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平成２７年度 第１２回 鈴鹿市 子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２８年２月８日（月） １３：３０～１５：５５ 

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），井ノ口 智士，南 小百合，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，三木 惠弘，西 繁 

（以上 16 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），児童保育課長（森川） 

児童保育課計画ＧＬ（山田），児童保育課児童福祉ＧＬ（野島）， 

児童保育課保育ＧＬ（植田），学校教育課長（山田），健康づくり課母子保健ＧＬ

（望月），子ども家庭支援課教育相談Ｇ（米川） 

（計10名） 

傍 聴 者  14 名 

資  料 

１ 第 12 回会議事項書 

２ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の点検及び評価について（中間）［資料１］ 

３ 平成 27 年度 1歳 6か月児健康診査実施時の保護者へのアンケート結果［資料２］

４ 各委員の意見［参考資料 1］ 

５ 補足資料（なるほどＢＯＯＫ，第 10 回，11 回議事録，その他補足資料） 

備  考  

 

 

１．開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員の出席状況（出席者１６名）   

保健福祉部長 

皆様，御苦労様でございます。保健福祉部長の松井でございます。 

本日は第 12 回でございます。今年に入ってからは初めていうとことですが，鈴鹿市

子ども・子育て会議に御出席いただきましてありがとうございます。皆様方には日頃

から，市政各般にわたりまして何かと御理解・御協力をいただき，この場をお借りし

ましてお礼申し上げます。子ども・子育て支援新制度がスタートいたしまして，やが

て 1年が過ぎようとしております。子どもたちを取巻く環境も刻々と変化しており，

国におきましては，保育料に関しまして，平成 28年度からは，年収 360万円未満の

世帯を対象に，2 人目は半額，3 人目以降は無料とする方針が出されております。私

どもも，この 4月からは，保育部門と幼稚園部門を「子ども政策部」という形で一元

化し，所管することとしております。これまで以上に，子育て支援と幼児教育に関し

て一体的に取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

 さて，本日は，年度途中ではございますが，昨年度策定しました「鈴鹿市子ども・

子育て支援事業計画」の点検等（中間）についての御議論をお願いしたいと考えてい

るところでございます。今回の点検等にあたりましては，本事業計画の進捗管理をＮ
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ＰＯ法人「21 世紀の子育てを考える会.鈴鹿」に依頼しておりますことから，今年度

の活動の 1つとして行いました「子育て家庭へのアンケート結果」も資料として提案

させていただきましたので，これらの内容も踏まえまして，それぞれのお立場から，

御意見がいただけたらと思っておりますので，熱心な御議論，どうぞよろしくお願い

いたします。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。 

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。 

配布資料の確認と説明 [事務局説明] 

・第 12 回会議事項書 

・鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の点検及び評価について（中間）［資料１］

・1歳 6ケ月時健康診断実施時の保護者へのアンケート結果［資料２］ 

・各委員からの意見一覧［参考資料 1］ 

 ・子ども・子育て支援新制度なるほどＢＯＯＫ 

 ・第 10 回，第 11 回会議録 

 ・その他補足資料 

    ＊資料 1の表中 数値の訂正（2850→3143） 

    ＊第 11 回議事録（Ｐ15）津市の保育料についての説明（訂正） 

      私立幼稚園の保育料について 5年間で段階的に 17,600 円にする。 

     → 公立幼稚園の保育料を 5年間で 17,600円に合わせる経過措置である

 

 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 では，よろしくお願いいたします。事項書に基づいて進めていきたいと思います。

山中委員 
運営に関わっての件ですが，本日，この議事録をお願いした件ですが，よろしいで

しょうか。 

長澤会長 はい，どうぞ。 

山中委員 

この第 10 回の議事録の 9ページ（中央）にも書いてあって，ホームページに「議事

録をアップするが遅くなったのは，一度，文字起こしをした後に発言された委員さん

に確認をさせていただいたりして，どうしても時間がかかってしまう」と言っている

けれど，第 10 回，第 11 回とも発言しているが，確認した記憶もないし，「本当にその

ようにしているのか，先ほど訂正もあったが，誰がどのように分析しているのか」と

いう部分で，ホームページにアップしたからいいということではなく，せめて，委員

にはできた時点で，議事録を配布してほしいということです。 

長澤会長 議事録の発言の確認については，事務局いかがですか。 

事務局 

第 10 回の会議で，山中委員が言われますように，議事録の確認をしていると説明

いたしました。私の認識不足で，担当に確認したところ，当初は行っていたが，今年

度，行っていなかったということでした。皆様に御迷惑をおかけしまして，大変申し
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訳ございません。各委員さんに発言等の確認をいただいて，完成したものを委員さん

にお送りし，ホームページにもアップさせていただきます。お詫び申し上げます。 

長澤会長 

発言に間違いがあったこと，今後は，きちんと発言に関する確認を行っていくとい

うことで，よろしいでしょうか。 

議事に入らせていただきます。議題 1「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の点検

等について（中間）」」 事務局，よろしくお願いします。 

事務局 

それでは説明をさせていただきます。お手元の「資料 1」を御覧ください。 

まず，「教育・保育事業」についてでございます。一番上の表は，鈴鹿市子ども・子育

て支援事業計画で示した「量の見込み」で，真ん中の表は，その「確保の方策」でご

ざいます。下段の表につきましては，本年 1月 1日現在の児童数を記載しています。

計画上の「量の見込み」と「実際の入園児童数」を比べますと，いわゆる公私立幼稚

園での児童（1号認定と預かり保育児童（2号））は，ほぼ見込みどおりでとなってい

ますが，保育を必要とする児童（2号・3号）については，見込みを超えている状況と

なっています。このことは，保育園において，年度途中の保育需要に対して，利用定

員を超えて，お子さんをお預かりしている実態が伺われます。特に 3号認定について

は，育児休業明けなどにより増加したものと思われ，見込みを大きく超えるものとな

っております。しかしながら，平成 27年度の公私立保育所の利用定員の合計は，4,760

人で，全体としましては，約 80 人ほど超過していることになり，特に，私立保育園

様の弾力運用により対応している現状でございます。 

 また，地域子ども・子育て支援事業については，こちらの手元にデータが無いもの

もあり，年間見込量を推計しているものもありますが，全体的には，「見込みに近い」

か「大きく乖離した」か，極端な結果となりました。 

 時間外保育事業でございますが，保育園における延長保育の実施状況でございま

す。アンケート実施時においては，標準時間（11時間）と短時間（8時間）の区別も

不明確な状態でもあり，「対象人数としての見込み数」と私どもが持ち合わせている

「実際に利用した延べ人数」と比べることは困難ではありますが，延長保育利用者は

多く，長時間労働をされている保護者の方が相当みえることがわかります。次に，放

課後児童クラブの利用でございますが，ほぼ見込みどおりであったのに比べ，子育て

短期支援（ショートステイ）事業は，予測を大きく超えるものでございました。次に，

つどいの広場事業などの地域子育て支援拠点事業でございますが，現在 10 箇所で実

施しているところでございますが，予想を超える多くの利用となっています。次に，

一時預かり事業についてでございますが，御覧のとおり現状と乖離した状態となって

おります。幼稚園においても日常的に利用するであろう園児が相当数ありまして，就

労している保護者が多いことが伺われます。また，記載の数字は，平日利用者数でご

ざいまして，休日や夏休みなど長期休業期間における利用を加えると，利用ニーズは，

さらに大きくなるものと考えられます。一方，保育所においても，保護者の疾病，冠

婚葬祭などで緊急一時的に保育が困難になるなどの理由で利用されており，現在は，

公私立保育所 あわせて 11園で実施しているところでございます。ファミリー・サポ

ート・センター事業や病児病後児保育事業は若干，見込みより少ないですが，この冬
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は，暖冬の影響もあり，インフルエンザの流行も遅く，場合によっては，今後，利用

が増加することも予想されます。妊婦健康診断事業や乳児家庭全戸訪問事業（赤ちゃ

ん訪問）も少なめですが，出生数の関係がその要因と考えられます。養育支援訪問事

業も若干，少なめの見込みでございます。以上が，現時点での子育て支援に対するニ

ーズの見込みでございます。 

また，議論に入る前に，次世代育成支援行動計画策定時から，本市の子育て支援の

事業進捗管理をお願いしています「ＮＰＯ法人 21世紀の子育てを考える会.鈴鹿」に

よりまして，1歳 6ケ月児健康診断受診の保護者に対しまして，アンケートを実施し

ていただき，その結果を添付させていただきました。資料 2を御覧ください。簡単に，

アンケート結果を紹介させていただきます。 

アンケート対象は，1歳 6ヶ月児健康診断を受診された児童の保護者 359人で，約

6割の保護者は，30代で，次いで 20代の母親となっています。まさに“子育て真っ

最中の声“ということになろうかと思います。問 1の「鈴鹿市子ども・子育て支援事

業計画」の認知度でございますが，約 85％の人が「知らない」との回答でした。子ど

も・子育て支援新制度のしくみも含め，何らかの周知方法を検討していく必要がある

ように感じているところでございます。問 2は「ホームページの利用」でございます

が，約 7割の人が，「あまり利用しない」あるいは「利用していない」という回答で，

子育てに時間を取られ，ホームページを利用する余裕が無いのかもしれません。問 3

は，最近よく耳にします「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」でございます

が，これも約 75％の人は,「よく知らない」という実態でございます。問 4 から問 8

ですが，約半数の人は仕事をしており，その人たちの約 7割が，保育所（園）にお子

さんを預けてみえ，育児をしながら働く環境が整っていると感じております。また，

仕事をしていない人は，「出産を機に仕事を辞めた」人が 1番多く，次いで「結婚を機

に辞めた」人となっています。これらの人も問 6 では，「子育てが一段落したら仕事

をしたい」と考えている人が 1番多く，経済的な側面が影響しているものと考えられ

ます。 

最後の問 9 でございますが，前回の子育て会議でも議論いただきましたが，「認定こ

ども園」の認知度はかなり低いものとなっています。鈴鹿市内にまだ存在していない

ことも要因かと思われます。別紙には，自由記述を記載させていただいております。

簡単に説明いたします。問 10 に関しては，職場環境の改善に対する意見が多く，父

親など家族の協力を得ながら，子どもが小さいうちは，できる限り，子どもと長い時

間を過ごしたいと思う反面，経済的なことを考えると仕事をせざるを得ない，そんな

風に感じている保護者が多いように感じました。問 11に関しては，「休日や夜間に利

用できる施設の要望」，「病時保育施設の充実」や「子育て支援センターなど，子ども

同士が交流できる場所」への要望も多くありました。また，「気軽に相談できる場所」

や「公園」などの設置要望もありました。こうした意見も踏まえながら，それぞれの

立場で議論を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。この件につきまして皆さんから，御意見を聞いてい

きたいと思います。何か御意見ございます方，積極的に発言お願いします。 
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駒田委員 

資料 2 になりますけれど，アンケート結果で，「知らない」方が多く見えるのです

が，周知されることも重要なのですが，必要なものが見つかったかどうかというアン

ケートも本当は必要なのではないかと思う。必要なものが見つからなかった。つまり，

この方々が「知らない」ということは，必要性を感じず探していないということも言

えるわけです。 

山中委員 

今回この時点で検討するということで，私の方から直前ではありましたが，もう少

し詳しい資料の提供をお願いしたのですが，特にその中で，Ｈ27 年度がどうであった

か検討するということで，この事業計画に基づく教育・保育事業がどうであったかと

いうことをもう少し詳しく知りたいということで，平成 27 年度の保育所ごとの，1号，

2号，3号認定を受けた子どもたちが，どこでどんな風に保育をされたのか，という資

料をお願いしたのですが，今日ところ，それは無いようです。なぜ，それが必要かと

いうと，1号，2号については，それほど，この「量の見込み」と「確保の方策」と「実

際のニーズ」と差はないのですが，特に，3号認定の 0歳，1歳，2歳という低年齢児

のところでは，0歳は 50 人くらい，1，2歳は約 300 人の子どもたちが，（確保の方策

数と）違った。その子たちは，どうやって，どこで保育をされたのか。そのことが今

後，この 4年間まだ残っている計画と一体どうなるのかというところが，私は知りた

かったわけですけど，そのあたり，出せなかった理由というか，無いのか，どうなの

か，まずお伺いしたい。 

長澤会長 資料の詳細についてということですが，事務局いかがでしょうか。 

事務局 
時間的に園ごとの個別の資料を作成することが困難でございまして，後日改めて，

各委員さんにお送りさせていただきたいと思います。 

長澤会長 
時間的に間に合わなかったということですけれども，今回の議論についてよろしい

ですか。 

山中委員 

認識はしていると思うので，特徴的なこと，どんな風に子どもたちが保育をされた

のか，掻い摘んで話をすることはできないでしょうか。そうしないと，見込みの数と

違ったというだけで終わってしまいます。 

事務局 

 山中委員が言われた分については，3号認定については，0歳で 54 名の超過をして

いる，そして 1，2歳については，282 人が超過しているところでございますが，一方

2 号認定では，253 人の余裕があるということですが，実際の各園の施設のキャパに

は課題はありますものの，2号認定の部分で 3号認定をカバーできたのではないかと

思われます。ただ，まだ全体としては 83 名が超過をしているところでございます。こ

れにつきましては，私立保育園 31 園の御協力も得まして，（公私立合わせて）41 園で

保育をさせていただいているところでございますので，年度途中の超過に関して，

今のところ全体としては 83 名の部分が年度途中で超過をしています。定員というか

見込みの部分よりも多くなっていると考えておりまして，その部分につきましては，

平成 29 年度，認定こども園という新たな制度が加わることで，このことも含め，平成

29 年度には，計画の見直しを図っていく必要があるのではないかと考えております。

山中委員 今，全体的な人数での説明は聞かせてもらいましたが，私が私立保育園を代表して
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参加しているということで，議論するにあたって，実態を皆さんに知ってほしいと思

って，各保育所ごとの入所状況を出してほしいと話をしたのですが，それは，総数で

80 名，0，1，2 歳でみれば，300 数十人の子どもたちを，中途入所という形で対応し

た保育所は，いったい何箇所あるのか，どこの保育所が受けたのか，ということが知

りたかったわけです。私保連（私立保育連盟）の中でも，中途入所にすごく積極的で，

待機児童を出さないということで協力している園もあれば，保育士がいないから（雇

えないから），中途入所は・・・（難しい）という園もあるわけです。そのあたりを含

めて，もう少ししっかり中身まで見ないと，この鈴鹿市の子育て支援事業計画は，こ

れでいいのかという議論ができないと思います。今日，その資料がなかったのは，非

常に残念です。そして，それがまた今，行われている，ここにその次に資料として要

求した「平成 28 年度利用 1 次募集状況」という風な形で出してもらっている資料の

ほうですね，平成 28 年度の入所，いま実は最盛期というかですね，一番大変な時期に

なってきているわけですけれども，そのことに関わっていくと思うのです。こちらの

ほうも実は，鈴鹿市内 31 園ある保育所で，すごくばらつきがある。もともと利用定員

を超えて入所申込みがあるところもあれば，定員を割っているところもある。そうい

うところの対応を鈴鹿市はどのようにしていくのか，そのあたりをもう少し詳しく聞

きたかったので，この資料をいただきたいという話であったのですが，私たち私保連

として持っている資料としては，利用定員を超えて申し込みがある園は，数園と聞い

ているし，その数園は，この資料を私保連全部に，次回の子ども・子育て会議の資料

として周知した中では，結局この数というのは，一部の園が非常に努力して（平成 27

年中に）途中入所を受けて，年度末には利用定員を大きく超えて入所している。その

入所している子どもたちを，平成 28 年度で継続入所させようとすると，現在設定し

ている利用定員でも足りないくらい継続利用（児童）がいる園もありますし，その状

態に近い園もあります。そのような状況の中で，入所のことが扱われていることがお

かしいのではないかという園もありますので，そのことについて知りたかったという

ことです。もしそのことについて，若干でも説明してもらえればありがたいです。 

事務局 

保育所，保育園の利用定員のルールについて，簡単に説明いたします。4 月 1 日の

保育所につきましては，仮に 100 人の定員であれば，100 人を守っていただくという

のが保育所のルールでございます。年度途中，ですから 5月以降につきましては，保

育所の面積並びに保育士の数には決まりごとがあるわけでございますが，120％若し

くは緊急的な場合は，それを超えても構わないという決まりになっています。鈴鹿市

の場合は，事業計画にも謳ってあるように，4 月 1 日現在においては，保育所の利用

定員と保育のニーズとは，大きな隔たりはございません。確かに山中委員が言われる

ように，A 保育所は利用希望者が多いと，B 保育所については利用の希望があまりな

いという若干の凸凹といった状況はございます。ただ，こういうことにつきましては，

鈴鹿市の保育責任を実施するのは，鈴鹿市ということもありまして，保育所の希望の

方につきましても，公共交通機関若しくは自家用車での通園というのが一般的な考え

になるのですが，概ね片道 30 分以内で送迎できるところがあれば，A保育所に固執す

るのでなく E保育所に受入れをお願いしています。そのようなことが国の基準になっ
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ておりますことから，本市の場合は，4 月 1 日には定員を守っていただき，5 月以降

の利用希望者については，弾力運用ということで公私立問わず，定員を超えての入園

で，需要に対応していく。そういった状況でございます。それと 100 人でスタートし

て，年度途中で 120，130 人と仮に利用者がみえたとして，その次の年度の 4月に，卒

園児分の空きと新たな希望者を合わせて 120 人の利用見込みが強いとなれば，定員を

100 人から 120 人に上げていただき，120 人を利用定員として設定していただくのが，

国の方針ですので，その点，専門的になりますが，御理解いただきたいと思います。

長澤会長 事務局の説明ですが，いかがでしょうか。御意見ありませんでしょうか。 

近藤委員 

保育園に入っていた子どもたちは多くなっているのですけれど，待機児童はいない

ということなのでしょうか。私なら 30 分かけて，（例えば）箕田から椿まで行けと言

われても，やっぱり母親としては，30 分間車に乗せていくのか，仕事をあきらめるの

かという思いになってしまうのです。そういう方も中にはいると思うのですけれど

も，その方たちは，待機児童になってないということなのでしょうか。あるいは認可

外施設にいっているのかなと私は思うのですが。そのあたりの見えない部分があるの

ではないかとこの数字をみて思ったのですが。 

長澤会長 
通所がなかなかできない範囲にある場合ということですよね。その点について，事

務局いかがでしょうか。 

事務局 

先ほど申し上げた 30 分以内というのが，待機児童にカウントする定義となってお

りまして，近藤委員が言われた，例えば，箕田から椿まで片道 30 分でいけるというこ

とになれば，待機児童にはカウントしない，明らかに 30 分を超えるということであ

れば，待機児童にカウントします。それと，認可外保育施設に入っていただくという

ことも，待機児童としてカウントしないということになりますので，そのあたりも御

理解いただきたいと思います。 

福本委員 

この 4月と 5月の表のことは分かったのですけれども，4月 100％，5月 120％若し

くはそれを超えてもいいと。その 4 月に入れなかった，5 月には入れるけど 4 月には

入れなかった保護者は，もう保育所に入るために仕事が決めてあって，入れるものと

して仕事を取っているわけで，1 ヶ月どうするのだろうと話をされる方がいます。「5

月になったら入れたるわ」とどこかの園長に言われたけど，第 3希望まで書いたけど

ダメだったという声も聞こえております。第 3 希望までいれてだめな人は，5 月で入

れたんだろうと思うのですが，その 4月はどう，お考えなのでしょうか。 

長澤会長 
4 月に入れなかった人は，どうするのかということだと思うのですが，事務局，い

かがでしょうか。 

事務局 

先ほどと重複しますが，保育所はもともと第 1希望のところばかりに入っていただ

くとはなっていませんので，繰り返しになりますが，第 2希望，第 3希望に入ってい

ただくのが基本であります。 

福本委員 
第 2 希望，第 3 希望へ入っていただくのはいい事だと思うのですが，4 月に入れな

かった，4月の保育をどうするかということです。 

事務局 本日，お配りしていますのは，1 次募集の状況ということで，第 1 希望から書かれ
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た方の状況なのですが，これですべてが終わりではありません。今現在 3月に向かっ

て，第 2次募集，第 3児募集をしておりまして，保護者が書かれた希望の園の中では，

希望に添えなかったかもしれませんけれども，今現在 0 歳から 5 歳まで各年齢で 30

人前後の空きがある園がまだまだたくさんありまして，その中での利用調整は 3月に

向かって行っているところで，この結果で 4月の待機児童の数字になるわけではあり

ません。 

山中委員 

この「平成 28 年度利用 1次募集状況」という資料は非常に分かりにくいのですが，

この資料の不承諾者数と書いてある部分は，認定をされた人数が何人で，認定されな

かった人なのか，認定されたけど入れなかった，つまりいくところが無かったという

不承諾が 74 という数なのですか。 

事務局 委員の言われるとおりです。 

山中委員 

そうすると，認定をされなかった申込者 850 人の中には，認定をされなかった申込

者含んでいるとみていいですね。申込みをして，今の制度は認定を受けるわけです。

申込みをして，認定をした人は何人なのですか。認定をして，入れなかった人は 74 人

ですね？今のところ，決まっていない人が 74 人なのですね。 

事務局 
850 人の申込みを受けまして，9名の方が書類不備となっています。この方は，認定

を受けられない状況ですので，841 人となります。 

山中委員 

この 1月現在で，第 1次希望，第 2希望等に調整したけれど，まだ，65 人が決まっ

ていない。この 65 人について，今後調整していくといくことになるわけですよね。 

書類の確認をさせてもらった後，先ほど，市が言われた 4月に，中途入所で膨れ上が

った園も含めて，「4月が利用定員を守って入所を決めてください」と言われている。

「それで，間に合わないようなら（できないなら），利用定員を上げてください。」と

市から言われている。確かに，私立保育所全部そうなのですが，私たちは，120％とい

う数字は，国が待機児童を出さないために認めている数です。年度途中で，120％を超

えたら利用定員を変えなさいというのが，私たちが受けている指導です。そこに見込

みがあるから変えろというのは，私たちには乱暴なことです。それならば，平成 27 年

度に 150 人の定員で 120 人しか入れなかった園には，120 人に定員変更しろと指導す

るのか。ということを言いたい。もっと，現実的な対応をしてほしい。 

第 11 回の子育て会議のときに，議事録 17 ページにありますが，「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

は思うのですが，ただ緊急を要する場合は，定員を超えても構わないという原則でい

きたいと考えています」と答えている。この場合というのは，どういうケースを想定

しているのですか。 

長澤会長 緊急を要する場合とは，どういうケースかということですね 

事務局 

4 月初めに定員を超えてお預かりをさせていただくというのは，（児童が）虐待であ

るとか災害であるとか，そういった場合について想定しています。恒常的に 4月に定

員を，100 人定員のところを 110 人まで対応していただくというのは，国の方針に従

っていないと思いますし，もともと 110 人園児が確保されるようであれば，利用定員
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を上げていただくのが本来ではないかと思います。 

長澤会長 利用定員の上下については，どうですか。 

山中委員 低いほうには，下げろという指導はしないということ・・・。 

事務局 

国は，2年間 120％を超えたら上げなさい。同じように，2年間，明らかに定員を下

回っている状況であれば，定員を下げることは，市と法人と協議して下げることは可

能。ただ，市としては，100 人定員のところを 80 人で推移したしたということであれ

ば，若干の余裕を残して 90 人にお願いするようなこともあるかもしれませんが，そ

の時，その地域の実情に応じてお願いすることになろうかと思います。そうでなけれ

ば，法人の経営を圧迫することにもなりますので，適正な利用定員の設定は，市と協

議をさせていただいて決めさせていただくべきかと思います。また，利用定員を上げ

る，下げるにつきましては，関係機関との調整もありますので，市と法人だけで決め

ることにはならない，関係機関，団体と協議させていただきながら慎重に進めてまい

りたいと思います。 

長澤会長 
いずれにしましても，2 年間の経緯を見つつ，あと実施を考えつつ，そういうこと

もあり得るということでよろしいですか。 

山中委員 

市が上げろというから言うのですけど，上げるには明確な基準があるのです。課長

が今言った 120％を超えた場合には，上げなさいと言われているのです。4 月当初も

う少し面倒を見たいという子どもたちがいても入れないという状況があるのは，その

120％を超えていない園です。ですから，どうして 4月に，市はそこまでこだわるので

すか。全国的なことをみても，4月当初，100％を超えているところは，実際いっぱい

ありますし，どうして鈴鹿市だけは，そこにこだわるのか，私はわからないので，主

張させてもらっています。それは，今後も市と話をさせてもらいます。 

長澤会長 その点について，事務局どうですか。 

事務局 

この点については，若干近隣の市町で 4月の定員を上回って受け入れるところもあ

ると聞いています。一方，4 月の定員を絶対に超えないという市町もあります。県に

も確認をさせていただいており，私どもの認識が間違っているとは思っていません

し，細かい決まりもあるのですけれど，やはり 4月 1日には利用定員を守っていただ

き，年度途中で弾力運用によって，需要に応えるというのが一般的であろうと考えて

います。 

事務局 

部長です。補足させていただきます。確かに，従前におきましては定員の変更は困

難で，簡単に上げ下げするなどできるものではありませんでした。しかし，子ども子

育て支援新制度ができてからは，定員という考え方がダブルスタンダードといいます

か，2つできまして，1つが利用定員という考え方です。その他に施設のキャパ，施設

の設置に伴う定員という概念があります。これは，施設の規模に応じた最大利用可能

な定員という位置づけですが，従前におきましては，この利用定員と認可定員がイコ

ールでした。この定員というのが議論されますのは，定員の区分によりまして，保育

園の運営にかかる経費が格段に差がついてくる。例えば定員 60，80 人の保育園と 150，

200 人という保育園が，当然 1 人にかかる経費が異なってきますので，必然的に，定
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員の大きな施設ほど，1 人にかかる保育園への運営費が，薄まきになるという現象が

あります。従いまして，運営者側にとりましては，なるべく定員の少ないところへ，

多くの子どもが入っていただく方が，経営効率が良いというか，同じ 100 人の子ども

であっても，120 人定員に 100 人入るのと，90 人定員のところに 100 人入るのとで

は，1 人あたりの単価が相当の差がございますので，定員は少な目に利用者は多い目

にというのが，運営上の考えかと思います。そんな中，確かに 120％という風な考え

方は，課長が申しました考えで動いてきました。それが，今回の新制度の導入により

まして，今申しましたような利用定員という考え方がでてきたということを考慮しま

して，認可定員の範囲の中で，柔軟な利用定員の設定ができる考えで，可能な限り定

員を守っていただきたいという趣旨で，今回，4 月 1 日の利用定員については，入所

状況に応じた利用定員を設定していただきたいと各保育園と調整を図っているとこ

ろでございます。本来であれば，毎月の状況に応じて，定員の上げ下げができればよ

ろしいですが，現実問題として不可能ですので，少なくとも年 1回は，定員を見直す

機会があって然るべきかと思っています。従いまして 4月のスタートに向けましてな

るべく早い時期に各保育園と調整し，あるいは関係団体とも議論しまして，子どもた

ちが路頭に迷わないような方策を講じていく必要があると考えていますので，そうい

った趣旨で，4 月には利用状況に応じた利用定員を設定していく形で整理していきた

いと思っております。 

長澤会長 

保護者さんなど利用者の方からしてみると，4 月は，そういった定員をきちんとや

っていかなければならない。また途中で，転入等もあるということになると，多少心

配になるかと思うのですが，説明を聞いていかがですか。 

中島委員 

今の話を聞いていて，これでは，保護者のニーズは二の次で，運営が一番という風

にしか聞こえなかった。このアンケートをよく見させてもらって，これが本当の声な

のだなというのがわかって，この会議に出てすごくうれしかったです。やはり，目に

見えないニーズがたくさんあったのだなというのが分かって，「4月に入れないのだっ

たら，やっぱり仕事をあきらめます」という人の方がほとんどだと思うのですよね。

「4 月から来られないのなら採用しません」という企業がほとんどだと思います。企

業は待ってくれないと思うのです。保護者としては，4 月から保育所に入れるという

のを前提に，お母さんたちは就職活動をしているので，そのニーズに応えてくれる市

であってほしいと思います。それがたとえ 30 分（往復 1時間）は，母親にとってしん

どいです。それが，家の近くであったり，職場の近くであったり，というのを応えて

もらえるのが，このニーズに応えるということで，そのために出来たのがこの制度な

んじゃないですか。と私は今の話を聞いて思いました。 

伊藤委員 

私は，4 月には入れなかったら 5 月に入るという人はいるのかなと思います。4 月

から働くのに，子どもだけ 5月からというのは，入れてもらえるというものの，私は

待たないですね。遠いところだったら 5月から入れますというのであれば，それは保

護者の希望ではない。できるだけ保護者の希望に沿った園に入れる保育内容で保育し

てもらえるというのが，お母さんにとって一番ありがたいのではないかと思います。

森委員 私も同じ意見で，4 月に入れなかったら，入れるまでおじいちゃんおばあちゃんに
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預けて，仕事に入ってから保育園を見つけるのかという不安がすごくあると思いま

す。 

駒田委員 

これは毎年，こういう問題が繰り返されているのか，前年度にこれだけ乖離がある

場合に，その利用定員の見直しが出て，増加しているところはちゃんとある，片方は

下がっていくところがある，実証に応じて年々対応していけば誤差がもう少し小さく

なると思うのですがどうでしょうか。 

事務局 

おっしゃるとおりです。新制度になってようやく 1年が終わろうとしているところ

で，利用定員の把握の仕方も，本市についても反省すべきところもあると思うのです

が，利用定員を上げる上げないことで 4月に入れる入れないということではなくて，

それだけのニーズがあるのであれば，最初から利用定員を上げておくのが本市の想い

でして，100 人のところを 100 人にということではありません。ニーズが 110 人ある

のであれば利用定員を前もって 110 人に上げていただく。それで 5月以降（年度途中）

の保育需要に応えていただけると，そういうことでないと年度途中の入所の需要に十

分，応えにくくなってしまいます。4 月 1 日に 100 人の定員のところを 120 人入れて

いただくと，その年度，誰も入ることができなくなってしましますので，120 人の定

員にしていただければ，20％の増加園児を受け入れていただくといくことになります

ので，ただ，繰り返しになりますが，これは，保育園の面積，保育士の確保ができた

上での話にはなりますが。 

長澤会長 

いずれにしても，保護者（利用者）から，利用者のニーズを十分，組んでもらって

いないのではないかという厳しい意見がでたと思うのですが，そのことについて，市

や施設のほうから意見はございませんか。 

山中委員 

私は，市がどうしてもそこにこだわるということは，まだ腑に落ちないですが，定

員を 4 月に守ってくださいと言ってきたのは，今年が初めてです。去年は定員から 9

名まで，80 人定員ならば 89 人まで，100 人定員なら 109 人まで OK で調整をして，結

果的に 9名の待機児童を出したわけです。今年私たちが不安に思っているのは，今時

点で 65 人という数字があります。これを今から 1 ケ月半の間にどこかに入れる（調

整する），その中には認可外施設に入ってもらえば待機児童ではありません。確かにそ

うなのです。あそこの認可外施設なら空いてますよと市も言うわけです。そういうこ

とをしてなおかつ，2 月 3 月に転勤してきて入所を申し込んでくる数も，だったら私

たちは，なぜそこにこだわって，そのことが本当に，その前に聞いたときに，この緊

急というような形で，超える場合もあり得るというまったくの特例という形で，その

入れない子がでるという事態はそういうことじゃないのかと思っていたのですが，そ

うじゃない。虐待と災害だという風にはっきり言われましたので，そのことについて

は，市があくまでもこだわるのなら，結局最終的に鈴鹿市は，今年も待機児童が出る

のだなという風な感じがします。 

長澤会長 この 4月の定員について，事務局どうですか。 

事務局 
平成 27 年度は，確かに 100 人定員のところで 109 人を入れていただいてスタート

いたしました。これにつきましては，平成 26 年度に私立保育園と十分，話をさせてい
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ただいて，国の決めた定員を守っていただきたいと十二分に説明させていただいたと

思っていいます。ただ，それまでの国の制度では，4 月 1 日を 100 人にしなさいとい

うことにはなっていませんでした。1 割まで OK，110 人までにということでした。そ

ういた過去の経緯，今までは 110％，5月以降は 120％？だったかと思いますが，4月

は 1割までは，定員を超えてもいいということだったので，そういったこともあり，

公立のみならず民間保育所にも定員の遵守ということでお願いはしておりませんで

した。平成 27 年度から 100％にしなさいという話が国からありまして，そういった事

は，説明もさせていただいたのですが，うまい調整ができませんでした。そこで国と

も確認をしまして，制度が大きく変った 1年度目であるから，定員を 1割というのは

無理であっても，幾分かは定員を超えてスタートしようということで，隣の市とも話

をして，昨年度はおっしゃるとおり，100 人の定員であれば 109 人，若干の余裕を持

って受入れをしていただきましたが，ただその時にもお願いしたのですが，これは暫

定的な措置であって，翌年度からは定員の遵守をお願いしたいことで話をした記憶が

あります。やはり私どもとしては，制度を遵守して運用していきたいと思いますし，

県にも確認をさせていただいています。確かに一部の市町で 4月 1日に定員を超えて

運用していく話はありましたが，それが適切であるかどうかということになるといさ

さか疑問があるところです。 

駒田委員 

これは定員の問題もあるのですが，もう 1つ施設基準といいますか，子どもの環境

の問題もあります。100 人定員の所は，100 人ピッタリしか入れる余裕がないという

環境的な解釈なのですか。利用定員が 100 人だけれども，その施設が例えば 120 人ま

で受け入れるスペース（施設環境）の問題が整備されていれば効果があげやすいです

よね。もしこれが，100 人しか受け入れることができない環境であれば，毎年これを

繰り返すことになってしまうわけでしょう。120 人近くまで，何となくうやむやに認

めて，基準は拡充されずに，また 4月に同じことを繰り返す。そこらは，どのように

解釈したらよろしいのでしょうか。ただ定員のことだけを話していますが，大事なこ

とは，子ども環境の話かと思うのですが。 

事務局 

定員というのは，その施設の質の高い保育を提供するために，適切な保育士と面積

がどうかということで設定することとなっています。本来，初めから 4月の時点で，

もう 10 人入れるということであれば，適切な定員とは何かというところから，その

保育園と話をしなければならない。自分のお子さんを 100 人しか入れないところに，

どうしても 4 月に入れたいからといって，110 人入れたために，保育士が足らない，

面積が足らないということではいけないので，「他にも空いている保育所が，こちらに

もありますよ」ということが，私たちの利用調整ということになります。ですので，

本来 120％を超えて入ることありきではなく，新制度においては，もともと定員は，

適切な面積と保育士の数が足りているかということで決めなさいとなっています。ま

たこの程，12 月 7 日付けで，内閣府の子ども・子育て本部統轄官と文科省・厚労省の

3者の連名で，新しい教育・保育施設の指導監査の方向性が出ています。この中にも，

きちんと利用定員が設定されているかということが明記されています。ですので，旧

制度の 120％を超えたら定員を上げなさいということではなくて，新制度では，初め
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に面積と保育士の数が足りている中で，利用定員を設定しなさいということなので，

利用定員を超えて何％も入れられることを想定していないのが新制度ですので，そこ

の説明が，私どもも私立保育園への説明が不足していたかと思うのですが，その部分

の違いが出ているように思います。 

西村委員 

先ほどもおっしゃっていましたけれど，これは誰のための制度なのだろうかと思い

ます。子どもの権利を守る，子どもが育つために環境をつくるためのものだと思って

います。誰をも苦しめるものではなくて，行政も保育園側も親もそうですけれども，

そこがうまく回っていくようなものにするために私たちはここにいるのだと思いま

す。先ほどから 120％といって子どもにとっての環境をお聞きして，ファミリー・サ

ポート・センターにもこの時期ですと保育園に入れないとか，転入転出のいろいろな

問題を抱えてこられる方がみえます。保育園に入れない間というのは，プラスαの余

分なお金と力を注いで送り迎えをしたり，その保育園から別の支援が必要だったりし

ます。入所できず，別の支援も受けることが難しい場合はやむを得ず仕事が出来ない

切羽詰まった状況が，現場では沢山見られます。ニーズが高い地域などは特に，必要

な所に必要な物をと望みます。待機児童ゼロとはいうものの，根底のところにたくさ

んのそういった現状があるということや，そのために子ども達も振り回されていると

いうことは分っていなくてはいけないと思います。 

山中委員 

誤解があるといけないので，120％というのは，定員を超えて 120％の保育をした場

合に，翌年度は，2年間ですね，定員を変更しなさいというのが 120％です。入れても

いいﾊﾟｰｾﾝﾄというのは，施設と配置規準，いわゆる昔の最低基準に適合する広さと人

員がいる場合は，定員を超えてどれだけ入れてもいい。というのが国の方針です。そ

れも 5月からは・・というのが今やっていることです。120％という枠もついていない

ですし，それは変わっていないはずです。先ほど，縷々
る る

説明された去年のあれに出た

という話があったのですが，120％を超えた場合は，下げなさいよという部分が，変え

られたのなら，私どもも従わなければならないと思うのですが，その部分って無いで

しょう。こんなこと言っていないでしょう。120％を 2年間超えた場合は，利用定員を

変更しなさい。これが変更されたのですか。 

事務局 

国は，2 年間 120％を超えたら定員を上げなければならないといっています。それ

自体は上げなければならないとは言っていません。ただ，100 人の定員を 1 年間 110

人できて，翌年も 110 人ならば，適正な定員設定は 110 人です。あくまでも超えてい

ない，120％を 2年間続けていないから，120 人にしなければならないことはないとい

う考えではない。 

山中委員 だから，新しい基準が出たのですね。 

山中委員 

だって今までは 120％まではいいですよ，最低基準をきちんと守って入ればいいで

すよと言われていたのを，変えられたのなら変えられたと言わないと，それが適切な

範囲ということだったのでしょ。20％が。私ら保育園を作ったときから，ずっとそう

いう風にやってきましたもの。 

長澤会長 意見の相違があるようなので，一度整理しておいていただけますか。 
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山中委員 そうですね。それで結構です。 

林委員 

私たちは主任児童委員として赤ちゃん訪問に毎月いっていますが，大体，月 140 名

くらい平均して赤ちゃんが生まれています。その中で，上のお子さんがいるご家庭に

行った時には，やはりこの子を入れたいのです。1人（相談の方）は，3歳と 1歳にな

ったら入れたいと。9 月くらいから申込み・面接があるのですかね？その結果がくる

のが 2 月だと。仕事を探すのにも苦労して探して，2 月になって（入所が）ダメです

と言われたとき，どうしたらいいのですかと質問されます。2 月なってからしか結果

が出ないのは，非常に不親切ですし，どうしようもなくなるわけです。そういう人た

ちは待機児童に入れないと私は，おかしいと思います。それと同時に，今，定員のこ

とばかり言われてますけれど，もう定員無いですといわれたら，親はあきらめざるを

得ない状況で，定員というのがすごく壁になってしまっているのを 20％アップと

は・・・，市や経営者の方は良く分かっていると思いますけど，私たちには，ぜんぜ

ん訳が分からない話で，私たちはお母さんに相談されたときには，一軒一軒電話して

みたらというアドバイスしかできないです。入れても 1人ですとか言われる。そうし

たらあきらめないという風な形を本当に苦労しているお母さんは見えます。だからニ

ーズとか西村さんが，先ほど言われたみたいに，お母さん方の実際のところ困ってい

ることは，私みたいな年代になるとこういう会議に出て色々なことを教えてももらい

ますけれども，生まれて 2，3 ヶ月の赤ちゃんの方も来年入れたいという希望がある

のだから，その時にここに行きたいという希望が出せるのだったら，1 年先のことだ

ったら計画はできるのですが，前年度の 2 月に返事をされてもそれは無理であるこ

と。それと私たちが知識として得ている問題で今分かるのですが，生まれて育ててい

る 1年 2年のお母さんには，今の情報といわれても分からないと思います。前にも児

童保育課に言ったのですけれども，「きら鈴」というサイトがあるじゃないですか。あ

れに，今ここは定員が何人で，これだけ空いていますとかここはオーバーですとかタ

イムリーに毎月でも入れたらどうですかと提案しました。それを見て，親は，自分で

いけるところを探せるわけです。そういうのが，お母さんの家へ行っていると，児童

保育課と話しても，ダメといわれたら，そこで電話を置くしかないというのが現実な

ので，わかりやすいタイムリーな情報をお母さんはほしいので，それをお願いしたい

と思います。 

長澤会長 

この件だけでなく，新制度であったり，認定こども園であったり，とにかく分から

ないという話がずっと出ていたと思いますが，こういう場に出ている人はいいのです

が，また事業者さんとは対話の回路があると思うのですが，意外とこういう実際に利

用されている方との対話の回路というのが少ないのかも知れないと指摘させてもら

ってますが，これからどういう形で市民の方々と対話していくのかというのも，少し

考えていただけたらといいと思うのですが，それについて何かございますか。 

西村委員 

「21世紀の子育てを考える会.鈴鹿」のアンケートの中でも，「鈴鹿市のホームページ

を利用していますか」に対して「あまり利用していない」が多かった。今，お母さん

方は SNS をすごく使ってみえて，使う率はすごく高いので，自分たちに有効な情報

が入っていれば，瞬時に観て判断されるので，活用するのではないかと思います。自
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分にとって必要なものがあれば，どのような形でも利用したいと思うのではないでし

ょうか。 

長澤会長 
皆さんにもお聞きしたいのですが，周知の仕方として市報（広報すずか）を使って

といわれてますが，市報って読まれます？ 

中島委員 

私は，この会議を引き受けたときは幼稚園の役員で，自分の子どもが 0歳 1歳 2歳

で保育園も受けずに，子育て真っ最中のときは，知りませんでした。このアンケート

は，1歳半の方のアンケートだけなのですけれど，公立幼稚園の代表で来ているので，

公立幼稚園の方がどう思っているのか，私立幼稚園の方がどう思っているのか，各方

面のお母さんたちの生の声を，こういう会議で意見を言うのは，すごく緊張するので，

生の声をアンケートという形ではなく，市の人が聞いてくださる場を何か，お母さん

たちだけの話を聞いてくださる何かをしていただけないのかなと・・。前の子育て会

議でもそういう部会があればと会長が言ってくださったので，そういう計画は無いの

かなと思いました。 

長澤会長 
こういう場でなくても，先ほど SNS という話がありましたけれども，例えば SNS の

交流サイトみたいなものを使ってというのも OK ですか。 

中島委員 

携帯が得意かそうでないかというのもあるし，パソコンが使えない方もみえたり，

お母さんは，皆さんパソコンをしていると思いがちですが，意外とパソコンを持って

いない人もいるので，やっぱり，直接話を聞いていただけるのがいいのではないかと

思う。 

駒田委員 

例えば今，子育て支援事業という形でもあるし，それを増やしていこうと，そこら

へんとの集いというのも効果的なのかと考えるし，NPO の場所でもあるわけですし，

別の参考資料になるかもしれませんが，感染症サーベランスというのも 国立感染研

のサーバーを使って，小学校はほぼ入っていて，公立の幼稚園保育所全部入って，私

立の幼稚園保育所は，半分くらいしか入っていない，つまりコンピュターを使える環

境がないところがたくさんある。それから，交流の場というのは，つくろうと思えば

あるので，そこを市がうまく利用して使っていただければ，もっと利用価値があると

思う。 

林委員 

先ほど私から「きら鈴」というのを言わせてもらったのですけれど，私たち「赤ち

ゃん訪問」では，それを全部，チラシとしてもって廻ってますよね。あれはどんな役

目になっているのですか。あれは「子ども応援サイト」なんですよ。だから，全部の

方に渡しているのです。だから 140 何名の方は持っているのです。 

事務局 

 「きら鈴」は子育て応援サイトということで，平成 27 年 3 月にスタートしました。

スマートホンとか携帯で手軽に子育て情報を知りえるということでスタートしたサ

イトでありまして，利用者数も増えています。そのサイトによってたくさんの若い保

護者の方に知っていただくために，主任児童委員の皆様に，資料を持って配っていた

だいており，ありがたく思っています。こういった活動は，今後も行っていただけた

らと思います。 

林委員 ただ，それを利用するのであれば，今のお母さんたちが言われている内容をそれも
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組み入れるんだったら・・・何のために私たち・・・。 

事務局 

「きら鈴」については，新しいシステムでございまして，去年の 3月から始めたわ

けですが，年々アクセスの数は多いのですが，一方では知らない，分からないという

ことで，本市のＰＲも不足しているのかなということで反省ですし，それをもっと広

げていく努力も必要だと思っております。林委員が言われましたように，瞬時に現在

の園で何歳児の空きがあるのかということについても，以前には市でも，空きの状況

を把握していたときもあったとのことですが，これについて公私立保育園から，毎月

情報をいただかないとできないので，手がかかるということで，各園で尋ねてくださ

いとなったように聞いています。というものの今は，ＩＴの時代ですので，私立保育

園等の御協力も必要ですので，関係団体とも調整して，早急に整理していきたいと思

います。中島委員が言われた保護者の声を聞く場がないのかということですが，部会

という考え方もあろうかと思いますが，部会となると人数も限られますし，逆にこち

らから出向いて，まちづくりミーティングのような座談会のようなものでもいいのか

と考えておりますので，それについては，保護者代表の方とも相談させていただきな

がらより良い方法を探って早い時期に実現できるように努めてまいりたいと思って

おります。 

駒田委員 

出生届けの時，膨大な資料を渡されるのです。以前から問題になっているのですが，

どこに何があるか，初めての方に書類ををドンと渡しても，どこに何が書いてあるの

かわからない。意外と読んでいない。それをどう読んでもらうかというのが，僕らの

仕事の大事なことで，それも含めて，必要なものがどこにあるのか，こういうときに，

ここを利用するのはどうしたらよいのかという，チャートファイルとか，こういう年

齢の時には，こういう支援が受けられるのか，うまく作っていく必要があるといくの

は全体を通して，市が考えていただかなければならない。 

山中委員 

実は，そういう事を気軽に相談できる制度は，よその市でもあるわけなのです。最

近言われる「保育コンシェルジュ」ですか，四日市は今年度から取り上げていますし，

鈴鹿市も是非やっていただきたいとこの間，市長と話をしたら，かなり前向きだった

ので期待をしています。ただ，内部の人にやってもらうとあまり効果が内容に思うの

で，外からしっかり意見の言える人になってもらいたい。 

伊田委員 

私も初めて「きら鈴」を見たのですが，家で子育てをしている方にとっては，お母

さんと出会えたり，同じ年代の子ども出会える集いの場のことが，すごく丁寧に書か

れているので，昔からあったらよかったなと思います。そこにいかないと無かったの

でこれがもしその時あったらよかったなと思います。全員が家で子育てをしているわ

けではないので，生まれて数ヶ月でお子さんを預けるという人もいるので，そういう

方がいることも含めて，そういう情報を入れてもらいたいと思います。話を聞かせて

もらっていて，子どもたちが過ごす保育所の話なのに，定員の話だと子どもたちの姿，

顔が思い浮かばないなと思いながら聞かせていたのですが，実は，私も昨年度，入園

を希望して，1 年前に入れませんという通知をいただきました。その通知を受け取っ

てショックを受けて，ここからどうしたらいいのか，まず分からなかった。私は 4月

から仕事が始まるというので，緊急度が低くかったと思うのですが，市に聞くべきな



17 
 

のか，小さい文字で，さらに保育園を求める方は，市役所に電話くださいと書いてあ

ったのですが，電話をして何を言えばいいのか，というのもあったし，電話をするの

は，敷居が高いので，一時保育でお世話になっている保育園の先生に，この通知が来

たけど，ここからどうすればいいか聞きました。私はたまたま，一時保育の先生がい

たから聞けたけど，ぜんぜんつてのない方もみえるわけで，ダメでしたという通知の

下に，この後，こういう動きをしたらいいですよというのを書いてもらわないとこの

まま動けなくなる人がいるだろうと思いました。二次募集で申し込んでもダメでし

た。たぶん待機児童にカウントされたのかなと思います。でもずっと入りたい園でお

世話になりたかった園なので，その園にお願いして，5 月なら入れることになったの

ですが，4月に入れるというのは，2月に分かるのですが，5月に入れるというのは，

4 月中でないと分からない。もちろん園からいい返事をもらっているので，不安は無

かったのですが直前でした。結局，4 月から仕事が決まったので，働き出すことにな

ったのです。先ほど認可外の方がおっしゃたように，4 月はどうするのかということ

になって，それまでお世話になっていた一時保育の園に預かっていただくことになり

ました。5月からは収入に応じての保育料ですが，4月は入園していないので，1日い

くらという預かりの保育料を払い，朝の追加料金を払い，というのを重ねていき，プ

ラスの費用がすごくかかった。それが現実です。入園してからの保育料と一時保育料

の差がすごく大きければ，5 月から入園できて嬉かったのですが，なんで 4 月から入

れ無かったのだろう，この 1ヶ月の差は何だろうというのが，わからなかった。普通

のお母さんだったら，何で 4月がダメだったのに，同じ園で 5月はいいのだろうと思

うだろう。 

長澤会長 

いずれにしても，4 月の時点での定員をどうしていくのか，受入れをどうしていく

のかということが課題となっていることと，実際の利用者にどうやって周知していく

のかということ，実際利用者の声をどうやって反映させていくのかというこの 3つの

こと課題として，残っていると思いますので，引続きお願いできますか。 

西委員 

今，3 号認定の部分で，見込みと実際のニーズ量が大幅に増加しているという乖離

があることで随分，議論をされたと思うが，大変重要な問題で，資料 1の一番最後に

は，利用者の視点に立った今後の対応という風に書かれてあるので，そのあたりの議

論をきちんとやっていくべきかと思うのが一点ですが，私はもう一つの課題は，1 号

認定の公立幼稚園が，逆に実際のニーズが激減していると，これはですね，今，教育

委員会でも幼稚園再編整備を進めていますが，実際，この平成 27 年度も休園もしく

は廃園をした幼稚園がいくつかあります。この 611 人というニーズの数字が実際には

幼稚園に募集してあったにも関わらず休園ないし廃園をしたことで，公立幼稚園には

行けなくなってしまったという人数が入っているのか入ってないのか，実際の在園の

数字なのか，この数字がどういうニーズになっているのか知りたいのと今後，教育委

員会でも幼稚園のあり方を検討してますので，増えている 3号認定と減っている公立

幼稚園の部分も，課題をしっかり浮き上がらせて今後どのようにしていけばいいか，

鈴鹿市全体の幼児教育のあり方という点で議論していただきたいと思います。 

長澤会長 611 人の内訳について，事務局お願いします。 
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事務局 この 611 人については，在園児です。 

西委員 

ということは，ニーズはもう少しあったということですね。そこは，実際のニーズ

量ということなので，在園児を書くのか，ニーズを書くのか，そのあたりは徹底して

いただく必要がある。 

長澤会長 その他ございますでしょうか。 

山中委員 
この地域子ども・子育て支援事業で資料を出してもらったので，一つだけ確認をさ

せていただきたいのですが。 

長澤会長 資料 1に関連していますのでどうぞ。 

山中委員 

上から 5番目の一時預かり事業（幼稚園）ですが，実際のニーズが 17536 人だった

とされていますが，11 回の会議のときに，新たに認定こども園をつくるときには，そ

の数が基礎になって，保育認定いわゆる 2号認定というのが決まってくるのじゃない

かと質問をしたときに，議事録の 12 ページでもわかりますが，ありませんと言って

います。補助の対象となっているのはいませんと言っています。対象になっている幼

稚園はいませんと言いました。それでよくニーズが分かるね，それでこの認定こども

園の保育の部分の数が決まったねという議論をしたことを覚えていますが，それがこ

ういう風に出てきたのは，どういうわけですか。 

事務局 

今回この一時預かり事業につきましては，私立幼稚園に照会をさせていただきまし

て，現場では預かり保育といっていますが，年間でどのくらいのニーズがあるのか聞

きまして，それに基づいて各園が上げてきた数字です。 

山中委員 補助対象には？ 

事務局 
私立幼稚園の預かり保育については，市の補助は無く，県の私学助成の中で，補助

を受けていると記憶しています。 

山中委員 

もう一度，11 回の議事録を見ていただいて，その時私はこのこと聞きたかったし，

そのことをどうしていくのかという話をしたときに，古市先生から，「自分のところは

わかるが」といわれ，それでとってもらったのだなという認識で今回見せてもらう。

この数が，これから認定こども園の預かり保育の部分，保育になっていく部分の基礎

の数と認識してもよろしいですか。 

事務局 

今現在，こういう状況であるというのは，新たに調査させていただいてわかったこ

とですが，その数すべてが，認定こども園に行くわけではないと思います。ただ，こ

の数があるので，認定こども園へ移行を考える私立幼稚園が出てくるのかなとは思い

ますが，これイコール認定こども園の 2号認定になるということではないと考えてい

ます。私立幼稚園等の意向も確認しなければいけないと思いますし，保護者のニーズ

もあると思うのですけれども，この数イコール，認定こども園の 2号認定に移行する

ことではないと思います。 

山中委員 

それで，今日出してもらった一時預かり事業（幼稚園）の施設別利用者人数という

のは，初めてこういう風に調査されたのは，実態をつかんでいただいて，これからの

子ども・子育て支援事業計画に反映してほしい。それと，保育園の部分ですね，その

他という風になっています。なぜその他かというと，認可保育所以外の一時預かり事
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業の補助金を受けることができるという制度ですので，その他となっているのです。

認可外保育所も受けられるのです。鈴鹿市は認めていませんけどね。これもＡからＨ

まで，すごくばらつきがあって，このこともしっかりと一時預かりをこれからどうし

ていくのかと特定の園に偏って，そこに負担をかけていくのかということも思います

ので，公立はそれに引き替え 2園ですので，公立のこういった部分を担っていってほ

しいと思います。 

近藤委員 

放課後児童健全育成事業の中の学童保育の利用者数なのですけれども，これは正規

の人数だと思うのです。というのは，定員が 70 名と定められたために，スポットに回

らざるを得ない子とか，6 年生なので 1 年生を入れてほしいから退所しますという子

どもさんもみえたので，その中では 1641 人以上だろうと思います。 

西村委員 

ファミリー・サポート・センター事業ですが，人数的には少ない感じですが，

依頼をする前のファミリー・サポート・センターでの相談や悩みでは，妊婦さん

が出産後すぐに預かる人がいない，上に子どもがいて預かりが必要だけど誰も頼

る人がいないということで，マッチングやすべての作業をしてから，おばあちゃ

んが駆けつけてくれて大丈夫になりましたというキャンセルが数多くあります。

私たちが実働しない社会がいいと思うけれど，それまでの保険のような感じで，

他市から入ってこられた方も含め，まずは登録して安心してもらいたい。使わな

ければ使わなくてもよいので，支援が得られるという安心を持ってもらいたい。

そのような見えない数も随分あることを了解いただけたらと思います。 

長澤会長 
実際のニーズはこれ以上ありますよということですよね。その他，ございますでし

ょうか。 

福本委員 

一時預かり事業（その他）に認可外施設も入れてもらえるのではないかという話が

あります。私たちも鈴鹿市の子育てに関わっていて，一時保育を行っています。この

表の中に，認可外保育所については，入ってないのですよね。だから，とても不公平

感を感じています。一生懸命行っている部分を，どうして含めていないのか。また，

公立や民間の保育園に入れなかったお子さんを認可外保育所が預かることもある。だ

けど，認可外保育所で預かった子は，待機児童ではありませんと言われました。そう

かもしれませんが，実際は，認可を受けるべきお子さんもいます。認可を受けたら，

市からの補助もいただけて他のお子さんと平等に，鈴鹿市の子どもとして育成してい

ただけるわけです。でも，私たちのところに来ているお子さんも，れっきとした鈴鹿

市のお子さんです。私たちも，誇りを持って仕事をしています。けれども，お母さん

の中にもきっとあると思うのですが，待機児童なのに，どうして待機児童とは言わな

い。認可園に行っているお子さんとどうして違うのか。そのあたりを皆さんにも考え

ていただきたいと思っています。 

長澤会長 認可外施設についての考え方はどうですか。 

事務局 

先ほどからﾌｧﾐｻﾎﾟであったり公立幼稚園の状況であったりということで，この資料

ですが，実際のニーズという書き方がしてあります。これについては，実際のニーズ

と言いましても実績でして，現状の利用状況を示しております。本来であれば，ここ
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に表れていないものをいかに掘り起こすか。今後，資料を作成するにあたり，可能な

限り，実態の把握について，事務局としても整理していきたいと思います。 

事務局 

認可外施設の待機児童について，定義上の話になって実態とかけ離れているという

意見もございますが，認可外保育施設に預かってみえる方については，待機児童にカ

ウントしないということになっています。 

長澤会長 基本的には，国が決めている規定上ということですね。 

山中委員 
付け足すと，「補助を出している認可外施設は」というのがついています。鈴鹿市

は，若干出しています。 

長澤会長 その他，ございませんでしょうか。 

伊田委員 

アンケート結果の問 11 の部分ですが，「土日祝日一時的でも子どもを預けたい」と

いう意見が何人かいますが，聞くところによると，公立保育所は土曜日半日だけ預か

ってくれるというのを聞いて，なぜ半日なのかなと思ったのですけど，もちろん仕事

で，土曜日も仕事なので預かってくださいとなっていると思うのですが，半日だけ預

かってもらっても，半日で迎えにいくのかなというのと，なぜ公立保育所は半日なの

か知りたいです。 

長澤会長 事務局いかがでしょうか。 

事務局 

おっしゃるように，公立保育所は土曜日半日保育を行っています。そもそも保育所

（園）というのは，保護者等が就労等で保育が実施できない場合，今は，保育が必要

となった場合となりましたが，親に代わって保育を実施することになっています。土

曜日 1日保育が必要となれば，鈴鹿の場合は，民間保育所にお願いしているところで

す。公立保育所については，土曜日保育を必要としない方も見えますので，そういっ

た方が利用されてみえることになります。 

伊田委員 

細かいところまでフォローしてもらえるのが，公立保育所というイメージがあるの

で，私立保育園が 1日で，公立保育所が半日というのは，保育所を選ぶ段階で，その

ことを分かって選ばなくてはならない。公立保育所が土曜日半日ということは，公表

されていることなのですか。 

事務局 

保育所ガイドにも載せてあります。開所時間や特別保育の状況についても載せてい

ます。考え方のひとつですが，保育所については，公立と民間保育所，主に社会福祉

法人にお世話になっています。民間にできることは民間にという考え方もひとつで

す。公立保育所は，できるだけスタンダードの方がいいのかなという考え方もありま

す。小さなお子さん（低年齢）のお預かりについても，軸足をおいているところです。

長澤会長 
他よろしいですか。では，その他に移らさせていただきます。（1）保育所（園）保

育料の見直しについて，事務局お願いします。 

事務局 

お手元資料を御覧ください。一つ目の「保育所保育料の見直し」についてでござい

ます。本年度，新制度の施行に伴いまして，本年度からは算定根拠を，これまでの所

得税から市町村民税の賦課状況に変更し，階層区分を設けているところですが，国基

準と一致していないことから，今後，公私立幼稚園間の調整や保育所，幼稚園，認定

こども園との整合を考慮し，国基準に合わせた階層区分を設定し，従来から，国基準
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の概ね 70％程度を目途としていることもあり，金額の改定を行うものです。また，3

歳児と 4歳以上児で保育に要する経費に差があることから，利用者負担の適正化の観

点で，3歳以上の区分を 3歳児と 4歳児以上に分けさせていただくものです。もうひ

とつ合わせて説明させていただきます。「公立保育所の施設整備方針」ですが，行財政

改革アクションプランの取組として，公立幼稚園再編整備計画と合わせて進めてきた

もので，公立保育所の「整備の方向性」をまとめたものです。大部分の保育所は，老

朽化が顕著であることから，公立保育所の必要性や各保育所の現状を整理したうえ

で，緊急性・必要性の高い保育所から整施設備を行おうとするものです。このうち 6

施設については，幼稚園再編整備計画との整合を図り，幼稚園との幼保一元化（一体

化）を目指すものとしています。また，特に緊急性の高い 4保育所（西条・合川・玉

垣・算所）については，第 1次重点整備と位置づけ，早急に取り組んでいきたいと考

えています。事前に委員の皆さんに説明させていただいた際の主な意見は，一覧にし

てありますので，御覧いただきたいと思います。 

事務局 

補足ですが，「保育料見直しの件」と「公立保育所施設整備方針」の 2点につきまし

ては，各委員さんにお会いして，事務局から説明させていただきました。改めてここ

で説明させていただいたということで，傍聴の方には早急に用意させていただきま

す。個々に廻らせていただいたときに，ご意見としていただいたものが，こちらの一

覧となっています。 

長澤会長 
保育料の見直しと公立保育所施設整備方針について説明いただきましたが，この 2

点について，御質問御意見はございませんか。 

山中委員 

確かに説明を受けまして，保育料については，国基準に合わせていくという部分と

3 歳児，完全ではないけれど 15：1 の配置規準でされることを見込んで，負担の多い

ところにというのは理解できるところです。鈴鹿市が全体として，国基準に対して

67％でやっている，つまり国が取れといっている部分の 67％を鈴鹿市がとっていると

いうことですが，この金額の配分については，これでいいのかどうかというのは，も

う少し検討していただきたい。というのは，この 67％というのは，説明を受けたとき，

津市とか四日市市と負担率は変らないということだったのです。ところが，この最高

額のところは，四日市と鈴鹿でかなり差がある。四日市は 57000 円，津市も 56000 円

で負担をしてもらっている。全体として 67％と変らないのなら，鈴鹿市と他市の違い

があるのか。これらも含めて，今後，研究していただいて私たちも知りたいところで

す。それと，公立の整備方針については出てきたばかりで，私たちもどのように考え

ればよいのかというところです。今後，この子育て会議の中で，公立のあり方とかに

ついて，もう少し議論ができたら思います。 

長澤会長 
他市との比較において，保育料について，もう少し検討してはどうかという意見で

したがどうでしょうか。 

事務局 

各委員さんに説明させていただいたときには，この点については，あまり詳しくい

たしませんでしたが，まず，保育料の算定自体を鈴鹿市と他市とを比較しますと，鈴

鹿市の場合は，3歳未満の保育料の部分が他市より低い。3歳以上につきましては，他

市より高いところであります。今現在，保育所の入所者数をみますと，市全体では，



22 
 

保育料の低い部分が約 4割，高いところは約 6割で，高いところで子どもが多く，低

いところで子どもが少ない状況があるため，保育料総額における市の負担が他市より

少なく，国基準の 67.14％となっていると思います。 

長澤会長 利用者の立場から何かありますか。施設整備についてもどうですか。 

事務局 

公立保育所施設整備方針という形で今回まとめさせていただきました。この方針の

中では，足らない内容としましては，具体的に，いつごろ，どれくらいの規模で整備

していくのかということについて，あえて記載しておりません。今書きこめる状況に

ないということでございます。現実問題といたしまして，公立保育所 10 箇所，私立保

育園 31 園で，保育需要を賄っていただいているところです。そんな中，私立の 31 園

については，主に社会福祉法人様のご協力によりまして，ある程度，施設面での充実

がひと段落ついてきました。そんな中，公立保育所については，平成 24 年に河曲保育

所の建替をしているのですが，それを除きますと，次に新しい施設でも昭和の時代に

なります。非常に老朽化が著しくなっています。そういうことで，公立保育所につい

ても，ぼちぼちリニューアルというか手を入れなければならないということです。た

だそんな中で，公立保育所と私立保育園の役割についても，方針の中で整理いたして

おります。先ほど，スタンダードという発言がありましたが，社会福祉法人で行って

いただいているのは，非常に感謝しているものでございます。ただそんな中で，私立

では保育しづらい，対応がむずかしい家庭の子どもが顕著になってきております。そ

ういうお子さんを重点的にお預かりして保育していくのは，公立の役割ではないかと

いうことで，病児病後児も含めまして，中心的に公立が担っていこうという方針です。

新しく始まります総合計画の中でも，公立のあり方についてもある程度，触れており

ます。先ほど申しましたように，いつ，何年度に，どこどこの保育所をどうするとい

ったところまでは，書き込んでいませんが，今までこのような方針そのものがなかっ

たと言うのも，事実でございます。今後，皆さんにも意見を伺いながら，進めてまい

りたいと思っています。ご協力お願いいたします。 

山中委員 

公立保育所のあり方というところで，部長が先ほど言われたことは，今後大きな議

論になる部分だと思います。公立はそういう施設でよいのかというのは，今後も議論

していきたいし，そのことについて縷々
る る

意見を述べるわけにいかないので，是非，そ

ういう機会を作ってほしいと思います。このことについては，実は，四日市，津市な

ど近隣の市町も同じような方針を出していて，これが本当に公立保育所としていいの

か，疑問があるところです。 

駒田委員 
医療関係に関しては，かなり進んでくると思います。看護師の配置もかなり進んで

いますし，他市と比べてもありがたいです。 

伊田委員 

公立保育所だったら，何でも相談できるよういな形になっていただくと，大きな安

心をもらえると思いますし，市内にたくさんあるわけで，地域によってニーズは違う

と思うのですけど，土日祝日に預かってもらえるとか一時保育をもっと預かってもら

えるとか色々なお子さんを安心して受入れをしていただく立場というか，そういう施

設であってほしいと思います。 
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長澤会長 

今後，利用者からのニーズも伺いつつ今後の方針について，考えていくということ

でよろしいですか。その他，ございますか。では，次回の日程ということで，事務局

お願いします。 

事務局 

次回でございますけれども，本日が，今年度の最終と予定しております。来年度に

おいても，年 3回程度，開催させていただく予定です。今年度同様，6，7月頃の開催

を予定していますが，各委員の皆様に緊急に御報告すべき事柄が発生した場合には，

至急，連絡させていただくこともありますので，お願いいたします。 

長澤会長 
長時間にわたりましたが，皆さんありがとうございました。事務局にお返ししたい

と思います。 

事務局 

長澤会長，ありがとうございました。また，各委員の皆さん，熱心な御議論，ありが

とうございました。途中，私の方でスタンダードという表現で間違った使い方をしま

した。時間的な問題と特別保育のことは当然，公立が主になって担っていくことは間

違いございません。お詫びをさせていただきます。今回は，鈴鹿市子ども・子育て支援

事業計画の点検（中間）ということで，計画の検証 をお願いし，様々な御意見をいた

だきました。次回の会議では，最終の数字をもとに総括を行いたいと思います。この 4

月からは，組織改革によりまして，「子ども政策部」が，保育部門と幼稚園部門を所管

することとなります。今回の意見等を踏まえ，来年度以降の子育て支援施策にできる

限り，反映してまいりたいと思います。委員の皆様には，本年 11月 25日までの任期

となっております。次回の子育て会議もよろしくお願いします。 

最後になっても申し訳ございませんが，補足資料の認定区分別・月別入園者数につ

いて，標記の誤りがありました。2号，3号の数字が逆になっています。お詫びして訂

正いたします。これを持ちまして終了させていただきます。 

 


