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平成 26 年度 第７回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26 年 11 月 18 日（火） 13:30～15：10 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1202 会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），伊藤 圭次郎，井ノ口 智士，南 小百合，林 和枝，鎌田 秀一，

古市 嘉郁，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１５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）， 

子ども家庭支援課長（瀬井），健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ）， 

計画策定等委託業者１名 

（計１０名） 

傍 聴 者  ６名 

資  料 

１．鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の概要（案） 

２．鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の体系（案） 

３．鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案） 

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７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，ご出席をいただきましてありがとうございます。

今回２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。

ただ，１名の方がまだお見えになっていませんが，本日は 15 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，あらためまして，こんにちは。保健福祉部長の松井でございます。 

国では，衆議院の解散総選挙が行われるということで，非常にあわただしい師走とな

るのではと思っています。増税を前提とした社会保障関係経費の検討が行われていたと

ころでありますが，これが先延ばしになると福祉行政にどのような影響がでてくるの

か，私どもとしても，非常に関心の高い問題であります。 

10 月１日から幼稚園・保育園の新年度の受付を開始しましたが，４月からの支給認定

申請の処理がスムーズにいっていることについては，ご協力いただいている皆様に厚く

お礼を申し上げたいと思っております。 
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本日は子ども・子育て支援法で義務付けられております，子ども子育て支援事業計画

の骨子案について提案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。本日は伊藤委員が 15 時をもって退席をされるということ

ですので，よろしくお願いいたします。 

それでは，議事に入ります前に本日の資料の確認と今後予定しております各会議での

議題について確認したいと思います。 

まず，本日の資料としては， 

① 事項書 

② 資料 1-1，1-2，1-3（骨子案） 

以上が本日の資料となっております。よろしいでしょうか。 

それではここからは議事に入りますが，司会進行は会長にお願いいたします。 

 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。それでは本日の議事「鈴鹿市子ども・子育て支

援事業計画（案）」について，事務局から説明をお願いします。 

事務局 

当初の予定で，本年度の会議は今回を含めてあと１回ということになっております。

できることであれば，今回熱心に議論をいただいてある程度の方向性を決めることが

できればと考えておりますが，場合によってはこういった機会を新たに設けさせていた

だくことも考えております。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 資料 1-1，1-2，1-3（骨子案）についての説明 

長澤会長 
ありがとうございます。これまでのところでご質問，ご意見等ございましたら，よろ

しくお願いいたします。 

長澤会長 男性の非就業人口が３割というのは全国的な傾向ですか。 

事務局 

全体的な傾向かはわかりませんが，15 歳から 65 歳までの全体の人口に対する男性の

就業人口の割合になります。外国人の人口を含めた数値とはズレがあるかもしれませ

ん。 

長澤会長 
説明文を入れていただけると誤解がないかと思いますので，記入しておいてくださ

い。他に意見はありませんか。 

伊田委員 

保育所に入りたいと思っても，第一希望ではなく職場や自宅から離れている保育所に

通園することになってしまう場合があります。これに対して，市全体を一区域として捉

えずに，もっと細かい地域に分割して近い所にのみ入園することはできないのでしょう

か。 

事務局 

保育の場合，待機児童の考え方は，車で 30 分以内に送迎できる場所であれば，待機

児童にならず，そこに行っていただくということになります。ほとんどの区域で 30 分

以内で行けるのではと考えており，実際に入りたい入りたくないではなく，あくまで計

画の中で，需要に対して供給が足りているかという観点からみており，計画策定におい

ては，市内一括での把握で足りているのかなと考えています。 
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伊田委員 

鈴鹿市は海側の方が市街化されており，新しく越してきたり，新築する人は圧倒的に

そちら側が多いため，海沿い側に保育所の定員を多くしていただいた方がありがたいで

す。みなさんが集中することで，入れないとなるとまったく別の所に預けなければなら

なくなります。遠くに預けなければいけない人たちを少しでも減らしていただけるな

ら，私たち母親も働きやすくなるし，子どもたちの相手もできます。 

事務局 

現状でも，当然海の側には受入施設も多くあるかと思いますし，区域を細かくすると

いうのも，細かく考えれば一つの方法かと思います。 

しかし，今回の計画では，そこまで細かく考えずに車社会の中で送迎できるという前

提で需要に対して供給が足りているかという考えでの算出となります。 

これから，計画を進めてく上で，そういう見直しが必要になってくれば，検討してい

く必要もあるのかと思います。 

林委員 

赤ちゃん訪問をしている数値が出てくる中で，地域によって出生率も違うので，やは

り鈴鹿市を一地域として捉えるのは難しいと思います。例えば学年で 100 人いる学校が

ある一方，区域外から通えることになった学校もあります。そのような中で，ニーズ量

も一括で出さず，もっと細かくみていかないといけないと思います。 

状況が動いているのにもかかわらず，８月に見せていただいた資料とあまり変わらな

いというのが実感です。 

長澤会長 
前回からの３か月間の変化が資料に反映されていないということに対して，事務局か

ら何かありませんか。 

事務局 

ご指摘のとおり市内の小学校では，大規模なマンモス校もある一方で，学級が成立し

にくい学校もあります。一方で，小学校と幼稚園・保育園では考え方が違ってくるとも

思います。小学校は通学できる範囲内ということが根底にあり，簡単に廃校にはなりま

せんが，公立幼稚園は現在までにいくつも統廃合をしています。また，区域を絞ってし

まうことで，他の区域の幼稚園・保育園を利用しにくくなる可能性もあります。 

私どもとしては，鈴鹿市をひとつの地域として，幼稚園・保育園の選択肢はいろいろ

あってもいいと思っております。市内であれば，車により 30 分以内で通うことができ

ますし，なるべく自宅から近いところを案内できるような仕組みをつくっていけばいい

と思いますので。 

長澤会長 

計画は，ニーズ調査を前提にしていますので，ニーズ調査から見えてきた課題という

ものを，どのように計画に反映させていくかを考えていかなければならないと思いま

す。他に何かありますか。 

古市委員 

計画の方向性で，「すべての子どもに平等で，質の高い教育・保育を提供できるよう

関係職員の知識向上のための研修を実施します」とありますが，保育料の平準化という

のも国の大きな指針の中にあるかと思います。その方向性はどうでしょうか。 

また，国の目標では，幼児教育の無償化という大きな計画があります。 

「認定こども園については，利用者のニーズや設置者の意向，地域性等を踏まえなが

ら鈴鹿市子ども子育て会議の意見を聞きながら，適切に促進を図っていきます」とあり

ますが，１号認定，２号認定，３号認定の制度になっていく中で，１号認定の保育料は
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鈴鹿市が決めるとあります。子育て会議の中で決めるのですか。他に委員会等を設置し

たりはしないのですか。 

事務局 

本日，学校教育課の職員が事務局として出席しておりませんので，軽率な発言はでき

ませんが，現段階で公立・私立幼稚園については，来年度に平準化する予定はないとの

ことでした。今後，認定こども園が本市にできるようでしたら，平準化を検討していく

ことになると思います。 

長澤会長 認定こども園の保育料の設定はどのような場で行われる予定ですか。 

事務局 
２号認定，３号認定は保育の段階になりますが，１号認定は保育ではなく学校教育課

の担当になっておりますので，教育委員会事務局の方で検討していくことになります。

古市委員 今後，公立の幼稚園は認定こども園に自動的になっていくのですか。 

事務局 
１号認定にはなりますが，認定こども園になると保育所の年齢のお子さんも預かるこ

とになりますので，公立幼稚園ではそういう考えはないと思います。 

古市委員 
私立の幼稚園も１号認定の申請をするかと思いますが，鈴鹿市の１号認定の制度の中

で，２とおりの保育料が出てしまうのではないでしょうか。 

事務局 

私立の幼稚園については，必ず１号認定にしなければいけないというわけではなく

て，平成２７年度は鈴鹿市の８つの幼稚園では従来の旧制度で幼稚園経営をされていく

とお聞きしています。 

当然，来年度も独自の保育料を設定されて，運営していくことになります。 

古市委員 
今後，１号認定の幼稚園に移行する可能性がある場合，公立の１号認定と私立の１号

認定は平等の保育料なのですか。 

事務局 

その件につきましては，現在，学校教育課の方で他市の状況を参考にしながら検討し

ています。とりあえず，平成 27 年度までは，従来どおりの保育料で進めさせていただ

き，平成 28 年度以降で，他市の様子をみながら検討していくような考えと聞いていま

す。 

西委員 

幼稚園で公立・私立の保育料の格差が問題になっていた事は事実としてあります。教

育委員会でも十分考えながら検討していると思いますが，保育料が平等になるのであれ

ば，サービス内容も改善していく必要があると思います。 

例えば，国では３年保育が認められている一方で，市内の公立幼稚園は２年保育とな

っています。このように，サービスの公私間格差を金額で調整してきたところがあると

思うのですが，今後はサービス内容も市として一体的にどうしていくか論議の必要があ

るのではと思います。 

長澤会長 
この内容については，別の機会で議論する必要があるかと思います。 

他に，意見はありませんか。 

伊田委員 
公立幼稚園で３年保育が行われてこなかった理由は何ですか。 

保護者，先生ともに３年にしてほしいという希望をよく聞きます。 

古市委員 鈴鹿市の規則で決まっているためです。 
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２年保育は，８園で試しに行われています。人口が２０万人の都市で２３園も公立幼

稚園があるところはないと思います。鈴鹿市が合併した時の条件で，地区に１か所幼稚

園をつくるという約束をしてつくられたものです。提案はしていますが実行に移されて

いません。公立幼稚園は税金で運営しているということもあります。 

幼稚園の検討委員会でいろいろな議論はされていますが。 

西委員 

幼稚園の再編をどのようにしていくかは，検討委員会でこれまで３回ほど議論されて

きました。もともと公立幼稚園は１年保育だったのですが，４歳も受け入れてほしいと

いう声があり，検討し，公立・私立幼稚園の格差解消のため８園で拡大を受け入れ，今

に至っています。 

事務局 

幼稚園のもともとの位置づけは，小学校に入る前の「プレ小学校」のような位置づけ

であったものと思います。過去の幼稚園は 23 ある小学校区にそれぞれ小学校に隣接し

て配置されていました。また，幼稚園のなかった場所では公立の保育所がその機能をは

たしていました。そのような中で，保護者の就労の形態も変わってきて，保育所のニー

ズが強くなってきています。そのあおりを受けて，公立の幼稚園に対してこのような意

見が出てきているわけでありますが，幼稚園で４歳児の受入を始めた時も，単純に施設，

幼稚園教諭を増やせるという状況ではありませんでしたので，いろいろと調整してなん

とか一部の幼稚園だけ４歳児を始めたというのが経緯であります。 

長澤会長 

私から１点よろしいでしょうか。 

今後の課題として，保育士の確保の問題があると思います。現状では，ニーズに対応

できるだけの保育士の輩出はできません。その理由は２つあります。１つは保育士を目

指す大学・短大・高校生の８割は保育士になりますが，多くは県外に流れ戻ってきませ

ん。待機児童が多い愛知県，名古屋市周辺で職場研修した幼稚園・保育園に家賃を負担

するから戻ってきてくれと頼まれるなど，囲い込みがあるためです。 

もう１つは，保育士の仕事がきつく，待遇がよくないため，希望者が減少しているこ

とです。保育士になりたいという子たちも減ってきており，離職率も高くなっていて，

確保が難しくなっていますので，この問題についても計画の中にぜひ入れていただきた

いと思います。 

近藤委員 

会長の言われたとおり，学童保育の方でも，来年度から資格が必要とうたわれていて，

若い子たちが意欲的に勉強していましたが，今勉強している資格が鈴鹿市の条例案の中

に入るのかという質問に対して，入らないという回答だったため，落胆している子たち

もいます。やっぱり，こういうことが全面にでてしまうと，やる気もなくなるので，若

い世代が減っているということに対しては，応援してほしいと思います。 

長澤会長 その他ありませんか。 

山口委員 

幼稚園の代表者会議の時に，市の方から子ども子育て新制度について説明していただ

き，その後アンケートを取りましたので，報告させていただきます。 

説明を理解できたかという質問に対して「十分理解できた」方が２名，「ある程度理

解できた」方が８名，「理解できなかった」方が０名でした。 

子ども子育て新制度について，以前から知っていたかという質問に対して，「知って
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いた」方が２名，「名前は知っていたが，内容は知らなかった」方が６名，「知らなかっ

た」方が２名でした。 

具体的な意見があるか聞いたところ，いろいろな意見が出ましたので整理しました。

先ほど話に上がった２年保育が３年保育にならないか等もあります。資料を提出します

ので，また会議の中でも利用していただければと思います。 

長澤会長 
今回，資料をみて検討していただく時間がなかったので，持ち帰って検討したいとい

う方もみえると思います。次の機会にご意見をいただいてもよろしいでしょうか。 

事務局 

次回会議に持ち帰ってご検討いただければと思います。 

今後のスケジュールとしましては，計画案の報告やパブリックコメント等もあります

ので，１２月の暮れに開催予定です。よろしくお願いいたします。 

西村委員 
Ｐ16 の基本理念ですが，「未来を担う子どもたちの豊かな人間を目指して」という表

現について違和感があります。もし再考する機会があればお願いします。 

林委員 

鈴鹿市の動きにマッチしていない部分が出てきた場合の対応はどう考えていればい

いでしょうか。 

次世代の計画にも関わらせていただいたのですが，その後の経過についてはネットを

みてくださいという感じでした。 

長澤会長 
計画の中にでも，今後の方向性について触れる部分があればいいと思うのですが，い

かがでしょうか。 

事務局 

今回策定する計画は５年で見直しをするわけですが，その中で臨機応変の対応が可能

とするような文言をどこかに入れることは可能と思います。また，計画はつくり上げる

ことが目的でなく，４月以降も会議そのものは続けていきたいと思っています。いろい

ろな状況変化に対応していくことになります。基本はそのままで，５年経つと状況も変

わってくると思いますが，５年の間は計画から逸脱しないよう検討していきたいと思い

ます。 

事務局 
次回は１２月に開催ということで，あらかじめご意見等があるようでしたら，事前に

事務局の方に報告いただけると，準備ができますので助かります。 

伊田委員 

保育所に子どもを預けることについてですが，４月に入所は難しくて，上のお子さん

が小学校に通うのに慣れた夏休み頃に入所させたいとき，その段階で定員が空いている

所からしか選べないのはあきらめなくてはいけないのでしょうか。保育所の方針等から

ここがいいと考える親もいるのですが。 

事務局 

利用定員は 120％まで受入可能な場合もあるのですが，余定員の計算方法も難しくな

っていますので，必ずとは言いにくい状況です。やはり基本的には，利用定員を超えて

しまっている場合は，他を利用するほかないものと思います。 

長澤会長 
以上でよろしいでしょうか。 

それでは，今後の予定について事務局よりお願いします。 

事務局 
それでは今後の予定でございますけれども，予定としましては 12 月 25 日の 13 時 30

からを検討しております。また事前に通知をさせていただきますので，よろしくお願い
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いたします。 

事務局 

ありがとうございました。事前に資料の配布が間に合わず申し訳ありませんでした。

また，子ども・子育て新制度に向けた事務がスタートしました。 

今回議題には挙がっておりませんが，教育・保育の提供にあたり新制度においては，

施設型給付の対象となるか，市が確認を行うとともに利用定員を設定していくことにな

ります。 

現在，適正な利用定員の設定を協議しているところであります。 

今回，案として提示させていただきました事業計画の基本理念の実現に向けまして，

保育所や幼稚園などの就学前施設の環境整備を着実に進めていきたいと考えておりま

す。どうぞよろしくお願いいたします。 

これをもちまして，閉会とさせていただきます。 

 


