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第６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３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，舘 裕介，中島 夕子，古市 嘉郁， 

服部 高典，岡野 優子，石井 孝史，橋爪 啓子，中村 有加， 

舘 隆克，篠原 政也 （髙橋委員欠席） 

４ 出席職員 学校教育課長（山田洋一），学事ＧＬ（實義幹夫）， 

学事Ｇ（行方孝典，西尾恵理子） 

５ 傍 聴 人 ０人 

６ 議  事 

 

（学事ＧＬ）それではお待たせしました。若干定刻を過ぎてしまいましたけれども，

只今から鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会議，最終の第６回の会議を開催さ

せていただきます。座って失礼します。今回も会議に入ります前に，前回第５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。先ほど委員さんからおっしゃっていただ

いたように，２１ページを御覧いただきたいと思います。一番最後の行の「丁寧

な説明を，そのときに在園している保護者に行っていかなければ」のところでご

ざいますが，この「行く」の漢字が違っておりまして，言う言わないの，「言う」

に修正をお願いします。 

（田口委員）１５ページから引き続く中島委員さんの御発言で，今ちょっと中島委員

さんとここでお話をして確認したところですけれども，ページとしては１６ペー

ジに当たります，一番上ですけれども，「座長さんが言われた認定こども園は，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。」ということですけれども，私の発言が１０ページ，１１ページ辺りに

出ているのですけれども，その趣旨で言ったわけではないのですが，６，２００

円という考え方も当然ありますので，「座長さんが言われた」という部分だけ削除

をしていただきたいと思います。この点は中島委員さんも御了解いただけるでし

ょうか。 

（中島委員）分かりました。 

（田口委員）ありがとうございます。 

（学事ＧＬ）他にいかがでしょうか。よろしいでしょうか。無いようでございました

ら，本日御確認いただきましたこの議事録につきまして，第５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ていただきますのでよ

ろしくお願いいたします。それとお断りでございますが，前々回の第４回会議の
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議事録につきまして，前回の会議終了後にお二人の委員さんから連絡をいただき

ました。それを受けて修正した箇所がございましたので，簡単に報告だけさせて

いただきたいと思います。修正した議事録を事前にお送りさせていただいており

ますので，確認をしておいていただきたいと思います。その中の１８ページと２

３ページですけれども，１８ページの方で，保健福祉部の舘委員さんの御発言の

中で，「１号認定として保育料が６，２００円と２５，７００円になる」というそ

ういうくだりがあるのですけれども，そこの言葉の順番であるとか，２３ページ

は古市委員さんの御発言のところで，「５００人」という人数の表現であるとか，

あと言い回しの部分で若干修正させていただいておりますので，御確認をいただ

きたいと思います。なお，この修正についてはですね，軽微な修正でございまし

たので，事務局の方で修正を済ませまして，すでに市ホームページ等で公開をさ

せていただいておりますので，御了承をいただきたいと思います。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）委員の皆様，年度末で大変お忙しい時期に，こうして検討会議に臨んで

いただき，ありがとうございます。本日，今回が最終の回，取りまとめの会という

ことになりました。これまでたくさんの御意見，それぞれのお立場からのたくさ

んの御意見を反映していただきありがとうございました。本日は最終ということ

ですので，最終取りまとめ案が成立するように進めていきたいと思います。どう

ぞ，御協力のほどをよろしくお願いいたします。ではさっそく議事に入らせてい

ただきます。本日の議題は１点。鈴鹿市立幼稚園の今後のあり方について（最終

取りまとめ案）というものであります。すでにお手元に渡っているかと思います

けれども，このことについて事務局の方から御説明等をお願いしたいと思います。 

 

２ 議事 

（１）鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方について（最終取りまとめ案） 

（学事ＧＬ）はい，ありがとうございます。それでは，本日の議題でございますが，事

項書にもございますように，鈴鹿市立幼稚園の今後のあり方について（最終取り

まとめ案）ということで，前回の中間取りまとめ案について，委員の皆様から頂

戴した御意見を基に，文言の修正追加等をさせていただきました。また話し言葉

的な表現であるとか，文言の検討を行いまして，記述修正をさせていただいてお

ります。事前に前回の議事録と一緒に送付をさせていただいておりますし，お手

元にも配布をさせていただいております。以前にも説明させていただきましたよ

うに本日は最終の第６回の会議になりますので，この最終取りまとめ案につきま
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して，委員の皆様に再度内容等の確認をしていただきまして，この検討会議とし

ての成果として，委員の皆様に御承認いただければと考えておりますので，よろ

しくお願いいたします。なお進め方でございますが，この最終取りまとめ案につ

きましては，事前に配布をさせていただいておりますし，既に御覧いただいてい

るかと思いますので，前回は座長にすべて読み上げて確認をしていただきました

が，今日はこの大きなⅠの項目から順番に，その中の細項目，１番目でしたら大

きな項目は「鈴鹿市の就学前教育・保育のあり方」その中に１つ目として「就学前

教育の重要性について」と順番にそれぞれの項目ごとに，修正や追加の御意見を

いただければと思います。その際に「具体的にどの言葉をどのような表現に修正

をするか」であるとか，追加する場合でも，どの項目のいくつめの「ちょぼ（・）」

の次にこういうことを入れていただきたいと，いうように御意見をお願いしたい

と思います。ですので，御意見につきましてはここにこう文章として，どのよう

に掲載するかをある程度意識をしていただいて，コンパクトに纏めた表現でお願

いしたいと思いますのでよろしくお願いします。一応目安として今から４時位，

１時間程度を目処にこの内容確認と，意見の修正・追加をしていただきまして，

事務局にて同時並行で文書の修正・追加等をパソコンで行います。作業時間の都

合と事務局の方での修正内容の確認の時間も含めまして，３０分程お時間をいた

だきまして，４時半位に修正したものを印刷して提示をさせていただきたいと考

えております。そして最終の確認をいただき，委員の皆様に御承認をいただきた

いと考えておりますのでよろしくお願いします。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。今御説明があったように，概ね１時間弱でこの

協議を進めていきたいと思います。なお，今お話があったように，それぞれの項

目について徐々に進めていくことでお願いします。進め方についてよろしいでし

ょうか。ではそのように進めさせていただきます。まず１ページ「Ⅰ 鈴鹿市の

就学前教育・保育の在り方」の「１ 就学前教育の重要性について」３項目挙げら

れております。この内容，文言，表現について問題はないでしょうか。 

（橋爪委員）「就学前教育」と「幼児教育」という文言が混在しているので，どちらか

に揃える必要があるのかと，１つ目の「・」について「人格形成の基礎」以降を

「基本的な生活習慣及び小学校以降の学びにつながる心情・意欲・態度を育む重

要な時期である」としてはいかがでしょうか。 

（田口委員）もう一度繰り返していただけますか。 

（橋爪委員）「幼児期の 3・4・5 歳は，生涯にわたる人格形成の基礎，基本的な生活習

慣及び小学校以降の学びにつながる心情・意欲・態度を育む重要な時期である。」 

（田口委員）基本的な部分というのは削除ですね。 

（橋爪委員）はい。 

（田口委員）具体的な修正案が出ました。この点については御発言の中にあったかと
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思いますし，そして精査されるという意味合いですので，御了解よろしいでしょ

うか。特段，異論なければ，そのように修正をさせていただきます。更にいかがで

しょうか。ではこの３項目について，修正を加えて了解，確定とさせていただき

ます。続いて「２ 社会背景の変化について」２点ございます。これについての御

意見はいかがでしょうか。 

少し協議いただきたいのですが，私から発言をさせていただきます。１項目です

けれども「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，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まってきている。」の「幼稚

園よりも」の言葉が若干引っかかるところがあります。幼児教育を求める方々はい

るわけですので，「就労形態の変化により保育のニーズが強くなってきている」と，

いう表現にしてはいかがと思いますが，その点の御協議をお願いします。 

（岡野委員）保育のニーズというより，保育の時間の問題だと思います。それで分か

ってもらえるかなと思うのですが。 

（田口委員）保育要望だとか，保育を必要とする方々のニーズが高まってきている。

という意味で保育ニーズとか保育のニーズと捉えていけると思うのですがいかが

でしょうか。保育時間の延長を求める声が強くなってきているという御発言，趣

旨ですね。一般にそれも，様々な就労のことも含めて，保育ニーズという捉え方

でいかがでしょうか。「の」をちょっと削除させていただきます。「保育ニーズ」。

岡野委員いかがでしょうか。 

（岡野委員）私だけかも分からないです。皆さん分かってもらったらいいですけど。 

（田口委員）そうしましたら，少し検討いたします。「保育時間の延長を求める保育の」

は「保育ニーズが」，「保育時間の延長を求めるニーズが」の，いずれかになってい

たと思います。 

（橋爪委員）それだけじゃないかもわからない，時間だけではないです。本当に保育

所の内容がいいと選ばれる方もみえるので，一概には言えないですけれども。時

間だけではなく保育に欠けるお子さんの，という部分で，保育を教育と養護に分

けるならば，養護の部分だったら時間延長も含めての話なので，保育ニーズでい

けるのかなとは思いますが。 

（田口委員）そうしましたら「保育を必要とする保護者のニーズが」と入れていきま

すか。あるいは「保育ニーズ」だけでいくか「保育時間の延長を求めるニーズ」と

いくか。 

（橋爪委員）私は「保育を必要とする保護者の」としてもらった方が分かりやすいで

す。 

（田口委員）よろしいですか。それではこれを「保育を必要とする保護者のニーズが」

と改めていくことで了解いただけるでしょうか。 

（服部委員）確認ですが，今は幼稚園でも「保育」という言葉を使い出したのですが，
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２０年ほど前までは，その「保育」っていうのは幼稚園の中では使ってなかった

ように思います。 

（田口委員）当然ながらこの「保育」についての理解は「養護と教育」という捉え方で

よろしいでしょうか。 

（服部委員）保育，幼稚園をやられる方は当然１号認定になられると思いますが，国

の定めている１号認定の中で，その長時間の保育を必要とする保護者は該当して

こないような気がします。 

（田口委員）そうするとこれは幼稚園だけの文章と捉えていくべきでしょうか。 

（服部委員）保育園・保育所も含めた部分で考えていくと，簡潔に「保育ニーズ」でい

いのではないかなと感じます。 

（田口委員）このような御意見も出てきました。これは幼稚園だけの考え方と捉えて

しまわないで，一般の保育を求める方の中で，幼児教育を求める方も多い。かつ，

就労形態の変化によって保育を必要とする保護者さんのニーズも強まってきてい

ると，幼稚園においても保育園においてもと両方の捉え方で，この「変化により

保育を必要とする保護者のニーズが」と繋げてよろしいでしょうか。はい，若干

微妙なところは残るようですが，一応これで進めさせていただきます。他にいか

がでしょうか，２の項目。では３の項目へ移ります。３点ありますがこれらにつ

いてはいかがでしょうか。 

（橋爪委員）「外国籍の子どもや特別支援が必要な子どもが」とあるのですが，圧倒的

にどこの園でも特別支援の必要な子どもが多く，皆さんも研修に励んでいるとい

うことで，「特別支援の必要な子どもや外国籍の子どもも平等な保育を分け隔てな

く受けることができ」と入れ替えていただきたいです。 

（田口委員）入れ替えるわけですね。 

（橋爪委員）はい。その後に「皆が安心して小学校に通える」のところですが，ではな

くて，つながっていく，途切れのない支援という意味での小学校へ通えると言葉

を使われたのかなと思うのですが，「皆が安心して就学前教育を受けられる環境づ

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」としていただい

てはいかがでしょうか。 

（田口委員）確認をいたします。「皆が安心して就学前教育を受けられる環境づくり，

地域づくり，プログラムなどを確立していくべきである。」このような変更案が出

てきましたがいかがでしょうか。特別支援の必要な子ども「や」外国籍の子ども

「が」，という入れ替えですね。 

（橋爪委員）子ども「も」，平等な保育を分け隔てなく受けられるように。「が」と「も」

にこだわりがあるのですが「特別支援の必要な子どや外国籍につながりのある子

どもも一緒に」という意味で。 

（田口委員）そしてそれに引き続くところの，皆が安心して就学前教育を受けられる
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環境づくり，地域づくりと続いていくわけですね。「小学校に通える環境づくり」

というのを「就学前教育を受けられる環境づくり」。これも特に問題なしというこ

とで受け入れてよろしいでしょうか。 

（石井委員）本日，最終なので，少し引っかかってきた言葉になってくるのですが，外

国「籍」という限定はどうかな。私たちはよく「外国につながりのある子ども」と

言い方をするのですが，日本国籍の子もいるので，そこは「外国につながりのあ

る子ども」としていただいた方が，その後もたくさん出てくるのですが。 

（田口委員）これは教育委員会等のお考えはいかがでしょうか。 

（篠原委員）この外国籍という籍だけのことで言うと，今意見が出てきましたように，

日本国籍の中でも外国につながりを持っている子どもたちがいますので，全体を

ということであれば先ほどの表現でいいかと思います。 

（田口委員）はい。それでは今後の文言についても「外国籍」という表現は「外国につ

ながりのある」という表現に変更していくことでお願いいたします。更にいかが

でしょうか。 

（橋爪委員）２つ目の「・」の「幼稚園教育だけの問題ではなく」という文言を消して，

「鈴鹿市としての」へつなげてはいかがでしょうか。 

（田口委員）それは削除ということですか。 

（橋爪委員）削除です。 

（田口委員）はい。「子育て支援等が本当に必要とされる保護者等にどのように関わっ

ていくのかということは，鈴鹿市として，子どもやその保護者をどう支えるか」

削除することは問題なしでよろしいですか。ではそのようにいたします。「幼稚園

教育の問題だけではなく」の一文を削除，お願いいたします。 

（橋爪委員）更にすいません，３点目の「・」です。「同世代の子を持つ」と。 

（田口委員）なるほど。当然その意味でありますので，「同世代の子ども，子を持つ」 

（橋爪委員）「子を持つ」か「子どもを持つ」か。 

（田口委員）「子を持つ」にいたします。その上の行の「取組」が漢字のみの二字で表

されているのですが，これは，行政の方ではそのように使われることがほとんど

でしょうか。そして２点目の「・」ですが，「子育て支援等が本当に必要とされる

保護者等に」，の「等」がだぶっているのでどちらかをはずした方が，言葉の表現

としてふさわしいと思いますが「保護者等」の「等」は取ってはどうでしょうか。

「子育て支援等が本当に必要とされる保護者にどのようにかかわっていくのかと

いうことは」ということで。「保護者」は母親だけではありませんので，様々な方

が含まれると思います。では「保護者等」の「等」は取るということでお願いいた

します。 

（岡野委員）すみません。確認です。 

（田口委員）はい。 
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（岡野委員）子育て支援の中にこの前，お話が出ていた園庭開放のときとかに，連れ

てくる親御さんはいいけれど，ここに表に出てきてない子どもへの支援も行政の

横の連携ということが出ていたのでそれも含まれている。 

（田口委員）いや，それはどうでしょう，どこかに出てなかったでしょうか。 

（岡野委員）これ今現状としてあるのですか。この１ページ目というのは。 

（田口委員）はい。どこかの文章に出ていないでしょうか。服部委員も強調していた

だいた部分と思うのですが。では，その点については残します。１ページ目はよ

ろしいでしょうか。続いて２ページ目に入ります。２ページ目「公立幼稚園の役

割」というところでまずは１項目「公立幼稚園の目指す幼児教育について」３点

あります。これはよろしいでしょうか。続いて２項目「幼小中の連携について」２

点掲げられております。この点はいかがでしょうか。 

（橋爪委員）「最も小学校に近いところで」を削除して，「公立幼稚園は，地域の子ども

たちの課題等を考える中学校区での研修を大切にしてきた」。 

（田口委員）これは１点目の「・」ですか。 

（橋爪委員）１点目です。「公立幼稚園は，」の次の「最も小学校に近いところで，」を 

削除し，「地域の子どもたちの課題等を考える中学校区での研修を大切にしてき

た」。 

（田口委員）この認識でよろしいでしょうか。「中学校区で」という限定は必要ですか。 

（橋爪委員）そうでもないですね。 

（岡野委員）限定すると薄まってしまうのではないかと。園で充実した研修はされて

いますので。 

（田口委員）園「でも」やってみえますよね。もちろん中学校でもやってみえますが。

小学校区でされる場合もありますし。 

（橋爪委員）「中学校区で」を消してください。 

（田口委員）では「最も小学校に近いところで，」を削除，それだけでよろしいですか。

それでは２番目の幼小中の連携についてはよろしいですか。 

（橋爪委員）２つ目の「・」ですが，「のびのびと」の前に，「個性を発揮して」と入れ

ていただきたいのと，後の「小学校への入学がスムーズになる」という表現が，入

学だけではないというところから「期待を持って小学校生活へつなげられる」。 

（田口委員）「いろいろな活動をすることで，期待を持って小学校生活へつなげられる。」

ということですね。 

（橋爪委員）はい。 

（田口委員）はい。更によろしいですか。はい，中村委員。 

（中村委員）すいません，あの訂正の文章は考えられていないのですが，前の３つ目

と２つ目をつけた形ではあるとは思いますが，小学生と触れ合っていろんな活動

をすることで小学校の先生も幼稚園の先生も共に子どもの成長をつながりとして
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みていくことができる共に一緒に考えることができるということがメリット，大

事なところということで学校でも話させていただいたので，そこも入れていただ

きたいなと思います。 

（田口委員）のちで結構ですので文章を考えていただいて，御提案をお願いします。

では３点目の地域とのつながりに入りますがよろしいでしょうか。２項目ありま

すがいかがでしょうか。 

（橋爪委員）１つ目と２つ目を一緒にした文章になります。「子どもたちが，地域に見

守られて，安心して過ごせるために，地域に開かれた幼稚園として，幼児教育・子

育て支援の場，センター的役割となっていくべきであり，そのような取組をして

いる」。「地域のコミュニティとして」というのが「地域」と「コミュニティ」とい

う言葉が重なっているので「コミュニティ」をカットしていただきたい。 

（田口委員）ひとつに纏めるところの御了解はいかがでしょうか。そして今おっしゃ

っていただいたように「地域に開かれた幼稚園として」あとは，ほぼ同じですね。 

（橋爪委員）で，「子育ての相談の場」というところを「子育て支援の場」。 

（田口委員）そのような支援をしているということですね，これはいかがでしょうか。

もう一度言いますと「子どもたちが，地域に見守られて，安心して過ごせるため

に，地域に開かれた幼稚園として，幼児教育・子育て支援の場，センター的役割と

なっていくべきであり，そのような取組をしている。」と御発言いただきました。

何か御意見あればお願いいたします。 

ではそのように変更しても問題ありませんか。「コミュニティ」の意味合いは，

本来はまた別の意味合いに捉えてみえるのでしょうか。「地域」は地域であり「コ

ミュニティ」は地域の人々，集団。いろいろと連携しあっていく，そういう意味合

いを「コミュニティ」にこめられているように思います。ですから同じものが並ん

でいる意味ではないと思うのですが，その「コミュニティ」の意味合いはその後の

幼児教育・子育て支援の場，センター的役割というところに活かされているので，

今削除されましたがそれでもいいと思います。では，そのような御発言がありまし

たので了承することでよろしいでしょうか。はい。続いて４点目にいきます。２項

目あります。これらについてはいかがでしょうか。先ほど石井委員が発言された

「外国籍の子ども」は「外国のつながりのある」という表現になるかと思います。

これも順序の問題ありますか，橋爪委員。 

（橋爪委員）ここも順序を入れ替えていただきたいのですが。 

（田口委員）はい。では，先にそれを入れ替えましたので，これも入れ替えるというこ

とですね。「も」という言葉に入れ替えますか。 

（橋爪委員）はい。 

（田口委員）「が」を「も」に替えるということですね。更にいかがでしょうか。 

（橋爪委員）「その受け皿として」というところですが，最近よくテレビでも国会でも
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「受け皿」という言葉が出てくるのですが，この子たちに限定して「受け皿」と言

葉を使うのは抵抗を感じるので「分け隔てなく保育・教育を受けることができ，

小学校，中学校につながっていくことが大切である。その為，公立幼稚園は必要

である。」とつなげていただけないかしら。 

（田口委員）はい。これは了承してよろしいでしょうか。一文になっているのを「つな

がっていくことが大切である」で切る。そして「その受け皿として」は「その為」

へ変更するということでいきます。 

（橋爪委員）それから，その後に続く「そしてその窓口として」のところ，園庭開放の

話が出てきたので，この言葉なのかと思いながら，ここに「その窓口として」とつ

ながってきたのがどうしてだったのか，削除してもいいのではないかと思うので

すが。 

（田口委員）窓口はどういう意味でしょうね。そういう子どもさんたちを対象，特に

配慮しながらという意味合いですね。 

（橋爪委員）この，上の「地域とのつながりについて」のところに，そのセンター的役

割とか子育て支援の場とかそういう言葉が出てくるので，そこに園庭開放も含ま

れてくるのかなと思います。 

（田口委員）ですが，特にこういう外国につながる方，障がいをもたれた方，そういう

方々に手厚い配慮が必要だという意味合いでの，その「窓口として」の表現が入

ったと思いますがよろしいでしょうか。一応このまま留めます。 

（橋爪委員）「幼稚園の園庭開放などにより，」は抜いてもいいですか。 

（田口委員）園庭開放は，そこへ保護者さんと子どもさんと一緒にお見えになる，そ

ういうときに御相談に乗れるという状況を言っていると思います。できるだけ，

発言なされた内容を変更しない意味合いでの修正をお願いしたい。更にここで

様々なものを足していく変更は，また協議が必要になりますので，今回は今まで

の協議の中で言った趣旨が含まれていない，あるいは言った趣旨と異なる部分の

変更をさせていただくという形で進みますので，そのように御理解いただきたい

と思います。この「そしてその窓口として」は若干口語文的なニュアンスがあり

ますが，一応今のところ残しておく形でいきます。ここで「先生」という言葉が出

ているのですが，これは「先生」をここで表現すべきではないと思いますので，

「教員に」とか「職員に」とかの言葉がいいと思います。「教員に」ではどうかと

思うのですが，いかがでしょうか。 

（古市委員）賛成。 

（田口委員）はい。「他の保護者などと」ということで「など」は取る。「保護者と」で

よろしいでしょうか。更にこの４の項目について，いかがでしょうか「教育・保育

を受ける権利の保障について」 

   では，５点目に入ります。「公立幼稚園と私立幼稚園の役割分担について」これ
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についてはいかがでしょうか。 

では，次の３ページへ移らせてもらいます。 

（中村委員）「幼小中の連携について」の文章ができました。 

（田口委員）それでは幼小中の連携についての文章，これを加えますか。 

（中村委員）はい。加えます。 

（田口委員）すいませんが，ホワイトボードへ書いていただけますか。後に協議いた

しますので３ページの方へ入らせていただきます。３ページの「Ⅲ 保育料の設

定（公立幼稚園，新制度１号認定）」ですけれども，「１ 公立幼稚園と私立幼稚園

の保育料の格差について」４項目出ておりますがいかがでしょうか。 

（橋爪委員）子ども子育て新制度に伴って保育料を上げることもやむをえないだろう

というお話が大きかったかなと思いますので，削除等ができないのであれば，並

び順を変えていただきたいと思います。２つ目の「新制度による国の方針では，

同じ教育・保育を目指すとなっており，保育料の平準化が求められている」とい

う「将来的には，公私で同じ保育料になることもやむを得ない」を１つ目に挙げ

ていただいてはいかがでしょうか。 

（田口委員）はい。「料金は高いより安い方がいいが」は残しておくか，取りますか。 

（橋爪委員）取りたいけど，取っていいのかわかりません。 

（田口委員）こういう御意見もありました。安い方がいいというのは何度か言われた

ところですが，御意見を尊重しながらということであれば，削除しないことでよ

ろしいですか。 

（古市委員）賛成。 

（田口委員）はい。でもその中に「国の方針では」の前に「新制度による」ということ

を入れてほしいということ。更にこの項目はトップに上げてほしいということで

すが，そのように了承してよろしいでしょうか。 

続いて「２ 公立幼稚園の保育料を上げることとそのための条件整備について」

ですが，これらについては内容が統一しないのは当然です。なぜならばそれぞれの

お立場の御意見が反映されていますので，ここで整合性を取っていくことはいた

しません。それぞれの御意見が反映されているかどうかの検討でありますので，そ

れらについての御意見が９項目あり，次のページにも渡っていますが，この９項目

についての御意見いかがでしょうか。とりわけ御発言いただいたところがそのよ

うな趣旨で載っているかどうかを御検討いただきたいと思います。 

私からですが６点目，「先生たちの」の文言がありますので，「教員の」としてい

ただいてはと思いますがよろしいですか。では「教員の確保等を行いながら」とさ

せていただきます。続いてのところを確かめさせていただきたいと思います。７つ

目ですが「徐々に保育内容の整備がされていくのに合わせて」となっていますが，

「保育内容の整備」の「保育内容」というのは「保育の中身」になっていくわけで
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すので，この「整備」という言葉もちょっと齟齬がありますし，「保育内容」につ

いては，公私幼保どこの園においても充実を図っていこうという努力はなされて

みえるので，この「保育内容の整備」という表現よりか「保育条件が整備されてい

くのに合わせて」という「保育条件」という言葉の方が合うように思うのですがい

かがでしょうか。頷いていただいてもおりますが。 

（橋爪委員）一つ目の「・」にある「保育内容の整備」のところも。 

（田口委員）１つ目の「・」もそうですね。はい。 

（橋爪委員）「保育条件の整備」なのか「保育の充実」なのか。 

（田口委員）おそらく，「保育条件」ということの論議がなされたと思います。 

（古市委員）「内容」とは抽象的ですね。 

（田口委員）はい。では「保育内容」とあるここの２箇所ですね１番最初の「・」と，

下から３つ目の「・」の「保育内容」を「保育条件の整備」とに変更をさせていた

だきます。更にいかがでしょうか。では，先ほどの中村委員が御発言いただいた

ところですが，２ページの「２ 幼小中の連携について」これに３点目を起こす

ことでよろしいですか。 

（中村委員）３点目を起こすというより２点目に付け加えです。 

（田口委員）２点目につながるようにしてよろしいですか。 

（中村委員）小学校の隣接園の場合，幼稚園のときから，小学生と触れ合うことで子

どもたちは小学校生活へ，期待を持って小学校生活へつなげられるし，教員同士

では子どもの成長を共に考えることができるということなので，２つにしてしま

うと，少しややこしくなるかなと思います。 

（田口委員）そうすると２点目の「・」の文章はこのまま残してよろしいですね。それ

につなげて「また，小学校と幼稚園の教員が，子どもの成長を共に考えることが

できる」と文言を入れることでよろしいですね。この点については異論ございま

せんか。これは基本的な考え方として重要なところだと思いますので，これを入

れることでお願いいたします。では３ページについてはよろしいでしょうか。で

は４ページへ移っていきます。「３ 新制度の１号認定保育料について」のところ

で４つの項目が掲げられております。 

よろしいですか。では，御発言の意見が反映されていると捉えたいと思います。

続いて「４ 幼稚園保育料設定の方向性について」様々に論議をいただきました。

これらの項目についていかがでしょうか。 

（学事ＧＬ）下から３つ目の「・」の発言の趣旨の確認ですが，「保育料を上げるのが」

の前に「公立の」と言葉を補って，「公立の保育料を上げるのが先延ばしになるの

は，市民にとってはいいが，来年 4月からスタートする認定こども園もあるので，

公立のことだけでなく私立の保育料のことも考えてほしい」というような発言の

趣旨と，少し言葉を補わせていただいてよろしいかと提案させていただきます。 
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（田口委員）御発言いただいた方がみえると思いますが，事務局が説明された内容で

よろしいでしょうか。これは古市委員の御発言内容を取りまとめたものと思われ

ますが，いかがでしょうか。「公立の保育料を上げるのが先延ばしになるのは，市

民にとってはいいが，来年４月からスタートする認定こども園もあるので私立の

保育料のことも考えてほしい。」としてよろしいでしょうか。 

（服部委員）市民っていうのが，ちょっと気にはなるのですが。「公立幼稚園の保護者」

となる方たちにとってはですね。一般の子ども，市民にとっては何のメリットも

ありません。 

（田口委員）「公立幼稚園を希望する保護者にとっては」。 

（学事ＧＬ）あと「来年」を「平成 29 年」に改めた方がよろしいですね。 

（古市委員）後になると分からないですからね。 

（田口委員）「平成 29 年 4 月から，公立園を希望する保護者にとっては」という言葉

を入れた方が適切であると，中島委員，そういう意味で捉えていいですね。はい。

更にいかがでしょうか。では５ページの方へ移ります。 

（中村委員）「３ 新制度の１号認定保育料」についてですが，それの４つ目の「所得

の階層区分は，国基準の 5 階層ではなく，もう少し階層を細分化すれば」の「も

う少し」を抜いていただきたい。「もう少し」と遠慮して言われたのだと思うので

すが，多分そうではないと思いますので。 

（田口委員）はい。「もう少し」を削除いたします。それでは５ページ目「Ⅳ 公立幼

稚園での預かり保育，3 年保育」についてです。「１ 預かり保育，3 年保育のニ

ーズについて」ですが，２項目挙げられております。 

（橋爪委員）１つ目の「現場の先生方」のところ先ほどから話あるように，「現場の教

員の」と改めるといいと思います。 

（田口委員）ありがとうございます。他，いかがでしょうか。では，「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」，３項目挙がっております。よろし

いでしょうか。戻っていただいても結構ですが進めていきます。「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」これも２つ目に「保育内容に還元す

るための」となっていますが，「保育条件の整備に」へ書き換えと思いますが，よ

ろしいでしょうか。今まで「保育内容」を「保育条件の整備」に替えておりますの

で，そのようにいたしたいと思います。他いかがでしょうか。 

（石井委員）「２ 預かり保育の実施にむけて」の３つ目「再編整備計画は，鈴鹿市の

基本方針であることを認識してほしい」ですが，誰に対する文でしょうか。 

（田口委員）そうですね，ここに入れるのが適切かどうかの問題もあります。もちろ

んこの再編整備計画に基づいての，検討が重要なわけですが，この点については

問題点として今のところ残しておきます。後にどこに位置づけるのがいいのか，

あるいはどういう表現にするのかを検討させていただきます。続いて最後のペー
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ジに入ります。「Ⅴ 公立の認定こども園」について，「１ 幼保一体化施設につ

いて」，と「２ 公立の認定こども園の必要性」について。これらについてはいか

がでしょうか。 

（石井委員）表現方法ですが。１の２つ目「3～5歳」が他のところは「3・4・5歳」と

なっていたのではないかなと思います。２，３箇所あったと思いますが揃えた方

がいいと思います。 

（田口委員）それでは「3～5歳」を「3・4・5歳の」と修正します。あと，私が発言さ

せていただいたところで，文章を入れていただきたいと思いますので御検討をお

願いします。できれば４項目として加えていただけたらと思いますが，「子ども子

育て新制度に基づいて，認定こども園移行への動きが出てきている中，新たな就

学前教育・保育機関について学ぶ場が該当地域において必要になるのではないか」

のところ，いきなりそういうところがスタートしてしまっては，よろしくないの

ではないかと思います。いわゆる「認定こども園とは何なのか」を周知していた

だかなくてはいけない。保育料の値上げのところでも随分言われました。いきな

り示されては混乱するということですので，同じようにこの問題も私立も含めて，

こういう場は必要ではないかと思うのですが，いかがでしょうか。「該当地域」は

外してもいいと思いますが問題があるようでしたら御発言をいただきたいと思い

ます。 

（篠原委員）「該当地域において」が意味することは，その鈴鹿市内の中で保護者や子

どものニーズに当てはめたときに，ここに必要だという意味の「該当地域」でし

ょうか。 

（田口委員）「認定こども園になる地域」ですね。特にそこの保護者さんというのは混

乱されると思います。ですから，それは外しておいた方がよいかもしれません。 

（古市委員）外していいと思います。 

（田口委員）はい。該当地域だけの問題ではないと思いますので「該当地域」を外しま

す。 

（古市委員）文章や言葉で説明を受けるより実物を御覧いただいた方が，一番理解が

得やすいです。先行する認定こども園の様子を見ていただければ，より効果があ

ると思います。 

（服部委員）「２ 公立の認定こども園の必要性について」の１つ目にある「認定こど

も園」と，２つ目の「幼保連携型認定こども園」は，違うものを指しているのでし

ょうか。１つ目はモデル的な，２つ目はあくまで「幼保連携型認定こども園」を指

しているとの認識でよかったでしょうか。認定こども園の中にもいろいろ種類が

ありますので，２つ目のところは「幼保連携型認定こども園」と１つに限定して

いるのですが，１つ目の「認定こども園」では全ての認定こども園を網羅するも

のですから。 
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（田口委員）たぶん私もこれのことについて発言したと思うのですが，私の意識の中

では，再編整備計画に示される認定こども園ですので，当然ながら幼保連携型と，

いう意識が強かったです。しかしながら今おっしゃるように，保育所型の認定こ

ども園，幼稚園型の認定こども園，地方裁量型の認定こども園がありますので，

限定しない方がいいでしょうか，それともここで発言されたことだけで，認定こ

ども園，幼保連携型という言葉を付け加えていいとお考えいただけますか。 

（橋爪委員）限定せずに大きく捉えてほしいと思います。 

（服部委員）幼保連携型ということにしてしまうと，嫌でも２号３号を取らなきゃい

けない。今の公立幼稚園のままの認定こども園も，「認定こども園」の枠にすれば

残すことが可能ということになろうかと思います。 

（田口委員）はい。それでは「２ 公立の認定こども園の必要性について」の２つ目の

「幼保連携型認定こども園」の「幼保連携型」は削った方がいいということでよ

ろしいですか。 

（服部委員）はい。そうするとその下，３つ目の「幼保連携型認定こども園では」とあ

りますので，全部に引っかかってきます。 

（岡野委員）子育て支援の窓口を作るというのは，幼保連携型だけでしたよね。幼保

連携型はなんか置くようになっていますよね。幼稚園型は置きなさいとはないで

すよね。 

（田口委員）入ってこないでしょうね。どうでしょうか。詳しいことは分かりません

が，多分それは義務化ではないと思います。いわゆる「幼稚園」のままですね。で

すから，当然ながらその努力はされると思うのですが，それは義務化されていな

い。 

（橋爪委員）幼稚園型といってもやはり幼稚園と保育所機能を併せ持つという意味な

ので，子育て支援は含まれるように認識していました。 

（田口委員）３番目だけ幼保連携型としておくということでよろしいか。 

（保健福祉部 舘委員）後で確認したらどうでしょう。 

（田口委員）それでは，幼稚園型，保育園型においても子育て支援が義務化されてい

るとすれば，このように，ここで「幼保連携型」を削るということ。幼保連携型の

みにそれが義務化されているようであればこの文言でいくことに，後に調べてい

ただくことでお願いいたします。これを４点目に加えていいかどうかの御判断を

いただきたいと思います。それこそ市民の皆さん方にこういう問題を知っていた

だくことを用意する必要があるのではないかとの意味合いです。よろしいでしょ

うか。それでは４点目に入れさせていただきます。 

（保健福祉部 舘委員）「保育機関」は「保育施設」ではないですか。「新たな就学前教

育・保育施設について」ですね。 

（田口委員）ありがとうございます。 
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（中村委員）すいません，「１ 幼保一体化施設について」の２つ目の「3・4・5 歳の

教育は大切であり，将来的に･･･」の「大切であり」の後に，「公立幼稚園ならでは

の教育の良さを残せるような形で」と入れていただきたいのですが。 

（田口委員）はい。今，御発言いただいたのは「将来的に」の前に「公立幼稚園ならで

はの教育の良さを残せるような形で」と言葉を入れてもらいたいということです

が，これも，今までの協議の趣旨として，そのような流れかと思いますので，御了

解いただけるでしょうか。では次に「Ⅵ その他」がありますが，どうでしょう

か。 

（橋爪委員）他市では，保育料を上げる際には議論されてなくても，上げますと言っ

た後で充実させていくということをかなり打ち出しているように聞いているので

すが。 

（中村委員）四日市さんの方でも，このようなあり方会議を開かれたと聞いています。 

（古市委員）末尾の「感じている」は状況とか感想と思います。 

（田口委員）そうですね，状況ですね。 

（岡野委員）はっきりしたものではない。 

（篠原委員）もともと４項目に纏めるところを「Ⅵ その他」として入れるのは，在り

方そのものの内容には特に関係がないと思いますので，無くしてもいいと思いま

す。 

（田口委員）はい，「Ⅵ その他」の項目については削除といたします。ではあの全体

通してですが，最初に疑問を提示された「就学前教育」と「幼児教育」は，混在し

ているがどうなのかということですが，これについて統一は必要でしょうか。こ

れを論議し始めると相当難しくなっていくと思いますので，まあ「よく似たもの」

という捉え方でいくことでよろしいでしょうか。おそらく厳密には違いはあると

思いますが，そのようにさせていただきます。続いて子育て支援への取組が十分

反映されているかどうかというところですが，２ページの「３ 地域とのつなが

り」のところ，修正が反映されているでしょうか。あるいは「４ 教育・保育を受

ける権利の保障」のところ，特に，課題を必要とする子供さんへの配慮としての，

子育て支援，それもある程度出ているように思われます。 

（岡野委員）現状，１ページに現れなければいけないのですが，一番これがいいので

はないかなと思います。 

（田口委員）取組を強めていくということですので，特にそういう子どもさんへのア

プローチが必要であるというところでの御意見がここに反映されていると捉えた

いと思います。全体を通して，更に修正・付け加え等ありましたらお願いいたし

ます。 

（中村委員）すいません５ページの「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」の３つ目の「再編整備計画は，鈴鹿市の基本方針であることを認
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識してほしい」はどうしますか。 

（田口委員）そうでしたね，このことをどこに，どう持っていくのかですね。 

（中村委員）再編整備計画は，鈴鹿市の基本方針として十分議論されたと言われてい

るのですが，やはり現場の声が反映されていないところがあるので，そこも私は

意見を言わせていただいたのですが，無くなっているのはどのように考えるとい

いのでしょうか。 

（田口委員）再編整備計画は論議されている，されていないの問題ではなく，これは

既に定まっているものですから，その計画を尊重するところを踏まえながら論議

を進めてきたはずですので，この再編整備計画については「鈴鹿市の基本方針で

あるということを認識して協議を進めてきた」というような文言になるべきでは

ないでしょうか。それでそれはここに位置づけるのではなく，「その他」辺りのと

ころに位置づける問題ではないでしょうか。石井委員どうでしょうか。 

（石井委員）すみません，まだ整理ができていないです。 

（田口委員）「Ⅴ 公立の認定こども園」の「１ 幼保一体化施設について」の件も，

この再編整備計画との関連性もありますし，そしておそらく私学の代表，公立の

代表等も入って，保幼の代表も入っての協議だったと思いますので，その「再編

整備計画に則って動くべき」という意見はここでも反映されたと思いますので，

そのことは「その他」の項目で挙げておくと良いのではないかと思います。いか

がでしょうか。ではこの件については，市のお考えもあると思いますので，事務

局に御検討いただいて，どこかに落とし込んでいただくことでお願いします。 

はい，学校教育課長お願いします。 

（学校教育課長）すいません事務局ですがよろしいでしょうか。おそらく，再編整備

計画に「預かり保育はしない」と記載がありますので，そのことを認識してほし

いという発言ではないかと思っております。 

（田口委員）そういう意味ですか。 

（学校教育課長）古市委員がおっしゃられた意見ではないかと思い，聞かせていただ

いていたのですが，そこを確認していただいて，そういう意図でなければ，また

変わってくるかと思います。 

（橋爪委員）第１回のときに，そのような発言があったと思うのですが，再編整備計

画の中には「預かり保育は実施しない」と「保育料は上げない」が並んでいたの

で，「保育料を上げるのであれば預かり保育を行う」ことが再編整備に含まれた内

容だと読み取っていました。 

（古市委員）再編整備計画，第１次から１０何年と参加した者ですが，これは前も申

し上げたように，教員の代表や多くの代表が参加し１次・２次・３次を経て合意

をされたものであり，これはもう鈴鹿市の基本方針として出来たものですので，

尊重していただきたいと思います。 
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（田口委員）そうすると，再編整備計画については２つの論があったと理解したいと

思います。今，古市委員におっしゃっていただいた，鈴鹿市における再編整備計

画を尊重しながら協議を進めてきたというところを，その他の項目に載せていた

だく。また預かり保育の項では，橋爪委員等，事務局からも御説明があったよう

に，再編整備計画の中では預かり保育の実施は謳っていないが。 

（橋爪委員）その文章が，記載されている資料をいただいたと思います。 

（学校教育長）少し読ませていただくと，保育料のことは，今，橋爪委員におっしゃっ

ていただいた「保育料は現行通り一律とし，保育所との役割分担を明確にするた

め，預かり保育は行わないこととします」これでひとつのセットになっています。

橋爪委員におっしゃっていただいたように「保育料は一律とし」というのがあっ

てその後「保育所との役割分担を明確にするために，預かり保育は行わない」と

いう，このふたつがひとつの項目としてあります。第３回の資料の資料１にござ

いますので，資料を持っていただいている方は御覧ください。 

（田口委員）事務局にて文章を整えていただけるでしょうか。 

（古市委員）この計画を作るときは，認定こども園の問題はありませんでした。 

（学校教育長）両方踏まえたような形として，「再編整備計画では，預かり保育は行わ

ないことになっているが，保育料の変更もあったため」や「新制度が始まったた

めに検討も必要である」等の記載でどうでしょうか。両方の意見が入ると思いま

す。 

（田口委員）はい。では，よろしくお願いいたします。繰り返しになりますが，それぞ

れのお立場の御発言ですのでこの内容に統一性はないと踏まえていきたいと思い

ます。それぞれのお立場の御発言がここに反映されているとも捉えていきたいと

思いますので，再度の御確認をお願いしたいと思います。 

（古市委員）内容に統一性もなければ，この内容は決定権もない。そういう理解でよ

ろしいですか。 

（田口委員）はい。ただ，重要な御提案をそれぞれからいただいたものということで

す。それでは，まだ，まだ，あるかもしれませんが，一応，事務局の調整・手直し，

これを受けて，また最終確認に入りたいと思います。ではここで一旦，これまで

の問題を区切らせていただこうと思うのですがよろしいでしょうか。事務局から

何かありましたらお願いします。 

（学事ＧＬ）冒頭にも申し上げましたように，大体の修正は同時並行させていただき

ました。今からプリントアウトいたしますので御確認いただきたい。作業時間と

して１５分程度いただきたいと思いますので，よろしくお願いしたします。本日

が最後の会議になりますので，この検討会議全体を振り返っていただいて，委員

さんの方からお一人ずつ，簡単で結構ですので，感想等おっしゃっていただいて

はと思いますが，いかがでしょうか。 
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（田口委員）それでは，事務局が作業を進めていただく間に委員さんから御感想を頂

戴したいと思います。それでは順次よろしいでしょうか，中島委員さん最初で申

し訳ありませんが，公立の保護者というお立場を踏まえながら，保育料の問題等々，

御発言をいただきました，感想等ありましたらよろしくお願いいたします。 

（中島委員）はい。子ども子育て会議にも参加していまして，この在り方会議にも参

加させていただいて，この会議は数か月ですが，子どもの子育てに関する自分の

知らなかった部分が見えて，鈴鹿市のこと，鈴鹿市の子どもの教育状況とかも知

ることができ，勉強になった数ヶ月でした。私はＰＴＡの会長の最後の挨拶のと

きに「公立幼稚園が存続して発展していくように願っています」と最後，言葉を

添えさせていただいたのですが，そのようになればと思い，この会議に出席させ

ていただいて，本当に良かったと思います。ありがとうございました。 

（田口委員）ありがとうございます。岡野委員，石井委員には学校教育のお立場から，

就学前の教育・保育を見つめていただきました。とりわけ幼小の連携の問題，あ

るいは地域での学校・園の在り方の御意見を大変強く反映していただいたと思い

ます。岡野委員，石井委員よろしくお願いいたします。 

（岡野委員）公立幼稚園が再編整備で減っていく中，やはり学校の近くにある幼稚園

の意味というのはあったのだなと改めて思いました。その中，様々な方が意見を

出し合いながら前に進んでいると実感しました。今後も保育のニーズも含めて

様々な考えを持ちながら前に進んでいけたらいいと願っております。 

（田口委員）ありがとうございます。石井委員お願いいたします。 

（石井委員）ありがとうございました。自分は職員代表としてこの場に出させていた

だいて，自分自身とても勉強になったという言い方がいいかどうかは分かりませ

んが，とてもこう，幼稚園さんたちと関わらせていただいている立場でもあるの

で，とてもありがたかったと思っています。自分の在籍小学校に隣接する公立幼

稚園が，休園したり復活したり，結局廃園になって学童になった姿を見ています

ので，とても複雑な思いで出させていただいたのですが，この在り方検討会議は，

決定事項ではありませんし，やはり検討会議を行ったことが次に活かされるよう

になっていってほしいというのが感想です。ありがとうございました。 

（田口委員）ありがとうございます。まさに御自身の園，また先生方，子どもさんたち

の課題，これらを反映していただいたと思います。 

橋爪委員，中村委員，よろしくお願いいたします。 

（橋爪委員）公立幼稚園の園長としての立場で，委員として参加させていただいたの

ですが，自分たちの思いの中には公立幼稚園だけの発展ではなくて，やはり公私

の幼稚園，保育所，保育園の４者が就学前教育の大切さ，重要性を，市にもっとア

ピールして，そして鈴鹿市の子どもたちの育ちを支えていく，これからの社会，

未来を担っていく子どもたちを育てていくということを話し合える。保育内容と
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か，もっと子どもたちの育ちの部分で話し合えるスタートラインに立つ機会にな

れたらという思いで参加させていただきました。また，今後はぜひそういった話

し合いをする場であってほしいと思っています。ありがとうございました。 

（田口委員）ありがとうございます。中村委員お願いいたします。 

（中村委員）この場に現場代表として出させていただいて，そんなに保育経験は深く

ないのですけれど，いろいろなお立場の方の考えを聞くことができて，とても勉

強になりました。ありがとうございました。この会議で出た意見はひとつひとつ

とても重要なものだと思っています。鈴鹿の子どもたち，未来を作っていく子ど

もたちのために，保護者のためになるように，よりよいものになっていくように，

この出た意見を十分議論して，今後を築き上げていってほしいと願っています。 

（田口委員）ありがとうございます。幼稚園，保育所から小学校へ子どもたちが進ん

でいくわけですが，小学校保護者さんの立場から，ＰＴＡの立場から舘委員に臨

んでいただきました，よろしくお願いいたします。 

（舘委員）今回，参加させていただいて皆さんの意見等を聞かせていただいて，難し

い話もありましたが，今後の市Ｐ連でも幼稚園の代表者会とか開いているので，

そちらでも活かしていきたいと思い，意見を聞かせていただきました。ぜひ，上

の者にも話をしたいと思っております。勉強させていただいてありがとうござい

ました。 

（田口委員）ありがとうございます。古市委員，服部委員におかれては，私立の園運

営，経営，この問題と公立の在り方は大変深く関わっていく，そういう微妙な問

題を抱えているところに代表として臨んでいただき，そしてその所属の代表の御

意見を十分反映させつつも，公立のあり方にも御配慮いただいた，その点に感謝

いたします。古市委員，よろしくお願いいたします。 

（古市委員）はい，ありがとうございます。私，第１次再編整備計画から，私立幼稚園

代表として，２０数年参画させていただいて，先般まとめられた再編整備計画は，

その成果です。メンバーは各界各層の代表が集まっていただいて議論伯仲の中で

たどり着いた結論だと思っています。そして私も４期１６年間，議会人として市

政に参画させていただき，大局的な見地からも発言させていただいたのですが，

公教育，公立幼稚園というのは市の単独事業で，市民税のみで運営されている，

市の教育の行政サービスの一端と捉えておりました。母親の就労体系の変化や，

学校法人幼稚園の大規模化，母親の保育所のニーズが大きくなっていった結果で，

公立幼稚園へのニーズが減少していったと思っております。そのような中で，公

立の行政の教育は市民のニーズを受けて成り立つべきものであって，市からお願

いして公立幼稚園へ来ていただくというものではないとも思いますし，公立幼稚

園の規模の大小が市民のニーズの反映の結果であるとも思います。それが公立幼

稚園の現状につながっているとも思いますのと，また新しく，この再編整備計画
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を決めた後で認定こども園制度という，国の大きな流れが変わってきましたので，

私立幼稚園といたしましても，最終的には国の大きな流れには沿っていかなけれ

ばならないと考えておりますし，鈴鹿市としては平成２９年４月からスタートで

すが，先発の近隣の市・町では，既にもうその方向性は決定されて，国の，これも

国の方針の通りでありますが，決定されてスタートしている市・町もありますの

で，鈴鹿市も本年の夏頃までには，基本的な部分の考えをまとめていただきたい

と願っております。様々な御意見を聞かせていただく中で，最大公約数が行政で

あると思っておりますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

（田口委員）ありがとうございます。では服部委員よろしくお願いいたします。 

（服部委員）保育園，民間の保育園の代表としてこの会に参加させていただきました。

古市先生と同じく，幼稚園再編整備の最終の会議にも古市先生と同じく出させて

いただいております。それで，やはり古市先生もおっしゃられましたように，そ

のときは総合子ども園の時代でしたが，現在の新制度における認定こども園とは

趣旨が全く違う部分での再編整備の話があったと思います。我々保育所といたし

ましては，今年度，平成２７年度より，選ぶ間もなく新制度へ我々は入らざるを

得ない，入らないという選択肢すらなかったので，この平成２７年４月，昨年の

４月からは一気に変わってしまうことになり，あたふたしながら現状進めている

という状況でございます。それまでにいろんな形の，認定こども園がこういうも

のになる，ああいうものになるという説明を，様々な研修等々でも聞いていまし

たので，ある程度の段取りはできていましたが，国の方の政策の中では，今現状，

今日の時点でもまだはっきりとしない部分，新制度における，制度の中のシステ

ムとしてはっきりしない部分もかなり含まれています。はっきりと，金額的に，

決まっていない部分も多いので，かなり四苦八苦しながら今年度とりあえず，今

年度末近くまでは運営してきました。本来であれば鈴鹿市さんとしても，以前か

ら国は示しておりましたので，この会議を平成２６年度にスタートをしておれば

もう少し，動きが早く，スムーズに，市民への周知も含めてできたのではないか

と思います。市民への周知，認定こども園がどういうものであるとか，新制度に

ついても，まだまだ皆さん理解ができてないように思いますので，もう少し行政

の方で，しっかりと周知を含め行って進めていただけると，この公立幼稚園の今

後の在り方についても，理解が得やすいのではないかなと思っておりますので，

その点も併せてよろしくお願いしたいと思います。私もいろいろ勉強させていた

だきましてありがとうございました。 

（田口委員）ありがとうございます。舘委員，篠原委員におかれては行政の統括的な

お立場からこの会の全体的な方向性も含めて，いろいろと御助言御発言をいただ

きました。また市のお考えをここで十分御反映いただき，どうもありがとうござ

いました。ではよろしくお願いいたします。 
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（保健福祉部舘委員）私は保健福祉部という立場でこの会に参加をさせていただきま

したが，服部委員が言われたように，昨年４月から子ども子育ての新制度が始ま

り，子ども子育て会議の事務局ということで携わらせていただいております。公

立幼稚園の今後の在り方について，様々な意見を聞かせていただいたのですが，

子ども子育て会議の議論とは違う角度での議論をいただいたと思っております。

今後，保健福祉部が分かれ，この４月から子ども政策部としてまた新たにスター

トするわけですが，その中，全体的な幼稚園業務が移管し，一部，教育委員会に残

るものの幼稚園業務が子ども政策部に移管をされることで，全体的な子ども子育

て支援の，公立も私立も含めた，子ども子育て支援を包括的に担っていく中では，

やはり皆様方からいただいた意見は意義がありますし，慎重かつ丁寧にそれを保

護者の方，子どもたちのため，それから幼稚園の方，保育所の方に，よりよい制度

として運営をしていかなければならないということで，課題をいただいたとも思

えますし，しっかりやっていかなければならないと思いました。新しい「子ども

政策部」において，そのようなことができるよう努めてい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。引き続いて篠原委員お願いいたします。 

（篠原委員）私，最初の一回目のときにも挨拶の中で申し上げたのですが，事務局と

して出ているところで，私が言った方向がではなくて，皆さんのそれぞれの立場

から貴重な御意見をどのように出していただけるかと心がけてまいりました。そ

のような中，本当に現場の先生，連携している小学校の先生，私立の施設の代表

の方，それから現在の幼稚園のＰＴＡの方，保護者様の声は非常に参考になった

と思っております。ありがとうございました。また田口座長様におかれましては，

専門的なところで随所に渡って方向付けをしていただいて，議論を深めていただ

く楔を打っていただいたと重ねて感謝申し上げたいと思います。今後は先ほど舘

委員からも話が出ましたが，私たち，鈴鹿市の行政としては，今後，４月から機構

改革によりまして，幼稚園の管理の部分については，子ども政策部が担当し，保

育所と関係付けて施策をしていくことになっていきます。また教育委員会事務局

は，幼稚園の教育内容のところではこれからも教育指導課の方が関わりを持って

いくということで，両方が市の中も連携をしながら更に進めていきたいと思って

いますので，皆さんからの御意見もいただきながら進めていければと思っていま

す。どうもありがとうございました。 

（田口委員）ありがとうございました。ここに臨んでいただきましたそれぞれの委員

さんがそれぞれの所属，お立場から忌憚のない御意見を十分出していただいたこ

とに感謝したいと思います。今後，公私幼保，就学前の教育・保育が，鈴鹿市にお

いて充実していくことを望んでおります。今後ともよろしくお願いいたします。 

（学事ＧＬ）はい，修正いたしましたので配布いたします。修正した箇所につきまし
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ては赤字で下線を引いてありますので，御確認をお願いいたします。 

（田口委員）目を通していただいて，それぞれの委員さん方の，御意見・主張，それが

通っているのかどうか，その点をお諮りしたいと思います。いかがでしょうか。

若干今後の調査もある部分がありますが，一応御意見いただいたところを，早速

赤字の形で修正をいただきましたが，よろしいでしょうか。ここに多様な意見が

反映されたということで確認をしたいと思います。 

それではこのように取りまとめが行われたということで，近日中にこれが正式に

文書となることとして確認をいたしたいと思います。よろしいでしょうか。 

はい，それでは確認いたしました。あと事務局から何か協議事項がありましたら

お願いいたします。 

（学事ＧＬ）はい，最終ページの保留にさせていただいた部分については，調べさせ

ていただき，ふさわしい文言に修正をさせていただいて，赤字の部分等について

は，最終的に全て黒い文字として打ち変えた完成品を後日，委員の皆さんにお送

りさせていただきたいと思います。また，本日御承認いただきましたこの取りま

とめ案につきまして，今月末の３月３１日に教育委員会臨時会がございますので，

報告をさせていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いします。以上

が議事になりまして，３番目，教育次長から教育委員会を代表いたしまして，ご

挨拶を申し上げたいと思います。 

 

３ 教育次長あいさつ 

（教育次長）皆さんどうも，ありがとうございます。昨年の１０月に鈴鹿市立幼稚園

今後の在り方検討会議を組織させていただきまして，これまで６回を重ね，意見

を集約することができました。そして今日，お手元に渡りましたように，取りま

とめ案が完成したことを大変嬉しく思いますし，皆さんには本当にお世話になり

ました。今後はこの取りまとめの内容を貴重な資料として，今後の幼稚園の在り

方，また同時に就学前の教育・保育の内容の充実に活かしていきたいと思ってお

ります。先ほども申し上げましたように，これがスタートとなって，いろんな方

の，御意見を聞かせていただくようなことができればいいと思っておりますので，

今後とも御支援いただきますようよろしくお願いいたします。どうも本日はあり

がとうございました。 

（学事ＧＬ）はい，それでは委員の皆様，座長の田口委員，本当にどうもありがとうご

ざいました。それでは以上を持ちまして，鈴鹿市立幼稚園の今後の在り方検討会

議の全日程を終了させていただきます。委員の皆様におかれましては本当にあり

がとうございました。 

（一同）ありがとうございました。 

会議終了 午後５時００分 


