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平成２７年度 第１１回 鈴鹿市 子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２７年１１月１９日（木） １３：００～１４：４５ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１０階 １００４会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），伊藤 圭次郎，井ノ口 智士，林 和枝，山

中 幹雄，古市 嘉郁，福本 廣子，近藤 真奈美，伊藤 幹子， 

中島 夕子，森 絵里，西村 治美，伊田 知代，西 繁 

（以上１５名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部次長兼社会福祉事務所長（近藤）， 

保健福祉部参事（舘）， 

児童保育課計画Ｇ（山田ＧＬ），児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ）， 

児童保育課保育Ｇ（植田ＧＬ），子ども家庭支援課長（瀬井）， 

学校教育課長（山田）， 

（計８名） 

傍 聴 者  ５名 

資  料 

１．第 11 回会議事項書 

２．認定こども園への移行について［資料１ 部会での主な意見］ 

３．平成 28 年度保育所・幼稚園申込状況［資料２］ 

備  考  

 

 

１．開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員の出席状況（出席者１５名 うち遅参２名）   

保健福祉部長 

皆さん，こんにちは。保健福祉部長の松井でございます。 

皆様方には日頃から市政各般に渡り，何かと御理解・御協力をいただき，誠にありが

とうございます。 

子ども・子育て支援新制度が，本年 4 月から施行しまして,早くも半年以上が過ぎま

したが，早くも,来年度の保育所（園），幼稚園の申し込みが始まり，保育所につきまし

ては定員申し込みをいただきました方々を対象といたしました面接に入っているとい

うふうな段階でございます。 

平成 29 年度を目途に，認定こども園への移行を具体的に考えておられる法人がいく

つかあるというようなことから，先般「就学前教育・保育施設部会」を設置し， 

11 月 2 日に御協議をいただいております。 

本日はその部会での協議内容をご報告させていただきますとともに，各委員の皆様か

らもそれぞれの立場，さまざまな角度からご意見を頂戴いたしたいというふうに思って

おります。また，先程申しました来年度の保育所の入所申し込みの状況等も合わせてご

報告をさせていただく予定であります。簡単ではございますが，冒頭の挨拶とさせてい

ただきます。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 



2 
 

説 明 

（事務局） 

はい，ありがとうございました。 

それでは，議事進行に入ります前に本日の資料の確認をしたいと思います。 

本日の資料としまして，事前に送らせていただいておりますけれども，もしお手持ち

がございませんでしたら，申し上げていただければと思います。 

配布資料の確認と説明 [事務局説明] 

第 11 回会議事項書 

認定こども園への移行について［資料１］ 

平成 28 年度保育所・幼稚園申込み状況［資料２］ 

子ども・子育て支援新制度 実施直前アンケート［山中委員からの資料］ 

 ２．議事 

事務局 
ここからは議事に入りますので，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 

はい，それでは皆様よろしくお願いいたします。早速、議事の方に入ってまいります。

事項書１，「認定こども園の移行について」に入ってまいりたいと思います。事務局

の方から説明をお願いいたします。 

事務局 

それでは私から，資料 1に基づきまして説明をさせていただきます。 

お手元の資料 1をご覧いただきたいと思います。先程，部長の挨拶にもありましたよ

うに，先日 11 月 2 日に「就学前教育・保育施設部会」で協議いただきました内容をま

とめた資料です。 

次に，資料の 2ページ目をご覧いただきたいと思います。ここからは先日の専門部会

での資料をつけさせていただいております。簡単ですが，その内容をまず説明させてい

ただきます。「認定こども園の移行一覧」ということで 3件あがっております。 

1 件目でございますが，こちらは白百合幼稚園です。こちらの園は磯山 2丁目にあり

ます私立の幼稚園ですが，平成 29 年の 4 月を目途に，幼保連携型の認定こども園への

移行を考えておられるという事でございます。この移行に関しましては，備考欄にも書

かせていただいておりますけど，平成 28 年度に補助を受けながら，トイレやテラスな

どの必要な施設整備を行いたいという計画をしているという事でございます。 

それから 2件目ですけど，サン幼稚園ということで，これはサン保育園も同じですが，

平成 29 年 4 月を目途に，こちらも幼保連携型の認定こども園への移行を考えておられ

ます。こちらの施設は，太陽の街（郡山町）にあります私立の幼稚園・保育園ですけれ

ども，ちょっとこの資料には記載はございませんが，こちらも白百合幼稚園と同様に平

成 28 年度には必要な施設整備を行いたいという事でございます。 

それから 3件目でございますが，こちらは法輪保育園ということで長太にございます

私立の保育園です。こちらの園は，平成 29 年 4 月を目途に幼保連携型の認定こども園

への移行を考えておられます。こちらの施設につきましては，移行に伴います施設整備

は必要ではないという事でございます。 

それから 3ページをご覧いただきたいと思います。こちらは，それぞれの施設の現状

と利用定員の設定（考えている利用定員）という事で伺っております。最初の白百合幼

稚園ですが，こちらにつきましては，現在 3歳から 5歳のお子さんを 200 名程度預かっ
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ていただいておるという事でございます。移行後につきましては，現在預かってみえる

お子さんの中でも，保護者の方が仕事をされており，預かり保育を利用されている方も

いられるということから，保育が必要な，いわゆる 2号・3号という認定の枠として，

合計 30 名を考えておられるということでございます。1号認定つきましては，ほぼ現状

と同程度という事でございます。それから 2件目のサン幼稚園・サン保育園ですけど，

こちらは現状も，一体的な施設の中で運用されておりまして，現在の定員をそのまま引

き継いだ形で，幼保連携型のこども園へと移行したいという事でございます。こちらも

就労されている保護者の実態もございまして，今の定員の約半分になる 60 名を 2 号認

定のへ設定をしていただいて，それから，サン保育園の定員と合わせて，150 名になる

のですが，この 150 名の認定こども園へという事で考えておられます。ただこちらの施

設につきましては，非常に老朽化も進んでいるという事で現在の場所ではなく，すぐ近

くに移転をして運用をしていきたいという事でございます。 

続きまして，4 ページになりますが，こちらは私立の法輪保育園でございます。法輪

保育園は，保育園ですので 0歳からお子さんをお預かりしていただいていますが，第Ⅲ

期の幼稚園再編成整備計画というのを鈴鹿市は持っているのですが，その中で公立幼稚

園であります長太幼稚園・箕田幼稚園の統廃合を進めており，その中で長太幼稚園がな

くなってくることを考えて，地元のお子さんを中心にということになろうかと思います

が，保育を必要としない 3歳から 5歳の 1号認定のお子さんを 9名設定いただいており

ます。このことについては，保護者や地元ニーズによりましては，現状の 120 人の定員

の中で設定をもう一度考え直すことも検討はしていきたいと言っておられますが，現状

としては，1号認定・2号認定・3号認定合わせて，129 名で考えておられます。 

以上が専門部会での検討いただきました資料の説明になります。これらの資料に基づ

きまして，各委員の方からいろいろな意見をいただきましたものをまとめましたのが１

ページになります。戻っていただいて申し訳ございませんが，出された意見としまして

は，ここにも列挙させていただきましたが，「今回の移行に伴います定員の設定と昨年，

策定いたしました事業計画で見込まれております数字との整合性がとれているのか」と

か，あるいは移行することによりまして，施設型給付という公費が，非常にたくさん必

要になってくるというわけですが，「そういった財政負担が増大するけれども大丈夫な

のか」などのご質問をいただいた他に，「現状を維持できるような人数設定のため，い

いのではないか」あるいは「市に対してきちんと根拠のある理由も説明しているという

ことなので理解しております」といった意見もいただきました。その他，「事業主の立

場としては市外から従業員を受け入れる際に保育所がすぐに入れるようなそういった

環境・整備をしていただけたら」という意見も頂戴したところでございます。 

また，市全体として，「子育てに関する将来ビジョンが，はっきりと出てきてないよ

うな中で判断するのは難しい」という意見であるとか，内閣府の資料を引用しての意見

ですが，私立の幼稚園が移行する際にはいろいろな課題というのがあるわけですけれど

も，例えば「移行に伴う事務に不安がある」とかあるいは「応諾義務や利用調整の取り

扱いについて不安がある」とか「新制度の仕組みがまだわかっていない」とか「収入面

が不安だ」とか，そういったいろいろな課題を抱えている中で，「市もそういった課題

に対しましては，しっかり整理していって欲しい」といった課題も頂戴したところでご
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ざいます。 

下の部分（後半）に書かせていただいておりますけど，いずれにしましても専門部会

全体としましては，今回 3件の移行に関しましては，まあいいのではないかというご意

見を頂戴したところでございます。 

報告は以上です。 

長澤会長 

はい。ありがとうございます。 

この件につきまして何か意見等いただきたいと思います。 

いかがでしょうか。 

山中委員 すみません。 

長澤会長 はい。 

山中委員 

会議のほうで発言をさせてもらって，ここに意見としてまとめられている部分なので

すが，これについての市としての見解というか回答についての部分は，いつどういうふ

うに出していくのですか。 

事務局 

議事録をこの子ども子育て会議と同様にホームページでアップさせていただくつも

りでございますので，概要にはなりますけども，その点については，そのような形で公

開という形を取りたいというふうに思っております。時期的には，11 月 2 日に出してお

りますので，なるべく速やかにということですが，まだちょっと今ホームページに載せ

る段階まで至っておりませんので，早急に対応をさせていただくということにしたいと

思っております。 

長澤会長 疑問に対しての回答が欲しいということですよね。 

山中委員 

はい，そうです。 

決めていくというのが前提で，認めて欲しいという話になったと思うのですが，ここ

はこうあそこは不安，例えば応諾義務でも決まっているのか決まってないのかという

と，鈴鹿市は決まっていないというのが 4月当初の回答でしたので，そういうのがどう

いうふうになっていったのかという事も，やっぱりはっきりしないといけないことだと

思うのです。だから，その回答はどういうふうにこれから出してくるのかということな

のです。 

長澤会長  はい。保健福祉部参事。 

事務局 

当然，国の指針というのも出ておりまして，その応諾義務というのは，委員の方には，

お分かりにならないと思いますので，説明させていただきますけれども，子ども子育て

支援法の中で，そういう就学前教育・保育施設の事業者（起業者）については，利用の

申し込みを受けたときについては，正当な理由がなければ，これを拒んではならないと

いうところが応諾義務の規定であるわけですけれども，その正当な理由というのが，定

員に空きがない時であるとか，定員を上回る利用の申し込みがあった場合とか，その他

特別な事情がある場合というのが基本となっておりまして，特にその他特別な事情があ

る場合というのが，いろいろ示されているわけでございますが，それについて，市とし

てもこれらの国が示した基本的な部分に沿った中での市としての決め事というのが，こ

れからしていくという事で，今まだ確かに定めてはございませんけれども，それは規定
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をしていくところは必要があるのかなと考えております。 

山中委員 

すいません。今日，私から出させてもらったこの資料ですけれども，各市の保育園が

参加している団体が，新制度になるということで，実施直前という事で，2月 3 月の状

況を各市町にこの事についてはどうですかというふうに問いかけをして答えてもらっ

たアンケートをまとめたものですが，この資料ですと，下の方の 3の 2のところに応諾

義務の事が書いてある。ほとんどの市町で，認定こども園の有無というところが当然あ

るわけですが，決められている市町が，4 月時点で半数以上あったわけです。そういう

ふうな事も実は鈴鹿市は決めていない中で，やっぱりこの認定こども園の事が出てきた

という事になっているので，そこのところはやはりどうしても利用者が不安になってい

るので，私たち保育所としても，その入所申し込みが，今，されている時ですけれども，

入所申し込みをすると，私たち保育所は児童福祉法の第 24 条の 1 項で（応諾）しなけ

ればならないという自治体の保育義務にしたがって，入所を決めてもらうわけです。と

ころが，第 24 条 1 項以外の施設に，幼稚園も認定こども園もすべてなっていくわけで

す。そういうところに，この 1 号・2 号・3 号の認定された子をここに入れてあげてく

ださいよというところで，かなり差が出る可能性はないのか，そこに不安がある。認定

こども園側だったら選べるのじゃないかとか，そういうところまで考えてしまうので，

そこのところは，やはり早くきちんとしたものを出さないと，他市はやれているという

言い方をすると，鈴鹿市はとても嫌がりますが，やっぱりそういう事はきちんと決めて

いかないと，これは応諾義務だけの事ではないのですが，当然この後，認定こども園の

1 号認定の保育料と公立幼稚園の保育料というのは，1 号認定という認定された子なの

で，一緒にならなければならない。そうなると鈴鹿市の方針として今ここで今値上げを

してないという状況の中で，29 年度から認定こども園に入ると，今まで幼稚園に払って

いた保育料とは違う算定方法となっているわけです。そらあたりをきちんと（29 年です

けれども）示していかないと，私たち保育所側としても不安ですし，利用者としても不

安な部分はあると思うのです。だからそこをどういうふうに決めていくのか，どんなペ

ースでやっていくのかという事はもっとはっきり市は出して欲しいというのは私の希

望です。その事が見えてこないのに，つくる事だけが先に先行してしまうというのが不

安なところです。 

長澤会長 
いかがでしょうか。 

はい。近藤委員。 

近藤委員 

私も全部わかっているわけではないのですが，やっぱり市民の方々にどうして認定こ

ども園が必要なのかという，その必要性をわかりやすく説明していただくというのも必

要ではないのかと私はこれを読ませていていただいた時に，「あれっ認定こども園って

しなかったよね？」「なんで急にすることになったのだろう？」とか，そういうふうに

思ったし，今から保育園・幼稚園を選ぶお母さんたちにとっても，認定こども園のいい

所はこういう所，ここの保育園のいい所はこういう所，幼稚園のいい所はこういう所と

いうのが解かれば，とっても選びやすいのではないかなと思うし，そういう所をホーム

ページであげていただくと皆さん見やすいのではないかと思いました。 

長澤会長 単純な疑問なのですが，前回の部会のほうで言われたとおり，施設設置者側としては
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いろいろな疑問や不安があるわけですよね。山中委員。 

山中委員 はい。そうです。 

長澤会長 
そういう不安とか疑問とかというものに関して，市側とのコミュニケーションの場と

いうのはあるのですか？ 

山中委員 

いろんな形で聞きに行っても，はっきり（回答）出てこないという事が多いので，実

用的に困っているし，新制度になっても，この 11 月の段階でもまだ決まっていない事

があったりするのがとても不安なのです。 

長澤会長 

たぶんそういうコミュニケーションなど回路がない事には，市側の方としてもいった

い何をどう手を打っていいのかわからないという所があると思うので，まずコミュニケ

ーションの回路を創っていく事が必要なのではないですか。 

それはたぶん市民の方でも同じだと思うのですけど，先程言われたとおり認定こども

園といっても未だにわからないですよね。それでたぶんどういう事がわからないかとい

う事を市側もわかってないですよね。そういう中，コミュニケーションする回路という

ものをまず持っていて，お互いいったい何が疑問で，何を解決していかなくてはいけな

いのかを明らかにしていかないと進められないですよね。 

事務局側はいかがですか。 

事務局 

過去からも，子ども・子育て会議の中で，説明の必要な団体につきましては，個別で

させていただくという事も対応させていただき，実際したような所もございます。一度，

広報の方でも新制度について，認定こども園に特化してではないですけれども，新しい

制度についての説明の特集は組ませていただいたというふうに思っています。ただ，ホ

ームページについては，設けていないというのは至らなかったなと感じますけれども，

過去からもいわれておりまして，できるだけの事はしているつもりなんですが，ただ，

全般に広く市民の方に認定こども園に特化したということにつきましては，今改めてご

意見をいただいたという事で今後については，対応していく必要があるのかなとは考え

ておりますけれども，今はそのような考え方でございます。 

長澤会長 例えばどんな形だったらわかりやすいですか。認定こども園について。 

伊藤（幹）委員 

認定こども園の説明といっても，難しい言葉でされても，普通の庶民の私たちにはわ

からないのです，市のほうはわかっているかも知れないですけど，私たちのような普通

のお母さんでは，まずその用語がわからない，もっとわかりやすくしてもらったほうが，

時間的にも金額的にもどのように違いがでて，どういう子たちが認定こども園に入れる

のか，保育園に入れるのか，幼稚園に入れるのかという，1号認定 2号認定 3号認定だ

けではさっぱりわからないし，広報に載せていただいているのもお母さんたちはたぶん

じっくりとは読んでいないと思います。凄く忙しいので。本当に興味があって，今から

自分の子どもを保育園・幼稚園・保育所に入れようと思う人は，熱心に気にされるかと

は思いますけど，もっともっとわかりやすい方法で，市が積極的に示していただいたほ

うが，いいのではないかなと思います。広報だけでは凄く薄い気がします。 

林委員 すみません。 

長澤会長 はい。 
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林委員 

赤ちゃん訪問に行っていて，産後家庭 4ヶ月までのお母さんのところに行ったときに

は，やっぱり上の子供さん（2歳 3歳の子）が居る時に，「どこの保育所・幼稚園がいい

ですか？」「こういう特色はどんなのですか」とよく聞かれる事もあるのですが，その

ときに認定保育所（認定こども園）だからとかそういう事は全く頭にはなくて，「ここ

はこれだけ預かってくれるのですか」「延長はどれだけですか？いくらですか」とかそ

ういう具体的な事になっていて，ひとつお母さんが今また今の段階ですけどもある保育

所を探して，一年しかその方は休みがないので，一年後に復帰しないとだめなので，探

し回っていたら，ある保育園で「延長保育を 6時か 7時までやってもらえますか」，「で

きますよ，できますけれども今は（保育士が）いません，入れるのだったら，一人その

方の面倒を見る保育士を残したらいいだけなのですけど」というような断る口調で言わ

れたら，もうそこは断ってしまったそうです。現実はそこなのです。これだけ表にして

言われても，別に親としては入ったときに「あっ。あなたと私とお金違うの？」という

所から始まるわけで，今言われたように説明というのは本当にもっとわかりやすく絵本

的な感じのところまで下がってもらってされたほうがいい。（これだと）何か入ってこ

ないのです。全然，私たちも説明がしにくくて「今，幼保一体化ってしてないよね？」

「あっ，聞いた事あります」くらいの感じだけです。申し訳ない。なんか私すごい皆さ

んの意見を聞いてちょっと安心したのですけど，説明できなくて。 

長澤会長 

前回の副会長のほうから提案があったとおり，今回，施設に関して専門部会ができた

のと同じように，この認定こども園について，市民向けにアナウンスしていくための専

門部会というのをこういう方々にも入っていただいてつくったらどうかという案もい

ただいたかと思うのですけど，そういう事とかをこれから先，進めていってもらう事っ

てできませんでしょうかね。 

事務局 

はい。今までの役所のやり方というか，広報だけではというふうな事もあり，これは，

子どもの関係に限らずいろいろな施策を説明するにあたって，従来，広報あるいは最近

ではテレビであったりラジオであったり，いろいろな媒体を使ってやっております。た

だ，いろいろな情報提供は，工夫しながらやってはいるものの，実際，一般市民という

立場になると，自分に関わりのないような情報は，たとえ広報に載っていても素通りし

てしまうという風な実態であると思います。そこへ持ってきて，いくら工夫していると

は言えども，わかりづらい行政的な専門的な用語をとらざるを得ないという側面もある

わけですけども，例えば保育所に関わるようなものや幼稚園に関わるようなものであれ

ば，もう少し見てもらいやすいような工夫を加えて記載していくというのが必要か思い

ます。委員長が言っていただきましたように，なかなか我々だけでは頭が固いと，いう

風なこともございますので，もしそういった事に参画いただけるという風なことであれ

ば，ぜひ，ご協力お願いしたいというふうに思いますので，私どもでまたそのあたりの

立ち上げも検討していきたいと思っておりますのでよろしくお願いします。 

特にお母さんの立場あるいは保育士等の現場に携わっている方の立場等の中で，組み

込んでいけたらというふうに思います，とにかく，知ってもらわない事には進みません

ので，そういう考えで整理させていただきたいと思います。 

長澤会長 はい。伊田委員。 
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伊田委員 

はい。先ほどから保護者にとって保育料の事とか預かっていただく保育時間の事とか

というのは，確かに凄く重要な事なのですが，この会議でも前から言われているように，

保育の質というか就学前の時間を生活する場の質というのを凄い話し合われていない

気がして，その部分もその説明の中に入れていただきたいというか，その認定こども園

はこういう保育料になって，こういう時間で保育部の子がいて，幼稚園の扱いの子がい

てというようなことだけではなくて，朝何時ぐらい（各園それぞれあるとは思うのです

が）だいたい何時ぐらいに来て，その幼稚園部の子は同じクラスの中で早く帰る子がい

て，そのまま違うお部屋とかそのままのお部屋で残っておやつを食べるなりという後の

時間を過ごしていってという，子どもたちの生活のリズムもたぶん変わってくると思う

のです。今，保育園は，多少お迎えの時間が違うと思うのですが，幼稚園だと同じ時間

に親御さんが迎えに来てというのが，やっぱり子供にとっては寂しく思う子もいると思

いますし，他の市なのですが保育園部と幼稚園部だとＰＴＡの役員をする場合に打ち合

わせをしたいという時に，時間の調整も凄く難しいというのも聞くし，保護者同士が接

触する機会が凄く少なくなるので，結局分裂というか分かれてしまう，保育部の方とは

仲良くなれるけど幼稚園部の方とはあまり接する時間がなくてあまり親しくなれなか

ったというのも聞くのですが，結局，そこの認定こども園からそのまますぐ近くの小学

校に入学していくとなると，その繋がりも親にとっては大事なものであって，もともと

この新制度というのは，子どもたちとその親御さんのためというのが一番大事なはずな

のに，子どもの生活を全然話が出されていないし，出てきた事もないので，自分の子ど

もが凄く園で過ごすリズムが変わっていく，ずっと同じお友達で遊んでいたのが，そこ

の帰る子たちがいるために少し前から遊ぶ時間を調整しながら分かれていってという

ようになってくると凄く今の生活のリズムと変わっていくし，それって本当に質を保証

しているのかなとも思いますし，でもきっと大人的には，「慣れるよ」とたぶん言われ

ると思うのですが，分かれたりとか，この複雑な生活も今とは違ったのだよと子どもた

ちに説明をすれば，きっと子どもたちの方が，柔軟性があるので，慣れていくとは思う

のですが，慣れさせていい事とそうではない事とあると思うし，子どもたちの生活する

場所として，もう少しそこに滞在する時の時間をもう少し話し合いの中に入れてもらい

たいなと思います。 

長澤会長 
それは，かなり個別の園の実証によっても違ってくると事だと思いますので，ここで

一括して話し合うという事はできないかと思います。 

西村委員 

はい。鈴鹿の子どもたちが，どこの園に行ってもやっぱり同じような質で高い保育と

かに教育が受けられるといいと皆さん思っていると思うのです。そこのところは根底に

ある事を信じて，ここに出ているのですけども，だから，そこの方針をきちんと打ち出

して「輝ける鈴鹿の子どもたち未来のために」と書いてあるので，そこのところを忘れ

ないで押さえながら，大人のいろいろな事情ですとか制度とかというところにはまって

いくのだと思うのですけど，やはり，ベースは子どもの権利が守られる地域社会になる

といいというところに，視点をおいていつも考えていきたいなと思うのですけれども，

そこが，なかなか出てこないので心配になったのかなと思います。 

長澤会長 おっしゃるとおり，その個別・事象の部分もありながら，市全体として子育てを考え
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るという上での，最低限の質の保証として何をうたっていくのかということは必要かも

しれませんね。 

山中委員 

認定こども園については，やはりもう少し勉強するというか，はっきり学習とかした

ほうがいいと思います。今回の新制度の中で言われているのは，特定教育・保育施設と

いう形で言われておるのが，なぜかというのは，この特定教育というところが，所謂，

認定こども園と新制度に入ってきた幼稚園に対してするのが特定教育，今までの古市先

生のところみたいに，まだ新制度に入っていない幼稚園は，文科省の今までの幼稚園の

指導要領でやられて，新しくなる所は新しい指針が出るので，それで午前中は 1号認定

の子も2号認定の子も一緒に教育をして，昼から2号認定の子は保育になるというのが，

ザックリとした認定こども園の形ですので，そこでどういうふうになるかって言うの

は，やっぱり知ったおいたほうがいいと思うし，その中で子どもたちがどうなっていく

のかというのは考えたほうがいいと思います。 

林委員 

その件については，本当に今実施されているあさひ園を視察させていただいた時に，

お母さんたちが考えるよりも，先生たちのその省が違う，教師という二人が働かないと

いけないという所で，本当に 1年とは言わず何年もわかり合える話し合いというのをず

いぶん持ったらしいのです。その辺りの基本的な教育の違いというのがあるという事

と，やはり免許を持っているとか，いろいろなしがらみがあるのか分かりませんが，そ

れをすり合わせるのは先生たちにお願いをするしかない，質をというのは親から見た一

面だけの質ではなくて，私は今でも質としては非常に保育所も保育園も幼稚園も高いも

のを持っているのではないかなと思っているのです。だから質をどうのこうのというの

は，先生にお任せする以外にない，それを見て親が意見を述べる場所を提供してもらう，

ただ，本当に座っている幼稚園の先生と保育園の先生とも凄い大喧嘩したよねというぐ

らいの激しいものがあったらしいのです。だから，そちらのほうが，私は凄く保育に認

定されたときには，たぶん先生たちのご苦労・園長先生のご苦労が非常に高いものがあ

るのではないかと思うのですけどね。 

長澤会長 

その朝日町の例のように，他の東員町にしてもそうですが，基本的に認定こども園を

進めようとしているところは，まず教員間の研修であったり，カリキュラムを共同でつ

くるというのを先にやっておいてという形が非常に多いと思います。そうする事によっ

て，質を保証するという事にも繋がってくるんですけども，そういう動きというのが鈴

鹿市としてもあってもいいのかもしれませんね。 

その他意見ございますでしょうか。 

この認定こども園，そのものについての議論をいただいていますけど，一旦，今回の

この 3園の認定こども園の移行について話を戻したいですけど，これについては何かご

意見ございますか。 

山中委員 

これは子ども子育て会議そのものの話になっていくと思うんですが，今日のこの資料

1と資料 2はすごく矛盾があると思うのですよね。認めるという中で，ここに書いてあ

るように「利用定員の数字については市に対して根拠を示した上で説明してあるという

事であったため適正に定員設定がされてきたものと理解している」というように，その

ときは詳しく，ここがどのくらいの子がいてというのがなくて，ザックリとした定員が
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出されてきたが，この来年度の（28 年度の）申し込み状況というのを今回つけてもらっ

た資料でいくと，どこにその人たち，その子どもたちの需要があるのかというのを見た

らいいのかがわからないですよ。これは，来年度足りると書いてありながら，その事が

書いてあるわけですから，それはどういう人たちなのですかという所がまずは聞きたい

のと，そういう風な，私はその時におりましたので当事者の方たちから，うちには 1号

認定で入っている子がいるけれども，実際は預かり保育をしている 2号認定の子が，こ

のくらいの人数いるからこのくらいが保育需要として来るからこれだけの定員設定を

しましたという話は聞きましたけど，それならばやはり，そこのところでこの利用の見

込みという所をもう一度見直さないと，何のためにこの子ども子育て会議で支援計画を

つくって，それにあわせて，鈴鹿市の子ども子育て政策がやられていこうとしているの

かという，根本のところでなんかズレがあるような気がするので，そこのところはしっ

かりと市に説明が欲しいところです。 

長澤会長 どうですか，事務局 

長澤会長 はい。西委員 

西委員 

私の認識不足というのもあるかも知れませんが，この資料 1・資料 2は，その認定こ

ども園になるときに，その従来の学齢の年齢を 1 号・2 号・3 号で分けたという事だけ

の違いの表で，今言われたように，例えば白百合幼稚園が従来の幼稚園からこの認定こ

ども園になった事で，何がどのように同じで，何がどのように変わるかという事がきち

んと示されていないから何もわからないという事になるわけですよね。もうひとつは，

新制度に移行していく認定こども園，従来の所謂，私立幼稚園・公立幼稚園それから私

立の保育所，公立の保育所に認定こども園というひとつのものが加わってきたと，する

と，鈴鹿市には，今まで四種類あったのが五種類の就学前施設が生まれてくると，この

五種類がいったいどのような形で，学校教育に繋いでいくための大きな就学前の教育に

なっていくのかという辺りの全体像がなかなか見えにくいというのが一点です。それと

もうひとつ，私が公園長会という公立幼稚園の立場から出させてもらっているんです

が，これは従来，公立幼稚園は小学校 30 校の中に 23 園あったわけですね，（7園くらい

なかったんですが）かなりの部分で小学校と隣接をして，あそこの幼稚園へ行くとやが

てこの小学校へ行くよという，私立や保育所にはない役割を担ってきたという部分があ

るんですが，近年，公立幼稚園への希望者がなくて，ずいぶん統廃合してきたので，も

はや小学校に隣接するという公立幼稚園のメリットは全くなくなって，今や 15 園しか

ないわけですから，そうすると公立幼稚園も今回の制度にあわせて，何をメリットにし

てやっていくかという点では，中身質も含めて変わっていかないといけないと思うので

すよね，公立の幼稚園・保育所・，私立の幼稚園・保育所はそのままで，なんか新しい

認定こども園だけの新制度で，新しくなるというのはだめで，やはりいろいろなそれぞ

れの従来あるものがもっとやっぱりきちんと変わっていって，保育料やそれもきちんと

統一していくというような，やっぱり大きなそのものが必要な気がしますので，そうい

う議論が全然されていないようなところがあるなと印象を受けました。 

長澤会長 全体像がないという事ですか。 

西委員 はい。そうですね。 
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山中委員 細かい事かも知れませんけど，5つではなくて無認可保育園も。 

西委員 はい。そうですよね。 

山中委員 
はい。無認可も今年の 4 月に利用調整の時には，利用調整で，「無認可さん，空いて

ますよ」と市に言われて，ずいぶん入れてもらったという部分もあって。 

西委員 学童保育もそうですね。 

山中委員 そうですね。 

西委員 （実際は）あるかもわからない。そういう全体像がやっぱりきちんとね。 

長澤会長 
山中委員から出された利用の見込みに対する考え方というのはいかがですか。事務局

の方は。 

事務局 

利用の見込みにつきましては，部会のところでもお答えさせていただいたと思うので

すけど，冒頭，山田のほうが説明をさせていただいたとおり，現状の幼稚園の中での，

例えば 2号認定にあたる 3歳以上の子どもたちが，実際には，預かり保育をしていただ

いている，今申し上げた 2号認定にあたる部分であろうという事で自園の中での異動に

なるという事で，特にその現状の量の見込みの中での変動については大きく乖離しない

ものであるので，この状況の中で理解をしていただいたという事もありますし，乖離も

していないという風に思っていますので，このまま，量見込みについての変更というの

ですか，計画の変更については，必要がないのではないかと考えていると部会で申し上

げたと思うのですが，そのようなことで整合は取れているのかなという事を，部会の中

ではお答えしたというところでございます。 

長澤会長 その点については何かありませんか。 

駒田委員 

県の方の会議で言いますと，その量的見込みと実際の認定こども園に移行するところ

の申請をあげてこられたところに乖離があるのは間違いないです。どうしても地域差が

あると思うし，学校の教師の数も少ないところもありますから，小規模で始めるところ

も当然出てくるわけですけども，そこら辺のところは県でもまとまっていない状況で，

そのための理念というのは市のほうで考えてつくっていくしかないわけですし，子ども

も，だいたい年々一割弱ずつ減少していく出生数状況になってきましたので，逆に一人

ひとりの子どもを大切に育てていかなくてはいけない時期に入ってきましたから，市の

ほうも担保されなくてはいけない時期にはきていると思うのですけど，ある程度，数が

そろってきたときに，内容をどうするかという事が，まず話しに入っていかないといけ

ない，本当は，同時に進めていくべきなんですけども，なかなかそうなっていないとこ

ろがありますし，今のところ，都会のほうは，数のことだけを問題視して仕事をしてま

すし，地方のように，常に子ども減少している事に関してはあまり考えてはいないだろ

うだから，最初のうちの数年間は数の問題だけで，質の問題に入ってくるのは少々遅れ

るだろうということはありますが，そこらへんは，理解しながら進めていくしかないの

かなと考えておりますけれども，本当に鈴鹿市の子どもたちが，鈴鹿市の推定出生率が

1.6 いくつですから全国平均よりもちょっと高いわけですけれども，そこらへんのほう

で何とかなっていくように，この会議のほうで長い目で進めなくてはいけないだろう，

とりあえず，認定の事とそこらへんを少々切り離して頭の中を切り替えて，次にどう考
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えるかを決めていくしかないんだろうなと考えますけど。 

山中委員 

その話の基礎になっている預かり保育というのは，新制度の中に入ったときに，補助

金の対象にもなってくるわけですよね。今年度の全幼稚園の見込みというのは，どのく

らいあるのですか。 

預かり保育がないのに預かり保育があるよといっているの？ 

事務局 

はい。預かり保育につきましてですけども，私ども意向調査をさせていただきまして，

次年度の移行でございますので，28 年度については，新制度に移行するという園はない

というかたちでは伺っております。旧制度でいきますので，ある程度現状のままやって

いただく形かと推測はしておりますが，公立のほうはやっておりませんので，お答えで

きるのはその範囲でございます。 

山中委員 
つまり，新制度に入っていない幼稚園へは，今回の新制度の預かり保育の補助金とい

うのはいかない？ 

事務局 当然，新制度に入っていない私立幼稚園にはいかない。 

山中委員 

いかない。 

という事は，そこにどれだけ一時預かりをしているかという調査は，何も根拠がない

というわけですね。 

事務局 

それはこの 2園の幼稚園が移行するに当たって，この人数をそれぞれ設定されている

と思いますが，今の現状の幼稚園へ通ってみえる中で，これだけの方が今そういう需要

があるので，そのまま認定こども園に移行した時には，2 号の認定の子どもになるであ

ろうというような現状の状態を幼稚園が把握したものを説明いただいて，それを私ども

が受けて，部会のほうにも説明をさせていただいたという事です。それが根拠になりま

す。 

山中委員 
という事は，今回出ていないところの幼稚園が，これから移行するときも，（認定こ

ども園を国が進めてますから）これからも，その説明でいいということですか。 

事務局 

いいというか，その時はまたその時に，部会のほうで協議いただく必要があると思い

ますけれども，ただ先程申し上げたように，全体の計画の中での需要と供給のバランス

は，特にその移行される事によって影響を及ぼす，今申し上げたように園の中で預かっ

ている中での 1号から 2号への区分けをした場合については，特にその必要はないのか

なと考えております。 

山中委員 幼稚園連盟のその数字というのは，持ってないのですね？ 

事務局 そうですね。 

古市委員 自分ところはわかるけど 

山中委員 よその事はわからない。それは市へも言ったりもしていないわけですね。 

駒田委員 

当然こういうものは，申請と実績が違ってくるものだと思いますし，金額それから時

間，いろいろな条件で変ってくるもので，最初のニーズを調べた時にも，かなり問題に

なった。ある意味では，ある程度，実績報告をいただきながら，違いを含めて，市町の

ほうからその結果を知らせていただいて，後々に生かしていくことで，質の担保ができ
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ていくのではと考えますがいかがでしょうか。 

山中委員 

私の考えでは，そういった資料は，市がしっかりつかんでいたほうがよいと思うし，

これからの政策に関していく事ですから，つかんでいないといわれるとそれでいいのか

と思うから言わないのであって，古市委員は，自分のところの幼稚園が，どのくらいあ

るかわかっているという話しですので。 

事務局  はい。 

長澤会長 はい。事務局，お願いします。 

事務局 

先程，西委員のほうからご意見があったことに関連するのですが，実は私ども，今ま

で幼稚園部門と保育所部門につきまして，幼稚園については，教育委員会のほう，保育

所については，私ども保健福祉部ということで国の省庁の縦割りどおりの状況で続いて

きたわけですが，これにつきまして，28 年度から，私ども（市長部局といいます）のほ

うに，幼稚園の業務についても一元化で受け持つという形になりました。今度の議会に

正式に提案をするわけですが，28 年度からそういう形で動いていくという事でございま

す。従いまして，幼稚園にかかわる，特に子ども・保護者の立場からの政策については，

私どもで担当をするという形であります。その中で，当然，その運営に当たってのいろ

いろな問題，保育料の問題であったり時間であったりその辺については，今までは幼稚

園・保育園それぞれでしていましたので，ある意味，保護者の方々に対する不整合もあ

ったかと思います。今後は，それも私どもが一元でやらせていただくという形になりま

すので，いろいろな面で前進はするのかなというふうに思います。 

それに加えまして，先程林委員のほうからも幼稚園と保育園が合体したときにいろい

ろ先生方や保育士の間で意見が交わされたというようなお話がございましたが，私ども

のほうもこういう事を見据えまして，以前から公立の保育所・幼稚園の職員を採用する

に当たりましては，以前は幼稚園の教員免許それから保育士の資格という形でどちらか

の免許を持っていれば，それぞれの仕事をできたわけですけれども，ずいぶん前から両

方の資格・免許を持っている者でないと市の職員として，幼稚園教諭あるいは保育士に

採用しないという形になっておりまして，徐々にではございますが，そのような環境整

備を整えていっています。それから当然一元化に向けてスキルアップも必要でございま

すので，遅ればせながら，昨年あたりから，公立の部分において，両方の職員を交えた

研修等を進めているという事でございます。そんな中で，少しでも前向きに進めていき

たいと思いますので，これにつきましては，28 年度からちょっと進むという事でご理解

をいただきたいと思います。 

それから山中委員のほうから利用の見込みの関係の幼稚園のほうを把握していない

のではないかという話ですが，実はご覧いただいています資料 2の表が，ちょっと不親

切といいますか，誤解があるのかなというふうに思いますので，説明させていただきま

すと，この私立幼稚園の部分について，ここでは 2号認定のところに入っているような

表になっていますが，これはあくまでも，幼稚園の 1号・2号にかかわる  幼稚園の

定員を表したものでございますので，それに対する在籍予定がこういう状況だという事

でございます。従いまして，この 1700 何がしかの中に，預かり保育の必要な子が，ど

んな状況なのかというような事ではございませんので，ご理解いただきたいと思いま
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す。 

山中委員 
つまり，この量の見込みの移行しない幼稚園 1742 の中にひょっとすると，2号認定に

なる子たちが居ると。 

事務局 そういう事です。 

山中委員 その事でこれからも進めていくんだという考え方という事ですね。 

事務局 

ですので，先程も言いましたように，その辺りについても当然今後は，私どものほう

で保育の認定あるいは幼稚園の状況も把握していく事になろうかと思いますので，結果

的に，仮に移行しない幼稚園がございましても，ある程度の状況把握はさせていただか

なくてはいけないと思っていますので，ご理解をいただきたいと思います。 

長澤会長 
申し訳ございませんけど，議事録の関係もありますので，指名を受けてから発言をし

てください。 

山中委員 はい。 

長澤会長 その他ございますでしょうか。 

伊田委員 

疑問なのですが。この資料 1の法輪保育園のところで，移行後の利用定員のところの

1号定員が 9人という事なのですが，もともと法輪保育園は保育園であって，移行後に

9 人が増える見込みというのは，どこから（どんな理由で）かという事が一つと，今ま

で私立の幼稚園から認定こども園という話はたくさん聞いていますが，私立保育園が認

定こども園というのは，始めて聞いたので，これのメリットは何かという事と，その法

輪保育園が，認定こども園になった時にこの 9人の 1号認定の方の保育料というのは，

公立幼稚園であったり，私立の幼稚園であったりと，保育料というのは全然違う事にな

るのですか？ 

事務局 

まず，法輪保育園の 9名の定員の趣旨としては，近隣にある長太の幼稚園が廃園にな

り箕田幼稚園に統合されるということで，地域のニーズが，今現在 9名いらっしゃると

いう所から地域のニーズがあるもので受け入れをしたいという事です。 

それと認定こども園に保育園が移行することのメリットは，保育園の経営のひとつの

方針として，今までは保育というものに特化をしてやってきたものが，新制度に伴って

そういう制度に移行できるという事で，法輪保育園の法人としては，少し広げた認定こ

ども園をされていきたいという事の趣旨かなと思っております。 

保護者としても，今まで 1号で長太の幼稚園を利用していた保護者の方が，逆に法輪

保育園が変わることによって，違う保育の形を選択できるという利点もあるかとは思い

ます。それから保育料につきましては，今現在公立の幼稚園の保育料と私立の幼稚園が

新制度に移行してきた場合の2通りの保育料が設定されておりますが，それについては，

以前からの議論をいただいているように，国の基準のままでいいのかという事について

は，今，別途教育委員会でも，そういうものも含めた公立幼稚園のあり方の会議もされ

ておりますので，今後その意見も踏まえて，市としてどういう対応をしていくかという

のは，これからまた検討していくことになるかと思いますが，今のところは，公立の 6200

円か私立の幼稚園が移行してきた場合の1号認定の保育料というのが最高25700円で設

定をしておりますので，今はその差はあるという事です。 
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長澤会長 その他，ございますか。 

山中委員 はい。すみません。 

長澤会長 はい。 

山中委員 
本当にそうなのですか。今の保育料の説明は本当にそうなのですか。1 号認定の子ど

もでも公立と私立では違うという事ですか。 

事務局 今のところそうですよね。 

山中委員 
そうなのですか，そうですか。それでいいのですかね？ 

だめなような気がしますけど，法律違反ではないですか，それ。 

事務局 法律違反ではないはずです。 

山中委員 いやぁ，それはちょっとおかしいな。 

事務局 

ただ他の市町でも，公立は 1万円未満のところがほとんどですし，新制度に移行して

くる私立幼稚園の 1号認定，（同じ 1号認定なんですが），それぞれで，保育料を設定を

していますし，前回，古市委員が紹介していただいたように，津市は 5 年間で今ある

25700 円の保育料を 5年間の経過措置で，段階的に 7割近くまで下げていくという事は

決まっていますので，津市は 5年後には 7割に保育料が下がることになる。ただ公立の

保育料をどうするかというのは，（まだ決まっていないというように，私は思っていま

すけども，）それぞれの市町で保育料の差というのは，同じ 1 号認定でもあるというの

は事実です。 

山中委員 
そういう事があるというのを私はじめて聞いたので調べてみます。 

でも 2号認定・3号認定については公立保育所と一緒ですか。 

事務局 
2 号認定・3 号認定については，今現在児童保育課が設定をさせていただいてます保

育料がそのまま適用されるという事です。 

古市委員 

はい。保育料の公立と学校法人の差は津市の場合は，来年度から鈴鹿市も教育委員会

と保育所の担当が市長部局として，バランスをとりながら考えるという事になるのです

ね，そうすると，そこで津市の場合，保育所の保育料は，皆さんご存知のように国の公

定価格（国基準額）の 69％ぐらいで，その 31％を市町が持ち出しているのです。だか

ら保育所と幼稚園を同じように考えて，同じレベルの市民の負担にしようと思ったら，

幼稚園の公定価格（国基準額）も 69％，津市はこの 4月から直面してそれを解決しない

ことには新年度を迎えられないという切羽詰った状況があったから決められたと思い

ますが，鈴鹿市の場合は本年も来年も該当園がないので，切羽詰ってどうしてもという

時になれば，何とかなるというような気持ちであろうかと思いますが，教育委員会と保

育所の部会が，ひとつの市長部局になれば，市民の扱いは平等であってしかるべきだと

思いますが。保育所に通っている親の負担だけが公定価格（国基準額）の 69％で，幼稚

園のほうは公定価格（国基準）通りですというのでは，認定こども園の趣旨である四段

階の父兄負担の平準化，これが幼稚園と保育所の教育のレベルの垣根を低くして，レベ

ルの高い幼児教育を実現しながら，次世代の地域を支えている立派な子どもを育てるよ

うな努力をしようという目標を持って，認定こども園が立ち上げられていると我々は思

っているんですが，今のようですと，とりあえず，1 号認定でも公立は公立の，私立の
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ほうは，保育所の認定こども園も幼稚園の認定こども園も最高が 25700 円でいくという

事ですか。 

事務局 

はい。この 3園の移行が 29 年度から始まるわけなのですけども，今その 29 年度から

の保育料について，このままいくという予定ではないと私は思っておりますけども，今

後，あり方検討会議の中でも，その議論はしていただけると思いますし，この 29 年度

から 1号認定は，差が出たままいくということではないと思います。 

長澤会長 

いずれにしても，この 3園の移行についての議論に戻したいと思うのですが，3園の

移行について意見がほかの方に行っていますので，とりあえず「良好」という形で結論

を出させていただいてよろしいでしょうか。  

この「良好」というのは，あくまでもこの会議の意見を決定という事ではなくて，意

見を申し述べることができるという形ですのでよろしいですか。 

こちらのほうは，「良好」ということで進めさせていただきますので，よろしくお願

いいたします。 

その他の事項等，ございますでしょうか。 

山中委員 

今回のこの資料について，（私立保育園）全園にまわして，意見を求めた中で， 

二つ出てきた事があるので伝えさせていただきます。 

一つは，申込み状況に関係するわけですけども，やはり，利用定員と申込者というの

は，個別の資料は出ていないのですが，各保育園ごとにかなり申込みが多いところ，少

ないところ，定員に満たないところと，ばらつきがあるわけですけども，そのことにつ

いて，一番の当事者である保育園が言っていることは，保育士の確保が非常に難しいと

いうふうな事があって，鈴鹿市としても，市内にあったある大学が保育士教育をやめて

しまったりとかそういう事もあるので，保育士をどんどん育成して欲しい，そういう所

に力を注いでもらうほうが，この認定こども園の事とは関係しないのかわかりません

が，どうしてもやって欲しいというような事です。 

もう一つは，今日のこの資料の中でも部会資料そのままきているわけですが，この 2

番のところは備考の欄に空白のままきているという所です。こういう事が，なぜ起こる

のか，これから幼稚園，保育園が認定こども園になっていこうという希望を出すときに，

いつまでに出したら受け付けられるかという部分がはっきりしない，今回のことでも，

この資料がきてから施設整備をするという申し出が通ったというか希望が出せたりし

ているところについて，はっきりとしたルールをつくって欲しいいうのが保育園からの

申し出がありました。 

長澤会長 

はい。保育士の確保については，養成校の立場から言わせていただきますと，昨年度

の鈴鹿大学で 20 名定員を増やしております。さらにご存知かもしれませんが，来年度

から三重大が保育士を養成する事になっていますので，そういった形で県内の保育士不

足というのは養成校としても対応しようとしております。ただそれに向けて，行政のほ

うからある程度の援助というのはあってもいいのかなと思いますが，県のほうからは，

保育士・栄養士に関しては援助がでるような形になっておりますので，そういう形で援

助というのも市のほうも考えていただくとありがたいかもしれません。 

あと，手続きについては事務局の方から何かございますでしょうか。 
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事務局 

はい。手続きにつきましては，山中委員が言われたように空欄のままで出させていた

だいて，その後で申し込みがあったという事で，若干，市として周知の仕方の部分での

至らぬ点があったのかなと反省をしておりますので，それについては来年，幼稚園の部

局と保育所の部局が一緒になる予定でございますので，その点については，しっかりと

そういう事のないようにしていきたいと考えておりますので，ご理解をいただきたいと

思います。 

長澤会長 
では次の議題に移らさせていただきます。 

事務局より申込み状況についてお願いいたします。 

事務局 

はい。では報告事項の 1点目ですが資料 2をご覧いただきたいと思います。 

先程から話題にも触れておりますので，詳しくは説明いたしませんが，表としまして

は上段の部分につきましては昨年策定いたしました事業計画の 28 年度の利用の見込み

という事で，それを 1 号，2 号，3 号認定区分ごとに，下の段には，対比しやすいよう

に，あえて施設区分ごとに示させていただいた資料になっております。それから，下の

部分につきましては，現時点で市が把握できた分という事で，当然これは最終結果では

ございませんし，保育所につきましては，日々申込みも増えておりますので，途中経過

という事でご理解をいただきたいと思います。現在，市が掴んでいる状況としましては，

このように，当初思っていたよりは，今のところ，若干少なめというようなところでご

ざいます。以上です。 

長澤会長 この報告について質問，ご意見等ございますでしょうか。 

山中委員 

入所をこれから決定していくわけですけども，幼稚園のほうには，入所の利用定員と

実際入所をさせていく数というのは，どんな方針で今年はいくのですか。 

大雑把に言えば，利用定員を超えてでも入所をさせられるのかという意味です。 

事務局 今，山中委員は幼稚園と言われましたか？ 

山中委員 私たちの保育所についてです。 

長澤会長 はい。事務局お願いします。 

事務局 

保育所の4月当初の定員は原則定員を守ってくださいというのが法律の趣旨ではあり

ますので，そこでいきたいとは思うんですけど，ただ緊急を要する場合は，定員を超え

てもかまわないという原則でいきたいと考えています。 

山中委員 ありがとうございます。 

長澤会長 
その他，ございますでしょうか。 

はい。林委員。 

林委員 

今現在の話なのですが，例えば，お母さんが子どもの入所状況を知りたいときに，そ

ちら（市）のほうに電話をしていると思うのですが，何月現在としか言わないのです。

だから，もっとタイムリーな数字，例えば 1ヶ月の中でも変わっているという事がある

ので，それを何回も私は言われると，直接その保育所に電話をしたらどうだろうかとい

うふうにしか，答えられないのです。だから，もう少しタイムリーな数字をそちらで把

握できるのであれば，そういう質問をされるお母さん方の要望として受け入れていただ

くとありがたいと思います。 
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長澤会長 はい。事務局。 

事務局 

今，林委員が言われました事は，私立の保育園連盟との協議の中で，今の方法になっ

たように聞いていますので，保護者の方としては，よりタイムリーな需要と供給のバラ

ンスを知りたいというのは当然のことでございますので，それはご意見として承って今

後の改善に努めていきたいと思います。 

長澤会長 はい。その他ございますでしょうか。 

伊田委員 
前回お聞きしたかもしれないのですが，（この前の）4月のときに，待機児童というの

は鈴鹿市は出たんですか。 

長澤会長 はい。事務局。 

事務局 今年の 4月現在で 9名でたという状況でございます。 

伊田委員 その方たちはその後どこかに入る事ができたという感じですか。 

事務局 そうです。 

長澤会長 
はい。よろしいでしょうか。 

では，3点目の報告，事務局お願いします。 

事務局 

報告事項 2点目ですが，事務局の方から事前に配布した資料はございません，口頭に

よる報告という事でご理解をいただきたいと思います。 

それでは，放課後児童クラブの現状について報告いたします。 

本市では，昭和 54 年に初めて放課後児童クラブが誕生して以降，施設も入所児童数

も増え続けまして，本年 4月には庄内・天名地区に放課後児童クラブが誕生し，すべて

の小学校区にこの放課後児童クラブが設置されました。しかしながら，児童福祉法の改

正とか子ども子育て支援法が制定されまして，今まで放課後児童クラブを設置しようと

する量的拡充から，質を高めよう・質の改善を図ろうという国の考えもありまして，今，

放課後児童クラブは，大きな転換期を迎えているというところでございます。例えば，

専門資格を有する放課後児童支援員の配置や施設面において児童が安心して生活でき

るスペースの基準が定められ，児童 1 人あたりおおむね 1.65 ㎡以上の面積を確保する

というのが必要となっておりまして，放課後児童クラブにおける定員に上限が出てくる

ことや入所児童数の増加に伴いまして，玉垣・牧田・旭が丘・稲生・桜島地区におきま

して，待機児童が発生している状況でございます。昨年度この待機児童の解消に向けま

して，桜島地区に 3 箇所目の放課後児童クラブを設置しました。今年度 27 年度は旭が

丘地区に 3箇所目を玉垣・牧田地区に 2箇所目の放課後児童クラブをそれぞれ設置する

事で今準備を進めております。また，施設の老朽化とか移転を余儀なくされているクラ

ブもあります。今年度は現在集会所をお借りしております栄地区の「栄っ子」の施設整

備を行っておりまして，平成 28 年度は，国府地区の「ゆいまぁる」の施設整備を，そ

して 29 年度は老朽化した民家を借用している鈴西地区の「しいの実」や特認校による

校区外からの児童の受け入れにより現在の施設では受け入れが難しい合川地区の「ハー

モニー」の施設を整備する計画でございます。移設や増設につきましては，教育委員会

と連携し廃園となった幼稚園の利用や学校用地を一部借用し建設する案もございます。

小学校の余裕教室の活用を望む声も保護者からあがってはおりますけれども，用途変更



19 
 

の手続きや学童保育施設としての改修工事が伴うため，またお借りできるのであれば，

1 教室分だけでは足らないという現状からも小学校の余裕教室の活用だけではなく，廃

園となりました幼稚園施設などの公共施設の利用などについて，現在教育委員会と調整

しているという状況でございます。 

以上，放課後児童クラブの現状・課題等についての説明を致しました。 

放課後児童クラブは，放課後の児童の安全な生活を確保し，児童の健全育成を図ると

いうのが目的であります。各クラブの努力だけで維持できるものでもございません。今

後も引き続き，地域や小学校や市の各担当部署と連携をとり，放課後児童クラブの現行

の水準を確保しつつ，クラブの質の更なる向上に向けて進めてまいりたいと思います。

以上が現状報告でございます。 

長澤会長 
はい。今の報告に対してご質問等ありませんか。 

はい，近藤委員。 

近藤委員 

今，施設面では整備が整っているという事でしたが，保育の現場・幼稚園の現場もそ

うなのですが，学童保育の指導員の資格というのが重視されてきて，質の問題が凄く問

われています。野島さんはよくわかっていると思うのですが，苦情もたくさんきている

と思います。どうしたらその苦情がなくなるのだろうという思いで，私も他の指導員た

ちと鈴鹿は学童保育指導委員会というのがあるのですが，入っているのが現状 58 名で

す。それで，月 2回のグループ学習会をしたり，今度，鈴鹿短大から先生に来ていただ

いて研修を行う予定なのですが，研修費というのは，自分たちが出しているのです。他

の団体から，なぜ講師が呼べないのかと強く言われたのですが，費用がこれだけしかな

いという事しか言えなかったのですが，鈴鹿市も，年 2回の研修はしていただいてるん

ですが，やっぱり質を上げるためには，年 2回の研修だけでは足らないなという思いで

います。国のほうからも研修は必ずしなさい，その補助金も出しますという事を言われ

ているのですが，この間，市から実地状況というのが来たのですが，初任者研修など役

割に応じた職場内の教育訓練の実施や外部講師による研修を行っているというところ

があるのですが，果たして，どれだけの学童が「そのことをしてます」と言えるのかと

考えると，たぶん，ほとんどの学童はバツ（×）だと思います。やっぱり，市に研修も

必要ですが，その回数を増やしてもらうのも必要だと思うし，支援員の資格を受けてい

るが，補助員でも良いと謳われている。私たちは，子どもにとっては補助員と支援の区

別はないので，しっかりと学んでほしいので,意識付けをしなければと思っています。

そのためには，鈴鹿学童保育指導員の会だけが動いていてもダメなので，市でも研修費

予算を取ってもらい，動いてもらいたいと思っています。すぐにはできないかも知れな

いけれど，指導員の給料も安く，がんばって働いているので，その人たちを大事にして

いきたいと思うし，今までは，近所のおばちゃんが指導委員となっていたのが，今は違

うのだよという点では，私たちも意識していかなければならない。やっぱり研修は大事

なので，市でもやっていただきたいと思います。この間，全国学童保育研修集会（大阪）

にいってきて，大津の先生で 40 年以上働いて，定年退職された人が，大津市の市職員

に「学童保育するのなら，全市民に認めてもらえる学童保育をしてください」と言われ

たそうです。私たちもそういう想いで子どもを預かっているのだから保育しなければと
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感じています。市も研修費を確保するのは大変だと思いますが，子どもたちのためにも，

ここでがんばってもらわないと思うのと 1.65 ㎡の狭さですね。先日，授業参観があっ

て 43 人中，20 数人でしたが，そのとき，5 年生の子どもたちから「これくらいの人数

がいい。ゆったりできる」と言っていました。私自身，この会議の参加に当たって，親

の意見は聴いてきたが，子どもたちの意見は，ぜんぜん聴いてなかったと反省していま

す。学童を良くしていくためには，中にいる子どもたちの声も反映させていただきたい

と思います。よろしくお願いします。 

長澤会長 研修の充実についてですが，事務局いかがでしょうか 

事務局 

市では年 2回，指導員を対象に研修を行っています。研修の中身の充実を考え，指導

員からの要望を聴きながら実施している状況です。本年度，放課後児童指導員という資

格を各クラブ，平成 32 年度までに，2名以上配置していただくという法的なことも決ま

りましたので，現在，三重県で実施する放課後児童支援員研修を 24 時間受けていただ

くという研修も始まりましたので，今のところ，指導員の研修を増やすことは考えてい

ないが，鈴鹿大学短期学部の川俣先生をはじめ，放課後児童クラブの指導員，支援員の

質を高めていこうということで，研修内容の充実に向けて，これから協議を進めていき

たいと考えていますので，御了解いただきたいと思います。 

長澤会長 前向きに検討しているということですね 

長澤会長 あと，施設面と子どもの声という点についてはどうですか。 

事務局 

放課後児童クラブの面積は，児童一人当たり概ね 1.65 ㎡以上というのがあるのです

が，保育所と比べると低い基準となっています。概ね定員は 40 人規模が望ましいとい

う国の施策もありますので，将来的には，そのような児童数に向けて，施設の改修等，

要望があれば，市も各クラブと協議を進めていくことが大事かと思っています。 

長澤会長 どんどん声を出していただければよいかと。 

近藤委員 はい，わかりました。 

林委員 

私たちの地区でも，これからは，自分たちの目で見て，学童を選ぶという時期に入っ

てきていると思う。そこで，いろいろなお母さん方の話を聴くと，いろいろ要望はある

のですが，私は，学童の場所自体が，地域の方にお世話になっているところが，たくさ

んあるかと思います。学童自体も,地域の方との関係をよくしていくような形を大事に

考えていただいて，私たちの耳に入ってくるのは，個人的な見解が入ってくるだけなの

ですが，地域としては，子どもが 50 人もいる声の大きさは，想像を絶するほどの大き

さであるし，指導にも繋がることなので，これからは，地域との関係を重視して，充実

した学童にしていただきたいと思います。 

長澤会長 その他，学童について何かございますか。 

山中委員 

近藤委員からの処遇改善については，私たち保育所でも職員の処遇について，この新

制度になってやっと 3％という賃上げとなり，来年度は 5％と厚労省は言っている程度

だが，それでもありがたいと思っているし，速やかに実施してほしいと同じように感じ

ました。また，自分が持ってきた資料で恐縮ですが，アンケート資料の裏面で学童保育

についてのデータを載せさせていただきました，それで県のほうから放課後児童クラブ
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に参加するひとり親家庭，これは利用者への利用補助，これが 3000 円。これを県がつ

くったという事で，それをやりますかという問いかけを各市町にしたわけです。鈴鹿市

は未定と記載。そして，これまで利用料補助はないという事ですので，全校区にそろっ

たという事もあるので，市民へ対応して欲しいなと思います。 

長澤会長 はい。事務局。 

事務局 

はい。先程，山中委員からありましたその資料について説明させていただきます。 

こちらの資料を見ますと未定という事で，市は何もしていないように受け取られる方

もみえるかと思いますが，そういう事ではなくて，実は前向きに検討しておりました。

この制度は，三重県が実施した制度でありまして，三重県を悪く言うつもりはないので

すが，この制度を始めると，数年たったらやめるという可能性もあります。そういった

ことがないように，三重県に対して今後この事業がスタートしたらずっとやっていただ

けるかどうかの確認も行いました。それと各放課後児童クラブに対して，このひとり親

助成に対しては，実施をしますかというアンケートもしました。ただ今回については，

ほとんどのクラブが見送るという結果も出ましたし，三重県の予算もつくつかないそう

いった状況を見極めたうえで，本年度は見送るという結論に至りました。来年度 28 年

度につきましては，このひとり親助成については予算を計上しているという事でご理解

をいただきたいと思います。 

長澤会長 はい。その他，ございますでしょうか。 

伊田委員 

ある学童に子どもを預けている保護者の方から聞いた事ですが，皆さんのお子さんも

持ってみえると思いますが，携帯できる電池ゲームを長期の休み（夏休み・冬休み）の

ような時に，学童に持っていってもいいというのがあるらしくて，一応時間が決めてあ

ったり，きちんと保管などもしていただけるらしいのですが，それはその学童の方針が

あるとは思いますが，その事実を，小学校区の校長先生にお話をしたところ，全くその

事実を知ってみえなかったという事があって，それがどうのこうのという事ではないの

ですが，小学校区にひとつずつ学童があるという事は，その学童と小学校の関係という

か連携ぐあいはどうなんだろうかと，あまりここでも学童は学童という感じのお話だっ

たので，連携というのはどういうふうにされているのかなと思いました。 

長澤会長 
学童と小学校との連携という事ですが，それについは何かありますか。 

はい。事務局。 

事務局 

はい。各クラブは当然民営ですので，運営状況が全く違います。当然小学校と密に連

携を取っているクラブもあれば，学区から離れたところにもありますので，なかなか連

携をとりたくても取れないという状況のクラブもあります。ただそういったことでは学

童は成り立ちませんので，なるべく小学校と連携をとるように電話でもいいので「下校

時間は何時から」だとか「気になる児童の様子」とか，個人情報にはなりますが，こう

いったことも連携をとりながらやっているクラブが多いと聞いております。 

長澤会長 
その他，ございますでしょうか。 

はい。近藤委員。 

近藤委員 小学校との連携という所でも，地域の連携というところでも，今支援資格のなかでは
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私たちにとっては当然すべき事であるという所を学んでいる状態です。自分のところの

地域はどうかというと，それこそ小学校の先生が頻繁に来ていただいたり，私たちも小

学校に行ったりという事もありますし，私の住んでいる学童がある地域の総代も「何か

あったらいつでもいってくださいね」という所とかこちらからもいろいろな事を発信し

て言っているので，やっぱりそういうふうにどんどんなっていくのではないかなと思い

ます。それこそ本当に制度がやっとできて，今スタート時点ですので，至らない点とい

うのは多々あると思いますが，そこは学童に知らせていただいて，やっぱり地域の人た

ちは大事なんだという所を，学校の先生の声も大事だしという所を発信して言って欲し

いなと思います。 

長澤会長 
その他，よろしいでしょうか。 

その他，事務局の方からお願いします。 

事務局 

はい。それでは 3点目ですが，次回の開催ですが，次回予定しておりますのが，年明

けの 2 月 8 日 13 時からという事で予定させていただいておりますが，時間について，

13 時もしくは 13 時 30 分で調整させていただいて，事前に連絡させていただきます。日

付は 2月 8日にという事でお願いします。 

（マイナンバーに関する事務連絡） 

長澤会長 

今回いろいろと課題をいただきましたけれども，喫緊の課題といたしまして，全体図

を示していただいて，その中で認定こども園の位置づけを明確にしていただいくという

事かと思います。それをやった上で，今日ずっと出ておりました市民の方々への周知の

仕方というのを考えていっていただかなければいけないかなと思いますので，次回まで

に，ぜひ方向を出していただけるとありがたいと思います。よろしくお願いします。 

事務局 

はい。すみません，一点。 

保育グループリーダーの植田と申します。 

最後に今の方向性という事でお知らせしたいことがあります。保育所の保育所利用料

の算定表があるのですが，これは 28 年度に向けて，見直しをしようという動きをして

おりまして，予算の要求時期ですので，金額については，今はまだまだ外に出せる段階

ではないですけれども，方針として考えている事は，今保育所の保育料算定というのは，

26 年度までは所得税を基準にしていたものを 27 年度は市民税の所得割額を基準とする

ようになりまして，27 年度は当初それで作ったのですが，国が定める利用負担額の上限

額基準という国が定める階層区分があるのですが，鈴鹿市の算定表は，それと合致して

いないところがありましたので，そこの階層区分を国の基準の取り入れた形にすること

を方針のひとつにしております。それから，今までは保育料といいますと 3歳未満児と

3歳以上児という大きな二種類だけだったのですが，実は 3歳と 4・5歳児というのは，

掛かる経費も多少違うのですが，今後 3歳児というのは，いずれ保育士の対数も 15 対 1

になっていくという方向性も見える中で，3歳児を 1つ独立させたほうが今後の見直し

のときに何かといいのではないかという思いもあり，この二つの方針でまず算定表の見

直しをかけているところです。報告というよりも，今の状況のお知らせです。以上です。

長澤会長 
ありがとうございます。 

では，私のほうからいったん（議事進行を）降ろさせていただきたいと思います。あ
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りがとうございました。 

事務局 

会長，ありがとうございました。 

それから委員の皆さま，本日は活発なご意見・ご議論いただきましてどうもありがと

うございました。今回は，認定こども園への移行が 3件あったわけなんですが，今後に

おきましても，三重県の場合はこの認定こども園の建設が全国でも下から 2番目という

非常に少ない現状ではあるのですが，今後，認定こども園の移行というのも想定される

ことですので，そういった場合には部会や子育て会議のなかで，皆様に意見をいただき

たいなと思いますので，どうぞよろしくお願いします。 

本日はこれをもちまして閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


