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平成 26 年度 第６回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26 年８月 13 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），井ノ口 智士，南 小百合，林 和枝，

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，西 繁 

（以上１４名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部次長（和田），保健福祉部参事（舘）， 

児童保育課長（森川），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（白木ＧＬ），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１３名） 

傍 聴 者  １７名 

資  料 

１．教育・保育事業及び地域子ども・子育て支援事業推計結果 

２．子ども・子育て支援事業計画（案） 

３．各種事業等の基準（案）に関する意見募集結果について 

４．保育の必要性の認定にかかる労働時間について 

備  考  

 

冒頭の事項 

１．開会 

・事務局挨拶（司会進行） 

・部長挨拶 

・資料確認 

事務局 

定刻がまいりましたので、ただ今から第６回鈴鹿市子ども・子育て会議を開催させ

ていただきます。本日は大変お忙しい中、また暑い中ご出席をいただきましてありが

とうございます。 

今回３名の委員の方が所用で欠席をされるという旨のご連絡をいただいておりま

す。他に１名の方が遅れられますので、現在 14 名の出席により開催をさせていただ

きたく存じます。 

では開会に当たりまして、保健福祉部長よりあいさつを申し上げます。 

保健福祉部長 

皆さま、こんにちは。保健福祉部長の松井でございます。盆休みに入っております

が、ご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。 

先日の台風 11号は、県内に大雨特別警報が初めて発令され、緊張が走るとともに、

非常に大きな不安もあったわけですが、幸い市内には大きな被害はなく、ひと安心で

した。最近の天候は非常に不安定で、このようなことが日常的に繰り返されている状

況です。今後もこういった情報に、皆さまも十分気を付けていただきたいと思ってお

ります。 
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さて、例年では、この時期に新年度の保育所の申し込み案内や、幼稚園の園児募集

等の準備に追われているところですが、来年４月に始まります「子ども・子育て支援

新制度」のため、本年度１カ月ほど作業が遅れている状況です。 

先月実施いたしました「子ども・子育て支援新制度」に伴う各種事業の基準案につ

いてのパブリックコメントには、非常に多くのご意見を頂戴いたしております。その

結果については、後ほどご報告させていただく予定です。この基準に関する条例につ

いては、９月の市議会定例会での議案提出に向けて、現在私ども準備をしているとこ

ろです。 

本日は以前からご協議いただいています「量の見込み」の推計とそれらの確保方策

についてご議論を深めていただき「子ども・子育て支援事業計画」の策定に向けての

準備を進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

簡単でございますが、開会に当たってのごあいさつとさせていただきます。よろし

くお願いいたします。 

事務局 

ありがとうございました。それでは議事進行に入ります前に、本日の資料の確認を

お願いします。 

本日の資料は、資料１として，推計の結果を「教育・保育事業及び地域子ども・子

育て支援事業推計結果」を、資料２として、A4の横判で、「子ども・子育て支援事業

計画（案）」、全体像から確保方策という内容をまとめたものです。それから資料３と

して、「パブリックコメントの結果」、それから資料４として、「保育の必要性の認定に

かかる労働時間について」の資料と、以上４点ご用意をさせていただいております。

ご確認をよろしくお願いします。 

それから今後の会議の予定ですが、今年度あと 11 月、それから２月と、今回を含

めまして３回、子育て会議を予定しており、開催回数が限られていますので、本日の

議題等につきまして基本的に確認をいたしたいと考えています。本日は資料１・２の

「量の見込み」推計の結果につきまして、重点的にご審議の方をいただきたいと考え

ております。次回 11 月開催予定の会議では、この推計に基づいた結果の確保方策で

あるとか、「鈴鹿市の子ども・子育て支援事業計画の骨子、事業計画」について、ご協

議いただくことを予定しています。どうぞよろしくお願いします。 

それではここから議事に入りますので、司会進行は会長さんの方によろしくお願

いいたします。 

 ２．議事（以降，会長により議事進行）  

長澤会長 

それではよろしくお願いいたします。さっそく議事の方に入ってまいりたいと思い

ます。１番目「推計と確保方策」ということで、事務局の方からよろしくお願いいた

します。 

事務局 

それでは、説明させていただきます。前回、前々回と、ニーズ結果に基づきました

「量の見込み」推計結果につきまして、いろいろご検討いただきましたが、ニーズ調

査結果からは、現状と乖離する部分が多くて、実態が反映されていないというご意見

などたくさんご指摘をいただきました。そういった中で、この過去３年程度ですけれ

ども、実績，実態をお示しながら、各項目につきまして補正を加えながら、今回，数
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字の方をまとめてまいりましたので、提案させていただきます。詳細についましては

委託業者の方から説明をさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

説明 

（事務局） 
推計結果（資料１・２）についての説明［事務局説明］ 

長澤会長 

ありがとうございます。前回,皆さまの方から頂いたご意見を元に、今回補正値をこ

ういう形で出させていただきましたけれども、これについてご質問、ご意見等ござい

ましたら、よろしくお願いいたします。 

駒田副会長 

どうもお疲れさまでした。一つは延べ件数が述べられたことがありますが、本来な

らば、回数別にヒストグラムを作って、多い所は中ほどを切るという形が正しいかと

思うんですけれども、どのカットオフで、上位，何％で切られたんですか。それは統

計的にはそうするものですね。数値を合わせるためにカットオフを使ったという解釈

でよろしいですか、今回は。統計的に正しいやり方ではないけれども、その上下の物

を切って数値を合わせたという解釈でいいですね。しかし統計的に正しく、その上下

５％を切るとか、10％切るっていう形にはしてないわけですね。 

事務局 

しかし、都合のいい数字も持ってきて、整合性はとれますが、前提としては、ベー

スの数字は、これまでやってきた人口推計をベースにしており、その前提は変えてお

りません。それと数字についても、実績値をにらみながら、アンケートの結果を反映

した数値を使って算出しています。 

駒田副会長 
だからそこをカットする根拠は、特になかったわけではないわけですね。統計的な

根拠でやったわけではないということですね。 

事務局 そうです（上限のみカットした形です）。 

駒田副会長 

あともう１点、鈴鹿市の人口動態は、本来推計で採用していくものなのですが、な

かなか実績と一致していない状況でした。その理由の一つが、出生数よりも１歳から

２歳、３歳にかけての人口の方が数百人のことですけども多いです。この差に流入人

口等の影響が含まれていると解釈してよいのですか。流入人口が結構多いですから、

そこはこの中に含まれていると解釈していいのですね。つまり、この増えている所が、

流入人口が反映されていると前提にして作っていると考えていると解釈してもいい

と考えてよろしいでしょうか。 

事務局 

その前提となる変化（自然増加と社会増加）が経年的な変化に反映しているものと

して、年齢別人口の変化を反映した将来人口のベースになっています。 

この方法に関しては、今回の国の指針に書いてございますように、人口問題研究所

での参考値として、実施しております。 

駒田副会長 それを利用したわけであってということですね。 

事務局 
鈴鹿市のこの１年の数値を反映しているというよりも、前のこれまでの伸び方を、

１年ごとの変化として反映して出来ていると解釈しています。 

駒田副会長 

しかしそれが、過去 20年前とか、10年前に出した推計、人口の推計と若干、鈴鹿

市は小さい子どもが大きくなっている状況ですが。その原因として、流入人口が大き

いからと考えられると思いますが、しかも流出人口も含まれているわけですから、
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様々な影響が含まれていることを考慮していく必要あると考えてください。 

事務局 基本は、総合計画の人口推計はベースになっていると考えています。 

駒田副会長 

結局、「いろいろな社会人口の変化の影響をいろいろ考慮しないといけないという」

こちら側からの提案ですから、今後の検討に配慮してください。 

その他の点で、全戸訪問事業の方が 92％の訪問で完了と解釈しているわけですか、

この 92％の根拠というのは、市の方での実績は最終的に数家族にまで絞り込んでい

るはずですが、できてないところは。だから 92％というのは実績と考えていいでしょ

うか。 

事務局（健康づ

くり課） 
これまでの実績ということで、92％と示させていただきました。 

駒田副会長 これは５％ぐらいの方は、まだ入院しているかもしれない、３％ぐらいはね。 

事務局（健康づ

くり課） 
そうですね。 

駒田副会長 
その他に、行方不明者も含まれていると思いますが、行方不明者のことは保健セン

ターの方で把握されていますね。 

事務局（健康づ

くり課） 

残りの８％については、一応全戸訪問してなくても把握ということでやってきまし

た。 

駒田副会長 この 92％っていうのは、最初のワンクルーと判断してよろしいですね。 

事務局（健康づ

くり課） 
そうですね、４カ月までに訪問できているのが、この結果になります。 

駒田副会長 やっとできた子どもたちということですね。 

事務局（健康づ

くり課） 
そうです。 

駒田副会長 はい、ありがとうございます。 

長澤会長 その他、ございますか。 

鎌田委員 

今、駒田先生とのご意見と少し重なるところがあると思うんですけれども、１の推

定結果のこの見込みの数字を追っていくと、保育の方の２号認定、３号認定の数は、

26年度をピークにして、下がっています。幼稚園はちょっと 27年、28年と少し増減

していますが、これも減少しており、合計しても子どもの量の見込みとしては減少し

ていく結果となっています。先ほど駒田先生の「出生とそれから流入人口の影響が含

まれている」というご意見も踏まえながら、考えていくと、行政側として、これから

子どもの数というのは、鈴鹿市としては少なくなっていくんだという認識でしょうか

確認させてください。 

長澤会長 では事務局の方お願いします。 

事務局 

推計に関して、先ほど説明しておりますように、あくまでも人口推計に基づいた結

果です。この結果、全人口や子ども人口に関してその増減に関する予測は、非常に難

しい判断だと思います。例えば、全国的に少子化が進行している中で、鈴鹿市だけ増
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えるような要素を取り入れたデータを入れるとなると、例えば少子化対策を他市調

査、他市町と比較して、非常に有効な施策を展開していかない限りは、基本的にはデ

ータに基づいた推計を行うことになります。これについては、いずれの市町村でも同

じような考えでやられると思っておりますので、極めて特化した施策を打ち出さない

限りは、特に鈴鹿市ぐらいの人口規模になりますと、小さな市町村ですとちょっとし

たことで、子ども、人口を増やすということは可能な施策はあるか分かりませんけれ

ども、標準的な団体である鈴鹿市の場合ですと、なかなかそれも打ち出しづらいとい

うのが、私の考えでございます。 

長澤会長 

事務局として、基本的には少子化傾向は続くという認識だということですね。 

その他、ご意見ご質問等ございますか。一応この量の推計を元に、今後骨子を作っ

ていかれることになると思いますので、ここで十分ご意見頂いておいた方がよろしい

かと思いますので、何かございましたら。 

西委員 よろしいですか。 

長澤会長 はい、西委員お願いします。 

西委員 

この推計は、今言われた人口動態等を基本に考えているのか、新しいその制度に移

行したと仮定して、このような推計をしているのか、どちらなのかを質問したいと思

います。 

長澤会長 はい、この点については事務局お願いできますか。 

事務局 
この 23 年来、直近の３年間、そういった実態を踏まえた中での、４月以降どうな

るかを見ています。 

長澤会長 
あくまでも、現状を踏まえた上の数字だということですよね。その他、ございます

か。 

林委員 

この項目がたくさんある中で、「子育て短期支援事業、ショートステイ」というのが

あるんですが、これについては、ここではどういう扱いで、ショートステイを挙げら

れたのか、ちょっと聞きたいんですが。 

事務局 

子ども家庭支援課白木です。よろしくお願いします。 

児童虐待とか発達相談であるとか、支援の方の相談件数が年々増えてきている中

で、25年度、数値を見てもらうと急に上がっていますが、子どもの養育に問題のある

保護者さんや、家庭において一時的に育児疲れなどの軽減をしてもらうために、約１

週間程度子どもを預かる制度がショートステイになります。 

これを児童養護施設であるとか、里親さんに頼む場合もあるんですけれども、そう

いう所に出して、その間に、保護者様がリフレッシュできて、また家庭の方にお子様

を帰させていただくという事業です。 

林委員 

その事業なのに、こういうふうに同じような誰でも使える形でここに並べられると

いうことは、私はおかしいと思うんです。きちんと、利用条件を明確に示しながら資

料に整理される必要があると思います。この資料だけ見ると「これは誰でも頼めるん

だ」と間違われると思いますので、表記に気を付けてください。 

事務局 分かりました。 
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長澤会長 その他、ございますか。 

鎌田委員 

５番目の「病児・病後児保育」なんですけど、数値的には 25 年度の実績と推計し

てあまり変わらないように出ているんですが、これは現状の形で考えると、この数字

なのかなと思います。鈴鹿市は病児・病後児を受け入れていただいている病院の先生

方にとって、非常に大変なことだと思います。受け入れ先も現状では非常に少ないで

す。今後、受け入れ先の充実も含め、制度のＰＲ等十分行ってください。基本的に潜

在的に必要としている数というのは、もっとあるように思いますので、推測に考慮し

ていただく必要があると思います。 

長澤会長 
潜在的にはもっとニーズがあるというご意見ですけれども、これについて事務局の

方、いかがでしょうか。 

事務局 

事務局としては、潜在的にはもう少し高いのかなという認識もございます。ただ病

児、病後児の保育につきましては、そのお子様の状態、特に病児については、医師と

の連携は強く実施する必要があります。これに対して、病後児に関しては、病児ほど

医師の方との連携を強めなくても、若干の投薬等の対応で、保育所の方の併設型で看

護師を配置しておけば受け入れ可能なケースもあると思います。そこで、もっと詳細

に利用ニーズ等を把握させていただく必要はあるかと考えております。 

今回の場合は、ニーズ調査からの推計値であることと、鎌田委員におっしゃってい

ただいたように、数カ所、１カ所の実施期間でございますので、受け入れ先の許容量

の問題もありますので、現在の推計結果になっています。 

長澤会長 
今後、事務局として、潜在的なニーズを含めて個別的なニーズを把握していく必要

は、感じていらっしゃるということでよろしいですか。 

事務局 はい。 

長澤会長 駒田委員お願いします。 

駒田副会長 

追加で確認させてください。病状が落ち着いてから、どれだけ休まなきゃいけない

かっていうことに関して、乳児は去年から１日延びたんですよね。熱が下がってから

48時間だったのが 72時間に延びてしまったので、実質かなり大きな数が病後児で増

えてしまっているというのがあります。おたふくかぜに関しては、症状が消えるまで、

２週間とか 10 日とかありましたが、症状の発現から５日になりましたので、ぐっと

減っています。それを加味したような形の推計をしていかないといけないのですが、

症状は一般的には、インフルエンザの場合が一番多いと思います。そこで、病後児は

去年あたりから病後児に当たる方はぐっと増えているはずだと解釈しています。熱が

下がってから 72時間は、学童よりも１日多いことも影響していると思います。 

長澤会長 はい、林委員。 

林委員 

私たちは赤ちゃん訪問を主任児童委員として始めてから、ファミリーサポートがあ

るということは、生まれて初めて赤ちゃんを育てている方には、必ず PRをしており

ますので、今までよりは皆さんには啓発できているかなと思っておりますので、参考

に。 

長澤会長 その他、ご意見ご質問等ございますか。よろしいでしょうか。 
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伊田委員 

４の「一時預かり事業」なんですけれども、25 年度の実績の 1 万 892 人と比べる

と、27年度は増えていますが、その下の表の 24年度の実績と比べると、27年度はそ

れよりも減っているのはおかしいと思います。一時預かりの事業を利用してみたいっ

ていうお母さんたちは多いですが、実際は利用できない面もあります。例えば、その

利用料金や保育料が高かったり、利用申し込みをしたとしても、園の方で申し込みが

多くて使えない場合もあります。こうした潜在的なニーズもあり、この数では足りて

いるのかなと思います。現在の利用枠の中で考えると利用できていない潜在的な利用

者が離れたことにより、利用者が 24年度よりも少なくなっている可能性があります。

長澤会長 

２点質問だと思うんですけど、まず１点目、この 24 年度の数と、それと実績、そ

の後の実績値との差のところ。それからあと後半の方で、潜在的なニーズももう少し

ありそうだというお話ですよね。それについて２点あるかと思いますが、１点目につ

いては、これは創建さんの方でいいですかね。それから２点目の方はまた事務局さん

の方からお願いしたいと思いますのでお願いします。 

事務局 

おっしゃっていた 24 年度の一時保育、特に公立の市立の保育園の方が 2,652 人で

25 年度が 400 人ほど下がっている。これは何故かとおっしゃっていると思うんです

が、一時預かりの場合、公立は２カ所で神戸保育所と河曲保育所でさせていただいて

いるんですが、何故かというのは、具体的には調査がされていないんですが、おっし

ゃるとおり、１カ園１日にお預かりできる園児の数は決まりがありますので、超えて

しまいますと、神戸保育所の方ではお預かりできませんので、他の園でお願いします

というようなご案内をさせていただいている。事情によっては、河曲保育所、もしく

は民間の保育所の方にお願いをするというようなケースはあるんですけれども。具体

的に 400っていうのは、何故数字が落ちたかというのは、把握はできていません。 

長澤会長 もう一つの方の潜在的なニーズについては、いかがでしょうか。 

事務局 

今言われましたように、実態としまして、『利用したいけれども』という把握は非常

に難しいかなと思います。ただ今回、推計を出させていただいたのは、こういった指

針に基づきながら、あるいは補正をしながらさせていただいてはいるんですが、確か

にもう少し伸びてもいいかなという考え方も一つの考え方かなと思いますので、再

度、把握ができるかどうかも含めて、数字については確認をさせていただきたいと思

いますので、よろしくお願いします。 

長澤会長 
では、この数字のこの増減も含めては、もう１度再検討していただくということで

よろしいでしょうか。その他ご意見、ご質問、西村委員お願いします。 

西村委員 

ひとつ、③の「子育て支援事業」について質問ですが、その右上の単位が、延べ人

数になっておりますが、この 4,178っていうのは活動件数と一緒なんでしょうか。こ

れは人数でよろしいんでしょうか。 

長澤会長 この実績値の数は延べ人数でよろしいかという質問なんですけれども。 

事務局 これは利用件数になります。 

長澤会長 こちら利用件数ですか。 

事務局 延べ人数という記載はありますけど、実際、これは利用件数ということでご了解く
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ださい。 

長澤会長 

その他。よろしいでしょうか。では２番目の議題に移らさせていただきます。「パブ

リックコメントの意見結果」の方に移ってまいりたいと思います。事務の局の方、よ

ろしくお願いいたします。 

説明 

（事務局） 
パブリックコメント意見結果（資料 3） 説明・報告［事務局説明］ 

長澤会長 

ありがとうございます。こちらのパブリックコメントを見ていただいて分かると思

いますが、不安とともに誤解も結構あるような気がします。この点については、先ほ

ど市の方から報告がございましたとおり、今後、何らかの形で市民の方にも説明をし

ていただくということになっております。その上で皆さまの方からご意見、ご質問等

がございましたら、よろしくお願いいたします。 

西委員 よろしいですか。 

長澤会長 はい、西委員、お願いします。 

西委員 

私は公立の幼稚園、小学校の全体の会長という立場で出させていただいています

が、冒頭事務局のご説明があったように、公立幼稚園の募集については、今年度はひ

と月遅れております。例年であったらもうすでにこの時期、閉め切りが近づいてきて

ということです。ところがひと月遅れている理由を、公立幼稚園の先生方が十分把握

できない状況が続いております。このことで保護者も「新しい制度では、保育料がず

いぶん上がるのではないか」「算定の仕方が変わってくるのではないか」ということで

不安になっている状況です。また、新しい制度の中で、公立幼稚園のサービスが何か

向上するのかというあたりも十分説明できない状況です。先ほど、説明いただいた内

容は、現状の推計把握をしているということでしたが、新制度を導入した時に、幼稚

園と保育園（新制度では１号認定と２号認定への分離）へ希望がどのようになるのか

というのは、ずいぶん違うような気がします。特に公立幼稚園は保育料が変われば、

かなりの部分で違う状況が生まれてくるのではないかなと思います。今の制度のまま

で保育料が上がると、公立幼稚園離れがますます加速をしていく可能性がありますの

で、公立幼稚園の担当の方がきちんと保護者に説明ができるように、今後関係者にこ

の会も含めて、きちんとしていかなければならないかなと思います。 

長澤会長 
その点を含めまして、どのぐらいの時期を目途に、市民の方に説明の機会というか、

説明される予定ですか。 

事務局 

学校教育課の川北と申します。先日も関係の方が、幼稚園部会の方との会合があり

まして、10月に募集をすることであれば、先生方が保護者の方々に説明することにな

り、状況がつかめていないと心配だとの意見をお聞きしました。また、幼稚園児など

の募集が始まる一方で、公立幼稚園の先生たちに制度どうなっているかということに

ついて整理して、関係者への説明資料を作成していきます。また、１号、２号、３号

と給付の認定というのも加わり、いろいろな手続きも増えたりします。そのことも、

よく周知していく必要があると思いましたので、資料を先生方に配布いたしました。

その資料に関して説明の機会を持たなければいけないと考えています。ただ、保育料
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等をはじめ、まだまだ未確定部分が多く、実施できていません。現在公立幼稚園では

月 6,200円ですが、現時点でははっきり申せませんけれども、所得に応じた計算方法

にしなければならないと考えています。まだ公表できるような状況でもございません

ので、担当部局も悩んでいるところでございます。園児募集の始まる前までには、何

らかの対応とか、しなければならないとは思っているところです。今後ともいろいろ

手続き、認定もございますので、ご協力いただくような状況でございます。まだまだ

決めなくてはいけない事がたくさんあり、答えられる状況ではないので、申し訳あり

ませんが、この程度の説明でご了解いただきたいと思います。 

事務局 

なお、保育園と幼稚園合わせて、入園募集、もしくは入園申込みのご案内につきま

しては、今のところ 10 月５日号の広報で行う予定です。この際に、入園申込み書等

の手続きの案内ともに、新制度の概略の説明も合わせて、特集記事として、載せさせ

ていただくように、今詰めています。先ほど、説明がありましたように、国から部分

的な情報が入ってくる状況なので、まだ保育料の算定の基準についても明白ではござ

いません。ただ、保護者の方の不安がないような説明はできるように、入園申込み、

特に保育所の場合ですと、入園申込みの流れは、基本的には変わりはございません。

それと付随するのは、認定作業というものが一つ増えることにはなり、保護者の方に

もペーパー１枚記入が増えるということでご迷惑は掛けるんですが、その作業につき

ましては、私どもの方の事務の方で作業をさせていただく予定です。まだこれも時期

ははっきり申し上げられませんが、認定で、１号認定、２号認定、３号認定の作業が

決まり次第、保護者の方の方にご案内をさしていただくような手続きを考えておりま

す。事前にご説明をさせていただける場があればよかったと思いますが、国からの情

報がはっきりつかめておりません時期に、未確定な部分を含めて皆さまの方にご説明

をすることがなかなかできませんでした。この場をお借りしておわびを申し上げま

す。 

長中澤会長 

とりあえず、市の方としては 10 月５日の広報の方でまとまった内容を、市民の皆

さまの方に周知させていただくということですね。あと、皆さんが一番気になる保育

料については、まだ国の方から方針が出てきてないということですが、出る見通し等

について、何か情報をお持ちでしょうか。皆さんは、そのところが一番気になってい

ると思いますがいかがでしょうか。 

事務局 

価格の見通しは、仮の単価として、公定価格やその他関連価格が付いております。

それから利用負担についても、いわゆる国が定める上限について、固まったものでは

ございませんが、一つの目安として考えられるものがあります。ただこれにおきまし

ても、残念ながら、私どもではまだ把握しておりませんので、公立幼稚園については、

全く情報がないというふうな状況でございます。ただ今、現状の幼稚園の制度から、

基本的には、それを上回らないという形での方針は出せるのではないかと思っており

ます。しかし、保育料や利用者負担の問題につきましては、必要な経費とのバランス

で設定されることになりますので、現在未確定な部分が多くて十分な説明ができなく

て、申し訳ございません。 

長澤会長 他に何かございませんか。中島委員、お願いします。 
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中島委員 

保育料が上がるということは、パブリックコメントの市の募集の所に、きっちり、

『利用者負担は所得に応じて変わります』と、はっきり書いてあるのに、先ほどから

の説明では、まだその説明を市民にできない状況ということになり、パブリックコメ

ントを見た人だけがその状況を把握することになります。募集要項を見た時に気にな

ると思います。また、鈴鹿市のホームページを見させてもらって、子育て新制度に関

して、こうした点が変わりますと書いてあった『アイウ』の『ウ』の所に載っていま

した。それは見た方しか分からない状況で、それをやっぱりはっきり言っていくべき

ではないでしょうか。金額は決まってないかどうか分かりませんが、そこで載せてい

るのであれば、市民にもっとはっきりと言っていくべきだと思います。それは 10 月

の募集の時点で、「利用者負担が所得に応じて変わります」と言っていただかないと、

市の子どもを持っているお母さん、特に公立幼稚園を考えているお母さんたちは、そ

の時点ですごく悩むと思います。それが 10 月の時点でまだ金額は決まってないです

が、利用料は上がることになりますということをはっきり書いていただきたい、また、

27年度の４月に上がるのであれば、それをはっきり書いていただきたいと思います。

これは、保護者の希望だと思います。また、新制度を進めていく中で、段階的に利用

料が上がっていくのであれば、段階的に上がると言っていただく，あるいは来年度は

とりあえず上がりません等と言っていただくと受け取り方は違ってくると思います。

ただ段階的に上がっていきますというのであれば、来年の今頃に４歳児の保護者にと

って、５歳になっても上がっていくことになり、大きく関わってくることだと思いま

す。今年は 6,200円、給食費含めて１万円程度でいけたのに、来年度から利用者負担

が所得に応じて変わることになりますので、やはり説明しておかないと保護者の納得

はいかないと思います。その広報一枚で済ますのは、私は少し不十分だと思います。

私は、説明をしていただきたいなと思います。特に、今、４歳のお子さんを預けてい

る方で、来年度５歳児に上がられる方に関しては、きっちりと幼稚園で説明をしてい

ただきたいなと思います。 

長澤会長 
まずは説明の時期というか、広報の時期が問題ですね。最低でも、入園申込みが始

まるまでに何らかの形で示していただきたいということですね。 

中島委員 

それがそれ以降となると、やっぱりどこの幼稚園に入れていいのか、公立なのか私

立なのか、保育所に入れるべきなのかというのを考えるのは、その以降ではちょっと

お母さんたちにはとても大変なことだと思います。 

長澤会長 
この点については、役人の方がはっきり指針を出さないことにはどうにもならない

かと思うんですけれども、現在の見込みを事務局から報告してください。 

事務局 

特に私の直接の所管でないので申し訳ないのですが、公立幼稚園の保育料の問題に

ついては、今、教育委員会の中でも、議論をしているという状況であると思います。

先ほどご意見をいただいたように、現在、在園しているお子さんの分をどうするのか

も含めた議論というのは、当然、なされるべきであると思います。それから最終的に

は議会等の承認も得た上でないと、正式な公表ということには至りません。しかし、

途中経過においての情報として、10月に募集する段階では、少なくともどの程度にな

るかというのは、知っていただかない限り、保育園、幼稚園の選択というのも保護者
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の方には大きな要素になります。ただ、これは今日の議題にも全然載っていない話で

すが、すでにニュース等でご存じの方も見えるかもしれませんが、今、現在、国の方

では、５歳児の無償化というのも議論されております。これも何年からになるのか、

あるいは所得の一定の所得の制限を設けられることも言われています。それが仮に来

年度から適用されるということになれば、今、やっている議論そのものも、根底から

崩れてしまうということにもなります。今の無償化の話題は別にして、今の考えの中

では、幼稚園を含めた考え方で、話す必要があると考えています。また、保育所関係

については、前の会議の時に申し上げたと思いますけれども、一応の目安というのは

出されているものの、少なくとも今までの鈴鹿市の基準等を十分尊重した価格にして

いくつもりでおりますので、ご了承いただきたいと思います。 

西委員 

単に公立幼稚園の保育料が上がりますよというだけの問題では、これは今、言われ

たように保護者は本当に悩みます。この資料２にあるように、子ども子育て支援事業、

新制度の事業というのはどんな事業で、それをやっているために幼稚園としてはこう

いう形で行きますよという位置付けを、市はしっかり発表していかないと、単に公立

幼稚園の保育料が上がるだけという言い方になってしまうと、これは非常に枝葉末

節、あるいは全部幼稚園にとっては非常に大きな変革になってしまうので、事業全体

がこういうことを狙って、その中に幼稚園もこうやって移行していくんですよという

ことをきっちり位置づけていくべきだなと思います。今日出してもらった、この資料

２というのは、非常に大事な中身になるのではないかなと思います。 

長澤会長 

そういうことも含めた広報をということになるかと思いますが、広報の仕方とし

て、広報誌だけでは足りないという意見もあったんですけれども、それについてはど

うですか。 

事務局 

広報「すずか」は 10 月５日を予定して準備を進めますけれども、それ以外の例え

ば、ホームページであるとか、他の媒体なんかも活用しながら、検討させていただき

たいと思います。確かに、新制度への移行で現制度が根本的に変わることになります

ので、利用者負担は、今までとはかなり違う形となります。特に幼稚園の方は、「応能

負担」という形で国の方向は出ておりますので、それに向けた取り組みを、市として

は取り組んでいくこととなると思っています。保育所につきましては、今まで所得税

額をベースにした保育料であったものが、今度は所得割額、市民税を中心としたもの

に置き換えて保育料というのが算定されるようになっています。現行の水準を逸脱す

ることないとように、それをにらみながら、検討を進めていきたいと思っています。

一概に幼稚園が今まで一律であって、上がるというイメージをどうしても持たれるか

と思いますが、やはり所得に応じてということは、どういった幅で設定しているかと

いうのもありますが、必ずしもすべて上がるというわけではなくて、所得に応じた妥

当な保育料を頂戴するというような考え方で進めていくことになると考えています。

現時点では、これは私の個人的な意見で申し訳ないんですけれども、そういうことも

きちっと、応能負担になることはもう間違いありませんので、そういった決まった事

はきちっと周知していくような、そういう情報の発信の仕方を考えていきたいと思い

ます。 
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事務局 

市民への説明をやってもらえないかということですが、現状、非常に広く一般市民

の方を対象にというのは、なかなかスケジュールの問題もあって難しいんですが、例

えば、今日、ここに委員として参画していただいている皆さんそれぞれの関係機関の

方の代表で来ていただいているわけですので、声掛けていただければ、その機関等へ

私どもがご説明に上がるなりのことは行っていきます。当然、日程の調整というのは

必要になってきますけれども、お声を掛けていただければ、可能な限り行かせていた

だくようにしたいと思います。児童保育課の方へ申し出ていただければ対応させてい

ただきます。よろしくお願いします。 

長澤会長 
出張説明会も含めて積極的な対応を取っていただけるということで、ありがとうご

ざいます。その他、駒田委員、お願いします。 

駒田副会長 

県の同じ会議に出ていますが、市の方がまとまらないので、県の動きも悪いところ

もあるんですが、当初公立は簡単に話が進み、私立の方はどうなるんだろと心配して

いました。私立の方は公定価格の方をだいたい見たら、ほとんどほぼ同じような話で、

移管の方はない状況。結局、公立の方だけが混乱している状況になっています。しか

も鈴鹿市の場合には幼稚園の再編整備計画があります。この計画でも３年保育はしな

い、２年保育で済ませていく予定で、整備計画の策定も、かなり急がないといけない

計画だと感じています。県もいろんな会議が並行して動いている状況で、なかなか難

しいところがあるのですが、それを含めた市としての整備計画を早々に立てているん

でしょうか。それを調整した上で鈴鹿市としての計画を立てていただいて、それを周

知していただくという形にしないと、金額のこととか公定価格のことでやっていて

も、そのうち、公立の幼稚園が消えてしまうという話になってくれば、また話が変わ

ってきます。医師会の方も園医の方をどう扱っていいか分からなくなっている状況で

ございますので、全ての計画があと２年間待ちという形になってしまいますので、早

めにこの計画をお示しいただければと考えています。 

長澤会長 

まずは、全体像ということですよね。先ほど言われたみたいに、園の位置づけとい

うことも含めて、全体像をまずしっかり出していただきたいということだと思います

のでよろしくお願いします。 

近藤委員 

すいません、さっき市にも申し上げましたが、そこに働く幼稚園の先生、それこそ

保育士さんたちも、あまり新しい制度に関して理解されていない状況だと思います。

うち娘、保育士しているんですけれども、若い保育士だからかも分かりませんけど、

新しい制度について話しても初めて知った状態でした。やはり、保育士の方にもしっ

かりと園側がちゃんと説明できるように指導していただきたいということが、重要だ

と思います。 

また、学童保育の中でもいろいろと変わるところがたくさんあって、今、市連絡協

議会の中で実態調査アンケートというのを、市全部の学童に郵送しました。たぶんも

う回答は返ってきていると思いますが、細かい部分の質問もしています。例えば、『静

養スペースはありますか』とか、『シャワーは室内にありますか』というところであっ

たり、それから指導員の方に関する設問でも、『資格を持っている人はいますか』と

か、『新制度によってどういうところが不安ですか』ということを、今まとめていると
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ころです。そういう細かい所まで市の方も把握してほしいなというところで、各学童

担当の方が回っていただきたいと思います。どんな状況で保育をしているのかという

のは、見ていただきたいなと思っていますので、よろしくお願いします。 

長澤会長 その他、ございますか。 

山口委員 

市Ｐ連の方から来ていますが、毎年３回、幼小中の代表者会議を行っております。

先日の６月 23 日に幼稚園の代表者会議を行いましたところ、やはり先ほどの中島委

員のような不安の声、疑問の声、たくさん出てきまして、市役所さんの方にお願いし

て、出張説明会をお願いすることになりまして、９月 26 日に、関係者の方に話が行

っているんですけれども、私、ちょっと担当じゃないので分からないんですけど。来

ていただくことになったと聞いておりますので、またよろしくお願いします。 

長澤会長 その他、ございますか。 

伊田委員 

すいません、ちょっと確認ですが、私立幼稚園は現行のままで行かれるということ

を聞いたんですれども、今までの保育料と私学助成で行かれるということで、公立が

現行のままで行くのは、いろいろ理由があってと思いますが、今の説明ではいろんな

国からも市からも全て、ここの会議で進む程度に進行状況が遅いというのがあって、

来年度には対応できないというのもあると聞きまして、９月１日から例年どおり募集

をされるということで、私もこれから入園する子がいるんですが、私立の幼稚園に入

るか公立幼稚園に入るか自体もまだ迷っている状況にあるのに、９月１日から私立の

幼稚園の募集は始まります。公立の幼稚園は 18 園になるそうですが、人気の幼稚園

であると、もう定員いっぱいになってしまうという状態であると、同じ条件で選べな

いとことになります。 

事務局 

公立ですと、５歳児と４歳児にしておりまして、４歳児は９園でございます。５歳

児でしたら、だいたい定員以内で申し込んでいただければ入っていただけるような状

況ですね。４歳児は、35人の定員を超えると抽選になるんですけど。 

伊田委員 

たまたま２年保育をしたいと思って、私立か公立かと選ぼうと思った時に、今、同

じスタートラインに立てないというか、それはもう９月１日に申込みが始まって、数

名の定員が終わりですと言われた時に。 

事務局 行けないんですね。 

伊田委員 行けないということになります。 

事務局 本当に今年は、厳しい状況です。 

伊田委員 でもそれは今年だけのことじゃないですか。 

事務局 今年だけになるんですよ。 

伊田委員 その年に当たった。 

事務局 本当に申し訳ないですけど。 

伊田委員 今年だけ，その年に当たったのが損です。 

事務局 
私立の幼稚園さん募集されるということで、他にもお電話いただいていますけれ

ど、本当に申し訳ないんですけど。 
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伊田委員 

10 月５日の広報にとかいうのもありがたい話ですが、もうすでにその時には私立

は閉め切っていて、という状況ですけど、それはもうこの前、８月いっぱいの段階で、

保護者は私立か公立かということだけはしっかり決めていく必要があるということ

でしょうか。明確に説明しておいていただかないといけないことだと思います。 

事務局 
この中で、例えば、５歳児の方でしたら、だいたい入れると思います。４歳児の方

については、１園か２園、抽選しなければいけない状況です。 

伊田委員 

後で、私立の方がやっぱり良かった。上の小学生３年生までのお兄ちゃん、お姉ち

ゃんもいるし、保育料も半額になるし、じゃあ値上がりしたら公立の保育料よりも安

いじゃないかとなると、やっぱり早期と教育、いわゆるいろいろやらせてくれる私立

の方、私立幼稚園はいいなあって傾いた時に、私立に申込みましたら、もう定員いっ

ぱいです、間に合いませんとなると、それはなんか残念な感じもするんですけど。全

てがその保育料ではないと思いますし、その園の方針を見て、親御さんも選んでいる

とは思います。でもその保育料というのは大きな選ぶ発端になるので。 

事務局 

それは本当に大切なご意見だと思います。私も頂いたご意見でということが大きな

判断の材料になるかと思います。後から保育料こんなんやったらというのは、私ども

本当に心苦しいし、そんなことじゃいけないとは思っていますが。 

伊田委員 私立は現行のままで変えないということですね。 

事務局 はい、そうです。 

伊田委員 
せめて来年度ぐらいは、今の公立幼稚園の保育料のまま行きましょう。上げられた

分、公定価格の分は鈴鹿市が負担しますよと。 

事務局 公定価格自体はもう国は、出しております。 

伊田委員 
どれだけ高く見積もられたとしても、階層、何層にされても、そこは鈴鹿市が来年

度に関しては、現行のままと考えてよろしいですね。 

事務局 経過措置というのも一つの考えとは思います。 

伊田委員 

厚労会議とか、会長会議とかしっかり話し合っていくうちに市民の方たちも知るこ

とになって、話し合ってもらって、私たちにも、市民にも説明をしてもらったのであ

れば、段階的に上がっていくのはしょうがないねとなっていけば、問題がないと思い

ます。 

事務局 

この子ども子育て会議というのは、基本的にそういうことも議論していただくもの

だと、認識しております。それを、私ども、それから教育委員会の方に、こういった

ご意見を頂いているということを、今後の行政判断材料の一つにしていきたいと思っ

ております。この場をそういった方に逆に使っていただくということも必要なことで

あると思いますので、ご理解いただきたいと思います。 

長澤会長 では今頂いた意見はそのまま行政判断と考えてよろしいですね。では、林委員。 

林委員 

ちょっと参考までにお聞きします。去年ですけれども、鈴鹿市はすごく人口の多い

所と非常に少ない所というのがあって、市の方も苦労して、先ほどおっしゃられたよ

うに、定員に満たない。あと、一人足りないだけで閉園になる。結果的には閉園にな
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ってしまったという現状がありました。それが幼稚園の先生も、それから主任児童委

員も勧誘に歩いても駄目だったという事実もあるということで、おっしゃられたよう

になってくると、人数が少ない所ほど、そういう影響力を受けるかなと思います。多

い所はマンモスになっていて、少ない地域の所は本当に必要なのになくなっていくと

いう現状を、鈴鹿市の方でも、考慮していただければなと思いますので、お願いしま

す。 

長澤会長 その他、ございますか。はい、伊田委員。 

伊田委員 

パブリックコメント、資料３のパブリックコメントの４の所をちょっと見ていただ

きたいと思います。「認定こども園を創設する予定はありますか」という、資料３の番

号４の所ですが、創設する予定はありますかという所に、「公立幼稚園・保育所につい

ては、今のところ具体的な計画はありません」と書いてあるんですけれども、この会

議の最初のころにこのような資料が、つまり幼保一体化というのは配られたんですけ

れども、これの計画ではないですか。 

西委員 

それは公立幼稚園の教育委員会が出している再編整備のものです。最終的には何園

かを幼保一体化した施設にしていこうという教育委員会のものなので、市全体の考え

ではまだないと思うんです。今回は、せっかくこういう会議なので、それをどうする

かということを、教育委員会と児童保育と分けて考えずに一体化して考えていく必要

があるかなと。 

伊田委員 これは決まっているわけではないんですか。 

西委員 
恐らく教育委員会の方向性としてはこういう形で。私も教育委員会におった時に、

これちょうど作っておった立場ですので。 

事務局 

幼稚園の再編整備、再編整備計画については、去年、４つの幼稚園を閉園して、ま

た今年も次のステップに行こうとしているわけですけれども、あれについては一応、

教育委員会だけでなく、鈴鹿市としての方針が出されたものでございます。その中で

は将来的な課題として、幼保一体化、あるいは一元化、それぞれの地域に応じた、よ

りふさわしい在り方はどうとかいうことを含めて書いてあるものでして、それを前提

とした幼稚園の再編をまとめたものと理解していただきたいと思います。 

長澤会長 基本的に、認定こども園については今後ということですよね。 

事務局（部長） そうです。今のところと、読んでいただければと思います。 

長澤会長 
その他、ございますか。よろしいでしょうか。では、次の議題に移らせていただき

ます。保育の認定基準について、事務局の方からよろしくお願いいたします。 

説明 

（事務局） 

保育の必要性の認定にかかる労働時間について、各保育の認定基準（資料 4）につ

いての説明［事務局説明］ 

長澤会長 
はい、ありがとうございます。認定にかかる労働時間ということで、ご説明いただ

きましたが、ご質問、ご意見等ございますか。 

駒田副会長 
１日４時間未満であれば、すべて午前中に働くというのは、一般的には正しいかも

しれないんですが、職種によっては難しい職種もあるかと思います。この範囲の例外
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規定というのは特にないですね。一番下の、市町村が認める事由に該当することは、

なかなか入らないと思うんです。最初の量的にこれもそうなんですよね。勤務時間が

４時間ぐらいであれば、幼稚園の方の後ろにそうなってくるであろうという解釈でし

たが、職種によっては必ずしも４時間が午前中とは限らないところもあるかと思うん

です。ある意味、パートの方だけを使っていて回していこうというような仕事、病院

もそうなのですが、午後に働いてくださる方にはなかなか適応ができないということ

があって、かなり難しい考えがあるのでしょうけれども。 

事務局 

すいません、これについては、一方的な考え方ということで、勤務の時間帯、確か

にここでは、保育所の退所の時間を基準として、基本的な考え方でありますので、勤

務時間がやはりこれと異なるということであれば、それに対応した形の考え方はさせ

ていただきたいと思ってはおります。これで、がんじがらめにこれで決まりというよ

うな、この 60 時間というのは、そのように見させていただきたいと考えてはいます

けれども、勤務体系によっては必ずしもそうとは言えない場合があります。また、他

にそういった保育サービスが受けれるとも限らないということが確かにあると思い

ますので、必ずしもそれに限定したような考え方で、押し通すということではありま

せんので、弾力的に考えていきたいと思っています。 

駒田副会長 どの保育サービスが一番適当かということを認定していくことになるのですね。 

事務局 そうですね。 

長澤会長 はい、伊田委員。 

伊田委員 
今、特別保育事業として実施されている特定保育事業というのが廃止されるという

ふうに聞いたんですが、廃止されるのでしょうか。 

事務局 
まだ内部でいろいろ話をしているところですので、結論としてはこの場ではっきり

としたことは申し上げられる段階ではありません。 

伊田委員 

もし廃止されるのであれば、それを利用して保育園に預けていらっしゃる方が、そ

の 48時間なので、60時間というふうにしてしまうと、その方たちは預けられなくな

ってしまうんですか。 

事務局 
どんな状況かというのもありますけれども、今、おっしゃられたようなことで行く

と、そういうことにもなるかと思います。 

伊田委員 
少ない時間で、パートで働くというのは難しくなる。それは幼稚園に行ってくださ

いという感じになるわけですか。 

事務局 

そうですね。勤務時間にもよりますけれども、例えば、一時預かりができる範囲で

の勤務なのかどうかとか、他の保育・福祉サービスの利用が可能かどうかも、そのへ

んも見させていただきながら、お話は聞かせていただきたいと思いますけれども。 

伊田委員 

幼稚園の年齢になっていたとしても。幼稚園に預けていながら、例えば、48時間ぐ

らい働いているとして、夏休みとか、幼稚園だったら夏休みとか春休みとか長期の休

みの時に、特に公立幼稚園ですと、預かっていただくということができないので、そ

ういう場合は仕事を休まなければならない。普段は幼稚園に行って、幼稚園に預けて

いる時間帯に働いているけれども、夏休みや春休みになれば、同じ時間帯に働いてい
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るのであれば、子どもは幼稚園児だけど、家で一人でいるということになってしまい

ます。そこで、母親としては、保育園に預かっていただけると、それは一時保育へと

なります。一時保育も結構保育料も高いので、働いているのとトントンになってしま

います。48 時間の分も預かっていただけると働けると思いますが、いかがでしょう

か。  

長澤会長 
かなり個別な事案になってくると思いますので、それについての個別な事案はその

都度、市または園の方に相談していただくしかないかなと思います。 

西委員 

全市的な体制で言うと、いわゆる今まで保育に欠ける、あるいは欠けないという、

保育所と幼稚園の入園基準が、従来どおり引き続いて新制度がありますよということ

ですけど、今、ちょっとおっしゃられたように、ずいぶん柔軟に対応していきますよ

ということであるのか、もうこうやってきちっと決めていくのかというのとでは、ず

いぶん違います。先ほど言ったように、公立の幼稚園がだんだん再編整備されたり、

園児数が少なくなって廃園されたりということになると、ある地域がもう幼稚園がな

くなってしまうと。そうすると、働いている時間として、結果的には保育所に行けな

いのに、幼稚園もなくなってしまってという事態が起ってくる可能性があるので、こ

のあたりの基準については、かなり柔軟に対応して、市が、市町村が定める時間以上

というようなことで柔軟にできるのなら、一番いいのかなと、私は思いますけどね。

長澤会長 

あと、どのぐらい柔軟に対応してくれるかによりますけどね。そのあたりも含めて、

どのぐらい対応できるかということを、また事務局の方で検討しておいていただけま

すでしょうかね。その他、何かございますか。よろしいでしょうか。それでは今後の

予定についてということで、よろしくお願いいたします。 

事務局 

それでは今後の予定でございますけれども、たくさんのご意見、それから活発なご

議論ありがとうございました。冒頭にも申しましたが、本日、議事等にさせていただ

きました推計であるとか、確保方策、見直すべきところは見直した中で、次回、11月

の 18 日を予定しております。その時に、子ども・子育て支援事業計画の骨子がご提

供できるように、このあたりも中身を検討しながら、次回開催したいというふうに考

えておりますので、よろしくお願いしたいと思います。 

それから 11月の 18日、事項書の方には 13時からということでさせていただいて

おりますが、できましたら 13時 30分、30分ちょっと遅らせていただいて、13時 30

分からにさせていただく予定でおりますので、またあらためて依頼の方はさせていた

だきますので、どうぞよろしくお願いいたします。以上です。 

長澤会長 

ではこれにて閉会とさせていただきますが、いずれにしても、今日たくさん意見頂

いたとおり、これから 11 月までの間に入園の時期、入園の希望の時期という、非常

に大混乱が起きそうな時期を迎えますので、混乱が起きないように、何とぞよろしく

お願いします。では、これで議事の方を事務局にお返しいたします。 

事務局（課長） 

ありがとうございました。委員の皆さま、本日はありがとうございました。なお、

事前に資料配布が間に合わなかったこと、お詫びを申し上げます。子ども・子育て支

援事業計画の作成に向けまして、一つ一つ課題をクリアしてまいりたいと思います。
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また、新制度の施行に向けて、市民への周知につきましても、先ほど申し上げたよう

に、広報等で周知をさせていただく予定ではございますが、その都度、分かる範囲で

丁寧に説明をさせていただくように心がけてまいりますので、よろしくお願いいたし

ます。本日はどうも長時間ありがとうございました。 

 


