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平成 26 年度 第 9 回 鈴鹿市 子ども子育て会議議事録 

 

開催日時 平成 27 年 2 月 27 日（金） 13:30～15：15 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1204 会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），伊藤 圭次郎，井ノ口 智士，南 小百合，

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）， 

学校教育課長（山田），学校教育課学事Ｇ（川北ＧＬ）， 

計画策定等委託業者１名 

（計１２名） 

傍 聴 者  １３名 

資  料 

１ 第９回会議事項書 

２ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）・資料編[資料１] 

３ 特定教育・保育施設 利用定員一覧（公立幼稚園）[資料２－１] 

４ 特定教育・保育施設 利用定員一覧（公立・私立保育所（園））[資料２－２] 

５ 平成２７年度鈴鹿市立幼稚園の保育料について[資料３－１] 

６ 平成２７年度私立幼稚園の保育料について[資料３－２] 

７ 新保育料徴収金算定額表（案）[資料３－３] 

８ 第２回幼稚園代表者会議アンケート（集計）[参考] 

備  考  

 

 １ 開会 

保健福祉部長 

皆さまこんにちは。 

皆さま方には日頃から何かと御協力いただきましてありがとうございます。 

現在，3 月の市議会が開催されており，子育て分野につきましても関心をいただいて

いる状況であります。いままでお時間をかけて協議をしていただいていました“子ど

も・子育て支援事業計画”についても，2月 16 日に議会[市議会全員協議会]の場で案を

お示しさせていただき，2月 20 日からパブリックコメントを行っております。また，三

重県とも協議している状況であります。 

本日は計画案の修正部分と今年度から始まる新制度のことをお示しさせていただき

たいと思っております。 

どうぞよろしくお願い致します。 

説 明 配布資料の確認と説明 [事務局説明] 
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（事務局） 第９回会議事項書 

□鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）・資料編[資料１] 

□特定教育・保育施設 利用定員一覧（公立幼稚園）[資料２－１] 

□特定教育・保育施設 利用定員一覧（公立・私立保育所（園））[資料２－２] 

□平成２７年度鈴鹿市立幼稚園の保育料について[資料３－１] 

□平成２７年度私立幼稚園の保育料について[資料３－２] 

□新保育料徴収金算定額表（案）[資料３－３] 

□第２回幼稚園代表者会議アンケート（集計）[参考] 

 ２ 議事 

事務局 
ここからは議事に入りますが，議事進行は会長にお願い致します。 

よろしくお願い致します。 

長澤会長 
よろしくお願い致します。早速，議事の方に入ってまいります。 

まず，“鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）”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・子育て支援事業計画（案）について ［事務局説明］ 

修正内容について 

長澤会長 御意見等，ありましたらよろしくお願い致します。 

鎌田委員 
保育利用率の目標値の設定について平成 31 年度になっていますが，年度毎ではない

のですか。 

事務局 ５年を１期とする計画年内の目標として考えています。[年度毎に修正予定。] 

古市委員 

就学前は，遊びを主とした保育教育であるのに対して，小学校１年生になると学びの

場に環境が変わり，そこに小１の壁というものがあるそうです。 

その壁に適応できずに，先生の言うことを集中して聞けなかったりする子がいるとい

うことで，幼稚園と保育園が連携をもっと密にしていただきたい。小１の壁をなくすよ

うにしようということは近隣他市でもやっている所がありますので，鈴鹿市でも議論が

必要だと思います。 

事務局 検討していきたいと思います。 

西村委員 

保育・幼児教育について，じっくり小さい時に遊びながら養われることも重要だと思

いますので，知的教育ばかりではないところも，少し押さえておいていただきたいと思

っています。 

長澤会長 

その他は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。 

議題２の“パブリック・コメントの実施状況”について，事務局の方からよろしくお

願い致します。 

説 明 

（事務局） 

実施計画については，2月 20 日から 3 月 23 日までパブリック・コメントを実施して

おります。今現在のところ意見の提出はございません。 

修正等が必要になった場合には，委員の皆さまにもお知らせしたいと思っております

ので，よろしくお願いいたします。 
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長澤会長 

意見については，適時まとまった段階でこちらの方に出していただけるようお願いい

たします。 

何か，御意見等ございますでしょうか。 

それでは，議題３の“特定教育・保育施設の利用定員と保育料”について，事務局の

方からよろしくお願い致します。 

説 明 

（事務局） 

特定教育・保育施設の利用定員と保育料について ［事務局説明］；資料２ 

・利用定員について  

長澤会長 一旦，ここまでの内容で御意見等ございますでしょうか。 

駒田副会長 数値だけ出してもらっていますが，これによって待機児童は出るのでしょうか。 

事務局 

現在，新年度申し込みの受付審査を実施している状況ですので，現段階で待機児童が

出る出ないをはっきり申し上げることはできませんが，見込みの状況としては，平成 27

年度当初ではこれまでどおり，待機児童は出ない見込みをしております。 

古市委員 

実績に見合った保育定員に見直すということですが，過去の経緯を申しあげますと，

鈴鹿市には幼児教育連絡協議会というものが設立されており，定員増しに関しては，こ

の幼児教育連絡協議会の議決承認を得てからだと思いますが，いかがでしょうか。 

事務局 

幼保連絡協議会は，関係団体の協議する場所として設置され，定員の増減までそこで

議決が必要だったかは記憶にございませんが，設置された当時の背景としまして，非常

に子どもが減っている時代でございましたので，（施設の）新増設については，定員数

に満たない施設の運営が非常に難しくなるといった状況でしたので，子どもにとって環

境が満足に整えられないとの危機意識から設けられました。定員の変更認可は県の方で

行われていましたが，県の立場としても簡単に定員を減らすことは難しい時代でした。

このため，鈴鹿の場合はこのようなシステムが運用されるようになり，議論の結果を報

告すれば，比較的スムーズに定員変更を認めようという動きがあり，活用させていただ

いていたという経緯があります。 

その後，保育定員の動きというものはそこまで活発ではなかったわけですが，女性の

社会進出が相まって，保育所へのニーズが高くなってきたということで，そういった組

織があるにも関わらず，環境を整えるということを最優先にするということで，スルー

されてきてしまったのかなと考えております。 

子ども・子育て支援法の中で，施設の利用定員の設定については，子ども・子育て会

議の意見を聞くことになっております。今回の制度改正を踏まえまして，私どもの考え

としましては，この場での御審議をいただきたいと考えております。連絡協議会の意見

を軽視する訳ではございません。 

長澤会長 

利用定員については，ニーズ調査に基づいて設定されているものと思います。 

鈴鹿市の承認手順について見直していく必要はあるかと思いますが，基本的には制度

上ここで議論していただいたことが優先されるべきかと思います。 

事務局 
先ほどの説明に不足がありました。 

利用定員の変更につきましては，当然，本日も御出席いただいている各幼稚園・保育
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園の関係者様の御意見を踏まえての提案になります。よろしくお願いいたします。 

古市委員 
定員の変更について，ここで審議するということはわかりました。しかし，私保連な

り，私立幼稚園協会等との協議の場は一度もないと思いますが，どうお考えですか。 

事務局 

法律上，新制度の運用は平成 27 年 4 月からとなります。一方，私立の幼稚園につい

ては平成 27 年 4 月からの運用は見送るということになりましたので，利用定員の設定

はしておりません。したがって，このあたりのお示しはしていないということになりま

す。 

公立の保育園・幼稚園につきましては，個別に調整させていただいた結果と認識して

おり，それが審議にあたるものと御理解いただきたいと思っております。 

鎌田委員 

今後，私立の保育園で定員を上げたり下げたりする場合には，どういった手順を踏ん

でいくことになるのでしょうか。 

まず，この会議にあげてから各団体と協議するのでしょうか。 

古市委員 そもそも，この委員会がずっと続くとも限らないのではないでしょうか。 

事務局 

定員変更を提案するにあたりまして，各施設の御意向が先にあって然るべきと思って

います。したがって，毎年８～１０月に新年度の受け付けがスタートする時に入所の申

し込み状況によっては定員を見直ししていただかなければならないという状況もある

かと思いますので，基本的にはその都度相談させていただきまして，最終的にはこの委

員会で御報告させていただきたいと思っております。 

今年度は，制度が始まったばかりということもあり，御報告が遅れてしまいましたが，

これからはもっと早い段階での御報告を考えております。 

基本的には，子ども子育て支援法というものが変わらない限り，この手順が続くと思

っております。 

鎌田委員 定員の見直しについては，全体会議等で認可するわけではないのですか。 

長澤会長 

基本的に制度上，この会議においては個別事案について議論する場ではないと思って

おります。市として子育て支援制度をどうするかという議論をする場であって，必要で

あれば別の場をもって議論していただくのが筋かと思っております。 

事務局 

今回お示しさせていただいた見込み量についても，バランスが崩れるということがな

いよう，大幅な変更があれば皆さま方に諮り,決定していただくことになりますが，個

別の案件に関しては，御意見を聞くこととしたいと思っております。 

古市委員 
それでは，ここでの議論を参考にしながら，最終的には行政の方で決めるということ

になるのですか。 

事務局 

基本的にはそういう認識です。 

子ども・子育て支援会議の役割について，我々の方でももっと掘り下げて検討してい

きたいと思っておりますので，また機会を改めて御報告させていただきたいと思ってお

ります。 
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古市委員 それでは，ここは決定機関ではなく，御意見を聞く場ということですね。 

長澤会長 
あらゆる会議でもそうだと思いますが，こういった委員会に決定権はなく，決定権は

議会にあるものと思います。 

駒田副会長 

県の方のこういった会議に出席していると，会議の下にこども園の認定の委員会があ

り，そこで決定したことを確認するようなかたちになっています。市の方でもこの委員

会とも別に必要であれば，そういった場をつくられるものと思います。 

事務局 

今年はこのようなかたちでスタートしましたが，子育て支援会議の役割について，

我々の方でももっと掘り下げて検討していきたいと思っておりますので，また機会を改

めて御報告させていただきたいと思っております。 

古市委員 

公立幼稚園の利用定員という発想について，これまで５歳児については定員というか

たちをどの園もとっていません。公立幼稚園に定員制を採用するのかという見方になっ

てしまう節があるとおもいますが，どう解釈したらいいか御説明下さい。 

事務局 

利用定員につきましては，見込み量で考えておりまして，過去の状況から大体これく

らいの量が見込まれるであろうという人数を想定しております。なお，これとは別に収

容定員というものがあり，５歳児につきましてはこれまでどおり人数制限はなく教室に

入る限りとなっています。 

古市委員 あくまで，見込み量として解釈したらいいという事ですね。 

長澤会長 
その他，御意見等ございますでしょうか。 

それでは，次の内容について事務局から説明お願いします。 

説 明 

（事務局） 

特定教育・保育施設の利用定員と保育料について ［事務局説明］資料３ 

・幼稚園の保育料について 

長澤会長 ここまでで，何か御意見等ございますでしょうか。 

古市委員 

認定こども園の基本的な思想には，負担の平準化が大きな目標の一つとしてあると思

います。１号認定の場合は末端の保育料は市町が決めることになっています。 

平成 27 年度は私立幼稚園から認定こども園に移行する園はなかったわけですが，来

年度以降はあるわけです。その時，同じ１号認定の保育料でも私立は高く，公立では 7

割も 8割も市の予算がついて安くなってしまいます。 

今の政権与党は，2020 年には幼児教育の無償化を目標にしており平準化もなにもあり

ませんが，それまでの間は保育料に差がでてしまいますが，いいのでしょうか。 

事務局 

最終的には一本化することが望まれますが，今回は国の制度が急に決まったというこ

ともあり，また，これまでも公立私立の幼稚園で保育料が違いましたので，早急に一本

化することは弊害が大きく，私どもの方針としては，国の方針を踏まえ，現行と変わら

ない水準で考えて下さいということでしたので，公立についてはほぼ同等になるように

設定しました。また，私立の幼稚園では，国の方針が遅れたということもあり，近隣他

市の状況を踏まえつつ，この保育料設定にさせていただきまして，将来的な課題として

平準化を検討していきたいと思っております。 
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古市委員 

明和町は，認定こども園の趣旨に従って保育料を一定に決められたかと思います。 

県の協議に参加していても，現行制度をあまり変えないようにという通達がでていま

したが，それを取り消すような通達もあったかと思います。 

新しい時代に向かって，新しい制度を取り入れる場合には，やはり思い切った決断も

必要になると思います。 

長澤会長 保育料について，何年にはこうしたい等の考えはありませんか。 

事務局 

他市町の状況を聞かせていただいておりましたが，低い保育料に設定する自治体もあ

りましたし，国基準でやるという自治体もありました。そういった状況も踏まえ，また，

それをやったことによってどういった成果が出たのか，あるいは課題が出たのかという

ことも十分に考えて，決定していかなければいけないと考えています。確かに新制度に

伴って変わっていかないといけないという考えもあったのですが，説明等もしていく責

任があると思いますので，パッと変更するわけにはいきません。今の段階では見込みを

お話できる状況ではありませんが，これから，保育料を変えたことでどういった利点が

あったのか，あるいは課題があったのかを情報収集していきながら検討していきたいと

思っています。 

長澤会長 
今おっしゃられたように，説明責任というのは非常に大きいと思いますので，今後変

更等の際にはしっかりと説明していただけるようにお願いします。 

西委員 

保育料の格差をなくしていくのであれば，園の教育内容も含めて同等のものにしてい

くことが重要だと思います。文科省では３年保育が認められていますが，公立幼稚園で

は現在３年保育はまったく行っていません。また，預かり保育もしていません。私立と

の違いがそこに大きくあり，それが保育料にも影響しています。保育料を一律にしてい

くのであれば，保育の質も同等にしていくかたちで検討下さい。 

古市委員 
当面にしろ，こういう枠組みを設定されてしまうと，私立幼稚園では，国がいくら認

定こども園になれといってもなれません。 

長澤会長 
その他，御意見等ございますでしょうか。 

それでは，次の内容について事務局から説明お願いします。 

説 明 

（事務局） 

特定教育・保育施設の利用定員と保育料について ［事務局説明］ 

・新保育料算定額表（案）について 

鎌田委員 

保育の標準時間というのは１１時間，保育の短時間というのは８時間というように理

解しています。基本的にフルタイムの勤務時間は８時間ですが送り迎え・通勤も含めて，

８時間では足りない方が標準時間，８時間で足りる方が短時間の認定になるということ

でいいですか。 

事務局 そう解釈しています。 

長澤会長 
その他，御意見等ございますでしょうか。 

それでは，３つの議題について終了ということですが，その他何かありませんか。 

事務局 
１点ご報告させていただきます。 

本市において，幼保連携型認定こども園の施設整備計画が提出されています。 
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計画では，平成 28 年 4 月より幼保連携型認定こども園に移行する内容で，施設整備

に伴う補助金が必要であることから，平成 27 年度の当初予算に計上させていただいて

おります。整備内容は，既存施設の改修及び一部増築になります。定員については，現

在の幼稚園の定員 300 名から，１号認定 150 名，２号認定・３号認定 80 名の合計 230

名となります。 

長澤会長 今の内容について，御質問，御意見等ございますでしょうか。 

古市委員 
すでに当初予算に計上されているということですが，私保連，私立幼稚園協会ならび

に幼児教育連絡会で協議する手順はたどっていただけるのでしょうか。 

事務局 

新しく認定こども園としてスタートされるということで，定員の変更に関わることも

あり，今回この場で御報告させていただきました。つきましては，順番が前後するかも

しれませんが，それぞれの関係機関において，もう一度ご説明させていただく機会を設

けていきたいと考えております。 

駒田副会長 

認定こども園については，県では，無条件で認めるような方向で進んでいますので，

整合性で難しい部分があるかと思いますが，事務局に調整いただくほかないかと思いま

す。 

伊田委員 

すでに鈴鹿市に認定こども園があるのであれば，「ああ，まただな」と思うかもしれ

ませんが，まったく新たな施設ができるというのに，これまでの中で一度もお話が上が

ってこなかったことに違和感を覚えてしまいます。我々が認めるか認めないかは抜きに

して，せめてこのような話が上がっていますといった説明がいただきたかったと思いま

した。 

駒田副会長 

県の方の会議でもかなり遅れて話が進んでおり，実際に動いていない話を報告できな

い状況でした。国が下ろしてきて県と市が同時に動く弊害があったかなと感じていま

す。 

ただ，出てきた場合には，ほぼ認定するという話で進んでおりました。 

長澤会長 

市民へ向けて，認定こども園がどういうものなのかという周知があるべきだったかな

と思います。 

その上で，先ほど申したとおり基本的には個別の案件を議論する場ではないと思って

おりますので，割り切っていただき，大枠の中で弊害があり変更せざるを得ないような

ことがある場合に限って手を挙げていただくというのが私個人としてはいいと思いま

す。 

事務局 

認定こども園に関する制度そのものの周知がなかったことについて，反省すべきであ

ったと思います。 

これから，こういったケースが出てくると思いますが，どのタイミングで皆さまへお

知らせするかを含めて調整させていただきたいと思っております。 

鎌田委員 
大枠が変わるようなことについて議題にするということですが，今回の認定こども園

の件はそれに該当しないのですか。 

長澤会長 どの程度の影響を及ぼすかによります。保育の定員が大きく変わったりする場合，こ
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の会議の場で聞いていかなければいけないと思っています。 

古市委員 

私立幼稚園協会の団体代表として聞きたいのですが，私立幼稚園には現在 1,800 人く

らいの在園児がいると思いますが，国の方針に従って１号認定，２号認定，３号認定の

申請をさせていただく場合，受け皿としてそれが可能なのか，もしくは私立はほったら

かしで勝手にやれということになってしまうのか・・・。 

聞くところによると，保育所も少子化で数年後に定員割れするといわれている鈴鹿市

で，幼稚園が１号認定，２号認定，３号認定の申請をした場合，国の方針とはいえ対象

園児がいてくれるのか，私立幼稚園は１号認定以外認められないのか。そのあたりはど

うなのでしょうか。 

長澤会長 

鈴鹿市の子育て支援をどうしていくかといった質の部分についての御意見だと思い

ます。認定こども園がパッとでてきて混乱しているかと思いますが，今後，認定こども

園を含めて，鈴鹿市の子育て支援をどうしていくかという質の部分について議論してい

く必要があるのだと思います。 

鎌田委員 
その議論は，この会議でやるのではなくて，たたき台は行政で考えていただけるので

すか。 

長澤会長 そうですね。 

伊田委員 

保護者としては，認定こども園がほかの施設とどう違うのかというのが非常に大きな

問題だと思います。 

それを，この委員会ではあまり大きなことに扱われていないのはどうかと思います。

長澤会長 それは，認定こども園がどういうものかという周知がないことですね。 

伊田委員 

そうですね。預けられるこども達がどういった１日を過ごすのか，保育内容がほかの

保育園とどう違うのかということも知りたいです。次の春から入園ができるとなると秋

には申し込みが必要になるわけですよね。 

事務局 

施設毎にそれぞれの保育・幼児教育の特性があると思います。 

「認定こども園はこういう施設です」といった説明は我々でもさせていただけます

が，その下にある「この幼稚園・保育園はこうです」という部分については運営される

方々によって違いが出ます。その特徴がいかに保護者の方々の意向とマッチングするか

ということになるかと思っております。 

認定こども園の説明については，何らかのかたちで説明させていただく機会を設けた

いと思います。 

長澤会長 
他に御意見等ございますでしょうか。 

それでは，進行を事務局にお返しいたします。 

 ３ その他 

説明 

（事務局） 

□第２回幼稚園代表者会議アンケート(集計)資料の配布 

ＰＴＡ連合会主催の新制度の説明会時に行ったアンケート結果の共有 

□今後の予定 

今年度事業計画策定 
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 来年度以降，年２回～３回開催予定 

 来年度の次回は，７月頃を想定しており，事前にお知らせします。 

 ４ 閉会 

事務局 
では，これをもちまして，第９回鈴鹿市子ども・子育て会議を終了します。 

ありがとうございました。 

 


