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第１回 鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議 議事録 

 

１ 日  時 平成２７年１０月２９日（木）午後３時から 

２ 場  所 鈴鹿市役所 本館１１階 教育委員会室 

３ 出席委員 田口 鉄久，髙橋 亨，舘 裕介，中島 夕子，古市 嘉郁， 

服部 高典，岡野 優子，石井 孝史，橋爪 啓子，中村 有加， 

舘 隆克，篠原 政也 

４ 出席職員 学校教育課長（山田洋一），学事ＧＬ（實義幹夫）， 

学事Ｇ（行方孝典，西尾恵理子） 

５ 傍 聴 人 ２人 

６ 議  事 

（学事ＧＬ）それでは定刻になりましたので，只今から第１回鈴鹿市立幼稚園の今後

の在り方検討会議を開催させていただきます。私，本日司会進行をさせていただ

きます学校教育課の實義と申します。よろしくお願いします。それでは開会に当

たりまして教育次長から御挨拶を申し上げます。 

 

１ 教育次長あいさつ 

（教育次長）皆様，こんにちは。教育次長の篠原と申します。開会に当たりまして一言

御挨拶申し上げます。この度は，鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議の委員

を引き受けていただきまして，誠にありがとうございます。この会議で取り上げ

ます公立幼稚園につきましては，過去にも何度か色々な検討委員会で議論されて

いるところでございまして，直近では平成２１年１２月に鈴鹿市立幼稚園の再編

整備検討委員会におきまして答申いただき，適正規模での集団の幼児教育環境を

整える為に現在は平成２５年９月に策定いたしました鈴鹿市立幼稚園再編整備計

画に基づきまして，公立幼稚園の統廃合を現在進めている次第でございます。ま

た，御承知のようにこの４月から子ども子育て支援新制度が始まりまして，１号

から３号までの支給認定をすることとなりました。その中で幼稚園は，１号認定

になるわけでございますけど，鈴鹿市でも現在の公立幼稚園と私立幼稚園との間

で，新制度における利用者負担金・保育料に差がございますことから，今後の公

立幼稚園の保育料をどうして行くかという点に付きましては，課題としていかな

ければいけないと認識しているところでございます。そういった中で，この検討

会議はこの７月に制定されました。資料１でも後で説明させていただきますが，

鈴鹿市教育委員会意見聴取等のための会議に関する規定に位置づけされておりま

して，その目的にありますように今後の鈴鹿市立幼稚園の保育料，役割等につい

て市としての方向性を決定する参考とするため関係者の意見聴取を頂くというも

のでございます。そのためにこの検討会議では，審議会等のいわゆる地方自治法
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に規定している附属機関ではございませんので，諮問を受けたり，答申を出した

りすることはございません。皆さんを委員として，委嘱するという形ではなくて，

委員の皆さんに会議の出席を御依頼させていただくということになります。また

委員の皆様からは，貴重な御意見を頂きまして，そのことを大切にして，今後の

鈴鹿市としての幼稚園の在り方を決めていくに当たり，参考にさせていただきた

いと思っておりますので是非よろしくお願いいたします。簡単ではございますが，

以上で御挨拶とさせていただきます。 

 

２ 会議の運営要領，傍聴等 

（学事ＧＬ）それでは，事項に入ります前に，本日の資料の確認をさせていただきま

す。（資料の確認につき省略）それではお手元の事項書に基づきまして，進めさせ

ていただきます。まず事項書２番目の会議の運営要項・傍聴等についてでござい

ますが，本会議の運営要領につきまして，資料２を御覧頂きたいと思います。第

１条・会議の目的でございますけれど，先程次長の挨拶にもございましたが，少

し戻っていただきまして資料１でございます。鈴鹿市教育委員会意見聴取等のた

めの会議に関する規程の中の，別表下部分の下から二つ目，鈴鹿市立幼稚園の今

後の在り方検討会議ということで，位置付けられております。その中に記載され

ております開催の目的といたしまして，今後の鈴鹿市立幼稚園の保育料等につい

て，市としての方向性を決定する参考とするため，関係者の意見聴取を行うとい

うものでございます。続きまして，資料２に戻っていただきまして第２条の組織

でございます。お手元の３ページに別表といたしまして，委員の皆様の名簿を付

けてございます。そちらで御確認を頂きたいと思います。次に第３条の任期でご

ざいますが，当会議の開催は今年度いっぱいの予定をしておりますので，任期に

つきましては平成２８年３月３１日とさせていただいております。次に第４条の

会議でございますが，会議への出席につきましては，教育委員会が依頼するもの

といたします。また第２項・会議は委員の過半数の出席を以って成立するものと

いたします。次に第５条の会議の公開でございますが，審議会等の会議の公開に

関する指針等に基づきまして，原則公開と言う事になりますので御了承願います。

従いまして本日の会議につきましても，傍聴につきまして事前に，広報とホーム

ページに掲載をさせていただいております。尚，傍聴の要領につきましては後程

説明をさせていただきます。第６条の議事録でございますが，会議終了後，議事

録を作成し公表するものといたします。そのため本日の会議につきましても，議

事録作成のために録音を録らせて頂いておりますので御了承願います。尚，議事

録に付きましては発言者を記載いたしまして，基本的には全文に近い形での議事

録の作成の予定をしております。会議終了後，議事録を作成いたしまして，現在

の予定では，次回の会議開催少し前位に各委員の皆さんに送付をさせていただき
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ますので，発言内容を確認していただいて修正等がありましたら，次回の会議の

時に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いたします。その

後，ホームページ等での公開をさせていただく予定ですので，併せてよろしくお

願いをいたします。また，教育委員会のフェイスブックがございまして，そちら

の方にも会議の記事を掲載させていただきたいと考えております。つきましては，

記事と一緒に掲載する会議の様子等の写真を撮らせていただきますので，御了承

いただきたいと思います。以上が本検討会議の運営要領でございます。続きまし

て，この会議の傍聴等に付きまして説明をさせていただきます。資料３は５ペー

ジ目になります。鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議の傍聴等について（案）

でございます。傍聴の手続きでございますが，会議を傍聴しようとする方は，会

議の３０分前から１５分前までに傍聴券の交付を受けていただきます。また，傍

聴の定員に付きましては会場の広さ等を勘案いたしまして，適宜決定するものと

させていただきます。定員を超える場合は，抽選によりまして，傍聴者を決定・選

定をさせていただきます。その他の事項に付きましては鈴鹿市の他の傍聴要領等

を参考に作成してございますので御確認いただければと思います。以上でござい

ます。それでは，只今説明させていただきました本会議の運営要領と傍聴等につ

きまして，何か御意見がございましたら頂戴したいと思いますが，いかがでござ

いましょうか。それでは，特に御意見もございませんので「（案）」を削除いただき

まして，今後，この運営要領と傍聴の手続きに基づきまして，会議の方を運営し

て参り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３番

目の委員の紹介でございますが，お集まりの委員の皆さんからお一人ずつ自己紹

介という形で，この会議に対する思い等がございましたら併せてお願いをしたい

と思います。時間もございませんので，お一人１分から２分程度でできればと思

います。それでは今回，学識経験者として委員にお入りいただいております鈴鹿

大学短期大学部特任教授・田口先生の方から順番にお手元の名簿の順番にお願い

したいと思いますのでよろしくお願いいたします。田口先生お願いいたします。 

 

３ 委員の紹介（自己紹介） 

（学識経験者・田口委員）鈴鹿大学短期大学部・田口鉄久と申します。大学の方で担当

しておりますのは，保育内容，並びに保育指導が中心です。幼稚園あるいは保育

所に就職していこうとする保育者を養成している立場でございます。この鈴鹿市

の公立幼稚園の今後の在り方についての検討会に臨むにあたり，私も公立幼稚園

そして保育園また私立との関係性，こういう所を大切にしながら発言等をさせて

いただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。 

（自治会関係者・高橋委員）本年５月より自治会連合会長を仰せつかりました高橋と

申します。どうぞよろしくお願いいたします。自治会としましては，統合につい
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ては，市民感情を損ねないように充分留意しながら取り組んでいただきたいなと

いう声を多く聞くものですからよろしくお願いしたいなと思っております。 

（市Ｐ連代表・舘委員）こんにちは。鈴鹿市ＰＴＡ連合会の舘と言います。よろしくお

願いします。僕は一番下の子どもが５歳で久間田保育園でお世話になっておりま

す。実際僕たちも色々と思うこともありますし，色々聞きたいと言う事もありま

すので勉強させてもらいたいと思いますのでよろしくお願いします。 

（市民代表・中島委員）公募から市民代表として来ました中島と申します。私の子ど

もは幼稚園を卒園したのですが，鈴鹿市立幼稚園の卒園者の保護者として，保護

者の目線でしか発言はできませんし難しい言葉はわかりませんが，保護者代表と

して言わせていただきたいなと思いますのでよろしくお願いします。 

（私立幼稚園代表・古市委員）皆さんこんにちは。私立幼稚園・学校法人幼稚園の代表

で参加させていただきます道伯幼稚園理事長の古市嘉郁です。私も高橋さん同様，

議会の出身でございましてこの検討委員会は約３０年位前から１次・２次・３次・

４次という形で検討の場を経過しておりますが，３０年位前から参画させていた

だいております。２１年には中学校単位の現在の形にやっと答申がまとまった形

でありますが，答申がまとまった途端に国の方針が子ども子育ての新制度に移行

し，国の流れが大きく変わりまして，その対応もこの中で検討いただかなくては

ならないと思っております。子ども子育て新制度の大きな趣旨は，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４団体の父兄負担の平準化を図る

というのも大きな目標でありますし，また保育所の良い所，幼稚園の良い所，互

いに伸ばしあって，高度の，程度の高い幼児教育を成し遂げて，次世代を担って

くれる国民の「三つ子の魂百までも」の例えのように，８０年９０年と続きます

人格形成の基本を身に付けていただきたいなという願いを持って，私ども学校法

人は運営をさせていただいているところではありますが，全体の一般論としても

同じであろうという風に思わせていただきます。公立幼稚園の在り方につきまし

ては，小林教育長，山下教育長，代々テーマとして取り上げていただいて，中々結

論は出ない。結論は出ても中々即，予算の関係で実行はできないという形の中で，

今日に至っておりますが，これからは新しく，認定こども園の制度にどう関わっ

ていくかということを含めての方向転換も強いられるなという風に思っておりま

すので，そういう事も含めて御意見を御検討いただきたい。只今の政権与党が公

約しております２０２０年には幼児教育の無償化というのを，選挙公約に掲げて

いただいてはおりますが，無償化という事になれば，公立も私立も全部無償でご

ざいますので，そういう問題は一気に解決するなという風に思っておりますが，

それまでの何年かの過程でどうするかという問題であろうと思っております。 

（私立保育園代表・服部委員）私立の保育園の団体であります鈴鹿市の保育連盟の会

長をやらせていただいております，あおい保育園の服部と申します。園長をやら
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せていただいております。先程，古市先生の方からもお話があったように公立幼

稚園の再編整備検討委員会の最終の答申を出せていただく委員会へも出させてい

ただいております。やはり我々民間の方から言うと以前からずっと２０年，３０

年前から再編整備を云々という話があったのですが，ようやく流れが動きだした

かなというところです。先程からもお話があったように，子ども子育て新制度で

我々の中でもまだまだ勉強不足な部分があり，また国の政策でありますが，国の

方もまだ細かいところの方針等々，金額も含めてですが示されていない部分とい

うのが多々ありまして，我々業界としても，今後どうして行くべきなのかという

部分を含めて，色々四苦八苦している状態でございます。今後鈴鹿市の中でも認

定こども園も含め，公立の幼稚園あるいは公立の保育所の在り方等々も検討が必

要になってくることになろうと思いますので，そのことも含めましてよろしくお

願いいたします。 

（小中学校校長会・岡野委員）失礼いたします。小中学校校長会の代表で参りました

愛宕小学校校長の岡野と申します。どうぞよろしくお願いします。愛宕幼稚園が

隣接している幼稚園として在るのですが，人数が揃わずに今休園で来年は廃園に

なってしまいます。目のあたりにする子どもの減少とか，幼稚園が減っていくの

を肌身で感じております。保育園と幼稚園の両方の良さ，特徴を生かして新たな

る幼稚園教諭を育てていく，教育を続けていく，生き残り，これについて意見を

述べさせていただけたらいいなと思いながらこの場におります。どうぞよろしく

お願いいたします。 

（小中学校教員代表・石井委員）失礼します。教員代表と言う事で来させていただき

ました井田川小学校の石井といいます。よろしくお願いいたします。井田川小学

校の隣接する幼稚園が休園，開園，廃園とするのを経験しまして実際に幼稚園の

先生の色んな場面を見させてもらってきました。小学校の現場としては，色々な

公立幼稚園だけではなく私立からもたくさんの子どもを受け入れていますので，

色んな立場の，色んな方のお考えをお聞きして話合いに参加させていただきたい

なと思いますのでよろしくお願いいたします。 

（公立幼稚園園長会・橋爪委員）失礼します。公立幼稚園園長会代表の橋爪です。よろ

しくお願いいたします。この委員会につきましては，就学前教育に関わる４団体

の共存，そして実際に保護者の方の声を聞き，子どもの育ち，成長を目の当たり

にして関わっている者として，保育サービスの面での，そして保育の質，幼児教

育の質という面でも充実して，市民の皆様の期待に応えられるような，公立幼稚

園の存続の在り方について，また専門職に就いている者としての意見を述べさせ

ていただけたらと思います。よろしくお願いいたします。 

（公立幼稚園教員代表・中村委員）公立幼稚園教員代表として，鈴鹿市立箕田幼稚園

の中村有加です。よろしくお願いします。私の子どもは今４歳で，私立の保育園
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でお世話になっています。親として教員として色んな思いを思いながらここに来

ました。この会が鈴鹿市の子どもたちにとって一番いい形を見つけられる会にな

ってほしいなと心から思っています。どの子も教育を受けられるように，どの子

も漏れがないように育っていけるようにしていきたいなと現場から毎日，頑張っ

ていますのでどうかよろしくお願いします。 

（保健福祉部・舘委員）失礼します。保健福祉部関係者ということで，私保健福祉部の

参事をさせていただいております舘と申します。皆さん色んな方からの御挨拶の

中で，子ども子育て支援新制度が始まったというお話がありましたけれども，ま

さしくこれからの小学校へ上がるまでの就学前の教育，保育の部門で子どもたち

の為にいかにどうすればいいのかというのを含めまして，皆様と議論をさせてい

ただければと思っております。よろしくお願いいたします。 

（教育委員会事務局・篠原委員）改めまして，教育委員会事務局教育次長の篠原です。

先程の中でも申し上げましたけれども，それぞれの立場の方がお集まり頂いてお

りますので，その視点で是非，御意見をいただければ有難いと思っております。

よろしくお願いいたします。 

 

４ 議事 

（学事ＧＬ）委員の皆様，ありがとうございました。それでは議事の進行でございま

すけれども，検討会議につきましては資料１を御覧いただきたいと思います。意

見聴取のための会議に関する規程の中に，第５条第２項 会議の進行は所管課の

職員又は会議の座長として出席者のうちから互選された者が行うとなっておりま

すので，ここで議事に入ります前に出席者の皆様の中から，会議の座長を選出し

たいと思いますが，いかがいたしましょうか。 

（古市委員）事務局一任。 

（学事ＧＬ）ありがとうございます。事務局一任という御提案を頂きましたので，事

務局の方から提案をさせていただきます。会議の座長には，幼児教育が御専門の

鈴鹿大学短期大学部特任教授の田口委員にお願いしたいと考えますが，いかがで

しょうか。 

（委員一同）異議なし。 

（学事ＧＬ）ありがとうございます。それでは会議の座長を田口委員に決定させてい

ただきます。田口委員，座長の方よろしくお願いいたします。 

（田口委員）ありがとうございます。今，座長という役職をいただきました。皆さん方

それぞれの立場の代表ですので，充分御意見を反映していただけるようにこの会

を進めていきたいと思っております。どうぞ運営の御協力よろしくお願いいたし

ます。それでは議事がここに３点挙げられておりますので，この議事に沿って進

めさせていただきたいと思います。尚，本日の終了の時間はどの程度を目途にし
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たらよろしいでしょうか。 

（学事ＧＬ）そうですね１６時３０分。一時間程度お時間を取っていただければと思

います。 

（田口委員）では，議事の内容として，一時間程度，あと連絡等入るかと思いますけれ

どもそのような目途で進めさせていただきます。では，第１番「子ども子育て支

援新制度における鈴鹿市の現状」これについて事務局の報告，お願いいたします。 

 

（１）子ども子育て支援新制度における鈴鹿市の現状 

（学校教育課長）それでは代わりまして，私，事務局学校教育課長の山田と申します。

私から御説明させていただきたいと思います。先ず，資料の７ページでございま

す。子ども子育て支援新制度における鈴鹿市の現状という事で，ここにお集まり

の皆さん，子ども子育て支援新制度につきましては御存知の方もたくさん見える

と思いますが，簡単にお話をさせていただきたいと思います。先ず始めに子ども

子育て支援新制度がどういう制度・経緯でございますけれど，少子高齢化の進行

ですとか，晩婚化あるいは就労形態の多様化・待機児童対策等々の理由がござい

まして，量と質の両面から子育てを社会全体で支えるということを目的といたし

まして，平成２７年４月から新制度が始まっております。そして，主な構図とい

たしまして，支給区分認定・施設型給付が項目として黒く白抜きで書いてござい

ますけれど，支給区分認定についてでございますが，幼稚園・保育所等，教育ある

いは保育を利用する子どもにつきましては，年齢・保育の必要性に応じて第１号

から第３号まで支給認定区分が設けられ，その区分について施設型給付等が行わ

れることとなりました。表にございます通り，第１号認定につきましては，「満３

歳以上の子どもで保育を必要としない」という区分でございまして，施設として

は，幼稚園と認定こども園が該当いたします。中段にあります２号認定は，「満３

歳以上の子どもで保育を必要とするもの」という区分でございまして，施設とい

たしましては，保育所と認定こども園が該当いたします。一番下の３号認定につ

きましては，「満３歳未満の子どもで保育を必要とするもの」という区分でござい

まして，施設といたしましては，保育所・認定こども園・小規模保育等が該当いた

します。続きまして施設型給付につきまして，この施設型給付というのは幼稚園・

保育所・認定こども園を対象とした財政支援の事でございまして，認定こども園・

保育所では０から５歳，幼稚園では３から５歳の子どもを対象といたしておりま

す。公立幼稚園におきましては，本市でも今年度開園しております１５園全てが，

この子ども子育て支援法の施行に伴い，この２７年４月から新制度に移行してお

ります。私立幼稚園につきましては，別段の申し出をすることにより，新制度に

移行しないことを選択することができまして，本市におきましては市内８つの私

立幼稚園ございますけれども，今年度新制度に移行したところはございません。
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従来通り，私学助成及び就園奨励費補助が継続されているという形でございます。

また最近，私立幼稚園の方々に聞き取りをさせていただきました所，今のところ，

来年度新制度に移行する予定があるという園は伺っておりません。ここには記し

てございませんが，保育料・入所負担について，新制度における保育料・利用者負

担につきましては，世帯の所得・その他の事情を勘案して，国が定める水準を限

度として市町村が定めることとされております。今年度，本市の公立幼稚園の保

育料は，概ね，県下の他市と同様に現行（平成２６年）の負担水準をふまえ，平成

２６年の保育料の上限の６，２００円を最高額としまして，所得に応じて階層に

区分，いわゆる応能負担の形にさせていただいておりまして，保育料を設定して

おります。先程お話させていただきましたとおり，現在，私立幼稚園におかれま

しては，新制度に移行しておりませんが，移行した場合という事で，市において

保育料を定める形になっております。それで私立幼稚園が新制度に移行した場合

の１号認定の保育料，これは幼稚園が利用する形になる訳でございますが，利用

者負担額は，今年４月の新制度施行に合わせまして，国が基準額として示しまし

た上限の２５，７００円を最高として，所得に応じて階層に区分し保育料を設定

しております。それに併せて今後，私立幼稚園で新制度に移行していただく園が

出ました場合は，同一の制度におきまして，私立幼稚園の方と，公立幼稚園の間

で保育料の差が生じるということが課題であると認識しております。県下におき

まして，他市の状況ですけれど，国基準より低い金額を設定している市も幾つか

ございますが，多くの市では本市同様，国基準の２５，７００円を初年度は設定

したところが多くなっております。また，この保育料等につきましては，次回以

降の検討の際には資料として出させていただく予定でございますが，現在は口頭

での報告とさせていただきます。１番につきましては以上でございます。 

（田口委員）ありがとうございました。資料の４に基づいて，新制度の中の新たな子

どもさんの認定と言うのでしょうか，これに触れていただき，また，口頭ではあ

りますけれども保育料に触れていただきました。これらについての御意見等，御

質問ありましたらお願いいたします。今回，公募で臨んでいただきました中島委

員さんは，初めてお聞きになるような文言ではあるのでしょうか。 

（中島委員）実は子ども子育て会議に参加させていただきまして，はい，大丈夫です。 

（田口委員）そうすると，概要は把握していただいていると言う事ですね。舘委員さ

んはいかがでしょうか。 

（ＰＴＡ・舘委員）僕はですね，幼稚園の代表者会というのを開かせていただいてい

まして，その時，市の方から説明を聞かせていただいたので，ある程度は解って

おりますので。 

（田口委員）何か御意見等付け加えていただくことがあれば，どうですか。 

（ＰＴＡ・舘委員）代表者の方に来ていただいた時も，内容がはっきり解らないとい
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う方が結構見えまして，ただ保育料のことに関しては大体，制度が変わると値段

がぐっと上がっちゃうというので，それは解るのですけど，中身自体はそんなに

何も変わらないという事なのですかね。教育してもらうっていうか，預かってい

ただく分に関しては何も別にどっちになっていようとも関係ないですかね。 

（田口委員）どっちって言いますと，保育園・・・ 

（ＰＴＡ・舘委員）そうですね。今，私立さんは現状のままっていう感じで行かれるっ

て事で，今の新しい制度の方に切り替えると，預ける側としては別に何も変わら

ないのですか。 

（田口委員）そうですね。幼稚園該当の子どもさんであれば，保育時間も一緒という

事ですので変わりはないのですが，園の様子っていうのが随分変わってというよ

うに思われます。いわゆる長時間の子どもさんも受け入れていかれる事になりま

すし，保育園の，ここであります保育所であれば，短時間の子どもさんも受け入

れていかれるということになりますので，若干変わります。また，幼保連携型と

いうのが推進されるかと思いますので，そうなりますと一つのクラスの中に，短

時間の子どもさんがおられ，長時間の子どもさんもおられるという形ですので，

若干そういう面での変化というのはあるのですけれども，子どもさんお一人につ

いて見てみれば，今の保育・教育と変わらないというように捉えることができる

かと思います。 

（ＰＴＡ・舘委員）ありがとうございます。 

（田口委員）更にいかがでしょうか。今後，協議されると思われます保育料等にも触

れられましたので，御意見等ございましたらどうぞ御発言ください。 

（古市委員）私，学校法人代表の古市であります。今，口頭で御説明がありました様に

認定こども園に移行した場合は，鈴鹿市は国の表示基準２５，７００円に従うと

いうお話でございましたが，近隣の今年の４月からスタートしている津市では，

保育所並みに，保育所の保育料も国の基準の６９％で設定されて，後の３１％は，

末端の市町が負担して保育料を頂戴しているという話でありますので，津市は，

２５，７００円の７０％の１７，０００いくらの最高額の保育料で，今年の４月

からスタートしております。しかし，鈴鹿市も亀山市も四日市市も当面，本年に

決めなければならないという事態が発生しておりませんので，国の基準にという

一般的な答申が主であると思われますが，議会でも近隣の市町の状況がどうかと

いうのを参考によくするのですが，鈴鹿市が参考にさせていただいている四日市

市は，既に保育所並みの６９％ぐらいの方向性で検討に入られているということ

を確認しておりますので，四日市市や津市がどのように，決定されて進んでいけ

ば，鈴鹿市民にも同じような待遇というか，保育料で臨んでいただけるのがベス

トかなと思いますし，４団体の父兄負担の平準化というのも大きな国の目標であ

ります。この委員の中には，公立幼稚園の代表の方ばかりの感じはしますが，公
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立幼稚園というのが釈迦に説法かも知れませんが，市の単独事業で市民税のみで

運営されている機関でありまして国・市の助成というのは一切ございません。そ

の中で高等学校でも私立と公立は倍と半分という位ですので，それが６，２００

円と２５，０００何某ですと三倍以上の格差がある訳ですが，それを平準化して，

公私の役割を補いながら，待機児童対策というような事を考えてみえるそうです

が，その辺は，四日市が決めれば，鈴鹿市も右へ倣えというような方向にいって

いだたき，議会の御意見もいただけるのではないかと思っております。検討委員

会は，御挨拶でも申し上げましたように３０年来同じようなことばかり，行った

り来たりの会議が続いて，やっと２１年に答申らしき答申がまとまったというこ

とですが，それがまた国の方針の変化によって方向を検討しなければならないと

いう現状になってしまった。検討している間にまた変わってしまったという事で

あると思っております。国の方針は，あくまで平準化という事ですし，今までの

議論の中では，現場で担当してみえる組合の代表者等は，聖域にして検討の材料

から外してほしいというような御意見もございましたけれど，そのための検討を

しているので，そんな事は言わせるなというようなことで，延々と何十年とやっ

て来た記憶がありますが，お互いに自分の職場の繁栄なり安定は，希望してなら

ないのは人間なら当たり前の心情でありますけれども，根本的な受け皿の精神と

いうのは，市民の要望があればそれに出来る限り沿って考えるというのが行政の

真の姿であると思っておりますが，一部の公立幼稚園におきましては，校長先生

や地域の総代さんを動員して，他の保育所や幼稚園へ行っている子どもを是非公

立幼稚園がつぶれてしまうのでそっちに来てほしいという事を，二度も三度もみ

えると，その父兄の本音で言いますと，「今度小学校へ行った時にお世話になる学

校からあんなに言われると同意せざるを得ないけど，子どもの意見を聞くと「友

達が既に居るので変わるのが嫌だ」というので，古市さん教育委員会に言ってく

ださい。」と議員時代何回も言われたことがありますが，無理して要望もそれほど

ないのに維持しようと言うと無理があるなと，これは私立幼稚園の代表ではなく

市民の一人としての考えであります。 

（田口委員）ありがとうございました。国が示した基準通りに進めていくと言う事で

はなく，市の独自の考え方，これは是非とも提起を，今後して欲しいと言う事と，

併せて公私の格差の問題をどう検討するのかと言う御意見を頂戴いたしました。

それでは，更にいかがでしょうか。 

（中島委員）子ども子育て支援制度では，幼稚園は３歳から５歳ということですけど，

鈴鹿市立幼稚園は，現状は４歳から５歳で，地域によっては５歳児のみという対

応で新制度に移行されているのですけど，今後，来年度例えば，本当に新制度に

移行するのであれば，国の基準どおり３歳から５歳という方向で，その時点で保

育料が私立幼稚園と平準化という形になれば，市民も納得すると思うのですけど
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も，今の鈴鹿市立の現状，子どもの受入の体制・施設で，保育料を平準化というの

は保護者としては，多分納得がいかないという事を，子ども子育て会議でもお話

させていただきましたし，お金の事よりも質なのではないかという事を何度も言

わせていただいているのですけども，中々そこまでは伝わらない。代表者会議の

時の資料も預かっていまして，当時のＰＴＡ会長さんの御意見も伺ったものも持

っておりますが，やはり４歳５歳と二年で作り上げていく子どもたちの関係性，

それが一年でまた違うところで変わってしまう。たとえ近所の子であろうとせっ

かく仲良くなった子とまた一年で，また違う環境というのは凄く子どもにとって

負担だと思うのです。それで凄く悩まれている地域の方がたくさんあったと思う

のです。今までそう言う事を分かっていた上で，なぜ４歳５歳しか受入がない，

５歳しか受入がないというのが，保護者にとっては凄く心が痛かった。私も私立

幼稚園に入れるか，働いて保育所に入れるか，保育園に入れるか悩んだ時期もあ

りましたけど，やはり親は自分の子どもがどう３歳４歳５歳を育って，親の手を

離れて小学校に行くかっていうのが，すごく大事な時期なので，吟味されて園を

選ばれると思うので，その辺のところをもうちょっと大事にしていきたい。この

会議で何か今までの，お金もそうですけどちょっと違う方向に鈴鹿市の幼稚園が

いけるといいなと今聞いて思いました。 

（田口委員）ありがとうございます。保育料・利用料の平準化という事があるとすれ

ば，保育の条件を整えていくということが必要ではないかという御意見をいただ

きました。更にいかがでしょうか。ここで方向性を出していく，結論を出すとい

うものではありませんので，それぞれの立場から忌憚のない御意見をと思います。 

（橋爪委員）すみません。 

（田口委員）それでは，橋爪委員お願いします。 

（橋爪委員）すみません。先ほどの古市委員さんのお話の中で，確かに数年前は過度

な募集もあったかとは思うのですが，ここ数年，十年位，全くそういった勧誘に

行くような募集は行っておりません。園に資料を取りに来てくださいというよう

な形での募集です。これから４月以降，行政改革もあるという事で，専任園長の

配属も増えているので，学校長が直々に御自宅を訪問してというような募集は全

くしておりません。保護者の方の，本当の小学校への繋がる連携としてとか，そ

ういった普段の子どもたちの姿を見て，選んで来ていただけていると感じており

ます。 

（古市委員）過去は，ありました。 

（橋爪委員）過去は確かに・・。確かに，これだけ集めなければって，失礼ですが，奪

うつもりは全くないのですけども，実際訪問させてもらった事もありますが，今

は全く対象児が何名いるのかすらも分からないような状況ですので，本当に待つ

だけですので，募集期間としては短い期間で，募集要項を取りに来てもらうだけ
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というような形です。 

（古市委員）少子化という大きな流れの中で４団体全て同じような気持ちです。基本

のベースが減少してきますので。これは，どうにもならない事態です。 

（橋爪委員）やはり，３歳児がないというところで，保育所は，やっぱりちょっと・・

今回の制度で余計に入所が厳しくなったのかなとも思うのですけれども，お仕事

されてない人とか育休に入られるともう子どもを年度途中であっても，預かるこ

とは出来ませんという事になって，そうなると保護者の方の選択が，私立の幼稚

園か公立の幼稚園か，どちらかというようになった場合，私立ですと３歳から積

み上げてきたものがあって，４歳のこの時期にちょっと入るのは不安があるとい

う声も聞いております。ですので，三年間で積み上げる私立の建学の精神という

のか，そういったものもあって，本当にこの時期から育休に入られる，年長では

預かってもらえないから小学校に入る一年前は公立幼稚園に，でも公立幼稚園は

４歳児は抽選しているという事で，３５名なので空きがない。申し訳ないけど数

ヶ月，保育所が残れないという事だったら，申し訳ないけれども自宅待機になる

ねって，かえって待機児童を増やすような。ちょうど４歳後半でこれから友達関

係を作って，５歳の仲間・協働関係を作っていくという時期に，親子関係を築く

のも大事な時期ではありますが，残念なことに・・新制度が先に動き出して・・・ 

（古市委員）新制度になると就労証明が要らないですからね。産休に入ったら，おば

あさんが家に居るからやめなさいっていうような事は言わない。新制度では言わ

ないと思う。 

（田口委員）新制度の認定こども園では。 

（古市委員）認定こども園では。 

（橋爪委員）今現在，認定こども園になってない段階でそれが始まっているので・・ 

（古市委員）それは，就労証明要りますね。 

（橋爪委員）そうですね。 

（古市委員）昔話で申し訳ないけど，総代会の会長さんで，元県職員の自治会長が見

えたのですが，私が議員当時に控え室に集まった時に，「古市さん，今から在所に

帰って学校の校長と一緒に，幼稚園へ来てもらうように頼んで歩くんです。」「ご

苦労さんですね。あなたが一人そういう成果を上げられる」と，金のことは言わ

なくていいって言う皆さんの御意見ですが，市の経営は金の事も大事，家計と一

緒です。市長は経営者。子どもがピアノ買ってほしいと借金してピアノ買う。息

子がスポーツカー買ってくれと言えば借金してスポーツカー買うような調子では

家庭だったらいかないです。市も一緒の事。「ご苦労さんやね。あなたが一人成果

を上げられると，５０数万円，市の持ち出しが増える。」と言ったら，「何故？」っ

て言われる。「園の運営費の平均値はこれだけで，頂いているのは，６千何百円，

７万数千円，その差額は市民税から全部負担となるので，あなたがそうやって努
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力してもらうと，市の負担が増える。」，「そんな事なら行くのをやめる。」って言

われた。誰も市民はそういう事は知らない。 

（田口委員）色々と御意見続くかと思いますけれどもこの問題は，今後も検討を続け

なければいけない問題ですので，これからどうクリアしていくのかというところ

を含めて，今後を見据えた検討に入っていきたいと思います。関連した議題だと

思われますので，次の議題に移りながら，今の御発言なども含めて検討していき

たいと思いますので，次の議題になります。鈴鹿市立幼稚園再編整備計画の進捗

状況，これについて事務局からの説明お願いいたします。 

 

（２）鈴鹿市立幼稚園再編整備計画の進捗状況 

（学校教育課長）それでは，失礼いたします。只今の御意見の中にもやはり，継続した

２年保育・３年保育を望まれるという声をいただきましてありがとうございます。

それらを踏まえまして，公立幼稚園再編整備計画を策定しました。これにつきま

しては，園児数が減少してきたことや，就労形態の変化等もございまして，どち

らかといいますと幼稚園よりも保育所，保育園というようなニーズが高まってき

たという事でございましたので，私どもとしましては，子どもたちにやはり，先

程もお話がありました質の高いというか，良い環境・適正な規模での教育をした

いと考えまして，更にはそれを進める事で各中学校区単位，ちょっと遠くはなる

かも分かりませんけれども，専任園長を置き，２年保育をそれぞれの中学校区に

置きたいと進めた計画です。それにつきましては，資料に基づいて簡単に御説明

をさせていただきたいのでよろしくお願いいたします。では資料８ページでござ

いますが，鈴鹿市立幼稚園再編整備計画の概要です。先程，古市委員のお話にも

ありましたとおり平成２０年１月に鈴鹿市立幼稚園再編整備検討委員会を設置い

たしまして諮問し，平成２１年１２月に再編整備に関する答申をいただきました。

そこで中学校区に１園程度に再編整備するという答申に基づきまして，平成２５

年９月に，鈴鹿市立幼稚園の再編整備を策定いたしております。それと同時に第

Ⅰ期からの計画を順次進めておりまして，平成２５年９月には第Ⅰ期再編整備計

画を策定いたしまして，そこの表は３段階になっていると思いますけども，一番

上の段の第Ⅰ期計画，３中学校区において計画を進めました。鈴峰中学校区にお

きましては，庄内幼稚園・深伊沢幼稚園を閉園しまして，椿幼稚園に統廃合とい

う形で，平成２５年度末に廃園。白鳥中学校区におきましては，石薬師幼稚園・井

田川幼稚園を加佐登幼稚園に統廃合すると計画を立てておりまして，ちょっと年

度のずれがありましたが，石薬師幼稚園は平成２５年度末に廃園，井田川幼稚園

は平成２６年度末に廃園とさせていただきました。天栄中学校区におきましては，

天名幼稚園を栄幼稚園へ統廃合として平成２５年度末をもって廃園とさせていた

だいております。これが第Ⅰ期計画でございます。翌２６年は第Ⅱ期計画を策定
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いたしまして，千代崎中学校区におきまして，若松幼稚園を玉垣幼稚園へ統廃合

するという事で，平成２６年度末をもって廃園といたしました。鼓ケ浦中学校区

につきましては，愛宕幼稚園を白子幼稚園へ統廃合という事で，今年度末をもっ

て廃園する予定でございます。神戸中学校区におきましては，河曲幼稚園を神戸

幼稚園へ統廃合するという事でございますが，神戸幼稚園の園舎が市内で最も古

いという事もございますので，新築移転をしながら併せて統廃合を行う事でござ

いますので，昨年度に策定した計画でございますが，３０年度末をもって廃園す

るという予定でございます。続きまして，今年度に策定しました第Ⅲ期計画でご

ざいますけれども，平田野中学校区の庄野幼稚園を国府幼稚園に統廃合，今年度

末をもって廃園とする予定でございます。それから最後ですけれども，大木中学

校区につきまして，長太幼稚園を箕田幼稚園に統廃合，これは平成２８年度末を

もってという事を計画しておりまして，この際，大木中学校区，４歳児保育を行

っておりませんので，箕田幼稚園で４歳を併せて始めます。統廃合の時期に合わ

せて４歳児保育を始め，専任園長を置くという形で計画を進めているところでご

ざいます。あと２中学校区が出ておりませんが，そこは統廃合なくそのまま存続

する予定でございますので，この表の中にあるものですべて統廃合が完了して，

統廃合前は市内に２３園ございましたけれども，公立幼稚園は幼保一体化施設を

含めてでございますが，最終的に９ページに示しました地図があるかと思います

が，１３園になる計画でございます。続きまして，再編整備と関わりますので 

１０ページでございますけれども，平成１８年から２７年の園児数の推移という

表とグラフを作りました。これにつきましては，幼稚園は３歳からが対象でござい

ますので，３歳から５歳児です。上の表の一番下の段に３～５歳人口とありますが，

３月３１日現在に私共が台帳からひろったものですが，平成１８年，３歳から５歳

児合わせて６，６９５人いたお子さんが，一番右側，平成２７年は５，５８４人と

１，０００人以上減少しているという事で，少子化が進んでいるという傾向がうか

がえると思います。先程から出ております，４つのそれぞれ公立幼稚園・私立幼稚

園・公立保育所・私立保育園の人数と園数の推移を記した表が上にございまして，

下はそれをグラフ化，全体の子ども数の占める割合ですね，何％に当たるかという

事を示したものでございます。一番上の黒い公立幼稚園につきまして，平成１８年，

１４．２３％をピークに右肩下がりのような形で，平成２７年は１０．８０％とな

っております。次の段の私立幼稚園につきましては，若干上下はあるものの約２９

から３１％の範囲で，３０％前後で割合としては安定しているかと考えておりま

す。次の，中段位にある公立保育所も若干の変動はあるものの，約１２．２％から

１３．９％あたりに大体収まっておりまして，そちらもある程度，一定の割合で推

移しているかなとみております。続きまして，その下の私立保育園でございますけ

れども，こちらはやはりニーズの増加といいますか，平成１８年，２９．０５％か
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ら平成２７年は，３７．９８％とこちらは右肩上がりと言いますか，増加している

という事がうかがえると思います。その他につきましては，自宅でいらっしゃるお

子さんとか，認可外の保育所・保育園等に預けていただいている方ということでご

ざいますが，そういう方も１２％位から７％位になってきておって，やはりいずれ

かの所に行っていただいているお子さんが増えているかなと考えております。最

後ですけども，特に公立幼稚園で，資料はここには示してないのですが，一番上の，

今の１０ページの表で，公立幼稚園９５３人が，６０３人となっておりますが，こ

れは４，５歳児を合わせた人数でございまして，５歳児に限りますと，１８年は 

６６２人，２７年は３４０人と約半数になっております。という事をお伝えまして，

再編整備の状況と園児数の推移の御報告という形でさせていただきます。以上で

ございます。 

（田口委員）ありがとうございます。かつて検討委員会で再編整備についての方向性

がなされ，その方向性に則って平成２５年，２６年，２７年，このような形で再編

整備が図られて来たという事の御報告，並びに，過去十年を振り返っての園児数

の推移を御報告いただきました。以上に関わって，御発言更に求めたいと思いま

す。いかがでしょうか。服部委員さん，私立保育園がこのような状況で，園児数の

減少が食い止められているという事でありますけれど，それと関連しながら公立

幼稚園の在り方については。 

（服部委員）過去十年間の部分で，私立の保育園の方の就園率が当然上がってきてい

ます。これはやはり，働く，仕事される家庭が増えてきたというのも事実である

と思いますし，保育園の受入枠がどんどん，新設も含めてですが増えてきての結

果ではあると思います。今後，先程にも話がありましたように，やはり今までの

保育所・保育園であれば母親が，例えば産休であったり育休であったりっていう

と保育園・保育所を離れなければいけないという部分であるのですが，色んな形

で残れるような政策というのが新しい新制度の中には含まれておりますので，あ

とその他，一時保育であったり，色んな形でもう少し我々の業界としても，利用

のしやすい・預かりやすい保育園・保育所であるべきであると思っております。

公立幼稚園と併せて申し上げますと，やはり公立幼稚園が必要な部分というのは

当然あり，絶対ゼロにするべきだとは思ってなくて，公立幼稚園の立ち位置とし

て必要な部分というのは当然残ってくるであろうと，同じく公立保育所も同じく

という形で我々の団体としても考えております。現状としては，保育ニーズがか

なり高いものですから，この過去十年はこの結果になってきているものと，実際

にはやはり少子化に違いはありませんので，鈴鹿市としても，今後緩やかかもわ

かりませんが，当然子どもの数っていうのは減ってくるであろう。この４月から

我々としてもすごく制度が変わって，バタバタしている部分があるのですが，今

までは一律にお預かりできたものが，保育の標準時間と短時間になったのですが，
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認定こども園とも変わることにはなろうかと思いますが，例えば極端な話，認定

こども園になったところがですね，幼稚園の部分，１号認定の子は基本４時間，

保育所の部分の短時間の方は８時間，標準時間の方は１１時間が保育料の中に，

権利として含まれている訳です，ですので子どもによって，例えばこれ以降もし

親御さん，保護者の方が希望すれば，別料金がかかってくるということになって

しまいますし，先生方としても，この子は４時間で帰らなきゃ，この子は８時間

で，この子は園が開いている間ずっといるのだという形で，本当に子どものため

にそのシステムが良いのか悪いのかよく分かりませんが，やはり制度に則ってや

っていかなければいけない我々としては，なかなかその部分を危惧しているとこ

ろではあります。なかなか教育という部分で色んなカリキュラムを組んでも，時

間がどうしても延びた時に「それをどうするんだ」という部分もかなり新制度の

中で認定こども園に踏み切りにくい部分ではあります。 

（田口委員）ありがとうございます。保育所の園児さんの数の問題から保育時間の新

しい制度の事に触れていただきました。この今再編が行われていく中で，最初に

御意見として御発言いただきました自治会の代表の高橋委員様，こういう再編と

いうのが地域等に及ぼす影響だとかいうのはいかがでしょうか。 

（高橋委員）私，市会議員，現職から８年経過しまして，文言については分からないこ

とはないのですけれども，現職離れてから，現状どうなっているかというのは今

聞かせていただいて，「あぁ，そうなんだ，そうなんだ。」と聞かせてもらうので精

一杯という状況で，この再編について地域の声というのをこれから伺っていきた

いっていう気持ちが強いわけでございまして，ただ，今，説明を聞いた中で，単純

な質問なのですけども，教えていただきたい事が１つありまして，１０ページで

すが，３歳以上っていう上の四角い欄に出てますけれども，公立幼稚園は，さっ

きの説明では４歳５歳からっていう事をお聞きしまして，３歳というのはどうい

うカウントをされているのかという単純な質問ですけど，この意味を教えていた

だきたい。 

（学校教育課長）３歳以上につきましては，公立幼稚園，鈴鹿市は３歳を受け入れて

おりませんので，公立幼稚園は４歳・５歳だけの人数でございます。それ以外の

私立の幼稚園でありますとか公立保育所，私立保育園につきましては，当然３歳

も受け入れしておりますもので，下の三段については入っているということです。 

（高橋委員）この表を見ると全部３歳以上かと錯覚してしまう・・ 

（学校教育課長）そこはもう少し丁寧に説明すべきでした。すみませんでした。 

（田口委員）場合によっては，１年保育で５歳のみのところもある訳ですね。 

（学校教育課長）ございます。 

（田口委員）先程，３年保育の問題などの発言の中にありましたように，そこでも一

つの課題。今後の課題ということになるかと思います。更にいかがでしょうか。 
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（岡野委員）先程，自治会の声という話がありまして，うちの幼稚園は休園間近，休園

中で廃園間近なのですけれども，学校教育課長から自治会の方へ話をしてもらい

ました。愛宕はコミュニティースクールがありまして，地域の人が幼稚園に関わ

ってくれてまして出入りが多かったです。地域のおじいちゃん，おばあちゃんが

大変残念がってさみしいなぁってという思いをお持ちでした。それから公立幼稚

園というのは，お母さんはおうちにいる，だけど遠くへ中々行けない，小さい子

をかかえていたりとか，バスに乗せるのも大変で，仕事にも行けずに，そういう

環境があって幼稚園へやっている。近くで，車に乗れないとか自転車でしか行け

ない，そういう人たちが今度，白子幼稚園へ行かなければというのは，大変かわ

いそうだという声もいただいて，これも地域の正直な声かなと思って聞いていま

した。実情はよく分かっていますので，納得はしますがっていうことでした。 

（田口委員）やはり従来から，地元の園という事で手伝ってみえた方々の思いという

のも確かに残っていると思いますので，それをどう考えるかという事も今後の協

議の中で，重要なことになってくるかと思われます。お時間の関係がありますの

で，次のところへ進めながら，皆さんの御意見を求めていきたいと思います。３

点目について御説明，お願いできるでしょうか。 

（学校教育課長）こちらにつきましては，今回，私ども（１）（２）という形で提案さ

せていただきまして，共通理解と言いますか，ベースをお渡しさせていただいた

という形で，出来ましたら委員さんの方で，色々御意見をいただけると私共，参

考にさせていただけるかと思いますので，特に事務局からの提案ということでは

ございませんのでよろしくお願いします。 

（田口委員）そうしましたら（１）（２）を含めて，それぞれの委員さんの立場から３

点目の公立幼稚園の必要性と役割についてということに触れながら，御発言をそ

れぞれからいただきたいという風に思います。 

 

（３）公立幼稚園の必要性と役割について 

（古市委員）年寄りで人生経験が長いという事で，多少ちょっと経験が深い，長いと

いう事で申し上げますと，この鈴鹿市の公立幼稚園が５歳児のみというのは，幼

稚園条例があるのです。幼稚園条例で５歳児のみ１年間預かるという条例が制定

されておりまして，４歳児は試しに行う「試行」という形で８園で，条例を外れた

特例という形での４歳児の保育だと。その背景は，鈴鹿市は昭和１７年，皆さん

方がお生まれになる前だと思いますが，海軍・軍関係の広大な軍用施設が鈴鹿市

に立地されまして，一つの村で収まらずに幾つかの村を跨ぐ施設でしたので，軍

も申請に，いちいちあちらの村，こちらの村，Ａ，Ｂ，Ｃって出すのが面倒なので

一つの市に合併しなさいという，軍の強制的な案で２町１２村が昭和１７年に誕

生した訳であります。それ以後，２３地区まで増えていったわけですが，増えて
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いく時の条件は，旧村に一つは幼稚園を造る，そして出張所を造る事で人口２０

万位の所で公立幼稚園が２３園もあるという市も珍しいし，出張所が２３も存続

しているという市も珍しい。このコンピュータ・スマホの時代に，昔は，乳母車，

自転車の距離でないと行政の手続きが出来なかったのは事実ですが，今は通信も

交通も発達しておりますので，他市では，中核の出張所にまとめております。鈴

鹿市も各市長が当選した当初は，出張所の統廃合をやるという，物凄い意気込み

で市長になってもらったのですが，いざそれを手掛けるとなると地元の総代会と

か「おれの総代の任期中は頼むで廃止はせんといてくれ」という強力な地元の要

望を受けて，今までの市長はどの市長もその実行はしていない。それで，現在で

も２３の出張所を抱えて，総務部はその出張所の職員だけはちょっと多い目とい

う事です。推移していって議会でも問題にはしているのですが，なかなか身を切

るっていう事は難しいと思わせていただいております。余談になりますけれど，

市議会７０年の歴史の中で，各年度の議長になりますと，自治会の連合会議から

議員の定数削減や，行政改革をもっと実行しろという要望がかなり上がって来ま

す。しかしそれは皆受けているのですが，７０代の議長がいらっしゃる訳ですが，

それを受けて実行したのは，今発言しているこの古市嘉郁ただ一人だけです。誰

もそれをしない。それも３４議席を３０にしようと思ったのですが，当確ライン

で議員さんの物凄い反発があって，中を取って３２人という事で二人の減員が成

功しました。しかし，それ以降でもそういう要望を各議長は受けているという話

はしているのですが，なかなか実行に踏み切れないというのが現状，人間の心理

であろうと思わせていただいてます。 

（田口委員）変革を伴うものとは，なかなか，前に進めていくのは困難な事ですけれ

ども，これは，前へ進めていけなれればいけない課題でありますので，そういう

形で取り組んで行きたいと思います。過去の事も，こうして教えていただきまし

た。それでは，短い時間になりますけれど，それぞれの立場から御発言をいただ

くという事で，先ずは，教職員代表・幼稚園の方の教職員代表の中村委員さんお

願いします。 

（中村委員）すべて，（１）（２）（３）の意見ですか。 

（田口委員）そうですね。（３）のところに集約していって欲しいと思うのですけれど，

触れていただいて結構です。 

（中村委員）現場で働いて，実は１０年経っていません。鈴鹿市に来て９年働き，１０

年です。その中で見えてきたものが，初めて驚いた事，１年保育しかないという

事には本当に驚きました。私，岡山県，山口県で住み幼稚園教諭をしていました

のですけども，公立幼稚園でも３年保育も他の市でも始まったりしていて，まず

鈴鹿市は，なぜ４歳からしかないのかなと，なぜ５歳しかないのかなと，来た瞬

間思いました。その事を知らずに就職をして，まさにこの会場で試験を受けまし
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て，気持ちも新たにしてきました。そして９年経って見えてきた事，１年ではや

っぱり難しい公立幼稚園の教育というのを，私立さんが情操教育とか，上手く言

葉で表せないけど，豊かな物を見て豊かな心を育ててという心で，って事を大事

にされていると思うのですけど，公立幼稚園では，行き着く先は大体一緒なのだ

ろうけれど，私たちはアプローチの仕方が私立さんとちょっと違っている所があ

って，日々の生活の中で，人と関わる中で，時には，傷付ける言葉も言いながら，

その中で人の気持ちをわかっていったり，それを繰り返しながら人と繋がる心地

よさを感じたり，それは園児だけじゃなくって，先程も言われていたような，コ

ミュニティスクール・地域の方とか，様々な，幼稚園に来てくださる方との繋が

りを大事にしている公立幼稚園かなと思っています。その中，再編整備計画が進

められて，園児数も少なくなっていって休園という形になった時に，ある幼稚園

に希望されていた方が，「自転車しかない。連れて行けない。でも近くの自転車で

いける所は休園になっちゃう。遠くの神戸に行って下さい。だけど行けない。神

戸なんて行けれない。」って言って，本当に悩まれて，結局もう就園は出来ずに諦

めてしまったという方がいたのです。じゃあ，私立，バスが迎えに来てくれるか

らと思ったけど，経済的にそこは無理だったという事もあって，公立幼稚園の役

割として，市の標準的な家庭や裕福な家庭だけではなく色んな家庭がある。そこ

の子ども達も救っていけるようなものになっていかなければいけないかな，多く

の施設がそれぞれの役割を果たしながら，みんなを救っていけれるような園にな

って行けたらなと思っています。また，私もお母さんになったので，色んな人と

話をするのですが，「なんで３歳ないの？」ってよく言われます。私も，何故かと

いうのが，やはり先程の条例という事を教えていただいたのですけれど，条例は

改正できるのではないかなと思ったり，簡単には出来ないかもしれないけれど，

何年もかける中で，保護者の，行政の受け皿として市民の要望に出来る限り寄り

添っていくものがそうであるならば，そういう要望があるならば，そこに３歳，

公立幼稚園の３歳保育の今後を考えていくべきではないかなと思っています。 

（田口委員）ありがとうございました。続いて橋爪委員さんいかがでしょうか。 

（橋爪委員）先程，昭和１７年の幼稚園条例の話が出ましたが，２０数年前は１年保

育でも保育所さんに願書を届けさせていただくと，ほぼ１００％，小学校へ入る

１年前は，公立幼稚園・地元の幼稚園で過ごさせたいという形で，保護者の方が

お勤めされていても，おじいさん・おばあさんにお願いしたりという形で，ほぼ

１００％近く１年保育に来てもらえていたかなと思います。２０数年経過する中

で，家庭教育の崩壊とまで言われるこの時代に，もっと低年齢からの保育が望ま

れているそういう時に，時代のニーズに応えていく。市が経営者としてという所

であれば，しっかりニーズを把握した上で，今２３園から再編整備もぐんぐん進

んできております。その残りの園で，更にニーズに応えるべく充実した園にして
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いただけたらなと思います。以上です。 

（田口委員）ありがとうございます。それでは，石井委員さん，お願いいたします。 

（石井委員）同じような意見となるかもわからないのですけれども，「今後」という事

になると思うのですけども，今回，在り方の検討会議のお話がありまして，保育

料の事と役割という事がすごく大きなポイントかなと思います。保育料というの

は，自分も保護者としてすごく大きなポイントじゃないかなと思ってずっと話を

聞かさせてもらっていたのですけども，そうやって考えていくと，先程もあった

ように，色んな保護者がいる時代ですので，そこをやっぱり何とか対応出来るよ

うにしていくというのが，公立の幼稚園の役割になっていくのではないのかなと

思っています。これが今後，この会議で話し合って行けたらいいのではないかな

と思っています。 

（田口委員）ありがとうございます。岡野委員さん，いかがでしょうか。 

（岡野委員）大変色んな意見を聞いて勉強になります。やはり，家庭のニーズという，

すごい様々で色んな家庭環境がある中で，うちは，就学援助を受けているのは１

割を超えている状態です。多分どこの学校も同じぐらいだと思います。やはり，

そういう子達は公立へ通うしかない。あるいは，保育園にも行っていない状況で，

学校へ来ると集団生活，大変困っている状態も見えます。そういう子たちにも是

非，そういう保育園，幼稚園に，１年だけでも公立の安い教育を受けさせてやり

たいなと思います。広い目で見て，他市さんでは，やはり一体化施設，幼稚園と保

育園が一体になっている施設もあります。それから，子ども園のところもありま

す。そういう所も「良さ」を見ながら，駄目な所は駄目だって見ながら，鈴鹿も先

の事を考えて，子どもが少ないのも確かですので，前向きに考えていくきっかけ

にしないといけないのかなと思いながら聞いていました。 

（田口委員）ありがとうございます。では，中島委員さん。 

（中島委員）昨年，幼稚園の代表の会議でいただいたお母さん方の資料を持ってきた

ので，私の言葉ではないのですが同じ気持ちなので読ませていただきます。「子ど

もの成長のために公立幼稚園に入園を決めました。仕事は諦めました。入園以来，

日に日に育って行く子どもの心や，先生方の御指導に感謝の気持ちでいっぱいで

す。少子化と言われますが，３人も４人も頑張って子育されているお母さんは大

変多いです。３年保育にするなら幼稚園といわれるお母さん方も多いです。鈴鹿

市のような大きな都市が遅れているのはどうしてなのか。３年保育にすれば，解

消される事も多いと思います。市立幼稚園の良さの一つに保育料の価格があると

思います。市立幼稚園の教育内容が良いのに保育料が高くなることによって，園

児が減ってしまうのではないかと残念に思います。３年保育が可能になればいい

と思いますが，せめて年中児も制限なく入園できたらなと思います。」私も，これ

を全部読ませていただいて同じ気持ちでいますので，またこの場で紹介できるこ
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とがあれば，紹介させていただきたいと思っております。 

（田口委員）ありがとうございました。高橋委員さん，お願いします。 

（高橋委員）私の住んでいる所は，旭が丘なのですけれども，旭が丘は人口増という

か横這いか人口増というような状況がずっと続いていまして，旭が丘小学校は 

１，０００名に２０人か３０人足らないでしょうかね。そのような状況の中で，幼

稚園にもたくさんみえてまして，私，いささか全体を把握してない中で大変申し訳

ないなという気持ちで今いるわけですけども，先程の説明で２３から１３までと

いう計画をお聞きしたわけですけども，「１３で止まるだろうか。」というような感

じもするのですが，その反面，総合計画の見直しの時期に自治会としましては，小

学校単位での地域づくりを組み込んでいこうという事で，これもスタートライン

に立ったばかりですので，これからですけれども，やはり「地域づくりは住民自治」

と言いまして，住民が知恵を出して，まちづくりをして行こうというのが大きなテ

ーマなものですから，今までの地方自治のように，市の方に任せていたというか，

経過してきていると思うのですね。平成３０年までにまちづくりの態勢を整えて

いこうとする中で，今までなかったような取り組みに取り組んでいけるのではな

いかなと思っている所でございます。具体的な意見でなく申し訳ない。 

（田口委員）地域の問題になっていくところ，大きいと思いますので，是非そういう

地域の方々の支えの中で，検討していくべき事と考えます。では，舘委員さん，お

願いできるでしょうか。 

（ＰＴＡ・舘委員）先程，色々お話をお聞かせいただいたのですが，率直に僕の意見と

しては，自分が住んでいる所は深溝町ですが，その場所だと椿に幼稚園あるので

すが，預けるとなると車で１０分，１５分かかってしまうので，もう元々考えに

もないですね。これだけ減ってきて，共働きで働いていると預けられないってい

う時間的なものもあると思うので，これだけ減ってきたなら私立さんに委託した

方がいいのではないかと僕の意見としては思っています。 

（田口委員）その点も，また今後の協議で諮られるところかなと思われます。古市委

員さん，御発言，ありましたら。 

（古市委員）もうこれ以上言いません。 

（田口委員）服部委員さんお願いいたします。 

（服部委員）先程の発言の中でも申しましたように，公立保育園・公立幼稚園とも，公

の部分での学ばなければいけない鈴鹿の子どもたちの部分で，どうしても必要な

所，絶対的に残していかなければいけないというのは，私どもの団体としての意

見なのですが，保育料に関して，民間とのあまりにも差が実際にはあるものです

から，その部分，例えば極端な話，生活に苦慮している御家庭に対しては，減額措

置をどのような形でとるかというシステムさえ作ってしまえば，たとえ最高額が

国で示した２５，７００円としても実際には０で，負担無しで公立幼稚園に通え
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る。例えば半分の負担で通える。あまり６，２００円にこだわらなく話が進む方

が，より健全な，その家その家庭に応じた負担をいただくという形でいければ，

一番どこからも問題がなく存続が出来ていくのではないかと思います。また，色々

な形で統廃合を公立幼稚園はされていますが，舘委員さんも言われましたように，

決定の部分と，高橋委員がおっしゃられた旭が丘地区のドンと増えた新しい団地

の造成がされ，一時の間に子どもたちの数が増えるという可能性の地域も当然あ

りますので，その地域その地域で，どういう形の子どもたちのニーズに応えられ

る施設を設けていくかというのも，公（おおやけ）さんだけではなく，当然古市先

生の所の私立の幼稚園，業界さんともタイアップしながら，ある程度民間で出来

る部分と，公さんでないと都合の悪い部分というのもある程度，部分で分けて考

えていくと最終的な落ち着き所が見えやすくなるのかなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。途中での御発言を求めなくて申し訳ありません

でしたけれども，保健福祉の舘委員さん，お願いいたします。 

（保健福祉・舘委員）私は今，保育園・保育所のところで仕事をさせていただいており

まして，子ども子育て会議の事務局としても携わらせていただいているのですけ

れども，本当にこの４月から新制度で子どもを取り巻く環境というのは大きく変

わったと思っております。何故かといいますと，今までは，教育である幼稚園，保

育である保育所という形に区別がされていたのですが，それが包括的に一つの制

度になって，就学前の子どもたちの教育・保育を一本化した制度として始まった

わけなのですけど，当然，そういう子どもに対して，就学前の教育・保育を包括的

に行政として関わっていく必要が当然あると思いますので，公立幼稚園なりの必

要性というのは，そこにも意義があって，そういうところからの関わり方が行政

として必要になってくるかと思います。一方では税の投入の配分の中で，古市先

生が言われたように，かなりの部分での市税が投入されているところもある訳で

すので，あと色んな形で子どもたちが減っていく中で，そういう地域としての幼

稚園が必要というニーズにも応えていく必要がある。そこのバランスが非常に大

事ではないのかなと思っています。それからもう一つ，保育所・保育園にも言え

ることなのですけれども，公立としての役割の一つの中で，障がいを持った子ど

も達，特別支援のお子さんに対しての公立の関わり方というのが，非常に大事に

なってくると思いますし，あと，多文化共生という意味合いから外国籍のお子さ

んのフォローについても，やはり公立として関わっていくべきところが，大事な

ところであるのではないかなと思っているところでありますので，公立の必要性

なり役割というのはそういう事も勘案しながら，保育料の問題も色々とあって非

常に難しいところもあるのですけれど，考えていく必要があるのかなと思ってお

ります。 

（田口委員）ありがとうございます。教育委員会の立場で委員として臨んでいただい



 

23 
 

ております，篠原委員さん，お願いします。 

（篠原委員）私の場合は事務局と同じようなところにございますので，私からは意見

と言うよりも感想的な事としまして，今日，本当に各立場から御意見をいただい

たことに大変ありがたいと思っております。最終的には，どういう公立幼稚園・

鈴鹿市立幼稚園の在り方がいいのかと言うことに行き着くわけですけれども，こ

れから先，今日もお話幾つか出ておりましたけれども，今，就学前の子どもたち，

どういう子どもたちがいて，どういう家庭があり，そういう中で子どもをどう育

てるかという所をそれぞれの立場から見えている状況を報告いただき，そしてそ

れに基づいて，鈴鹿市ではどのような就学前の内容が必要になってくるのかとい

う事へと繋いでいただけるとありがたいなと思います。今日，古市委員からもあ

りましたけれど，昭和３２年に幼稚園条例が出来てから，私立，それから公立と，

共に共存しながら，そういうところを対応してきたという経緯もございますので，

これから先も同じようなところで，また鈴鹿の子ども達全体を見て，どういった

ことが出来るのかと総合的に考えた中で，公立の在り方も見ていけたらいいなと

思っております。よろしくお願いいたします。 

（田口委員）ありがとうございます。それぞれの委員さんから大変，課題が大きいと

言うのでしょうか，今後考えていかなくてはいけない課題をいただきました。時

間が参りましたので，ここでこの協議を留めていくことになります。当然ながら，

また次回の会議に引き継いでいくという事になりますので，一旦ここで区切らせ

ていただきたいと思います。大変，長時間にわたって忌憚のない御発言をいただ

きありがとうございました。それでは，今後の開催予定（案）について事務局お願

いいたします。 

 

５ 今後の開催予定（案）について 

（学事ＧＬ）それでは，事務局から事項書５番目の今後の開催予定（案）につきまし

て，御提案を申し上げたいと思います。それでは，お手元の資料６，１１ページで

ございますが，鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議開催予定（案）を御覧い

ただきたいと思います。本日は，第１回目ということで，ここに掲載してござい

ますように，このような内容で進めさせていただきました。また会議の時間につ

きましては，本日もそうでしたけれども，今後の開催につきましても，出来まし

たら毎回，時間帯も１５時頃から始めまして，会議の時間は，１時間半から２時

間程度で設定をさせていただきたいと考えております。第２回目以降でございま

すけれども，来月以降，月に１回のペースで開催をさせていただきたいと考えて

おります。つきましては，ここに概ねの日程と，現時点での議事の予定をあげさ

せていただいておりますが，この第２回以降の開催につきましては，日程調整を

させていただきたいと思いますので，この開催予定日の御都合を確認していただ
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いて，資料６を１枚めくっていただきますと検討会議の日程についてという事で

用紙を御用意させていただきましたので，こちらを１１月４日水曜日までに事務

局へ返信をしていただきたいと思います。外部委員の皆様につきましては，返信

用封筒を準備してございます。学校関係等の方につきましては，文書便等でお願

いしたいと思います。第２回の予定まで，時間があまりありませんので，短期間

で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。尚，第２回会議の開催通知に

つきましては，日程調整後，急いでお送りさせていただきますので，よろしくお

願いいたします。それと，次回の議事につきまして，現時点で幾つかあげさせて

ございますけれども，次回の議事の決定と，それに関連いたしまして何か必要な

資料等がございましたら，次回に全て御用意できるかどうかわかりませんけれど

も，議論で出ていた保育料の事であるとか，今後の人口の推計の事であるとか，

議論のために必要な資料がございましたら，そのようなことも含め，御意見をい

ただければと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。あと５回，予定されているようですのでこの日

程の中で，皆さん方の御都合等を書き入れていただいて，提出をお願いしたいと

いう事ですので，よろしくお願いします。 

（古市委員）ここで都合の悪い日を聞いた方が早いのでは。 

（田口委員）そういうことも可能だと思いますけれども，一応，文書を用意して頂き

ましたので，事務局に調整して頂くことでお願いします。 

（中村委員）私，職員２名のところにおり，１１日はもう一人の先生が会議の予定で

すので保育時間途中となります。 

（田口委員）それぞれ，重要なお立場の方々ばかりだと思いますので，規約の中にあ

りますように，御欠席止むを得なしという形で強行してしまう場合も出てくるか

と思います。 

（中村委員）代理をたてても大丈夫でしょうか。 

（学校教育課長）そういった形も今回あると思われます。御予定もありますし，また

団体さんを代表して頂いている方も多くみえますので，どうしても代理を出した

いということであればよしとしたいと思うのですが，皆さんいかがですか。 

（田口委員）今，事務局から出して頂いたことをよしとするということで，出来る限

りの対応をいただくということで進めないと，やはりいろんな予定，各方々の御

予定もありますので，御欠席，あるいは代理オッケーとして進めさせていただき

ます。大変，御無理をお願いすることになりますが，よろしくお願いします。で

は，その他の連絡事項等ありましたらお願いします。 

（学事ＧＬ）次回の議事，必要な資料等の御意見がございましたらよろしくお願いし

ます。議事は特に順番はないのですが，次回の議事の予定の一番上に書いてござ

います「公立幼稚園の安定的な運営のための方策について」ということでさせて
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いただきたいと思いますが，よろしいでしょうか。また必要な資料等がございま

したら事務局へ御連絡をお願いします。 

（学校教育課長）この出欠の書類を出していただくときに，下にでも，例えば，他市の

保育料の状況はどうか，今後１０年間の子どもの数の見通しはどうなるのか等，

思いつくものを書いて頂きまして，御準備が必ずしも御用意できるかどうかわか

りませんけれども，出来る範囲で御準備させていただきと思います。 

（田口委員）では，御希望がございましたら出欠表にそのような記載をお願いします。

その他連絡はよろしいでしょうか。 

（学事ＧＬ）１点だけございます。各関係団体選出の外部の委員の皆さんには毎回規

程に基づきまして，委員謝礼をお支払させていただく予定をしております。その

源泉徴収にあたりまして委員の皆さんからマイナンバーを収集させていただく必

要がございます。詳細が分かり次第御案内をさせていただきます。以上でござい

ます。 

（田口委員）それでは，大変お忙しい時間帯に長時間に渡って会議に臨んでいただき，

そして極めて複雑な問題の絡んだこのことについて忌憚の無い御発言をいただき

ましてありがとうございました。本日はこれで終了とさせていただきます。 

 

会議終了 午後４時５０分 

 

 


