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第３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１２月１７日（木）午後３時００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，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（西尾恵理子） 

５ 傍 聴 人 ０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３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。前回同様会議に入ります前に，第

２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が，

御発言内容等で何か修正等はございますでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）すみません，７ページの玉垣保育所の経過年数を４２年と申

し上げましたが，正しくは４６年でした。 

（学事ＧＬ）４２年が４６年という事ですね。 

（保健福祉部・舘委員）はい，そうです。 

（学事ＧＬ）他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。それでは先程の一箇所だ

け訂正をいたしまして，第２回の会議の議事録と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ますのでよろしくお願いいたします。 

  はい，それではここから座長の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）皆さんこんにちは。年の瀬も押し詰まって大変お忙しい時だと思います。

本日も御出席ありがとうございます。前回は，鈴鹿市の市立幼稚園の再編整備に

関する答申，或いは再編整備計画，これらを踏まえ，また新たな子ども子育て支

援の制度が実施されたという事で，それらの状況も踏まえながら，様々な本市の

幼児教育・保育がどう向かって行くのかという所で，大変深く皆さん方から御意

見を頂戴して論議を進めました。これまでの論議で，おおよそ鈴鹿市の幼児教育・

保育をめぐる状況，或いは今後の方向性っていうのは，確認できたと思いますの

で，本日はこの議事にあります，「就学前教育の目指す方向性とそのための条件整

備について」という所に焦点を絞って論議を深めていきたいと思います。では，
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資料の準備いただきましたので，資料の説明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。本日の提出資料について説明をさせていただきます。

本日御用意いたしました資料は全部で４点ございます。資料の確認とともに簡単

に説明をさせていただきます。まず事項書の次に，１点目でございますが「鈴鹿

市立幼稚園再編整備計画」という事で，これは第１回の会議の時に再編整備計画

の概要をお示しさせていただきましたが，前回の会議で，認定こども園の話題が

出まして，その時に幼稚園再編整備計画の中での，幼保の一体化について説明を

させていただきましたので，今回資料として御用意をさせていただきました。１

枚捲っていただきまして，２ページでございますが，上辺りに（４）幼保の一体化

という事で，前回この箇所を読み上げさせていただいた部分が記載してございま

すので，御確認をいただきたいと思います。次に資料２でございますが，他県の

主な都市の幼稚園の保育料の抜粋という事で，近隣他県，東海北陸の６県でござ

いますが，その中で人口規模が鈴鹿市と同程度の２０万人前後の規模の市を抽出

いたしまして，公立幼稚園の保育料と，私立幼稚園の１号認定の保育料について，

上限額のみ抜粋したものでございます。続きまして次のページ，資料３でござい

ますが，平成２７年度幼稚園・保育所利用者負担額という事で，これは本市に於

けます保育所の保育料と１号認定の保育料との比較の中で，見比べが出来る資料

という事で御用意させていただきました。但しこの中で比較しております２号認

定，３歳以上の保育短時間については，保育料に給食費の副食代を含んでおりま

すのと，１号認定との間で所得割額の階層区分の金額で，若干のズレのある所が

ございますが，概ねグレーで網掛けしてある階層区分において，１号認定の保育

料の方が２号認定の保育料よりも高くなっているという，全国的にも発生してお

ります同様の現象が現れております。そして最後１枚捲っていただきまして，次

のページ資料４でございますが，平成２７年度の予算要求をする際に作成した資

料を基にしたものでございまして，現行の１号認定利用者負担額を変更した場合

の市費，歳入歳出への影響額の試算表という事でございます。先ほど申し上げま

した平成２７年度の予算要求の時点という事でございますので，現時点での数字

等と異なる所もあるかもわかりませんが，御了承いただきたいと思います。この

中で，市内の私立幼稚園８園が全て新制度に移行すると仮定をいたしまして，当

時の公定価格を積算しまして，その公定価格を元に，国・県・市・利用者負担額を

試算したものでございます。この試算によりますと，真ん中の表でございますが，

地方単独費用という所の小文字のｂでございます。ここの箇所とあとその下の全

国統一費用の小文字のｅの所でございますが，これが市の負担額という事で，そ

の合計が約１億４千万円程になりまして，これが現在の私立幼稚園の就園奨励費
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でございますが，その金額から国からの補助金を除きました市の負担額とほぼ同

額となっております。但し，あくまで私立幼稚園が新制度に移行した場合の１号

認定の保育料が，国基準の上限額２５，７００円の場合でありまして，これを例

えば利用者負担額を国基準の約７割の１８，０００円を上限にした場合の試算を

いたしますと，この表の全国統一費用のちょっと下の辺りにｆがありますが，ｆ

の市単独のところで，一番右側に約１億４百万円の市負担額が増額となりまして，

その分はその下の保護者の利用者負担額が減額されるという事になります。また

もう一つの試算といたしまして，上の利用者負担額の所でございますが，②の市

内の私立幼稚園８園の保育料，これも平成２７年度の予算要求の時点ですので，

若干の違いがあるかもわかりませんが，その当時の平均の額で２３，４００円を

上限とした場合の試算をいたしますと，同じく先程のｆの部分でございますが，

これの真ん中の約３，１００万円が市の負担額の増額という事になります。尚，

これは私立幼稚園についてですが，裏面をご覧いただくと，現行の公立幼稚園の

利用者負担額を先程の試算と同じように，国基準にした場合，国基準の７割にし

た場合，市内私立幼稚園の保育料の平均額にした場合，それぞれの金額に引き上

げた場合に，市の保育料の歳入がどのようになるかという事を試算したものでご

ざいます。以上が本日の資料４点でございます。それと次に付けさせていただい

てありますのが，前回の会議で提出をいたしました資料２の県内他市の保育料等

の状況の中で一番下の行の四日市市さんの公立幼稚園の対象児でございます。前

回の資料で３～５歳となっておりましたが，再度確認いたしましたところ，４～

５歳が正しいという事でしたので，お詫びして訂正をさせていただきます。事務

局からは以上です。 

 

３ 議事 

（１）就学前教育の目指す方向性とそのための条件整備について 

（田口委員）ありがとうございます。それではこの議事に入っていきたいと思います。

今，御報告いただいた，とりわけ保育料に関する部分というのは，本日の話合い

の中でそのように関連していくのか，その辺について，お教えいただきたいと思

います。就学前教育の目指す方向性，これは自由に御論議いただけると思います

が，そのための条件整備についてという所が，今の問題が絡んでくるのかどうな

のか。条件整備というのも様々ですので，自由に条件整備について論議していい

のかという事ですが，今の保育料等についてはどのように考えたらいいのでしょ

うか。 

（学校教育課長）それでは失礼いたします。今おっしゃっていただきました様に，最

終的には保育料の形もかなり大きな部分を占めるというのが，前回の会議の記録

を見せていただいても保護者の方々からの，代表の方の御意見でもございました
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ので，そちらに行っていただくという事もこちらは考えているという事でござい

ます。ただ当初につきましては，最初は保育料から入りますと，なかなか難しい

事があるかと思いますので，そういう所も踏まえながら，公立幼稚園の役割とか，

どういう事を求められているのかという保護者の方々，或いは関係するそれぞれ

の立場の方々の御意見をいただいた上で，こちらの方にシフトしていただけると

ありがたいと考えております。 

（田口委員）はい。了承しました。皆さん方どうぞよろしくお願いいたします。それで

は，本日の柱であります，「就学前教育の目指す方向性」について，御意見を頂戴

したいと思います。どうぞ御自由な御立場から御発言をいただきたいと思います。

切り出しというのはなかなか難しいと思いますが，ここは市民代表で臨んでいた

だいております中島委員から先ずはお願いできるでしょうか。どこからでも結構

です。 

（中島委員）前回の会議は，お金の話で終わってしまったので，少しお家に帰ってち

ょっと後悔をした所もあったのですけども，前回は認定こども園の話がすごく主

になっていたので，はっきりと認定こども園がどうこうというテーマを掲げられ

ると，保護者としてやっぱり・・・。認定こども園になる以前の問題で，幼稚園の

数が，今までは地域に一つ，小学校区に一つあったものがどんどん減っていって，

遠い幼稚園に通っているお母さんたちも何人か・・・。私は玉垣地区なので，通っ

てらっしゃるのは愛宕の方とか若松の方とか聞くのですが，だんだん自分たちが

住んでいる所の幼稚園が無くなり，ちょっと離れた所に通わざるを得なくなると

いうお母さんたちの話を聞くと，公立幼稚園の再編整備で存続はさせていってい

ただきたいので，もっと地域に根付いた幼児教育となるとやっぱり小学校に一つ

が理想なのですけど，そうもいかないっていうのが多分ネックになっている。そ

の中で新制度では国の基準はこうだからこうしなさいと，市それぞれ，県それぞ

れにおいて状況が違うと思いますし，鈴鹿も住宅が増えている所もあれば，そう

でない所もあって，いろんな地区の条件がある中で，国が保育料を騰げて，ああ

しなさいこうしなさい，認定こども園を作りなさいって言われても，なかなかそ

れは難しいのではないかなと子ども子育て会議に出てる時も思ってて，私の中で

は鈴鹿の公立幼稚園の在り方は，親からの希望として言えば２年ではなく３年で

あって欲しいというのもありますし，２時ではなく３時であって欲しいとかいい

細かい希望はありますけども，鈴鹿市にとってはすごく良い配置なのではないか

なと，公立幼稚園がすごく良い条件なのでは・・・。今一番合っているのはこの条

件なのではないかなっていうのを子ども子育て会議に出させていただいて色々解

っていく中で，この形が一番理想ではないかなっていう現状ですね。これからど

う変わって行くのかにもよってくる，お子さんの数とか家族形態とかも様々で，

鈴鹿がどう変わって行くかにもよると思うのですけど，私はずっと鈴鹿で生まれ
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育ったわけではなくって，愛知県なので，正直２年保育というのにすごくびっく

りしたところもありました。都市でもないし，かといって過疎している所でもな

いしという，すごく独特？なんとなくちょっと違う？新制度が都市に重点を置い

た制度になっているので，それには当てはまらないのではないのかなっというの

が，前々から思っていた事です。 

（田口委員）ありがとうございます。公立幼稚園が地域に根付いた，地域との関連の

深いそういう園であって欲しいという事，そして３年保育がやはり基本的な姿で

はないだろうか，保育時間も，もう少し柔軟に考えてもらえたらという様な希望

もあるけれどというところでの御発言でありました。更にいかがでしょうか。 

（古市委員）はい。 

（田口委員）お願いいたします。 

（古市委員）今日，頂戴した資料１の市立幼稚園再編整備計画の中の１次・２次・３次

といってこの答申を出した委員会に所属していた人間として申し上げるのですが，

この中の文面を精読していただければ，幼児教育の教育的効果のためにはどうし

たらいいのかとか，父兄のニーズをどのように受け止めていったらいいのかとか

いう事が，くまなく活字にされていると思いますが，これはもう１次・２次・３次

と随分長い時間をかけてここに辿り着いた結論であるというように，１次・２次・

３次共に委員会に出席した者としては，思わせていただきますので，これは，答

申は「こうなので，こうなので」というようには申し上げませんが，歴史上の認識

の中で纏め上げた概念であろうと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。今回準備いただいた再編整備計画，あるいはそ

れに先立つところの再編整備に関する答申ですね，これは以前からあると思いま

すが，その様な形の積み重ねの中で論議をされてきている物なので，その点を重

視すべきであるという考えであります。更にいかがでしょうか。 

（橋爪委員）再編整備計画は平成２５年でまだ３年しか経っていないのですけど，そ

の中の幼保の一体化のところで，公立幼稚園も長い時間預かってもらえると良い

とかよく言われるのですが，「保育料は現行通り一律として，預かり保育を行わな

い事」という様な縛りがあり，その中には保育料を現行通りとすることが付いて

おります。その中で今，昨年度・今年度，園児募集の際に公立幼稚園は口コミで保

護者の方たちが小学校に行っての繋がり，そういう色んな事を言いながら口コミ

で公立幼稚園を選んで来ていただける方，保育内容で選んで来ていただける方が

多いと自分の中では信じてはいるのですけれど，その方たちを不安にさせたのは，

やはり保育料が急に騰がるのではないかというところが，すごく問題に上がりま

した。公立幼稚園は歩いての登園であるとか，保育時間が短いとか色んな事で保

護者の方，２年保育とかそういうものすべてが，何か保育料が現行通りという縛

りの中で，じゃあ両者の私立・公立の共存を図っていこうというところ，そこな
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のかなと思っています。前回認定こども園の話があって，園長会で集まった時に

は次回からの議事という事で，４点ほど挙げられていた点について話合いをして

いたのですが，今回送られてきた議題がちょっと変わってきているなと，園長会

としては認定こども園を見据えて神戸幼稚園とかの統廃合もかかってくるので，

これから先の事を考えるべきではないのかなと思います。保育料を一律で行くの

であれば，現行のままでもやむを得ないのかなという気持ちもあります。地域に

根ざして，今，鈴鹿市で「地域まちづくりキックオフ」という形で，私が勤めてい

る園の人たちにも今から立ち上げていくのだと準備会が発足しているのですが，

その中にも市のモデルとした表には幼稚園，小学校，中学校は学校の中に上がっ

ていても幼稚園は記載されてなかったところ，地域の中で幼稚園を上げて下さっ

たのですね。地域のまちづくりの中に，就学前教育として，公立幼稚園だけでは

なく就学前教育としてどの地域がどう担っていくのか，やはり小学校区の出来る

だけ地域の子どもたちが育って，保護者の方も地域と繋がってというのが，これ

からのコミュニティ作りに大事かなと思うと，それぞれの地域のニーズに，それ

から特色に応えられていけたらいいなと考えているのですが。 

（田口委員）はい。前半の御意見は，保育料が利用しやすい金額という形で，公立の場

合は設定されていて，そういう状況の中で２年保育止む無し，また保護者のニー

ズに応える預かり保育も実施しないという状況も止む無しという形で対応をして

きているけれども，保育料が上がっていくという状況の中で，こういう状況だけ

を残しておくというのは有り得ないのではないかという意味の御発言でよろしい

ですね。新たな制度が始まっている訳ですので，今までの事を踏まえながらも，

この委員会が新たな方向性を検討していくという所であっていいのではないかと

いう意味合いも含まれていると思われますが，そういう御意見と受け止めます。

また地域に根ざした保育・教育，この重要性も重ねておっしゃっていただきまし

た。更にいかがでしょうか。目指す方向性という事ですので多様な方向性という

か課題というのがあると思いますので，どこからでも結構ですので御発言をいた

だきたいと思います。 

（古市委員）保育料と時間の問題が選択の基準という御発言があるのですが，今の政

権与党が目指しております２０２０年ですか，幼児教育の無償化というのが実現

されれば，幼稚園の公立・私立，保育所の公立・私立の４団体の格差という部分は

一気にゼロになる訳ですから，保育料の問題は解消されると思いますが，前回の

再編整備計画を策定する委員さんの中にも，園長会の会長も入ってもらっていた

し，職員労働組合の委員長から何からずっと入ってもらっていましたし，関係者

全体の意見の集約という，これは今の委員さんの先の代の決定になりますが，そ

の中での集約と思っていただいてもいいのではないかなと思いますし，保育料の

平準化というのは国の方針でございまして，認定こども園の目標の一つが保育料
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の平準化という問題があって，問題を捉えての国の提案という事で，それに逆ら

って全く市町が独自の財政的な政策をやれるのかどうかというのは，市の執行部

や議会にも言わせていただいて，この場で決めるという決定権は無いと思います

ので，それは参考の御意見に留まると，元議員として理解します。 

（田口委員）まさにその通りであります。ここは御自由に御発言・御意見，それぞれの

立場から述べていただくという事で，ここで集約するという事もいたしませんの

でそれぞれの御立場から，御意見を述べていただくという事でお願いしたいと思

います。無償化について古市委員にお尋ねいたしますが，全ての園児と進みそう

でしょうか，それとも５歳児のみか。 

（古市委員）５歳児のみ。年齢的・段階的だと思います。 

（田口委員）はい。当面は５歳児と。 

（古市委員）政権によると，絶対多数の中での選挙公約にもなっておりますので，何

らかの形で具体化するのではないかと期待はしているところです。 

（田口委員）という事で，これも先を見据えたそういう状況が出ればとなってきます

ので，この点も一つの情報として御理解いただくという事であります。いかがで

しょうか。髙橋委員お願いします。 

（髙橋委員）すみません。私は専門職ではございませんので，子どもも孫もはるかに

幼児期が過ぎましたので，感覚も情報も薄くなっておりまして，的外れの発言に

なるかも知れませんがよろしくお願いします。この間，テレビを見ておりました

ら，２歳３歳の時に確かな保育をしていると，その後も基盤形成で大きな良い結

果が現れるという事が出ておりまして，その分析によりますと企業とか団体での

出世率，更には持ち家などが表に出ておりまして，欧米とか確か殆どの国が保育

に力を入れているという様な内容が紹介されておりまして，日本も例外では無い

と。こういう事を見ておりまして，専門職の先生方は当たり前と言われるかも知

れませんが，先程の御意見でもありましたように，鈴鹿市は２年保育というので

はなくて，将来の子ども，或いは国の将来といいましょうか，そういった事を考

えると３年保育を検討すべきではないかなと，私は考えを強くした次第でござい

ます。 

（田口委員）幼児期の教育・保育の一貫性と言うのでしょうか，育ちを見ていく時に

２年ではなく３年でのスパンで見て行く事の重要性，こんなところを御発言いた

だいたと思います。更にいかがでしょうか。それでは中村委員お願いします。 

（中村委員）先程の意見を受けてなのですけれど，保育料の事で国の方向性で平準化

を求められているという事で，それだったらやはり条件も一緒にしていただかな

いと差が，不公平さが生じてくるのではないかと思います。なぜ私たちが３歳か

ら希望したいかというと，私たちの公立幼稚園がしている教育・保育というもの

は，とても成長として時間がかかるものです。何かしたからとパッと子どもは成
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長するわけではないと思うのです。例えば，ドッヂボールで人数やチームと数を

合わせる時に，先生が「はい，並んで。はい，並んで。」だと簡単ですけれど，自

分たちでどう数を，人数を合わせるかという事で，最初はそれぞれ「どっちにな

る。」と言いながら分かれるのですが，それでは数に差が出てきてしまう。じゃあ，

これでは駄目だ。で，それぞれ二人組みになってみる。それでも上手くいかない

というのを子どもたちが自分で発見するのです。その中でまだ上手くいかない。

おかしいな，困ったなって一緒に先生も考える事で，「どうしたらいいかな，ばら

ばらでわからないよね。」ってちょっとヒントを出しながら，「じゃあ並んでみた

らいいじゃないかな。」って，対面で並んでみて同じ数になるっていう事が解る。

それは教え込んだ事ではなくて，自分たちが経験の中で体験しながら見つけ出し

た答えであって，やっぱり教えられた事はすぐ忘れるけど，自分で見つけ出した

物は，その後の人生の中で力になっていくと思うのです。砂場の上から下に水が

流れるというのも，経験不足の子は，最初は解りません。でもやりながら，水は上

から流れるし，水の勢いは砂を削るのだという事も理解し，勉強に繋がっていく

と思います。折り紙や積み木や図形，絵展開図というのも学びに繋がっていると

思います。そういう公立幼稚園の教育というのは，遊びの中で，只々遊んでいる

訳ではなくて，子どもたちがそういう事を自ら発見していく。そういう場で在り

たい先生の考えであって，環境であったりその周りをどう作るかという事は私た

ちがやっている事だと思っています。今１年保育の園にいるのですけれど，１年

でそこをぐっと伸ばすのは難しい所があります。２年でも難しかったなと思う事

もありました。なので，こういう子どもの気づき・発見というのは，３歳から来る

中で，お兄さん・お姉さんに憧れる姿もありながら，その子たちは一生懸命目で

追いかけながら成長していく中で，発見していったり成長していくものかなと思

いますので，そういう観点からしても子どものメリットからしても，やはり３年

保育であって欲しいなという事を思いました。先程言わせてもらった教育は，小

学校の学習指導要領で調べたのですけれど，最近の学習指導要録の中で，知識は

技能だけでなく，思考力・判断力・表現力が今後のその子の生きる力となって大

事になってくるという事も書かれていました。最初の三つは公立幼稚園でもやっ

ている事だと思いますので，それがしっかり伸びる力になるように就学前３歳を

やっていきたいという考えです。以上です。 

（田口委員）ありがとうございます。保育料が今後出てくるであろう方向のような形

であがってくとすれば，やはり平準化という古市委員の御言葉を使わせていただ

くとすれば，そうなれば当然ながら保育の条件も平準化されなくてはいけないだ

ろうという考え方に至るのではないかなという事ですね。そして公立の立場から

述べていただきましたが，幼児教育全般に考えていいと思いますけれども，子ど

もたちの学びというのは，遊びや生活，体験を通して力がついていく物であると
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いうところも幼稚園・保育所は大事にしていかなくちゃいけないという事を確認

したいという事での御発言と思います。更に公立幼稚園として，しっかりと支え

ていかなくちゃいけないという部分というのはあるのでしょうか。石井委員，他

の委員，或いは舘委員いかがでしょうか。公立幼稚園としての今後の方向性，或

いは役割といったところを御発言いただけますでしょうか。 

（岡野委員）公立幼稚園，今，公立小学校におりますが，公立の特色と言いますとやっ

ぱり地域の方々がたくさん入っていただけるというところが大きいかなと思いま

す。今の子どもたちの体験というのはすごく少なく，限られた家庭の中で，あま

り親も他の親御さんと繋がるという事が少なくなってきている中で，子ども達も

またその空間の中におります。その中で少しでも地域の人が入ってきて遊びを通

して育てていく。そういう特色が公立にあるかなと思います。そういう体験を少

しでも早く，小さい時から進めていくと良いかなと思います。また，最近思うの

ですが，小学校に来て数の認識というのか１・２・３・４・５と数字が並べられな

い子たちが結構いて，習熟度というのか子どもたちの学びのレベルに合わせて学

習を進めようとしているのですけれども，そういう点でもやはり，細やかに見て

いくというのは，少しでも早い時期から気が付いていかなければいけないなと思

っています。保護者の方へ時々話をしますと悩んでいる方がたくさんいて，子育

てに不安を持っている方がたくさんいます。多分そういう事も保護者同士で話を

する機会が無く自分で構えてしまって，へこんでしまうとか前向きになれないと

かそういう保護者さんもいて，そういう方の支えというのも地域の方がたくさん

入る中で，話し相手になるとか，近くに住んでいる人が力になるとか，その辺り

では公立の良さがあるのかなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。今の子育てに不安を持っている保護者さんを支

えるという事も含めて，地域との繋がりを大切にした公立幼稚園の在り方，ここ

らを更に高めていく，その必要性があるのだという御発言と思われます。また，

きめ細やかな保育，一人一人の子どもの育ちを支える努力，これも重ねているの

だということですね。これらについては，私立も全く同じですので，ここで服部

委員さんから，地域との繋がりとか，或いは子どもの体験を重視した学び，こう

いうところについて御意見を頂戴したいと思います。 

（服部委員）はい，失礼します。何年保育をするかという部分で，鈴鹿の場合，以前は

１年保育または２年保育しかされておりません。民間の場合は３年保育が基本と

して運営されてきました。私は保育園なので，保育園の方から言わせてもらうと，

僕も７年間子どもを預かっている施設でありまして，発達の部分で言えば親御さ

んとの理解を深めるのに数年かかってしまう方も中にはいます。たった１年２年

で親御さんと，家庭環境を含めて理解をしようというのは，かなり難しい部分に

なると思います。また子どもを見ている時間帯に関しても基本４時間でございま
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すので，その時間をとっても子どもとのコミュニケーションを先生方がしっかり

と取っていただく時間も，保育園側から言うとかなり不足する部分もあるかと思

います。我々の場合は最大で８時間から１２時間という長時間に渡って色んな活

動を通じながら，子どもの生活を支え，発達を支えておりますので，その点で言

えば障がいの少し手前にいる子どもたち，その辺のところ，保護者の理解を如何

に深めて，如何に園側がこのようにしていくから家でもこういう事を少しずつや

って下さいという事を，障がいを認定してもらうとかどうこういう話ではなく，

少しでもその子の育ちに，発達に応じた関わりを親御さんたちに知らしていくと

いうことも当然していく。地域との関わりの中という事でありますけども，私ど

も保育園も市外からも来ていただいて，市内でも１ｋｍ以上のところからも，近

いところからも来ていただくという形にはなっておりますが，保育所の場合，基

本的には両親がお仕事をお持ちなので，なかなかここら辺のところで，保護者さ

んに色んな事をお願いする事は難しい状況ではあります。例えば，極端な話をい

えば朝７時から夜８時まで開けておりますが，朝７時にもうポンと置いて夜８時

ギリギリにお迎えに来る。子どもは園で遊び疲れて半分うとうとしながら親と帰

って行って，ご飯を口に入れられて，風呂に入れられて，すっと寝る。最近ではそ

ういう部分で，保護者の方と子どもたちとの関わりが，かなり薄くなっていると

思っています。以前から厚労省，色んな新しい制度が出てきていますが，ワーク

ライフバランスと言ってはいるにも拘らず，なかなか企業でそういうのを取り入

れられにくく，全くほとんど進んでないというのが現状だと思っています。です

ので，やはりその辺のところ，今回の新しい制度に乗っかって，もう少し企業側

にも色んな働きかけをしていただけると，より子どもたちの生活環境としては良

くなるのではないかなと思っています。公立の先生もおっしゃっておりましたが，

色んな形で，些細な遊びの中で，子どもたちの発達を我々の園の中でも当然手助

けはしております。遊びの中から，集団の中で色んな事を学んでいく。その部分

で再編整備の計画の中でも委員をさせていただきましたが，１０名をわって５名，

６名の集団の中で幼児教育をするというのが，集団教育という部分で如何なもの

なのかというのが大前提に再編整備をする部分であったのだと思います。民間の

幼稚園であれば２５，０００円以上何某のお金を払ってお預けをする。かたや６

千円前後の保育料で保育をする。その中で費用対効果ではないですが，その部分

で量れるものではないと思っています。にも拘らず集団というものを考えた時に，

集団の中での学習能力というのはすごく上がると思いますので，やはりそこの部

分，ある程度減ったところは已む無しなのかなというところで，この再編整備が

立ち上がったのだと認識はしております。委員さんもおっしゃっていましたが，

すごく家が団地のように建って人口がずっと増えてきている地域もあれば，だん

だんと減ってきている地域もありますので，鈴鹿も広いので，より需要のある所
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にはお金の投下をするという部分が今後必要になってくる事ではないかなと思い

ます。経済的なものが一番当初冒頭でありましたので，園長からの話とはちょっ

と異なりますが，現行の民間幼稚園さん全部が新制度に移るという事はなかなか

無いかと思いますが，そうなった場合，１億から何某から金額的なものが増える。

それは，完全に市が単独で支払わなければいけないという部分だと思います。公

立幼稚園の方もかなり老朽化がきておりますので，建て替えという事を考えなけ

ればならない。そうなると３億４億というお金が必要になってくるであろう。そ

の部分を考えた時に，我々大人が如何にそこまでの覚悟が出来て，幼児教育なり

就学前教育に，たとえ税金が騰がってもこの形を守っていくのだという思いが無

いとなかなかバックアップがし難くなってしまうのではないかなと，漠然とです

が思っているところであります。やっぱり最終的に議会内で決まるというのは，

鈴鹿市としてどこまでお金が出せてという部分が最終決定になってくるのかなと

いう気が薄っすらとしているところでございます。 

（田口委員）ありがとうございます。冒頭で保育所においての子どもさんの保育時間，

保育の期間，長さ，その中での保護者との関係性を構築していく努力を随分なさ

ってみえて，そしてそれによる成果が上がっていると言うのでしょうか，保護者

を支えるという事が出来ているのだという事をおっしゃって，本当に繋がってい

こうと思うと，それだけの期間が必要ではないかという御発言と思います。また，

受け皿を作っていくだけが我々の目指す方向ではなくって，そういう社会，或い

は企業，事業所を作っていくという事が大事ではないかという事の御発言であり

ます。また，あの再編整備計画の中に盛り込まれているように，適正規模の教育・

保育，これは考えていかざるを得ないのではないか，みんなで確認していきたい

という御発言と思います。更に保育料についても触れていただきましたので，後

にそちらの方に移っていく事になるかと思います。更に公立園での役割等につい

ての御発言を舘委員，いかがでしょうか。 

（舘委員）そうですね，僕ら（保育園）からすると共働きというのがありますので，ど

うしても時間的に，仕事の途中で迎えに行かないといけないとなってしまうので，

もう少し長く見ていただけると，共働きの親としても市立さんの方に入れようか

なというようにはなると思うのですけれども，公立の幼稚園さんはどうしても，

時間的にちょっと難しいかなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。この預かり保育ですよね。 

（舘委員）ええ。 

（田口委員）そういう形でもう少し見てもらえるような公立の態勢というのがあれば，

公立としての役割も果たしてもらえるところがあるのではないかという事ですが，

公立の立場としてどうでしょうか。保育料の事は別に置いておいたとして，預か

り保育を導入する事については。 
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（橋爪委員）預かり保育については，今私たちも預かり保育をやりたいという話にな

った時に，公費は何もつかないという事で，今担任をしている者や担任外の者た

ちが預かっていく。人を付けていくことではない，現状のままで保護者の方のニ

ーズに応じてと，そうなること事は避けたいと・・・。 

（田口委員）なるほど。 

（橋爪委員）したくないとかそういう事ではないですが，私たちも研修もありますし，

降園指導が終わって戻っても３時です。それからの準備等でも本当に少人数，少

ない職員の中で，とても遅くまで取り組んでいる中で，過重な労働になるのかな。

本当に小規模な園だとそういう事も可能になるのかも知れないのですが，人数が

２クラス３クラスになってくると今のままでは難しいと思います。 

（田口委員）まさにそれも条件整備との関わりの中で，こういう事を考えなければい

けないだろうというところですね。現状ではなく条件整備の中で，公立園におい

ても例えば，週２日パートに出る，或いは社会でこのような活躍をしたいという

保護者さんは当然みえるわけで，その時間は３時４時となると，自分はそれは対

応出来ないという事になってしまうかも知れませんね。１号認定であってもそう

いう保護者さんというのはあると思われますね。ですから社会進出，或いはそう

いう自分の自己実現ですね，こういう事を望まれる保護者さんに対しての支えと

いうところというのはやはり公立であっても考えていくべきという御意見もある

と思いますけれども，そのためには条件整備というところですね。こちらの方で

は，本日お示しいただいた再編整備計画の中の２ページでは，６の所で預かり保

育は行わない事としますというように明言されておりますね。しかしながら幼稚

園教育要領を見ますと，保護者の希望等に応じて対応するという道を模索，検討

すべきだという事で，且つ，通常の教育課程が終了後にも行う保育というのがあ

りますよという事を明示しているわけですね。つまり国の法令で以ってそういう

保育を行う時にはこういう配慮をしていきましょうという事で，保護者支援とい

う形での方向性を出しているわけですから，これについては，公立園での御検討

というのが始まっていると捉えてよろしいでしょうか。 

（橋爪委員）社会で活躍してもらっている方が月に一度とかこういう会議に出られる

ていう事であれば・・・。 

（田口委員）私も乗っかってしまいましたが・・・。石井委員いかがでしょうか。 

（石井委員）皆さん本当に考えている事は同じだなという事で意見がまとまっている

のではないかなと思います。一番最初に中島委員から２年ではなく３年にという

お話があったのですけど，その辺のところ先程お話にありましたように，実際に

幼稚園の場合，経験や体験など，そういう事を大事にしてってという，そこに行

けば年数を増やすという，そういう意味で捉えさせてもらっていいのかなと，保

護者の立場として，そこは合致しているのか確認しておいた方がいいのかなと思
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います。 

（中島委員）いつも保育料の話ばかりですけれど，私立さんと平準化で行くのであれ

ば，もちろん３年にすべきだと思いますし，やっぱり１年では全く子どもたちと

先生たち，幼稚園とのコミュニティもなかなか築けないまま小学校に行き，２年

でもすごく難しいところもあり３年だったらなって思います。私は３年で入れる

か，２年で４歳のときに入れるかですごく悩んだのですけども，公立幼稚園が良

かった。のびのびとした雰囲気，遊びの中で協調性だとか子どもの個性とかを伸

ばしてくれるのが公立幼稚園ではないのかなというのが，ずっと思っていたので

公立を選んだのですけど，３年か２年かですごくお母さんたちは迷うと思うので

す。では，保育料が先に騰がってしまって，国の基準の２万５千いくらになって

しまう。でも施設はそのまま，２年の保育のまま，お迎えも行かなきゃいけない

というのは，やっぱりそれは公立幼稚園がどんどん衰退していく要因になってし

まうという危機感があって，子ども子育て会議に出た時にそうなってしまうのか

という危機感を感じたのですね。ですが，今年度も来年度もとりあえず現行のま

までという事ですごく安心はしたのですけども，３年保育が望ましいのではない

かなという希望です。ただ，今の幼稚園の状況を見ると先生たちの御判断を・・・。

私はＰＴＡもやっていたので，すごく先生たちが大変な御苦労をされている事も

わかっているので，本当は３年にして欲しいのですけど，そういうところをちゃ

んと整備をしていただいてから３年にという，ちょっと段階的に保育年数もそう

し，保育料もそうですけど，もっともっと段階的に考えていかなければいけない

のではないのかなと思いました。 

（田口委員）はい，ありがとうございます。意見を重ねて述べていただいたと理解を

いたします。以前，この会でやはり公立として条件の手厚く保育・教育をしなく

てはいけない子どもさん，こういう所を市として，公立としてしっかりと支えて

いく。また，困難な家庭をしっかり支えていく。これは公的なところの主な役割

ではないだろうかという御発言を行政の委員さんから頂戴したように思うのです

ね。そういう役割というのは当然あるわけですので，そのことも含めながら，公

立園としての役割をもう少し重ねて御意見をいただきたいと思いますが，舘委員

さんいかがでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）私，保健福祉部に在籍しておりまして，岡野委員が言われたよ

うな，小学校に上がってからの色んなギャップがあって，就学後の学校生活に馴

染めないという，いわゆる一般的に「特別支援」という形で言われているのです

が，そのところを一つの窓口で「子ども家庭支援課」という所で保健福祉部の方

で担当しているのですけれども，そのような活動している課を見ますと公立の部

分としては，子どもの幼児教育だけではなく保護者の方に対しての支援も公立が

これからは担っていく必要があるのかなと思うところでございます。それと，色
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んな形で３年保育なり預り保育の事も出ておりますが，今までの幼稚園というカ

テゴリーの中で私立・公立というのは完全に分れていたと思うのです。保育料に

しても，保育の内容にしても。というのは，それぞれの歴史があって，公立が担っ

てきたもの，私立さんが担っていただいたというところもありますので，一概に

保育料だけで公立が選ばれているという所もあるのですが，それはお互いが歩み

寄るという言い方はおかしいのですけれど，その部分としては，これからは新し

い子ども子育て支援の新制度の中で，幼稚園という，１号認定という形の認可を

して，公的に国も県も市も介入していくという事で，いわゆる子どもたちの家庭

の状況に応じて，１号・２号・３号と認定をした上での就学前教育・保育というの

が確立され，新しい制度ですので色々問題はありますけれども，そういう新しい

制度に乗っかっていかなくてはならないわけですので，色んな議論はあると思う

のですが，どれが良いというのは，なかなか立場上言えない部分もございますが，

それはお互いが理解をし合って，より近づけていくというのが一番の課題なのか

なと思っております。 

（田口委員）ありがとうございます。引き続き，篠原委員お願いできるでしょうか。 

（篠原委員）ありがとうございます。前回，座長から言っていただきました，色んな子

どもたちがいるので，鈴鹿にはどういった子たちが居て，どういった保護者の方

のニーズがあって，ではそれに応える形はどういう事があるのかと，そういう方

向で一つ一つ考えていくというのは大事なのかなと思っておりました。やはり今

日も伺っている中で，保護者として中島委員から出していただいた保育期間とし

ても，３・４・５歳の三年間というのは，その時期の子どもには大事な時期である

と，これは私立であっても公立であっても子どもにとっては変わらないわけです

よね。それは大事だなという事が一つ確認できたなと思いますし，それから今，

保護者が働いてみえる家庭生活からすれば，２時というのは余りにも早過ぎて，

公立の地域の中にある幼稚園といったところのニーズには応えきれてないのだな

という事も確認できたと思います。それから，もう一つ現場の先生から出されて

いる幼稚園・小学校・中学校と，幼小中の連携をしていく教育内容という面では，

これも一つの公立の必要なところだという事ですけれども，ただこれについては，

保育要領の中にも出てますが，公立だけではなくて，子どもの育ちを連続して見

て，教育をしていくといった視点からは，私立の保育所であったり幼稚園の先生

方とも小学校も連携をしながら，子どもを引き継いで育てていくといったその辺

りが大事ではないかと思いました。ずっと全体を見渡してみますと，服部委員か

ら出された鈴鹿の中には，私立も公立も含めて市内の色んな地域に良いバランス

であるのではないかなと，それが共存してきたという事の表れではないかなと私

は今日理解させていただきました。とすれば，それぞれ共存するという形，配置

も含めての中で，更にもっとここの地域にはこういった親のニーズが多いのだか
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ら，例えば，本当に長く公立なんだけど長くここで何とかならないのかといった

事もあるとすれば，やはりそういう事に応えていくのが新しい制度の中での認定

こども園の仕組みの一つかも知れないなと思いました。幼稚園の先生からもそう

いった現状では無理だけれども，そこに当たる人的な配置もされ，そして一つの

ものを造っていくという事が可能であれば，それは大事な事でないかなという意

見もいただきましたので，もう一度，どの地域にどういったニーズがあって，そ

して，公立としての教育内容を期待して見える子どもさんや保護者の方に応えら

れるものというのが，先程も言いましたように認定こども園も含めた新しい形で，

どれなら出来るのかといった事をこれから考えていく事なのかなと思いました。

そういう事ですので，当然料金がいくらかという事だけではなくて，サービスで

きる内容によって，公立からすれば２万円近くが騰がるとすれば，それだけの分

は，何かに還元できる部分も出てくる事もありますし，当然予算がありますので，

全て伺えるのではないですけれども，相互のバランスを見ながら今後考えていく

のが大事かなという事を考えさせられました。 

（田口委員）ありがとうございます。 

（篠原委員）すみません。ひとつ大事な事を言い忘れていました。対象の子の部分で

すね。前回ちょっと紹介させていただきました外国人の子どもたちが多いという

鈴鹿の現状，それからその子たちは日本語力が非常に弱いので，小さい頃から生

活の中での日本語の力を付けていくという，これはもう欠かせない事だと思いま

す。そういったところを公立はもっとやっていかないといけないと思いますし，

私立の園でも考えていただければと思います。もう一点，福祉の舘委員から出ま

した特別な支援が必要な子たち。これは小学校・中学校から見ますと非常にそう

いった子たちの教育が今，必要量が増しているような気がしております。学校に

上がる前に，その子たちが落ち着いて仲間と一緒に集団生活が出来る。そのため

の事を公立でもっと考えていく必要があると思いますし，場合によっては，支援

をする方に入っていただくようなサポート体制も必要なのではないかという事も

含めて，対象の児童と対応の用意といったところも考えていくところにあるかな

と思っています。 

（田口委員）ありがとうございます。お二人の市の立場からの，委員の御発言でした。

それぞれの保育・教育の歴史，これを大切にしながら，或いはそれを一つの特色

として充分発揮していき，これからも行くという事を見つめつつ新たな制度，こ

の方向性に我々も対応していくという事というのは，やはり必要だろうという事

ですね。また，３年保育への検討，これも必要になっていくのではないかという

事，そして保・幼・小の公私を含めた連携ですね。こういう連携の重要さ，鈴鹿市

の子どもを育てていくという観点での連携の重要さも述べていただきました。そ

して，最後に述べていただきました外国にルーツを持つ子どもさんへ，とりわけ
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言葉，文化，言葉の支援，文化理解のところは，やっぱりきめ細かく行わなければ

いけない。同じように特別支援で課題のある子どもさんへの支え，これもきめ細

かく行わなければいけない。そこらの条件をしっかりと整備していただきたい。

その中で，公立・私立いずれにおいても，そういう子どもさんをしっかり支えて

いけるような体制も今後検討していく必要があるだろうという事を述べていただ

きました。 

（橋爪委員）すみません。 

（田口委員）はい，どうぞ。 

（橋爪委員）今，話終わったわけじゃないですよね。先程，外国籍の児童・生徒，それ

から特別支援対象の話がありましたが，服部委員からもありましたように，保育

所・保育園というのは，０歳から保護者の方と密にコミュニケーションを取って

御家庭の事もよく理解しての積み上げがあって，私たちが１年２年ではとてもじ

ゃないが，ああじゃないかな，こうじゃないかな，だけど，そこまで踏み込めない

なって，公立が担っていかなければいけないと解っていながらも，なかなか踏み

込めずにいます。職員の異動も頻繁にあると，地域での繋がりもだんだん少なく

なったりもするのですが，鈴鹿市が今築き上げてきているものが，公立の保育所

で，今までは「引継ぎ支援会議」と言っていたのが，来年度から「支援会議」に変

わりますが，保護者さん，お子さんの事の引継ぎ会議で，子ども家庭支援課から

引継ぎをしている中で，こういう事があったんだなと保護者さんの事も解るし，

子どもたちの事も解ります。それがまた，小学校へ繋ぐ時の，幼稚園で４・５歳の

後半の子どもたちの育ちとは，それまでは保護者さんの影響がすごく大きかった

ところが，だんだん５歳後半になると子ども同士の育ち合いというのが非常に大

きく，小学校に行くといつも先生たちがそばにいるわけではなく，子どもだけで

過ごす事が多くある中で，子ども同士の育ち合いが絶対大事なので，今まで公立

幼稚園は，小学校に併設し２３園が開園してきた時は，おそらく保育園で生活し，

それから私立幼稚園で生活し，最後の１年小学生と一緒に歩いて，小学生と一緒

に給食を食べて，子ども同士も繋がり合って，保護者の方もＰＴＡ活動等で地域

の人，地域へのデビューがあってっていう繋がりが出来てきたのかなって，そこ

でバランスが取れていたのかなって思うのですが，だんだん保育所・保育園も３

歳から受け入れるっていうのも，すごい何十年も前から３歳・４歳・５歳もとい

う事になってきたので，鈴鹿型の就学前となると保育所・保育園が担ってきた保

護者支援とか，支えてきたのは私たち幼稚園の職員ではなかなか続かないだろう

なっていうぐらい，ただ幼稚園でも兄弟が何人かいて，上のお子さんがいてまた

っていう長いスパンで職員もその園にいたらそのような繋がりも出来てくるんで

すが，保育所の良い所，保育園の良い所，幼稚園の良い所，それがうまく繋がり合

って就学前として小学校・中学校へ繋がっていくのが理想として，と国が考えた
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結果が，こども園なのかなと信じたいですけども。 

（田口委員）はい，ありがとうございます。更に御発言等ありましたらお願いいたし

ます。公立園の在り方についてもう少し，もう一声というところでありましたら，

是非お願いいたします。 

（古市委員）先程，公立の幼稚園の建学の精神，在り方，教育の基本的な方針も良く解

りますし，それはそれで立派な事だと思いますので，それを守っていただいたら

それでいいと思います。私学は私学で，同志社創立者右に倣え，早稲田の創立者

は思わなくても，それぞれの志，思いがあり，ああいう私学を建てられて現在の

国民的な支持を得て立派な大学になっていると思いますが，私共もそれなりの願

い・志を持って，巨額の私財を投入して寄附して，学校法人を作って，その建学の

精神で教育をして，苗木を作りたいという願いでやらせていただいて，それに父

兄が応えていただいて何百人という園が成り立っているんだと思いますが，それ

ぞれの公立も私立も，建学の精神があって，各々尊重して立派な事ですが，その

結果については，これは義務教育でも学制でもありませんので父兄の選択です。

父兄の選択の結果そうなったという事であって，公立も公立としての立派な教育

方針，建学の精神でやられているのを自信持っていただいてやっていただいてい

たら，それで可とするのではないかなと思いますが，結果は父兄の判断・選択で

すので，これは行政の立場として申し上げれば，行政は市民のニーズに応えると

いう事でありますので，前も申し上げましたが，鈴鹿市の行政の基礎を造られた

名誉市民の方は，「市民から頂く税金には限度がありますので，あれも無料化これ

も無料化と言われましてもそれは出来ません。」と，はっきり議会で答弁されてい

ましたが，市民の側からすれば，無料化なんて安いのに越したことありません。

あれも無料化，これも無料化に越したことありませんが，それは市民の誰かが負

担してもらわない事には無料化は出来ないわけですので，負担する者の側の考え

も受ける者の考えも，両方とも尊重していただく中での大人の判断をしていかな

ければ当然ならないのではないかと思わせていただきます。 

（田口委員）はい，ありがとうございます。私立におかれても，建学の精神，園の教

育・保育の特色，これをしっかり打ち出され，それを教育・保育を求めてみえてい

る保護者さんがみえるわけです。同じように公立もそういう形で求めてみえてい

るので，それぞれの予算・特色，これを充分発揮しながら，私立においても公立に

おいても，地域に根ざした教育・保育の展開，更には保護者をしっかり支えてい

くという教育・保育，これらをお互いに目指していかなければいけないという事

でありました。では，そういう状況の中でこの国の方針からいきますと，保育料

が公立幼稚園においても騰がって行くであろうという状況がみえてきています。

これについての御意見，納得できないという事も含めて御発言を求めたいと思い

ます。尚，詳しくは私も確認していないのですが，国において，大学においても国
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立大学の授業料というのはグンと騰がるのですね。おそらく９０万円位になるだ

ろうと，現行はどれくらいでしょうか，５０～６０万円位になると思うのですけ

れども，そういう方向性が打ち出されました。私学は１２０～１３０万円前後だ

と思うのですが，これもグンと近づいています。我々が学生時代であった頃には，

本当に国立は安かったです。それがグングングンと騰がってきて，結果的に今，

私立との差というのはその程度になってきているわけですね。それが良いという

わけではありませんが，受益者負担と言うのでしょうか，そういう形での流れと

いうのが国の方向性でもあるように思いますので，それも踏まえながら論議を進

めていただきたいというように思います。先程，お示しいただいた資料ですね，

金額等がたくさん並んでいる。どう読み取って良いのか解らないところがありま

す。解らないデータ，私の理解不足のところもありますが，これらを見ながら方

向性，他市の状況を考えていくとどうなるのでしょうか。質問でも結構ですので。 

（橋爪委員）すみません。質問ですけれども。先程，保育所の説明があった時，副食代

は保育料に含まれているという話があったかと思うのですが，幼稚園，保育料は

６，２００円，給食費が４，１００円，それから教材費・ＰＴＡ活動費，いろいろ

併せますと１２，０００～１３，０００円になっております。保育料として市に

納めているのは６，２００円です。私立幼稚園さんは，２５，７００円からその上

乗せというのはどうでしょうか。 

（古市委員）現状で頂いているのは３万円を越えています。 

（橋爪委員）子育てするのにかなりの負担ですよね。 

（古市委員）子どもをたくさん産んだ場合は。 

（橋爪委員）続けて産んでいないとなると，なかなかお勤めされている方は，そうも

いかないところがあって・・・。 

（古市委員）国全体から見れば，１，１００兆円の借金があり，日本人として産まれた

ら８百何十万という借金が産まれた子に平均してかかってくるという国の現状は，

先進国の中で日本だけです。そういう政治をやったのは大人の責任。今の大人の

責任で，返していかないといけない。産まれてくる子どもには罪はない。そうし

ようと思うと，年金支給年齢も上がる，給付も減らす，何もかも減らして，負担は

たくさん増やしてもらわない事には，そうはならない大変な状況。受ける側は安

い方が良い。無償化が一番と決まっている。だけれども，それは誰かが払わない

といけない。 

（田口委員）ありがとうございます。この保育料の問題というのは，単に保育料が騰

がる問題だけではないということですね。今のような国の在り方，これとの関連

の中で，こういう状況というのが生まれてきていのだと，それこそ大人の判断と

言うのでしょうか，大人の理解というようにおっしゃってみえますが，そういう

ところが必要になってくるかなと思われます。むろん，経済的に厳しい状況の方
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がおみえです。そういう方々への配慮というのは，この中で当然なされていく。

皆が２万円とか２万円前後のお金になっていくというわけではなくて，様々な対

応というのが取られるわけですけれども，しかしながら，それが所得割，応能負

担になっていくという形でいくわけですから。 

（古市委員）それはもう応能負担という形で配慮しています。生活保護の方も全員。 

（田口委員）はい，ここにもあるように非課税世帯の金額は抑えてあるという事です

ね。でも，騰がるとすればせめてというような配慮というのでしょうか，考え方，

騰がるとしてもという部分を示して皆さん方の御意見をいただけないでしょうか。 

（中島委員）はい。 

（田口委員）お願いいたします。 

（中島委員）市民税の支払額だけでしか見えない部分で基準をされているのですが，

その本当の皆さんの生活レベル，それぞれ違ういろんな家庭，いろんな状況があ

って，ひとり親の世帯の方も多くて，もちろんひとり親の方に関しては軽減され

る事もあるかと思うのですけれど，数字だけで保育料騰げます。果たしてそれを

基準で公立幼稚園に入れたいけれども，入れることが出来ないという世帯が一体

どれぐらい居るのか。やむを得ず働いて保育所に入れなければいけないという条

件になってしまう方がどれぐらいいるのかというのが，数字だけでは見えないの

がすごくあると思うのです。私も上の子の時に，２歳のときに保育園か保育所に

預けて，働こうと思いましたが働き口が見つかりませんでした。すぐに保育所に

入れられない状況だったので断念したのですけども，そういうお母さんたちも多

くいらっしゃる。全て働いている方，全て条件が揃って，よい様に支払いが出来

てという方ばかりではないと思うのですね。なので，もし保育料をやむを得ず騰

げるとすれば，そういう方たちがどれぐらい居て，どういうニーズがあって，果

たして本当に，騰げて公立幼稚園に来てもらえるのか，園として存続が出来るの

かという事が漠然としてでは駄目だと思います。明確に見えてこないと，やっぱ

り園児が少なくなってしまうし，入れようと思うお母さんたちも少なくなってい

くのじゃないかなと思う。先程も言いましたけれども，条件整備が大事だと思う

のですね。騰げるのであれば，施設も玉垣に関しては古いですし，他の幼稚園も

何園か知っていますけども，やっぱり古いところが多いですので，騰げてでも公

立幼稚園の良さが，メリットがあって入れたいって思うお母さんは入れてくださ

ると思うのですが，半分以下じゃないかなという気がするのですね。なので，も

うちょっとそういった数字では見えない部分の家庭の状況ですとか，地域の状況

ですとかをもうちょっと見てニーズを把握してからじゃないと，公立幼稚園がこ

のまま衰退していくのではないかなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。このお話も前回に出ました，もし保育料を騰げ

るとすれば条件を早急に整えていくという事の必要性，これを訴えていただきま



20 
 

した。現実問題として，それはなかなか難しい状況であると思いますが，そうい

う理解していける，確かな方向性を打ち出していただくという中で，理解されて

いくという事が予測できると思われます。 

（古市委員）はい。 

（田口委員）お願いいたします。 

（古市委員）その御父兄の意向というのは，なかなか使いにくいもので，亀山市で子

ども子育て会議でアンケートを採ったことがあります。アンケートの父兄の意向

としては，質の高い幼児教育・幼稚園教育を受けたい，受けさせたいという父兄

の意向は約６割くらいあったと思いますが，現実の御両親なり家庭の在り方を考

えれば，一昔前は，お父さんが一流企業なり正社員で，お母さんが専業主婦で家

庭の生活が出来たわけですが，この頃はお父さんもお母さんも働かなければ家庭

の生活が成り立たないという経済状況になってしまったわけです。そういう中で，

どれだけ親が我が子に質の高い幼稚園教育を受けさせたいという願望を持たれて

も，現実の問題としては保育所へ預けざるを得ないというので，鈴鹿でも保育所

の収容人数が幼稚園の公立・私立の倍ぐらいあるという数字の結果に繋がってい

るのだと思われます。これが父兄のニーズなのです。ニーズが数字として現れた

現実の姿だと思います。 

（田口委員）前回，或いは以前の会で，国が示している金額，この金額がそのまま鈴鹿

市は，資料を読んでいけば国基準ですね，これになっていくという事はありえな

いであろうという御発言がありました。当然ながら，保育所保育料での７割とい

う形で幼稚園の金額も設定されていくべきであろうという御発言があったかと思

います。こういう考え方についてはいかがでしょうか。そして，そういう形がい

きなり来年度から，或いは〇〇年度から始まるというような形であってもいいも

のなのでしょうか。 

（古市委員）それは国の方針を決める人に言わなければ，ここでどれだけ議論しても，

国がそういう結論を出して新制度を打ち出してきたのですから，これは国民とし

てはそれを受けざるを得ない。これが現実と違うかな。 

（田口委員）はい，お願いいたします。 

（中島委員）国の現行通りにいかなければいけないという事ではないですよね。 

（田口委員）はい。 

（中島委員）市独自で設定も出来るという話ですよね。 

（古市委員）津市が６９％，亀山市が６５％その残りを市が単独で負担している。保

育所は国の基準価格の６９％の額で保育料を徴収している。亀山市は６５％らし

いです。鈴鹿市も７０％くらいで，認定こども園の趣旨から言えば，保育所も国

の基準額の７０％であれば，幼稚園も７０％でみなイコールにするというのは，

国の方針でもあるわけですので。 
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（中島委員）すみません。 

（田口委員）はい，お願いします。 

（中島委員）それでも，〇〇年度からすぐにというのは，保護者としては多分納得が

いかない事だと思います。何回も言っていますが，なにか料金，保育料が騰がり

ます，でもこういう事が出来ますというのを打ち出していかないと，ただ保育料

だけ騰げます，国の基準なのでという説明では，保護者は絶対納得しないと思い

ます。子ども子育て会議でも，鈴鹿市独自のリーフレットを作ってくださいと何

度も言っているのですが，それもまだ打ち出されていない状況の中で，公立幼稚

園の料金が騰がるというのはおかしな話だと思いますし，まず，子ども子育て会

議の中で，保育所なり保育園なり，幼稚園，学童の方とも話し合っているので，そ

ういう中で打ち出された，もう打ち出されているのですけど，いまひとつ市民に

は浸透されていない形のまま，公立幼稚園だけ新制度に移行しましたので来年度

から，何も説明のないまま騰げます。実際，今年度の説明も，あまり説明の無いま

ま料金が，現行通りで変わらなかったので良かったのですけども，ないままいっ

たことも確かなので，もうちょっと市民に何か打ち出すものがあって，公立幼稚

園は保育料が騰がるけども入れていただいてこんな事がメリットであるのですよ

というのを全面的に打ち出していただかないと，保護者は納得しないと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。大変，重い御発言と受け止め，市等において是非

ともそういう方向での検討を深めていただきたい。これから幼児教育・保育とい

うのがどのように変わっていくのか，そういうところの見通しがないまま保育料

だけが先行して騰がっていっては，これは納得出来ないという事です。鈴鹿市の

幼児教育・保育，これは公私含めて，こういう形が実現されていくのだという中

で，保育料というのもまた検討していかなくちゃいけないという方向性を出して

いただく。そのためには，前回まで協議してきた事を含めて，是非とも全体像の

見直し・見つめ直しというところをお願いしたいというように思います。確たる

方向性を出す会議ではございませんので，皆さん方のたくさんの御意見を頂戴し

たという事で，そろそろ留めて行きたいと思いますが，最後に一言ありましたら

お願いします。 

（古市委員）はい。 

（田口委員）では，お願いいたします。 

（古市委員）ここは，子ども子育て会議ではございませんが，本市においても２９年

から，来年再来年の４月から，３園が認定こども園への移行の意向を示されまし

た。来年の夏頃までには，市としても６９％にするのか７０％にするのか，国基

準を下回った市の真意を聞かせていただかないと，３園の募集要項も作れないと

いう現実がございますので，大変，切羽詰ってまいりましたので，来年の夏頃ま

でには，行政の幼保の担当者は執行部の中で決めていただきたいとお願いしてお
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きます。以上です。 

（田口委員）ありがとうございます。よろしいでしょうか。はい。それでは，本日の議

論はここまでとさせていただきます。連絡事項等ありましたらお願いいたします。 

 

４ 連絡事項 

（１）今後の開催予定について 

（学事ＧＬ）失礼いたします。それでは連絡事項という事で，次回会議の開催でござ

います。次回，第４回の会議につきましては，前回，今後の開催予定という事で御

案内をさせていただいているかと思いますが，年が明けまして，平成２８年１月

２６日（火曜日）でございます。今日と同じく１５時からで御予定をお願いした

いと思います。 

（田口委員）いかがでしょうか。それでは本年３回開催させていただきました「鈴鹿

市立幼稚園の今後の在り方検討委員会」また次年という事でよろしくお願いいた

します。これで終了させていただきます。ありがとうございました。 

 

 

会議終了 午後５時１５分 


