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平成２７年度 第１０回 鈴鹿市子ども・子育て会議録 

 

開催日時 平成２７年５月７日（木） １０：００～１２：００ 

場  所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０２・５０３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，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，山本 透，西 繁 

（以上１８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（和田）， 

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，大西），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）， 

健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ），学校教育課学事Ｇ（實義ＧＬ）， 

（計１１名） 

傍 聴 者  ４名 

資  料 

１ 第１０回会議事項書 

２ 鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）［資料１］ 

３ 認定こども園の概要［資料２］ 

備  考  

 

事務局 

１ 開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員の出席状況（出席者１８名） 

  ・新委員の紹介 

    ・山中委員 

    ・森委員 

    ・山本委員 

  ・新事務局メンバーの紹介 

    ・児童保育課 保育グループリーダー 植田 

・学校教育課 学事グループリーダー 實義 

保健福祉部長 

おはようございます。保健福祉部長の松井でございます。 

平成２７年度としては第１回，通算では第１０回になりますが，“鈴鹿市子ども・子

育て会議”の開催にあたりまして，一言御挨拶申し上げます。 

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，また連休

明けで何かとお忙しい中，御出席を賜りまして誠にありがとうございます。 

先の鈴鹿市長選及び市議会議員選挙の結果，皆様御存知のとおり，末松市長が当選

し，第２期目が今月１日からスタートしたところでございます。ますます子ども・子

育てに関わる施策が，重要な柱のひとつとして推進していくことになろうかと思いま

す。 
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さて，昨年度は「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」の策定に関し，御協議を重

ねていただき，年度末に策定したわけでございますが，今後も本市の子育て支援施策

についての様々な課題につきましては，皆様の御意見を頂戴しながら，取り組みを進

めて参りたいと考えているところでございます。そうした中，この“子ども・子育て

会議”の運営に関しても，今一度整理いたしまして，会議のあり方や役割について，

情報共有をして参りたいと考えております。 

本日は，「鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）」をお示しいたしまして，今後

のあり方等について皆様からの御意見を頂戴したいと考えております。また，「認定こ

ども園」におきましては，我々の説明不足もございまして，各方面に多大な混乱を招

いたということもございますことから，「認定こども園」とはどういう施設であるの

か，その辺りについての確認・説明をさせていただきたいと思っております。 

本日はどうぞよろしくお願いいたします。 

説 明 

（事務局） 

配布資料の確認と説明 [事務局説明] 

第１０回会議事項書 

鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）［資料１］ 

認定こども園の概要［資料２］ 

 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 よろしくお願いいたします。では早速，議事の方に入ってまいります。 

山中委員 

先程，部長から話もありましたけれど，最初に私がここに来た経緯について，単な

る私保連(鈴鹿私立保育連盟)の中の役員交代とは思っていないので，そこのところの

説明と今後の議論の進め方について，先に発言をさせていただいて良いでしょうか。

長澤会長 はい，どうぞ。 

山中委員 

今回，私が前委員から引き継いだのは，当然役員交代ということがあった訳ですが，

そうなる過程の中では，昨年度の市議会の中で認定こども園の予算が計上されたこと

で，先程「混乱を招いた」と過去形で部長がおっしゃりましたけれど，「混乱を招いて

いる最中だ」と私は思っています。そのことはまだ終結しておりません。特に私保連

の中でいろいろ混乱がありまして，まだ議論が尽くされていません。 

市議会の中で，どの議員も特に一番大きく言われたことですが，“子ども・子育て会

議”の役割をもう一度見直すということ，関係団体の中で議論が尽くされた上で，そ

の予算は承認・実行されるものだということを市長も言っていました。なので，その

ことについてやはり責任があるということで，ここへ来ても私保連の立場を説明し，

私保連の中でもこれから議論をしていくということで参加をさせていただいており

ますので，その点をよろしくお願いします。 

長澤会長 
はい。では，そういうことも踏まえまして“鈴鹿市子ども・子育て会議”の運営に

ついて，事務局の方から説明お願いします。 

説 明 鈴鹿市子ども・子育て会議の運営について ［事務局説明］ 
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（事務局） 鈴鹿市子ども・子育て会議運営要綱（案）について 

長澤会長 

ありがとうございます。 

この件について，皆様からの御意見・御質問等を伺いたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

山中委員 

これにも関係すると思うのですが，年度末にかけてパブリックコメントを募集し

て，いろいろ市民から意見が寄せられたと思うのですが，その結果が今日，出ていな

いのはどうしてですか。 

私もまとまったものは見ましたが，今日出ていないというのが理解できないのです

が。“子ども・子育て会議”や今日の議題に関することもたくさんのパブリックコメン

トが出ていたと思うのですが。 

駒田副会長 もう既に読まれているはずだと思ったのですが。 

山中委員 読まれてるのですか，皆さん。 

駒田副会長 そのはずですけれど。 

長澤会長 
パブリックコメントについては，送付されていますよね。 

事務局どうぞ。 

事務局 

 （パブリックコメントの）結果については，委員の皆様には事前にお渡しさせてい

ただいているのですが，委員の皆様だけではなく市民の方にも見ていただけるよう，

本日までホームページ上で公表させていただいております。そのため，今回の会議の

中で配布させていただかなかったわけですが・・。 

山中委員 

それは，やはりうちの会（私保連）の弱さなのですよ。委員がどこ（会議）に行っ

ていても（資料が）来てないと。そういうことがあったから今回みたいないろいろな

ことが起こってしまった部分もあるので…。委員さんに送って，皆さん見られた訳で

すよね。うちだけ組織の中で伝わってないということですよね。 

私は見てないから尋ねているだけであって，それはうちの組織の問題なのかなと思

ったので。皆さん見られていて，それを納得しているのならそれで良いのです。 

長澤会長 

では，確認させていただきます。パブリックコメントについては全委員に送られた

訳ですよね。全委員は基本的に組織の代表を兼ねていますから，各組織については代

表の方から流すという形になっているということですよね。 

事務局 

パブリックコメントについてはいろいろな意見をいただきました。それに対する回

答も含めまして，一ヶ月間（今日まで）公開することになっております。 

公開にあたりましては，その少し前に委員の皆様には資料を送らせていただいたつ

もりなのですが，手違い等で届いていないということがありましたら，この場を借り

ましてお詫び申し上げたいと思います。  

山中委員もおっしゃっているように，この場に御用意できなかったのは，もう少し

丁寧にすべきだったのかなという気もいたしますが，私共としては事前に送らせてい

ただいて，御了解いただいたと思っておりましたので，そのようにお願いしたいと思

います。 

長澤会長 はい，駒田委員。 
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駒田副会長 

山中委員からお話がありましたが，どうも皆さん，事情が分かりにくいと思うので

すよ。 

恐らく，会議として考えることと，私保連の中で調整していただくべきこと，それ

から市と私保連の間で行き違いもあったという感触も持てる訳ですが，その三つを整

理して，それぞれの問題が解決することがこちらも喜ばしいことですし，支援もする

訳なのですが，この会議として考えるべきことと，その後の二つのことを分けて考え

ていかれた方が，皆さんも理解しやすいと思います。 

長澤会長 はい，古市議員。 

古市委員 

我々はこの業界の委任を受けて，代表者としてこの会議に出席させていただいてお

ります。 

山中委員は（これまでも）毎回傍聴に来て，逐一聞いてみえるので，中身も皆さん

同様によく分かってみえると思いますが，私ども（鈴鹿市）私立幼稚園協会の会員全

員が傍聴に来ている訳ではありません。決定事項はファックスで流しますが，途中経

過は業界の委任を受けた代表者として承って，一任を受けているという形で対処をさ

せていただいております。 

この間の件については，今までの長い間の経緯もございまして，決定の順番が前後

したという点も見受けられましたが，それもひとつの反省の材料として，これから鈴

鹿市もこの新制度に取り組んでいかなければならない時期に差し掛かっていますの

で，今言われたように専門家による委員会を設けるという形をとっていきながら進ん

でいただければ，スムーズに行くのではないのかと思います。以上です。 

長澤会長 

まず，パブリックコメントの扱い方については，よろしいですか。 

この場で代表者の方にお渡しいただいて，後は各組織の方に代表者から流していた

だくという形をこれからも踏襲させていただくということでよろしいでしょうか。 

では，それを受けまして，先程古市委員の方からもありましたけども，今後の運営

の仕方ということになってくるかと思うのですが，何か御意見・御質問等はございま

すか。 

はい。近藤委員，お願いします。 

近藤委員 

部会を定めるというところでは，私とても大切だと思います。 

四月から法案が変わってしまって，学童（放課後児童クラブ）もすごく混乱してい

ます。ガイドラインも作っていただいて，その説明もあったのですが，やはり現場に

出てみると「春休みは，朝から支援員がずっといないといけないの？そうしたら労働

条件はどうなるの？」とかいろいろな問題が出てきたりします。 

また，学童にいると，いろいろな所で働くお母さんたちもいるので，「うちの保育園

は 17 時からお金取るようになったよ」とか「うちはいらないよ」とか「え，どうなっ

ているの？保育料って一定ではないの？」とかいろいろな意見を聞いたので，その辺

りをしっかり吸い上げて，どういうところが困っているのかをここで議論するのも大

事なのですが，やはり保育園・幼稚園とか，それこそ学童とか，いろいろな専門の方

に入っていただいて検討することは大事かなと私は思っているのですが，どうでしょ

うか。 
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長澤会長 

専門部会を設けることについての御意見ですが，これについては何か御意見等ござ

いますか。 

はい。駒田委員，お願いします。 

駒田副会長 

この議事運用の中で，いろいろな方の意見を吸い上げて，子ども・子育てに必要な

諮問と言いますか，答申をあげていくことがこの会議とするならば，いろいろ大変だ

と思うのですが，それでも部署の方でまとめるために内輪で部会を持っていただく

か，それとも市の方がお世話して部会を持つか，その辺りはそれぞれだと思うのです

けども，そういうことに関しては非常に賛成します。 

長澤会長 

昨年度，問題もあった気もしましたが，質の保障の部分，質の向上の部分をどのよ

うに図っていくのかという，質の部分を議論する場として，部会というものが利用で

きたら良いのではないかと私個人としても思います。 

はい，山中委員。 

山中委員 
そこのところでは，事務局としては，こういう風なものをと考えていることはある

のですか。 

事務局 

私どもの方としましては，先程触れさせてはいただいたのですが，これからの保育

需要等について対応していくために，利用定員の設定等，詳細な部分については，保

育所関係者・幼稚園関係者の方々を含めて専門的な委員で構成をさせていただいて，

忌憚のない意見をお伺いしたい，そういった部会を想定はしています。  

山中委員 

パブリックコメントの中にもあったし，私自身も一番違和感を持っているのは，“子

ども・子育て会議”があれだけ長い時間を掛けて論議をした支援計画と今回された認

定こども園の予算を計上するという中での定員設定等が非常に合理性がない。矛盾し

ている。そういうことがなぜ起こるのか。 

折角，鈴鹿市が五年間の支援計画を立てて，そこに人数の明記をして，保育の需要

はこれだけだからそれをどういう風に供給するという所まで書いた支援計画が出て

いるにも関わらず，それとはそぐわない計画だという風に私たちは見たので，おかし

いじゃないかと。どこでそんな事が決まったのという話になって，そこにはやはり“子

ども・子育て会議”の責任もあるのではないかと言われる議員さんたちも私が市議会

を傍聴した中ではあったので，そこの所をどうするかという議論はやはりきちんとす

べきではないかと思います。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

県の方にも出てますので。向こうも同じように各市町からの計画・数字を吸い上げ，

ぶちまけて申し訳ないのですが，あの時も結局，国が国策としてこれだけの数を作る

から，そしてその数までは規制はあまり関係なく増えていくという，国策としての認

定こども園の作成作業とこの事業がどうも平行しないということがかなり向こうで

も問題になりまして。恐らく，その中で幼稚園協会・保育園協会の方々は持って帰っ

て，自分たちで情報を議論されて，また会に出てみえると思うのですが，その点もこ

の会そのものが形としてなされていくものと，まず最初に議論させられたと言います

か，国から答申を求められた部分というものがかなり矛盾があることは，多分皆さん



6 
 

分かると思うのですけども。ここからだろうと考えていますけども。 

そのために，各地域・各県でこれまで積み上げられてきたシステムというものを明

らかに無視したような形で国の方が動いてきていますので，そこを調整するのは県で

あり市であるということになって，ある意味ではあの一年間というものと今後からの

ことは大分違うだろうと考えています。 

山中委員 

そうなのだろうと。そのことはよく分かっています。ただ，“子ども・子育て会議”

と平行して計画が進められていたということが私どもは分からないのです。 

なぜ市が“子ども・子育て会議”と矛盾するようなことを計画して行ったのかとい

うこと。それを大半の関係者が知らなかったということがやはりおかしいと。 

だから，“子ども・子育て会議”がきちんと部会も作ってやり直すなら，そこまで戻

ってもう一度最初からやってもらうのが一番筋ではないかというのが，今，私保連の

中で固まりつつある意見なのです。 

だからそこの所をしっかりと，鈴鹿市の子どものこれからの保育・養育・子育て支

援をどのようにしていくかという基があって，その中で論議をしながら，いろいろな

施策を進めていってほしいということです。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

当然，南の方の地域は（その）地域の事情もあるし，地域によって（事情は）ある

だろうと思うのですけど，全県的に見て，明らかにニーズと合わない認定こども園の

でき方はかなりあちこちで出てきますので，その辺りの情報も市の方が得ていただけ

れば，他市の状況もある程度知っていただく方が本当はよいのかなという気がします

が，なかなか出て来ないですね。恐らく，あちこち混乱していると思います。 

希望として出てくる（認定こども園の）数と国が出してきたチャートに沿って出し

た計画から導き出された認定こども園の数がどうも合わないというのを，最後のとこ

ろで僕らも理解してきた所があるのですけれども。 

長澤会長 はい，古市委員。 

古市委員 

今，事務局の方から専門部会について，直接の担当者の私保連と幼稚園協会の方に

入っていただいてという御発言をお聞きしたのですが，鈴鹿市におきましては，公立

の幼稚園・私立の幼稚園・公立の保育所・私立の保育所の四団体の調整機関として，

幼児教育連絡協議会というものがもう四十年ぐらいの歴史があるのですが，それが調

整機関であるのか，承認機関か同意機関か分かりませんけれど，その途中におきまし

ては，発足の当初は松井部長もその担当で，よく県との折衝の中で使わせてもらった

ということをこの前も言ってみえましたが，最初の発足当時の理念は調整機関として

の働きを十分成していたのです。しかし途中で，会長が悪かったのか何か知りません

けれども，連絡協議会の協議も議論も議決もなしに，施設がばんばんと造られたとい

う時期がございまして，それでこれはもう有名無実というか自然解散かなと私は思っ

ておりましたら，またこの新しい認定こども園の問題が起こってきまして，その調整

が必要なような形が起こって参りますし，鈴鹿市も待機児童どころか，幼稚園の方は

大きく定員割れしているのですが，数年すると保育所のほうも定員割れをするという

のが予測されるような人口動態になって参りましたので，その中で新しく認定こども
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園をどうするかという議論は，調整機関のまとめ役は頭を悩ますところでありまし

て。どんどん右肩上がりで増えているときはそんなに難儀はしないのですが，市場原

理なり自然淘汰のような形で減らしていくという調整は非常に気骨が折れるという

か，心配をしているのですが，市当局が今考えていただいている専門部会と幼児教育

連絡協議会の関係はどうなっていくのでしょうか。 

長澤会長 その点，事務局，いかがでしょうか。 

事務局 

部長の松井です。先程名前も出ましたので，私も説明させていただきたいと思いま

すが，確かに以前から古市委員がおっしゃっていただくような組織が鈴鹿市にはござ

いまして，私もそれについては何回か，この場でもお話させてもらっていますけれど

も，法的な側面から見ますと，法的に位置付けられた組織ではございませんので，あ

くまでも任意の団体として機能してきた訳です。 

今回，こういう専門部会を“子ども・子育て会議”の下に設置するということをも

し御承認いただければ，私ども事務局の考え方といたしましては，今までいわゆる任

意の団体であったような組織を，ある意味ここへきちんと位置付けしていってはどう

かなと私の方で考えを持っていますので，今後また私保連さんあるいは私立幼稚園協

会さんの方とも，この辺りについてもお話をさせていただきたいなという風に思って

います。これについてはまた改めて，それぞれの団体さんの方とお話をさせていただ

くと… 

古市委員 これからの問題ですね。 

事務局 
そうですね。ということで御協力させていただきたいと思いますので，またよろし

くお願いします。 

長澤会長 
その他，何かございますか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

認定こども園が国から推進されているという話があるのですが，鈴鹿市であった

り，ほかの市町村であったり，独自の市町村のニーズに合ったように独自の規格が作

れる訳ですよね。なので，鈴鹿市は鈴鹿市独自の方向性を作っていくという風にはな

らないものなのでしょうか。どうしても国から押されていることであると，そちらが

オッケーであって，でも本当にあるニーズには，実は応えていないというようなまま

に行くのではなくて，鈴鹿独自であるニーズに応えるようなものを作っていくという

のはできないものなのでしょうか。 

長澤会長 

国としての認定こども園の考え方と，当然県としての計画もありますし，それに対

して鈴鹿市の計画をどうしていくのかという話だと思うのですけれど，それについて

事務局いかがでしょうか。 

事務局 

認定こども園につきましては，その次に改めて概要等を御説明させていただきたい

と思っております。そのときに御質問にもお答えさせていただいた方がよいのかな

と。今，ちょっと要綱の方をよろしいでしょうか。 

長澤会長 
はい。 

山中委員。 
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山中委員 

要綱の部分で言いますと，部会を作るときに誰が必要なのかどうなのかというとこ

ろで，私は自分の所の園が無認可保育所から認可園になった所なので，この発言をさ

せてもらうのですけれども，鈴鹿市というのは無認可保育所をこの四十年以上に亘っ

て，ただで利用してきたと私は思っているのです。 

当初の頃に，無認可保育所の方から，年間これぐらいの保育をしていますよという

話があったかと思うのですけれども，今回の平成 27 年度入所に関しても入れない子

が出てきたときに，「無認可保育所さん，空いてますよ。」，「無認可保育所さんに相談

したら。」という言い方を市はしていたということがあるので，その中で考えると，そ

の人たちのことはどうするのかという部分で，なぜか鈴鹿市は小規模保育所を国の政

策であるにも関わらず認めないという方針なので，認定こども園のときにもその話は

出させてもらおうとは思っていたのですが，どこが違うのか，なぜそちらは駄目で，

こちらはよいのか。近隣の市町を見ても，四日市市にしろ津市にしろ，緊急の対応と

して，すぐにできることとして利用している小規模保育所を鈴鹿市はなぜしないの

か。その辺りもあって，この部会を作っていく上では，そのこともやはり考えられる

人も入れてほしいという風に思います。 

長澤会長 はい，福本委員。 

福本委員 

認可外の保育所です。 

先程，山中先生がおっしゃったように，26 年 3 月末，27 年度 3 月末には，それぞ

れの無認可園の定員いっぱいいる訳です。そして預からせていただいて，2 月の末に

認可園に移行できますという話になりまして，今，4月になりましたら，本当に 20 人

いても 4・5人いるかどうかという形になります。 

それでは，その差はどうだったのか。鈴鹿市はいつも「待機児童は全くいません。」

という形で今までずっとお話しなさってきました。私たちも「いますよ。潜在的には

いるのですよ。」という説明を何度もさせていただいたし，市交渉もさせていただい

て，そういう説明もさせていただいたのですが，いまだ進展を見ない。 

小規模保育所に関しても，古市先生がおっしゃったように，近い将来，認可園であ

っても定員割れができてくる。そこら辺りでやはり市としては，必要がないという風

に思われたのでしょうけれども，現在のところ人数は少ないですが，年度末になると，

要するに入所を決定される段階になると，そこで入所できるかどうかということが，

就業しているかどうかということが一番のポイントになるので，そこら辺りで全部認

可園に入れませんので，「一ヶ月預かってください。」，「二ヶ月預かってください。」，

「急に就職が決まりました。でも行きたいのです。」ということに対して臨機応変に対

応できるのは認可外保育園です。 

その他様々なことに関して，今までから臨機応変というか，園長の思い，子どもた

ちへの思いでもって，無理をしてお引き受けしてきた子どもたちもいます。その辺り

を皆さんはどう思っていただいているのか。待機児童に関して，今までどおりの考え

方でしていただくのか。五年先，十年先，その辺を考えて，保育行政の中で待機児童

が減るのではないかという話になっていくようですけれども，市の認可園に入れる条

件に沿わないお子さんもいらっしゃる訳で，それに沿わないお子さんを認定こども園
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にというカバーを考えていらっしゃるのでしょうけれども，認定こども園も今ひとつ

考えられているようですけれども，私たちにもまだまだ頼ってくださる保護者の方も

あるし，できることがたくさんあると思うのです。  

だから今までの考えの上に，もっと私たちのことも認可園の生き方，認可園の社会

資源としての活用の方法を考えていただきたいと思います。先程おっしゃっていただ

きましたように，40 年，ホンダができて，鈴鹿市が大きく大きく成長していく中で，

私はまだ9年目ですけれども鈴鹿市は認可外の保育所を御利用いただいてきたと思い

ます。ひとつひとつの規模は小さいですけれども，みんなまとめると，ひとつの保育

所ぐらいのお子さんを預かっております。その辺もお考えの上に入れていただいて，

議論をしていただきたいと思います。 

長澤会長 

そういう要望を含めての運営部会をまた今後，設置していくということでよろしい

でしょうか。 

では，もう一度議案の方に戻りますけれども，子育て会議の運営要綱の方に戻りた

いと思いますけれども，こちらについて御意見・御質問等ございますか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

今までのこの会の会議議事録を後で見せてもらうと，かなり後にならないとホーム

ページに載ってこないのですけれども，前回もまだ載ってないと思うのですけれど，

会議があってからどれくらいまでに出さなければいけないとか，そういうものは全然

ないものなのですか。 

長澤会長 議事録のホームページへのアップについて…。 

伊田委員 既に二月の終わりから何ヶ月か経っているのですが。 

事務局 

おっしゃるように，大変遅くなって申し訳ないのですが，一度，文字を起こした後

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，時間をどうしても要してし

まうというのがひとつはあります。 

伊田委員のおっしゃるように，もっとスピードアップをもって対応しなければいけ

ないことはよく分かっているのですが，今後そのようにさせていただくとしか申し上

げられないのですけれども…。 

長澤会長 
では，スピードアップに努めていただくということでよろしいでしょうか。 

はい，山中委員。 

山中委員 

スピードアップという点でいけば，先程から私たちの事情も説明させてもらう中

で，一旦今回の，個々の問題ではありますけれど，出ているところはルールができた

らそこの所まで戻してやり直すのが良いのではないかという議論になりつつあると

したら，これはいつまでにやるのか，どんなスケジュールでやるのか。“子ども・子育

て会議”の今回の予定をもらうと，次は十月，十一月ということでしたので，それは

それで良いのかという話なのですけれども。 

長澤会長 運営の期間・実施についてということですね。 

山中委員 
そうですね。うちとしては，どうしても今回決まった認定こども園の予算の計上の

中では，きちんとした議論や周知や考え方の整理ができなかったから，取り敢えずそ
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こがやるにしろ，やらないにしろ一旦そこまで戻せと。今回，“子ども・子育て会議”

のきちんとしたルールができるなら，そこまで戻してやるのが筋ではないかという論

にまとまりつつあるので，この事とこのスケジュールは大きく関係するので，お尋ね

をするのですけれども。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 

本来は市の予算の関係の話で，こちらの会議の中で「ここを認定こども園に認可し

ます。予算が出ます。」という会議まで，まだいってはいないというのは事実なんです

ね。ここの中で「そういう所がありますよ。」という話を聞いた段階で終わっている。

ですからある意味では，それはそれ，予算のことは予算のこと，そして認可のこと

は認可のこと。この会議で認可を決めている訳ではないというところがありますし，

県の方でも認可の会議は別会議なんですね。多分，御存知だと思うのですけれども。

ですから，この会議を戻すというよりは，それはそれという形で…。 

山中委員 
会議は戻さないですよ。 

私保連のそこのところを戻す。もう一回ルールに従ってという話になるので… 

駒田副会長 

その辺りについては，福祉部長も答えにくいと思いますし。この場で答えが出るか

どうか分からないところではあるのですけれども，それはそれという考え方ではいか

がでしょうか。 

長澤会長 はい，どうぞ。 

事務局 

部長です。今の山中委員からの御質問ですが，今，議題となっております運営要綱

は，専門部会を設置していただけるというのが御承認いただければ，関係者の方々に，

特に保育所・幼稚園関係の方々も組織に参画していただくという形になろうかと思い

ます。その中で，その辺りについても，私どもと当事者との間での議論という形で整

理させていただければなと思います。 

山中委員 

はい，それはよく分かります。 

だから，それはどれくらいのスケジュールでやるのですかというのをお聞きした

い。 

長澤会長 はい，どうぞ。 

事務局 

基本的に今日，これが御承認いただければ，山中委員をはじめ，保育園あるいは幼

稚園の代表者の方々と日程を詰めることとなります。 

その結果によっては，今後のスケジュールで次回が十月・十一月になっていますけ

れども，これについては場合によっては早めにもう一度集まっていただくなり，また

何らかの形で御報告をさせていただく場を，何とか私ども事務局として持ちたいと思

っております。 

長澤会長 

ちなみに手元の認定こども園については，そういう形で早急にできると思うのです

けれども，先程から議論に挙がっているような，例えば無認可保育園についての部会

であるとか，そういうその他の部会についてのスケジュールというのは，今のところ

で見えているでしょうか。 

事務局 幼稚園・保育所関係，認定こども園関係の部会ということですが，この“子ども・
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子育て会議”が担っていただく役割というのは，先程の無認可保育園，それから学童

の関係もございますし，いろいろな立場の中でこういった専門部会が必要になろうか

というのも想定されると思いますので，ただそれを今の段階で何が必要なのか，ある

いはどういう専門部会を立ち上げるべきかということについては，私どもも今の段階

では具体的なものは持ち合わせておりません。 

ただ，本日出ました御意見も踏まえまして，例えば「こういう風な部会を作っては

どうか。」というような提案は今後させていただきたいと思っています。 

長澤会長 

では，それも各関係と今後，調整していってということでよろしいですか。 

その他，ございますでしょうか。この要綱または運営について。 

よろしいでしょうか。 

では，こちらの要綱の方，お認めいただいてよろしいでしょうか。 

はい，ありがとうございます。 

続きまして，認定こども園についてということで，こちらの方もまた事務局から御

説明お願いいたします。 

事務局 
認定こども園について ［事務局説明］ 

認定こども園の概要について 

長澤会長 

はい，ありがとうございます。 

では，この点について，皆さんから御質問・御意見等，承りたいと思います。よろ

しくお願いいたします。 

はい，山中委員。 

山中委員 
先程言われた，移行が考えられるのは，保育所からも移行が考えられるということ

ですね。 

事務局 はい。 

山中委員 

先程，抜けましたけれど。 

それも見据えて，私たちの私保連の中でも話が出ているのですよ。そのときに幼稚

園部分の定員をどうするか，どう設けていったらよいかというところが，やはり今回

の事とも関わっているので，この事はしっかりと押さえていかないといけない部分と

思っているので。保育所側としても認定こども園を見据えていない訳ではなくて，い

ろいろな話をすると，やはり時代の流れというか，そこへ行きたいという方もみえま

すので，そこはしっかり押さえていかないといけないですね。 

それと，先程の説明の中で，保育所と同じ施設型給付という中でも，保育所と認定

こども園の中の保育の部分で何が違うのか。幼稚園もそうですし，鈴鹿には今作る予

定はないけれど地域型保育などもそうですけれども，何が違うのかということで，直

接契約という話がさらっと今あったけれども，私たちが思うには保育所というものが

児童福祉法の中の二十四条一項で規定をされていて，保育所だけが，市町村に保育を

認定された子どもに対して保育を…という設定がされていて，それ以外は所謂二項の

方の施設にすべてなっていく訳ですよね。 

それで，そのときに鈴鹿市としてというか，自治体として，その子どもたちにどう
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責任を持っていくのかというところの話がきちんと成されていかないと。今までずっ

と鈴鹿市と委託契約を結んで，直接その子どもを市の割り振りによって受けてきた。

でも今度，新しい認定こども園になった場合は，「市は斡旋をする。」という風なこと

しか書いてない訳ですから，そういった場合にそこの園の応諾部分はどうなるかと，

そういう点についても細かく設定していってもらわないといけないと思うのですが，

その辺りはどのようになると考えていますか。 

事務局 
（山中）委員がおっしゃるのは，保育所が仮に認定こども園に移行になった場合に

という…。 

山中委員 

それはそれです。 

そうではなくて，今，この制度の説明の中で，保育所と認定こども園，幼稚園もそ

うですけれども，決定的に違う部分があると考えていませんか。 

事務局 それは二十四条の一項… 

山中委員 

そうですね。（二十四条）一項というものは，ものすごく責任が重く書いてあるじゃ

ないですか。それによって，私たち保育園は市から「この子を入れて。」と言われると

入れるのですね。 

でも，直接契約の施設はそうではないですね。だからそのときに，子どもを選べる

という部分が認定こども園では出てくる。それに対して，どういう応諾義務が認定保

育園，ほかの施設にはあるのかということについて，決める何かもあるのですか。き

ちんとしていけるのですか。 

事務局 
認定こども園になった園に対して，応諾義務を持たせるかどうかという意味です

か。 

山中委員 そこのところは国が決めろと言っているでしょう。どんな風にするのか。 

事務局 
今のところ，私どもも具体的にそこのところを決めてはいないのですが…。 

断られたら，市はどうするのかと。そういう話ですね。 

山中委員 そうです。 

事務局 

要は認定こども園で，直接契約で受け入れができなかった場合。 

いろいろな想定があろうかと思いますけれども，制度上の一番大きな違いというの

は，今，山中委員がおっしゃられた直接契約か否かというのが，ひとつ大きなポイン

トだと思います。 

直接契約の場合，基本的には受け入れていただくというのが前提ではあるものの，

運営者の考えで拒否といいますか，いろいろな事情でお断りされるケースはあろうか

と思います。 

その場合には，基本的には行政の方で，保育の必要な子であれば責任を持って対応

するという形になりますので，ほかの保育園に協力いただくなり，そういう形はとっ

ていくのかなと思っております。 

それからもうひとつ，大きな違いといいますか。確かに保育園側から見ますと，認

定こども園への移行は別にして，基本的には今までと制度が大きく変わるものではな

い訳ですが，逆に私立幼稚園の場合ですと，はっきり申しまして，今まで市としての



13 
 

関わりが皆無に近かったのではないかという風に思っております。 

今回，いろいろな手続きが混乱したという御意見でしたけれども，そのひとつの要

因として，基礎自治体である市町村に私立幼稚園への関わりが法律上なかったという

のが実態でございます。すべて県の手続きの中で運用されておりましたので，一部教

育委員会の方から，「子ども一人当たり」という助成金を出させていただいているよう

な繋がりはある訳ですけれども，それが今後，認定こども園あるいは新制度への幼稚

園に移行された瞬間に，少なくとも子どもたちの認定，１号・２号・３号の認定手続

きというものは我々の責務に入って参りますので，そういう意味では，そこから少し

は私立幼稚園さんあるいは保護者の方との繋がりが強化されるのではないかという

風に認識しています。 

当然，それに従いまして，先程課長が説明しました施設型給付の給付金の関係につ

きましても，今までは市はノータッチだった訳ですけれども，運営費の助成に代わる

ものとして，施設型給付の給付金という形になります。これは市が一番の窓口となっ

て手続きさせていただく形になります。そういう意味では，非常に関わりが強くなる

のかなという認識はしております。 

長澤会長 
はい。その他，ございますでしょうか。 

はい，古市委員。 

古市委員 

新制度に移行するという行政の制度の変わり目には，いつの時代においても，それ

でメリットを受ける場合と非常にデメリットを受ける場合がある訳なのですね。 

今回は，保育所側から認定こども園に（変わる場合），幼稚園の３歳から５歳までの

幼稚園教育をする場合は，現在の私立幼稚園・公立幼稚園の定員の方へ入り込んでく

る訳です。 

そしてまた今度，学校法人が認定こども園に移行する。そして１号（認定）の場合

はよろしいですけれども，２号（認定）・３号（認定）の場合は保育所の定員の枠の中

に入ってくる訳なのですね。 

それで保育料は，今まで私どもは，今部長がおっしゃったように，３歳と５歳の園

児一人に対して，月５百円，年間６千円の市の助成を頂戴している。それと，歯科検

診・内科検診の検診料を，同じ鈴鹿市の市民の子どもであるということで，市に負担

をしていただいているということが唯一の市との関わりであった訳ですが，それが新

制度になりますと，今度は家庭の前年度の収入によって，５段階も８段階も保育料が

分かれる訳ですが，それは今度は保育所の方からすると，今までは市が一括して集金

して，市から委託料として頂戴していたのを，独自に集金しなければいけないという

風に変わると思います。 

そうすると私立幼稚園の方も今までは，どんな御家庭の子どもさんも「２万何千円」

と一定で頂戴していた訳ですが，それが前年度の収入によって，「あなたはいくら

よ。」，「あなたはいくらよ。」という風に段階的に保育料を頂戴して，徴収は従来どお

り，各園が責任を持ってやるというままで変わりはないと思うのですが，それを専門

部会で決めるという場合においては，今申し上げたように，保育所が３歳・４歳・５

歳の幼稚園の方の定員の中に入ってくる場合，それから幼稚園が２号認定・３号認定
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の方で保育所の定員の中に入り込んでくる場合の調整というのは，非常に困難を極め

るなと思っておりますが，それは専門部会に任せていただけるのか。市長のこれから

の市政の公約の中でも，子ども・子育ては重要なことであるので，このようにやって

いきたいという市長の考え方もある中で，こういう難しい問題を抱えながらでも，鈴

鹿市の少子化が少しでも食い止められるように，行政も我々の業界も共に手を取り合

って頑張っていかないといけないなと。これは鈴鹿市の将来，子や孫の時代のために

必要なことだと思いますので。そこで行政の方も，その辺りの軍配の振り方，これは

専門部会の中での協議もある程度忖度していただきながら，専門部会の議論は伯仲す

ると思いますが。長くなりましたが，以上です。 

長澤会長 はい，山中委員。 

 

山中委員 

古市先生の発言の中でありましたように，所謂，応能負担ということで，保育料が

収入により変わるという部分で，それを集金するのが各施設であるという風になって

いるということで，そこで個人情報というものが全部その辺りで分かる訳ですね。 

この方からいくら保育料をもらうということは，その人の収入はいくらであったと

いうことが分からないとできないことですし，それは各施設に知らされる訳ですか

ら。 

 ところが，今の保育制度の方の保育所のままでいくと，その子どもはいくら保育料

を納めているかというのは，そこのお宅がどれだけの収入があるかということに繋が

る情報はない訳ですよね。保育所ではね。ないから，子どもたちをどの子も一緒のよ

うに平等に保育ができるという風に私たちはずっと教えられてきましたから，そのこ

とが変わるということですよね。認定こども園なり，ほかの制度になると。そこのと

ころをどのように個人情報の管理もやっていくのかということも含めて，保育所職員

全部がそのことを知ってしまうのか，それともそこではある程度そういうことがない

ように計らうように，どのようにするのかというようなことまでも考えていかないと

いけないという部分があると考えているので，そう簡単にはやってしまって良いのか

なという気はするのですね。 

長澤会長 はい，駒田委員。 

駒田副会長 一応，守秘義務の範囲には入ってみえますよね。 

山中委員 それは当然そうです。 

駒田副会長 

僕らも職種がそうですから。同じような職種ですよね。 

であれば，それは今後当然のこととなると思うのですが。ですから，それをどう管

理するかは，そこの中で。協会の中でか，自主管理になるのか，全国の保育園協会・

幼稚園協会で決めることなのかは，僕らでは判断しかねますから。 

山中委員 ただ，今の保育所の制度は（保護者の所得について）全然分からない訳ですよね。

駒田副会長 個別の件ですよね。多分，皆さん知ってみえますよね。恐らくそれはね。 

山中委員 

ある程度のところは…。それはどうしようもないことであって。私たちはそのお宅

がいくら保育料を納めているのか，もっと言えば，滞納しているのかというところま

では分からないということを前提に保育をしていますから。そのことが，今度は直接
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契約ということになってくるときに，その情報で判断をするということもあり得ると

いうことですよね。当然，誰も分からない訳ではなくて，守らなければならない人た

ちはどこまでか，どういう風に守秘義務があるのかということはあるけれども，その

ことは情報として施設には入る訳ですからね。 

長澤会長 はい。事務局，お願いします。 

事務局 

今の制度の説明を若干，触れさせていただきます。幼稚園が新しく新制度になりま

すと，確かに所得に応じた保育料の設定という形にはなります。ただ具体的に，個人

の方々にいくら所得があって，いくら税金がかかっているかというところまでは分か

らないと言いますか，知っていただく必要はございません。 

少なくとも非課税であるか，あるいはいくらからいくらの課税体系の家庭であるか

という，ある一定のところまでは分かってしまいますけれども，市がこの人について

は（保育料は）いくらですという風な決定をさせていただきますので，それに基づい

て契約をしていただく。言い換えれば，それが分からないと運営費が入ってこないと

いう形になりますので，そういうことで個別の詳細なデータまでは分からないという

か，知っていただく必要はないという風に思っています。 

長澤会長 はい，古市委員。 

古市委員 

山中委員，私たちの幼稚園はもう既にそれをやっています。 

前年度の市民税の納付額を集めて，お宅は就園奨励費の該当の何段階になるかとい

う。それは援助しているものですから，担任の先生が全部集めているので，それは守

秘義務って，漏らしはしませんけど。市民税の納付額は所得の 10％でしょう。ですか

ら，それでよく分かる訳なのです。でも，それは心配しなくても良いです。 

山中委員 

保育所はそうではないから。 

結局，分かりにくい仕組みですから。保育所としては，市へ保育料を納めてしまう

から，その部分も含んで，一人当たりいくらという風に，委託費という形でもらう訳

ですけれども，直接契約のところは保育料の分は自分で集めて，その差額を市からも

らうという形になるという話をしていたのですけれど，そこの仕組みがやはりなかな

か見えないところで。無認可保育所のときはそれどころではなかったので，お金は全

部貰わなければいけない訳ですから貰っていたのですけれども，所謂保育所というも

のになったときには，そういう風な部分があるから平等な保育ができるのだよという

風に私たちは抑えられていますからね。考え方として，やはりそうなのです。そこに

お金持ちの子どもとそうでない子どもと差が出たりすることがないようにきちんと

してほしいということです。 

長澤会長 はい，福本委員。 

福本委員 

以前，保育士をしていた立場から言わせていただきますと，園長先生はそういう事

細かな個人情報を御存知ですけれども，保育士としては皆さん，どのお子さんにも平

等に接しましょうというようなことの中で，保育を毎日進めています。そういう風に

していました。 

古市委員 保育料の決め方がまた問題で。国の公定価格に準じている市町もありますし。今の
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私保連が集めていただいている保育料は，国の公定価格の 30％引きなのです。30％引

きに鈴鹿市の保育料を決めて頂戴している。今度，国の示した公定価格のとおりにや

ると，その 30％引きがなくなる訳です。 

そうすると，例え近隣でも津市などは，保育所の方は国の価格より 30％（引くため

に），市の財政負担をしながら保育料を頂戴しているという事実をイコールして，認定

こども園の公定価格を 30％（引くために），市が財政負担して保育料をいただきまし

ょうという新しい段階的な保育料を決定している訳です。 

鈴鹿市はまだ具体的な認定こども園の発足がありませんので，そういう必要がない

のかあるのか知りませんけれども，やがては大きなそういう問題にぶつかってくると

思います。 

長澤会長 

前回，伊田委員の方から，認定こども園について市民の方の理解が足らないという

話があって，今回こういう形が出てきたのだけれど，これで市民の方々は十分分かり

ますかね。きっと分かりませんよね。 

この場ではこういう形で良いと思うのですけれども，市民の方々への認定こども園

についての分かりやすい形の広報というものが必要だと思うのですけれども，それに

ついてはまた準備していただけますでしょうか。 

はい，伊田委員。 

伊田委員 

先程もおっしゃっていたように，認定こども園になったり，今の私立幼稚園さんが

新制度に入ることで，今，私学助成金のように，保護者の方に戻ってくるものがなく

なるとか，そういう金銭面のことも多分保護者の方は知りたいと思うので。メリット

もあるけれど，デメリットというか変わるというか，その辺も制度を保護者の方が詳

しく詳しく言われても理解するのに限界もあるので，実際その園に行くことになった

ときに，どのような負担が変わるのかというものまで示していただいた方が有難いか

なとは思います。 

長澤会長 はい，近藤委員。 

近藤委員 

先程，お金を貰ったりとか，制度の仕組みとかばかりなのですけれども，やはり“保

護者”対“施設”になってしまうと，もし何か問題が起こったときはどこに言ったら

良いのですかということになって，市は「斡旋はします。」と先程言ったのですけれど

も，そこまで細かいことは見ていただけるのかなという所がすごく不安になります。

というのも，やはり学童保育条例案ができて，責任者を一人決めることになったの

ですけれども，やはりその責任者が全部背負わなければならないという思いでいるの

で，うちはそれは保護者なのですけれども，やはりそこに負担が掛かってしまうと，

良いように条例を持ってきたのだと思うのですけれども，「やはり条例はいらなかっ

たのじゃない。」となってしまうと困るので，その辺りはしっかりといろいろな角度か

ら見ていただいて，お金のことだけではなくて，そこに入る（子どもの）保護者に対

してはどうなのかとか，ほかの県や市の情報もたくさん欲しいですよね。それを見て

から進めるべきではないかなと私は思いました。 

長澤会長 はい，中島委員。 
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中島委員 

保護者の立場から言わせていただくのですけれど，私もこの会議に参加させていた

だいて，ようやく中身が分かってきたところなのです。 

一度，市Ｐ連さんに御協力いただいて，昨年度の代表者会議で市の方から新制度の

説明をしていただいて，ＰＴＡ会長の中で議論ができないまま終わってしまったの

で，一応いろいろな意見が出て，署名（記述）もしていただいたのですけれども，も

っと細部に亘っての意見を聞いて，この一冊がもっと厚みのあるようなものにしてい

かないと，それからがお金のことだったり，施設のことだったりということにつなが

っていくのではないのかなと思います。 

情報があまりにもなさ過ぎて，パブリックコメントもインターネットでは見れるけ

れど，市報には出ないのですよね。各幼稚園さんとか鈴鹿市立の幼稚園・保育所全団

体に行き渡れるほどの何か，「見てください。」だけでは市民には伝わらないと思うの

です。最初の会議でも同じようなことを言ったと思うのですけれども，やはり質・中

身を充実させてからでないと，お金のことは言うべきではないのかなと保護者の立場

からそう思いますし。私は実はもうＰＴＡ会長から離れていまして，今，実際のとこ

ろ玉垣幼稚園のＰＴＡ会長ではありません。この任務が来年の十月まであるので参加

させていただいているのですけれども，「次のＰＴＡ会長に託せ。」と言われたら全く

無のままの状態。それだとやはりまずいと思うのです。なので，もっとお母さんたち

に知らせられる何か，広報・市報だけではなく，最初にやるべきだったと思うのです

が何かもっとあるのではないかなと思うのですが。 

長澤会長 
もちろん，予算の都合もあるかとは思いますが，新制度・認定こども園のリーフレ

ットぐらいあっても良いですよね。 

中島委員 

そうですね。 

中身が法令とか小難しいことが出てくると，お母さんたちは分からないので，もっ

と分かりやすい鈴鹿市独自のリーフレットを作っていただけないのかなと思います。

内閣府のリーフレットではなくて，「鈴鹿市はこういう風にしていくのだよ。こうい

う風に子どもたちのことを考えているのだよ。」ということをもっと分かりやすく，ま

ず最初に示すべきかなと思います。 

長澤会長 これについていかがでしょうか，鈴鹿市さんの方は。 

事務局 

一度，リーフレットも含めて検討させていただきたいと思います。実は，広報等で

の考えはあるのですけれども，おっしゃるように広報だけでは分かりにくい部分もあ

りますので，そういうものも含めて検討させていただきたいと思います。 

長澤会長 
その他，何かございますでしょうか。この認定こども園について。 

はい，山中委員。 

山中委員 

先程，古市先生が言われた部分で確認をしておきたいことなのですけれども，（古

市）先生は公定価格と言われたのですけれども，保育料ですね。実際に子どもに掛か

るお金の中で，「保育料はこれだけ取っても良いですよ」という基準が国から示されて

いる。それよりも鈴鹿市の取っている保育料は 30％ぐらい低いという話ですね。それ

をやっていて，今度認定こども園なりができて，１号認定の子どもが出ると，それは
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全部市からお金が出る訳ですよね。そうすると，そのときになっても，保育料を上げ

なくても鈴鹿市はやっていけるのかどうなのかということを話されたと思うのです。

それは何かというと，鈴鹿市の場合は最高額が保育料は四万三千円です。未満児で

ね。でも四日市へ行くと五万七千円ですし，津市へ行くと五万六千円です。だからそ

こにそれだけの差があって，市がそれだけ頑張って子どものために出しているお金が

大丈夫なのですかという問い掛けだったと思うのですね。 

長澤会長 公定価格ですか。 

古市委員 
大丈夫というより，他市並みに 30％引きにしてもらわないと，鈴鹿市のお母さん方

が，かわいそう。 

長澤会長 はい，（事務局）お願いします。 

事務局 

保育料の問題ですけれども，保育所関係につきましては 30％，国よりも軽減してい

ると。これはあくまでも全体の平均的な数値と御理解いただきたいと思います。 

それから幼稚園につきましては，平成 27 年 4 月の新法施行に向けて教育委員会の

方で設定いたしましたのが，私立幼稚園の保育料設定については国の示した基準を適

用するという判断をその時点ではしております。ただこれには，議会等にも御説明さ

せていただいた経緯がございますが，その中で当然今後の財政状況であったり，ある

いは，特に幼稚園の場合は公立と私立の格差と言いますか，そちらの方の問題がござ

いますので，所謂，幼稚園・保育所それから公私の幼稚園のバランスや他市の状況で

あったり，そういったものを考慮しながら，将来的な課題という言い方で，取り敢え

ず平成 27 年度からは新しい制度に移行されるところもなかったということも含まれ

まして，そういう風な判断をしてございます。 

従いまして，この場で申し上げるのはどうなのかなとは思いますけれども，保育所

関係の（保育料を）30％，国よりも軽減しているということ自体も将来永遠に保証で

きるものでもございませんし，逆にそれよりも増える可能性もないとも言えません

し，その辺りは御理解いただきたい。当然，そのときどきの財政事情なり，市の政策

や方針にも大きく左右されるということになろうかと思いますので，それだけはこの

場でも御認識いただきたいと思っております。 

古市委員 亀山は 35％ですね。 

事務局 
いずれも保育園と幼稚園の設立の地域バランスや，そういったいろいろな過去の経

緯が今に繋がっているのかなという風に思います。 

長澤会長 
その他，ございますか。 

はい，井ノ口委員お願いします。 

井ノ口委員 今の時点で，認定こども園に向けて（行動）しようとする施設はあるのですか。 

長澤会長 はい，事務局お願いします。 

事務局 

今の時点というか，平成 27 年 4 月からはなかった訳ですが，私立幼稚園がひとつ，

平成 28 年からの認定こども園の設立に向けて計画をされているということで，それ

に対する施設整備の経費を私どもの当初予算に計上したことから，説明もない段階

で，一体どうなっているのだといろいろ混乱をお招きしている状況でございますの
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で，今の時点で私どもが聞いていますのはそれです。 

ただ今後，いろいろな幼稚園，あるいは保育園の一部にも，そういった動きは当然

出てこようかという風には認識しております。 

当然，今回の考え方の中には，そういった情報を我々として把握次第，皆様にも情

報共有させていただくような手続きに臨んでいきたいという風に思っております。 

長澤会長 はい，林委員お願いします。 

林委員 

私たち主任児童委員は鈴鹿市で三十三名いまして，各地域をこういう物（を持って

活動しているのですが），児童保育課が作ってくれている物でして，その中には幼稚園

の紹介等もあるのですね。私たちはこれを見ながら，「こういう所があるよ。私立（保

育園）では一時預かりもしてくれるのだよ。」という風に細かく説明をしていきます。

だから主任児童委員としては，いろいろな情報もいただきたいのですけれども，そ

れよりも，前にも私は何回も言わせていただくのですけれども，子どもがたくさん生

まれている地域と，生まれていなくて幼稚園・保育園が廃園になっていく地域があり

ます。その現状は非常に厳しいものがあって，主任児童委員の中には「合川の方には

造成をしてください。家を建てる所を造ったらどうですか。」と（言う方もいるぐら

い），もう笑い話なのですけれども，それぐらい赤ちゃんの顔が見えないという所があ

ります。 

だから，万遍なく考えるのではなくて，やはり鈴鹿の特徴というものが非常にあっ

て，私もいろいろ調べてきたのですけれども，幼保一体化でも中学校区に一校という

形で幼保の幼稚園を作っていくという風に動いている訳ですよね，市も。そういうも

のもあれば，旭が丘・桜島・玉垣のように大きくなってきている所には幼稚園がどう

しても二ついるのだとかいうことも情報が本当に足りないのですよね。 

それで，（子どもを）すぐ預けたいというお母さんたちに，私たちは「現状としては

（保育所は）これだけあるから，これを持っていって，児童保育課に相談に行きなさ

い。かわいい看板があるから。」という風に言わせていただいているのが現状なのです

ね。そこで，説明が非常に愛想ない。言葉が悪いですけれど。そこで，すごくお母さ

んの気持ちを受け入れて説明をするという窓口が非常に必要なのではないかなと。そ

こでお母さんたちもいろいろ理解をされて…。本当に不満はいっぱいあるのです。お

金のことも時間的なこともいっぱいあるのですけれど，やはり言える所があるという

ことが，非常にお母さんたちにとっても気持ちの問題では楽になっていくと思います

ので，今からここでも出てくると思うのですけれども，まずそういう所から始めてい

ただいたら良いのではないかなと思います。よろしくお願いします。 

長澤会長 窓口の改善ですね。 

林委員 はい。 

長澤会長 ということで，よろしくお願いします。 

山中委員 

他の市町村でやっているみたいな“保育コンシェルジュ”だったか，何かそういう

のとか，都市部の方ではいろいろそういう専門の方，たった一人でもいればいろいろ

なことを知っていて相談できるという制度ができるのではないかなと思うのですけ
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れども。 

長澤会長 

その他，ございますでしょうか。 

よろしいでしょうか。 

では，認定こども園については，こういう形で説明を終えさせていただきます。 

その他につきまして，事務局の方から説明お願いします。 

 ３．その他 

説明 

（事務局） 

□鈴鹿市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正

について 

 

□次回（第１１回）開催予定について 

長澤会長 では，以上にて議事を終了したいと思います。事務局のほうにお返しいたします。

 ４．閉会 

事務局 

会長，ありがとうございました。 

委員の皆様，本日は大変お疲れ様でした。活発な御審議，ありがとうございました。

本年度は，年２～３回の開催を予定しております。その中で，本市が抱える様々な

課題等について協議したり，計画の進捗状況について点検・評価等を行っていただき

たいと思っておりますので，ぜひよろしくお願いいたします。 

では，これをもちまして，閉会とさせていただきます。長時間ありがとうございま

した。 
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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。 
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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
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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
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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
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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
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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
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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。 

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
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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。 

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
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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。 
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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
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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。 

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
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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
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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
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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
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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。

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
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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
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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。 

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。 
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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。 

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
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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
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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。
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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
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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，
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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。 

 



































● 平成27年度各保育所ごとの認定区分別・月別入園者数（41園）
（人）

月

認定区分
（ｸﾗｽ別）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

3号
（0～2歳）

2号
（3～5歳）

合計 1,643 2,893 1,705 2,906 1,733 2,906 1,774 2,910 1,805 2,912 1,848 2,911 1,882 2,911 1,899 2,896 1,920 2,893 1,943 2,890

● 時間外保育事業の詳しい実態のわかるもの
（人日）

● 子育て短期支援事業の月別利用者数
（人日）

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

53 0 12 37 38 19 21 45 14

● 放課後児童健全育成事業の校区別利用者数

校区 石師薬 桜島 神戸 白子 牧田 郡山 旭が丘 愛宕 飯野 明生 箕田 一ノ宮 深伊沢 長太 栄 椿 庄野

クラブ数 2 3 2 1 1 2 2 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1

利用者数 63 147 124 33 64 128 85 88 52 40 43 51 40 25 29 13 42

校区 清和 井田川 国府 河曲 玉垣 若松 稲生 鼓ヶ浦 加佐登 鈴西 合川 庄内 天名

クラブ数 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 （施設）

利用者数 50 28 36 51 70 44 133 31 38 39 22 14 18 （人） ※Ｈ27.4.1現在

（補足資料）

合計

39

1,641

月

延べ利用日数

10月 11月 12月

合計（見込）

88,820

10～3月（見込）

7,371

5月

1月4月 5月 6月 7月 8月 9月

6,712

6月

8,456

4月

7,817

8月

6,526

9月

7,497

7月

44,441

1～3月（見込）

62

合計（見込）

301措置人数

月



● 一時預かり事業計画（幼稚園）の施設別利用者人数
（人）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ

7,200 1,667 2,329 2,075 1,511 354 2,400

● 一時預かり事業計画（その他）の施設別利用者人数
（人）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

146 2,192 54 42 5,659 67 184 90

● 地域子育て支援拠点事業の拠点別利用者数
（人）

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ Ｇ Ｈ

11,121 4,449 6,948 1,055 1,983 7,360 22,533 5,895

つどいの広場施設 合計（見込）

利用者数（見込）

合計（見込）

17,536

利用者数（見込） 61,344

合計（見込）

8,434

神戸

1,081

河曲

1,398

合計（見込）

2,479

合計（見込）

10,913利用者数（見込）

公立保育所

私立保育園

利用者数（見込）

私立幼稚園



H28年度利用1次募集状況

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

申込者数 140 319 133 174 64 20 850 42 9 3 2 1 0 57

第1希望での承諾者数 126 276 108 145 52 17 724 36 9 2 2 1 0 50

第2希望以降での承諾者数 4 19 13 11 4 1 52 3 0 1 0 0 0 4

合計承諾者数 130 295 121 156 56 18 776 39 9 3 2 1 0 54

不承諾者数（定員超過） 9 24 10 16 4 2 65 2 0 0 0 0 0 2

不承諾者数（書類不備等） 0 1 3 1 4 0 9 1 0 0 0 0 0 1

合計不承諾者数 9 25 13 17 8 2 74 3 0 0 0 0 0 3

（承諾率） 92.9 92.5 91.0 89.7 87.5 90.0 91.3 92.9 100.0 100.0 100.0 100.0 - 94.7

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

継続入所者数 26 342 654 732 889 878 3,521

0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計 0歳 1歳 2歳 3歳 4歳 5歳 合計

入所者合計 156 637 775 888 945 896 4,297 195 646 778 890 946 896 4,351

利用定員 4,760

H28年度4月 H28年度5月

H28年度4月 H28年度5月

H28年度4月
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