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第５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２月１６日（火）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（行方孝典，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５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。会議に入ります前に，前回第４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。 

（橋爪委員）５ページの上から２行目です。「生徒主導」としているところ「生徒指導」

に訂正してください。 

（学事ＧＬ）「生徒指導」ですね。ほかには。 

（髙橋委員）はい。９ページ，私の発言の真ん中から下，９行目ですが「両親の教育に

対する問題には変わりないのですが，そう言って片付けるのではなく」という部

分です，「問題」から「片付けるのではなく」の前まで消していただいて，その間

に「として」と３文字入れていただいて，いわゆる「両親の教育に対する問題とし

て片付けるのではなく」とつなげていただきたいと思います。 

（学事ＧＬ）分かりました。ありがとうございます。ほかにいかがでしょうか。よろし

いでしょうか。それでは本日御確認いただきましたこの議事録につきまして，速

やかに第４回会議の議事録といたしまして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します。それでは，ここからは座長の田口委員に

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）はい。本日はお忙しい中，本会に臨んでいただきありがとうございます。

いよいよ会も残すところ今回を含めて２回ということになりました。本日は事務

局から取りまとめ案について提示があると思います。十分，御協議をいただきた

いと思います。それでは議事ですが（１）検討会議としての取りまとめ（案）の作

成に向けて【中間取りまとめ（案）】ということですので，これについての事務局
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説明をよろしくお願いいたします。 

 

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【中間取りまとめ（案）】 

（学事ＧＬ）はい，ありがとうございます。本日の議事ですが，前回同様，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ございます。前回，キーワード，

柱立てに基づきまして，委員の皆様から活発な御意見を頂戴しましたので，本日

はそれを柱立てごとにまとめさせていただいたものを資料１といたしまして，中

間取りまとめ案ということでお手元に配布をさせていただいています。事務局と

しましては，このような形で最終的な取りまとめ案として作成したいと考えてお

りますが，その取りまとめ方等につきましても御意見があればいただきたいと思

います。従いまして，今日はその内容等について御確認いただいて，更に付け加

えることがあれば，御意見を頂戴したいと思いますし，また特に柱立てのⅢ，Ⅴ

あたりの議論が中心になると思いますので，御意見をお願いします。そして，次

回の会議が最終になりますので，事前に委員の皆様に，最終的な取りまとめ案を

送付させていただきますので，この取りまとめについて御確認いただきまして，

修正・追加等がありましたら次回の第６回会議で御意見を頂戴したいと考えてお

りますのでよろしくお願いいたします。それで，本日柱立てⅢの保育料の設定に

つきまして，委員の皆様に議論をいただく際の資料といたしまして，もう１点「資

料２」としまして「幼稚園保育料設定の方向性」ということで用意させていただ

きました。御確認いただきたいと思います。まず，前置きの部分の確認をさせて

いただきますと，現在，平成２７年度におきまして，私立幼稚園につきましては

新制度に移行した場合の１号認定保育料として，国基準の保育料を設定しており

ます。また公立幼稚園については，平成２６年度までの負担水準を踏襲する形で

それぞれ保育料が設定されております。そして今後，鈴鹿市独自の保育料の設定

にあたりまして，１号認定の国基準からどれぐらい減額するか，その実施時期等

につきましては，当然２９年４月からの認定こども園がスタートすることを踏ま

えまして，今後関係部局との調整，協議が必要となってまいります。その中で保

育料の設定につきましては，新制度上，特に公私の区分がされていませんので，

基本的にはその方針に基づいて設定することを検討することになるかと思います。

その設定にあたり，この検討会議の場で，委員の皆様に御意見をいただきたい事

項といたしまして，次の２つの検討事項を挙げさせていただいております。まず

検討事項１でございますが，公立幼稚園の保育料が大幅な増額となる場合に，ど

のように上げていくか，ということですが，これについてはこれまでの会議の中

でも，いろいろ御意見をいただいておりまして，例えば「保育の条件を何も変え

ずに，保育料だけ上げるのでは保護者の方は納得しない」とか，「上げるのであれ
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ば一気にではなく段階的であるべき」といった御意見がありました。方向性１と

いたしましては，仮に，５年間で段階的に上げて，その間に現時点ではスタート

がいつになるかは分かりませんが，預かり保育等の条件整備を進めていくと仮定

した場合でして，これによりまして保育料増額の激変を緩和するということです。

次に方向性２でございますが，これは預かり保育等の条件整備の開始までは保育

料を据え置きまして，仮に３年後に条件整備が開始された時点に上げると仮定し

た場合でございます。これですと預かり保育等の条件整備の開始に連動して保育

料が上がるということになろうかと思います。次に検討事項２でございますが，

新制度では園児の対象年齢によりまして，園児一人当たりの費用，いわゆる公定

価格に差がございます。その差を保育料の設定に反映させるかどうかということ

でございます。まず方向性１としましては，園児の対象年齢を区分せずに設定す

ると仮定した場合でございまして，この場合，本来，公定価格が３歳児よりも低

い４・５歳児の利用者が，実質的に高い３歳児の分も含めて，園児の対象年齢に

関係なく利用者全員が一律に負担するということになろうかと思います。また方

向性２でございますが，これは公定価格の差を反映いたしまして，３歳児と４・

５歳児を区分して設定することを仮定した場合でございまして，この場合，３歳

児と４・５歳児の利用者が公定価格の差に応じてそれぞれの保育料を負担するこ

とになろうかと思います。なお，この２８年４月から鈴鹿市では保育所の保育料

が新たに３歳児と４・５歳児と区分けをされる予定でございまして，これはその

考え方に準ずるということになろうかと思います。以上２つの検討事項につきま

して，それぞれ２つずつの方向性を事例として挙げさせていただきました。これ

はあくまで事例的に委員の皆様の議論のきっかけにしていただくために作成した

ものでございまして，当然これ以外の方向性もあろうかと思いますが，柱立て３

番の保育料の設定につきまして議論していただく際の参考としていただければと

思います。ただ，これらの方向性につきましては当然委員の皆様の間で賛否両論

のところもあると思いますし，頂戴する御意見につきましては今後の検討の参考

にさせてはいただきますが，必ずしも委員の皆さんの個々の御意見の通りになる

とは限らないと思いますので，その点，御了承いただきたいと思います。事務局

からは以上でございます。よろしくお願いします。 

（田口委員）ありがとうございます。今後の在り方についての中間取りまとめ案の概

要をお伝えいただきました。とりわけⅢの項目，保育料の設定については具体的

な方策等も示しながら説明をいただきました。本日の会の進め方ですが，この中

間取りまとめ案全体を協議していく中で主にⅢ・Ⅴについて深く論議するように

ということでよろしいでしょうか。あるいはⅠ・Ⅱについても全体確認をした方

がよいでしょうか。 

（学事ＧＬ）そうですね，それでお願いいたします。 
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（田口委員）そうしましたら，まずはⅠから順次進めていくことで，論議を深めるの

はⅢ・Ⅴとさせていただきたいと思います。では，早速ですが「Ⅰ 鈴鹿市の就学

前教育・保育の在り方」について，大きく３つの柱を立てていただきました。これ

は当然ながらこれまでの協議を踏まえたものです。 

 

Ⅰ 鈴鹿市の就学前教育・保育の在り方 

  １ 就学前教育の重要性について 

・ 幼児期の 3・4・5歳は，一生の人格形成の基礎，生活習慣を含めた基本的な部

分を作り上げる重要な時期である。 

・ この時期に，就学前教育により，いろいろな経験を重ねることで，考える力，

自ら学ぶ力が培われていく。 

  ２ 社会背景の変化について 

 ・ 幼稚園での幼児教育を受けさせたいという保護者の希望がある一方で，就労形

態の変化により，幼稚園よりも保育所のニーズが強くなってきている。 

 ・ 女性の働く力が求められている社会の動きの中で，子どもを産み，育てやすい

社会を作っていくために，今後，幼稚園，保育所の充実が求められている。 

３ 支援体制等の整備について 

 ・ 外国籍の子どもや特別支援の必要な子どもが，平等な保育を分け隔てなく受け

ることができ，皆が安心して小学校に通える環境づくり，地域づくり，プログラ

ムなどを確立していくべきである。 

  ・ 子育て支援等に来る方は多分大丈夫だろうが，そこに来ない方々に，どうア

プローチしていくのかということが，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

であり，横の連携により，この取り組みを強めていくということが必要である。 

 

以上，本会で協議したところでほぼ共通するであろう内容について，このように

取りまとめをいただきました。この項につきまして御意見をいただきたいと思い

ます。かなり発言を重視した形で記述していただいておりますので，この文言が適

切かどうかについては，御検討いただきたいと思いますので，記述調整を更に進め

ていただくことでお願いします。いわゆる話し言葉的なところも若干ありますの

で，その修正等をお願いしたいと思いますが，内容についてはいかがでしょうか。 

（古市委員）趣旨はこの通りと思います。 

（田口委員）はい。また個別の修正につきましてはメール等で御発言いただいても結

構だと思いますので，事務局で勘案していただけると思います。よろしいでしょ

うか。それでは２項目目に移らせてもらいます。「Ⅱ 公立幼稚園の役割」という

ところです。５つの柱が立っております。 
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Ⅱ 公立幼稚園の役割 

  １ 公立幼稚園の目指す保育について 

  ・ 保護者の方，地域の方のニーズに応えながら，幼稚園教育要領に基づいて，子

どもたちの遊びを大切にして，遊びの中での学びを学校へつなげていく。 

・ 幼稚園での日々の生活，遊びの中で，友だちとのかかわりや遊び方について，

主体的に取り組む力をつけることを大事にしている。 

  ２ 幼小中の連携について 

 ・ 小学校教育につながっていくスタートカリキュラムとして，また，保幼小中で

の連携において，公立幼稚園は，一番，小学校に近いところで，地域の子どもた

ちの課題等を考える研修等を大切にしてきた。 

 ・ 子どもが，のびのびと成長でき，地域に根付いており，幼稚園のときから，小

学生たちと触れ合うことで，小学校への入学がスムーズになる。 

・ 保幼小の連携では，小学校の隣接園の場合，幼稚園児と小学生がいっしょにい

ろんな活動をすることで，子どもも，幼稚園の先生も一緒に学校のことを考えら

れる機会になり，それは，公立幼稚園ならではのことである。 

３ 地域とのつながりについて 

 ・ 子どもたちが，地域に見守られて，安心して過ごすことができている。 

・ 地域のコミュニティとして，その地域にあって，幼児教育・子育ての相談の場，

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。 

４ 教育・保育を受ける権利の保障について 

・ 外国籍の子どもや特別支援の必要な子どもが，分け隔てなく保育・教育を受け

られ，それが小学校，中学校につながることが大事であり，その受け皿として，

公立幼稚園は必要である。そういう窓口として，幼稚園に入る前でも幼稚園の園

庭開放であったり，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るべきである。 

  ・ 就学前教育・保育の需要が少ない地域でのニーズに応えていくことは，公立

にしかできないことであり，子どもたちが少なくなっていく中でも，そのよう

な地域の子どもたちの教育・保育を受ける権利を保障するのは行政としての課

題である。 

５ 公立幼稚園と私立幼稚園の役割分担について 

  ・ 公立，私立幼稚園は，これまで共存してそれぞれの役割を果たしてきたこと

は，非常に大きなことであり，今後も続けていくべきである。また，幼保の一体

化も，引き続き視野に入れていく必要があり，地域性を見ながら，体制作りとい

うのは必要である。 

 

以上，公立幼稚園の役割として，発言を基に取りまとめていただいたものです。
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御意見を頂戴したいと思います。 

それぞれ御発言いただいたところで「このことを以前述べたが更に付け足してほ

しい」ことがありましたら，どうぞ御発言ください。また先ほどと同じように文章

を整えていく，あるいは皆様方の御意見等別途事務局に寄せいただくということ

も含めて，一応これを了承しておくということでよろしいでしょうか。 

続いてⅢのところへ入ります。これについては先ほど具体的な方策等も示された

ので，更に意見を出していただくことになると思いますが，今まで出てきた意見を

まとめていますので，これを読み上げる中で確認をしていきたいと思います。 

 

Ⅲ 保育料の設定（公立幼稚園，新制度 1号認定） 

１ 公立幼稚園と私立幼稚園の保育料の格差について 

  ・ 私立幼稚園では，現在でも，保護者の所得に応じた，就園奨励費が支給され，

国からの補助金を受けているのに対し，公立幼稚園は市民税のみで運営されて

いるにもかかわらず，公立幼稚園の保育料は安いため，もっと保育料を上げる

べきである。 

  ・ 料金は高いより安い方がいいのは，誰でも同じであるが，国の方針として出

されている以上，保育料が上がることはやむをえないのではないか。 

  ・ 基本的には，保育所同様，幼稚園についても，公私とも，1号認定の保育料は    

統一して，所得等に応じて減額措置で対応するのが望ましいのではないか。 

・ 子どもの貧困と言われる，家庭状況が大変厳しい子どもたちがたくさんいる  

中で，そういうところへの手厚い支援というのは，行政的に応能負担の中でなさ 

れていくと考えるとすれば，公私及び幼保の区別なく，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る。 

２ 公立幼稚園の保育料を上げるための条件整備について 

  ・ 保護者としては，公立幼稚園の保育料を上げるのなら，私立幼稚園と同じよ

うに，3年保育を実施するなどの保育の条件を整備しないことには，保護者は納

得しない。 

  ・ 保護者の方から，保育料が 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く。保育料が安いからということで公立幼稚園に入れてい

る方もいるので，それが大きく変わるのは，家庭の負担は大である。 

・ 公立幼稚園の保育料が上がると，経済的に，幼稚園に行けなくなる家庭もある   

ことから，慎重に考慮する必要がある。 

  ・ 6,200 円という金額は，今の日本の中で安いことは，重々わかっているが，保   

育料を上げるのであれば，保護者に向けての説明をしっかりして，様々の保護者 

の意見を聞いて，納得してもらってから上げるべきである。 

  ・ 上げる場合は，段階的に上げていっていただきたい。預かり保育，3年保育は  
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していただきたいが，現状の施設，先生の人数では厳しいのではないかというの 

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， 

施設等の質の改善，先生たちの確保等を行い，もう少し時間，年数をかけていっ 

ていただきたい。 

  ・ もし，保育料を上げていくとすれば，条件を整えると同時に段階的に，条件を  

整えるのも，一度には行かないので，条件が徐々に整っていくのに合わせて段階 

的にであれば，保護者も納得できるであろうし，国の方針であるとすれば，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。 

３ 新制度の 1号認定保育料について 

  ・ 鈴鹿市では，平成 29 年 4 月から，認定こども園に 3園が移行するので，今年  

の 6，7 月頃までには，１号認定の保育料をどうするかを行政が決断しなければ 

ならない。 

  ・ 三重県内の近隣の市では，今年度からすでに，1 号認定の保育料を国基準の

70％程度に下げ，公立幼稚園の保育料については，5年かけて私立幼稚園と平準

化するところがある。おそらく，鈴鹿市もそのような方向性で行かざるを得ず，

近隣の市が実施すれば，議会の理解も得られるのではないか。 

 

というものであります。これにつきましては各委員さんの御発言がここに，代表  

的なものが出されていると思いますので，この御発言でよかったのか，そしてここ  

での意見の集約として適切であるかを御協議いただきたいと思います。併せて，先

ほど図をもって説明されたものもこの項で検討すべきことと思われますので，こ

れにも触れていただきたいと思います。 

（古市委員）「２ 公立幼稚園の保育料を上げるための条件整備について」のこの中で，

真ん中のところ辺りに「公立幼稚園の保育料が上がると，経済的に，幼稚園に行

けなくなる家庭もあることから，慎重に考慮する必要がある。」いう記述がござい

ますが，応能負担の場合，母子家庭の場合は，ほとんどゼロに近い金額になって

おりますので，この記述は必ずしも当たっていると思えない。国の応能負担の制

度がございます。ゼロに近い方から段階的ではありますが，前年度の市民税の納

付額に基準されると思うのですが，随分と保育料が減額されている御父兄がいら

っしゃるのも事実です。 

（田口委員）ありがとうございます。逆に現在よりか下がる方も一部出てくる可能性

もあると思われます。そして，今ここで述べられている経済的に困難な家庭とい

うのは，おそらくかなりの減額が入るではないかと捉えることができるので，こ

の点については表現を改めていただくことでどうでしょうか。むしろ，現行，通

常に行ってみえる方が，高くなってしまうという中で，かなり経済的に圧迫され

るところが出てくる，その懸念の方が高いかもしれません。 
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（学校教育課長）田口座長に言っていただいたのは２つ目の点と思います。１，００

０円でも２，０００円でも上がると家庭での負担が大きくなるので行かせづらく

なるという意味でございましたら，そこへ含むということで考えさせていただき

ますし，いやそうでなく残すことでしたらそれもあるかと思うのですが。 

（田口委員）もしこういう状況が本当に生じてしまうとなると，これは大問題だと思

います。ですからこういう状況が生じる恐れがあるかどうか，いかがでしょうか。

これはむしろ保育園の経験から御発言いただきますと，その実情というのは若干

参考になるかもしれませんが，服部委員いかがでしょうか。 

（服部委員）確かに保育所の場合は応能負担になっていますので，階層的にゼロから

最大が月４５，０００，４６，０００円までの階層で，１８階層の区分がなされて

います。そういった考え方を根本において，例えば公立幼稚園さんの保育料の設

定をされれば，特にそういう部分ではセーフティネットは張られるのではないか

と思われます。先ほど事務局の方から発言があった，この２番目の２つ目の部分

１，０００円でも２，０００円でも安い方が誰でもいいと思います。それは低所

得者でも高所得者でも全く一緒の話で，例えば数千万円の年間収入がある方でも

１，０００円でも安い方がいいです。その中で言うのであれば，この２つ目の部

分をどう解釈するかによって，ちょっと変わるのかな。もともと言われておりま

した３つ目の部分に関しては，現状の公立保育園，私立保育所，全く一緒の保育

料で運営しておりますので，その点のノウハウを使いながら保育料設定をすれば，

特に大きな問題にはならないのかなと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。保護者さん，あるいは公立幼稚園の運営側とし

てはどのように考えたらよろしいのでしょうか。新たな制度でどうなるか，中村

委員お願いします。 

（中村委員）すみません，経済的に幼稚園に行けなくなる家庭もあるということです

が，親の価値観の違いがあり「何千円だったら入れよう」とか，「上がるんやった

ら止めとこうか，でも私仕事してないから保育所にも行けないわ，それなら家に

おらそうか」との考えになる方もいらっしゃると思います。経済的に幼稚園に行

けなくなる，経済的にというより親の価値観の違いで，せっかく受けられる大事

な就学前教育を受けずに，小学校に上がってしまうという形になるのではないか

なと思います。 

（田口委員）幼稚園に行かないという選択をする人が出る可能性があるということ。

なるほど。はい，お願いします中島委員。 

（中島委員）私，実際にそういう方を知っていて，そこはお子さんが５人いて，お姉ち

ゃんを幼稚園の４歳へは入れず家で見る。自分も働けないし，生まれたばかりの

子もいるし。でも家で見ることが好きなので，子どもたちと一緒に居たいからと

いうのもあるが４歳は入れません，５歳になって入れますという方もいます。そ
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の方はお子さんと一緒にいたいからという理由の方が強いかと思いますが，幼稚

園の保育料が上がっていくならば，保育所に入れて自分は働いた方が家庭の経済

的にもいいのではと，保育所に流れる方が増えると思います。公立幼稚園はあの

金額だから，しっかり幼児教育受けさせて，２時までの保育だけども家で働かず

に，あるいは，この金額だから出せるだろうという方が大半だと思います。皆，働

きたいのですが，公立幼稚園に入れているがために働き口がない方もいらっしゃ

います。但し保育所もいっぱい。働きたいけど働き口が見つからない，見つけな

きゃいけない状態，見つからなかったらどうしようとか，保育所に入れられなか

ったらどうしようとかという葛藤で皆断念してしまうのです。そこで，経済的に

余裕があり，公立を考えずに３歳から私立へ入れる方もいらっしゃると思うのが，

公立へ入れたからといって働かない，働かなくてもいい人の話は聞かないです。

やはり年長になってちょっと手が離れたから働きに行こう。私も実際，夏休みま

で待って，働き始めました。主人も働いているので保育料は払いました。幼児教

育にかけたいお金もそうですが，やはり習い事とかスイミング，自分の習い事や

そのほかに使いたい親御さんの方が多いと思います。価値観の話になってきます

が，やはりどちらを重視させるかだと思います。それを考えると，保育料は少し

でも安い方がそちらにかけられる。ちょっと損得勘定になり申し訳ないですが，

でも私は本当にそうやって考えて，お姉ちゃんが習い事を始めて，そのとき下の

子は幼稚園でしたが習い事のお金も払っていかなくてはいけないので働き始めま

した。冬休みも春休みも何とか子ども二人で留守番をさせて乗り越えましたが，

やはり保育所に預けた方がよかったのかなと，ちょっと葛藤はあったのですが，

まあ何とか成長と共にそういう問題は解決してきます。今，お母さんたちが抱え

ている問題は，働きたくても公立幼稚園に入れているから働けない，保育所に入

れる勇気も力も気力もないという人の方が多い。そういう人たちが，保育料が上

がったがために幼稚園に入れるのが厳しくなるというのは，どうなのかな。単に

応能負担だからではなく，行けなくなる家庭があることだけは知っていただきた

い。そのような親御さんたちがどれくらい居るのか考えていただきたい。家庭に

それぞれニーズや生活，就労形態があると思うので，一概に税金などで決められ

るのは苦しい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。大変これは難しい問題になってきていると思い

ます。経済的にということだけではなく，選択としてという考え方ですね。 

（学校教育課長）今，古市委員におっしゃっていただいたように，応能負担なら行か

せられないではなく大丈夫ではないか，また今の話を伺っていますと，経済的理

由「等」により，幼稚園に行かせるという選択肢を外すようなニュアンスと思い

ます。そういった表現で残させてもらうことでどうですか。理由も，経済的理由

に，今おっしゃっていただいたように特化するのではなく「等」によりちょっと
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和らげる，あるいは外すも含めてですが，そういった形で「行かせられない」では

なくて「行かせない選択肢」とか，「入れない」とか，「行けない」ではなくて「選

択として行かせない」旨の表現にさせてもらうということでいかがでしょう。 

（田口委員）そして，今後論議される金額の問題とも極めて密接に関わっていきます

ので，金額あるいは上げ方の問題と関連付けての御発言をいただけるでしょうか。 

（橋爪委員）今の話からは逸れるかもしれないですが，２番目の「公立幼稚園の保育

料を上げるための条件整備について」と見出しがある中で話し合われてきたこと

が，やはりニーズに応えるべく，そういう部分が非常に挙がっているかなと思い

ます。私たち，国も，県も，就学前教育の重要性についてかなり声を大きく上げて

いるこのときに，幼児教育の質を高めるという部分，公立幼稚園での質の高い幼

児教育を推進する研究機関，研修機関であり，そのような役割も本来担っていか

なければいけないだろうと，日々そう思いながら研修していますが，現場でも，

研修をするにも本当に厳しい状況ではあります。そういったところで保育料が上

がって保護者の方の負担が増える。そのとき市として，県，国としても，どれだけ

幼児教育，就学前教育に投資していただけるのか。そのあたりは条件整備に関わ

ってくることと思いますが，質の向上，充実という部分の文言が一切なく，自分

たちが今までの会議で発言してこなかったことも反省ですが，少し条件整備につ

いてか，公立幼稚園の役割のところに，「質の高い幼児教育のための充実を図る」

ところを，市としてもう少し方向を出していただきたいと感じております。 

（田口委員）ありがとうございます。これは本会が，新たな制度の中で保育料が上が

っていくためにどうするのかだけの会ではないので，鈴鹿市の公立幼稚園の在り

方がどうあったらいいのか，あるいは鈴鹿市の子育て支援がどうあったらいいの

かという大きな視野の中で，保育料あるいは新たな制度という課題であると捉え

ていくべきであれば，橋爪委員がおっしゃったような全体的な視野をしっかりと

根本に据えておくということが大事だと考えます。それが一番最初のところでし

ょうか，こういうところに反映されていくべきだろうと思われますので，その点

を踏まえてお願いいたします。 

（服部委員）２番の一番最後，条件を整えられたところから段階的に保育料を上げて

いくと書かれていますが，ではその公立幼稚園の中でも，あの幼稚園は高くなる

けど，こちらの幼稚園は６，２００円のままとかが出てくるということですよね。

そうであれば当然ながら，ちょっと歩くのが倍になるが６，２００円の幼稚園が

いいや。またどう上がっていくかにもよりますが，そのような部分が生まれると

理解してよろしいですね。 

（田口委員）今，そういうことを考えていたのですが，服部委員が御指摘の点につい

ては，そういうことはないと捉えて，共通認識としてよろしいでしょうか。例え

ば，公立Ａ園においては６，２００円のまま，Ｂ園においてはそれが若干高くな
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る。Ｂ園は３年保育があるから新制度の金額，Ａ園は３年保育がないから旧制度

というわけにはいかないと捉えてよろしいですね。 

（篠原委員）そうですね。 

（田口委員）はい。全市一体のものであると。 

（服部委員）資料２の方向性２の部分で，整備に連動した保育料ということで今１０

数園ある中の全てが整備され，先生の補充もできてからでないと保育料は上がら

ないという認識でいいのですよね。でも，その方向で行くと延々と絶対上がらな

いことになると思います。 

（田口委員）そう思います。 

（服部委員）それで鈴鹿市が耐えられるのであればいいのですが，それこそ単純に計

算しても２億から３億くらいは市費でもう持っていかれているわけですから，か

なり市の持ち出し分が多くなるという部分で，それをあと数十年続けるのは，そ

れはそれでいいと私は思います。その鈴鹿市が今後，公立幼稚園の子どもたちな

り，現状通っている子どもたちを意地でも守っていくのだという方向性をきちっ

と示されたのであれば鈴鹿市は６，２００円でいくと意思表明さえきちっとすれ

ば，このような保育料をどうする，段階的に上げる話等をしなくても何の問題も

ない気がするのですが，鈴鹿市としての方向性をきちっと示されるといいのでは

ないかと思います。 

（田口委員）方向性２についての御発言が服部委員さんからありました。これは預か

り保育等の条件整備開始までは据え置き，全ての園の条件整備がなされた段階で

上げ，それまでは上げないということをおっしゃったのですが，そのような考え

ですか。 

（学校教育課長）この条件整備についても，これからどのようなことか検討していく

ことになるのですが，例えば３歳保育，３年保育をするとか，預かり保育の両方

をするという選択肢もあるでしょうし，いや，３歳はやはりできないという結論

もあるか分かりません。預かりだけする，しかも預かりも何年後かに向けて整え

て人もつけてというのが，例えば３年後にはということも含め，まだはっきりと

ここでどうなるか分かりません。しないということも含めた選択肢，条件整備，

これが鈴鹿としては精一杯ですよと，その場合は，例えば預かりだけ，あるいは

３歳だけ行って預かりは行わない，そういうことが整った場合での条件整備とい

う表現をさせていただいた。３歳だけするのはなかなか条件整備，施設のことも

あるので難しいと思います。ですので，何もかも今出されていることが全て成り

立つというのは，委員がおっしゃられたように，未来永劫と言ったら言葉が悪い

ですけど，なかなかできないかと思います。そういった意味で書かせていただい

ております。 

（田口委員）一般的な理解でいきますと，預かり保育だけが条件整備ではありません
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ので，預かり保育をどこの園でなされ，また３年保育をどこの園でなされる，あ

るいはどこの園と複数園でなされる，全園ではないけれど，そういう形で整い始

めた段階でこれを上げるのか，こういう図式にしていくのか。そういう約束の下，

見通しの下で方向性一致していく考え方で捉えた方がいいかと思われます。 

（古市委員）鈴鹿市の場合，認定こども園が来年の４月から立ち上がります。公定価

格として，１号認定の額を決定してスタートしなければなりません。もう隣の津

市はすでにスタートしております。鈴鹿市は３園が来年の４月からスタートしま

すが，公立はそれには乗らないことで認定こども園の趣旨が成り立つのか疑問に

思います。そして，先の発言の方もいらっしゃいましたが，認定こども園の入園

は，確か就労証明が要らないと思います。働いてなくても認定こども園には入園

できるはずです。 

（田口委員）２号，３号は必要ですね。 

（古市委員）１号は，就労証明は要らない，確かそうです。その辺りの関係性を十分検

討して整合性を持たしてほしいと思います。それでないと来年の４月にスタート

する私立幼稚園の方向性が本当に見失ってしまうと思います。 

（田口委員）すでに新制度の中に組み込まれているので，１号認定がなされているの

ですね。これからスタートする私立の認定こども園においても１号認定，２号認

定，３号認定が適用されるので，同じ１号認定であれば同じ金額でないと整合性

が取れないのではないかという御発言であります。これについてはいかがですか。 

私から発言させていただきますが，津市においても本年度から私立幼稚園におい

て認定こども園がスタートしております。そこは当然ながら新たな基準，（国が示

す金額）×（市独自の率）で認定こども園の１号認定の金額が決まっております。

ところが，公立園においては，そこへいずれ持っていくのだけれども，現段階では

同じではない。徐々にそこに近づいていく５年間かけてという考え方ですので，当

初から一緒にしなくちゃいけないと考えなくてもいけるのではないか，そう理解

してもいいのではないかと思うのですが，いかがでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）古市委員の言われる一緒にすべきというのは，意見としては

よく分かるのですが，やはり保護者の方からの保育の違いがあり，それを同じで

ないのに一緒にするのは，なかなか厳しいのではないかという意見がありますの

で，今，座長が言われましたように，古市委員の意見もありますし，段階的に上げ

ていくべきという意見もありますので，それは座長が言われた通りでいいのでは

ないかと思います。 

（田口委員）鈴鹿市としてはどのような考え方が望ましいのか。段階的に５ヵ年で，

その段階的の「５」が正しいか望ましいのかということもあります。もっと細か

く言えば，課税基準で５段階に分かれているのですが，保育所保育料は先ほど何

段階とおっしゃいましたか。 
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（服部委員）１８です。 

（田口委員）１８ということは，それぞれの家庭にふさわしい段階の区切り，この１

８はおそらく市独自のものと思われるのですが，鈴鹿市ではもっとここを細かく

区切り，そして保護者の収入，納税に合った金額で決めていくということも可能

かもしれません。そうすれば納得し易い。例えば国基準ですと０～３，０００円

～１６，１００円～２０，５００円～２５，７００円となっています。３，０００

円～１６，１００円の間に何もないのは，不自然な感じがするのですが，保育所

保育料ならばしっかり埋めてありますよね。ですから，そこら辺を検討すれば，

納得できる金額が出てくるのではないか思われます。そういう区切りの問題，移

行の問題も含めて考えていくことが，より納得しやすい理解しやすいのではない

かと思うのですが，それらも含めて御検討いかがでしょうか。これは先ほどの２

項目，３項目に関わる問題でもあるかと思います。そして，更に検討課題を加え

るとすると，資料２の下の方に示してあります対象年齢の３歳児と４・５歳児に

分けて保育料を考えていくのかという部分も提起されておりますので，この点に

ついても触れていただきたいと思います。私立幼稚園においては３歳，４・５歳

いかがでしょう。 

（古市委員）同じです。 

（田口委員）保育所においてはいかがでしょうか。 

（保健福祉部・舘委員）この４月から改定させていただく予定ですが，３歳児と４・５

歳児を分けるような運用をさせていただく予定です。 

（服部委員）なぜ分けるかと言いますと，国の方の政策として３歳児に関しましては，

保育所の場合「子ども２０人に対して先生を１人充てなさい」という事で，国基

準の保育所・保育園の最低基準が決まっております。それを下回り１５人に先生

を１人つけるという事をすれば，これだけの補助金を付けましょうというプログ

ラムが出てきたものですから，やはりそれに則っていく保育所が出てきた場合に

は，それなりの経費がかかるため，鈴鹿市でも３歳児は別枠として，また新たに

考えていただいたのが経緯です。 

（田口委員）それは定員と言うのでしょうか，１対２０を１対１５にするという前提

で，実施する園のみにそういう金額を割り当てるというのですか。 

（服部委員）いいえ。 

（保健福祉部・舘委員）公定価格でも，服部委員が言われたように，３歳児は２０人に

１人という公定価格の基準があり，４・５歳児からは３０人に１人という，その

差がありますので当然保育にかかる経費も変わってくる事から，３歳児について

はその分の負担をいただくのが筋ではないかという発想からです。 

（田口委員）今，４・５歳児が３０対１，３歳児においては現行２０対１，しかしなが

ら１５対１に努力してこうという事での示しがあるため，３歳児の保育料は４・
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５歳児に比べて割高になるという考え方がとられるようですので，幼稚園におい

てもこのような事案はと出ているのですが，これについての考え方はいかがでし

ょうか。幼稚園は３５対１，３歳から。実際問題として３歳の３５というのは不

可能ですけれども，そういう状況になっていますね。今３歳の１クラスの人数は。 

（古市委員）３５人は上限ですけれども，普通の学校法人の幼稚園は２０人ちょっと

くらいです。 

（田口委員）３歳と４・５歳は定数の問題という形で金額をこのように分けるような

試案になっていますが，もう一つの論議として公立で３歳児の保育はやっていな

いから，３歳児であれば，こういう金額はありえるが４・５歳児であったらここ

まではいかないと鈴鹿市の考え方を示されれば納得し易くなっていくかと思いま

す。それでは保育料について更に御発言をいただきたいと思います。どんなとこ

ろからでも結構ですのでお願いいたします。 

（中村委員）検討事項１ですが，保護者の事を考えるとやはり段階的に金額が上がっ

ていく方が，どちらかというとまだいいのではないかなと思います。今まで再編

整備等で私たち現場でも声を上げて３歳保育をしていただきたいとか，中学校区

に一つになるならば，車を持っていない家庭もあるのでバスの運行をしていただ

きたいとか，保育料が上がらないなら預かる上で仕方がないですが，上がるなら

ば預かり保育をしてほしいと思います。橋爪委員も言われていたのですが，幼児

教育をどう充実させていただけるのかが，今まで充実していただきたい事を常々

言っていたにも関わらず，再編整備で園だけが少なくなり，充実されてこなかっ

たという現状がある中で，「段階的に上げます。」「徐々に条件整備をしていきます。」

という言葉だけでは，やはり現場として不安なところがあります。ハード面とし

て出来ないところも多々ありますが，出来る園もあるということを前向きに考え

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す。 

（中村委員）あと「津市の段階的に上げる」という事ですが，津市は三重大学の教育・

幼児教育に負けないぐらいのブランド化をしていくとお聞きしましたので，津市

は幼児教育に力を入れていく，投資していく，充実していく形をとるのだと解っ

たので，段階的に上がっても保護者の混乱が余り無かったのかなと思います。 

（田口委員）今の御意見に関連してですが，実は津市においては保育料が上がってい

く事について，市の市民代表，或いは団体代表の方々と充分な論議をしたとは言

い切れないところがあると思います。むしろ鈴鹿市は，かなりの論議がなされて

いると考えていいと思います。この金額については，それぞれの行政の考え方で

すが，一挙に行政レベルでやってしまっていく，或いは議会レベルでやってしま

うところもあります。しかしながら鈴鹿市は，このようにそれぞれ忌憚のない意

見を出し合いながら詰めていこうとしているところは，丁寧な論議をなさってい
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ると私は感じます。大変有意義な論議になっているではないかと思います。ここ

で方向性を決めるというものではありませんが，もう少し委員さん方から御意見

を頂戴すると色んな考え方が反映できると思いますので，保育料について御意見

を頂戴できるでしょうか。 

（古市委員）再編整備計画は，今までに１次，２次，３次と４次までぐらいか，何十年

と各会の代表者が議論して辿り着いた結論なのです。これもある意味，鈴鹿市の

基本方針，根本的な方針になっていると私は参加した人間として思います。そし

て保育料の件ですが，幼児教育が重要視されて，国もこのような考えを打ち出し

てきている中ですが，公立の幼稚園の保育料が上がると他の習い事に行けないと

かは，幼児教育を重視する考えからはちょっと外れているのではないかなと思い

ますが，幼稚園の子どもをどこに通わせるかは，親御さんの幼児教育に対する認

識度，考え方によると思います。大学くらいになれば奨学金もらってでも，親が

食わずとも大学に行くのだという本人の意思が大いに反映されますが，幼稚園児

にはそんな判断力がございませんので，あくまで親御さんの御判断で行く方向が

決まると思います。それはそういう判断をしていただく材料として比較・検討の

中でも議論はあると思いますが，認定こども園という制度を国が大きく出されて

いますので，その方向へ我々もゆくゆくは向かっていかなければならないと思っ

ているところですが，そうなれば国が出されている方針の料金に，５年の段階的

でも市町の判断で決まっていくのではないかと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。先程，中村委員が言われました条件整備を約束

した上でこのような保育料の変化があるのは致し方ないが，約束のないままは考

えられないという事の御発言でした。子ども子育て会議において市の事業計画も，

５年間に渡って明確に立てられました。そして到達目標のようなものを示されて

います。もしそういう大きな変化をするとすれば，それなりの到達目標，これを

示されることによって段階的な保育料の変化は受け入れられるという事にもなる

と思います。見通しとして難しいかもしれませんが，国が言ったから子ども子育

て会議でそれをした事になると思うのですが，今回の新たな制度の中での変革で

あれば，少なくともそういう目標を打ち出して，そこにどれほど近づいていける

のか精査しながら進めていく事が必要になると思います。 

（中島委員）新制度の事をどれだけ保護者が解っているか，ようやくこの２年で２０

～３０％くらい。認定こども園が近くにあるから，認定こども園が出来るから，

ちょっと調べようという人は詳しく調べると思うのですが，認定こども園が３園

出来，その地域に住んでいる方にとってみればありがたい話かもしれないですけ

ど，全く関係ない人は，認定こども園なんて出来ても遠いから行けない，だから

結局預けない，行かせられない。３園出来たから，そこに鈴鹿市が合わせていく

のかは，他の地域の人にとってみたら，「何故そこに合わせて行かなきゃいけない
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の」と思います。ですので，認定こども園は，鈴鹿市の今の６，２００円は， 

６，２００円のままでという選択肢もあると言われましたよね。その選択肢の中で

段階的に上げていく方向で示していくのならいいのですが，ここで議論されてい

る事を保護者がホームページで見ているかと言えば，そうではないと思います。子

ども子育て会議でも，議事録を見るかと言えば，ほとんどの対象の親御さんは見る

時間も無い。そういう余裕も無い子育て真っ最中の人たちに，ここで議論された事，

決まった事を丁寧に説明しつつ，ここにも書いてあるのですが，もっと新制度の事

を知っていただいて，解っていただいて，市から説明してもらい段階的に上げてい

きます，５年後には預り保育が始まるので段階的に上げていきます。もっと解りや

すい，難しい言葉ではなく保護者に伝わりやすい明確な目標を立てて，ここで議論

された事を丁寧に保護者に説明していただきたい。上がります，決まりました，そ

れでホームページに広報に載せますだけではなく，もっと丁寧に説明をし，納得い

かない人も多分いらっしゃるとは思います。また２年保育なので関係ないからい

いだろうと思うお母さんもいらっしゃると思うのですが，やはりそういうお母さ

ん達から伝わる情報はすごく大きいので，その辺のところを丁寧に説明していた

だきたいというのが，保護者の希望だと思います。解らない事が本当に多く，広報

を見ても直前の事が多く，もっと前もって知っていれば準備できる事が本当に多

いので，もっともっと早い段階，決まった段階に保護者，市民への周知を，スピー

ディな対応を望みます。 

（田口委員）ありがとうございます。この件については再三に渡って中島委員が強調 

してみえるところでありますし，その必要性は大きいと思いますので，いつの段

階かというところはあるかと思いますが，そういう形で実施の運びになるとすれ

ば，丁寧な説明会，とりわけ関係地域における，関係者に対する説明が必要にな

ってくるとは思いますので，その点に充分御配慮をいただきたい。関連している

事項ですので，次のⅣのところへ行きながら保育料の事も若干残しながら進めた

いと思います。 

 

Ⅳ 公立幼稚園での預かり保育，３年保育 

１ 預かり保育，３年保育のニーズについて 

・ 公立幼稚園での預かり保育，３年保育についての要望は高く，そして，教育的   

にも重要なことであり，保護者を支援していく上でも大事なことであるというこ  

とは，この検討会議で確認されている。  

  ・ 預かり保育，３年保育については，是非とも実施してほしいという保護者等 

の声もあり，また，現場の先生方の要望も強い。 

・ 預かり保育を実施して，午後 2時ではなく午後 3時まで預かってほしい，3年  

保育を実施して，2年ではなく 3年にしてほしいという要望は強い。就学前教育・
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保育の期間としては，3・4・5 歳の 3 年間を通した期間というのが大事であり，

また，保護者の方も働いてみえる方が多く，公立幼稚園の午後 2時での降園は非

常に残念がられており，それ以降の保育もやってほしいというニーズがある。 

・ 2 年保育では，子ども，保護者とのつながりを考える上で難しく，１年では，

なおさらであり，それなりの期間が必要である。また，幼稚園教育要領等でも，

3歳からの保育が幼稚園教育であるとされているので，それを市で行ってないと

いうのも一つの課題である。 

２ 預かり保育の実施に向けての課題及び条件整備について 

  ・ 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が，今いる職

員の負担がかなり大きくなっている。長時間預かることで，メリットもたくさ

んあるので，人的な配置をもう少し要望していきたい。 

  ・ 預かり保育については，実際に行うとすれば，それなりの人的体制を整えて

いく必要がある。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

るが，新たな制度の中で，１号認定の子どもに対する，例えば私立幼稚園の場

合，一時預かりの事業に対する費用が算出されているので，基本的にそういう

考えに立つことになる。もう少し文章を整えて頂きたい。 

３ 3 年保育の実施に向けての課題及び条件整備について 

  ・ 公立が 3歳児からの受け入れを全幼稚園でやるのは，施設面で不可能である。 

・ 統廃合（公立幼稚園の再編整備）の中で，中学校区に 1園ということになれば，  

そこへ，保育料の上がった分を還元するための検討課題の一つにはなってくるが，

かなり大きな施設が必要になってきて，民間とのバランスが，少し狂ってくる可

能性も出てくるので，慎重に進めていただきたい。 

 

以上が主な発言を取りまとめていただいたものであります。これらについて御意

見等確認をしていきたいと思います。いかがでしょうか。これらは，このような希

望・考え・意見というのが出たという事で了承しておいてよろしいでしょうか。ま

たこれも関連いたしますので，Ⅴのところも含めて検討をお願いいたします。 

 

Ⅴ 公立の認定こども園   

１ 幼保一体化施設について 

 ・ 幼保一体化施設は必ずしも認定こども園である必要はないのではないか。 

２ 公立の認定こども園の必要性について 

 ・ モデル的に公立として，認定こども園を設置する必要があるのではないか。 

 

以上であります。ではこれらのⅣ，Ⅴを中心にしながら全体を含めて，御意見等

お伺いしたいと思います。岡野委員，石井委員いかがでしょうか。 
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（岡野委員）幼保一体化，或いは認定こども園，両方書いてあるのですけれども，幼保

が一緒になって３歳から５歳までの子に幼稚園教育を受けさせてやりたいと思っ

ています。保護者さんのニーズが書いてありますが，まさにそうだと思います。

母親の立場に立ち，働くことが何よりも重視されてきて，この時間働けるのかな

というのが，まず一番に親としては，来るのではないかと思います。ですので，幼

稚園教育と併せて保育の時間をちゃんと重視してもらえるような施設も，ゆくゆ

くは作っていく方向でいけばいいと思います。色んな保護者さんのニーズがあり，

辛い思いをしているお母さんもみえますし，色んな子どもに対して，不安を持っ

ている子どもであるとか，それから虐待に関しても色々の部分を持っている。認

定こども園の中に相談業務が入るようなサービス性があればいいと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。今の岡野委員の御発言ですが，まさにその新た

な制度における幼保連携型認定こども園というのは，おっしゃった通りの教育・

保育，それのニーズを満たしていくところと捉えていいと思います。ここに出さ

れているように公立としての積極的な計画，見通しを持っていただきたいという

事は，この会の希望だと思います。併せて幼保連携型認定こども園等においては，

子育て支援というのが義務化され求められています。ですから，これを行ってい

くのも地域の保護者さんを支える大きな活動になっていくと思いますので，その

点も併せて充実していけるものになると考えられます。公立の認定こども園の促

進を図っていただきたい意見だと思います。更にいかがでしょうか。 

（石井委員）色んな方が御発言され意見が被るところもありますが，今までのまとめ

を見させていただいて，まず１ページ目の鈴鹿市の就学前教育・保育の在り方に

「鈴鹿市として小さな子どもやその保護者をどう支えるか」と文言がありますが，

まさにここを支えていくのが，鈴鹿の市立の幼稚園の今後の在り方そのものでは

ないかなと思います。そのため，ほかのところを見ても，やはり保護者の方にち

ゃんと説明すべきとか，色んな言葉が出てきていますので，確か中村委員が言っ

ていたように，結局経済的に幼稚園に行かせなくていいと考える方が出てくるの

ではないかという発言がありましたが，そういうところを鈴鹿市がどう支えてい

くか，すごく大事ではないかなと思い話を聞かさせてもらっていました。やはり

３年保育というところもすごく大事と思います。Ⅳのところに３年保育の事が載

っていますが，一番下の「３ 3年保育の実施に向けての課題及び条件整備につい

て」の一つ目のチョボのところに，「全幼稚園でやるのは，施設面で不可能である」

と以前の意見でありましたが，確かにその通りですけれども，それは鈴鹿市とし

て保護者に対する説明，姿勢だけではなく条件整備をしていくのが不可欠である

とか，そのような文言で前向きに保護者の方も「鈴鹿市，色々考えているな。」と

見える形を示していってほしいというのが自分の意見です。 

（田口委員）ありがとうございます。今，最後におっしゃったところは極めて重要な



 

19 
 

ところだと思います。３年保育を施設的に出来ないところがあるかもしれません

が，考え方によってその地域を含んだ隣接園で行う事をするとか，或いは人は配

置できないけれども，ボランティア的に週何回かそういうものを制度的に入れて

いくと，３歳児の保育を空き保育室等を利用しながら行うと，希望する３歳の公

立幼稚園への受入というのを何とか模索していくという事が大事と思います。そ

ういう意味で，不可能であるように言い切れないとの御意見も尊重したいと思い

ます。更にいかがでしょうか。髙橋委員，舘委員いかがでしょうか。 

（髙橋委員）保育料だけでは，なかなか答えが出にくいと思います。やはりニーズが

多様化しておりますので，質の高い教育は非常に大事な部分です，そういう情報

は極力出していただいて，保護者さんが考えていただく。なるべく細かく分けた

段階で保育料を上げていくというのが大事ではないかと思います。また，保護者

さんの理解も，中島委員の発言がありましたように，非常に捉え方が色々ありま

すから，出来ればやはり同世代の保護者さんが集まって，そういう機会を設けて

意見を交換すると理解が進むのではないかと思います。色々資料だけ出しても，

読む人は一生懸命読むと思いますが，どこまで浸透していけるかと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。やはり保護者さん，地域の方々の御理解，関係者

の理解，こういうことが今後重要になってくると確認いたしました。舘委員，い

かがでしょうか。 

（舘委員）保護者の立場として，全然浸透していないということはあります。説明会

を開いても来られる方は来てくれますし，全然来られない方は来られないという

事で，全体に解っていただくのは，なかなか難しいとは思うのですが，出来る限

り説明を解りやすくしていただきたいと思うのと，書面では難しい言葉が並んで

いるので，もうちょっとみんなが解るような形で説明をしていただきたいと思い

ます。 

（田口委員）これについては，おそらく市としても今後の考えがあると思いますので，

是非とも今ここで出された幾つもの発言について，重々受け止めていただきたい

と思います。行政から更に全体を通して何か御発言いただけたらと思いますが，

舘委員お願いします。 

（保健福祉部・舘委員）当会議も５回目という事で，かなり突っ込んだ意見を聞かせ

ていただいてありがたいと思っております。保育料設定の方向性の部分ですが，

こういうケースが考えられるという事で事務局から提案させていただいたと思い

ます。来年度，古市委員が言われているように，遅くとも８月，９月から募集が始

まるのですね。 

（古市委員）そうです。 

（保健福祉部・舘委員）方向性を決めていくという課題はあるのですが，この検討事

項１，２そして更に階層区分をもう少し細かく分けるという３つの検討を出され
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ました。また中島さんからも保護者に丁寧に説明をした上で，段階的に上げてい

く意見をいただきましたが，私立幼稚園さん，私立保育園さんの立場として，突

っ込んだ意見というのは，まだ頂いていないように思うのですが，いかがでしょ

うか。 

（田口委員）という事ですので，お願いします。私立の幼稚園が最も関連すると思い

ますので，古市委員お願いします。 

（古市委員）私立幼稚園の代表者として，業界を代表しての意見と思っていただいた

らありがたいです。国の方針は現在のところ理解度に濃淡が必ずあると思います

が，ゆくゆくはその方向にいかねばならない事は，皆が心の中で思っているとこ

ろであります。今までは，文科省の認可で幼児教育をする学校等という位置づけ

で我々は教育活動させていただいていました。保育所は，子守をしていただく保

護者のいない子どもを，辛い思いをさせないようにと，保育を主たる目的で立ち

上がったのが保育所であると思います。それが今の時期に至って両者の教育の資

質を高めなければいけないという事で認定こども園の制度に融合した形で出来た

と思っていますが，そのように国が幼稚園と保育所の垣根を低くして，似たよう

な施設の中で人格形成の基礎の３・４・５歳を主として教育したらどうかという

案であろうと思います。この前も子ども子育て会議に出させていただいて，専ら

が保育所の制度や定員に関わる話で終始し，我々幼稚園側としては発言するテー

マは無かったのですが，同じ幼児教育の機関であっても保育所は定員の２５％超

過までは止むを得ない場合は OK。私どもの学校法人の幼稚園は一人でも定員を

オーバーしたらペナルティがあるという違いがあると聞かせていただきました。

そういう違いはともかく，認定こども園という形になっていけば，全体の平均と

して幼児教育の質が上がっていくのではないかと思っています。 

（田口委員）ありがとうございます。直接的に保育料には触れていただかなかったの

ですが，基本的な考え方は同じとおっしゃっていただいたところに意味が込めら

れていると思います。では篠原委員お願いいたします。 

（篠原委員）ありがとうございます。もう５回目になって，今日はなかなか深いとこ

ろの話だったと思っています。この在り方検討会議で皆さんにお世話になってい

るという事は，鈴鹿市全体の就学前教育・保育をどうして行くかの御意見をいた

だいています。そういった意味で，何度も同じ事から始まるのですが私立，公立

が共存して，それぞれで役割を地域ごとに担っていただいていると理解しており

ますし，その事はこれからも続けていく事になるだろうと思います。その一方で，

国の方は新しい制度を設計してきたという事ですから，今までの幼児問題の検討

委員会，鈴鹿市幼稚園の再編整備検討委員会で出された方向性というのも，こう

だったというのも確認されましたけれども，今までやってきた事はありますが，

そういった事の上に今度はまた新しい制度をどうするのかという，新しい時代で
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あるのではないかと思います。座長さんから途中でお話がありましたように，到

達の姿，こういう姿にして行こうというのを市として，はっきりと出して行く必

要が当然あると思います。それが，例えば５年後にこういう形にしますという事

であれば，５年間というのは行政側の準備期間になりますので，その間に保護者

への説明であったり，また声を聞く機会であったり，そういう事を設定しながら

理解を求めていくという事が大事であると思っております。それに絡んで，保育

料の話があったのですけれど，制度設計上は保育所とそれから私立幼稚園，公立

幼稚園がありますが，前から言われている保育料の保育所と幼稚園の逆転現象が

あるとかもありますので，そういうところはきちんと精査して，サービスを受け

られる方が納得できるような制度設計が必要になってくると思います。保育・教

育の内容の部分につきましては，ずっと今回もまとめさせていただいたような，

まず公立が必要とされている部分があるという事が確認できましたので，前回か

ら出ている対象になる子どもの事を考えた時に，特別支援の介助の部分であると

か，外国人の子どもたちの通訳にも対応していく部分であるとか，それからまた

保育の面から３歳からの３年間というのが大事であるとか，それから保護者の就

労の状況からして預かりの時間というのも必要であるとか，そういったところが

どの程度サービスが付けられるのかが，今後行政側として示していく事になるだ

ろうと思います。今日のお話の中，まとめの中にありますように，今と同じ状態

ではなかなか理解はされていかないであろうと，やはりそれなりの金額に見合っ

たサービスがどの程度なのか，サービス内容と保育料との兼ね合いになってくる

のかと思います。今日，資料で出させていただいた方向性が検討事項１，２とあ

り，もう一度，特に保護者の方にお伺いしたいところがあるのですが，方向性１

をとった場合，５年後には例えばこうなるという姿を示した上で，その４年間に

ついては，サービスを受けられない事があります。だけど今後の後輩たちのため

と言いますか，「いいよ」という御理解が必要。方向性２の場合は，行政側の予算

的な措置がその年から一気に増えるので，そこの工面がどうなるのかという事が

こちら側の内部の問題としてはありますが，ただサービス面からすると，当然そ

れだけのサービスがあるのだからこれだけは，それに見合った保育料として支払

いますよという理解が得やすいという事があると思います。保護者の側からみた

場合はどうか，再度お伺いしたいと思います。 

（田口委員）全体的なことを方向立てていただいたかと思います。そして最後に方向

性１，２について再度意見を求めたいということですので，これについての御意

見を頂戴したいと思います。 

（中島委員）方向性１は，仮に５年間で段階的に上げ，４年間はサービスを受けられ

ない。未来の子どもたちのためにお願いしますとしていくのであれば，もっと更

に丁寧な説明を，その時に在園している保護者に言っていかなければ，各保護者
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は納得いかないと思います。但し，方向性２の方が分かり易いのですが，急に上

がって困る人がどれぐらいいるのか，サービスが受けられるから納得しますとい

う人がどれぐらいいるのか，その辺の想像がつかないため何とも言えない。H30

に４歳，H31 に５歳となると，４歳の時はこの値段，５歳の時はこの値段，でも

サービスは充実するから５歳の時はこの値段となることに，どれだけの保護者が

納得できるのかという怖さがある。理解を得ていくのであれば，丁寧な説明で段

階的に，未来の子どもたちへよろしくお願いしますという方がまだいいかなと，

私の中では思いますが，私の意見ではないお母さん達の方が大半かもしれません。

サービスが上がったならいいよ。２時から３時となり預り保育が出来るから，働

く時間が出来るから，余裕もできるという方が強いかなという気もしますが，個

人的には段階的の方がいいかな。 

（田口委員）舘委員はいかがでしょうか。 

（舘委員）誰も何も文句は出ないかなというのは，段階的に上げていくのはいいので

すが，この時期をずらしてもらったら文句は出ないかなと思います。条件整備が

開始された時点から段階的に上がっていくのであれば，それまで預けていただい

た方も文句は出ないですし，それから預ける方にもよいと思うのですが。 

（田口委員）今，おっしゃられた舘委員の御発言は，鈴鹿市の考え方としてこれを示

していただけたら，本当に子育てに優しい，あるいは幼児教育のことをしっかり

考えた施策であると思うので，是非それも考慮の中に含めていただきたいと思い

ます。始まった年度から徐々に上がっていくというのは，保育料の設定は各市町

で行えるものであるから，他市はこんなに早くに上げているが，鈴鹿市は子ども

の教育，子育てのことを考えて，他市より遅れて上げているだけではなく，そう

いう考え方を示していただくのも，積極的な姿勢と思いますので，是非，舘委員

の御発言を含めて考えていただきたい。 

（古市委員）それは市民にとって一番ありがたいですけれど，来年の４月から先発で

認定こども園になるところも考えていただきたいです。 

（田口委員）それも御発言として，重々に理解していきたいところです。では，全般を

通して，今回，示された中間とりまとめ案についてはいかがでしょうか。おそら

く，更なる肉付け，文章の整理がなされると思います。それでは次回，このような

論議が活発に行われるものとして，本日はここで一旦区切らせていただきたいと

思います。そのほかの議事はありませんか。   

     

 

３ 連絡事項 

（１）次回会議の開催について 

（学事ＧＬ）それでは，次回最終の第６回ですが，以前に御案内させていただいてお
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りますように，来月の１６日（水）１５時からお願いしたいと思います。事務局か

らは以上でございます。 

（田口委員）そのほか，連絡事項，御発言等よろしいでしょうか。それでは，本日も活

発な御意見ありがとうございました。次回，取りまとめの案が出てくると思いま

すので，出来れば事前に配布していただき検討できればと思いますので，よろし

くお願いいたします。では，大変長時間に渡っての御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。 

 

 

会議終了 午後５時００分 

 


