美，伊田 知代，村田 

善幸 

（以上１２名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部参事（舘）， 

児童保育課計画Ｇ（山田ＧＬ，土橋）， 

児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ），児童保育課保育Ｇ（岩田ＧＬ）， 

子ども家庭支援課長（瀬井），健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ）， 

学校教育課学事Ｇ（川北ＧＬ），計画策定等委託業者２名 

（計１１名） 

傍 聴 者  １５名 

資  料 

１．議事次第 

２．鈴鹿市子ども・子育て会議傍聴要領（案） 

３．他市との比較表 

４．教育・保育及び地域子育て支援事業の「量の見込み」について（前回配布） 

５．子ども・子育て支援に関する各種事業等の基準案について（前回配布） 

備  考  

 

 １．開会 

保健福祉部長 

皆様こんにちは。保健福祉部長の松井でございます。 

皆様方には、今日は非常に暑い中での会議の参加、また、日頃は市政各般にわたる

ご理解、ご努力、誠にありがとうございます。 

現在、本市では６月市議会が開催されておりますが、複数の議員から“子ども・子

育て関係”の質問を頂いており、関心の高さを感じております。そのような中、本日

は前回に引き続き、ニーズ調査の結果を踏まえた推計等について、各団体の皆様から

ご意見を伺いながら、結果分析や補正の必要性、考え方など、活発なご審議をお願い

致します。 

また、平成２７年４月から始まる“子ども・子育て支援新制度施行”に伴う条例制

定に必要な各種基準につきましても、ご意見等を伺いたいと考えております。 

本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

説 明 

（事務局） 

配布資料の確認と説明 [事務局説明] 

第５回会議事項書 

他市との比較表 

鈴鹿市子ども・子育て会議傍聴要領（案） 
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教育・保育及び地域子育て支援事業の「量の見込み」について（前回配布） 

子ども・子育て支援に関する各種事業等の基準案について（前回配布） 

事務局 
ここからは議事に入りますので、会長にお願いしたいと思います。 

よろしくお願いいたします。 

長澤会長 

本日は、前回のニーズ調査の結果について、それぞれの団体で出された意見を伺い

たいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

まず、議事に入る前に、今回も非常にたくさんの方に傍聴をして頂いておりますの

で、“傍聴要領”について、事務局より説明願います。 

説 明 

（事務局） 

鈴鹿市子ども・子育て会議 傍聴要領（案）について ［事務局説明］ 

素案提出の経緯 

修正内容について 

長澤会長 傍聴要領（案）について、ご意見、ご質問はありますか。 

各委員 ⇒特になし 

長澤会長 

では、次回から傍聴要領（案）に従い進めていきたいと思いますのでよろしくお願

いいたします。 

続きまして事項書“2-(1)ニーズ調査の分析と推計等”について、事務局の方からよ

ろしくお願いいたします。 

 ２．議事 

説 明 

（事務局） 

(１)ニーズ調査の分析と推計等  [事務局説明] 

他市との比較 

比較の考え方について 

相対的比較 

参考自治体について ※鈴鹿市：人口約 20 万人 

周辺：津市（28 万人）、亀山市（約 5万人） 

同規模：豊川市（約 18 万人）、日野市（約 18 万人） 

教育・保育の量の見込みについて（他市との比較） 

地域子ども・子育て支援事業の量の見込みについて（他市との比較） 

長澤会長 

ありがとうございます。懸案となっておりました“他市との比較”について、デー

タを提示して頂きました。 

“他市との比較”という点について、ご意見、ご質問はありますか。 

駒田副会長、お願いいたします。 

駒田副会長 実績の数値は、「延べ」、「実人数」どちらでしょうか。 

事務局 
基本的に、“単位；人・日/年”については「延べ」、“単位；人”については「実人

数」です。 

駒田副会長 
年間（１人で）５回利用した方を、“１”とカウントするか、“５”とカウントする

かと聞いています。 
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事務局 利用人数と利用希望の人数と・・ 

駒田副会長 
そうではなく、例えば、地域子育て支援拠点事業の実績は、延べ［人数×回数］な

のか、実人数［複数利用は１回とみなす］なのか、どちらですか。 

事務局 
地域子育て支援拠点事業の実績では、利用者を単位（実人数）とした積算はしてい

ません。実績値には、複数回利用も含まれています。 

駒田副会長 
だから、複数回利用を“１”（実人数）とカウントしているのか、利用回数をそのま

まカウント（延べ）しているのかどちらですか。 

事務局 利用履歴は考慮せず、日々の利用人数を集計した数字です。 

駒田副会長 

そこに主なる問題の１つがあると思います。 

つまり、（実績値は）重複利用をカウントしているのか否か。例えば、一人の方が５

回利用した場合、それを“５”、“１”どちらでカウントしているのかを聞きたいので

す。 

まず、それは統計の基本です。 

事務局 実績値については、実人数を積算したわけではなく、延べ回数を・・ 

駒田副会長 ということは、「延べ」ということであって・・・ 

事務局 それに対して、推測値は、それぞれの家族の利用・・・ 

駒田副会長 

結構です。大体わかりました。つまり「実績値については、実人数は考慮しないで、

延べの回数で集計した」ということですね。 

大事なことは、量の見込み（H27～H31）については、“人”という単位ですが、実績

については、“回数”を単位としていることになるわけです。 

分かって頂けますか。要するに「基本単位が異なる」のです。 

事務局 ただ、現場では・・ 

駒田副会長 統計方法［情報収集手段］が知りたいわけです。 

長澤会長 事務局、お願いします。 

事務局 

地域子育て支援拠点事業については、「延べ人数」でカウントしております。 

また、事業によって延べ人数によるものと、そうでないものがありますので、全部

が「延べ人数」ではありません。 

駒田副会長 

従って、自治体によって統計方法が異なるので、比較ができないです。 

それともう１点、実績値と見込み量が全く異なる（開きが大きい）事業の解釈につ

いてです。最終回答率が５０数パーセントですので、不満のない方は回答しない可能

性や希望のある方は積極的に回答することを念頭におけば、実績値と量的見込のギャ

ップがある事業については、「十分な提供がなされているので（数字として）出てこな

いのだろう」という解釈もできるわけです。つまり、サービスを利用している方で、

特に希望がなければ、マジョリティ（多数派）に入ってくる可能性もあります。そう

いった補正がされていない。 

回答率（約５０％）から考えると、実態に即した答えが出てきていない可能性があ
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ること、もう１つは、実績値（の統計方法）が、各自治体で異なっている可能性ある

ということで、「もともとの統計の問題があるのではないか」と解釈いたします。 

事務局 

ホームページに公開されている数字には、細かい算出根拠が提示されていませんの

で、ご指摘のとおり、算出方法が異なっているデータを比較している可能性はありま

す。 

長澤会長 

そういうことも含めて、同規模の市であっても極端に異なる項目があります。例え

ば、“放課後児童育成事業”や“子育て短期支援事業”などです。その極端な違いにつ

いては、どのように解釈していますか。 

事務局 

実績値と予測値の違いの大きな要因は、回答者数（利用希望者）と希望回数の関係

があると思います。例えば、５００人の利用者が、“１回”若しくは“２回”との回答

しているケースに比べ、２０人の利用者のうち１０人が、“５０回”、“６０回”と回答

しているケースは、量の見込み値が引き上がることになります。 

回答内容（例えば 10 回以上）によっては、フィルター（補正）をかけて算出してい

るものもありますが、算出方法についての課題があるとみており、（今後も）実績値と

比較しながら、妥当な見込み量を検討していきたいと考えております。 

長澤会長 
ということは、都市間のバラつきについては、現在のところ、「算出方法の違い」と

いう見解ですか。 

事務局 そうです。 

長澤会長 
その他、意見はありますか。 

福本委員、お願いします。 

福本委員 

掲載されている数値は、アンケート（ニーズ調査）から推計されたものですか。 

そうだすると、一時預かり事業の実績数の中に、認可外保育所の数字［延べ 594 人］

が、計上されているのか気になります。 

長澤会長 

アンケート回収率が 53％であり、その中の認可外保育所利用者数は特定できないの

で、おそらく十分には反映されていない。当然、（認可外可保育所の利用者が）含まれ

ていない可能性もあると思います。 

反映されているか否かも含めて、皆様の方の実態に関する意見を出して頂いて、今

後、反映していく形になるかと思います。 

近藤委員、お願いします。 

近藤委員 

放課後児童育成事業について。現在、学童保育所の利用者数は年々増加している為

に満杯状態で、高学年は預かれない状況があると思います。また、スポーツクラブや

塾に通い、高学年が利用する時間（日数）が減ってきている現況とはいえ、今後、新

制度が施行され、６年生までを受け入れるとなると、もっと多くの子どもたちが利用

するという見込み（推計）もできると思います。例えば、桜島学校区内では、子ども

数は減少傾向ですが、学童保育利用者数は増加しています。［“桜島学童保育ももたろ

う”は、１組・２組を合わせると 160 名で満杯状態］ 

こういった現状を踏まえて、運営側が“H27～”の見込み量をみて規模を決めてしま
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うと、利用できない方が多くでると思います。そして、本年度だけでも、待機児童は

増えていると思いますので、算出された量の見込みで対応できるのか不安になりま

す。 

長澤会長 

同規模の市と比べても、鈴鹿市は結構低めに算出されています。この違いは、先ほ

ど言われた「算定方法の違い」なのか、それとも、「補正の必要性ある」のか、少し検

討して頂いた方が良いかと思います。 

その他、意見はありますか。 

村田委員、お願いします。 

村田委員 

“子育て短期支援事業（ショートステイ）”について。鈴鹿市は、他市と比較して一

桁少ないですが、その理由が今一よくわかりません。 

記載されている実績については、平成２４年度の数値ですが、平成２５年度の実績

はどれぐらいですか。 

長澤会長 事務局の方で、子育て短期支援事業についての実績データを持っていますか。 

事務局 今、手元にありませんので、調べて報告させて頂きます。 

村田委員 

平成２５年度の実績についてはわかりませんが、確か９月ぐらいに「予算がなくな

った（予算オーバー）」と聞いたと記憶があります。「予算不足の為に実績が伸びなか

った」という解釈はできないでしょうか。 

長澤会長 事務局お願いします。 

事務局 
基本的には、必要な予算は補正するのが前提ですので、「予算不足から実績が上がら

ない」ということは一切ありません。 

長澤会長 

この事業も他市と比較して一桁違います。これについても、「算定方法の違い」でし

ょうか。 

駒田副会長お願いします。 

駒田副会長 
場合によっては、「他の事業で吸収（代用）している」という解釈になるのでしょう

か。 

長澤会長 事務局、お願いします。 

事務局 

日中であれば、保育所等での一時預かり、あるいは、児童相談所における入所措置、

一時保護など、類似した制度の利用があるかもしれませんが、子育て短期支援事業（シ

ョートステイ）に関しては、宿泊を伴う部分の支援です（他の事業による吸収は考え

にくい）。ただ、詳しく把握していませんが、１つの要因としては、施設の所在の有無

［近隣、市内にあるかどうか］が、大きな要素であるかと思います。 

長澤会長 その他、ありますか。 

鎌田委員 

この会議は、“鈴鹿市としての子育てに関する将来ビジョンを立てていくこと”が、

各委員の共通した考えであると理解しています。 

今回、ニーズ調査の分析結果の報告を受けましたが、現状の実態をどれだけ反映し

ているのか非常に疑問があり、信頼性についても、「少し低い」としか理解できない結
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果ではないではないかと思います。 

前回、前々回と、現状を反映した数字を上げるよう要望したと思いますが、「その辺

の整合性は、一体どうなっているのか」、少し聞きたいです。 

長澤会長 
はい。懸案事項に関連してもう１つ。ひとり親世帯の課題があったと思いますが、

それについて、まず事務局の方から説明をお願いできますか。 

事務局 

ひとり親世帯の回収率が 3.9％で、低い印象を受けていたと思います。その数値の

信憑性を検証することになるかどうかわかりませんが、ひとり親世帯数の現況を、別

の数値から調べてみました。 

１つは、公立・私立保育所の中での、ひとり親世帯の割合です。おおよそではあり

ますが、公立・私立合わせて約 11％がひとり親世帯でした。公立幼稚園では、約 5.5％

という現状が見えてきました。 

もう１点は、児童扶養手当支給を受けている［0～6歳を対象とした］中での割合は、

約 5％でした。もちろん、支給には所得制限があり、“約 5％＝ひとり親世帯の割合”

ではありません。 

これらの数値から推察すると、約 5～11％ぐらいの間に、本来のひとり親世帯の実

数があることが見えてきたことをご紹介させて頂きます。 

長澤会長 駒田副会長、お願いします。 

駒田副会長 

厚生労働省のホームページを見ますと、ひとり親世帯数の最新のデータは約 3％で

した。鈴鹿市は、妥当かと思いますが、若年家庭が多い結果として（ひとり親世帯は）

多いですね。 

事務局 そうですね。“保育所”という性格上、当然、高いという気はしますが・・ 

駒田副会長 

母子世帯が 2.x％、父子世帯が 0.x％［全国の全世帯数による割合］、母子世帯＋父

子世帯＝3.x％という平成２５年度のひとり親世帯の調査データがありました。 

それに比べると、若年家族が多いことが理由になるかと思いますが、鈴鹿市はかな

り多いです。そこが鈴鹿市の特徴かもしれませんね。 

長澤会長 今、鈴鹿市の方から出されたデータは、今後、補正の方に活かすことは可能ですか。

事務局 

今回、このアンケートのベースは全国一律であり、実施については、“地域の実情に

合わせて行う”という指導の中で進めております。また、量の見込みについては、一

律に算出することで統計的な比較処理をすることが前提となっています。そして、但

し書きとして、算出された値については、地域の実績や今後動向を反映した判定を行

うことになっておりますが、これは、これまで議論して頂いていることであります。

ただ、余りに補正を加えるとは、一律な算出を行った意味がなくなると思います。 

乖離している数値に対し、「どう補正すれば実態を反映できるか」という答えを持っ

ているわけではありません。補正については、その地域の特性を当てはめた形で行う

べきで、今後は、「補正の根拠を明確にして整理を行い、それを会議の場で報告してい

く」という考えで進めていきたいと思います。 

長澤会長 そういう意味では、駒田副会長が言われたように、「ひとり親世帯が多い」というの
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が、鈴鹿市の特性であれば、その部分について補正をかけることは、“妥当な補正の仕

方”となりますね。 

あと、“外国籍の子どもの問題”についても、何度も意見が出されていました。この

点について、事務局より説明をお願いいたします。 

事務局 

“外国籍の方の問題”については、改めて、アンケートを実施するというのは難し

いかと考えており、イベントの際に意向を聞くなど、外国籍の方と交流のある部署も

含め、現在、色々な部署と協議をしておりますが、具体案［意向の反映手段など］ま

でには至っておりません。 

長澤会長 今後、「何らかの形でニーズの把握は行っていく」ということですね。 

事務局 

そうです。現状把握［意向傾向や就労形態など］レベルになる可能性もありますが、

何とか「現状把握程度は行いたい」と考えておりますので、少し時間を頂きたいと思

います。 

長澤会長 

以前から問題になっている“ひとり親世帯”、“外国籍の子ども”に関しては、補正

の実施と現状把握という方向ですが、先ほど鎌田委員の方から、「現状を把握していな

い」という意見がありましたように、現状把握ができていない箇所や今後検討を要す

る箇所があれば、皆さまからご意見を頂きたいと思います。 

事務局 

その前に、先ほど質問ありました“子育て短期支援事業（ショートステイ）”の実績

について報告致します。 

平成２４年度の実績は、“44（人・日）”となっておりますが、これは、実人数は 6

人であり、延べ 44（人・日）であります。平成２５年度の実績は、かなり増えており

まして、実人数 31 人で、延べ 109（人・日）です。 

村田委員 

児童相談所の措置制度は、預かれる事業ではありませんが、実際、予算不足の為に、

９月ぐらいから「児童相談所の方で対応できないか」という話があったと思います。

平成２５年度の実績は 109（人・日）ですが、平成２４年度の実績は、実態を反映し

ていない。反映していれば、津市のように一桁違ってくるように思えます［H25 津市

実績：延べ日数 350］。以上です。 

長澤会長 
その他の意見はありますか。 

西村委員、お願いします。 

西村委員 

子育て援助活動支援事業（ファミリーサポートセンター事業）について。平成２４

年度の実績に対して平成２７年度からの量の見込みが示してあります（H24 度の実績

に対して６割弱）が、実績は毎年確実に増加している現状であり、これまでの実績を

反映していない気がします。 

在宅育児を行っている母親にもかなり不安があり、両親の就労形態も多種にわたり

ます。当然、ひとり親世帯（の増加）も関係する状況の中、かなりの利用度（必要性）

が増しているので、若干危惧されるところがあります。 

長澤会長 実感としては、「もう少しニーズがあるのではないか」ということですか。 

西村委員 そうです。「必要性が高まっている」というは、年を追う毎に感じています。 
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長澤会長 
その他、何か実感的に違うという箇所はありますか。 

逆に事務局の方から、伺いたい意見や要望はありますか。 

事務局 

現時点では、実績値と比較しながら整理しております。病児・病後児保育事業や子

育て短期支援事業（ショートステイ）の実績値が実態と乖離している場合のように、

実際は、個々の立場、ケースで対応していて、アンケートの数値からは出てこない。

その部分は、補正すれば、数値はどんどん上がっていくと思いますが、意見や要望を

お聞きするよりも、基本的には、子育てのあり方を整理しながら、目標値を設定して

いくべきと考えております。 

長澤会長 
例えば、先ほどから実態との違いを指摘されている箇所については、具体的に「こ

ういうデータがあれば補正がかかる」とかいうのはありますか。 

事務局 

そういう意味では、今後、もう少し時間を頂きながら、データを収集し、必要に応

じては、現場把握の為のヒアリングの実施も検討しても良いかと考えておりますの

で、またご協力頂けばと思います。 

長澤会長 

今後に関しては、「実態と違う」という意見を元にして、事務局内での打ち合わせや

ヒアリングを実施するということで良いですか。 

駒田副会長、お願いします。 

駒田副会長 

疑問を引き起こしている一番大きな要因は、実績と需要（アンケート）の“単位”

をしっかりすり合わせていないからです。ずれた箇所はいくつかあると思います。 

例えば、アンケートの方では、“２回”、“３回”という利用回数で集計したが、実績

の方では、もっと多くの回数を利用しているかもしれない。１人＝１回にしてしまえ

ば話は簡単ですが、それで良いのか判断できないので、再度、アンケートの中身をよ

く読んで頂いた上で、アンケートの集計方法と整合性のある実績値にしなければ比較

は困難です。処々の事情を汲んで頂いて、実態と合うような実績値にして頂きたい。

それが主に違ってくる原因かと考えます。 

長澤会長 検討しておいてほしい項目はありますか。 

事務局 

アンケート結果と実績値を分析しながら、（過度の）アジャスト（調整）ではなく、

現状と合わせる必要はあります。そして、先ほどの繰り返しになりますが、今後のあ

り方も含めて目標値を設定する考えでおります。 

長澤会長 
その他、今後、検討しておいてほしい項目はありますか。 

鎌田委員いかがでしょうか。先ほど、「現状と違う」というご意見でしたが・・ 

鎌田委員 

先ほどの言われた内容（一律の調査、算出）は、１つの意見だと思います。 

確かに、ニーズ調査というのは、あくまで調査ですので、現状全てを反映できませ

ん。そのニーズ調査結果を元に分析した結果が示されている数字です。 

それで、「現状がもう少し理解できるような形での資料提示を・・」と、以前から事

務局にお願いしていましたが、その現状の数字とニーズ調査の数字に、どんな乖離が

あるのかを分析することで、鈴鹿市が進んでいく方向をある程度想定できますので、

現状を表した数字を提示して頂ければありがたいと思っております。 
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長澤会長 
このニーズ調査とは別に、「現状がわかるようなデータを出してほしい」ということ

ですね。 

鎌田委員 そうですが、今となっては非常に時期が遅いので、言い辛いです。 

事務局 
アンケートの調査結果分析、そして現状把握を行い、次の“事業計画案のとりまと

め”に結びつけていくことになるかと思います。 

長澤会長 

あくまで、「ニーズ調査の結果が全てではなく、現状を加味しつつ今後の計画を立て

ていく」ということで、「ニーズ調査結果が多少歪んだ形であったとしても、それは現

状のデータとのすり合わせを行う」と理解すればよいですね。 

他、何かありますか。 

各委員 ⇒特になし 

長澤会長 

では、大変だと思いますが、今後すり合わせの方、よろしくお願い致します。 

続きまして、事項書“2-(2)各種事業等の基準案”について、前回の会議でも説明を

しましたが、事務局の方からお願い致します。 

説 明 

（事務局） 

(２)各種事業等の基準案  [事務局説明] 

基準案の必要性 

鈴鹿市の方針 

参酌部分も含めて、国の基準どおり実施 

事前に提出された意見の紹介 

国の基準にそぐわない部分を具体的に示してもらえば、もう少し意見が出しやす

かった。 

長澤会長 

基準案について、各団体の方に持ち帰って、意見の集約を図って頂いたと思います

が、ご意見等がありましたら、よろしくお願いいたします。 

鎌田委員、お願いします。 

鎌田委員 

鈴鹿市は、三重県の他市と違い、今まで待機児童は出しておりません。量的な事を

言えば、今年度に関しても、私立幼稚園の１園、他所での定員増を合わせて 110 名の

定員が増えております。このことからも分かりますように、平成２５年度よりも、量

的には十分なアップが見込まれます。また、新支援制度になることで私立幼稚園を認

定こども園に移行すれば、もう少し柔軟な受入れ出来てくるのではないかと予想され

ます。それらの現状を考慮すると、「量的不足は余り考えられない」と思います。国は

各種保育給付の支援策（仕組み）を提案していますが、これは、待機児童がいること

が前提です。 

また、どの年齢層で待機児童が発生しているかというと、大半が０、１、２歳の低

年齢児です。大都市においても、３、４、５歳は殆どありません。支援新制度では、

低年齢児の待機児童対策として、“小規模保育［地域型保育給付］”という仕組みがあ

りますが、今後、鈴鹿市において低年齢児（０、１、２歳）が増えた場合には必要に

なるかもしれませんので、当然、事業計画案の中に入れていかないといけないと思い

ます。ただ、導入に際して、Ａ型基準（職員配置や面積基準によってＡ・Ｂ・Ｃ型の
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３つに分類。Ａ型：職員の保育士資格者の割合が 100%）を厳守し、保育の質の低下を

避けることが大切です。そして、小規模保育を終了後（３、４、５歳）の受け皿を整

備することも考えに入れておく必要があると思います。 

長澤会長 

今後、もしかすると、「０、１、２歳の需要が増えていく可能があるかもしれない」

ということですね。それが増えた時も含めての小規模保育とその後の連携のあり方に

ついてのご意見だったと思います。 

これについて、何かご意見等ありますか。 

駒田副会長、お願いします。 

駒田副会長 
私立幼稚園の将来的な構想としては、認定こども園の方に移行する所が多いのでし

ょうか。 

鎌田委員 

６月に、県が中心になって関連した説明会等も行われると思います。 

どうなっていくのかはわかりませんが、幼稚園には、設立の精神がありますので、

「設立の精神を失ってまでも保育の方に移行するかは疑問である」と一般的に言われ

ています。ただ、昨今の経済状況を考え合わせると、「果たして幼稚園として存続でき

るのか」など、色々な考え方があると思いますので、“（私立幼稚園の）認定こども園

化”というのは、十分考えられると思います。 

それと、公立幼稚園は、当然、幼稚園のままではなく施設型給付に移行されますの

で、今までとは少し違う形の運営方法にもなっていくかと思っております。 

駒田副会長 幼稚園と保育園では、意識が違うような気がします。 

鎌田委員 

私立保育園は、経営面での状況の変化などを勘案すると、“現行のままでの継続”でも

良いかと思います。ただ、国の方針が流動的で不明でありますので、“認定こども園へ

の移行”も十分検討する余地があります。その２つを念頭に考えております。 

長澤会長 福本委員、お願いします。 

福本委員 

先ほど、「定員増があり、量的不足はない」と言われました。また、「保育の質を落

としてはいけない」との事でしたが、確かに、子どもたちのことを思うと重要な要素

であると思います。 

認可外保育園の中には、“小規模保育所”についても、この規定（基準）に沿うよう

なことがあれば、「認可していただけるのではないか」という希望を持っています。そ

ういうことも１つの方法として考えて頂きたいと思います。 

私たちは、長い間、“認可外保育所”という立場で、鈴鹿市の子どもたちを預かって

きました。これは、保育を通じて健全な子どもを育て上げてきたという実績につなが

ると思いますので、「全くＡ型でなければならない」ということではなく、Ｂ型におい

ても考えて頂ければと思います。但し、頑なに「Ｂ型の小規模保育所を・・」と願っ

ているわけではありません。 

認可外保育所は、認可保育所とは別の、とても重要な役割を持っていると思います。

さまざまな事情［時間、年齢など］で、公立園や認可園に入れなかった子どもたちを、

認可外保育園では、引き受けてきました。今後もその立場は、働く両親にとってはと

ても重要なことだと思いますので、何も小規模保育所全てに拘るわけではありません
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が、ただ、「Ａ型に限る」というのではなく、Ｂ型として、認可外保育園のことも考え

の中に入れて頂きたいと思います。 

長澤会長 
小規模保育、認可外保育所についてのご意見でしたが、これについて、今後、基準

案等に盛り込んでいくなど、事務局からありますか。 

事務局 

小規模保育事業には、Ａ・Ｂ・Ｃの３つの型がありますが、この会議の方針として、

「Ｂ・Ｃ型を排除する」ということは、手続き上認められませんので、示された基準

を満たせば認めていくことになるかと思います。 

但し、当然、参酌すべき基準（鈴鹿市としての基準）というのは、この場で決めて

いくことになりますので、十分審議して決めていきたいと思います。 

長澤会長 伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

一母親としての意見です。認可外保育園の方々の頑張りはすごく理解できますが、

ただ、我が子を保育園に預けるとなると、保育従事者が、“保育士の有資格者”という

のは、１つの安心要素であることは確かです。資格を持っていなくても、経験豊富な

方はいるとは思いますが、「保育園に通わせたい」と考えた時に、有資格者の有無で選

んでしまうのも事実です。 

できれば、保育従事者については、保育士の有資格者が良いと思います。一時保育

で利用している保育園でも、「プロの仕事だ」と思わせる面があります。また、自身、

２人の子育て経験がありますが、子育て経験があるからといって、保育の仕事ができ

るわけではありません。資格取得の為にした勉強や経験は、一母親が少し研修を受け

ただけでは補えません。 

保育従事者については、保育士の資格を持っていてほしいと思います。 

福本委員 

それは誤解です。認可外保育所においても、資格を持った保育士は多くいます。ほ

んの一部、補助的な仕事をする方（無資格）はいますが、保育士資格者を採用して保

育をしております。 

伊田委員 決め事として括ってしまって良いか疑問です。 

福本委員 「決め事」とは？ 

伊田委員 Ａ型、Ｂ型、Ｃ型という括りを作って良いのか？ 

福本委員 

Ａ型というは、分園的な形で小規模保育所ですが、私たち認可外保育園が小規模保

育所を行うとするとＢ型になります。 

だからと言って、保育士がいなくてもＢ型が行えるということではありません。“家

庭的保育”とは違った部分があります。 

伊田委員 グループが違うということで、全員が有資格者ですか。 

福本委員 
多少、補助的な方はいますが、保育士の資格を持った者が、保育に当たっておりま

す。 

長澤会長 山口委員、お願いします。 

山口委員 認可と無認可、Ａ型・Ｂ型・Ｃ型の定義を教えて頂けますか。 
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長澤会長 事務局、お願いします。 

説 明 

（事務局） 

認可保育所と認可外保育所について  [事務局説明] 

認可保育所：国が定めた許可基準を満たして都道府県知事に許可された施設 

認可外保育所：認可保育所以外 

様々なケースがある。 

支援新制度施行後について      [事務局説明] 

認可保育所 

現行のまま継続 

認定こども園に移行：認可保育所＋幼稚園機能［保育所型認定こども園］ 

認可幼稚園 

認定こども園に移行：保育所機能を持つ［幼稚園型認定こども園］ 

認可保育所/認可幼稚園 

認定こども園に移行：保育所と幼稚園が合体［幼保連携型認定こども園］ 

認可外保育所（小規模）※待機児童解消の為の選択肢を広げるねらい 

地域型保育事業に移行し認可を得る 

小規模保育事業 

家庭的保育事業 

事業所内保育事業 

居宅訪問型保育事業 

小規模保育事業について       [事務局説明] 

類型：Ａ型、Ｂ型、Ｃ型 

定員規模：６人以上１９人以下 

資格(保育士)：Ａ型 100%、Ｂ型 50%、Ｃ型 0%［但し、一定の研修が必要］ 

許可基準について 

国が定めたものであり変更はできない。 

市が国の内容を踏まえて条例（市の基準）を制定する際に、厳しく設定すること

は可能。（基準を緩和することは認められていない） 

福本委員 

補足させて頂きます。最低基準については、遵守すべきものだと思いますので、で

きるだけ努力していかなければいけないと思っております。 

認可外保育所については、県・市に届出をし、県から毎年１回、立入調査を受けま

す。調査の結果、改善指導を受けた項目は、改善策を講じ報告をしなければなりませ

ん。従って、許可外保育所だからといって「保育の内容が劣る」訳ではありません。

ちゃんとした県の指導の下に認可外保育所を運営しておりますので、ご心配頂くこと

はないと思います。 

駒田副会長 
さらに補足すると、役立っているかどうかはわかりませんが、園医（嘱託医）の有

無からも、間違った印象を与えることがあると思います。 

福本委員 “無認可（認可外）”の意味を十分承知しておりますので・・・ 

長澤会長 設置基準の論議とは別に、鎌田委員が言われたとおり、“質の問題”については、会
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議の当初より出ていると思います。 

鈴鹿市は、量的な部分では十分満たしていると思いますので、質の部分は、「ここか

らどう追求していくのか」が、１つの課題です。また、それを、この会議で審議でき

るのかというのも今後の課題かと思います。だた、“質の問題”というは同時に考えて

いきたいと思います。 

他、何かありますか。 

近藤委員、お願いします。 

近藤委員 

放課後児童育成事業に関して。これまで補助金のみでしたが、鈴鹿市基準（案）が

作成され、６月２日には、市から各学童に説明会がありました。鈴鹿市が他市に先が

けて、学童保育関係者に示してくれたことは、とても感謝しております。 

まず、本市基準（案）と補助金について。児童の集団の規模ですが、国の基準（案）

“おおむね４０人以下”に対し、現況の大規模化を考慮して、本市基準（案）は“７

０人まで”となっています。この場合に、補助金の扱いはどうなるのでしょうか。 

次に、専用区画の面積について。国・本市の基準（案）では、児童一人につき“お

おむね 1.65 ㎡以上”となっています。保育所の場合、幼児では一人につき“1.98 ㎡

以上”です。１年から６年と成長と共に体も大きくなっているのに、（保育所の基準よ

り）一人当たりの空間は狭くなっています。「国が定めた基準です」と言われると仕方

ないですが、もう少し考えて頂けないかと思います。 

運営主体については、法人、運営委員会、父母会などがありますが、運営主体への

負担は大きいので、父母会形式で行っている場合は、次期運営委員長のやり手がいる

のか、また、経過措置（平成３２年３月３１日まで）の間に、７０人対応の施設整備

がされるのか不安です。 

あと、６月２日の説明会では、規則を見直していくとの事でしたが、細部に関して

も見直すのであれば、鈴鹿市学童保育連絡協議会としては、一緒に考えさせてほしい

という意見もありました。次回開催予定は８月１３日です。これから夏休みを迎え、

指導員としては動き難い時期ではありますが、条例案を９月に上程するとして、今後

のスケジュールがわかればとても助かりますので、教えて頂きたいと思っています。

よろしくお願いします。 

長澤会長 

（質問の）１つ目は、定員増に伴う補助金の問題。２つ目が施設の面積の問題。３

つ目が今後の予定について、以上３点だと思います。 

この３点について、事務局からお願いできますか。 

事務局 

まず、児童の集団の規模について。鈴鹿市は、３６の放課後児童クラブがあり、そ

の内１８のクラブが４０名を超えています。現況において、“おおむね４０名以下”と

いう基準を採用した場合、１８のクラブが基準外となってしまいます。そこで、本市

基準（案）では、“おおむね４０人以下”（国）とし、上限を“７０人”と考えており

ます。四日市市では“６０人まで”という基準を考えているようです。また、４０人

を超える場合の補助金の適用については、国の方針が４０人規模ではありますが、（制

度変更後）直ちに補助金が廃止されるとは聞いていません。市としては、今後も安定
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運営ができるように、４０人を超えた場合の補助金の継続を、国や県に対して要望等

を上げております。ただ、現段階では、未回答の為この程度しか申し上げることがで

きません。 

次に、専用区画の面積について。確かに、保育所［幼児一人当たり 1.98 ㎡］の基準

と比較して、“児童一人当たり 1.65 ㎡”というのは、小学生の成長を考えると矛盾し

ております。子どもたちが安全で、安心した生活ができるためにも、ある程度の広さ

は確保しなければなりません。しかし、放課後児童クラブの場合、広さ（場所）が限

られている為、一人当たり専用区画の面積基準を厳しく（広く）すると、待機児童が

発生することになりかねない。先ほどの意見にもありましたように、年々利用者が増

加している状況下［H25 年度：100 人増加］では、多くのクラブ又は、保護者の方々が

困る事態を回避するため、“おおむね 1.65 ㎡以上”という基準としておりますが、ご

理解を頂きたいと考えております。 

事務局 

今後のスケジュールについてですが、基準案などの上程は、制定後運用[入園募集な

ど]を考えると、９月頃を想定しないといけない。そして、９月上程を想定した場合、

基準案の作成は、組織内の手順[議会報告等]やパブリックコメントの実施（７月の１

ヶ月程度）などを勘案すると、６月中には固めておくのが良いと思います。 

長澤会長 
基本的には、「９月の議会にかける方向で、そこに向けて色んな作業を進めていく」

という事ですね。 

事務局 

それより遅くなりますと、行政側も含め、保護者の方にも、募集等で非常に混乱を

招くことになるかと思います。その先のステージ[事務手続き]を考えると、９月ぐら

いかと思います。 

長澤会長 近藤委員、よろしいでしょうか。 

近藤委員 ⇒了解 

長澤会長 駒田副会長、お願いします。 

駒田副会長 

“公定価格”（国から提示）は、募集要項に明記する必要あり、早期の提示が望まれ

ていますが、いつ頃になりそうですか。 

今年度の募集要項には、「反映されない時期になりそう」ということでしょうか。 

事務局 

そういうことも想定されると思います。 

５月（H26）に、公定価格の仮単価については提示されていますが、“仮”の状態で

すので、想定していくのは非常に難しいと考えます。おそらく、正式に提示されるの

は、年末から年明けだと思いますので、利用者負担（保育料）などについては、それ

からの話になるのかもしれません。今年度については、内部での検討が必要だと思い

ます。 

長澤会長 そういう意味では、国や県の対応の方が、遅れる可能性があるということですか。

事務局 

従前の保育単価、保育の運営経費の確定においても、最悪、年度ぎりぎりまで提示

されないのが実情であります。法律（条例）については、順次進めていく動きになっ

ておりますが、実際、公定価格[いわゆる運営費]については、国の予算措置が伴うこ
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とになりますで、あるいは、不確定のまま施行される場合も考えておかなくてはいけ

ないと思います。 

駒田副会長 計画（の内容）と同時に、事業にとっては金額が重要になってくると思います。 

事務局 色々な情報については、それぞれの運営主体に流れるとは思います。 

長澤会長 
その他、この基準案について、他にご意見等ありますか。 

伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

基準案とは別かもしれませんが、新制度が導入されると、公立幼稚園の保育料につ

いては、応益負担（所得に関係なく、同じサービスを受けるものは同じ金額）から応

能負担（世帯の所得に応じて負担額が変わる）に変わると聞きました。 

月謝の安さが、公立幼稚園を選択する大きな要因だと思いますが、負担額が明確で

ないまま入園すれば、後日、不満[想定していた金額と違う、金額がわかっていたら私

立へ入園したなど]に思う保護者も出てくると思いますが、その当たりはどのように

考えていったら良いですか。 

事務局 

少し補足させて頂きます。 

先ほど、「公定価格の仮単価が、国から提示されている」という説明がありました

が、その後、「各自治体の準備が進まない」ということで、先般、利用者負担のイメー

ジが示されました。それを１つの形として、１０月以降には、“案内”という形で、階

層区分別に金額を提示していこうかと考えています。ただ、最終的に確定するのは、

公定価格の“仮”という部分が取れた段階になると思います。 

長澤会長 中島委員、お願いします。 

中島委員 

公立幼稚園の保護者代表です。 

毎年、募集期限が９月２０日頃までですが、「利用者負担額の案内（提示）は１０月

以降」ということは、募集締め切り後になるのですか。 

事務局 
今回の予定として、９月の定例議会に条例案を上程する関係で、園児募集が、例年

よりひと月は遅くなり“１０月以降”と考えております。 

中島委員 
在園の方もいますので、１０月の利用者負担額の提示の前に、市から保護者に対し

て説明をして頂けるのでしょうか。 

事務局 

例年の状況が変わってきます。当然、予め保護者、市民の方への周知は、何らかの

形では必要ですので、ご心配して頂くことのないように、対応はしていきたいと思っ

ております。 

中島委員 

結構、制度が変わる事を知らない方が、保護者の中には大勢います。 

公立幼稚園の保護者数名に話を聞きましたが、地域と密着していて小学校と連携が

深い事、また、保育料の安さに比べ質の高い教育を受けられる、という理由で公立幼

稚園の入園を希望されています。その辺を考慮して頂いて、保護者にはなるべく早く

周知して頂きたいと思っております。 

長澤会長 
先ほど、「パブリックコメント７月ぐらいに実施する」という話でしたが、もし実施

するのであれば、この話（利用者負担額）も同時に出した方が良いのではないですか。
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後から出てくると、色々大変はことになるような気がします。 

事務局 検討してみます。 

長澤会長 伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

私立幼稚園の願書の締め切りも９月末ぐらい（公立幼稚園と同時期）だと思います。

利用者負担の内容次第では、公立から私立への変更を考える方もいると思います。

その判断が余裕をもってできるように、私立幼稚園の願書の締め切りも考慮して、保

護者への説明や募集時期を考えないと、来年度からの制度変更を知っている保護者も

少ないので、選択（公立・私立）が困難になります。 

事務局 

今日は、私立幼稚園の代表として参加している古市委員が欠席ですので、事務局よ

り、公立保育所、幼稚園の動向を示した上、私立幼稚園としての対応を確認します。

それから、一応、平成２７年４月から新制度が施行されますが、新制度に対する対

応は、それぞれの機関（施設）で異なってまいりますので、従前どおりのやり方で行

われる場合もあります。いずれにしても、募集時期の統一などは、可能な限り調整し

たいと思います。 

長澤会長 伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

新制度の施行により現状の利用者負担を超えた場合、鈴鹿市からの補助はないので

しょうか。 

基本的に「保育料は上がる」という覚悟が必要ですか。 

事務局 

決してそんなことはないです。幼稚園の保育料の設定については別ですが、保育所

に関していえば、世帯の所得によって違いがあるとはいえ、実際の利用者負担は、国

の徴収基準の６割弱です。言い換えれば、４割前後は、既に税金で負担している状況

です。 

我々の立場だけでなく行政全体で考えなくていけないので、この場で明言はできま

せんが、少なくとも現行の利用負担の水準を基に検討します。国の基準見直しにより、

ある程度は、連動（影響）するかもしれませんが、今のところ国の基準どおり適用す

るつもりはありません。 

長澤会長 その他、ありますか。 

各委員 ⇒特になし 

長澤会長 では、その他の事項として“今後の予定について”、事務局よりお願い致します。 

 ３．今後の予定について 

説 明 

（事務局） 

次回の予定について  [事務局説明] 

８月１３日（水）午後～ 

長澤会長 
これにて議事を終了し、司会は、事務局に戻します。 

よろしくお願い致します。 

 ４．閉会 

事務局 ニーズ調査、基準案につきまして活発なご意見を頂きましてありがとうございまし
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た。 

特にニーズ調査の関係につきましては、実態がなかなか反映されてないということ

も、次回に向けて検討し、極力反映した、ある程度見込み[将来推計]として出せるよ

うな数値を算出したいと考えております。 

また、基準案につきましても、色んな意見を頂きましたありがとうございます。今

回頂いた意見も反映しながら条例化に向けて進めていきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いしたいと思います。 

どうもありがとうございました。 

 


