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平成２７年度 第１０回 鈴鹿市子ども・子育て会議録 

 

開催日時 平成２７年５月７日（木） １０：００～１２：００ 

場  所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０２・５０３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，

林 和枝，山中 幹雄，古市 嘉郁，福本 廣子，近藤 真奈美，伊藤 幹子， 

中島 夕子，森 絵里，西村 治美，伊田 知代，三木 惠弘，山本 透，西 繁 

（以上１８名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部次長兼社会福祉事務所長（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，大西），児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ）， 

児童保育課保育Ｇ（植田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（實義ＧＬ）， 

（計１１名） 

傍 聴 者  ４名 

資  料 

１ 第１０回会議事項書 

２ 鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）［資料１］ 

３ 認定こども園の概要［資料２］ 

備  考  

 

事務局 

１ 開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員の出席状況（出席者１８名） 

  ・新委員の紹介 

    ・山中委員 

    ・森委員 

    ・山本委員 

  ・新事務局メンバーの紹介 

    ・児童保育課 保育グループリーダー 植田 

・学校教育課 学事グループリーダー 實義 

保健福祉部長 

おはようございます。保健福祉部長の松井でございます。 

平成２７年度としては第１回，通算では第１０回になりますが，“鈴鹿市子ども・子

育て会議”の開催にあたりまして，一言御挨拶申し上げます。 

皆様方には日頃から市政各般に渡り，何かと御理解・御協力をいただき，また連休

明けで何かとお忙しい中，御出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

先の鈴鹿市長選及び市議会議員選挙の結果，皆様御存知のとおり，末松市長が当選

し，第２期目が今月１日からスタートしたところでございます。ますます子ども・子

育てに関わる施策が，重要な柱のひとつとして推進していくことになろうかと思いま

す。 
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さて，昨年度は「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」の策定に関し，御協議を重

ねていただき，年度末に策定したわけでございますが，今後も本市の子育て支援施策

についての様々な課題につきましては，皆様の御意見を頂戴しながら，取り組みを進

めて参りたいと考えているところでございます。そうした中，この“子ども・子育て

会議”の運営に関しても，今一度整理いたしまして，会議のあり方や役割について，

情報共有をして参りたいと考えております。 

本日は，「鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）」をお示しいたしまして，今後

のあり方等について皆様からの御意見を頂戴したいと考えております。また，「認定こ

ども園」におきましては，我々の説明不足もございまして，各方面に多大な混乱を招

いたということもございますことから，「認定こども園」とはどういう施設であるの

か，その辺りについての確認・説明をさせていただきたいと思っております。 

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１０回会議事項書 

鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）［資料１］ 

認定こども園の概要［資料２］ 

 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いたします。 

よろしくお願いいたします。 

長澤会長 よろしくお願いいたします。では早速，議事の方に入ってまいります。 

山中委員 

先程，部長から話もありましたけれど，最初に私がここに来た経緯について，単な

る私保連(鈴鹿私立保育連盟)の中の役員交代とは思っていないので，そこのところの

説明と今後の議論の進め方について，先に発言をさせていただいて良いでしょうか。

長澤会長 はい，どうぞ。 

山中委員 

今回，私が前委員から引き継いだのは，当然役員交代ということがあった訳ですが，

そうなる過程の中では，昨年度の市議会の中で認定こども園の予算が計上されたこと

で，先程「混乱を招いた」と過去形で部長がおっしゃりましたけれど，「混乱を招いて

いる最中だ」と私は思っています。そのことはまだ終結しておりません。特に私保連

の中でいろいろ混乱がありまして，まだ議論が尽くされていません。 

市議会の中で，どの議員も特に一番大きく言われたことですが，“子ども・子育て会

議”の役割をもう一度見直すということ，関係団体の中で議論が尽くされた上で，そ

の予算は承認・実行されるものだということを市長も言っていました。なので，その

ことについてやはり責任があるということで，ここへ来ても私保連の立場を説明し，

私保連の中でもこれから議論をしていくということで参加をさせていただいており

ますので，その点をよろしくお願いします。 

長澤会長 
はい。では，そういうことも踏まえまして“鈴鹿市子ども・子育て会議”の運営に

ついて，事務局の方から説明お願いします。 

説 明 鈴鹿市子ども・子育て会議の運営について ［事務局説明］ 
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（事務局） 鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）について 

長澤会長 

ありがとうございます。 

この件について，皆様からの御意見・御質問等を伺いたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

山中委員 

これにも関係すると思うのですが，年度末にかけてパブリックコメントを募集し

て，いろいろ市民から意見が寄せられたと思うのですが，その結果が今日，出ていな

いのはどうしてですか。 

私もまとまったものは見ましたが，今日出ていないというのが理解できないのです

が。“子ども・子育て会議”や今日の議題に関することもたくさんのパブリックコメン

トが出ていたと思うのですが。 

駒田副会長 もう既に読まれているはずだと思ったのですが。 

山中委員 読まれてるのですか，皆さん。 

駒田副会長 そのはずですけれど。 

長澤会長 
パブリックコメントについては，送付されていますよね。 

事務局どうぞ。 

事務局 

 （パブリックコメントの）結果については，委員の皆様には事前にお渡しさせてい

ただいているのですが，委員の皆様だけではなく市民の方にも見ていただけるよう，

本日までホームページ上で公表させていただいております。そのため，今回の会議の

中で配布させていただかなかったわけですが・・。 

山中委員 

それは，やはりうちの会（私保連）の弱さなのですよ。委員がどこ（会議）に行っ

ていても（資料が）来てないと。そういうことがあったから今回みたいないろいろな

ことが起こってしまった部分もあるので…。委員さんに送って，皆さん見られた訳で

すよね。うちだけ組織の中で伝わってないということですよね。 

私は見てないから尋ねているだけであって，それはうちの組織の問題なのかなと思

ったので。皆さん見られていて，それを納得しているのならそれで良いのです。 

長澤会長 

では，確認させていただきます。パブリックコメントについては全委員に送られた

訳ですよね。全委員は基本的に組織の代表を兼ねていますから，各組織については代

表の方から流すという形になっているということですよね。 

事務局 

パブリックコメントについてはいろいろな意見をいただきました。それに対する回

答も含めまして，一ヶ月間（今日まで）公開することになっております。 

公開にあたりましては，その少し前に委員の皆様には資料を送らせていただいたつ

もりなのですが，手違い等で届いていないということがありましたら，この場を借り

ましてお詫び申し上げたいと思います。  

山中委員もおっしゃっているように，この場に御用意できなかったのは，もう少し

丁寧にすべきだったのかなという気もいたしますが，私共としては事前に送らせてい

ただいて，御了解いただいたと思っておりましたので，そのようにお願いしたいと思

います。 

長澤会長 はい，駒田委員。 
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駒田副会長 

山中委員からお話がありましたが，どうも皆さん，事情が分かりにくいと思うので

すよ。 

恐らく，会議として考えることと，私保連の中で調整していただくべきこと，それ

から市と私保連の間で行き違いもあったという感触も持てる訳ですが，その三つを整

理して，それぞれの問題が解決することがこちらも喜ばしいことですし，支援もする

訳なのですが，この会議として考えるべきことと，その後の二つのことを分けて考え

ていかれた方が，皆さんも理解しやすいと思います。 

長澤会長 はい，古市議員。 

古市委員 

我々はこの業界の委任を受けて，代表者としてこの会議に出席させていただいてお

ります。 

山中委員は（これまでも）毎回傍聴に来て，逐一聞いてみえるので，中身も皆さん

同様によく分かってみえると思いますが，私ども（鈴鹿市）私立幼稚園協会の会員全

員が傍聴に来ている訳ではありません。決定事項はファックスで流しますが，途中経

過は業界の委任を受けた代表者として承って，一任を受けているという形で対処をさ

せていただいております。 

この間の件については，今までの長い間の経緯もございまして，決定の順番が前後

したという点も見受けられましたが，それもひとつの反省の材料として，これから鈴

鹿市もこの新制度に取り組んでいかなければならない時期に差し掛かっていますの

で，今言われたように専門家による委員会を設けるという形をとっていきながら進ん

でいただければ，スムーズに行くのではないのかと思います。以上です。 

長澤会長 

まず，パブリックコメントの扱い方については，よろしいですか。 

この場で代表者の方にお渡しいただいて，後は各組織の方に代表者から流していた

だくという形をこれからも踏襲させていただくということでよろしいでしょうか。 

では，それを受けまして，先程古市委員の方からもありましたけども，今後の運営

の仕方ということになってくるかと思うのですが，何か御意見・御質問等はございま

すか。 

はい。近藤委員，お願いします。 

近藤委員 

部会を定めるというところでは，私とても大切だと思います。 

四月から法案が変わってしまって，学童（放課後児童クラブ）もすごく混乱してい

ます。ガイドラインも作っていただいて，その説明もあったのですが，やはり現場に

出てみると「春休みは，朝から支援員がずっといないといけないの？そうしたら労働

条件はどうなるの？」とかいろいろな問題が出てきたりします。 

また，学童にいると，いろいろな所で働くお母さんたちもいるので，「うちの保育園

は 17 時からお金取るようになったよ」とか「うちはいらないよ」とか「え，どうなっ

ているの？保育料って一定ではないの？」とかいろいろな意見を聞いたので，その辺

りをしっかり吸い上げて，どういうところが困っているのかをここで議論するのも大

事なのですが，やはり保育園・幼稚園とか，それこそ学童とか，いろいろな専門の方

に入っていただいて検討することは大事かなと私は思っているのですが，どうでしょ

うか。 
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長澤会長 

専門部会を設けることについての御意見ですが，これについては何か御意見等ござ

いますか。 

はい。駒田委員，お願いします。 

駒田副会長 

この議事運用の中で，いろいろな方の意見を吸い上げて，子ども・子育てに必要な

諮問と言いますか，答申をあげていくことがこの会議とするならば，いろいろ大変だ

と思うのですが，それでも部署の方でまとめるために内輪で部会を持っていただく

か，それとも市の方がお世話して部会を持つか，その辺りはそれぞれだと思うのです

けども，そういうことに関しては非常に賛成します。 

長澤会長 

昨年度，問題もあった気もしましたが，質の保障の部分，質の向上の部分をどのよ

うに図っていくのかという，質の部分を議論する場として，部会というものが利用で

きたら良いのではないかと私個人としても思います。 

はい，山中委員。 

山中委員 
そこのところでは，事務局としては，こういう風なものをと考えていることはある

のですか。 

事務局 

私どもの方としましては，先程触れさせてはいただいたのですが，これからの保育

需要等について対応していくために，利用定員の設定等，詳細な部分については，保

育所関係者・幼稚園関係者の方々を含めて専門的な委員で構成をさせていただいて，

忌憚のない意見をお伺いしたい，そういった部会を想定はしています。  

山中委員 

パブリックコメントの中にもあったし，私自身も一番違和感を持っているのは，“子

ども・子育て会議”があれだけ長い時間を掛けて論議をした支援計画と今回された認

定こども園の予算を計上するという中での定員設定等が非常に合理性がない。矛盾し

ている。そういうことがなぜ起こるのか。 

折角，鈴鹿市が五年間の支援計画を立てて，そこに人数の明記をして，保育の需要

はこれだけだからそれをどういう風に供給するという所まで書いた支援計画が出て

いるにも関わらず，それとはそぐわない計画だという風に私たちは見たので，おかし

いじゃないかと。どこでそんな事が決まったのという話になって，そこにはやはり“子

ども・子育て会議”の責任もあるのではないかと言われる議員さんたちも私が市議会

を傍聴した中ではあったので，そこの所をどうするかという議論はやはりきちんとす

べきではないかと思います。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

県の方にも出てますので。向こうも同じように各市町からの計画・数字を吸い上げ，

ぶちまけて申し訳ないのですが，あの時も結局，国が国策としてこれだけの数を作る

から，そしてその数までは規制はあまり関係なく増えていくという，国策としての認

定こども園の作成作業とこの事業がどうも平行しないということがかなり向こうで

も問題になりまして。恐らく，その中で幼稚園協会・保育園協会の方々は持って帰っ

て，自分たちで情報を議論されて，また会に出てみえると思うのですが，その点もこ

の会そのものが形としてなされていくものと，まず最初に議論させられたと言います

か，国から答申を求められた部分というものがかなり矛盾があることは，多分皆さん
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分かると思うのですけども。ここからだろうと考えていますけども。 

そのために，各地域・各県でこれまで積み上げられてきたシステムというものを明

らかに無視したような形で国の方が動いてきていますので，そこを調整するのは県で

あり市であるということになって，ある意味ではあの一年間というものと今後からの

ことは大分違うだろうと考えています。 

山中委員 

そうなのだろうと。そのことはよく分かっています。ただ，“子ども・子育て会議”

と平行して計画が進められていたということが私どもは分からないのです。 

なぜ市が“子ども・子育て会議”と矛盾するようなことを計画して行ったのかとい

うこと。それを大半の関係者が知らなかったということがやはりおかしいと。 

だから，“子ども・子育て会議”がきちんと部会も作ってやり直すなら，そこまで戻

ってもう一度最初からやってもらうのが一番筋ではないかというのが，今，私保連の

中で固まりつつある意見なのです。 

だからそこの所をしっかりと，鈴鹿市の子どものこれからの保育・養育・子育て支

援をどのようにしていくかという基があって，その中で論議をしながら，いろいろな

施策を進めていってほしいということです。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

当然，南の方の地域は（その）地域の事情もあるし，地域によって（事情は）ある

だろうと思うのですけど，全県的に見て，明らかにニーズと合わない認定こども園の

でき方はかなりあちこちで出てきますので，その辺りの情報も市の方が得ていただけ

れば，他市の状況もある程度知っていただく方が本当はよいのかなという気がします

が，なかなか出て来ないですね。恐らく，あちこち混乱していると思います。 

希望として出てくる（認定こども園の）数と国が出してきたチャートに沿って出し

た計画から導き出された認定こども園の数がどうも合わないというのを，最後のとこ

ろで僕らも理解してきた所があるのですけれども。 

長澤会長 はい，古市委員。 

古市委員 

今，事務局の方から専門部会について，直接の担当者の私保連と幼稚園協会の方に

入っていただいてという御発言をお聞きしたのですが，鈴鹿市におきましては，公立

の幼稚園・私立の幼稚園・公立の保育所・私立の保育所の四団体の調整機関として，

幼児教育連絡協議会というものがもう四十年ぐらいの歴史があるのですが，それが調

整機関であるのか，承認機関か同意機関か分かりませんけれど，その途中におきまし

ては，発足の当初は松井部長もその担当で，よく県との折衝の中で使わせてもらった

ということをこの前も言ってみえましたが，最初の発足当時の理念は調整機関として

の働きを十分成していたのです。しかし途中で，会長が悪かったのか何か知りません

けれども，連絡協議会の協議も議論も議決もなしに，施設がばんばんと造られたとい

う時期がございまして，それでこれはもう有名無実というか自然解散かなと私は思っ

ておりましたら，またこの新しい認定こども園の問題が起こってきまして，その調整

が必要なような形が起こって参りますし，鈴鹿市も待機児童どころか，幼稚園の方は

大きく定員割れしているのですが，数年すると保育所のほうも定員割れをするという

のが予測されるような人口動態になって参りましたので，その中で新しく認定こども
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園をどうするかという議論は，調整機関のまとめ役は頭を悩ますところでありまし

て。どんどん右肩上がりで増えているときはそんなに難儀はしないのですが，市場原

理なり自然淘汰のような形で減らしていくという調整は非常に気骨が折れるという

か，心配をしているのですが，市当局が今考えていただいている専門部会と幼児教育

連絡協議会の関係はどうなっていくのでしょうか。 

長澤会長 その点，事務局，いかがでしょうか。 

事務局 

部長の松井です。先程名前も出ましたので，私も説明させていただきたいと思いま

すが，確かに以前から古市委員がおっしゃっていただくような組織が鈴鹿市にはござ

いまして，私もそれについては何回か，この場でもお話させてもらっていますけれど

も，法的な側面から見ますと，法的に位置付けられた組織ではございませんので，あ

くまでも任意の団体として機能してきた訳です。 

今回，こういう専門部会を“子ども・子育て会議”の下に設置するということをも

し御承認いただければ，私ども事務局の考え方といたしましては，今までいわゆる任

意の団体であったような組織を，ある意味ここへきちんと位置付けしていってはどう

かなと私の方で考えを持っていますので，今後また私保連さんあるいは私立幼稚園協

会さんの方とも，この辺りについてもお話をさせていただきたいなという風に思って

います。これについてはまた改めて，それぞれの団体さんの方とお話をさせていただ

くと… 

古市委員 これからの問題ですね。 

事務局 
そうですね。ということで御協力させていただきたいと思いますので，またよろし

くお願いします。 

長澤会長 
その他，何かございますか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

認定こども園が国から推進されているという話があるのですが，鈴鹿市であった

り，ほかの市町村であったり，独自の市町村のニーズに合ったように独自の規格が作

れる訳ですよね。なので，鈴鹿市は鈴鹿市独自の方向性を作っていくという風にはな

らないものなのでしょうか。どうしても国から押されていることであると，そちらが

オッケーであって，でも本当にあるニーズには，実は応えていないというようなまま

に行くのではなくて，鈴鹿独自であるニーズに応えるようなものを作っていくという

のはできないものなのでしょうか。 

長澤会長 

国としての認定こども園の考え方と，当然県としての計画もありますし，それに対

して鈴鹿市の計画をどうしていくのかという話だと思うのですけれど，それについて

事務局いかがでしょうか。 

事務局 

認定こども園につきましては，その次に改めて概要等を御説明させていただきたい

と思っております。そのときに御質問にもお答えさせていただいた方がよいのかな

と。今，ちょっと要綱の方をよろしいでしょうか。 

長澤会長 
はい。 

山中委員。 
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山中委員 

要綱の部分で言いますと，部会を作るときに誰が必要なのかどうなのかというとこ

ろで，私は自分の所の園が無認可保育所から認可園になった所なので，この発言をさ

せてもらうのですけれども，鈴鹿市というのは無認可保育所をこの四十年以上に亘っ

て，ただで利用してきたと私は思っているのです。 

当初の頃に，無認可保育所の方から，年間これぐらいの保育をしていますよという

話があったかと思うのですけれども，今回の平成 27 年度入所に関しても入れない子

が出てきたときに，「無認可保育所さん，空いてますよ。」，「無認可保育所さんに相談

したら。」という言い方を市はしていたということがあるので，その中で考えると，そ

の人たちのことはどうするのかという部分で，なぜか鈴鹿市は小規模保育所を国の政

策であるにも関わらず認めないという方針なので，認定こども園のときにもその話は

出させてもらおうとは思っていたのですが，どこが違うのか，なぜそちらは駄目で，

こちらはよいのか。近隣の市町を見ても，四日市市にしろ津市にしろ，緊急の対応と

して，すぐにできることとして利用している小規模保育所を鈴鹿市はなぜしないの

か。その辺りもあって，この部会を作っていく上では，そのこともやはり考えられる

人も入れてほしいという風に思います。 

長澤会長 はい，福本委員。 

福本委員 

認可外の保育所です。 

先程，山中先生がおっしゃったように，26 年 3 月末，27 年度 3 月末には，それぞ

れの無認可園の定員いっぱいいる訳です。そして預からせていただいて，2 月の末に

認可園に移行できますという話になりまして，今，4月になりましたら，本当に 20 人

いても 4・5人いるかどうかという形になります。 

それでは，その差はどうだったのか。鈴鹿市はいつも「待機児童は全くいません。」

という形で今までずっとお話しなさってきました。私たちも「いますよ。潜在的には

いるのですよ。」という説明を何度もさせていただいたし，市交渉もさせていただい

て，そういう説明もさせていただいたのですが，いまだ進展を見ない。 

小規模保育所に関しても，古市先生がおっしゃったように，近い将来，認可園であ

っても定員割れができてくる。そこら辺りでやはり市としては，必要がないという風

に思われたのでしょうけれども，現在のところ人数は少ないですが，年度末になると，

要するに入所を決定される段階になると，そこで入所できるかどうかということが，

就業しているかどうかということが一番のポイントになるので，そこら辺りで全部認

可園に入れませんので，「一ヶ月預かってください。」，「二ヶ月預かってください。」，

「急に就職が決まりました。でも行きたいのです。」ということに対して臨機応変に対

応できるのは認可外保育園です。 

その他様々なことに関して，今までから臨機応変というか，園長の思い，子どもた

ちへの思いでもって，無理をしてお引き受けしてきた子どもたちもいます。その辺り

を皆さんはどう思っていただいているのか。待機児童に関して，今までどおりの考え

方でしていただくのか。五年先，十年先，その辺を考えて，保育行政の中で待機児童

が減るのではないかという話になっていくようですけれども，市の認可園に入れる条

件に沿わないお子さんもいらっしゃる訳で，それに沿わないお子さんを認定こども園
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にというカバーを考えていらっしゃるのでしょうけれども，認定こども園も今ひとつ

考えられているようですけれども，私たちにもまだまだ頼ってくださる保護者の方も

あるし，できることがたくさんあると思うのです。  

だから今までの考えの上に，もっと私たちのことも認可園の生き方，認可園の社会

資源としての活用の方法を考えていただきたいと思います。先程おっしゃっていただ

きましたように，40 年，ホンダができて，鈴鹿市が大きく大きく成長していく中で，

私はまだ9年目ですけれども鈴鹿市は認可外の保育所を御利用いただいてきたと思い

ます。ひとつひとつの規模は小さいですけれども，みんなまとめると，ひとつの保育

所ぐらいのお子さんを預かっております。その辺もお考えの上に入れていただいて，

議論をしていただきたいと思います。 

長澤会長 

そういう要望を含めての運営部会をまた今後，設置していくということでよろしい

でしょうか。 

では，もう一度議案の方に戻りますけれども，子育て会議の運営要綱の方に戻りた

いと思いますけれども，こちらについて御意見・御質問等ございますか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

今までのこの会の会議議事録を後で見せてもらうと，かなり後にならないとホーム

ページに載ってこないのですけれども，前回もまだ載ってないと思うのですけれど，

会議があってからどれくらいまでに出さなければいけないとか，そういうものは全然

ないものなのですか。 

長澤会長 議事録のホームページへのアップについて…。 

伊田委員 既に二月の終わりから何ヶ月か経っているのですが。 

事務局 

おっしゃるように，大変遅くなって申し訳ないのですが，一度，文字を起こした後

に発言された委員さんに確認をさせていただいたりして，時間をどうしても要してし

まうというのがひとつはあります。 

伊田委員のおっしゃるように，もっとスピードアップをもって対応しなければいけ

ないことはよく分かっているのですが，今後そのようにさせていただくとしか申し上

げられないのですけれども…。 

長澤会長 
では，スピードアップに努めていただくということでよろしいでしょうか。 

はい，山中委員。 

山中委員 

スピードアップという点でいけば，先程から私たちの事情も説明させてもらう中

で，一旦今回の，個々の問題ではありますけれど，出ているところはルールができた

らそこの所まで戻してやり直すのが良いのではないかという議論になりつつあると

したら，これはいつまでにやるのか，どんなスケジュールでやるのか。“子ども・子育

て会議”の今回の予定をもらうと，次は十月，十一月ということでしたので，それは

それで良いのかという話なのですけれども。 

長澤会長 運営の期間・実施についてということですね。 

山中委員 
そうですね。うちとしては，どうしても今回決まった認定こども園の予算の計上の

中では，きちんとした議論や周知や考え方の整理ができなかったから，取り敢えずそ
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こがやるにしろ，やらないにしろ一旦そこまで戻せと。今回，“子ども・子育て会議”

のきちんとしたルールができるなら，そこまで戻してやるのが筋ではないかという論

にまとまりつつあるので，この事とこのスケジュールは大きく関係するので，お尋ね

をするのですけれども。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

本来は市の予算の関係の話で，こちらの会議の中で「ここを認定こども園に認可し

ます。予算が出ます。」という会議まで，まだいってはいないというのは事実なんです

ね。ここの中で「そういう所がありますよ。」という話を聞いた段階で終わっている。

ですからある意味では，それはそれ，予算のことは予算のこと，そして認可のこと

は認可のこと。この会議で認可を決めている訳ではないというところがありますし，

県の方でも認可の会議は別会議なんですね。多分，御存知だと思うのですけれども。

ですから，この会議を戻すというよりは，それはそれという形で…。 

山中委員 
会議は戻さないですよ。 

私保連のそこのところを戻す。もう一回ルールに従ってという話になるので… 

駒田副会長 

その辺りについては，福祉部長も答えにくいと思いますし。この場で答えが出るか

どうか分からないところではあるのですけれども，それはそれという考え方ではいか

がでしょうか。 

長澤会長 はい，どうぞ。 

事務局 

部長です。今の山中委員からの御質問ですが，今，議題となっております運営要綱

は，専門部会を設置していただけるというのが御承認いただければ，関係者の方々に，

特に保育所・幼稚園関係の方々も組織に参画していただくという形になろうかと思い

ます。その中で，その辺りについても，私どもと当事者との間での議論という形で整

理させていただければなと思います。 

山中委員 

はい，それはよく分かります。 

だから，それはどれくらいのスケジュールでやるのですかというのをお聞きした

い。 

長澤会長 はい，どうぞ。 

事務局 

基本的に今日，これが御承認いただければ，山中委員をはじめ，保育園あるいは幼

稚園の代表者の方々と日程を詰めることとなります。 

その結果によっては，今後のスケジュールで次回が十月・十一月になっていますけ

れども，これについては場合によっては早めにもう一度集まっていただくなり，また

何らかの形で御報告をさせていただく場を，何とか私ども事務局として持ちたいと思

っております。 

長澤会長 

ちなみに手元の認定こども園については，そういう形で早急にできると思うのです

けれども，先程から議論に挙がっているような，例えば無認可保育園についての部会

であるとか，そういうその他の部会についてのスケジュールというのは，今のところ

で見えているでしょうか。 

事務局 幼稚園・保育所関係，認定こども園関係の部会ということですが，この“子ども・
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子育て会議”が担っていただく役割というのは，先程の無認可保育園，それから学童

の関係もございますし，いろいろな立場の中でこういった専門部会が必要になろうか

というのも想定されると思いますので，ただそれを今の段階で何が必要なのか，ある

いはどういう専門部会を立ち上げるべきかということについては，私どもも今の段階

では具体的なものは持ち合わせておりません。 

ただ，本日出ました御意見も踏まえまして，例えば「こういう風な部会を作っては

どうか。」というような提案は今後させていただきたいと思っています。 

長澤会長 

では，それも各関係と今後，調整していってということでよろしいですか。 

その他，ございますでしょうか。この要綱または運営について。 

よろしいでしょうか。 

では，こちらの要綱の方，お認めいただいてよろしいでしょうか。 

はい，ありがとうございます。 

続きまして，認定こども園についてということで，こちらの方もまた事務局から御

説明お願いいたします。 

事務局 
認定こども園について ［事務局説明］ 

認定こども園の概要について 

長澤会長 

はい，ありがとうございます。 

では，この点について，皆さんから御質問・御意見等，承りたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

はい，山中委員。 

山中委員 
先程言われた，移行が考えられるのは，保育所からも移行が考えられるということ

ですね。 

事務局 はい。 

山中委員 

先程，抜けましたけれど。 

それも見据えて，私たちの私保連の中でも話が出ているのですよ。そのときに幼稚

園部分の定員をどうするか，どう設けていったらよいかというところが，やはり今回

の事とも関わっているので，この事はしっかりと押さえていかないといけない部分と

思っているので。保育所側としても認定こども園を見据えていない訳ではなくて，い

ろいろな話をすると，やはり時代の流れというか，そこへ行きたいという方もみえま

すので，そこはしっかり押さえていかないといけないですね。 

それと，先程の説明の中で，保育所と同じ施設型給付という中でも，保育所と認定

こども園の中の保育の部分で何が違うのか。幼稚園もそうですし，鈴鹿には今作る予

定はないけれど地域型保育などもそうですけれども，何が違うのかということで，直

接契約という話がさらっと今あったけれども，私たちが思うには保育所というものが

児童福祉法の中の二十四条一項で規定をされていて，保育所だけが，市町村に保育を

認定された子どもに対して保育を…という設定がされていて，それ以外は所謂二項の

方の施設にすべてなっていく訳ですよね。 

それで，そのときに鈴鹿市としてというか，自治体として，その子どもたちにどう
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責任を持っていくのかというところの話がきちんと成されていかないと。今までずっ

と鈴鹿市と委託契約を結んで，直接その子どもを市の割り振りによって受けてきた。

でも今度，新しい認定こども園になった場合は，「市は斡旋をする。」という風なこと

しか書いてない訳ですから，そういった場合にそこの園の応諾部分はどうなるかと，

そういう点についても細かく設定していってもらわないといけないと思うのですが，

その辺りはどのようになると考えていますか。 

事務局 
（山中）委員がおっしゃるのは，保育所が仮に認定こども園に移行になった場合に

という…。 

山中委員 

それはそれです。 

そうではなくて，今，この制度の説明の中で，保育所と認定こども園，幼稚園もそ

うですけれども，決定的に違う部分があると考えていませんか。 

事務局 それは二十四条の一項… 

山中委員 

そうですね。（二十四条）一項というものは，ものすごく責任が重く書いてあるじゃ

ないですか。それによって，私たち保育園は市から「この子を入れて。」と言われると

入れるのですね。 

でも，直接契約の施設はそうではないですね。だからそのときに，子どもを選べる

という部分が認定こども園では出てくる。それに対して，どういう応諾義務が認定保

育園，ほかの施設にはあるのかということについて，決める何かもあるのですか。き

ちんとしていけるのですか。 

事務局 
認定こども園になった園に対して，応諾義務を持たせるかどうかという意味です

か。 

山中委員 そこのところは国が決めろと言っているでしょう。どんな風にするのか。 

事務局 
今のところ，私どもも具体的にそこのところを決めてはいないのですが…。 

断られたら，市はどうするのかと。そういう話ですね。 

山中委員 そうです。 

事務局 

要は認定こども園で，直接契約で受け入れができなかった場合。 

いろいろな想定があろうかと思いますけれども，制度上の一番大きな違いというの

は，今，山中委員がおっしゃられた直接契約か否かというのが，ひとつ大きなポイン

トだと思います。 

直接契約の場合，基本的には受け入れていただくというのが前提ではあるものの，

運営者の考えで拒否といいますか，いろいろな事情でお断りされるケースはあろうか

と思います。 

その場合には，基本的には行政の方で，保育の必要な子であれば責任を持って対応

するという形になりますので，ほかの保育園に協力いただくなり，そういう形はとっ

ていくのかなと思っております。 

それからもうひとつ，大きな違いといいますか。確かに保育園側から見ますと，認

定こども園への移行は別にして，基本的には今までと制度が大きく変わるものではな

い訳ですが，逆に私立幼稚園の場合ですと，はっきり申しまして，今まで市としての
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関わりが皆無に近かったのではないかという風に思っております。 

今回，いろいろな手続きが混乱したという御意見でしたけれども，そのひとつの要

因として，基礎自治体である市町村に私立幼稚園への関わりが法律上なかったという

のが実態でございます。すべて県の手続きの中で運用されておりましたので，一部教

育委員会の方から，「子ども一人当たり」という助成金を出させていただいているよう

な繋がりはある訳ですけれども，それが今後，認定こども園あるいは新制度への幼稚

園に移行された瞬間に，少なくとも子どもたちの認定，１号・２号・３号の認定手続

きというものは我々の責務に入って参りますので，そういう意味では，そこから少し

は私立幼稚園さんあるいは保護者の方との繋がりが強化されるのではないかという

風に認識しています。 

当然，それに従いまして，先程課長が説明しました施設型給付の給付金の関係につ

きましても，今までは市はノータッチだった訳ですけれども，運営費の助成に代わる

ものとして，施設型給付の給付金という形になります。これは市が一番の窓口となっ

て手続きさせていただく形になります。そういう意味では，非常に関わりが強くなる

のかなという認識はしております。 

長澤会長 
はい。その他，ございますでしょうか。 

はい，古市委員。 

古市委員 

新制度に移行するという行政の制度の変わり目には，いつの時代においても，それ

でメリットを受ける場合と非常にデメリットを受ける場合がある訳なのですね。 

今回は，保育所側から認定こども園に（変わる場合），幼稚園の３歳から５歳までの

幼稚園教育をする場合は，現在の私立幼稚園・公立幼稚園の定員の方へ入り込んでく

る訳です。 

そしてまた今度，学校法人が認定こども園に移行する。そして１号（認定）の場合

はよろしいですけれども，２号（認定）・３号（認定）の場合は保育所の定員の枠の中

に入ってくる訳なのですね。 

それで保育料は，今まで私どもは，今部長がおっしゃったように，３歳と５歳の園

児一人に対して，月５百円，年間６千円の市の助成を頂戴している。それと，歯科検

診・内科検診の検診料を，同じ鈴鹿市の市民の子どもであるということで，市に負担

をしていただいているということが唯一の市との関わりであった訳ですが，それが新

制度になりますと，今度は家庭の前年度の収入によって，５段階も８段階も保育料が

分かれる訳ですが，それは今度は保育所の方からすると，今までは市が一括して集金

して，市から委託料として頂戴していたのを，独自に集金しなければいけないという

風に変わると思います。 

そうすると私立幼稚園の方も今までは，どんな御家庭の子どもさんも「２万何千円」

と一定で頂戴していた訳ですが，それが前年度の収入によって，「あなたはいくら

よ。」，「あなたはいくらよ。」という風に段階的に保育料を頂戴して，徴収は従来どお

り，各園が責任を持ってやるというままで変わりはないと思うのですが，それを専門

部会で決めるという場合においては，今申し上げたように，保育所が３歳・４歳・５

歳の幼稚園の方の定員の中に入ってくる場合，それから幼稚園が２号認定・３号認定
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の方で保育所の定員の中に入り込んでくる場合の調整というのは，非常に困難を極め

るなと思っておりますが，それは専門部会に任せていただけるのか。市長のこれから

の市政の公約の中でも，子ども・子育ては重要なことであるので，このようにやって

いきたいという市長の考え方もある中で，こういう難しい問題を抱えながらでも，鈴

鹿市の少子化が少しでも食い止められるように，行政も我々の業界も共に手を取り合

って頑張っていかないといけないなと。これは鈴鹿市の将来，子や孫の時代のために

必要なことだと思いますので。そこで行政の方も，その辺りの軍配の振り方，これは

専門部会の中での協議もある程度忖度していただきながら，専門部会の議論は伯仲す

ると思いますが。長くなりましたが，以上です。 

長澤会長 はい，山中委員。 

 

山中委員 

古市先生の発言の中でありましたように，所謂，応能負担ということで，保育料が

収入により変わるという部分で，それを集金するのが各施設であるという風になって

いるということで，そこで個人情報というものが全部その辺りで分かる訳ですね。 

この方からいくら保育料をもらうということは，その人の収入はいくらであったと

いうことが分からないとできないことですし，それは各施設に知らされる訳ですか

ら。 

 ところが，今の保育制度の方の保育所のままでいくと，その子どもはいくら保育料

を納めているかというのは，そこのお宅がどれだけの収入があるかということに繋が

る情報はない訳ですよね。保育所ではね。ないから，子どもたちをどの子も一緒のよ

うに平等に保育ができるという風に私たちはずっと教えられてきましたから，そのこ

とが変わるということですよね。認定こども園なり，ほかの制度になると。そこのと

ころをどのように個人情報の管理もやっていくのかということも含めて，保育所職員

全部がそのことを知ってしまうのか，それともそこではある程度そういうことがない

ように計らうように，どのようにするのかというようなことまでも考えていかないと

いけないという部分があると考えているので，そう簡単にはやってしまって良いのか

なという気はするのですね。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 一応，守秘義務の範囲には入ってみえますよね。 

山中委員 それは当然そうです。 

駒田副会長 

僕らも職種がそうですから。同じような職種ですよね。 

であれば，それは今後当然のこととなると思うのですが。ですから，それをどう管

理するかは，そこの中で。協会の中でか，自主管理になるのか，全国の保育園協会・

幼稚園協会で決めることなのかは，僕らでは判断しかねますから。 

山中委員 ただ，今の保育所の制度は（保護者の所得について）全然分からない訳ですよね。

駒田副会長 個別の件ですよね。多分，皆さん知ってみえますよね。恐らくそれはね。 

山中委員 

ある程度のところは…。それはどうしようもないことであって。私たちはそのお宅

がいくら保育料を納めているのか，もっと言えば，滞納しているのかというところま

では分からないということを前提に保育をしていますから。そのことが，今度は直接
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契約ということになってくるときに，その情報で判断をするということもあり得ると

いうことですよね。当然，誰も分からない訳ではなくて，守らなければならない人た

ちはどこまでか，どういう風に守秘義務があるのかということはあるけれども，その

ことは情報として施設には入る訳ですからね。 

長澤会長 はい。事務局，お願いします。 

事務局 

今の制度の説明を若干，触れさせていただきます。幼稚園が新しく新制度になりま

すと，確かに所得に応じた保育料の設定という形にはなります。ただ具体的に，個人

の方々にいくら所得があって，いくら税金がかかっているかというところまでは分か

らないと言いますか，知っていただく必要はございません。 

少なくとも非課税であるか，あるいはいくらからいくらの課税体系の家庭であるか

という，ある一定のところまでは分かってしまいますけれども，市がこの人について

は（保育料は）いくらですという風な決定をさせていただきますので，それに基づい

て契約をしていただく。言い換えれば，それが分からないと運営費が入ってこないと

いう形になりますので，そういうことで個別の詳細なデータまでは分からないという

か，知っていただく必要はないという風に思っています。 

長澤会長 はい，古市委員。 

古市委員 

山中委員，私たちの幼稚園はもう既にそれをやっています。 

前年度の市民税の納付額を集めて，お宅は就園奨励費の該当の何段階になるかとい

う。それは援助しているものですから，担任の先生が全部集めているので，それは守

秘義務って，漏らしはしませんけど。市民税の納付額は所得の 10％でしょう。ですか

ら，それでよく分かる訳なのです。でも，それは心配しなくても良いです。 

山中委員 

保育所はそうではないから。 

結局，分かりにくい仕組みですから。保育所としては，市へ保育料を納めてしまう

から，その部分も含んで，一人当たりいくらという風に，委託費という形でもらう訳

ですけれども，直接契約のところは保育料の分は自分で集めて，その差額を市からも

らうという形になるという話をしていたのですけれど，そこの仕組みがやはりなかな

か見えないところで。無認可保育所のときはそれどころではなかったので，お金は全

部貰わなければいけない訳ですから貰っていたのですけれども，所謂保育所というも

のになったときには，そういう風な部分があるから平等な保育ができるのだよという

風に私たちは抑えられていますからね。考え方として，やはりそうなのです。そこに

お金持ちの子どもとそうでない子どもと差が出たりすることがないようにきちんと

してほしいということです。 

長澤会長 はい，福本委員。 

福本委員 

以前，保育士をしていた立場から言わせていただきますと，園長先生はそういう事

細かな個人情報を御存知ですけれども，保育士としては皆さん，どのお子さんにも平

等に接しましょうというようなことの中で，保育を毎日進めています。そういう風に

していました。 

古市委員 保育料の決め方がまた問題で。国の公定価格に準じている市町もありますし。今の
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私保連が集めていただいている保育料は，国の公定価格の 30％引きなのです。30％引

きに鈴鹿市の保育料を決めて頂戴している。今度，国の示した公定価格のとおりにや

ると，その 30％引きがなくなる訳です。 

そうすると，例え近隣でも津市などは，保育所の方は国の価格より 30％（引くため

に），市の財政負担をしながら保育料を頂戴しているという事実をイコールして，認定

こども園の公定価格を 30％（引くために），市が財政負担して保育料をいただきまし

ょうという新しい段階的な保育料を決定している訳です。 

鈴鹿市はまだ具体的な認定こども園の発足がありませんので，そういう必要がない

のかあるのか知りませんけれども，やがては大きなそういう問題にぶつかってくると

思います。 

長澤会長 

前回，伊田委員の方から，認定こども園について市民の方の理解が足らないという

話があって，今回こういう形が出てきたのだけれど，これで市民の方々は十分分かり

ますかね。きっと分かりませんよね。 

この場ではこういう形で良いと思うのですけれども，市民の方々への認定こども園

についての分かりやすい形の広報というものが必要だと思うのですけれども，それに

ついてはまた準備していただけますでしょうか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

先程もおっしゃっていたように，認定こども園になったり，今の私立幼稚園さんが

新制度に入ることで，今，私学助成金のように，保護者の方に戻ってくるものがなく

なるとか，そういう金銭面のことも多分保護者の方は知りたいと思うので。メリット

もあるけれど，デメリットというか変わるというか，その辺も制度を保護者の方が詳

しく詳しく言われても理解するのに限界もあるので，実際その園に行くことになった

ときに，どのような負担が変わるのかというものまで示していただいた方が有難いか

なとは思います。 

長澤会長 はい，近藤委員。 

近藤委員 

先程，お金を貰ったりとか，制度の仕組みとかばかりなのですけれども，やはり“保

護者”対“施設”になってしまうと，もし何か問題が起こったときはどこに言ったら

良いのですかということになって，市は「斡旋はします。」と先程言ったのですけれど

も，そこまで細かいことは見ていただけるのかなという所がすごく不安になります。

というのも，やはり学童保育条例案ができて，責任者を一人決めることになったの

ですけれども，やはりその責任者が全部背負わなければならないという思いでいるの

で，うちはそれは保護者なのですけれども，やはりそこに負担が掛かってしまうと，

良いように条例を持ってきたのだと思うのですけれども，「やはり条例はいらなかっ

たのじゃない。」となってしまうと困るので，その辺りはしっかりといろいろな角度か

ら見ていただいて，お金のことだけではなくて，そこに入る（子どもの）保護者に対

してはどうなのかとか，ほかの県や市の情報もたくさん欲しいですよね。それを見て

から進めるべきではないかなと私は思いました。 

長澤会長 はい，中島委員。 
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中島委員 

保護者の立場から言わせていただくのですけれど，私もこの会議に参加させていた

だいて，ようやく中身が分かってきたところなのです。 

一度，市Ｐ連さんに御協力いただいて，昨年度の代表者会議で市の方から新制度の

説明をしていただいて，ＰＴＡ会長の中で議論ができないまま終わってしまったの

で，一応いろいろな意見が出て，署名（記述）もしていただいたのですけれども，も

っと細部に亘っての意見を聞いて，この一冊がもっと厚みのあるようなものにしてい

かないと，それからがお金のことだったり，施設のことだったりということにつなが

っていくのではないのかなと思います。 

情報があまりにもなさ過ぎて，パブリックコメントもインターネットでは見れるけ

れど，市報には出ないのですよね。各幼稚園さんとか鈴鹿市立の幼稚園・保育所全団

体に行き渡れるほどの何か，「見てください。」だけでは市民には伝わらないと思うの

です。最初の会議でも同じようなことを言ったと思うのですけれども，やはり質・中

身を充実させてからでないと，お金のことは言うべきではないのかなと保護者の立場

からそう思いますし。私は実はもうＰＴＡ会長から離れていまして，今，実際のとこ

ろ玉垣幼稚園のＰＴＡ会長ではありません。この任務が来年の十月まであるので参加

させていただいているのですけれども，「次のＰＴＡ会長に託せ。」と言われたら全く

無のままの状態。それだとやはりまずいと思うのです。なので，もっとお母さんたち

に知らせられる何か，広報・市報だけではなく，最初にやるべきだったと思うのです

が何かもっとあるのではないかなと思うのですが。 

長澤会長 
もちろん，予算の都合もあるかとは思いますが，新制度・認定こども園のリーフレ

ットぐらいあっても良いですよね。 

中島委員 

そうですね。 

中身が法令とか小難しいことが出てくると，お母さんたちは分からないので，もっ

と分かりやすい鈴鹿市独自のリーフレットを作っていただけないのかなと思います。

内閣府のリーフレットではなくて，「鈴鹿市はこういう風にしていくのだよ。こうい

う風に子どもたちのことを考えているのだよ。」ということをもっと分かりやすく，ま

ず最初に示すべきかなと思います。 

長澤会長 これについていかがでしょうか，鈴鹿市さんの方は。 

事務局 

一度，リーフレットも含めて検討させていただきたいと思います。実は，広報等で

の考えはあるのですけれども，おっしゃるように広報だけでは分かりにくい部分もあ

りますので，そういうものも含めて検討させていただきたいと思います。 

長澤会長 
その他，何かございますでしょうか。この認定こども園について。 

はい，山中委員。 

山中委員 

先程，古市先生が言われた部分で確認をしておきたいことなのですけれども，（古

市）先生は公定価格と言われたのですけれども，保育料ですね。実際に子どもに掛か

るお金の中で，「保育料はこれだけ取っても良いですよ」という基準が国から示されて

いる。それよりも鈴鹿市の取っている保育料は 30％ぐらい低いという話ですね。それ

をやっていて，今度認定こども園なりができて，１号認定の子どもが出ると，それは
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全部市からお金が出る訳ですよね。そうすると，そのときになっても，保育料を上げ

なくても鈴鹿市はやっていけるのかどうなのかということを話されたと思うのです。

それは何かというと，鈴鹿市の場合は最高額が保育料は四万三千円です。未満児で

ね。でも四日市へ行くと五万七千円ですし，津市へ行くと五万六千円です。だからそ

こにそれだけの差があって，市がそれだけ頑張って子どものために出しているお金が

大丈夫なのですかという問い掛けだったと思うのですね。 

長澤会長 公定価格ですか。 

古市委員 
大丈夫というより，他市並みに 30％引きにしてもらわないと，鈴鹿市のお母さん方

が，かわいそう。 

長澤会長 はい，（事務局）お願いします。 

事務局 

保育料の問題ですけれども，保育所関係につきましては 30％，国よりも軽減してい

ると。これはあくまでも全体の平均的な数値と御理解いただきたいと思います。 

それから幼稚園につきましては，平成 27 年 4 月の新法施行に向けて教育委員会の

方で設定いたしましたのが，私立幼稚園の保育料設定については国の示した基準を適

用するという判断をその時点ではしております。ただこれには，議会等にも御説明さ

せていただいた経緯がございますが，その中で当然今後の財政状況であったり，ある

いは，特に幼稚園の場合は公立と私立の格差と言いますか，そちらの方の問題がござ

いますので，所謂，幼稚園・保育所それから公私の幼稚園のバランスや他市の状況で

あったり，そういったものを考慮しながら，将来的な課題という言い方で，取り敢え

ず平成 27 年度からは新しい制度に移行されるところもなかったということも含まれ

まして，そういう風な判断をしてございます。 

従いまして，この場で申し上げるのはどうなのかなとは思いますけれども，保育所

関係の（保育料を）30％，国よりも軽減しているということ自体も将来永遠に保証で

きるものでもございませんし，逆にそれよりも増える可能性もないとも言えません

し，その辺りは御理解いただきたい。当然，そのときどきの財政事情なり，市の政策

や方針にも大きく左右されるということになろうかと思いますので，それだけはこの

場でも御認識いただきたいと思っております。 

古市委員 亀山は 35％ですね。 

事務局 
いずれも保育園と幼稚園の設立の地域バランスや，そういったいろいろな過去の経

緯が今に繋がっているのかなという風に思います。 

長澤会長 
その他，ございますか。 

はい，井ノ口委員お願いします。 

井ノ口委員 今の時点で，認定こども園に向けて（行動）しようとする施設はあるのですか。 

長澤会長 はい，事務局お願いします。 

事務局 

今の時点というか，平成 27 年 4 月からはなかった訳ですが，私立幼稚園がひとつ，

平成 28 年からの認定こども園の設立に向けて計画をされているということで，それ

に対する施設整備の経費を私どもの当初予算に計上したことから，説明もない段階

で，一体どうなっているのだといろいろ混乱をお招きしている状況でございますの
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で，今の時点で私どもが聞いていますのはそれです。 

ただ今後，いろいろな幼稚園，あるいは保育園の一部にも，そういった動きは当然

出てこようかという風には認識しております。 

当然，今回の考え方の中には，そういった情報を我々として把握次第，皆様にも情

報共有させていただくような手続きに臨んでいきたいという風に思っております。 

長澤会長 はい，林委員お願いします。 

林委員 

私たち主任児童委員は鈴鹿市で三十三名いまして，各地域をこういう物（を持って

活動しているのですが），児童保育課が作ってくれている物でして，その中には幼稚園

の紹介等もあるのですね。私たちはこれを見ながら，「こういう所があるよ。私立（保

育園）では一時預かりもしてくれるのだよ。」という風に細かく説明をしていきます。

だから主任児童委員としては，いろいろな情報もいただきたいのですけれども，そ

れよりも，前にも私は何回も言わせていただくのですけれども，子どもがたくさん生

まれている地域と，生まれていなくて幼稚園・保育園が廃園になっていく地域があり

ます。その現状は非常に厳しいものがあって，主任児童委員の中には「合川の方には

造成をしてください。家を建てる所を造ったらどうですか。」と（言う方もいるぐら

い），もう笑い話なのですけれども，それぐらい赤ちゃんの顔が見えないという所があ

ります。 

だから，万遍なく考えるのではなくて，やはり鈴鹿の特徴というものが非常にあっ

て，私もいろいろ調べてきたのですけれども，幼保一体化でも中学校区に一校という

形で幼保の幼稚園を作っていくという風に動いている訳ですよね，市も。そういうも

のもあれば，旭が丘・桜島・玉垣のように大きくなってきている所には幼稚園がどう

しても二ついるのだとかいうことも情報が本当に足りないのですよね。 

それで，（子どもを）すぐ預けたいというお母さんたちに，私たちは「現状としては

（保育所は）これだけあるから，これを持っていって，児童保育課に相談に行きなさ

い。かわいい看板があるから。」という風に言わせていただいているのが現状なのです

ね。そこで，説明が非常に愛想ない。言葉が悪いですけれど。そこで，すごくお母さ

んの気持ちを受け入れて説明をするという窓口が非常に必要なのではないかなと。そ

こでお母さんたちもいろいろ理解をされて…。本当に不満はいっぱいあるのです。お

金のことも時間的なこともいっぱいあるのですけれど，やはり言える所があるという

ことが，非常にお母さんたちにとっても気持ちの問題では楽になっていくと思います

ので，今からここでも出てくると思うのですけれども，まずそういう所から始めてい

ただいたら良いのではないかなと思います。よろしくお願いします。 

長澤会長 窓口の改善ですね。 

林委員 はい。 

長澤会長 ということで，よろしくお願いします。 

山中委員 

他の市町村でやっているみたいな“保育コンシェルジュ”だったか，何かそういう

のとか，都市部の方ではいろいろそういう専門の方，たった一人でもいればいろいろ

なことを知っていて相談できるという制度ができるのではないかなと思うのですけ
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れども。 

長澤会長 

その他，ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

では，認定こども園については，こういう形で説明を終えさせていただきます。 

その他につきまして，事務局の方から説明お願いします。 

 ３．その他 

説明 

（事務局） 

□鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

□次回（第１１回）開催予定について 

長澤会長 では，以上にて議事を終了したいと思います。事務局のほうにお返しいたします。

 ４．閉会 

事務局 

会長，ありがとうございました。 

委員の皆様，本日は大変お疲れ様でした。活発な御審議，ありがとうございました。

本年度は，年２～３回の開催を予定しております。その中で，本市が抱える様々な

課題等について協議したり，計画の進捗状況について点検・評価等を行っていただき

たいと思っておりますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

では，これをもちまして，閉会とさせていただきます。長時間ありがとうございま

した。 

 


