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平成２７年度 第１回 鈴鹿市子ども・子育て会議 

就学前教育・保育施設部会 

 

開催日時 平成２７年１１月２日（月） １０：００～１１：１０ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３会議室 

出席委員等 

長澤 貴，伊藤 圭次郎，山中 幹雄，古市 嘉郁， 

鈴鹿保育連盟（鎌田・清水），鈴鹿市私立幼稚園協会（服部・後藤） 

（以上８名） 

事務局等 

保健福祉部参事（舘），児童保育課長（森川）， 

児童保育課計画Ｇ（山田ＧＬ），児童保育課保育Ｇ（植田ＧＬ）， 

学校教育課長（山田）， 

（計５名） 

傍 聴 者 ６名 

資  料 

１ 第１回会議事項書 

２ 認定こども園への移行（意向）一覧［資料１］ 

３ 地区，年齢別人口一覧［参考資料］ 

４ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（概要版）・内閣府資料［委員持込資料］ 

備  考  

 

 

１．開会 

  ・事務局挨拶（司会） 

 定刻が参りましたので，ただ今から，第１回鈴鹿市子ども・子育て会議「就学前

教育・保育施設部会」を開催させていただきます。 

 保健福祉部参事より，御挨拶申し上げます。 

保健福祉部参事 

本日は，大変お忙しい中，御出席をいただきましてありがとうございます。  

この「就学前教育・保育施設部会」は，去る５月 7日に開催しました第 10 回鈴鹿市子

ども・子育て会議におきまして御承認いただきました「鈴鹿市子ども・子育て会議運

営要綱」に基づき，設置いたしたものでございます。 

保育団体及び教育団体から，出てきていただいているわけでございますが，集中的

に御議論をお願いしたいと思います。 

今回，第１回目の子ども・子育て会議の専門部会になるわけですが，近々，認定こど

も園への移行を考えておられる法人がいらっしゃるということで，「就学前教育・保育

施設部会」を設置したところでございます。 

多様な保育需要に対しても柔軟に対応できるよう，また，本市の子どもたちが健や

かに成長できるよう，専門的見地から，そして又，各団体からの代表という御立場か

ら，活発な御議論をよろしくお願いいたします。 

事務局 部会出席者の紹介 
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委員４名及び各団体から２名の関係者 

 ○委員・・・長澤，伊藤，山中，古市 

 ○関係者・・私立保育連盟（鎌田，清水），※当日変更 

私立幼稚園協会（後藤，服部） 

事務局 

部会長の選任 

事務局提案 

 部会長 長澤委員で承認 

事務局 

資料確認 

1 事項書 

2 資料 1（認定こども園への移行（意向）について） 

3 参考資料（地区，年齢別人口一覧） 

4 部会名簿・席次表 

5 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（概要版），内閣府資料（委員持込資料） 

 ２．議事 

事務局 
ここからは議事に入りますが、議事進行は会長にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

長澤会長 

会長となりました長澤です。よろしくお願いいたします。様々な見地から様々な立

場から来ていただいていますので，様々な見地から意見を求めていきたいと思いま

す。こういう会議ですので，公益性を一番に考え，様々な意見をいただけたらと思っ

ていますので，よろしくお願いします。 

それでは，議案に入っていきたいと思います。事務局から説明をお願いします。 

事務局   

（説明） 

【資料 1の説明】 

 ○ 認定こども園への移行（意向）一覧 

○ 各施設の現状と利用定員の設定 

長澤会長 
ありがとうございました。それでは，今の説明について意見を求めたいと思います。

何かございますでしょうか。 

山中委員 

子ども・子育て会議の方になるのかもしれませんが，私の提出させていただいた資

料の中で，鈴鹿市の子ども・子育て支援計画というのがあります。各 1号，2号，3号

の認定別に計画が立てられているわけですが，今回，それの関係と（その人数の関係）

と今回出てきている保育園関係の定員が 30 人，60 人と増える，それと幼稚園の方の

1 号認定は，もともとすごく余裕があるので増やすのは良いのかなと思うのですが，

そこの整合性をどのように（市は）考えられているのか，説明願いたい。 

長澤会長 
鈴鹿市の計画と今回の3つの認定こども園への移行に伴っての定員の整合性という

ことですね。そのことについて，鈴鹿市の方から（説明）お願いできますか。 

事務局 

鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（概要版）に記載されている１号，2号，3号認

定の人数と平成 29 年度に向かっての整合性ということですが，細かい（計画上の）数

字では，なかなか説明しにくいのですが，今回 3箇園が定員設定をしていることにつ

いては，白百合幼稚園とサン幼稚園については，現在の幼稚園の定員の中の部分で，
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1 号認定のお子さんについては，通常，延長保育を行ってみえまして，保育ニーズが

あるのですが，3 歳から 5 歳までにつきましては，保育園よりも幼稚園で預かってほ

しいという家庭もありまして，就労している等のお子さんについても，幼稚園で預か

っている実態があります。その中で幼稚園の定員を変更することなく，2 号認定でな

くても預かっていたお子さんを改めて 2号認定として設定し，認定こども園へ移行し

て，利用定員の設定をしているということでございます。また，ほうりん保育園です

が，もともと保育園ですので，2 号，3 号認定のお子さんを 120 人の定員で預かって

いただいています。その中で，地元の公立幼稚園が廃園となることがあり，地元で若

干，幼稚園の希望もありまして，9 名という定員ではありますが，その地元意向を汲

んでいただいて 1号認定を新たに設定していただき，保育をしていただくものです。

ただ 9名で集団的な健全な保育が幼稚園のほうで成り立つかというと，ちょっと難し

いのかもしれませんが，認定こども園という形をとっていただいて，5 歳児の保育園

のお子さんといっしょに集団の適正な保育・教育をしていくという主旨で設定してい

ます。委員の質問には，少しずれているかも知れませんが，それぞれ現状の利用定員

とそれほど乖離がある計画ではありませんので，市としては適正な利用定員の設定で

あると考えています。 

長澤会長 いかがでしょうか 

山中委員 

ひとつは，私ども私保連の中で計画について，聞き取りというか話合いをしたわけ

ですが，その中で先ほど市が言われる 1号認定の中に潜在的に，入っているいわゆる

2号認定（就労している人）については，きちんと市に対して，「うちは，これくらい

必要です」と説明がしてあるということで，そういう形態の幼稚園があるのだなとい

うことを理解しました。ところが，そうなるとこれから，ほかの幼稚園はどうなのか，

どこの幼稚園にも，そのような保護者がいるのじゃないか。そういうことを考えると，

子育て会議の中で，この事業計画を立てるために，あれだけの労力をかけて，ニーズ

調査をし，その中で練り上げた人数とどんどん離れていくのじゃないかという思いも

あるが，公的にこのように冊子にして周知している子ども支援政策というのが，当然

そこに，どうしていくかという予算的な裏付けもなければ，おかしな話で，たくさん

増えていくということですが，当然，認定こども園になると，市の負担というか運営

費，直接契約となっても公定価格に係る市の負担分のも増えることになるが，そのあ

たりの見通しがあって，市は計画を出されているのかという点が不安というか心配な

ので，そこをしっかり聞かせてほしいなと思います。 

長澤会長 事務局側，いかがでしょうか 

事務局 

認定こども園へ移行するということは，鈴鹿市に限らず，どこの市でもそうですが，

背中を押すこともなければ，それを止めることもない。全体的には国の制度として推

奨していこうとする流れの中で，委員の言われるように，仮に幼稚園が認定こども園

になったら，「税金投入が大きくなると思うが，どうですか」という御心配かと思うの

ですが，それについては，就学前のお子さんの教育・保育については，保育園であれ，

幼稚園であれ，適正に支援をさせていただくのが我々の役目かと思っていますので，

予算がないから移行するのをやめてくださいとかそういうものではないのかなと思
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っています。 

事務局 

補足ですが，事業計画につきましては，あくまでも見込みの中で，不足していると

いうことであれば，その確保方策を立てていかなければならないという責務があると

思います。そしてまた今後につきましては，何らかの特定教育・保育施設について冒

頭申し上げたように，幼稚園，保育所（園），認定こども園という 3種類で担っていく

というのが，新しい制度での根幹でございまして，それにつきましては，今現在，幼

稚園で子ども預かっていただいています。それと保育所でもそうですが，その中での

いわば，区分の設定が若干変わってくるということですので，この事業計画の数字は，

あくまでも見込みですし，極端な乖離がありませんので，もしこの部会の方でこれを

直すべきという議論が多数を占めるようでありましたら，子育て会議での議論も必要

となってくると思いますし，今申し上げたようなところで御理解いただけたらと思い

ます。ただ，予算のことにつきましては５年間のあいだでどのような制度の改正があ

るかも分かりませんし，どのような形で移行するかもありますので，この事業計画の

中ですべて予算を押さえるということは当然，不可能だと思いますし，市の財政の中

での議論であると思いますので，その点については，市の方で予算案という中での議

論になっていくかと思います。 

それから，市の負担が増えるといくことで山中委員が言われていますけれど，当然，

新制度に移行されていない私立幼稚園がすべて新制度の 1号認定に移行されますと，

公定価格（施設型給付）も発生し，そこで市の持ち出しも増えてくるわけですが，そ

れについては，制度上，市が負担するものと理解していますので，この計画の中で数

がどうのこうのといくことでその新制度への移行は，仮に幼稚園がそのまま幼稚園と

して移行されても，それは,制度上でのことですので，市としては，何らかの手立てを

すべききものと考えています。 

長澤会長 以上，事務局からの説明ですが，これについて何かご意見ございませんか。 

山中委員 

もう一点，今の説明の中で，事業計画で出ている数字は，出生率などで出した数字

ですが，2 号 3 号の子どもという設定をされていると部分が幼稚園へ移って，もとも

との数が膨らむと考えているのか，その中にいる子どもたちが移動するだけなのか，

市はどのように考えているのか。 

事務局 

ニーズ調査の中では，今の現状というか，その時点での見込みということですが，

どちらも言えると思います。子どもの数がどう変化するのかということも見込んだ中

で，鈴鹿市としては，子どもの数は，微減ということで出てきていますが，ニーズに

対しては横ばいあるいは若干の微増になるのではないかと思われます。制度の改正に

よって，これならやっぱりもっと働こうか働いて預けようかという親御さんがでてく

るかと思いますので，その今現在の幼稚園で預かっていただいているお子さん，それ

から保育所（園）で預かっているお子さんの異動も，主にそういう異動だと思うんで

すが，新たに，自宅で預かってみえるお子さんについても増えてくる，一概にそのど

ちらかにという考え方ではないと思います。 

長澤会長 どうでしょうか 
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古市委員 

今日は，専門部会ですので，当事者の代表が 3名ずつ集まっていただいて議論をさ

せていただくわけですが，こういった議論の中で過去の反省を振り返ると，定員を設

定するということで，大変多くの問題が発生しております。昭和 58 年当時は，私立幼

稚園の代表と私立保育園の代表からなる幼児教育連絡協議会というのがありまして，

そこで定員の増減は，紛糾して審議していた思い出があります。それがいつの間にか

役割が薄くなって，定員増や新設といったことがまったく出なくなった。 

当時としては，一歩進んだ取り組みといわれていた。以後，公立幼稚園が４歳児保

育を試しに８園で行うこととなった。そのような経緯があります。 

この新制度の認定こども園は，幼稚園と保育園の垣根を低くして，待機児童を解消

する（すなわち），幼稚園は定員割れがほとんどで，保育園は，待機児童を解消する意

味でやるのと４団体の父兄負担の平準化を図るというのも大きな根幹ときいている。

そんな中，新制度に移っていくと，幼稚園から認定こども園へ移っていくと，公定

価格（保育料）を市町が決定して，それによって家庭の所得割りで徴収する方向に変

わっていくのですが，その理論において，今の保育料は，国の公定価格の約 70％で不

足分は市が負担している。だから幼稚園が認定こども園へ移行した場合も公定価格の

70％程度に設定してほしいと全国的にも要望はあるわけです。今年の 4月にスタート

した津市におきましては，保育所が 69％ということで，69％の最高 25700 円を 17000

何がしとして,差額は市が負担しているということで，スタートしています。しかし，

鈴鹿亀山四日市はいまだに当面に本年度移行するという園がありませんので結論を

先送りする，いまのところは国で決められた公定価格のとおりのようですが，四日市

はすでに該当園が出てきたということで 69％から 70％ぐらいの方向で検討中という

ことを聞いています。津市も四日市市もそのように決まれば鈴鹿市のみ国の公定価格

通りというわけにはいかないように思いますし，議会の議決でも近隣の市町はどうし

ているかというのを材料にしているので，議員の承認も得やすくなるのではないかと

思います。そうなると今度は幼稚園の方も認定こども園の 25000 何がしが 17000 何が

しになってくるといつまでか2万何千円ということでは続かないようにある部分にお

いては幼稚園教育を望む親は依然として来ていただくと思うのですが，この認定こど

も園になると就労証明も要りませんし，どなたでも入れるという開かれた形になりま

すので，認定こども園の方へある程度は移行されるのではないかなと思っています。

しかし，どちらにしても私立の幼稚園にしても私立の保育園にしても私立というと議

会の議員みなさんや世間一般でも私企業のように思っていますが，これはあくまで公

益法人ということで世間一般のために活動する法人で私企業では全くないわけです。

保育所の方は設立にあたっては 75％も国の補助がありますけど，学校法人の場合は

10％もありません。それで学校法人を創られた理事長はそれなりの動機と決意を持っ

て，設立するときには自分のことを言って申し訳ないですが，51 年の 40 年くらい前

に億単位の寄付をして設置しているわけです。そして所有権は一切なく運営権と人事

権がある，そして条項の三条，運営に不足が生じた場合理事長がこれを補う，運営に

赤字ができたら理事長が別のポケットから補うべしという条項が入っているわけで

すので，全く私企業ではないわけです，そして公益法人という社会公共のためにやり

たいという熱い気持ちを持っている人が学校法人の運営者であろうと思っています
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ので，保育所の場合は保育料が公も私も同額で市が決めていますが，学校法人の場合

は公立と私立は 3倍半ぐらいの差異がありまして，そして公立は公立の幼稚園のあり

方の検討委員会が 30 年ぐらい前から１，２，３次４次までぐらいされましてその第

一回から私参加していますが，２１年に中学校単位で公立の幼稚園をまとめるという

この認定こども園の計画がされる前，鈴鹿市はそういう方向を出してその方向に向か

って行政も政策を進めておられるみたいですが，そこでその計画は完成しないうちに

また国が新しい制度を提案して２１年に答申した幼稚園の計画とこの認定こども園

の計画はまた方向性が変わってきたということでありますし，政権与党の自民公明の

選挙公約で２０２０年には幼児教育の無償化というのも実現するのかしないのか今

は不明ですけども，それはきちんと活字になって示されておりますので，無償化にな

ってしまえば保育料もなにもない無償化ですので，義務教育ではないので学校区はあ

りませんので父兄は自分の好きなところへ願書を提出されるであろうと思うが，そう

なった時はそうなった時ですが，それまでの数年間というかそれは認定こども園の園

もできれば従前どおりの保育園で運営される社会福祉法人もあれば従前の幼稚園で

運営する学校法人もあるというような中での鈴鹿市の形態が進んでいくのではない

かと思います。それで，この先ほど申し上げた公定価格（保育料）を市町が決める独

自の価格に変える覚悟が鈴鹿市にあるのか，四日市は四日市，津市は津市，鈴鹿市は

鈴鹿市といっていられるのかそのあたりの意向は執行部ではないと返答はできない

と思うのですが担当の部や課ではできないと思うのですが，それは執行部に強く心構

えをお願いしておきたいと思っております。 

長澤会長 

申し訳ないですけど，公定価格（保育料）の答えに関して今回こういう形で認定こ

ども園の話が進んでそこからの話だと思いますが，何より公定価格（保育料）をどう

していくかということはこの部会の話ではなくて子育て会議で，今後また話しあって

いくことだと思いますのでそちらの方で，またもう一度そういう話を持たせていただ

きたいということでよろしいでしょうか。 

古市委員 若干関係があるということで。 

長澤会長 一旦，この計画についてもう一度議題を戻したいのですが，よろしいでしょうか。

古市委員 はい。 

山中委員 

私保連の先日の会議では，先ほど言いましたように，この出てきた定員については

市と話ができていて，その中である程度資料の提出もして決めたと私たちも説明を受

けたので，それで数的にはいいのではないかと結論が出ました。ただし，そのことを

進めていく場合に，先ほど出させていただいた子ども・子育て支援計画と乖離があっ

ても大丈夫なのかとか，それからもうひとつ，この後で先程会長が触れられましたが，

認定こども園というものについてどういうふうになっていくのかというところの理

解がなかなかどこも進んでいないのではないか，子ども・子育て会議の中でもきちん

とというか多くの時間を割いてその議論をされたわけでもないし，これからもう一年

度先（平成）２９年度から認定こども園というのができて，その認定こども園と自分

たちがやっている保育所とその入所のこととかいろいろな子どもの待遇のこととか，

そういうことについて不安があるのでそこについては市も含めてやはりきちんとそ
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の議論をしてほしいし，私たちにも教えてほしいというのが議論としてあったのでそ

のことをお願いしたい。 

長澤会長 
一点質問なのですが，認定こども園についての議論というのは，具体的に認定こど

も園のどういう点についての議論でしょうか。 

山中委員 

この最後の資料の一番の裏についている，これは幼稚園へのいわゆる新制度に移行

を検討するにあたっての懸案と考えている点について，国がアンケートを出して幼稚

園が答えたもので，認定こども園になっていく新制度の幼稚園になっていく時におそ

らくこんな不安があるだろうということで出された答えとして「新制度の仕組みが十

分に理解ができない」「市区町村との関係構築に不安がある」「保護者の理解が得られ

るか不安である」「応諾義務や利用調整の取り扱いに不安がある」「所得に応じた保育

料などの利用者負担の仕組みに不安がある」「施設の収入の面で不安がある」「新制度

への移行に伴う事務の変更や負担増大等に不安がある」こういうのを想定してどれが

一番不安ですかと聞いたアンケートなのですが，先程言われた（出された）不安とい

うのはまさに今，認定こども園になる新制度の幼稚園になるという人たちが持ってい

るし，私たち保育所側としてもそこのところが保育所は今それなりに市との関係がつ

くれていてこういうことが決められているけども，個々の入所のこととか応諾義務や

利用調整のことひとつとっても，まだ市としてはこういう風にするんだというのが出

されていない点はやはり不安だということです。 

長澤会長 
ということは議論というよりも，この特に認定こども園をめぐっては新制度につい

ての周知とか理解という点でまだ十分ではないということですよね。 

山中委員 はい。 

長澤会長 

その点については，本体の子育て支援会議の方で何度か出させていただいてきたと

おりで，特にこういう実施したい主体者だけでなく，市民のほうからもこういう声が

あるということをずっと言ってきたところですよね。だから今後どういう形で周知を

図っていくのかというのを考えていただきたいというふうに思います。 

もう一度この３園のことについてよろしいですか？ 

古市委員 ちょっと，こちらの話ですが，あなたのところは打ち合わせをして？ 

山中委員 

先程言ったように，先日のいわゆる代表者会のなかでは，その数という今回出てき

た計画の数については，市ともちゃんと調整や話はしてあるし根拠があって出した数

字だからっという説明を受けたので，それでいいだろうというふうに認めた。 

古市委員 あ，認めた。 

山中委員 ということです。 

古市委員 はい。 

山中委員 

ただ，それをやっていく中で先程出したいろいろなこと，まだ決まっていないこと

とか不安点があるので，そこについてはこれからまだ一年以上先だからその間できち

んとして欲しいという事です。はい。そうでしたね。 

鎌田委員 そうですね。 
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長澤会長 

この見込み量についてですけどある程度柔軟に考えていく必要があるのかなと思

うんですけど，９月でしたか？実際問題過不足なくという形で傾向をだしています

が，子育て地域拠点事業でしたか？どこかで待機児童の数が出ましたよね。新たな調

査でという形でやっぱり絶えずニーズとか変化してまいりますので，ある程度柔軟に

考えておく必要があると思います。 

伊藤（圭）委員 よろしいですか？ 

長澤会長 はい。 

伊藤（圭）委員 

はい。私だけがこの会議の中で全くのど素人で，いろいろお話を聞いていても，か

なり難しい専門用語が飛び交っていてわかりづらいところがあるんですが，単純に３

人の子供の父親としていろいろ不満に思うことがありまして，このいま議案の１と２

がありますけども，議案１の認定こども園の移行についてという議題が出ていますけ

ど，移行するにあたって，先に利用定員，待機児童がどうであるかとかいろいろなこ

とがあってそれが認定こども園への移行はＯＫなのかどうなのかという議論ではど

うなのでしょうかね。市としては今現状で，どれくらいの待機児童がいて，認定こど

も園にすることによってこんな良いことがあるんだ，こんな悪いことがあるんだとい

う事すら，私ら父兄としては分からないところもありまして，その中で，例えば今利

用定員の設定というのがありますが，現状はこのようで，認定こども園にすると増え

るから余裕があって，例えば市外からいろんな私はまあ事業主の代表として来させて

頂いておりますので「より良い鈴鹿市」よそから従業員が来たいといったときに，雇

用の問題もいろいろ子どもの若い従業員に仕事をしていただくにあたって，それなり

の子どものいろいろなどのような鈴鹿市はどのような事をしてくれるのかというの

がかなり左右されてくるんですけども，そのあたりの細かい所というか単純なところ

をちょっと私らからすると全然わかりづらいので教えていただけるとありがたいで

す。 

長澤会長 はい，事務局 

事務局 

はい。認定こども園というのは，幼稚園それと保育園を合わせ持つというのが認定

こども園ということになりますので，利用定員という，そもそも待機児童云々につき

ましては，認定こども園だけではなく幼稚園は幼稚園，保育園は保育園で，利用定員

を設定していただいております。待機児童につきましては，特に保育園の方で問題に

はなるんですけども，利用定員というのが例えば１００人であって，１０２人入りた

いとなったら当然２人入れないというような事が発生するわけでございまして，私ど

もとしては，年度途中の入所申し込み，先程伊藤委員がおっしゃっていただいたよう

な転入の方，それと当然年度途中でも出産とか育児休業明けというお子さんはお見え

になりますので，そういったお子さんを保育所，保育園の方でお預かりをさせていた

だこうと思いますと，当然４月１日時点の利用定員が１００人であれば，もう４月時

点で１００人入っておれば，年度途中であとの１１ヶ月，１２ヶ月は，新しく入るこ

とが無理になるわけでございます。ですから私どもとしては，供給過多という言い方

はちょっと変なんですけれども，供給をさせていただく利用定員というのは，幾分か

多い目という言い方もまたちょっと語弊があるかもわかりませんが，ある程度１２０
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人なら１２０人の利用定員で，４月が例えばですが１００人ぐらいでスタートしてい

ただければ，年度途中の２０人が拾えるというとまた言葉がちょっと不適切になるか

わかりませんが，年度途中の保育事業に応えていただくと，そういうのが私どもが考

えるものでございます。ただ経営の観点から考えられますと，当然１００人でスター

トして１２０人の供給体制を保とうと思うと，保育士等の人件費とかのご心配もあり

ますので，できるだけ経営者の方にとっては，４月から定員いっぱいもしくはそれに

近い状態でスタートするというご要望というか計画はお持ちだと思います。ただ鈴鹿

市の方も，結構転出入の方も多くございます，それとやはりまだ鈴鹿市も若い町でも

ございまして，年間に１７００，１８００人の出生ということでございます。まあ出

生イコール保育所で預けるということではもちろんないですけれども，当然一年間に

１７００，１８００人の出生であれば，それに伴った育児休業明け等の人数も，ほぼ

その利用が必要になってくる場合がございますので，年度途中の入所希望に十分お応

えをしようと思いますと利用定員についてはいくらか余裕がというか。 

伊藤（圭）委員 

そうですね。そうなると例えばの話，移行するにあたって，単純ですけど増やして

いただいている所もありますけども，増えていないサン幼稚園とかもあるわけで，先

程のお話を聞いていると，僕の間違いかわかりませんけども市の補助や国の補助が入

ってくるのであれば，定員もちょっと余裕を持っていただけるように働きかけて，そ

ういうことなら移行してもいいよとかそういうことはできないのですかね。 

事務局 

その利用定員については，移行する方がいいとかそういう事でなくて今の保育園な

ら保育園の方での利用定員を充足していただければいいのかな，それについては地域

的な事情もございまして，個別ご相談をさせていただいたりするケースもございま

す。それとあくまでも保育園，幼稚園のほうが，認定こども園に移行されるというお

考えを，その法人のほうのお考えになりますので，幼稚園だからどう保育園だからど

うという事ではなくて 1 号認定，2 号認定，3 号認定のお子さんをお預かりいただく

ということについては，私どもとしては幼稚園，保育園関係なく，それぞれ認定こど

も園関係なくですね，利用定員の供給を確保してくれると，非常にありがたいという

ふうに考えています。 

伊藤（圭）委員 

まあ，私もちょっと勉強不足のところもあるのですけども，単純に県外からとか育

児で戻ってきた人の子どもたちを預かってやれるような状況に，ちょっとでも市がも

っていっていただけると私たちも雇用するにあたってありがたいので，ちょっとその

あたりもわかっていただけたらよいかなと思いますので，よろしくお願いします。 

長澤会長 はい。後藤委員。 

後藤委員 

いずれの法人もこの制度が移っていく中で，生き残るというか公益性というか市民

のためにがんばってるわけです。その中でこういう風に案が出てきて，こども園に移

行すると，そういうことに対して突飛な数字でない限り，それがどうこうと法人に対

しては非常に言いにくい部分ですよね。それは企業努力の部分があったり，ただ大事

なのは，鈴鹿市がその全体を見てどういう風な，これから状況がどうなっていくから

それは例えば市の補助がどのくらいになっていくかとか父兄の親の負担がどうなっ

ていくかそういったことが，本当は明らかになるか，事前にこう出てないとその出て
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きた数字に対してはっきり答えっていえないですよね。例えばこの辺でいうと，四日

市や津がと古市委員がおっしゃいましたけど，金額が動いてます。例えば四日市は小

学校３年生以下の子供の幼稚園児の保育料を半分だ，第３子は全額だという風に補助

をするというのを小学校６年生まで引き上げましたよね。そういうことが鈴鹿市がど

うなっていくかというようなことが全然見えない中で，本当はここでどうといわれる

といいようがない，だからここでこれはそういう風に考えてみえるのだったらそれは

まあ仕方がないというかよろしいのじゃないですかと，であれば鈴鹿市はどうするの

ですか？四日市と鈴鹿市の境にいる親は「じゃあ四日市に行ったほうがいいよね」「津

へ行ったほうがいいよね」って，鈴鹿市で本来子供を育てて，鈴鹿市へ戻ってくるよ

うなそんな市の運営をしようといってですよ，ふるさと鈴鹿市を栄えていこうといっ

ている一方で，そういう福祉に対する教育に対するかかわりをどうするかという方針

がもう少し見えてこないとはっきりとした答えができない部分だと思います。 

長澤会長 

おっしゃるとおり，就学前だけではなくって学校教育のほうも含めて，全体として

の子育て計画をどうしていくのかビジョンをどうしていくのかという話だと思いま

すけれども，それは子育て会議のほうで何度か出てきているんですけども，検討事項

という事でなっております。 

長澤会長 そうですね。 

鎌田委員 はい。よろしいですか。 

長澤会長 はい。鎌田委員お願いします。 

鎌田委員 

今回の 3園に関しての私保連としての基本的な考え方は，やはり後藤先生がおっし

ゃったように，中身を見ていただいたらわかるように現状をほぼ維持している変えて

いないということから，この 3園の認定こども園の移行に関していいんじゃないかと

いうような考え方が強くありました。それだけご報告させてください。 

山中委員 

今回のこのことについて，私の自分が持ってきた資料でこういうところが根拠にな

るのかなと思うのは，この「私立幼稚園の新制度への円滑移行について」という資料

が，内閣府のほうから今回のこども子育て支援新制度について，この二段目の計画に

基づく認定こども園の新制度への円滑な移行支援というところに説明として下線が

引いてある，『必要量が供給を下回っても認定こども園への移行希望を踏まえ，計画の

必要量に上乗せして，都道府県による認可が受けられる仕組みと運用の確保』と

こんなふうにあらかじめ予想したように，子ども・子育て支援計画と違うふうに，認

定こども園なり計画が出ていても，それは国が進める制度だから支援していくように

というふうに読めるようなことが書いてあってですね，わぁすごい，国がそこまで考

えてるとは思うのです。でもやっぱり鈴鹿市としては，冒頭に質問させてもらったそ

のしっかりした後藤先生の話もそうですけど，しっかりした計画がやっぱり欲しい，

そこのところを鈴鹿市としてきっちりとしたものを出して欲しいというのは，この子

どものことに関わる関係者全員の気持ちだと思うので，ぜひそこはしっかりと来年機

構改革もあるということですので，その中でしっかりとした方針を出して欲しいとい

うふうに思います。 
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長澤会長 あとご意見ございませんでしょうか。 

長澤会長 よろしいですか。 

清水委員 

はい。清水です。まだ難しいところとかなかなか解らないところとかあるのですが，

こども園に移行される園や幼稚園があるとしても，やっぱり利用者側として，利用者

の皆様を柔軟に対応できるような制度というか市の方も考えてもらいながら一緒に

対応できるような制度になったらいいのかなと思っております。今まだ勉強段階で難

しいことなかなか言えないんですが。 

長澤会長 服部委員いかがでしょうか。 

服部委員 
はい。今回はエントリー側でございまして，あまり申し上げるのはいかがなものか

と思ってます。 

長澤会長 

はい。とりあえず，今回この 3園の計画については，とりあえず移行はお認めいた

だくということで，今後の課題としては，おっしゃったとおり，やっぱり全体として

の鈴鹿市全体としての子育て計画をどうしていくのかという事であったり，今回の認

定を受けての公定価格（保育料）の問題をどうしていくのかというところをまた今後，

諮っていくということでよろしいでしょうか。 

はい。ありがとうございます。 

それでは事務局のほう，今後ということでお願いいたします。 

事務局 

はい。それでは事項書の５番目にあります今後の予定ということですけれども，熱

心な御協議ありがとうございました。１１月１９日に「子ども・子育て会議」を予定

しておりまして，今回この場で協議された内容も報告させていただいて，「子ども・子

育て会議」ではいろいろな立場の方もおられますので，また広い視点，違った観点か

ら意見を頂戴しながら次回「子育て会議」で報告させていただきたいと思いますので

どうぞよろしくお願いします。 

長澤会長 
はい。ありがとうございます。 

では，事務局のほうに進行をお戻しいたします。 

保健福祉部参事 

熱心に御協議いただきありがとうございます。 

この４月から新しい制度が始まって，全国的にもこの認定こども園の移行なり，そ

れから本市におきましても，これから認定こども園に移行される事業主が増えてくる

ということが予想されるかと思いますので，またその時には協議いただきたいと思い

ます。それから，この部会の直接な議論ではございませんけども，部会のほうの運営

につきまして，影響のあるいろいろなご意見賜りましたので，それはこれから児童保

育課，保健福祉部のほうで議論を進めながら，そして子ども子育て会議にもご議論を

いただきながら，進めてまいりたいと思いますのでよろしくお願いを致したいと思い

ます。今，申し上げましたように，今日議論いただいた内容につきましては，１９日

の子ども・子育て会議のほうでご報告をさせていただくということになるかと思いま

すので，その点に関しましてはよろしくお願いしたいと思います。どうもありがとう

ございました。 

長澤会長 ありがとうございました。 
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事務局 
どうも皆様ありがとうございました。 

これをもちまして閉会とさせていただきます。 

 


