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第２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１１月１９日（木）午後３時３０分から 

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，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 （髙橋委員欠席） 

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 １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 2 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。よろしくお願いします。会議に入

ります前に，第１回会議の議事録につきまして，お手元に配布をさせていただい

ております。この議事録につきましては，委員の皆様へ先週末に送付をさせてい

ただきましたが，前回の会議で，全文筆記に近い形で作成と申し上げましたよう

に，多少の言い回しや個人情報等に配慮いたしまして，手を加えている箇所等が

ございますが，基本的には委員の皆さんの御発言に忠実な形で作成しております。

御発言内容等で，何か修正等はございますか。 

（古市委員）この議事録を読ませていただいて，私の発言の中で，鈴鹿市は２つの町

と１２の村と言ったつもりでした。「市」を「村」に変えて下さい。 

（学事ＧＬ）１７ページの下から２行目の「２町１２市」を「２町１２村」に訂正させ

ていただきます。他にどうでしょうか。 

（田口委員）「認定こども園」の表記が何箇所かありましたけれども，「認定」は当然漢

字，「こども園」の「こども」は平仮名ですが，例えば，６ページの９行目では漢

字になっています。５ページの１０行目も漢字になっています。そういう所が，

他にも１２ページだとか，もちろん平仮名の所もございますので，検索をかけて

いただいて平仮名表記にされるのがいいと思います。併せて，大変小さな所です

けれども，６ページの「学事ＧＬ」という所の下から１０行目，私の所，御紹介い

ただく時に「特任」が「特認」になっていまして，「任命」の「任」でお願いいた

します。些細なことですが，よろしくお願いいたします。 

（学事ＧＬ）申し訳ございません。ありがとうございました。他にいかがでしょうか。 

よろしいでしょうか。そうしましたら，先程教えていただきました箇所について修

正をいたしまして，前回の会議で申し上げましたように，第１回の会議の議事録と

いたしまして，速やかに市ホームページ等での公開をさせていただきたいと思い
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ますが，よろしいでしょうか。 

（古市委員）異議なし。 

（学事ＧＬ）ありがとうございます。それではその様にさせていただきますのでよろ

しくお願いいたします。 

   それでは，ここからは前回に引き続きまして，本検討会議の座長でございます

田口委員に進行をお願いしたいと思います。田口委員よろしくお願いいたします。 

 

１ 座長あいさつ 

（田口委員）皆さん，改めましてこんにちは。行事等ある中，また大変お忙しい中での

御参加ありがとうございます。本日，５時少し前を目途として，協議を進めさせ

ていただきます。本日は高橋委員さんが御欠席でありますが，前回に引き続き活

発な御意見等を頂戴したいと思います。では，資料についての確認がありますの

で，よろしくお願いいたします。 

 

２ 提出資料について 

（学事ＧＬ）失礼いたします。確認とともに説明を簡単にさせていただきたいと思い

ます。先ず，事項書の次でございますけれども，資料１といたしまして，過去３回

の検討委員会における答申の骨子という事で，前回の会議では，過去に何度か公

立幼稚園の検討がなされたという，委員さんからの御発言もございましたし，他

の委員さんからも鈴鹿の公立幼稚園では，対象が４歳児・５歳児で，なぜ３年保

育が行われていないのかという様な声もありましたので，過去にどのような検討

がなされて，どのような答申が出されているのかという事について，委員の皆様

に共通認識を持っていただくために，資料として御用意をさせていただきました。

それが，１ページから３ページまでございます。平成２年・平成７年・平成１４年

の答申でございます。この中で，１ページの平成２年の答申の１でございますが，

「鈴鹿市における公立幼稚園の２年保育の実施及びその今後の在り方について」

の一つ目でございます「幼児数の減少と，私立幼稚園の充実に鑑み，現在４歳児

保育を実施している園のみの８園にとどめる。」という記載がございます。また２

ページの平成７年の答申の１のところでございますが，「２年保育の実施について」

の三つ目に「毎年２年保育の希望者が多く，抽選によって入園者を決めている旭

が丘幼稚園については，現在の４歳児１クラスの募集定員を２クラスに増やす。」

という記載がございます。御確認をいただきたいと思います。次に，資料２でご

ざいますけれども，「県内他市の保育料等の状況」ということで，今年４月から子

ども子育て支援新制度がスタートしている中で，三重県内の各市における公立幼

稚園の保育料及び，私立幼稚園が新制度に移行した場合の１号認定の利用者負担・

保育料の一覧でございます。今年度，平成２７年度の状況と来年度以降につきま



3 
 

しては，あくまで各市の現時点での予定ですので，そのように御認識いただけれ

ばと思います。また併せて，各市の公立幼稚園におきます対象年齢と預かり保育

の実施状況についてもまとめてございます。御確認をいただければと思います。

続きまして，次のページでございますが資料３の１と続いて３の２がございます。

鈴鹿市立幼稚園条例と，鈴鹿市立幼稚園園則ということで，前回の会議でもお話

が出ておりました，鈴鹿市の幼稚園条例でございますが，実際には対象年齢につ

きましては，教育委員会規則に委任されておりまして，資料３の２の園則第２条

に入園資格ということで，対象年齢が規定されておりますので資料として用意さ

せていただきました。そして最後になりますが資料４といたしまして「平成１８

～２７年園児数推移」ということで，前回３歳から５歳までの公立・私立の幼稚

園・保育園毎の園児数総数の推移の資料を用意させていただきましたが，委員さ

んの方から依頼がございましたので，今回はそれを更に，３歳・４歳・５歳の年齢

別にしております。以上が本日の資料４点でございます。これ以外に委員の方か

ら依頼のありました資料につきましては，次回以降に御用意が出来ればと考えて

おりますので，よろしくお願いをいたします。事務局からは以上でございます。 

 

３ 議事 

（１）公立幼稚園の安定的な運営のための方策について 

（田口委員）ありがとうございました。それでは本日の議事であります（１）公立幼稚

園の安定的な運営のための方策について，協議を進めさせていただきます。前回

の協議を踏まえて，更に突っ込んだ形での御意見を求めて行きたいと思います。

と言いましても大変幅広い領域ですので，どこからという事で，柱がこちらの方

にはありません。皆さん方で出していただいたものに沿って行きたいと思います。

先ずは何方かの御発言が，一つの柱となるという形で進めさせていただいてよろ

しいでしょうか。どこからでも結構ですので，御意見をいただきたいと思います。 

（古市委員）よろしいでしょうか。 

（田口委員）では，古市委員，お願いします。 

（古市委員）前回いただいた資料５の「鈴鹿市立幼稚園再編整備（概要）」について，

何回か検討委員会の協議を経て最終的にこういう形になったのであろうと思いま

すが，前にも申し上げたように鈴鹿市の方針はこれであるけれど，国の制度が認

定こども園へまた変わってしまったという事で，対応がややこしくなったと思っ

ておりますが，一応鈴鹿市の方針としましては，資料５の概要の通り今までのと

ころは進めていると思っております。 

（田口委員）今，古市委員から前回資料で示された再編整備計画の概要に基づいて進

められているという理解でいるということですが，その資料の裏側を見ますと，

地図がありまして，再編整備計画ではそのような構図です。その図に二重丸とい



4 
 

うか大きな丸で，一体化という６施設が載っています。この一体化が何を意味す

るのかというところもここでも協議をしなければいけない。いわゆる古市委員が

言われる新たな制度の中での一体化をどう考えるのかという事を，この会議で協

議しなければいけないように思うのですけれども，先ずは今そういう問題を出し

ていただきましたので，そのことについての討議を少し進めたいと考えます。 

当然ながらこれは平成２１年に出されたものですので，認定こども園という名称

は使っていないです。現在，ここに提起されているのも認定こども園という提起で

はなく，一体化という提起でありますので，さて，この一体化でこの論議を進めて

いくのか，それとももう少し踏み込むのか。いきなり大きな問題になってしまった

のですけれども，そのことについての御意見を今から頂戴していきたいと思いま

す。 

（学校教育課長）事務局からこの計画について説明をさせていただきたいと思います。

先ず，幼保の一体化につきましては，当初答申の方，ここには第３回分の答申を

資料で出させておりますが，その後もう一度，幼稚園の再編整備の検討委員会を

しておりまして，そちらでも答申を１回いただいております。それに基づきまし

て，現在，再編整備計画を進めている段階でございます。こちらについては，再編

整備の方が主ということで，今回資料としてはお示ししておりませんが，その中

では幼保の一体化という項がございまして，読み上げさせてもらいますと，「地域

の対象児数が少なく，就園児数の確保が困難と予想される園や，一定の対象児数

がいるものの就園率が低い園については，公立保育所との一体化を目指します。

但し，今後公立保育所の再編計画が策定されたり，新たに国において法整備がな

された場合は，それに基づき，公立保育所を含めた枠組みの見直しを行います。」

という事で，この平成２５年に再編整備計画を出した時点では，ある程度，子ど

も子育て支援新制度というのが出そうだという事も解っておりましたし，公立幼

稚園だけではなくて，公立保育所の方の見直しも今後進むだろうという方針の下

に，こういう表現で出させてもらっております。あと「公立保育所との一体化を

目指します。」と言わせてもらいましたが，公立保育所との一体化に下線で（注）

が付いておりまして，これはどういうことかと申しますと，「公立保育所との一体

化とは，幼稚園・保育所が同一敷地内にあり，現行の法制度の下で，職員の交流や

幼児の交流，施設の相互活用等，教育的観点から幼児の教育・保育を進める事で，

今後保健福祉部と協議をしながら進めていきます。」という記述になっております。

これが当時，再編整備計画が出た時点での，幼保一体化という考え方でございま

す。参考になればと思いまして説明させていただきました。 

（田口委員）ありがとうございました。今は教育委員会が管轄してみえます，ここに

はないという平成２５年の報告ですね。可能であれば，それを出していただかな

いと共有できないと思いますので，今後よろしくお願いしたいと思います。そこ
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では，今おっしゃっていただいたような事に触れられているという事ですね。も

う一つ，平成２７年３月に取りまとめられたと思うのですけども，子ども子育て

会議の中で，今後の就学前教育・保育の在り方というところで，おそらく認定こ

ども園の問題というのは論議されたであろうと思うのですが，明確な方針等はあ

るのでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）私，子ども子育て会議の事務局でありますので，お答えさせて

いただきたい。子ども子育て会議の中で，事業計画を作っていく上で，新制度に

なります幼稚園・保育所・認定こども園も含めて，今後の５年間の量の見込みと

いいますか，需要と供給のバランスの中では，それも含めて現在の施設の，公立・

私立を含めて５年間の中では足りる。それが足らないという事になりますと，量

の確保という確保方策を新たに事業計画の中にうたっていかなければならないの

ですけれども，子ども子育て会議で議論した事業計画というのは，一応，認定こ

ども園は含まれていますけども，それについては現状の施設の中で足りるという

ようなところでの結果になっております。それと１点，補足といいますか保健福

祉部の中での，保育所の整備計画というのを当然作っていく必要性があるのです

けれども，先に幼稚園の再編整備計画というのが出ておりますので，これを踏ま

えた形で現在，作成している段階で，まだ表には出せないということで，詳しい

ことについては，ここでは申し上げられないのですけれども，大枠の中では，当

然一体化というのは同じ敷地の中で，幼稚園と保育所があるという，合築型とい

いますか，そういうものもありますけど，新しい制度が出てきましたので，認定

こども園というのも視野に入れて，保育所の再編整備計画を作っていく必要があ

るという事で進めております。 

（田口委員）当然ながら，教育委員会とのすり合わせの中で行われていると捉えてよ

ろしいですね。 

（保健福祉部・舘委員）一応，整備計画はもう出来ておりますので，それを踏まえてと

いう形ですので，大きく変わる事はないという事を前提の下で進めているという

ところでございます。一体型は必ず認定こども園にするのかという議論ではなく

て，それも含めた中での検討していく方向になるかと思っています。 

（古市委員）当時の議論を思い出すのですが，この一体化を進めなければならんとい

う丸印のところは，保育所も幼稚園も老朽化して，もうこれ以上もたない。けれ

ど個々に改築するのはどうかという事で，幼稚園と保育所を合体した一体化した

建物で改築しようというのではなかったかと覚えております。 

（田口委員）私は，そこの協議は全く解らない所ですけれど，一般的にその老朽化し

た園を建て直す時に，一方の園を充実させながら，そこを一体化の園にする。あ

るいは，両方とも老朽化であれば新たにそこに建て直す。更には老朽化までは至

ってないが危険箇所と予測される所については，新たに別の場所に建設していく
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と，そういう様な考え方の中で，極めて子どもの数が少なくなっていく状況で，

あえて一体化にした方が園の規模として適切であるという考え方も出て来るかと

思うのですね。そういうような論議を踏まえながら，今おっしゃった所を中心に

しての一体化の方向性であったと捉えることが出来るのでしょうか。おそらくそ

ういう形で充分協議された。また，おそらく私学との調整ですね，これは推察で

すが，住み分けのような形での一体化の検討もなされたのではないかなと，思う

のですけれども。そのような形で今回，示されたような一体化が出ていると考え

られます。それでは，中島委員お願いいたします。 

（中島委員）すごく素朴な疑問ですけど，統廃合で神戸幼稚園は今，新築の計画があ

るが，これは平成３０年の予定で，その時点で神戸保育所も移転ということにな

るのですか。この文章には神戸中学校区，神戸幼稚園統廃合で，ここは一体化に

なっているというのがすごく疑問なのですが。 

（学校教育課長）これですが，十数ページに及びましたので，だいぶコンパクトにま

とめ過ぎた所もあるのかと反省しております。今回はあくまでも，河曲幼稚園と

神戸幼稚園，前回に言わせていただきましたが，園児数の減少がかなり顕著でご

ざいましたので，まず幼稚園で出来る所を再編して，将来的に保育所の建て替え

時期に合わせて整備していこうという形で，保育担当部局と話が出来ておりまし

たので，とりあえずはこの時点では，神戸幼稚園と河曲幼稚園だけは整備するこ

とになっています。それ以降はまたという形で考えております。 

（中島委員）それでは，他の地区の一体化というものも同じ様な感じでしょうか。 

（学校教育課長）そうですね，「将来的に」ですね，平成３１年までの計画を今のとこ

ろ，出させてもらっているのですけど，それでない地区はそれ以降という事だけ

で，保育所の老朽化とか，予算面とか色々計画もございますし，地域との調整も

ありますので，上手くいった上で，出来れば将来的にはと考えています。 

（中島委員）解りました。ありがとうございました。 

（田口委員）それでは，一体化という所のイメージというのが，ほぼ出来上がったと

思いますので，これと認定こども園との考え方，一体化だけで留めておくのかそ

れとも，認定こども園への移行ですね，この一体化園全てという訳ではありませ

が，その問題と絡めて少し論議が出来ればと思います。 

   先程，子ども子育て支援の新制度に基づいた事業計画の中で，認定こども園へ

の移行というのは，明確には打ち出してはいない，検討していくのだという事に

はなっているようですけれども，しかしながら国の政策として認定こども園への

移行を促進させるという考え方を強く出していますし，今回も子ども子育て会議

の中でも，１号・２号・３号の子どもさんの需要供給，これをどうするのかという

問題と，子育て支援事業をどう充実させていくのかという問題と，三つ目と言っ

てもいいぐらいですけれども，幼保連携型認定こども園をどうするのかという事
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も盛られていると思われます。事実，県の方でもその集約をしている所で，平成

３１年には，３８園が認定こども園になるであろうという，各市町からの報告が

来ているという事で，おそらく鈴鹿においては先程の論議から行くと，幾つ出来

るかという報告は出してないと思われるのですけれども，この期間の間に実施す

るというのは，一般的な考え方のように思われるので，認定こども園については

皆さん方の論議がここで必要になると思われます。ですから是非，認定こども園

についての御意見をここで出していただきたいと思います。 

（保健福祉部・舘委員）子ども子育て会議の関係で申し上げますと，事業計画の中で

の量の見込みと各方策の中では，現状の施設の中でいけるという事がありますも

のの，その確保する中には当然，新制度の幼稚園・保育所・認定こども園という表

記もございまして，認定こども園も制度の一つの中ですので，それは含めていく

所ではあります。ただ，先程も申し上げたように，需要と供給のバランスの中で，

数字的な中での供給不足にはなっておりませんので，子ども子育て会議で，今後，

認定こども園が計画の５年間の中でいかないという議論については，特段されな

かったという事ではございます。ただそうは申しましても，私立さんもみえます

し，公立という枠の中で，まさに鈴鹿市立幼稚園の再編整備計画の中では公立で

すけれども，私立のそれぞれの幼稚園さん・保育所さん・保育園さんが，認定こど

も園に移行されることについては，当然，ハンドリングできる部分ではございま

せん。私立さんの経営方針なり，それぞれの趣旨がございまして，まさしくこの

今，１時から３時前までは，私立の幼稚園さん・保育園さんが認定こども園にい

くという事の中での議論がございまして，その中では当然専門的な部分になりま

すので，子ども子育て会議とはもう一つ下部組織といいますか，就学前教育保育

施設の部会というのを設けまして，そこでそれぞれの法人さんの考えてみえる内

容でありますとか，今後予定をしている利用定員，どれだけの園児を受け入れて，

どれだけ幼稚園の部分としてはどうなのか，保育所の部分としてはどうなのかと

いうのを議論していただきました。その中でも若干，計画の中との整合性はどう

なのかというような御意見も出たわけですけども，その意見についてはやっぱり，

幼稚園さんから移行される部分については，今の幼稚園さんの中で，完全に幼稚

園としての預かっておられる１号だけのお子さんだけではなくて，終わる時間か

らの預かり保育も含めた園児の需要はあり，それを保育所の部分に回されていく

事は，全体の園の中での増員という事にはならないと，きちんとその部分につい

ては，それぞれの法人さんも説明をされておりましたので，部会の中でもそれは

数の変動にはならないと，整合が取れているのではないかなという説明もさせて

いただいて，理解をいただいたという所ではございます。保育所の整備計画も少

し申し上げたのですが，鈴鹿市の保育所も一番古いところでは，玉垣保育所が，

築４６年と非常に老朽化している所，また築３０年以上経過しているのがほとん
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どです。河曲保育所が平成２３年に建て替えたのが一番新しく，あとの９園につ

いては古く，整備をしていく中で，一つの方法として一元化，認定こども園も含

めて考えていく必要がございます。 

（田口委員）ありがとうございます。かなり入り組んだ問題ですので，ここらでそれ

ぞれ質問，疑問も含めてそれぞれの立場から，この認定こども園あるいは一体化，

これらについてのお考えを伺っていきたいと思います。どちらからでも結構です

が御意見どうでしょうか。中村委員いかがでしょうか。 

（中村委員）公立幼稚園の安定的な運営のための方策，公立幼稚園のことを考えてき

て，こども園とか一体化，一元化までの議論に至っていません。何故かと言うと，

まだ外枠を決める段階ではないのかなと思うからです。まずそこを利用している，

来ている子どもたち，保護者のこと，公立幼稚園で行っている教育がどうなるか

という事をみんなで議論した上で，それではその事がとても良い事ならば，もし

今後国の政策が変わっていく段階で残るためにはどうしたら良いのかを考えなけ

ればいけないと思うので，今回，今日が一体化やこども園に関しての外枠の話で

はなくて，まだそこの中にいる公立幼稚園や鈴鹿市の子ども，鈴鹿市の財産とな

る子どもの将来のためを思って，就学前にどうするべきか，どうなれば一番良い

事なのかという事を，まず考えなければならないのかなと思って私はずっと話を

聞かせていただいていました。以上です。 

（田口委員）どのような形態をとろうとも，今おっしゃっていただいたような子ども

のことが第一に考えられる，そういう保育・教育，これが展開されなくてはいけ

ない訳ですので，それは最も基本的な事として，みんなで共有しておきたいと考

えます。橋爪委員いかがでしょうか。 

（橋爪委員）五年先，十年先をずっと先読みして考えていかなければいけない問題だ

と思います。就学前教育の充実という部分も，やっぱり両者が共有していって鈴

鹿市の子どもを育てていく。そして小学校・中学校，これからの義務教育に繋げ

ていくとことは大事だと思います。形ではないにしろ，やっぱり五年先，十年先

を考えた場合，本来ですとその地域に応じたニーズであるとか，地域性を活かし

た施設を構築していくというのが大切なのですけれども，今私たちが，一体化と

か統廃合で耳にしているのは，やはり老朽化が進んでいる所の改築に合わせてと

いう言葉をよく聞いているので，「先ずは，あなたの所が第１号よ。」って言われ

た時に，お互いにそれぞれのニーズがあるのにどうしてだろうと疑問に思ったこ

とがあります。 

（田口委員）お互いにニーズがある？ 

（橋爪委員）幼稚園と保育所がそれぞれに安定したニーズがあるけれど，改修に合わ

せてとか，周りの敷地が充分確保できるとかそういうハード面というか，そうい

う所からの案が多く出ていると感じております。それも止むを得ないのかなとい
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う，そこから五年先，十年先にあるべき姿を見出していくことも大事なので，こ

のまま現状をとは考えてはおりません。 

（田口委員）となりますと，やはり何らかの形で討議，新たな方向性，これをここで検

討を深めなければという考えととらせていただきます。更に，いかがでしょうか。

御意見等ありましたら。石井委員どうでしょう。 

（石井委員）先程，橋爪委員も言われていますけど，地域のニーズという案があった

のですが，自分も前回の時に色んな保護者の方が見えますので，色んな保護者の

方のニーズに対応するというのがこれから大事ではないかと，確か言わせてもら

ったと思うのです。預ける側の立場として保護者の方々が，この先どうなってい

くのかな，どれ位理解してもらっているのかな。逆に言うとこちらが理解しても

らえるよう努力しているのかなと心配な所ではあるのです。その辺も今回の議題

の「安定的な運営」に繋がっていくかわからないのですけども，ちょっとその点

が自分としては不安だなと思いながら，意見を言わせてもらいました。 

（田口委員）そうしますと，保護者のニーズに鈴鹿市の場合は対応出来ているという

事だと状況把握できるのですけれども，そうなると新たにこれからのものを考え

ていく所はまだ踏み切る必要がないと捉えてよろしいでしょうか。というのは，

新たなものを造り出そうとすると，それなりに大変な作業，混乱が当初に生じる

と思うのですね。その中で保護者さんの混乱というか，あるいはそういう方々へ

の御理解を訴えていくという難しい所に直面して行く事になるのですが，あえて

今の状況では，老朽化の問題があるにしても，認定こども園という所に踏み切る

という立場をとらなくてもいいのではないかと考えてよいでしょうか。 

（中島委員）預ける側の意見ですけど，私，子ども子育て会議にも参加していまして，

先程も認定こども園のことも聞いて来たのですけども，保護者としては，いまひ

とつピンと来ていない。認定こども園について，新制度について，市側は広報と

かホームページですとか，個別の団体では市Ｐ連の市の代表者会議では説明をさ

せていただいて知っている方もいらっしゃる。でもその説明だけですごく充分だ

ったかというとそうでもない。すごく曖昧な状態で，何か解らないまま持って帰

って来たという代表者の意見だったのです。多分，鈴鹿市も今，未定な所がたく

さんあって，明確ではないところから打ち出せないというのもあるのでしょうけ

れど，保護者は全く理解してないと思います。保護者が一番気になるのは，やっ

ぱりお金の事です。保育料のことですし，どれ位の時間預かってもらえるのかと

か，あと何年保育か。私立さんは３年ですけど，鈴鹿市立は２年，１年の所はなく

なりますけども，何故そういう差があるのか，まず選ぶ基準は多分そこだと思う

のです。３歳で入れるか４歳で入れるかというのも，多分悩むのはそこだと思い

ます。そういう事しか，多分お母さんたちは考えていないと思います。その先に，

家から近い，すごく園の雰囲気が良い，先生がすごく良いというところだと思う
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のです。選ぶ基準としては・・・。それでは新制度をそのまま鈴鹿市に移行してい

いのかは，保育料もそうですし，保育時間の事もそうですし。鈴鹿市の幼稚園が

移行して良いメリットは，私は今の時点では無い気がすごくします。もし認定こ

ども園に移行していく，新制度に全て移行していくという事であれば，もっとも

っと保護者さんの意見を聞いていただきたい。私は玉垣地区ですが，外国籍の方

がすごく多いです。そういうお母さんたちの意見を吸い上げていただき，地域の

方の意見を聞いていただいて，ここが必要ならというようにしていただきたい。

先程の子ども子育て会議を聞いていて思いましたし，またここで一体化の話をす

るのではないかなという気がします。 

（田口委員）一体化の話をする方向ですか。 

（中島委員）一体化の話をすべきではなく，市側からの新制度の情報が，本当に薄い

感じがするのです。広報で特集を組みましたとは言われたのですが，その広報を

どこまで保護者の人が読んでいるかと言えば，半分の方が読んでいたら良いので

はないかなという気がします。難しい言葉ばかりですし，数字のことばかりです

し，多分そこでもう閉じてしまうという人が多いと思うのです。子ども子育て会

議でも言わせていただいたのですが，鈴鹿市独自のリーフレットを作れないです

かと言ったのですけど，なかなかそれも実現していただけなく，国のリーフレッ

ト，内閣府のリーフレットは見せていただいたのですが，それしか無いので，も

っと情報提供を幅広い形で保護者の方にしていただいてから，鈴鹿市の幼稚園は

どうあるべきかと保護者の人に意見を聞いていただく，預ける側の意見を聞いて

いただきたいなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。保護者の認定こども園に関する意識はこのよう

な状況ではないかという事をお伝えいただきました。まさにそのとおりだと思い

ますので，これを今後どう考えていくのかが重要な問題だと思います。いかがで

しょうか。 

（保健福祉部・舘委員）中島委員さんと一緒に，子ども子育て会議で，私は事務局とし

て出させていただいているのですが，今言われたような事，今までの周知では，

なかなか理解できないという部分がまだまだある。会議の中では次回の子ども子

育て会議までに，どのようなことで市は，要望があるというところについて，ど

のような方策で，どのような形でやっていくか検討して報告して欲しいというよ

うな事もいただきましたので，わからない点でありますとか，保護者の方の意見

でありますとか，どのように吸い上げたらいいのかというのも色々組織の中で検

討して，来年２月の３回目の平成２７年度子ども子育て会議に向けて検討をして

いくつもりであります。今はまだ詳しいところについては出せませんけれども，

そのような問題をいただいているということを報告させていただきます。 

（田口委員）他にいかがでしょうか。 
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（岡野委員）前回も言わせていただきましたが，愛宕幼稚園がなくなったという事で，

ポツポツ幼稚園が減ってくるとやっぱり親御さんは，「公立のどこへ入れよう。」

という事で大変悩まれます。その声を実際近くの人から聞いたりしたのですが，

その中で保護者は何を一番求めているか，先程お話に出ているように，費用や保

育時間だと思うのです。認定こども園や一体化等，多分見ていないものは考えら

れていないのではないか，そこからが入らないと思うのです。私は，三重県教育

委員会の経験から，何度か色んな所を見て，一体化の園や認定こども園を実際に

見せてもらった事がありまして，そこを見せてもらって良い事ばかりかと思うと

そうでもない，では悪い事ばかりかと思うとそんなこと無いです。やってみない

と解らないです。その辺を考えていかないといけない。目の前に何かがあって，

それを叩き台にして考えていかないと前に進まないと思うし，私は幼稚園の幼稚

園教諭が教育をしていく，幼稚園の３歳から５歳の子を教育していくのは幼稚園

の先生しかいない。だから幼稚園の先生はそこで力を発揮してもらうためにも，

将来的にみれば，一体化・認定こども園を，将来的に考えていかないといけない。

それには，そんな瀬戸際になってやっているのでは遅いと思いますので，徐々に

考えて，これが本当に幼稚園を守っていく方向ではないかなと私は思います。そ

して保護者もそれを求めているのではないかなと思います。打ち出して見て，目

の前に何かを作らないと考えられないのではないかなと，最近思っているのです

けども，良い事もたくさんあると思います。 

（田口委員）ありがとうございます。岡野委員の御意見は，ここで論議されている公

立幼稚園の充実・存続・発展，これが新たな制度の中で実現していく可能性があ

るのではないかというお考えをここで示していただいたと思われます。つまり，

保育料にしても，この認定こども園への取り組みの中で整っていくという事が考

えられますし，そして３歳児保育，これも認定こども園への取り組みの中で実現

していくという事も考えられるというか，関連していくと思われます。ですから，

この認定こども園の問題というのは，やはり今後の公立幼稚園，もちろん私立も

保育所も含めてですけれども，鈴鹿市の就学前保育・教育の在り方，これに直結

していく問題であると，是非ともここでもう少し，この認定こども園の論議，あ

るいは疑問な所，こういう所を深めていく必要があると考えます。舘委員，どう

でしょうか。 

（市Ｐ連代表・舘委員）幼稚園代表者会で説明していただいても，どうしても，やはり

一番最初は金額の問題，保育料の問題と時間の問題になりまして，他の事は皆さ

ん全然理解されていないような感じですので，前のほうに進めていくのであれば，

今の時点から保護者の方にも，もう少し解りやすいような資料で，お話しの方を

直接していただいた方がいいのかなと思いました。 

（田口委員）ありがとうございます。今後，認定こども園という課題が本市に出てく
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るのは必至の状況です。だとすれば，もう少しそういう情報をそれぞれの関係者

にお伝えしていくという努力が必要ではないかと強くおっしゃっていただきまし

た。服部委員さんいかがでしょうか。 

（服部委員）先ず，確かに認定こども園の内容的なもの全てを把握している人は，多

分鈴鹿市内誰一人としていないと思います。色んな，本当に多岐に渡るプログラ

ムが用意されていますし，例えば前回いただいた資料の７ページにあります１号

認定・２号認定・３号認定，これだけでも子どもを預ける保護者の方が，自分が何

号に入るのか分かるかって，絶対分からないと思います。それとあと認定こども

園の中にも幼保連携型，幼稚園型，保育園型，地方裁量型と，これって何かという

話になります。実際にそれを，今回の議題にもあります公立幼稚園の今後という

部分で考えて，また私立幼稚園も再編整備計画等とあわせて考えますと，この一

体化というものが，必ずしも認定こども園にならなければいけないという訳では

なくて，あくまで一緒に，一つの屋根の下に幼稚園の子どももおり，保育園の子

どももおりっていう，いわゆる一体化の施設という選択肢も中にはまだ残されて

いる訳でして，一緒の園から必ず認定こども園にならなければならないという事

ではないので，そこを先ず別の選択肢として置いておく方がいいと思います。鈴

鹿市の現状としては，公の方で認定こども園をつくる計画はまだ立ち上がってお

りませんので，その部分に関しては，今後のいろんな会議での議題には上がって

くるかとは思いますが，確かに認定こども園というものの市民の認識というのは，

かなり低いと思っておりますので，その点ではもう少しアナウンスが市民の方に

は必要ではないかなと思います。実際に，入園しよう入所しようと思わない限り，

そこへ多分手を付けないと思うのです。実際に自分の身に降りかかって，もう入

れなきゃいけない年齢だなと思って，初めて認定こども園ってどんなんだろう，

鈴鹿市ならどこに預けられるのだろう，という形で思われると思います。新しい

認定こども園の場合であれば，ここにも書いてある教育標準時間，いわゆる今の

文科省が言っている４時間。また保育標準時間，これは１１時間あります。保育

短時間は８時間あります。そうやってきっちり分けられているので，預けようと

している保護者の方が，実際に自分が２号の中でも，標準時間なのか短時間なの

か，その辺りの認定が，今後は鈴鹿市内の事務局の中で必要になってくるので，

かなりの事務量が増えると思われます。当然，認定こども園を考えるのであれば

その対策も行政としては必要になってくるだろうと。あと典型的な事も申し上げ

ますと，前年度の終わり頃だったかに，全国の認定こども園化をした順番が出ま

した。三重県は下から二番目で，一番下は沖縄県です。沖縄県は地域の状況がか

なり異質なのでちょっと置いておくと，一番下です。やはり認定こども園という

ものが実際どういうものなのかが，事業主側も全く分からないという状態であり

ました。今回，子ども子育て会議にも上がったのが３施設あると聞いております
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が，そこでもやはりいろんな部分で，まだまだ手探りの状態で始めなければいけ

ない，また平成２９年度から消費税が１０パーセントと満額になって初めてお金

が下りてくるというプログラムがたくさんあります。その中で，事業主側として

は，それが本当に満額下りてくるのかどうなのかさえも分からないです。今，消

費税の問題で言えば，軽減税率とかいう事になっていますので，実際に満額下り

てきてようやく何とか足りるっていう財源だったのに，根っこの所で切られてい

るから絶対に足らないのが明らかなので，平成２９年度以降，認定こども園に行

ったとしてもどのようになるのか，どういうサービスが預ける側に提供出来るの

かというのを，事業主側としてもまだまだ不透明な部分がたくさんあって，四苦

八苦している状態でございます。それでまた民間で言う，幼稚園で言っている「延

長保育」という言葉も無くなりまして，「一時預かり」という事になります。市民

の方から「一時預かり」と言うと，「パッと行ってパッと預けられる」と認識にな

ろうかと思いますが，そうではなく，延長部分を一時預かりという形の文言に変

わってきていますので，そこら辺の部分の説明も丁寧にしていかなければいけな

い。依然としてそのまま本当の一時預かりは，「一時預かり」としてあるのですが，

認定こども園になってその中で言えば，延長保育が「一時預かり」という形に文

言変わってきていますので，色々と，かなりややこしい制度が，実際に新制度と

して動き出したもので，事業主としても，保育園側としてもかなり手探りでやっ

ている状態ですので，市民であれば，より一層分からないだろうなという想像に

し難くない所でございます。 

（田口委員）ありがとうございます。最初の御発言の中で，一体化と示されている所

は，すべて認定こども園へ向かうという考え方でなくてもいいのであるという事

です。一体化のままでも現制度の中で可能ではないかという事で，一体化は必ず

しも認定こども園化を目指すものという捉え方に全ての園がならなくてもいいの

ではないかという事でありました。２点目は複雑な２７年度にスタートしたとは

言うものの，未だに複雑混乱をして変化をしつつある，こういう状況の中で当の

事業主さんもまだわかりづらいという制度であるということ。予算を７，０００

億円張り付けると言われたものの，消費税の問題が絡んでいて当然そこまで行っ

ていない。その中でどの事業が展開できないのか，そのようなことも起こってく

るだろうという事をおっしゃっていただきました。更にいかかでしょうか。では，

お願いいたします。 

（篠原委員）先ほどの服部委員さんがおっしゃったように，私たちの計画も幼稚園の

再編整備では，一体化の方向だけを示しているということなのです。というのは，

やはり今，保護者の方，それから就学前の子どもがどういった子どもたちがいて，

どういうニーズがあるのか，時代も変わってきますし社会の情勢も変わってくる

わけですから，そのことをきちんと調査をした上で，何が必要なのかというのが
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次に見えてきます。そして，それならこういう施設にこういう内容をという，一

つ一つの段階を踏んで計画がされ，実施されていくといったことを考えるわけで

す。今日，事務局の方から過去のこの鈴鹿市立幼稚園の在り方に関する色んな答

申もいただいていて，資料提供がございましたけれども，その中で私立と公立が

それぞれの担うところをきちんと持ちつつ，鈴鹿の就学前の子どもたちのことを，

それから保護者のことを考えて進んできたといった，鈴鹿は歴史的な強みという

のがあると思うのです。そういったことから今度の一体化に向けても当然私立の

担うところと公立の担うところと，総合的にこれからも考えていく必要があると

考えます。その上で，この今日のタイトルの出し方が「公立幼稚園の安定的な運

営のための方策」ということで，どうしても運営をどうするのかということに話

が直接最初から大きなことが出たわけですけども，やはりベースとなるのは，私

も先程からお話聞いていても，中島委員の言葉が非常に勉強になるといいますか

参考になるわけですね。それから，幼稚園の先生方のやってきた実践といったと

ころに裏付けされた言葉も非常に参考になり，まず就学前の鈴鹿の子どもたちが

どういった子どもたちがいるのか，そしてその子の家庭であるところは，どうい

ったニーズを持ってみえるのか。そういったところを関わっていただいている幼

稚園の先生，それから経営者の方，私立の方，それからＰＴＡの方，それから母親

である中島さんのような意見を，もっともっと出していただいて，先程出ている

外国人の子どもたちが多いというのも鈴鹿の特徴ですし，このところは教育委員

会サイドで言いますと，特別な支援の必要な子たちもいるという中で，その子た

ちの対応をどうしていくのかといった課題もあるわけです。そういったところを

現場の方々から見られて，やっぱり鈴鹿にはこういう子たちがいて，この子たち

を「こうしていかなければならないのではないか」とか，それから「保護者からこ

ういう声を聞いているけれども，ここはどこで応えてくれるのか」といったとこ

ろを是非具体的に出していただくとありがたいなと思います。現在の公立の状況

としまして，例えば障がいのある子どもたちは４歳で１４人，５歳で２６人とい

う数になっています。合わせて４０人が公立の幼稚園に通っている。それから小

学校に入りますと，だいたい学年３０人ぐらいの子たちが特別な支援を必要とし

ている状況ですから，市内にはおおよそそれぐらいの支援が必要な子がいるのと

推察されます。また，外国人の子どもたちですけれども，今幼稚園には４歳で６

人，５歳で１２人，合わせて１８人の子どもたちが園に通っております。鈴鹿市

全体では，小学校と中学校合わせますと，６７４人という数になっていますけれ

ども，大体平均しますと６０～７０名がその学年にいるわけですね。やはり日本

の文化とか習慣とかに不慣れな子たちが，集団生活でいかに人と関わる力をつけ

ていくのか，また小学校から日本語指導を始め，特別な教育課程で鈴鹿市は取り

出しの学習課程を組んでやっていますけども，それまでの就学前の日本語の力を
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どのようにつけていくのか。こういったことも，小学校や中学校から見ると，日

本語の力，ひいては学力・学ぶ力ということに関連するわけですから，そういっ

たところをどう対応していくのかといったこともあるわけです。ですので，そう

いった現状を今，数でお示しできるところはさせていただいたわけですけども，

是非生の声，それから保護者からの声を出していただいて，その中で少しずつ整

理していただいて，それに対して，公立がどの部分を担えていくのだろうという

ところに流れていくとありがたいなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。この後の論議の課題ですね。これを今提起して

いただいたと思います。最初に古市委員がこの問題を提起されましたので，全体

の協議を踏まえてどのような御感想・御意見があるのか述べていただきたいと思

います。いかがでしょうか古市委員。 

（古市委員）私，第１回からずっと２０～３０年も出させていただいています。色々

な段階での議論は，覚えているのも忘れたものもありますが，今，中島さんが言

われたように，目の前に来て選ぶ時の現実的な条件は金額と時間です。そして，

国の施策で認定こども園へと方向付けされておりますが，中島委員の言われるよ

うに，満足いただけるような金額にしようと思うと，認定こども園ではいけない

です。１号認定になったら，津市は私立も公立も今後５年かけて平準化で一緒に

します。保護者の負担の平準化というのを，それから保育所と幼稚園の教育レベ

ルを混ぜてレベルを上げるという大きな目標が掲げられておりまして，津市は本

年度から認定こども園がスタートした園がございまして，もうこの保育料でも一

覧表にどこか載っていたのですが国の公定価格の２５，７００円が１７，０００

円何某，それは保育所と同じ考え方，保育所の国の公定価格の６９％で保育所の

保育料を頂戴している。保育所も幼稚園も同じ考え方で行けば，２５，７００円

の６９％で１７，０００円何某が最高額。今から５年以内には公立と私立を同じ

にするという方向で，既に歩みだしていると聞いておりますが，振り返って我が

市のことを考えますと，今日の子ども・子育て会議で２つの幼稚園と１つの保育

所が，認定子ども園の申請がなされて準備段階に入ったと聞いております。津市

はこの４月からスタートし保育所並の６９％で行きますということをはっきりさ

れましたが，鈴鹿市はまだ来年度もスタートする園がございません。２９年度か

ら。切羽詰っておりませんので，今とりあえず国の公定価格どおりということで。

他の市も，四日市市はもう具体的な検討に入られたということを聞いています。

設置者側としましても，その津市のように保育所並の負担でやっていただけるの

か，いやいや公立は６，２００円と市税を投入しても行っていくのか。私立は国

の公定価格で勝手にやっていってくださいというようなことでは，その話には乗

れないです。ですから，市にお願いしたいのは来年，再来年の問題として，もう既

に決定事項として今日認定されているのですから，早い時期に認定こども園の１
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号認定の金額をいくらにしますということを打ち出していただかないと，保護者

の判断の基準は保育料と時間だという端的な御意見もお聞きしましたので，それ

に答えようと思いますと，市が急いで決めてもらわないと，他の幼稚園も方向が

定まらないと思っております。決断は大変と思いますが，執行部で十分協議して

いただいて，鈴鹿市の都市経営者としての方向性を出していただければありがた

いなと思います。以上です。 

（田口委員）ありがとうございます。それでは，この問題について私もちょっと個人

的な発言をさせていただきたいのですけれども，やはり幼保連携型認定こども園

がどこからか出てくるのを待っている，或いは，私立が先行されるのを見守って

いるという状況で，市はあるべきではないと思います。つまり，新たな幼児教育・

保育，子育て支援の施設であるところを，且つ，既に一体化という方向性が出し

ている中で，どこかでその先行事例を出し，ほとんどの保護者が，そういうこと

の理解が進んでいないという状況であれば尚更のこと，そういう中で新たな取り

組みを行い，様々な問題，カリキュラムをどうしていくのか，或いは，保護者の就

労によって保護者組織が違うわけですから，保護者会とＰＴＡというような形，

或いは，勤務の状況がどうなっていくのか，早く帰る子どもさんと，そのまま保

育を受ける子どもさんとの状況がどのように考えられるのかとか，そういう検討

を公的なところとして進めていかないと，どこかがやってくれるところを待って

いるのでは済まないのではないかと思います。多くの公立でもそれを実施してい

こうとしている，取り組んでいる。そんな中で大きな課題を解決しようとしてい

るわけです。そこをモデルとは言いませんが，それくらいの姿勢で作り上げてい

かないと新たな幼児教育・保育，子育て支援の取り組みというのは展開しないの

ではないかと思います。これが，私自身の個人的な意見です。時間も押してきて

おりますので，次の課題に入っていくことは今から不可能と考えます。篠原委員

さんがおっしゃっていただきました，或いは御発言の中にもあった，これからの

幼児教育・保育，鈴鹿市における幼児教育・保育，これはどうあったら良いのかと

いうところを，次回に深めていくという形で進めていきたいと思うのですがよろ

しいでしょうか。それでは，本日の大変大きな課題であった，しかも主に幼保連

携型認定こども園，これについての協議に終始したという形ですけれども，公立

幼稚園の安定的な運営のための方策について，１つの柱を十分に論議したと考え

たいと思います。次回，今おっしゃっていただいたような柱で論議したいと思う

のですが，更に付け加えて何かありましたらお願いしたいと思います。 

（古市委員）この就学前の幼児教育というのは，大きく言えば質の高い幼児教育を施

して，１年生の壁というのがあるそうですが，１年生になった途端に小学校は教

育の場でございますので，机に向かって４０分我慢して授業を受けることに耐え

られない子どもがたくさんいらっしゃるということです。そういうことを少しで
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も解消する意味において，幼児教育の質の高度化というのが叫ばれているのだと

思います。認定こども園の振興というのが国の大きな流れであろうと思っており

ますので，私どももいつまでも様子見というようなわけにはいかないであろうと

思っています。しかし，行政のサービスは市民のニーズを受けて，鈴鹿市名誉市

民の元鈴鹿市長の杉本市長さんの答弁ではございませんけど，あれも必要これも

必要という提案をしますと，市民の皆様からいただく税金には限度がございます

ので，そのようにもまいりませんということを絶えず返答してみえましたが，市

の経営者・運営者が市長となれば，市の経営ということも考えて，あれもやりま

しょう，これも無料化しましょうとそう簡単には言えないわけです。そういう行

政の基本的な姿勢というのは守っていただきながら，市民ニーズに答えていくと

いうのが，この教育という仕事の根本・基本だと思いますし，少子化は今のとこ

ろ避けて通れない。それで，今の現内閣も言われるように出生率を１．８に上げ

るとか，人口１億人規模を保つようにしたいとか，色々と課題はぶら下がってい

るわけですけれども，そういう大きな目標に向かって末端の市町も行政機関の末

端の一部でございますので，国の流れを理解しながら幼児教育の本質を守りなが

ら，究極的には鈴鹿市の産業を支える，子は宝と言いますけど，その宝物の子ど

もをしっかりとした市民として育てていけたらいいかなと思います。以上です。 

（田口委員）就学前の教育・保育が質の高いものになっていく，そして小学校・中学校

との連携ですね。子どもたちが戸惑うことなく充実した生活が送っていけるよう

な，そんな方策というのをここでも検討しなくちゃいけないということをおっし

ゃっていただきました。更にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）今言われました，これからの就学前教育・保育の鈴鹿市のどう

あるべきかを，ここで保護者の方，子ども，色んな方のニーズを捉えて把握をし

て議論していくというのは当然必要だと思います。一方では保育料の問題も出て

おりますので，例えば津市のように，今鈴鹿市は６，２００円，私立の１号につい

ては２５，７００円という国の公定価格そのままの金額になっているのですけれ

ども，それを津市のようになった場合は，どのような市の負担が変化していくの

かと示していただけると，そういう移行していく中での議論にも必要ではないか

なと思いますので，そのような資料も出していただけたらと思います。 

（田口委員）今，舘委員の方からその保育料の問題というのも，やはり平行して検討

していこうということですので，他市の資料というのは，わかる範囲で出しても

らっているのですけれども，他県の状況は全て出す必要はありませんけど典型的

なものを出していただけたらということです。そして，本市の保育料，いわゆる

保育所保育料。これとの齟齬，或いは逆転現象が起こってきても問題ですので，

これとの関連性。これも比較できるような形での資料を，もしそのことで論議す

るのであれば，それも御提供いただかなくてはならないと考えます。では，本日
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ここで出たのは，今，舘委員から御発言がありました保育料の問題も継続して論

議していくということでありますので，篠原委員，そして舘委員から出たその問

題を次回の柱と据えたいと考えます。協議については，一応ここで留めたいと思

うのですが，よろしいでしょうか。 

（古市委員）了解。 

（田口委員）では，事務局からの連絡等，お願いします。 

 

４ 連絡事項 

（１）今後の開催予定について 

（学事ＧＬ）それでは，お手元資料の一番最後のページに，今後の開催予定というこ

とで，付けさせていただきました。こちらを御覧いただきたいと思います。これ

は前回，御提案させていただきました日程を元に，委員の皆さんの御都合を調整

いたしまして，第３回以降の会議につきまして，このような開催予定とさせてい

ただきましたので，よろしくお願いいたします。毎回，次回会議の日程につきま

しては，前の会議で確認をさせていただきますが，基本的にはこの日程で開催さ

せていただきたいと考えておりますので，御予定の程，よろしくお願いいたしま

す。次回，第３回の会議は，この日程どおり１２月１７日（木）１５時からという

ことで御予定をお願いします。また，次回の議事ですけれども，今日の議論を踏

まえた形で，就学前の幼児教育の在り方をどうしていくかといった辺りについて，

あと保育料のことについても，議論を深めていただけるような議題の方を事務局

の方として御用意をさせていただきたいと思っておりますので，よろしくお願い

いたします。以上でございます。 

（田口委員）本日も長時間に渡って，そしてかなり難しい，まだまだ制度が定着して

いない中，変化の大きいこういう問題について論議いただきました。これを踏ま

えて，また次回，鈴鹿市の幼児教育・保育，子育て支援，これがどうあったらいい

のかと協議を深めていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。長

時間に渡ってありがとうございました。 

 

会議終了 午後５時 

 

 


