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第４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２８年１月２６日（火）午後３時００分から 

２ 場  所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０３会議室 

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 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４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

３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か。 

（髙橋委員）発言内容ではないのですが，出席委員名前について，私の名前の修正を

お願いします。 

（学事ＧＬ）申し訳ございません，訂正いたします。失礼いたしました。あと，事務局

からの報告ですが，事前に連絡をいただいておりまして，修正した箇所がござい

ますので，報告させていただきます。ページ数が１６ページでございます。発言

された委員さんのお名前が，岡野委員となっておりましたが，正しくは橋爪委員，

下線が引いてある部分でございます。それと，真ん中ちょっと下あたり，これも

下線を引かせていただいてありますが，子ども同士の育ち合い，に訂正をさせて

いただいております。他に，何かございますか。 

（岡野委員）１８ページもそのようになっているのですが。 

（学事ＧＬ）失礼しました。これも橋爪委員でしょうか。 

（岡野委員）はい。 

（田口委員）どの点ですか，全てでしょうか。 

（岡野委員）全てです。 

（学事ＧＬ）３箇所でよろしいでしょうか。訂正をさせていただきます。他にいかが

でしょうか。 

（田口委員）１７ページの「田口」のところですが，私の発言の最初のところです。

「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，県の･･･」とな

っていますが，私の発音がまずかったと思いますが「園の」です，すみません。 

（学事ＧＬ）失礼いたしました。 



2 
 

（田口委員）すみません。他の委員さんのことについても確認させていただいてもよ

ろしいでしょうか。 

（学事ＧＬ）はい，お願いします。 

（田口委員）同じ１７ページで，古市委員様の，上から１０行目くらいでしょうか，

「結果については，これは義務教育でも学生でもありませんので･･･」となってい

るのですが，この「学生」は，いわゆる「学区制」の，「がくせい」でしたか。 

（古市委員）そうですね。 

（田口委員）そうですね，制度の制ですね。 

（学事ＧＬ）そういうことですね，学区制ですね。 

（田口委員）学びの制度，いわゆる学制でいいと思いますけれど。 

（学事ＧＬ）そういう意味合いの学制ですね。 

（田口委員）同じようなところと思います。１１ページですが舘委員様の御発言の中

で，３行目の，「いちりつ」が「市立」になっているのですがこれはこれでよろし

いでしょうか。「わたくしりつ」のほうでしょうか。 

（舘委員）これは市の方ですね。「公」です。 

（田口委員）「公」でよろしいですか？ 

（舘委員）はい。公立のほうですね。 

（田口委員）でもあの，公立の園はちょっと難しいということですので，私立さんの

方へ入れようか……，ああ，公立に入れようかと思うのだけれども，それは難し

いということですね。 

（舘委員）そうです。 

（田口委員）分かりました。では同じ市立も公立というふうに捉えていいですね。 

（学事ＧＬ）意味合いとしては。 

（田口委員）了解いたしました，失礼しました。以上です。 

（学事ＧＬ）ありがとうございます。他にいかがでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）言い忘れたのですけど，２ページのＧＬが説明している下か

ら３行目の，「地方単独費用という所の小文字のｄでございます」は，「ｂ」ではな

いですか？ 

（学事ＧＬ）小文字の「ｄ」が，「ｂ」。 

（保健福祉部・舘委員）この表，資料の４を見ると。 

（学事ＧＬ）資料，本当ですね。 

（保健福祉部・舘委員）単独費用のところの。 

（学事ＧＬ）市の部分ですね。申し訳ございません。ありがとうございます。他，よろ

しいでしょうか。ありがとうございます。そうしましたら，先ほど，御指摘いただ

きました箇所について訂正をさせていただきまして，この議事録につきましては

第３回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
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ていただきますので，よろしくお願いをいたします。それではここからはですね，

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，よろしくお願いし

ます。 

 

１ 座長あいさつ 

（田口委員）皆さんこんにちは。お忙しい中，会に出席していただきましてありがと

うございます。先ほどエレベーターの中でお会いした委員さんが「本年もよろし

くお願いします」と，おっしゃいました。本年度最初の会議です，あと残すところ

３回になりますか，今日，今回含めて。どうぞよろしく，御審議をお願いいたしま

す。それでは，本日の議事の内容ですが，その次のページに柱立て，というような

形で示していただいております。これについて少し事務局のほうから御説明をい

ただけたら協議がうまく進むと思いますのでお願いいたします。 

 

２ 議事 

（１）検討会議としての取りまとめ（案）の作成に向けて 

（学事ＧＬ）ありがとうございます。それでは失礼いたします。本日の議題でござい

ますが，こちら，事項書のほうにございますように，検討会議としての取りまと

め（案）の作成に向けてということで，これまで３回に渡りまして委員の皆様に

は様々な観点から大変熱心に議論をいただきまして，たくさんの御意見を頂戴い

たしましたので，本日第４回目につきましては，これまでの議論を踏まえまして，

議論の中で出ておりましたキーワードと申しましょうか，柱立てのようなものが，

ある程度明確になってまいりましたので，本日はそのキーワード，柱立てごとに，

再度委員の皆様の御意見をお聞きさせていただきまして，検討会議としての取り

まとめ（案）の作成に向けて進めてまいりたいと考えております。それで，本日，

委員の皆様に確認させていただきたいキーワード，柱立てとして，お手元に主な

ものを列記した資料を用意させていただきました。事務局といたしましてはこれ

ぐらいを想定しておりますが，これに追加するものがございましたら適宜追加を

しながら進めてまいりたいと考えておりますが，これらの柱立てに沿いまして，

本日と次回，第５回の会議でおおむね委員の皆様の御意見を取りまとめさせてい

ただきまして，それを事務局のほうで検討会議としての取りまとめ（案）として，

作成をいたしたいと考えております。そして最終予定の３月の第６回会議におき

まして，その取りまとめ（案）に対しまして，最終的に委員の皆様に内容等の確認

をしていただいた上で，この検討会議としての成果といたしまして，委員の皆様

に承認をいただけ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。 

（田口委員）ありがとうございます。それでは今，御説明いただいた内容に沿って，こ
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れからの協議を進めさせていただきます。どうも今のお話を聞きますと，本日が

今までの論議，これを再度整理していくと，整理というか一本化していくという

意味ではありませんが，それぞれのお考えをここで述べていただいて，それらを

整理していくことになるかと思います。次回それが文章化されて，ここに出てき

て，皆さんで再度精査していただくことになるかと思われます。では，柱が５つ

あるわけですけれども，一応，順序立てて並べていただきましたので，この順序

が進めやすいように思います。ですから，おおむね５時を目処に協議をさせてい

ただきます。この順で自由な御発言を再度お願いしたいと思います。もちろん，

他の項目と関連いたしますので，それは当然関連して述べていただいて結構です。

あるいは先に進んで「先ほどのところだけれども」という形で戻っていただいて

も結構ですので，一応この柱立てで進めていかせていただきます。では最初に鈴

鹿市の就学前教育・保育のあり方，大変幅広い柱でありますが，これについてお

考えのところを，それぞれ述べていただけたらと思います。なお，今まで述べて

いただいたこともありますので，それも重ねて御発言いただいて結構ですので，

よろしくお願いいたします。いかがでしょうか。少し整理をさせていただくとす

れば，就学前の教育・保育，これは知の学び，あるいは人として生活していくうえ

でその基礎になるところであるということで，この就学前の教育・保育，これは

大変重要なものであるとの認識は一致しているかと思います。また今の社会の状

況を考えていきますと，女性の働く力，これを求めているという社会の動きがあ

ります。そういう中で子どもを産み育てやすい，そういう社会を作って行きたい

と，いう考え方も一般的になってきています。そういう中で，新たな幼児教育・保

育，これを目指していこうという今の時期に至っています。鈴鹿市におかれては，

そういう状況の中で今後幼稚園・保育所，どのように充実させていくのかという

検討が従前から始まっていて，今回，このことを公立幼稚園のあり方というとこ

ろに絞って検討しようというところであります。そこでとりわけ，公立幼稚園と

しての立場から，鈴鹿市の就学前教育・保育，ここらをちょっと絞っていただい

て検討していただけるのがいいかなと思います。さてどのような課題，どのよう

なところを焦点化して取り組んでいったらいいのか，そのところでの御意見をお

願いしたいと思います。当事者であられます，幼稚園の園長先生，委員さん，橋爪

委員さんはいかがでしょうか。 

（橋爪委員）鈴鹿市の就学前教育・保育のあり方ということで，公立幼稚園のあり方

に一番絞りますか。 

（田口委員）そうですね。そちらのほうで絞っていただいて。またいろいろ御意見は

出てくると思いますが，その立場でお願いいたします。 

（橋爪委員）今よく言われているのは，一年生，小学校教育につながっていくスター

トカリキュラムといった点で，保幼小中での連携という点では公立幼稚園は一番



5 
 

小学校，学校に近い，位置的にもありますし，研修等も一緒にしておりますし，こ

れまでの特別支援教育であるとか人権教育であるとか，生徒指導という言い方で

はありますが，それぞれの地域の子どもたちの課題をいろいろ考えるということ

では鈴鹿市の教職員全員で話し合い，研修をしてきたということもありますので，

そういった部分でこれから小中学校へ繋げていく研究・研修とかの，就学前，こ

んなこと言ったらおこがましいのかもしれないですけれども，これからの私立公

立の保幼の研修を共にする中で，小学校，中学校へつないでいく橋渡しができる

ような研修的な部分も大切にしていきたいなと思います。あと保育のあり方につ

いては，保護者の方，地域の方のニーズ，それから私たちがやはり幼稚園教育要

領をバイブルのように，その保育実践を実現していきたい，ニーズに応えながら

子どもたちの遊びを大切にして，そこから遊びの中での学びを大切にして，学校

へつなげていく。そういうような保育を実践していきたいと考えています。 

（田口委員）ありがとうございました。このような形で幼児教育・保育にあたってい

ただいている園の先生のお考えを示していただきました。同じようなお立場の

方々，委員さんとしてお見えですので，更に加えてお願いできるでしょうか。今，

公立の立場で御発言いただきましたが，古市委員様，私立の園としてというよう

なお立場ですとどのようになっていくのでしょうか。 

（古市委員）鈴鹿市の就学前の教育・保育のあり方の第一項目をメインテーマとして

考えますと，就学前教育の重要性というか，人格，その人の一生の人格形成の，生

活習慣を含めた基本的な部分を作り上げるのが３歳４歳５歳であると思い，それ

が一番大切な点であるというのは皆さんの御認識と同じでありますが，その形と

しては教育を主とした幼稚園方，公立も私立もございますし，また親御さんの就

労体系による家庭事情での，どうしても保育所に頼らざるを得ないという親御さ

んもいらっしゃるわけでありますが，田口先生も座長をやっていただいている，

隣のことは言わなくてよいと言われるかもしれませんが，亀山市でアンケートを

取らせていただいたときに，幼稚園教育を一般論として，幼稚園としての教育を

受けさせたいという親のニーズは６０何％あったと思いますが，親御さんとして

は，幼児教育としての場を子どもに与えてさせたいという気持ちは６０何％持っ

ておられるのですが，親御さんの就労体系，家庭事情で今の幼稚園・保育所とい

う形に分かれているのではないかなと思っておりますし，世の中もここ２０年来，

お父さんの平均賃金というのが２０年間下落傾向で，お母さんも共に力を合わせ

て働いていただかないと一家が，家計が成立しないというこの国全体の状況もご

ざいまして，保育所のニーズが強いということであります。しかし子どもの一生，

８０年９０年続く一生を考えたときに，その一生の最初に出会う先生として保育

所の先生，幼稚園の先生がいらっしゃいますが，そこで幼稚園の発表会で素晴ら

しい鬼の面を作ったという思い出もあれば，私ですと，市民会館で１，２００人
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の御父兄を集めて，その中で１年２年３年と積み上げてきた学習の発表会をする

のですが，そこで私も父兄に訴えていますが，今日のこの最終の結果が全てでは

ありません。今日に至るまでの子どもの，我慢して努力したら今日で，今日はで

きた，そして１，２００人の御父兄の割れんばかりの拍手をいただいたというそ

の達成感が，この子の今後の人生に，一生に有意義な思い出として経験になるの

であって，今日は最終のその表現の場所です。それで十分評価してあげてくださ

いとお願いしています。家庭事情やお父さんお母さんの子どもの教育に対する考

え方で，変わってくると思いますが，５番目に公立認定こども園についてという

項目も挙げていただいてありますが，最終的には国の方向として，認定こども園

の方向へ，公立も私立も持っていかねば，最終的にはそうなるのかなという予感

は持っておりますが，そうなりますと１号認定の，今まで，３番の保育料の設定

というところで，１号認定であれば公立も学校法人の方も，同一料金で，同一料

金で国の公定価格の２５，７００円の，仮に７０％の１万７千何某かという設定

をされても，公立であっても私立であっても今の状況で見ますと半分くらいは，

１万７千何某を我々の私立でも払っていただかなければなりませんが，その半分

くらいの方は応能負担で，ひとり親家庭は３０万位，私立でも国・県から就園奨

励費というのをいただいております。この就園奨励費と公立の６千なにがしに対

する８割９割の負担の税金の出所は違うわけです。就園奨励費は国の予算であり

ますし，公立の幼稚園の８割９割の負担金は市民の皆さんから納めていただいた

市民税のみと，いうところで，その負担のお金の出所が違うという，大きな違い

がございますが，そういう中で，公立は公立の，園長さんが言われたように建学

の精神，それから教育の基本的な方針の中でやられて，それで父兄の評価・ニー

ズも受けられるわけですし，学校法人は前にも申し上げたように，同志社は新島

襄が何々維新を，新しい日本を作る人材を育てたい，早稲田は早稲田，慶応は慶

応でそういう人材を養成したいという大きな願いの下に学校法人を設立したわけ

ですが，幼稚園の場合でも一定の宗教に基づいて宗教教育を手腕にしてスタート

した園もございますし，私どものように宗教には無関係でバランスの取れた市民

の卵を育てたいという願いの下に立ち上げた学校法人もいろいろあるわけで，神

主さんの作られた神社立の幼稚園もあります。そういう中でそれぞれが建学の精

神で，一生懸命に学園の願いをこめた人材を育ててあげる，その毎日毎日の努力

を父兄が評価していただいて，前にも先生がおしゃられたように，小学校は学校

区がありますが，幼稚園は，学校区はございません。鈴鹿市全体が一学校区であ

りますので，御父兄は「あそこの教育を受けさせたいな」「ここの教育を受けさせ

たいな」という判断で願書を提出されて園のあり方が成立するわけでありますの

で，これはその結果がどうなろうとそれは市民のニーズということで，厳正に受

け止めていかねばと私どもは思っております。 
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（田口委員）ありがとうございます。就学前の教育・保育のあり方，この基本的なとこ

ろですね，これを最初に述べていただき，また今後国の動きとして，認定こども

園の問題，これも当然協議していかなくちゃいけないことになるだろう，そうい

う動きに対応せざるを得ない，そういう状況というのは生まれてくるだろう，ま

た今までの鈴鹿市における私立幼稚園，公立幼稚園，保育所，公私の保育所です

ね，こういうところとの協働と言うのでしょうか，共に鈴鹿市の子どもを育てて

いくという観点で取り組んでみえた，こういう経緯などもお話いただきました。

今，お二人の委員さんからそれぞれ幼児教育・保育を行って見えるお立場で述べ

ていただきました。いかがでしょう，この園に子どもさんを入れて教育保育を受

けるというお立場の方が委員さんからの御発言ありましたらよろしくお願いいた

します。鈴鹿市の就学前教育・保育のあり方，と関連してお願いできるでしょう

か。あるいは公立幼稚園の役割というところも既に入っているようですので，そ

れも含めて御発言いただけたらと思います。 

（中村委員）すみません，その流れとはちょっと違うのですけれど。 

（田口委員）はい。 

（中村委員）まだ公立幼稚園の就学前教育のあり方や役割についてちょっとお話した

いことがあるのですがよろしいでしょうか。先ほど橋爪委員からお話されたこと

に加えて，「地域」という言葉が出てきたと思うのですが，公立幼稚園は地域のコ

ミュニティになっているなと最近常々感じております。地域の方が帰り道に挨拶

運動に立ってくださっており，防犯や挨拶のためにも立ってもらっているのです

が，毎日毎日通ることで名前を覚えてくれたり，その子がその日いなかったら「あ

れ，今日誰々ちゃんいないんやね。どうしたん」と心配して優しい声をかけてく

れたり，地域に守られている，地域に守られていて，子どもたちも「おばちゃん，

おばちゃん」と言ってニコニコしながら挨拶したり，気さくに話したりする子ど

もたちも地域に根付いているし，おばちゃんたちも子どもたちのことを守ってく

れている，お互いに良いところがあるのかなと思います。で，その優しい雰囲気，

優しい気持ちはどんどん広がっていき，子どもたち同士の思いやりになったり，

またそれが，お休みしていた子が久しぶりに来てやり方がわからなかったら，私

が気づく前にそっと隣に寄り添ってあげて「こうするんだよ」と教えてあげる姿

があったりする姿もここ最近見られるようになってきました。また，公立幼稚園

の地域とだけでなく保護者同士，最近保護者同士がつながっていない保護者もた

くさんいるのですけれど，幼稚園に入って参観や，保護者参加でちょっとお手伝

いいただいたり，読み聞かせボランティアだったり，そういうことをする中で保

護者同士が，こうちょっと顔を合わせて話をしたりする中で繋がってきているな

という部分があります。小学校に行くにあたりすごく不安だったけど，その不安

な思いを保護者同士で打ち明けて，「ああ一緒一緒」と言いながらお互いにほっと
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笑顔になっている，そういう悩みが相談できるような場所であったりすることも

最近よく見られるようになりました。また小学校との繋がりもありまして，特に

また単級園なので，小学校のお姉ちゃんお兄ちゃんとかが，とっても大事にして

いただいているのですけれど，小学校のお兄さんお姉さんは最初四月のときは幼

稚園とどのように接していくか分からないのですけれど，だんだんだんだん回を

重ねて一緒に遊ぶうちにちょっとこう，特別ではないのだけどこういうところ配

慮してあげたらうまく遊べるかなあとか，ちょっと寄り添って「一緒にしてみる？」

とかと優しい声をかけてくれという，小学生にとっても下の子を思いやる気持ち

が芽生え，私たち幼稚園児の子達もお姉ちゃんに助けてもらえる，小学校に行っ

たらこんな素敵なお姉ちゃんお兄ちゃんがいるのだなということを身に染みて実

感している，そんな場であるなと思っています。 

（田口委員）はい，ありがとうございます。園というのはその地域にあって幼児教育・

子育て，こういうものの相談の場，センターとなっていくべきで，そのような取

り組みがなされている，地域に根付いた園，教育の場であるということを御発言

いただきました。また，学校との繋がり，今，小１プロブレムの問題があるよう

に，小学校へ行ってさまざまな戸惑いを見せる子どもがいるわけですけれども，

就学前からこういうつながりを大切にしていく中でスムーズな移行が期待でき，

取り組んでみえるということでありました。では，こういう園に期待するところ，

それぞれのお立場からいかがでしょうか。まずは保護者さんからよろしくお願い

いたします。 

（中島委員）あの，私は子どもが二人とも公立幼稚園出身で，公立幼稚園を選んだ理

由は，のびのびと子どもが成長できるかなということと，あと地域に根付いて小

学校への，一年生になったときにスムーズに，子どもたちが同じ給食を食べ，近

くの小学校に入る，自分たちがよく，運動会も玉垣は一緒だったりするので，玉

垣幼稚園なのですけど，運動会も一緒だったので，また自分がここに，この小学

校に入って運動会をする，自分の目で見て，聞いて，お兄ちゃんたちお姉ちゃん

たちと触れ合ってというところが素敵だなと思って公立に入れたというのがある

のですね。で，橋爪先生も中村先生もおっしゃっていた，遊びの中での学びであ

り，地域のコミュニティ的な役割というのもすごく，公立幼稚園では大事にして

いっていただきたいことのひとつなのですけど，私は，鈴鹿は外国籍の方とか障

がい児・発達障害の方とか，転勤の方とか結構よく見かけます。私も出身は鈴鹿

ではないので，外から来た人間なので鈴鹿のことは全く分からない状態でここに

来たのですけど，そういう方たちがやっぱり多い市だなというのも，こういう会

に出させていただいて幼稚園とか小学校に行ってお母さんたちのお話を聞いてか

らよく分かってきたことなので，そういう方たち，特に障がい児ですとか外国籍

の方たちに平等な保育を，普通のずっと鈴鹿にいる子どもたちだけではなく，障
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がい児の方も外国籍の子も分け隔てなく保育・教育をしていただけて，なおかつ

それが小学校に繋がり中学校に繋がりというのが，すごく大事ではないかなと思

います。その受け皿が公立にはやっぱりなくてはならない，公立だからそこでき

ることではないかな。そういう窓口になる，幼稚園に入る前でも幼稚園の園庭開

放とかあったり，そういうところで相談できる先生がいたり仲間がいたり保護者

がいたりというのが公立の強みであってほしいなと思うので，鈴鹿市の就学前教

育・保育のあり方というのであれば，平等な保育を分け隔てなく，皆が安心して

小学校に通える環境づくり，地域づくり，そしてプログラムなどを確立していっ

ていただきたいなというのが保護者の，私の意見です。 

（田口委員）ありがとうございます。地域に根ざした幼児教育そして子どもたちがの

びのび遊び，その遊びの中でさまざまな力をつけていく，こういう教育，そして

すべての子どもが，外国籍，外国につながる子どもたち，あるいは発達面で課題

のある子どもたち，そういう子どもたちもしっかりと受け入れ，そして丁寧な保

育がなされる，そんなところが公立として当然ながら受け止めて実施していくべ

きところ，というところですね。更にいかがでしょうか。 

（髙橋委員）はい。 

（田口委員）髙橋委員お願いします。 

（髙橋委員）髙橋です。自治会の立場からですね，少し膨らんだ形の発言になろうか

と思いますが，よろしくお願いします。０歳から３歳まで，これは生涯の土台と

なるものを育てるとき，また３歳から６歳まではいろんなことを学びながら経験

を重ねることで生涯の，自ら学ぶ力を身につけるとき，このように言われること

もあるわけですが，幼児期のこの二度のチャンスを逃してはならない。日本の教

育界，自ら学ぶ力をキーワードにして，総合教育などで取り組みが始まっている

わけですが，このチャンスを生かせるかどうかは，幼児期に身に着けた能力にか

かっている。こういう指摘は非常に大事なことだなと。それを前提にしまして，

両親の教育に対する問題として片付けるのではなく，やっぱり肝心なことは側面

から教えてあげる，または少し余裕のある方は地域とか，そういう方が見守って

あげて，そして未来の子どもを育てることで国もよくなってくる。実行はなかな

か簡単にはいかないですけれども。そんなふうに感じます。自助・共助・公助とい

うのを当てはめて考えてみました。これはもともと防災の心構えを説いたもので

ありますが，子育てについて考えてみますと，自助とは自分のお金を使うことで

ありますし，共助とは御近所を始め地域社会の助けを借りる，そしてまた公助と

いうのはそれでも足らないところを公費で賄う。補助金さえもらえばそれで満足

という人はいないと思いますが，それでは困るわけで，以前，古市委員がおっし

ゃったように，この世に生まれた時点から国民一人当たり８百万という借金を背

負っているわけですから，公費は天から降ってくる授かりものではないことを理
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解していく必要があると思うのです。そこで共助ですが，保護者に寄り添って未

来の子どもたちを地域で育てるという意識が，最も必要ではないかなと思います。

小学校，中学校に対しては以前から比べると意識はかなり高まってきております

けれども，幼児期については子ども本人というよりも保護者に対するサポートが

大事ですので，社会をあげて見直しをする必要があり，その曲がり角に来ている

のではないかと，私は自治会の立場で感じます。 

（田口委員）ありがとうございました。 

（岡野委員）先ほどから聞かせていただいて，人格形成の基本的な時期だなというの

は就学前にかかっていると思っております。今，保護者さんは家庭が様々な体系

を成していまして，また親さんの考えも様々で，その中で見ていますと，やっぱ

り，この感情を作るすごく大事な時期に体験がされてない。それは叱られること，

愛情をかけられることも含めて，なんか楽しいことを話すこともあまり家庭の中

で出来てないおうちもあって，能面のような子どもたちも少しずつ増えてきてい

るなと思います。ですので，そういう家庭，そういうサポートが公立の幼稚園，あ

るいは学校もそうですけれどサポートが大事だと思っています。それから保幼小

の連携ですが，うちも隣接園ですので縦割り班というのがありますが，その中に

幼稚園児も入れてもらっていろんな活動をしました。やはり幼稚園の先生も学校

が目指すもの，それから子どもたちも，いろんな体験をもって，「あ，学校という

ところはこういうことをするんだ」ということを子どもも，それから幼稚園の先

生も一緒に学校のことを考えられる，そういう機会だったのかなと思います。そ

れはやっぱり公立幼稚園ならではのことなのかなと思います。働く家庭でもあっ

ぷあっぷしているおうちもありますので，やはり公立の幼稚園に預けなければい

けないな，公立の保育園へ行かなければいけないなという保護者さんも増えてい

る中で，サポートは大変大事であるなと感じています。 

（田口委員）ありがとうございます。舘裕介委員いかがでしょうか。 

（舘委員）僕の立場から言わせていただくと，３年保育をやっていただいた方がやっ

ぱり，今までの皆さんの話を聞いていますと，いいのかなと思いまして。それに

今現状，小学校と隣接の幼稚園さんはメリットがすごいなと今聞かさせてもらっ

て思いまして。やっぱりどうしても次，小学校に行くときに，やっぱり近くで今

まで交流があるというのはすごい，小学校に上がるときでも不安が解消されるの

かなと思います。隣接してない幼稚園さんと比べるとどうしても隣接の幼稚園さ

んの方が役割として，小学校に上がる前の教育としてすごい，先ほどありました

縦割り班に入れてもらっているという話も聞きまして，その辺をすごく大切にし

ていかなければと思います。以上です。 

（田口委員）ありがとうございます。このような論議を続けてきていますが，「公立は」

「公立は」という話が比較的強く出てきたのですけれども，よくよく考えていけ
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ば，あるいはこれからのことを考えていくとすれば，公立であっても私立であっ

ても今，発言されたところというのは大事にしていかなければいけないところと

思います。そういう意味で，どうでしょう，保育所の立場ですけれども服部委員

さん，これらの御意見の中で何か関連して御発言がありましたらお願いします。 

（服部委員）皆さん言われることごもっともだと思っております。やはり就学前の教

育という部分で，髙橋委員さんもおっしゃいましたように，０から６歳まで幅広

い，長きにわたっての継続した関わりというものができるのが一番ベストなのか

なとも思います。でもやはりその，御家庭の中でいろんな，御家庭がありまして，

関わってほしくないというか，御家庭も中にはありまして，なかなかそこへの手

が届きにくい部分もありますし，今，公立幼稚園，保育園，私立の保育園，幼稚

園，そことかが今やっています園庭開放であったりていう部分で，いろんな形で

就学前に関わりを，就学前の保育，教育に関わりを持つ機会というのは以前より

はかなり増えてきたように思いますが，そこへ来てくれる方はいい，大丈夫なの

だと思います。問題はそこへさえも出てきていただけない子どもたち，保護者と

いう方たちへの支援，というものがより必要なのではないかなと。保健福祉部さ

んがされていますが，例えば１歳半健診，３歳児健診があったときにでも，なか

なか，その健診にさえも行かない，という子どもたちが実際，何人かは当然いま

すので，やはりそこへのアクションを，地域と連携しながらいかに関わっていく

か，極力取りこぼしのない地域というものを目指していくのに，やはり公立さん

が担っていただく部分というのはかなり大きいものがあるのではないかなと思っ

ております。 

（田口委員）ありがとうございます。石井委員さんいかがでしょうか。 

（石井委員）先ほど服部委員さんが言われたとおり，前も話がありましたが，保護者

もやっぱり多様化していますので，そういうところでどれだけ，こちらがその気

持ちや考えを拾えるかは，すごく大事かなと思います。これまでの話し合いの中

で，今回，柱立ての中にも４番にも言葉として入れていただいて，とってもあり

がたいと思いますが，３年保育というところは，やはりポイントになってくるの

ではないかなと自分自身は思います。そうすることでより多様な保護者のニーズ

にこちらとしても，こちらというとちょっと偉そうなのですが，対応していける

のではないかな，それもやっぱり必要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。では，行政の立場から臨んでいただいておりま

す委員様お願いできるでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）公立の役割としては皆さんいろんな形で出尽くしたかなと思

っています。それとあと，いろんな公立でしかできない部分というのがあります

ので，そこの部分をきちっと整理をして，それをいかに継続できるかが必要にな

ってくるかと思います。それともう一点，確かに公立でしかできない中に入って
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くるのですが，需要が少ない地域でのニーズに応えていくというのは公立しかで

きないかなと思っております。やっぱりどんどん子どもたちが少なくなっていっ

た中でも，地域的にもそういうところの地域をどうやっていこう，そういうとこ

ろの子どもたちにどのような教育・保育ができるのかというのは行政としての課

題であると思っています。それからもう一点，当然保育料のことが３番目に挙げ

ていただいてありますし，４番目で預かり保育，３年保育という形で挙げていた

だいてあります。従来から議論のところに挙がっています，公立と私立の保育料

の格差の是正をすべきであるという点，それから税の使い方も変わってきている。

ただ，保護者としてはそういう点がいろんな差があって，それが同じ保育料にな

るのであれば，同じような保育が必要であるという，保育になってもらわないと

保護者は納得していかないという意見もありましたので，この３番４番に絡めて

ですが，今，公立と私立とでどのように保育の内容に違いがあって，で，当然保護

者の負担としても，今，見えているのは１号認定の公立の幼稚園の６，２００円，

それから，私立の，これから発生するであろう認定こども園，新制度の幼稚園の，

最高ですと２５，７００円，その差，その他に，例えば給食費がどれだけかかるの

か，通園バスがいくらかかるのか。それとかいろんな諸費用で公私間の格差がど

のような形であるのかというのが，もしこの場で議論ができれば一番いいのかな

と思います，もう４回目５回目になって，あまり限られた回数ではないのですが，

そういうところでそういう資料が出せて，そういう議論ができればと思いました。 

（田口委員）ありがとうございます。本日も３番，４番についてはもう少し，後で時間

をとりたいと思いますので，今お示ししていただいたような考え方がひとつ，市

の方にあるという理解の上で，協議を進めたいと思います。では篠原委員さんお

願いいたします。 

（篠原委員）はい。私からの部分は，前回の第３回のときにお話した内容とほぼ重な

っているのですけれども，やはり，座長様からいただきました，鈴鹿市の就学前，

それから保育をどうしていくのかといったことについて，やっぱり子どもや保護

者の実態をしっかり捉えて，そこからの出発だと思います。まず一つ目に対象で

すが，ずっとお話に出ているように，鈴鹿市の子どもたちの中には転出入の多い

子どもがいたり，それから特別な支援が必要な子がいたり，それから外国につな

がる子どもたちもたくさんいて，この辺りというのは鈴鹿の子どもたちの特徴だ

と思います。だからそういった子を対象にした就学前の保育教育を行うと，いっ

たところがまずスタートだと思います。で，その内容につきましては，地域によ

ってかなり，子どもの住んでいる人数も違います。そういった中で幼稚園の再編

整備が生まれてきたというのも，適切な集団の中で子どもたちがかかわりを持ち

ながら，お互いのことを分かり合い，学びあうと，いった，そういった集団が不可

欠だと思います。そういった中でいろんな経験を通しながら共に生きるというこ
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とに目覚めていき，その力がついていく。小学校中学校でも言っている，コミュ

ニケーションをとる力であったり，それから発想する力であったり，表現する力

であったり，考える力である。そういったところが培われていくのだなと思いま

す。もうひとつ，どれぐらいの期間をするのかと，いったことにつきましても委

員の皆様から再三出ている，３・４・５のこの３年間を通した期間というのが大

事だろうと改めて認識させていただいた次第です。それからもうひとつ，保護者

の方ですが，やはりそれぞれ保護者の方も働いてみえる方が多いわけで，今，公

立幼稚園の２時で降園といったところが非常にこう，残念がられているといいま

すか，それ以降の保育も何とかやってほしいといった声がやっぱり強いなと感じ

ます。ですのでそういった午後の時間帯の保育というものも，上のニーズにとっ

ては大きなところを占めていると感じております。それからもう一点，実は鈴鹿

市の，小さい子どもたちが虐待を受けているという事実があります。これについ

ては教育相談を充実させて対応をしているところですが，ではなぜ，親御さんが

可愛い自分の我が子を傷つけるようなことをしてしまうのかと，いったことを考

えると，やっぱり子育てを支援していくという，そういったニーズ，というか声

が，そういった行動に表れているのではないかという気がします。ですから子ど

もたちを育てていくと共に，子育てを一緒にお手伝いしていくというか，そうい

った面も，就学前の保育教育の環境の中で，体制を作っていけないのかなと思い

ます。これ３つ目ですね，４つ目に，では今まで鈴鹿はどのように就学前のこと

を進めてきたのかと振り返ってみますと，これは私立の事業者の方々から出てい

る，公立・私立は，鈴鹿は共存してそれぞれの役割を果たしてきたと，やっぱりこ

れは非常に大きなことだと思います。今後こういうことも続けていくべきだと思

います。そのなかでもうひとつ，幼保の一体化も，以前から答申等の中でも言わ

れていますが，今後はそういった体制としては，そういったことも引き続き視野

に入れていく必要があるのではないか。そのことを実現していくためには，一斉

に行うかどうかは別として，やっぱり地域性，先に出ている，鈴鹿のいろんな地

域によって実情が違いますから，そういった地域性を見ながら，体制作りという

のは必要ではないかなという気がします。それから５点目に，連携ということも

非常に大事だという気がします。特別支援の部分でも途切れない支援ということ

で，０歳から１８歳までというのを市の中で作っているわけですが，それと同じ

ように縦の連携，保育所・幼稚園と，小学校・中学校，義務教育後もありますし，

そういう縦の連携というのがまず大事だと思います。それは幼稚園や保育所にい

る子どもさんが，小学校にスムーズに入っていくために，そこの引継ぎをしてい

くような，接続していくような，そういう仕組みも必要になっていくのではない

かなと思いますし，一方で，横の，今日もこれある意味，横の連携もできている部

分ではないかと思います。時々，「鈴鹿の就学前の子どもたちはどういう育ちをし
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てるのだろうか」といったような話し合いをするような場も設けられていく，そ

のときそのときの子どもや保護者の方の姿を私たちが共有しながら，次のことに

活かしていけるのではないかなと，いった点の横の連携もあるかなと思います。

ずっとお話聞かせていただいて，そういったところを大事に考えていく必要があ

るのかなと思いますが，その中で，今回，国も示しているような新しい制度も出

てきているわけですから，そういった中では，認定こども園の話もありますが，

ひとつの形としてはあるのかなと思いますので，それが，必要なニーズとそれか

ら必要な地域のところでまた実現がされていくのであれば，それは考えていくこ

とになってくるかなと，気がしております。 

（田口委員）ありがとうございます。大変，多岐に渡ってこれからの鈴鹿市としての

取り組み，こういうところを示していただきました。主に１番２番のところを御

発言していただいてきたところですが，更に付け加えてというところがありまし

たらよろしくお願いします。これから３番４番５番のところをもう少し深めてい

きたいと思いますので，先ずは１番２番のところ，就学前教育・保育の在り方，公

立幼稚園の役割，付け加えてという所がありましたら，いかがでしょうか。私が

思うのは，ほぼ皆さんの御意見で網羅されたと思いますので特段ありませんが，

１点だけ服部委員さんがおっしゃられた，今，子育て支援等にみえる方は多分大

丈夫だろうというところだけれども，そこにおみえにならない方々，こういうと

ころをどうアプローチしていくのかという事が，幼稚園教育だけの問題ではなく，

鈴鹿市としての小さな子ども，そしてその保護者をどう支えるかという大きな問

題ですので，まさに今おっしゃった横の連携，この取り組みを強めていっていた

だくという事が必要だと思いますね。私は，鈴鹿市の子ども子育て会議の内容に

ついてはよく存じ上げてはいないのですが，その中で子育て支援員でしたか，そ

ういう名称の方，いわゆる横浜で言われる保育コンシェルジュに当たる方ですが，

そういう部署・人を設置して，そういう方々の要望をしっかりと受け止めていく，

その役割を担う人がいて，保育所に繋げる，子育て支援に繋げる，又は幼稚園に

繋げていくと，或いは地域の方々の御協力を得ていくという様な役割を担う立場

の方が，きっちりと位置付くという事も大事な事だと思います。その点もまた含

めて考えていけるといいかなと思いました。ではあの３番４番５番のところに移

りたいと思いますが，どうもその４番のところが一つ解決していないと５番の辺

りにも繋がっていかないように思いますので，先ず４番の公立幼稚園での預かり

保育，３年保育，これらについて要望の高いという事も解りましたし，そして，そ

の方が教育的に重要な事だという事も解りました。保護者さんを支援していく上

でも大事な事だという事も確認されているのですが，これらに対して，課題・問

題，そういうものがあるかと思いますので，それへの御指摘・御発言をいただき

たいと思います。はい，橋爪委員お願いいたします。 



15 
 

（橋爪委員）先ず，３年保育をしたいという思いはたくさんありますが，今，既存の施

設では，空きの保育室がある園と無い園，それから３歳から入ると，今４歳が抽

選になっているのですけれども，年度によっては全く抽選に満たない年もありま

す。その辺りで，保育室の関係もあるという事で，先日集まった時も，３年保育が

出来るところからやれるようにしたいねとお話をした時に，本当に鈴鹿市内で出

来る園が数園しか無かったという現状があります。中には４歳５歳複式でも少し

やりたいと思うような園もありました。なので，ハード面でも３年保育というと

ころはちょっと厳しいので，その辺りから出来る園からとも思いますし，対象児

が少ないような地域でしたら複式でという事も考えられるかと思います。預かり

保育については，園によって様々に対応してきてはいるのですが，かなり今いる

職員の負担が大きくなっている。長時間預かる事でメリットもたくさんあります

ので，その辺り人的な配置をもう少し要望していきたいです。 

（田口委員）ありがとうございます。３年保育，並びに預かり保育，これについての御

発言をいただきました。更にいかがでしょうか。 

（岡野委員）４歳５歳の複式は，どこかでやっているのでしょうか。それは普通にあ

る事なのですか。 

（橋爪委員）今，鈴鹿市では椿幼稚園で，複式ですね。 

（篠原委員）数が少ないので一緒にやっています。 

（岡野委員）すごく成長に差があるので一緒にできるのかなと思い，聞いてみました。 

（田口委員）今，複式という言語が出ましたが，一般的に良く言われるのが「異年齢保

育」或いは「縦割り」というような形で，あえて双方での教育的効果を目指して，

意図的に取り組んでみえるところもある訳ですので，その様な形になる場合は，

それなりの教育効果・方法を検討してなさってみえると考えていいかと思います。

はい，古市委員お願いいたします。 

（古市委員）今後の在り方，預かり保育の件ですが，直に昔の話をして申し訳ないの

ですが，そういう計画が鈴鹿市で出されましたね。中学校単位で，幼稚園を再編

整備する。その計画では，３歳４歳５歳を預かって再編整備をするという，これ

も長い年月をかけて，このような議論を延々と何年も何年もやって，やっと辿り

着いた議論がこれです。ここの議論が鈴鹿市の決定事項ではありませんので，意

見の集約の一端という事でありますが，こういう事も決めた経緯があるという事

は，皆さん方認識の形としていただきたいと思いますし，田口先生も経験してい

ますが，私も亀山市のこういう会議に出ています。亀山市では公立幼稚園の延長

の場合は，８時半までに，例え２０分でも出てきた場合は，１日当たり３００円。

２時半以降に，例え３０分でも１時間でも延長した場合には３００円。早くに出

てきて夜までいると，普通の保育料以外に６００円負担が必要と決定されました。

それは亀山の話で，鈴鹿市とは別ですけど，延長保育をする場合には，それなり
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の預ける父兄の御負担もお願いしなければならないという事は，既に他市の例と

して発生しております。その中で，また５番の認定こども園の方向へ行くわけで

すが，認定こども園の方へ行って，幼稚園型の認定こども園であるか，保育所型

の認定こども園であるかによって，また変わってきますね。親御さんの自分の我

が子をどういう教育をさせたいという，親御さんの思い・願いによって，方向性

は自ずと決まってくると思います。学校法人の方へは，毎月３万円以上の月謝を

払ってでも通わせたいという親御さんがおってくれるので成り立っているのであ

って，５千円や１万円でないと通わせられない親御さんばかりだったら，学校法

人は一つも成り立たないわけですが，３万円以上払っても通わせたいという親御

さんがいていただく，親の認識があっていただくので，成り立っていただいてい

ると，それも親の判断の一つですので，両方を尊重しながらこの世の中成り立っ

ているのではないかなと思わせていただきます。 

（田口委員）ありがとうございます。 

（古市委員）こういう考えも，皆さん片隅にもっていただいた方が，決めるのは行政

ですが。 

（田口委員）鈴鹿市の幼稚園再編整備計画，これに基づいて行われていくであろうと

いう事は，皆さんの共通認識だと思います。そして，先ほど御発言していただき

ましたように，出来るところから行っていくという事も了解事項でしょうか，み

んなの考えの一致するところかと思います。そして，預かり保育へのニーズの高

さ，これもありますが，当然ながら費用負担が生じるという事も考えていかなく

てはならない問題です。 

（古市委員）５番目の認定こども園の問題ですが，我が市におきましても来年の４月

から認定こども園に３園がスタートしますので，来年の４月の募集では今年は８

月から９月頃までにパンフレットを印刷しなければならない。パンフレットを印

刷するについては１号認定の保育料がいくらでいけるというのが，行政にも再三

お願いしておりますが，四日市は２５，７００円の７０％で１７，０００何某の

公立の幼稚園も，認定こども園の１号認定全て一律に当てはめるという事でスタ

ートされるそうでありますが，津市は，去年の４月からですか？今年の４月です

か？ 

（田口委員）今年の４月からです。今年というか本年度の４月からです。 

（古市委員）本年度の４月からですね。スタートして４年かけて平準化を図るという。 

（田口委員）公立の場合。 

（古市委員）公立の場合。我が市も今年の６月７月頃までには，行政が決断してもら

わなければ何ともならないですが，その時に四日市型でいくのか，津市型でいく

のかという決断も鈴鹿市の大きな執行部の決断の大きさ，重さに関わってくると

思います。どうしてもそれはやってもらわん事には，前に進みませんので，近隣



17 
 

はみな，国の公定価格の６９％か７０％で決定して，それを即やるか５年かけて

平準化，同一にするという二者択一がありますが，それ以外の選択は無いと思い

ます。我が市もその様な方向性で行かざるを得ないであろうという事もあります

し，委員さんの議論の中でもそのように行くのであろうと頭の隅っこに入れなが

ら議論の参加をお願いしたいと思います。 

（田口委員）はい。ありがとうございます。５番の認定こども園が私立において３園，

来年度スタートするという中で，やはり保育料，これを決定していくというとこ

ろが求められているという御発言をいただきました。後にこの事についても可能

な限り論議したいと思います。３年保育，或いは預かり保育，先ほど舘裕介委員

が是非とも３年保育という事もおっしゃっていました。また現場の先生方の要望

も強いというところであります。しかしながら３年保育について，それなりのハ

ードル，難しい課題もあるのですが，３年保育について更に御意見どうでしょう

か。前回でしたか服部委員さんが，２年というのは子どもとの繋がり，保護者さ

んとの繋がり，こういうところを考えていく上でも，かなり難しい。１年という

のは難しいという様な事をおっしゃってみえましたので，やはりそれなりのスパ

ンというのが必要であろうと，また幼児教育要領等でも３歳からの保育が幼稚園

教育であると触れられてる訳ですから，それを市で行ってないというのも一つの

課題と思われます。保護者さんの思いとしてもやはり３年保育という所でよろし

いでしょうか。 

（中島委員）はい。 

（田口委員）ありがとうございます。ですが，それが全ての所でスタートして行く事

は考え難いわけで，これをどう考えるかというのが，更に詰めていかなければい

けない。そういう問題だと思いますね。例えば,松阪市ですと隣接の,近隣の３歳

児園に所属するという受け入れ態勢をとって,こちらは２年保育なので,１年経過

した後にそちらに戻ってくるというか，こちらに位置づくという様な制度ではな

いのですが慣習的なそういう形をとってみえる所もありますね。ですから希望す

る３歳，公立を希望される３歳の園児さんを受け入れられるという状況を出来る

だけ作り上げていく事の可能性というのも，もしそうなれば追求していただくと

いう事になるかと思います。預かり保育についてはいかがでしょうか。保護者さ

んの立場等々ですね，いかがでしょうか。先ほどの御発言を繰り返すとすれば，

やはり預かり保育を行うとすれば，それなりの人的態勢を整えていく必要がある

という事でありました。また，預かり保育を実施するとすれば，保護者負担が生

じてくるであろうというところであります。当然ながら新たな制度の中で，１号

認定の子どもさんに対する，例えば私立さんの場合ですと，一時預かりの事業に

対する費用が算出されていますから，基本的にそういう考えに立つべきだと思い

ます。そういう中で預かり保育を前向きに検討していくという様な御考えが強く
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出ていると捉えていきたいと思います。では，重ねて述べていただいても結構で

す。保育料の問題ですね，これは大変大きな問題になっていくと思いますので，

保育料の問題，後日，認定こども園の問題，ここらに繋げて御考えを述べていた

だきたいと思います。 

（保健福祉部・舘委員）先の御発言の中で，前々から古市委員からは，公私間の保育料

の格差を是正すべき，平準化をとも再三言われておりますし，中島委員さんから

は，保育料を同じにするならば，保育の内容も同じにすべきであるという事を言

われておりますので，今４番目の預かり保育，３年保育の問題だけが公私間の保

育の差の問題なのかどうかというのが，私はもうちょっと掘り下げて議論すべき

ところではないのかなと思います。先の発言でも申し上げたように，保育料が１

号認定として６，２００円と２５，７００円があるわけですが，それがはたして

副食費はどうなのかというところもありますし，余分にかかるような費用として

私立と公立の差というのはどうなのかが，ちょっと見えないので質問を含めて聞

きたいところです。今，この４番の「公立幼稚園での預かり保育，３年保育」を実

施すれば私立との差が埋まるのではないですよね。そこら辺がどうかと思います。 

（中島委員）私立の幼稚園さんに子どもを預けているといった過去がないものですか

らなんともわからないのですが，鈴鹿市の私立幼稚園さんがどのような教育をさ

れているのかわからないので，自分の子どもを幼稚園・保育園に入れようと思う

時に，子育て支援の鈴鹿市のリーフレットがありますよね，あれを見て全てが解

るかといったら，そうでもない。やはり自分で足を運んで見て決める方が殆どだ

と。家に近いからそこに入れる。ニーズが保護者によって，一人の保護者のニー

ズに対して１ニーズあるような感じ。皆が同じニーズではないという感じなので，

子ども子育て会議でも，３年保育なり預かり保育なり，保育料の問題が出るので

すけれど，他に入れてる方がどういう中身の保育をしているのかが実際解らない。

私は公立しか解らない。保育所に入れてる方は保育所しか解らない。だから保育

所の目線でしか見れない。私立に入れてる方は私立の幼稚園の目線でしか見れな

く，すごくバラバラなので，そういうところを保護者間で話し合える場があると

いいのかな，選ぶ時にもそうですし，もっと市が本だけではなく何か宣伝ではな

いですけど，「こういう差があるんですよ。こういう事が違うんですよ。」と，今は

保育料の差がありますし，それだけで判断して入る方いらっしゃいますけど，認

定こども園ができます。保育料も多分，認定こども園さんの幼稚園部の料金にな

り，公立もそれに近づいていかなければいけない事になりますよね。そうなった

時に，中身がどう違うのかがすごく解り辛くなる。目に見えるものでしか，金額，

外見でしか判断しない親の方もいらっしゃると思うので，そうではないところを

もうちょっと市の中でアピールしていただけると保護者にとっては解り易いのか

なと思うのですが，お金と年数と見えるところでは一緒になるけれども，中身が
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解らないのは親としては不安ではないかと思います。 

（古市委員）中身については，体験入園，園開放という形で一年に本当に１月置き位

で，公立もやってみえるのですか。学校法人の方はやっています。毎回１００名

位の父兄が参加してもらえますが，そういう中で，３歳なら３歳児のところへ混

ぜて５人づつ程度で分けて入っていただいて，３歳児の子どもは幼稚園の３歳児

はこういう事をやっているという事は，その中に参加しながら，体験入園に来て

いただいてその結果，入園申込をしていただいているという事で，親御さんも，

公立へ行っている方は公立，保育所へ行っている方は保育所という中での問題で

すが，毎回１００名近く来ていただいている中で，保育所へ行かれる方もいらっ

しゃると思います。公立へ行かれる方もいらっしゃると思いますが，その中で，

自分の頭で考えて決定，比較検討して決めていただいているのであって，「あなた

はどこへ行きなさい」とは誰も言いませんので，それはもう入園前の親御さんが

手間隙かけて勉強してもらわないと仕方ないと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。舘委員さんの御発言を受けて，中島委員・古市委

員それぞれ述べていただきました。私，ある地域の園を調べようと思ってインタ

ーネットを見ましたら，本当に特徴のある，それぞれの園の特徴を打ち出して見

えました。その中で理解していく事も可能ですし，今おっしゃられたような各園

が園開放，或いは体験入園というような形での取り組み，おそらく公立もそうい

うような形で遊びの場を提供してみえたりする。そういうところへ是非来ていた

だいて，園を選んでいく，見ていくという事を保護者さんに訴えていきたいとい

うところ。そこらが公立としての担うべきところでしょうね。基本的には私立で

あっても公立であっても一緒というように考えていきたいのですけれども，私立

の場合は，先ほども最初に述べられたように，それぞれ建学の精神，それぞれの

保育の特徴・教育の特徴というのを打ち出してみえます。それは保護者さんのニ

ーズに応えるものであるわけで，だからこそその園がそれだけの人が集まってみ

えて教育をなさっているわけですね。公立にも公立の良さ。ただ単に保育料が安

いだけではないと思いますね。ですから，公立の良さ，それも打ち出していくと

いうところが今後，よく似た保育料になっていくとすれば大事な事だと思います

ね。例えば，個別のことにはなりませんけれども，鈴鹿市の幼稚園，公立の幼稚園

であればどこの園に行っても，同じような教育・充実した教育を受けられるとい

う意味で，教育課程というのが市できっちりと定められているというように思い

ます。そしてそれに基づいたところを各園の教育課程，或いは指導計画，こうい

うものも，それぞれの地域の特性を生かして展開して見えるはずですよね。それ

をやっぱり訴えかけていく中で，地域に根ざした，或いは公立としての教育とい

うのはこういう特徴がある教育をやっているのだというところが打ち出していけ

ると思いますね。それがそれぞれのところから，保育園におかれてもそういうの
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を出され，私立の幼稚園におかれてもそういうのを出され公立からも出てきて，

それを先ほどお話があったような皆が自分の子どもに与えたい教育・保育という

のを選んでいけるという形になっていくというのが望ましいと思いますね。今後

の教育・保育はやっぱりそういう同じ土俵で，それぞれが力を発揮していくとい

う形になるかと思いますね。単に保育料の問題だけではいけない。そういう問題

になっていくと思います。もちろん今，子どもの貧困，子どもが貧困ではないの

ですけれども，家庭状況が大変厳しい，そういう子どもさんたちがたくさんみえ

るわけですから，そういうところへの手厚い支援と言うのでしょうか，そういう

ものも行政的になされていく応能負担とおっしゃってみえますので，それもなさ

れていくと考えるとすれば，みんな同じ状況の中でそれぞれの力を発揮しあうと

いう形で取り組んでいくのが今後の方向であろうと捉えてよろしいでしょうか。 

（中島委員）親の負担になっていくのであろうかなと思うのですが，年度が変わって

保育料の負担が増える。職場の人が保育園にもうすぐ３歳の子どもさんを入れて

いて，「保育料が上がる噂を聞いているんだけど・・・」みたいな感じで，「どうな

るんだろうね。」と，保育料１，０００円でも２，０００円でも上がってしまうの

は厳しいと切実な話も聞き，公立の幼稚園に入れている御家庭も，のびのびとし

た教育を受けられるから入れている方もいれば，家に近いから入れている方もい

れば，２時だし２年だし，それでも保育料が安いからという。前にも言って同じ

事の繰り返しですけど，それが次の年度で大きく変わるのは，やっぱり家庭の負

担が大きいと思います。１号認定の方は働いてない方がいる認識が多いかと思う

のですけれど，そうでもなく公立幼稚園に預けながら働いている方がいらっしゃ

います。保育所に入れられない。フルでは働けない。短時間のパートで。私も下の

子の年長，ちょうど預かり保育もありませんので，夏休みが終わったと同時にパ

ートに出て，短時間のパートを今も続けています。もちろん今日も学校から帰っ

てきてから留守番をさせております。学童にも入れられない。保育所にも入れら

れない。学童も定員が一杯というお母さん達はたくさんいらっしゃる。その中で，

預かり保育，２時ではなく３時まで預かって欲しい。２年ではなくて３年にして

欲しいという要望は強い。ただ，それをしたから，それになるから保育料を上げ

ますでは，保護者も多分納得はいかないと思います。そうではない方もいらっし

ゃると思うので。保育料をもし上げるのであれば，もっと鈴鹿市からの保護者に

向けての説明をしっかりしていただいてから，私がここで言った事が決まるわけ

ではありませんので私の意見，保護者の意見，私だけではなく様々の保護者の意

見を聞いていただいて，上げるのであれば，説明していただいて，納得していた

だいてから上げていただきたい。６，２００円という金額は，すごく今の日本の

中で安いと思います。それは重々解っておりますが，やはり古い施設，２年で預

かり保育も夏休みもフルでいて，それでもお母さん達は働いていて，子どもを留
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守番させながら，留守中に何か起こらないかドキドキしながら家に留守番させて

いるお母さん達もいらっしゃいます。なので，多種多様な就労態形，家庭環境も

ありますので，保育料に関しては，保護者への手厚い説明と，納得していただい

て，ある程度の理解をしていただいてから，上げていただきたい。その中で，質が

良くなって行くのはすごく良い事だと思うのですけど，急にガッと大幅に上げら

れるのは困ると思いますし，「公立幼稚園は，やめとこうか」というお母さん，保

護者が増えるのではないか，前にも言ったのですけど，それがすごく心配なので，

しっかりした説明だけはしていただきたいと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。これはすべての保護者さん，公立に現在入れて

みえる，あるいは入れようとしている保護者さんの願いであるわけですので，受

け止めの方をよろしくお願いしたいと思います。となりますと，どういう方法が

考えられるかですが，ここで論議すべきことではないかもしれませんけれども，

御意見を頂戴したいと思います。 

（古市委員）料金は高いより安いほうがいい。これは誰でも１００人が１００人とも

賛成することです。しかし認定こども園も国の方針です。国がこういう方針を出

してきているということは，我々の選んだ政府がそれを決めてきたわけで，やむ

を得ない場合もあると思います。将来，年金も頂ける年齢が段々段々上へ上へと

上がっていき，減額されるのも想定されます。自分のことではありますが，私は

議員年金，我々の時代は毎月５８，０００円ずつ払っていた。止めた途端に年金

財源が苦しくなり０となる。これは如何かと思うけれども何の説明もない。説明

されても納得できるわけでもない。日本の国が毎年１０兆円ずつ返しても１００

年かかってもこの借金は返せないというくらいの借金をしてしまった。国も地方

も同じこと。借金は原則，借りた金は返さなければならない。返そうと思えばみ

んなが我慢しなければ仕方がない。そのための認定こども園かはわかりませんが，

国の方針で決められたことを，ここで反対と言ってみてもちょっと難しいと思い

ます。そしてもうひとつは，私も議員時代に条例集を見て，鈴鹿市の幼稚園条例

に「５歳児のみ一年間保育する」と規定されていました。だから国の安全保障の

憲法論議ではありませんが，幼稚園条例を根本的に変えないことには。４歳児を

やることは試しに行う。試行という形で条例違反していないか。ましてや３歳ま

でするならば，条例変更をしていただかないといけないのではと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。これらの論議を聞いていただいて服部委員さん，

保育所の公私の場合の保育料，ここらの考え方をお教えいただけるでしょうか。 

（服部委員）基本的に保育料に関しましては公私の差はございません。全く同じ，で

ございます。ですので，先ほどから，先ほども言われていたように各園がそれぞ

れどういう特色でもって保育に当たっているか，子どもたちをどういう子どもた

ちにしていきたいか，民間のほうは当然ながら建学の精神に基づきながら，こう
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いった保育，最低ライン，保育指針というものがありまして，最低ラインの部分

は必ず守らなければいけないという形で決まっております。後は民間の中でいか

にそれをプラスアルファ，保護者ニーズに沿ったプラスアルファをするかという

部分が，各民間なり公立なりの保育の内容になってきているのだと思います。特

に我々民間の保育園の，保育所の団体からしても，公立さんは敵ではなく同じ仲

間，あくまで仲間なのです。ですので，やはり同じように研修をしたり，同じ場

で，例えば園長会をしたりということもありますので，いろんな形で公立私立含

めて情報共有は，ある程度の部分は，まだ完全ではないですが，ある程度の部分

はなされていると思っております。やはり，現状の民間の幼稚園と公立の幼稚園

の保育料の差があまりに幅が広いので，これをいかに合わせていくか，１号認定，

２号認定という部分でいかに差を埋めていくか。実際に２５，７００円，公立が

１号認定をしてきちっとやろうとしたとしても２５，７００円を徴収するわけで

はなく２５，７００円の，多分７割なりもっと低い値の保育料という形になるの

だと思います。それを段階的にしていくのか，どうやってしていくのかは行政さ

んが考えていただければ結構かと思いますが，やはりその部分でも，どうしても

民間と公さんとの差は完全に埋まるわけではありませんので，先ほどからの議論

の中でもありますように，全く一緒には当然ながらならないので，その辺りの工

夫も含めての議論を展開していく方がいいのかな，と思います。民間は民間なり

にいろんな努力をしながら，延長保育も含めて，いろんな保育サービスという部

分でやられていることだと思います。公立さんは公立さんで地域に根ざしたきち

っとした教育・保育をやられているのだと思っておりますので，それはきちっと

した住み分けができる，立ち位置さえぶれなければしっかりとできるのだと思い

ます。事実，保育所・保育園の場合では，公私立関係なくそういう役割分担等々も

うまく回っているようには，私自身は思っております。 

（田口委員）ありがとうございます。保育料に関して，更にいかがでしょうか。もう一

点，古市委員さんから示された，段階的な考え方，それとも平成２８年度，ここで

示していく，という考え方，段階的とは２８年度に示すのだけれども３１年くら

いを完成年度として，徐々に考えていくということですね。そして，そうではな

く，２８年度，もし私立がスタートするとすれば，もうそれに合わせてしまうと

いう考え方。でも先ほど御発言がありました中島委員のように，その説明がない

ままいくことはあり得ないでしょうと，いうことですね。そういう問題を絡めて

考えていきますと，そして国の方針だから，あるいは市も当然ながら国の方針に

従っていく動きを採るわけですから，それらを絡めて考えますと，どのように，

現実的に考えていったらいいのか御発言いただきたいと思います。 

（中島委員）すみません。 

（田口委員）はい。 
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（中島委員）あの，私は段階的に上げていっていただきたいとすごく思うのです。現

状，橋爪委員さん，先生からもハード面でも厳しいと言われているので，３年保

育・預かり保育はしていきたいが，現状の施設，先生の人数では厳しいのではな

いかと言うのであれば，５年の段階的な計画で上げていただいて，その中で保護

者への周知だったり，施設等，質の改善だったり，先生たちの確保だったり，もう

少し時間，年数をかけていっていただければと，私は思います。 

（田口委員）ありがとうございます。いがかがでしょうか。 

（服部委員）先ほど，橋爪委員さんからもおっしゃられましたように，確かにハード

面の部分で，３歳児から受け入れを全幼稚園でやるのはまず不可能だと思います。

まだまだ鈴鹿市内でも人口の多い地域，ちょっと少なくなっている地域等ありま

すので，やはり多い地域で，もし３歳児から受け入れをするとですね，ある一園

の中では４００名５００名定員の公立幼稚園ができることになりかねないと思い

ます。ですので，やはりそこら辺の部分，かなり，そうなってくると施設的にもか

なり大きなものが必要にもなってきますし，当然ながらなかなか，すぐにそこら

辺の部分をやろうとするのは，ちょっと無理があるのかなと思います。 

（田口委員）今おっしゃられた４００というような規模というのはあり得る…… 

（服部委員）現状的には旭が丘地区というのは今の４・５歳の中でもかなりの人数が

在籍しているはずですので，やはりそこら辺のところではやっぱり２００名なり

を超えるような，３歳児から受け入れた場合には，それくらいの人数にもなるだ

ろうし。 

（古市委員）私の園でも５００人を超える園児数を１０何年と続けていたことがあり，

小学校への入学児童は２，０００人ちょっとで，うちの園からは２３０人程度が

小学校へ進学したことがあります。だから架空の話ではなく本当にありえます。 

（田口委員）そうですか。 

（服部委員）統廃合の中で，中学校区にひとつということになれば，やはりそこへ，保

育料の分もとは思いますが，検討課題のひとつにはなってくるのだと思いますが，

やはりかなり大きな施設が必要にはなってくるだろうし，民間とのバランスが少

し，ちょっと狂ってくる可能性も出てくるので，慎重に，できれば進めていただ

ければなと。 

（田口委員）公立の場合はですね，やっぱり地域とのつながり，こういうことを考え

ていくとすれば，規模も適正規模と，いうところはやっぱり，上限ではないので

すが上のほうも設けていかなくちゃいけない。少人数でもっての適正規模の話が

今まで論議されてきているところがあるかと思いますが，上のほうでの適正規模，

公立における，そういう考え方も公立の場合ですとしっかりと示していく，これ

も必要になってくると思いますね。先ほど中島委員からは，もし，上げていくと

すれば，やはり条件を整えると同時に段階的にと，条件を整えるのもいっぺんに
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は行かないでしょうから，条件が徐々に整っていくに合わせて段階的に，地域の

偏在はあるかもしれませんが，しかしながらそれは納得できるだろう，公立の状

況が変化するに合わせて，保育料の変化は考えせざるを得ない，国の方針である

とすれば，という位置に立っておられるということであります。 

（古市委員）ハード面の改修に合わせて保育料を変えるなら今から５０年もかかりま

す。太陽の街の小学校が一番新しいですが１年に１校ずつ建て替えても３０年か

かります。創徳中学校を建替えるのに１０何年とかかります。耐用年数が３０年，

４０年の校舎について，教育長と話しまして１年にひとつずつ建て替えていても

太陽の街の小学校まで３０年。１年にひとつ小学校建て替えられるようなはずは

ないので，今から１００年もかかります。 

（田口委員）分かりました。お時間が相当迫ってきております。最後のこの課題であ

るところ，あるいは今の保育料も，明確な，皆さん方からのたくさんの意見とい

うのは頂戴できませんでしたので，当然次回の検討に回っていくことになるので

すが，更に付け加えて「この点を」とありましたら御意見を頂戴したいと思いま

す。いかがでしょうか。行政のお立場の舘委員さん，篠原委員さんに御発言を特

段求めませんでしたがよろしいでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）私の言わせていただいた保育の内容の差というのはやっぱり，

中島委員さんでも私立のことは分からないということですし，私立の方からすれ

ば，なかなか公立の部分も分かり辛いというところがあって，単純に行政の部分

がいろんな資料を集めて比較するような差や資料もなかなか難しいのかなと思い

ました。それから公立での預かり保育・３年保育をしていく支障もいろいろ聞か

せていただいたのですが，それ以外には特にないのか，他に支障というか，課題

として挙げるべきものはないのかなというのが一点。夏休みなんかの夏季休業は

当然，公立ではあると思うのですが，私立さんの方ではどうなんかなというのも

ありますし，その部分のこう，保育料の差というのは，どうなっているのかなと

思ったところです。 

（田口委員）ありがとうございます。ぜひそれは次回の検討課題として論議をしてい

ただきたいというところであります。いかがでしょうか。 

（篠原委員）いろいろ御意見を頂いてやっぱり，ひとつの視点だけではこれは見られ

るものではない，それだからいろんな視点で見ていただける，意見をいただける

方がここに集まっているのだなと改めて思いました。そういった中で，現状とか

状況ですね，子どもや保護者，それから保護者の生活の実態，そういったものを

きちんと洗い出してその上で分析をしながら，どういったプランなら可能かっと

いう，やっぱりそのことを中に盛り込みながら，もう一度こう，どういった整備

がしていけるのかをプラン立てていく必要があるのだなと思いました。 

（田口委員）ありがとうございます。他いかがでしょうか。はい。 
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（中島委員）先ほども少しお話させてもらったのですけど，私は保護者の立場で来て

います，公立幼稚園の。私立の幼稚園の保護者のことも分かりませんし，保育所

の方も分かりません。鈴鹿市に，どういう考えで子どもたちを教育・保育しよう

かと，お母さんたちの交流の場はやっぱり，そのひとつのコミュニティにしか集

まらなくなっていますね，地域なら地域，幼稚園なら幼稚園，保育所なら保育所。

なので，もっと鈴鹿市のお母さんたちが集まって話し合いができる場を，それを

市の方に聞いていただける場を，どこかで何か作っていただくそういう会をして

いただく場はないのかな。公立幼稚園ならＰＴＡの会長，代表者会議があってそ

の場で意見交換とかもしたりとかできるのですけど，やっぱり公立幼稚園は公立

幼稚園でしか分からないので，いろんなお母さんたちの意見が聞ける，私も一保

護者でここに代表で来ていますけど，公募で来ているのですけど，やっぱり私も

分からないところがあるので，そういういろんなお母さんたちの意見が聞ける，

場を作っていただく会を作っていただく，それを市の方に知っていただくのが，

ただ書面だけのニーズ調査ではなく，生の声を聞いていただける場を作っていた

だきたいと思います。 

（田口委員）はい，ありがとうございます。これも大変大きな，要望と言うのでしょう

か，大事な取り組みだと思いますので，実現の可能性，これを，ぜひとも追求して

いただきたいと思います。とりわけ今回こういう問題がある中で，保護者さんの

思い，これが様々な形で出てくる，そういう場を検討していただけるといいと思

います。それでは，私のほうから少し，ひとつお願いがあります。次回，もし保育

料のことが更に深めて論議をされるとすれば，新たな保育料設定，これを市の方

としてはどのように考えてみえるのか，これはやっぱり示していただかないと，

論議が始まらないと思います。１号認定，２号認定，３号認定を示していただき，

その場合，公立の場合ですと，そこにどのような上乗せが考えられるのか，考え

られてしまうのかということですね。いわゆる材料費だとか。そういうのを徴収

してみえると思います。私立の場合ですと，その上乗せの教育の特色を出すため

の費用を考えてみえると思うのですね。そこらへんがどのような形で上乗せされ

ていくのかと，更には応能負担であるとすれば，どこで区切られていくのか，こ

れは市としての方向性でしょうけれど。 

（古市委員）それは前年度の住民税の支払いの額から決まります。 

（田口委員）市のものを，そこへ示していただくという形になります。保育料の場合

ですと，必ずしも国の通りではないと聞いているのですが，市独自のものを出し

てみえると思います。 

（古市委員）それは７０％。 

（田口委員）ええ，保育料の場合は市独自のものがありますね。ですから幼稚園もそ

のように区切りを細かくして，それぞれの実情に応じたものに考えていこうとな
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さるのか，ということだとか。 

（古市委員）そりゃ１号認定，同じ１号認定の組織になれば，公立も私立も保育所と

一緒。 

（田口委員）もちろんそうです。 

（古市委員）もう６９％か７０％で，それをいっぱいいっぱいだと半分くらいはうま

り，後の半分の人は応能負担で０の人まで出てくると思います。 

（田口委員）今おっしゃった応能負担であればその平均値，あるいはどれだけのパー

センテージがそれぞれに位置付いて，平均値がどれくらいになるのか，どれだけ

の上がりになるのか，どれだけ下がるのか。下がりはしないと思いますが，わず

かな上がりであれば皆さん納得できる。しかし平均値が大幅な，一万円の上がり

だった，これは納得できないということになると思います。そのような資料が示

されれば論議，あるいは説明が今後なされていくのではないかと思うので，可能

な限りで結構です。そこらが示されるのは今後の協議が実質的になっていく一歩

と思います。 

（古市委員）２番目の３番目の，これも保育所と幼稚園で違います。 

（田口委員）そうですね。 

（古市委員）幼稚園は小学校の３年までの兄さん姉さんのおる子，２人目の子は二分

の一，もう一人下がいれば，保育所は保育所の中で。 

（古市委員）小学校までは行きません。認定こども園になったらどうなるかな。 

（保健福祉部・舘委員）来年４月からたぶん改定されます。 

（古市委員）改定されますか。 

（保健福祉部・舘委員）はい。まだ確定ではないのですが。 

（田口委員）ではそれも大変大きな課題ですので，それも示していただけますか。例

えば，市によってはもうちょっと上までいっている，６年生以下というところも

あると思います。つまり，２年保育なのだから，３年以下ではなくてもうちょっ

と上まで延ばしているのだというところもありますし，そもそも保育料なんて無

料というところだって，過疎地に行けば，子どもをしっかり育てていくためにそ

ういう制限は設けないと，いうようなところだってありますので，市の考えとし

てそれをどうするのかというところを示していただく中で，皆さんの了解が深ま

っていくのではないかと思います。 

（古市委員）政権与党は無料化を言っているので，無料化になればこんな議論はしな

くてよい。 

（田口委員）いやいや。無料化になってもせいぜい１年というところでしょう。それ

では，今後の協議は今までの論議を踏まえた上で保育料，あるいは認定こども園

に入っていくということで，次回，今日まで出された論議をいろいろと整理して

いただいて御提供いただきたいと思います。 
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（学校教育課長）よろしいですか。最後に座長からおっしゃっていただきましたよう

に，再来年度以降になるのですが保育料についてできれば市としての案をとおっ

しゃられますが，なかなかやはりこれは難しいです。前回の会議の資料４の中で，

私立幼稚園，それから公立幼稚園ということで，何パターンか額は出さしていた

だいておりますので，いくつか候補の中でいろいろな制約もございますで，私が

ここで自由にと言っても，なかなか一人歩きすることもございますので，出せな

いところもあります。現行の公立幼稚園６，２００円の保育料，それから国基準，

私立２５，７００円ですがその幅に入るってことはまず間違いなくて，その内の

いくつかの選択として，例えば資料４の，前の持ってみえる方は，また，持ってみ

えない方は今度御確認いただきたいのですが，私立さんでいくと市内の平均を出

したりとか，古市委員がよくおっしゃっている７割くらいを目安にした額を出さ

せていただいたりとかもございますし，同一料金でしたら当然公立もここまで行

くという可能性もありますもので，裏へめくっていただきますと２５，７００円，

２３，４００円，１８，０００円というのを出させていただいたことと，現行の

６，２００円がありますので，いくつかの候補としか言いようがないのですがこ

のパターンの場合だと，例えば３歳保育やるとしたらこれ，やらないとしたらこ

れでどうかという様な方向で，ある程度示していただけるとこちらとしては，考

えやすいかなとは思ってはいるのですが，どちらが先だとは難しいです。 

（古市委員）そんなこと言ってもここには決定権は。 

（学校教育課長）はい，それもあります。先ほどの件につきましては，変えていただけ

たらと思っております。 

（田口委員）はい。それでは次回，またこの資料を御用意いただきたいと思います。 

（学校教育課長）分かりました。これは準備しておきます。それと今日の発言に関し

て一点だけよろしいですか，古市委員から条例で５歳のみで４歳は試行とおっし

ゃっていただいたのですが，現在，条例は随時改正をさせていただいていまして，

現行では５歳のみに限るという文言はないのです。 

（古市委員）もう変えたのですか。 

（学校教育課長）「必要なものは別途定める」と規則で，４歳５歳の定員も新しく，一

覧表に，この新制度開始時期に一覧表に定員として示させていただいております。 

（学事ＧＬ）そうですね，前回，第２回のときの資料に，条例ではございませんが，幼

稚園園則に，満４歳児および満５歳児とするという規定がございます。 

（古市委員）これは厚い，あの条例集の，幼稚園の第１条にバシッと書いてあったよ

うに思いました。 

（学事ＧＬ）そうですね，以前は確かにそういう５歳児に限るという文言になってい

たかと思うのですが，平成２年当時の検討委員会の場で答申をいただいて，それ

までは試行という形でしたが，いつまでも，その試行というのではいけないだろ
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ういう御意見，その答申を踏まえて当時改正をさせていただいたと思います。 

（古市委員）それは議会で改正しなければ，この場で見直したと言われてもそれは条

例改正にはなりません。 

（学校教育課長）第２回の資料３の１としてお配りいたしました資料です。条例改正

しているので議会へはかけさせていただいています。その中で「必要な事項は教

育委員会が規則で定める」と条例の中で定められていますので，規則改正は教育

委員会でさせていただいているので，私どもとしては違反している認識はござい

ませんことを訂正させていただきます。 

（古市委員）わかりました。では，訂正しておいてください。 

（田口委員）大変，つっこんだところの論議になっていきますので，なかなか難しい，

事務局の方のお答えも難しい，というところも重々承知しながらの発言ですので，

そのように受け止めていただきたい。しかしながら思いとしては，そういうとこ

ろはあると，いうところもよく御理解いただきたいと思います。よろしいでしょ

うか。事務局の方もこれでよろしいでしょうか。 

 

３ 連絡事項 

（１）今後の開催予定について 

（田口委員）次回の確認をちょっとお願いできるでしょうか。 

（学事ＧＬ）はい，次回，第５回でございますが，以前に御案内させていただいており

ます，開催予定の通りに，開催をさせていただきたいと思います。次回第５回に

つきましては来月，２月１６日の火曜日でございます。時間は今日と同じく１５

時からお願いいたしたいと思います。以上でございます。 

（田口委員）大変，長時間にわたり，熱心な協議ありがとうございました。これをもち

まして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 

 

 

 


