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平成２８年度 第１３回 鈴鹿市 子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２８年５月３１日（火） １３：３０～１５：２０ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１２階 １２０３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，近藤 真奈美，伊藤 幹子，中島 夕子，

森 絵里，西村 治美，伊田 知代，山本 透 

（以上 15 名） 

事務局等 

子ども政策部長（渥美），子ども政策部次長（藤井）， 

子ども政策部参事兼子ども政策課長（古市）， 

子ども政策課総務ＧＬ（山田），子ども政策課総務Ｇ（益川）， 

子ども政策課子ども福祉ＧＬ（野島）， 

子ども育成課長（植田），子ども育成課保育幼稚園ＧＬ（中村）， 

健康づくり課母子保健ＧＬ（望月），子ども家庭支援課長（米川） 

（計10名） 

傍 聴 者  4 名 

資  料 

１ 第 13 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［資料１］ 

３ 平成 27 年度鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画実施状況［資料２］ 

４ 幼稚園利用者負担額の見直しについて 

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） 

  ・機構改革に伴う事務局紹介 

子ども政策部長 

 子ども政策部長の渥美でございます。皆様方には，日頃から，市政各般にわたり，

御理解御協力をいただきありがとうございます。先月発生しました「熊本地震」では，

多くの御家族が住居を奪われ，不自由な避難生活を送っています。その中には，小さ

なお子さんも含まれており，心のケアも必要な小中学生も 3,000 人を超えるというこ

と聞いており，早急な復旧により安心して生活されることを願っております。 

さて，本市におきましては，この 4月から将来のまちづくりの方向性を定める「総

合計画２０２３」をスタートしております。計画の実効性をより高めるために，組織

機構改革も合わせて行いました。 

これまで保育所に関しては「保健福祉部」，幼稚園に関しては「教育委員会事務局」

というように，別々の組織で担当しておりましたが，子どもに特化した組織としまし

て，新たに「子ども政策部」を設置したところでございます。この子ども政策部は，

3課で構成されておりまして，「子ども政策課」では，児童手当や児童扶養手当，放課

後児童クラブに関すること，公立幼稚園，保育所の施設整備や維持管理，子ども・子
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育て会議の運営等を担当し，「子ども育成課」では，保育所，幼稚園の利用手続きや私

立保育園・幼稚園への補助金，保育士研修等に関することを担当し，「子ども家庭支援

課」では，これまでどおり，発達支援，子ども，教育，家庭等の相談業務を担当し，

子どものための継続的な支援を推進してまいりますので，よろしくお願いいたしま

す。 

 本日は，今年度第１回目の子ども・子育て会議でございますが，前回と同様，平成

27 年度の取組実績等につきまして，それぞれのお立場から，御意見を頂戴したいと思

いますので，活発な御議論をお願いいたします。    

 以上です。 

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 13 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［資料１］ 

・平成 27 年度鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画実施状況［資料２］ 

・幼稚園利用者負担額の見直しについて 

    ＊資料１ Ｐ１，養育支援訪問事業，利用状況（実績）の表中， 

数値の訂正（543→1,071） 

         Ｐ２，主な取組実績の状況〈2〉 

         ○養育支援訪問事業は，見込みを大きく下回った。→削除 

 

 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。さっそく事項書，議題１の「鈴鹿市子ども・子

育て支援事業計画の点検等について」入っていきたいと思います。では事務局から説

明お願いいたします。 

説 明 

（事務局） 

では資料１を説明させていただきます。 

まず，上段から「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」で計画しています平成 27 年

度の「量の見込み」と「確保の方策」となっています。下段は，3月 31 日時点におけ

る実績（入園状況）となっています。 

まず，１号認定（満 3歳以上で保育を必要としない）に関してですが，公立幼稚園

については見込み量よりも若干，少なめでした。また，4 月時点の在園児数を比べる

と，昨年（Ｈ27.4）より今年度（Ｈ28.4）は，約 60 名少なくなっています。 

次に私立幼稚園の状況ですが，現在，私立幼稚園 8園は，子ども・子育て支援新制

度へは移行せず従来どおりですが，１号認定，２号認定を合わせた在園児数は，公立

幼稚園同様，こちらも若干，少なめでした。 

これらのことから，幼稚園へのニーズが減少傾向で，特に公立幼稚園へのニーズの

減少が顕著であると判断されます。 



3 
 

 次に，２号認定（満 3歳以上で保育を必要とする）に関してですが，公私立保育所

における２号認定は，ほぼ見込みどおりで，「確保の方策」と比べますと余裕がありま

す。 

いっぽう，３号認定（満 3歳未満で保育を必要とする）に関してですが，0歳，1，

2歳とも，「量の見込み」を大きく超えている状況です。 

年度途中の需要に対しては，特に私立保育園様で現行の利用定員を超えて，弾力的

な運用により対応していただいているということだと思われます。 

続きまして，地域子ども・子育て支援事業に関してですが，まず，時間外保育事業

についてですが，私立保育園において，開園時間を超えて利用のあった延長保育の実

施状況です。実利用者としては，見込量より，若干少なかったわけですが，詳細資料

にありますように，延べ利用者数をみますと 毎月 5,000 人前後で推移しており，延

長保育へのニーズは，決して少なくないと思われます。 

次に放課後児童クラブの利用状況ですが，各施設の年間平均人数を記載していま

す。子育て短期支援事業の延べ利用者数は，見込みを大きく上回る状況で，一時的に

家庭での養育が困難な児童が増えている状況がうかがわれます。 

つどいの広場事業などの地域子育て支援拠点事業や，就労などによって一時保育を

利用している私立幼稚園の保護者や，冠婚葬祭や就労により一時的に家庭で保育がで

きない保護者が利用する一時預かり事業は，いずれも「見込み」を大きく上回る実績

があり，親子で気軽に集える場所を求めたり，ライフスタイルの多様化などで一時的

に保育が困難になったりする保護者が相当みえることがわかります。 

また，ファミリー・サポート・センター事業，病児・病後児保育事業，乳児家庭訪

問事業も前回の中間点検同様，見込みより少なめです。 

続きまして，資料２ですが，こちらは鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の施策目

標の実現に向け，各担当課が取り組んだ事業について，平成 27 年度の実績及び自己

評価を一覧表にまとめたものです。各事業ひとつひとつは紹介しませんが，今後の方

向性としては，一部の事業を除き，継続していくこととしています。 

説明は以上です。これらをもとに，平成 27 年度の取組や今後の施策等について，御

意見を頂戴したいと思いますので，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。まずこの件につきまして，何か御質問御意見等ござ

いますでしょうか。 

山中委員 

はい。この【教育・保育事業】平成 27 年度の数のまとめがあるじゃないですか，実

績というところの中に保育所・認定こども園というように書いてありますが，特に３

号認定についてですが無認可保育所を含んでいますか。 

事務局 この中には含んでおりません。 

山中委員 含んでいない。実態はつかんでいますか。 

事務局 入所の状況ということでしょうか。正確な数字は，つかんでいない状況です。 

山中委員 
つかんでいないということですね。 

前から言ってるとおり，無認可の児童は待機児には入らないのだから，その実態は
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きちんとつかまないと，実際どれだけの利用があったかという数字が狂ってくる。こ

れは実際やってほしいと思っているのです。そうしないとこれからの鈴鹿市の体制を

どうつくっていくかという中で関わってくると思うのです。 

今回の 4月入所のとき，無認可保育所を紹介され，そこに入った，だからもうこの

人は待機児じゃないと判断をされた人も何人かいるわけですから，そこのところは，

あとでもいいのでこれくらいおりましたという報告はほしいです。 

長澤会長 
ということでよろしいでしょうか。今後，無認可の実数もつかんでいくという方向

で。 

山中委員 今日，無認可さんは来てみえない？ 

事務局 今日お休みです。 

山中委員 

お休みですか。 

いくつかの園が運営してみえてて，この 4 月から入所されているところがどこも 0

という数ではないので，実際認定された方が無認可に何人いたのかという部分です

ね，そこはやはりちゃんとつかんでおかないと思う。 

長澤会長 はい，事務局 

事務局 

はい，山中委員に言われましたように，一度 27 年度実績につきまして，認可外保育

施設に照会をかけさせていただいて，その実態等々についても把握するよう努めたい

と思います。また資料は後日になるかもしれませんが，ご紹介させていただきたいと

思います。 

長澤会長 
その他，この数字には表れてこないニーズの実態ということがあるかと思いますが

何か保護者のほうから（林さんのほうからとか），何かありますか。 

林委員 

例えば，一時保育のことについても「広報すずか」には値上がりしますよというこ

とは書いてあったのですけども，それがあまり皆さんには知られてなくて，一時保育

をしたら前よりも上がっていたという結果でしかお母さんたちは気づかない方がみ

えたりということと，やはり，私も見込みというものがどうやってつくられてるのか

がちょっとよくわからない，これを比較する意味は，見込みってこっちで勝手につく

ったっていうのも変ですけど，それを比較して見せてもらっても，あまり私には伝わ

ってこなくて，結果やっぱり見てもらって，実際，今年から行ってるお母さんが，保

育園を探してから決まるまで半年かかるというのは長すぎて，2 月になってはじめて

決定を出され，それからお仕事を探すっていうことではなくて，やっぱり準備段階っ

てものがあるじゃないですか，もうちょっと早く結果というものが出せる方向にはな

らないのか，お母さんたちがばたばたして，行けるか行けないかわからないっていう

話になっていてばたばたしているなっていうのはあります。9 月に申し込んで，その

場で断られるような面接になったときのお母さんたちのつらさというのもちょっと

聞きましたし，あるいは行き始めて子どもがどうしても行かなかった，行けないよう

な状況というのが出てきたときには，どこに相談したらいいのかと言われたので，一

応そちらのほう（市）にとしたのですけど。 

子どもですのでいろんな事情がいっぱい出てきても対応できる窓口といいますか，
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何を言われても対応できるような丁寧なところというか，私たちに言われてもそちら

を紹介するしかないので，そういったお母さんたちの悩みというのは受け入れの場所

っていうのをしていただくとありがたいなと思いますね。お母さんも働くつもりでも

働く場所がなかったとかっていうことを聞いたり，そんなのはどうしたら，後から聞

いてどうするのだろうと思ったり，ほんとに今，ばたばたしているお母さんたち見え

ますね。 

そういうところも含めて，あまり量の見込みであってこれだけ量がありましたよっ

ていうことではなくて，もうちょっと見方を変えてもらうようなやつでお願いしま

す。 

長澤会長 
保護者の代表から何かございますか。こういう形で利用の見込みと実績というふう

になっていますが，実感と違う部分というのはないですか 

伊藤(幹)委員 
量の見込みっていうより，去年の実績とか載せちゃだめなのですか。去年のほうが

わかりやすいですよね。 

林委員 わからないよね，これね。 

山中委員 
こんな言い方をすると悪いですが，量の見込みと確保の方策はここで決めた，子ど

も・子育て会議が決めたんです。 

林委員 決めたほうですか。 

山中委員 

うん，決めたのですよ，ここで何回か検討してアンケートもとって，実態調査もし

てこれでいけるよって話やったのです。私はそのころ，そこ（傍聴席）にいて，それ

は足らないんじゃないの，特に保育所は，いつももっと途中入所が何百人もいるから

だめなんじゃないかって意見は出させてもらったけど。 

そういう点で前回も今後 5年間もこれ見直さないでこのままで 5年間の見込みを行

くのかって話はさせてもらったのですけど，どうなのかなって，ごめんなさい，そん

な風に思っています。 

林委員 ありましたね。 

山中委員 ありました。ありました。 

長澤会長 その他ございますか 

中島委員 

前もお話したと思うのですが，行きたい園は，自分の職場に近い園，家に近い園を

お母さんたちは希望しているのにそこに入れない，それは量の見込みを数字だけで確

保しているのかっていうと，それはそうではない。結局は量の見込みっていうのは数

字的には確保しているけど，そのお母さんのニーズには応えられてないっていうのが

たぶんずっと議論してきたことだと思うのです。そこをもうちょっと，林委員さんが

言われるように，細かい対応をもっと市のほうで出していただけると，お母さんたち

も相談しやすいし，じゃあ近い園に行けなかったら，「遠い園があいているから遠い園

に行って」って言われてもお母さんは困るわけで，だったらあきらめようかという，

そこのお母さんたちの心の葛藤が9月から 2月まですごくもやもやしていると思うの

です。 

そういうところのフォローをもうちょっと市で手厚くしてもらえるとお母さんた
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ちも相談しやすいのかなって，だいぶ前からずっとそういう話はさせてもらっている

し，他の委員さんからも話してもらっていると思うのですけど，だから，ただ数字だ

けで量の見込みを確保できていますよっていうのはちょっと言いがたいのじゃない

かなと思います。 

長澤会長 森委員，何かございますか 

森委員 
ほとんどお母さんたちが働いてみえる方が多いと思いますので，9 月から 2 月まで

仕事が決めかねないというのはすごく不安だと思います。 

長澤会長 西村委員いかがですか。 

西村委員 

皆さんおっしゃっているようなこともよくファミリー・サポート・センターでも聞

かれるのですけど，転入してきて，仕事か保育所かどちらが先かといったときにかな

り葛藤があって，実際に動きがとれないため，保育所はあきらめておうちにいるって

方が多いってことも現実です。 

あるところでは，小さいお子様を預かるのに「何時まで最初からＯＫですよ」とい

われていたのに，いざ実際入ってみたら「その時間は預かれません」って言われて途

方にくれて，次の支援としてファミリー・サポート・センターでフォローするという

ことも実質あるものですから，やはり数に現れているだけではない個別のケースに，

どのように丁寧に対応されているかというのが市民の方のニーズに応えるというと

ころにあるのかなと思っています。 

それから地域子育て支援事業関連で，地域子育て支援拠点事業で数がだいぶ増えて

おります。うちも一箇所つどいの広場事業をさせていただいていますが，やはり利用

者数が多いということで，いろいろな地域に，鈴鹿市内に拠点が増えたということは

すごくありがたいことで，虐待などに繋がらないような支援の仕方等をいろいろ皆さ

ん考えていただいておりますのでそこはよかったなと思っています。 

長澤会長 伊田委員はいかがですか。 

伊田委員 

今，西村委員がおっしゃられたように，申し込んだ保育園に行ってみたら実際に預

かってもらえるような時間が短かった。そのあとにファミサポにお願いしますってい

う依頼があったって，そういったことは市役所に上がっていかないのでしょうか。そ

ういうことがありましたっていうのはファミサポさんのほうからいかないものなの

ですかね。お母さんのほうが困ったので違う園に変えてくださいなっていうのは，お

母さんが基本的には動かなければいけないものなのかっていうのがひとつなのと，こ

の一時預かり事業（その他）っていうのが見込みも方策も両方 3,631 で実績が 11,070

っていうのは３倍くらいになっていますが，どうしてこの数が対応できたんだろうっ

ていう素朴な疑問です。 

昨年度の間に一時保育の施設が増えたから対応できたのか，どこかの園が手厚く対

応してくれたから対応できたのか，どこかの園だけに負担がいっているのであれば，

それは園のほうも大変だと思うし，でもお母さんたちもそういう情報はぶわっと広ま

るので，あそこの園だと大丈夫だよって，また集中してしまうということもあるので，

そういう手厚くしてくださる園がもっと数が増えるなり，地域も鈴鹿市内満遍なく，
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一時預かりができる施設が増えると助かるなというのはあります。 

長澤会長 
一時預かり事業(その他)のところ量の見込みに対して利用実績が３倍近くになっ

ているところこれは何か実態としてこうだったというのは説明できますか。 

事務局 

実績につきましてこの一時預かり事業は，主に私立の保育園さんでこういった事業

を実施していただいております。これは，単費事業ではなくて国庫補助事業としてや

っているわけなのですけども，そういった実態から実績をいただきました数字がこれ

だけ対応していただいているということなのですが，量の見込みは，さきほどもお話

少し出ていましたが，昨年，もうひとつ前でしたかね，この会議の中で，子ども・子

育て支援事業計画を作成する中でいろいろお話を聞いてつくってきたわけなのです

が，もともとは，市民の方のニーズ，アンケートがベースになっておりまして，その

中からこの質問に対してはこういう風な考え方で見込みなさいよという国の出し方

がありまして，それに基づいて基本的にこの量の見込みは作らせてもらっています。

それであまりにも乖離があった場合には補正してもいいということにはなっている

のですが，そのあたりが場合によってはうまく反映されていなかったのかなと言える

かもしれません。 

実態としては，現在 1万人ぐらいの方が私立，公立で対応させていただいていると

いう実態になっています。 

長澤会長 

子ども・子育て会議が始まる当初からいろんな方から意見が出ていることなのです

けど，たぶん地域毎の差異って大きいのですよね。地域毎の差異とはニーズがかなり

違うにも関わらず，まとめ方として鈴鹿市全体としてニーズがこれくらいって出して

しまっているから，基本的に地域によってはニーズを把握しきれなくてニーズの方が

上回ってしまっていることが出てきてしまっている気がするのですね。 

もし細かくやるのであれば，これも当初からいろんな方が言われていることです

が，地域毎のニーズっていうものをもう一度ちゃんと整理する必要があるのかもしれ

ませんね。 

山中委員 

すみません。ひとつずついきたいなと思ったけど，あっちもこっちも話が出てしま

ったので，特に一時預かりのことは今言っておかないとわかりにくいかなと思うの

で，この一時預かりの表を見てください，表をしっかり見てください。そうすると A

保育所さんは 5,500 人預かって実利用者は 33 人なのですね，そうすると一人の方か

らいったい何日預かっているかっていうことなのですね，ほぼ 200 日になるのですよ

ね，これって 200 日一時保育を利用する人がいるってことは，その人は入所じゃない

かと私は思うのですね。公立なんかでも，1,000 で 30，40，1500 で 58。Ｈっていうの

が，私のところなのですけど，2,100 人で 90 人，これっていうのが，一時預かりって

いうのに一番近い数字だと思うのですね。一時預かりっていうのは，やっぱり日常的

に来る人ではないですから，たくさんのひとが少しずつ利用するっていうのが一時保

育ですから，それを見るとこの数字のもう少し詳しい分析をやっぱりちゃんとしない

と一時預かりの実態がどういうものであるのか，ほんとにそれでいいのかっていうこ

とにいきつかないと思うのですよね。 

どう考えても私らふつうに保育所をやっていて思うのに，延べ 5,545 人いて，実利
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用者が 33 人って言われると，その人は一時保育なの？って，まぁまぁよその保育園

さんの批判になるとあれですけど，実態としてそういうことがあるっていうのがどう

も私には理解できないし，それがほんとに一時保育というものなのかどうかっていう

のはちゃんと見てほしい。この一時保育，一時預かりについてはそんな感想を持ちま

した。 

この（その他）っていうのは実は保育所っていうことなのです。一時預かりは，ふ

たつあるのですけど，もうひとつは幼稚園の分なんですけど，そちらについても中身

は聞きたいなと思っているのですけど，その他っていうのは実は保育所なのですけど

も，この一時預かり事業はさっき言った認可外保育所，無認可保育所もできるから（そ

の他）ってなっているのですね。でも実際やっているのは認可園だけですけどね，鈴

鹿は。 

駒田副会長 

この計画を立案したときからそうでしたけど，まぁ地域差があることがわかってい

る。それは利用者の地域差もあるし，施設の地域差もある，もともとあるわけですよ

ね，それに無理に国の基準に当てはめてこういうことがある。かなり修正はしたはず

なのですけど，まあ今後しばらく子どもは減っていく傾向にあるわけですから，急に

増えるとは思えないので，その中でなんらかの方策でこの偏りとか希望の園に入れな

いってことが解消される見込みをもつのか，それとも定数がだんだん，子どもの数が

下げられていってその過程でずっと残ってしまうのかそこらへんの見込みっていう

のはここ 5 年 10 年とあるのでしょうか。どっちの方向にいくのか，いい方に向かう

のか，修正の方向に向うのか，偏りがあったままで縮小していく形になるのか，どう

なのでしょうか事務局としては。 

長澤会長 
ある意味では量の見込みっていうのは地域毎に立て直すってことにもつながりま

すよね。 

駒田副会長 

一応最初したはずなのですけどね。ですから当然それは出てくるだろう，そのとお

り国から数に合わせてつくっちゃった，そこでは地域性も含めてみようと思いながら

当然難しい地域は数が少ないですから全体反映されることが少ないということが出

てくるわけですけど，多いところはさらに今後増えるかもしれないし，少ないところ

はまだ縮小の方向が必要かもしれないし，そこらへんていうのは長期的な計画を，す

ぐには無理でも 5 年 10 年で解消されていく方向に向かっていく見込みがあるのかと

いうところです。 

事務局 

将来的には，子どもの数は減少傾向にはあると推測しますが，ただ保育のニーズと

いうものは決して，そういう意味で少なくなるわけではございませんのでより対応が

増してくるものだと考えられるとは思います。 

林委員 

主任児童員は学校区毎に活動していまして，ほんとに西と東の児童数というのに格

差がありすぎる。皆さんもご存知だと思いますが，白子中学校は 1,100 人をかかえて

いる。その下の小学校は稲生も旭が丘も玉垣も桜島も，いずれ飯野小学校も非常に増

えるという予想されています。でも私たち赤ちゃん訪問に行っていると少しずつなん

となく減っているなという感覚はあるのですけど，ただそれはもっと将来のことなの

ですけど，同じ主任児童員でも活動の格差がありすぎるなっていうくらい，こっちの，
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海側っていうと変な言い方ですけど，事情が全く違うので量の見込みとかって広い感

じで鈴鹿市を見てもらうと，めちゃくちゃ違うって言わしてもらいたいくらい，だか

らこちらのお母さんたちが保育所探そうってなるとほんとに大変な思いをしていて，

西のほうのお母さんたちはすぐ近くだったり，家庭環境も違っていておじいちゃんお

ばあちゃんが一緒に住んでいる，近くにいるって方が多くて送り迎えもその方たちが

やっていたりとか家庭の事情も違うのですけど，今言われたみたいに多少はこれだけ

差がついている鈴鹿市っていうのは一番市役所の方が知っていると思うので，もう少

しなんというか，分けるっていうのはちょっと違うかもしれませんが，考え方を柔軟

にしてもらって，こちらのほうの方は小学校から中学校に行くのも自分で選んでもら

っていいですよという地域になったということを考えていただきながら対応しても

らわないと事情があまりにも違いすぎるなっていう現状を見てもらいたい。 

駒田副会長 

はい，よく理解できることだと思います。ただ，それが実際に反映されるには具体

的にはどういったことをしていけばいいのかというのを話し合っていかないと，提案

はできるのですけど。 

林委員 

ただ，アンケートを取ったってことなのですけど，アンケートも区分けして見るこ

ともできると思うのですね。この地域のアンケートとむこうのアンケートというよう

に分けて見ないと同じ数字のレベルで評価してもらったら，何かちょっと違うような

気はする。 

山中委員 

それも実をいうとここで決めたのですけど，ただ鈴鹿市一区にしてしまった。それ

は一区だからこういうふうなことが出るのはわかりきってるのにそうしちゃったか

ら。 

長澤会長 

ちょっと誤解がありますけど，ここで決めたっていう。ニーズ調査に関しては，国

のフォーマットに従ってやっていることなので，別にここで決めたってわけじゃな

い。だからそのあとでどうするかってことを今話しているわけですよ。 

山中委員 

いや，でも地域わけをどうするかってことはここで協議をされたわけですよ。でも

私たちはそうとう言いましたから，うちの代表にも言いましたけど，絶対鈴鹿市一区

では矛盾が出るよって。そのときにあった入所の子と，たとえばうちに入れない子を

岸田保育所行きなさいよ，くまだ保育所行きなさいよって言ったって無理じゃないか

って，そのことはもう口をすっぱくして言ったし，それを聞かなかった人が悪いのか

誰が悪いのかは知りませんけれど。そういうのを言わせてもらった。 

長澤会長 

今の話はそれを踏まえたうえで，これからどうするかっていう提案をしていくわけ

でしょ。だから今後の方法としては細かくニーズを掘っていくためにはおそらく地域

毎でもう一度，人数量っていうのをきっちり選定していく必要があるだろうって話な

のでしょうけど，そういうことは市としてやっていけるのかどうかですよね。 

駒田副会長 

定員内訳ではないのですけど，先ほどお話されていたように希望のところに行けな

かった，それから最初から認可園に行くつもりで行かれてる方もあるわけだし，そう

でない状況で認可園に落ちてしまった方もあるわけですし，そこらの数字が地域毎に

差が出ればもう少し考える根拠になるのかと思うのですけど。 
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何かひとつの指標をもって考えるとしたら最初はそこらへんぐらいかと，いかがで

しょうか。 

古市委員 

鈴鹿市の地域毎の格差があるのも実態を観察してよくわかります。しかし今，前回

からの話を幼稚園側として聞いておりますと，前回の定員管理においても学校法人文

部省の管轄は定員が一人オーバーしてもペナルティをくうというのが現状です。しか

し保育所の場合は 20％も 25％も超過してもＯＫ，同じ国の省庁でありながらこうも

ものさしが違うのかなと思わしていただきましたし，今働くお母さんが申し込んで自

分の希望のところに入れるか入れないかそれによって働く場所が確保できるかでき

ないかという問題も，これは大きくとらえると二人とも，二馬力で働かないと家庭の

維持ができないという日本の現状になってしまったっていう大きな背景があります

が，保育所と幼稚園を比較検討しますと，我々学校法人の幼稚園にはそういう問題は

一切ありません。この 8月 9月には募集を受け付けて，この子は幼稚園教育に適切か

どうかという検定試験みたいな簡単なことをして入園許可証を発送しますとそれに

よって全部，まぁ入園料を払っていただいて，新年度から年度末までずっと幼稚園教

育が，もっといれてくれとかもっとどうしてくれとか制度運営上の問題点は一切父兄

のほうからなしに，それが当たり前だと思って我々は何十年と運営しておりますが，

保育所さんの話を聞きますと，場所がとか希望のところに行ける行けないとかいろい

ろと切実な問題が起こってくるなというふうに考えさせていただいております。 

地域毎の出生率の 0歳からの予測というものはつくわけでございますが，しかしこ

れは大きく考えて見ますと義務教育ではないわけですから，親御さんの感覚でうちの

子はどこの幼稚園に入れたいどこの保育所にいれたいという親の希望ニーズの集約

されたものが希望の定員数になっていくということで。義務教育であればそこの地域

の子は必ずそこの小学校へ行くということでありますが，そういうことではない幼児

教育機関でありますので，行政としてもそれを義務教育の似たような感覚で対処と言

われるとそれは難しい面もあるやろなと思いますし，保育所を選んで働きに行けるか

行けないか，行くという前提で申し込んだけど働ける場所がなかったとかいう切実な

問題は，今の日本の家庭の現状を反映して鈴鹿市も同じかなと思いました。まぁそれ

ぐらいのことです。 

長澤会長 はい，近藤委員 

近藤委員 

今おっしゃってるのは私立の保育園の話が中心ではないかと思うのですが，時間外

保育事業実施状況でも民間の保育園しか出ていなくて公立保育園はどうなっている

のかなとすごい私は疑問があるのですけども。公立保育園がそれこそたくさんあって

それこそ保育士さんたちも公立保育園のほうがお給料はいいと思うのです，実際的

に。そうすると若い子達はもっとがんばれるのじゃないかなという思いをわたしはあ

るんですけど。公立保育園の状況っていうのはどうなのでしょうか。 

長澤会長 公立保育園の状況については事務局いかがでしょうか。 

事務局 

公立保育園では開所時間が 7時半から 18 時半の 11 時間保育ですので，延長保育は

やっていない関係でこの時間外保育事業というのは表れていない状況です。11 時間と

いう保育時間で公立保育所は運営しております。 
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長澤会長 そもそもこの延長保育，一時預かりっていう概念がないということですよね。 

事務局 
一時預かりについては，2 箇所の園ではやってはおりますが，延長保育については

やっていない。 

長澤会長 延長保育についてはやっていないということですね。 

近藤委員 

いいですか。同じ働く親たちなのでそれこそ学童もそうなのですが，今日急に 18 時

以降 18 時半以降にしか迎えにいけないということもあると思うのです。公立の場合

は絶対 18 時半に迎えに行かなければ外に出されるということですか，厳しく言えば。

それって働きづらいよなって思うのですけど 

事務局 

現場の状況をどれだけ正確に把握しているかということはありますが，お子さんを

おひとりで追い出すってことはしていません。所長もだいたい 19 時くらいまでおり

ますし，特別な事情があれば個別には対応しているとは思います。ただ，それが恒常

的にならない範囲で，臨機応変な対応は職員としてしているはずなのですが。 

近藤委員 なのでここには上げられないということですか。 

事務局 
そうですね，件数としては。そういうことを事業としてやっているというわけでは

ありませんので。 

伊田委員 

前回のときも言ったかと思うのですが，なんとなく母親として保護者としては公立

の鈴鹿市の保育所は時間外であったりとか土曜日とか日祝日というところまで公立

はとても広く揃えてくれていてというのがなんとなくイメージがあったので，今私も

よく知らなかったのですが，18 時半以降は時間の柔軟性があまりないというのは正直

驚きました。たぶんそれを知った上で，私たち保護者は公立を選ぶか私立を選ぶかっ

ていうことを含めて選択をしなくてはいけないのだなってことを今知りました。 

駒田副会長 
ちょっと意地悪な質問をしますが，山中委員，公立のほうも時間外はやったり延長

したりしていることに関しては御意見どうですか。 

山中委員 

よくね，これ土曜日も関係するのですけども，土曜日は公立は半日なんですね。た

だそれは私立保育園の経営を圧迫しないようにうちはしないって言われるのですが

そうかなーって。でもまぁ，私立保育園の皆さんも考え方いろいろあるのであれです

けど，そういう議論はほんとにそれでいいのかっていう，そういったことで私立保育

園に人が来んようにはならないのかなと思います。 

長澤会長 

よろしいでしょうか，いずれにしても今後の量の見込みとかについては，今後考え

ていただけますか。たぶんこのままだとおそらく実態のニーズに合わないということ

がいっぱい出てくると思うので。どうするかということはまた考えておいていただけ

ますでしょうか。 

山中委員 

すみません，その点ではこの教育保育事業という部分でのひとつ確認しておきたい

ことが今年の 4月 1日どうだったのか，待機児童は出なかったのかということと， 

それから確保の方策で 29 年度から保育定員は増えますので確保の方策の中でこの数

も増やした数にしないと実態見えないことになりますよね。そこらへんももうすでに

定員が決まってこれだけ認定こども園さんの保育定員が，90 ですか？増えるわけです

から，確保の方策が増えるわけですからそこらへんは数字として直しておく必要があ
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るのじゃないかなとは思うのです。 

林委員 

会議でお話聞かせていただいていて，だんだん思うようになってきたのが，たとえ

ばちょっとお聞きしたいのですけど，三人のお子さんがいたときに三人ばらばらの保

育園に行くということは考えられないですよね，一人の親で。たとえば 3歳 2歳 1歳

のときに子どもが生まれてる，まぁそういう少子化に努力していらっしゃるお母さん

がみえるけどその方たちが，私も今来年にむけて相談を受けているのですけど，3 歳

2 歳 1 歳でその方は 3 年の育児休暇があるのだけど，考えてみると伸びていくのだけ

どそのお母さんは働きたいという選択肢を持ってみえるのですね。その一番下の子が

1 歳半か 2 歳には復帰したい，その三人の子どもさんを受け入れられるような枠はあ

りますか？三人とも，ひとつの園で行きたいわけですよね，親からみれば。 

山中委員 

途中から三人一度にっていうのはかなりの困難を伴うのですよね。そのときにどこ

が空いているのかっていうのをやっぱり 9月の申し込みのときにしてもらって，そこ

からずっと調整をしていって決めてもらう形をしますので，なるだけ同じ保育園に行

くのがいい。鈴鹿市内でも皆無ではない，ですよね。違う保育園に兄弟さんが行って

いるっていうのはないわけではないです。あるのです。あるのですけども，それは親

御さんがこの体制でやれるって思ったらそうやって入所しようって親も承知して預

けるわけですから。ただそういうことはやっぱりおかしいよな，そういう預かり方は

したくないなと私たちは思うし，そこは市といろんな話をしてなんとか二人とも入れ

ませんかと市のほうからも問いかけがあって調整をしていく。 

林委員 そうすると市のほうに先に行ったほうがいいのですか 

山中委員 申し込みはとりあえず 9月の市ですから。 

林委員 
でも先生のところにどうしても行きたいと，だったら直接相談しに行ってもいいとい

うことですか。 

山中委員 

来てもらってもいいのですけど，なるだけは市のほうでしてくださいと話をしま

す。そういう中で 4月 1日の定員が 1人 2人とオーバーしてしまうのは仕方ないんじ

ゃないのかと思う。実際，実は今年の 4月 1日は利用定員にしてくださいという市か

らの強い指導があったので，その中で収める，まぁ前回の議論なのですけど，最終的

にはいろんな条件，その他の特別な事情って形で若干 4月 1日に定員を超えて入れた

園もあるということです。そういった措置に関しては市も考えて入れてくれてやって

くれたということなのですよね。そういうことがみえるようにこの資料を作ってよっ

てこの月別入園者数の表をつくってもらったけど，これには各園の利用定員が書いて

ないからそれがわからんのですよ。 

林委員 

考えられないですけど市の努力って，そんなこと頼んでいいのかわかりませんけ

ど，1 年しか育児休暇がない会社っていうのはたくさんあるのですよね。だからそれ

を 3 年っていったら，公務員の方とかっていうのは 3 年っていうのはあるけど，3 年

っていうのは一般企業の方だとなかなか少ないのですよね。だからそれで 1年しかな

い，また時間短縮という働き方があると明記されていても実際にはされてないところ

もあるっていうのも聞きます。なのでそういう協力というか子育て応援をお願いしま



13 
 

すっていう企業に対してのアピールをしていただくと，ほんとにこの会社は女子が半

分くらいいるのじゃないかっていうところでも認められてないところっていう企業

はあるのですよね，だからもうちょっと子育て支援をよろしくっていう声をかけてい

ただくようお願いしたいなと思います。 

事務局 

保育所の利用調整ということで，こちらの事情というか事務的なことをお話させて

いただきますと，やはり先着順ではないということなのですね。先ほどもおっしゃら

れてたような 3歳 2歳 1歳の例のような方もみえますけど，複数の方が A園に行きた

いという中での利用調整ですので，その方がご相談に行ったときに今は空いてるよっ

て言い方をして，その直後にもっと優先順位が高い，保育の必要性の高い方がいらっ

しゃるかもわからない中で各園長はお約束はしないってところもあります。 

なので相談は相談として受けられますが，ひと月とか年度当初であれば 9月に申し

込みがあって 4月に向けて千人を超えるお子さんの申し込みがあるのですけども，そ

の中での優先順位を決めますので，自分が相談に行ったときに定員の枠があるかどう

かだけですぐ入れるってものではないものですから。 

あとは私たちもやっぱりなるべくご兄弟さんは一緒に入っていただきたいですの

で，点数化するときも兄弟同時で申し込みのケースのところは加点をしております。

お母さんとお父さんが働いているっていう条件は同じなのですけど兄弟が複数同時

に申し込むところは，ちょっと有利になるように加点をするとかそういった配慮をし

たりとか，ひとり親のほうはなるべく加点をしようとかってことで，なるべく私たち

なりに平等になるように点数化して，その中での優先順位をつけます。希望通りに入

れなかったお母さんからのクレームってものも出てくると思うんですけど，もしその

方が入れたとすると他の方がだめだったということが出てきて，これは永久に終わら

ない話なのかもしれないです。保育所さんが十分な定員と保育士の方をそなえて，い

つでも供給過多のように準備をしてもらったらこういうことは起こらないんですけ

ど，子どもが減ったら減ったでたくさんの保育士をかかえたままっていうことになる

と経営もあると思いますので，子どもが減っていったら，それなりに各保育所さんた

ちも自分のところの園の経営が成り立つように定員見直しされたりっていうことも

あったりするかもしれません。そういうことと複雑に絡み合ってるなっていうことは

こちらも感じておりまして，この中でお母さん方が行きたいところにいつでも行ける

状態にしてくれっていうのは，保育所側が十分な定員に余裕があるような状態にもっ

てきてくれということを私保連さんのほうに行政からまた改めてお願いすることに

なるのかなと思っています。 

それともうひとつは地域全体での話になるのですけど，地域を区切ってと言われま

すが，私たち実際にお母さんたちの希望を聞いておりますと，たとえば長太のほうに

住んでらっしゃる方が鈴鹿の南のほうの園を希望されることもありますし，通勤の途

中だからということで西のほうを希望されて山をぬけて津に勤務が決まったからと

いう方もいらっしゃって，必ずしも住んでいる地域と一致するものではないのです。

実際に保育所っていうのは平田白子玉垣あたりに集中していまして，西のほうはそれ

なりに少ないですので地域を分けたとしても一箇所も保育所がないような地域って
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いうのも出てきます。バスを持っているような保育所もありますし，なかなか総論と

して地域に分けたほうがいいのじゃないかとわかったとしても，いざどういう風に地

域を分けたほうがいいのかというと，非常に難しいなと事務をやっていて感じるとこ

ろではあります。 

林委員 

でもそれが，たとえば旭が丘の人が西のほうに行きたいというのはいると思います

よ，それは，自分の仕事の都合で行くので。だからそのニーズをもう少し細かく見て

もらえないかっていうことなのです。 

事務局 

そうです。そのために面接をしております。9 月に申し込んで 2 月に結果というの

はすごく時間がかかってるじゃないかというお話なのですが，申込書が出たら，私た

ちはそれを全部第一希望から第三，第五まで書く人もいらっしゃるのですけども，そ

ういったことをまず入力します。10 月ぐらいで整理をしつつ，各お母さん方と面接を

するのですけど，私立が 31 園ありまして公立が今 10 園あるのんですけども，41 園を

一日に二箇所ずつくらい，園の規模によっては一日一箇所，ほとんど 11 月 12 月二ヶ

月かけて面接をしています。 

それだけお母さんにどういったニーズがあるのかって聞き取りを一件一件一人ず

つやっていくのにほんとに二ヶ月まるまるかかるのです。これを短縮しようにも（職

員が）いっせいに出払うことはできないので，一日二園が限界のところがあります。

12 月が終わった時点で点数化してならべたところの結果をするのが 1月ですので，そ

の 1月の末にというところです。私たちの中での事務作業を効率化しようとすると面

接の期間を一ヶ月にしろと言われると，人が倍いりますよとかそういった事務があり

ますもので，今の事務体制の中では二ヶ月の面接はこれ以上短縮できないと正直なと

ころあります。 

あの，こちらの事情っていうのはあるのですけど，なかなか待っているだけの方か

ら見れば長く感じられると思いますので，そういうこともこういう機会でないとお話

できないのかなと思いますので，ちょっと事情の言い訳にもなるかもしれませんが。

林委員 面接っていうのは希望した保育所でやるのですか 

事務局 そうですね，第一希望のところで。 

林委員 

それがね，そこに面接に行ったらお母さんはもう入れてもらえるっていう気持ちに

なっているのですよね，悪いですけど。そちらはそちらで面接で落とそうと思ってる

かもしれないですけど，行ってしまうと。 

事務局 落とそうとは思ってないですよ。 

林委員 

それは，ちょっと言葉が悪かったですけど。でもお母さんは行ったらやっとここで

って思っていたら2月くらいになったらあかんだっていうのが聞けるのが事実なので

すね。 

事務局 

もちろん面接の時点で，そこの空き状況と申し込みの状況からいって，たとえば今

回は 3歳児は全員は入れるだろうけど 2歳児はなにかしら数人だめな子がいるだろう

なっていうのもだいたい見えてくるわけなのですね。なので，余裕があってもなくて

もですね，必ずしも入れるわけではありませんと面接ではこちらは言っているわけな



15 
 

のですけど，確かにおっしゃられるとおり，お母さんは行けばここでいいと思われる

ので，第二希望にもし入れたとしてもショックが大きくてキャンセルされるというケ

ースは確かにあります。 

駒田副会長 

この議論も結局一回目から変わっていない。結局，何が問題かっていうといまだに

数の話をしていて質の話が全くできていない。その質の話のつじつまを合わせるため

に 4月だけ数を限定しておいて，あとは質を落として数で増やして，こんな話になっ

ている。斜めの見方ができてない。本当は数の話ばかりじゃなくて質の話をしなけれ

ばいけない時期にきているのに。 

だから最初の頃から見て，新たなアンケートさらにとってとかっていろんなことを

提案しまして，実際していただいたけど，今後これを見ていくためにも，この会議で

指標をもって，たとえば希望のところに入れなかった方，認可外で入った方とか入っ

てみてよかったということもあると思うのです。そういう方々がどういう状況にある

のかってことも見ながら。どうせこの見込みの数，確保の数は減っていくのだから，

そのときにどう調整するか。意外と私立の保育所のほうでもっと希望があるのだった

ら市のほうでしっかり考えて，いろんな補助もしないといけないだろうし，それも含

めてなにか方策を，モニタリングするものをもたないといけない。たとえば定員に入

れなかった方，希望に入れなった方や認可外に意に沿わず行かれた方々がどれくらい

いるのかっていうことを一度統計，アンケートを取って調査した上で考えていかない

と，いつまでたってもこの数の話ばかりで質の確保の話になっていない。かえって質

を落としてまでやろうって話になってしまっている。これはちょっとよくないし，そ

こらへんはもう少し市のほうにがんばってもらわないといけない。この議論が延々続

くのも決してよくないと思いますし。 

長澤会長 

お話を聞いていると，市のほうでは実際入園にあたって細かいニーズを把握しても

らっているわけですよね。もっとその結果を何らかの形で出せばいいと思うのです

よ。それだけでもぜんぜん違ってくると思うので。実際の保護者の方がどういったニ

ーズをもっているのかということ，逆にどういったニーズを持っている保護者の方が

希望の園に入れないでいるのかってこともわかってくると思うので，手間は増えると

は思いますが，今やってもらってくださってることを何らかの形で公表するという方

法でいかがですかね。 

事務局 検討させていただきます。 

伊藤(圭)委員 

あと，よろしいでしょうか。商工会議所の事業主代表ということで私出席させてい

ただいておりまして，なかなか大手企業のほうは育児休暇であったりとか取れるな

か，私ら中小企業なかなか厳しいのですけど，今ここに私がここに来させていただい

てるってことは，鈴鹿市さんから呼んでいただきまして，ちょっとでもこの問題を聞

いて会議所のほうに持って帰って，ちょっとでも改善するように持って帰るつもりで

おりますので真摯に受け止めて話を聞いておりますのでどうぞよろしくお願いしま

す。 

長澤会長 
それでは，今後はそういう方向でよろしくお願いできますでしょうか。次に実績の

報告をお願いいたします。 
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山中委員 

あれだけは聞かせてもらえませんか。4月 1日どうだったのかってことと，29 年度

から確保の方策っていうのは増やす必要があるのじゃないかって，実際になってくわ

けですからそのへんはどんなふうに考えてるのかだけ。 

長澤会長 今お答えできます？ 

山中委員 
今年の，いや去年も 7月 8月になってから 9人おりましたって話が出てきたから今

聞いておこうと思って。 

事務局 待機児童ですか？今年は待機児童はなしです。 

山中委員 なしということで。 

近藤委員 

待機児童は，いつもなしって言われるのですが，学童もそうなのですけれども，こ

こに去年の利用状況，実績が書いてあるのですが，表を見ていただくと大体定員に沿

った人数になっているのですけど，実はスポット会員っていうものもありまして，玉

垣なんかは 70 人となっていますが，実はスポットを入れると 100 人近くなっている

っていう状況もあります。今は二園に分かれたので解消されているかもわかりません

が，やっぱり今年，飯野でも一年生の待機児童が出たということですので，わたしが

親だったら一年生一人にはしておけないと思うのですけど，なんとか入れてあげたい

っていう思いはあるのですけどその状況とか， 

それと，この資料２で障がい児自立支援事業という中で，デイサービスの形で学童

保育所を開設されているところも，市には二箇所でしたか今あると思うのです。この

人数の中には入ってないですけど，どうしても，支援が必要な子を預かってもこっち

で対応できないときには，そちらに移っていただくということもありますので，それ

は皆さんに知っておいてもらいたいなと思います。 

事務局 

放課後児童クラブの待機児童ですが，おっしゃいますように本市では現在，玉垣と

か一部の地域では待機児童が発生しました。ただ 28 年 4 月には玉垣，稲生，旭が丘

などに放課後児童クラブを設置しまして待機児童の解消に向けて取り組んだ次第で

ございます。 

また待機児童が出た場合は，比較的定員に余裕があるクラブに調整を行ったりとか

はしている現状でございます。また，放課後デイについては調べたところ，今市内に

14 箇所ございます。箇所数については年々増加しているということも担当部局のほう

から確認した結果でございます。当然，障がいとか発達支援というのはなかなか対応

が難しい子どもさんがみえた場合には，私ども子ども政策課のほうにお電話いただけ

ましたら放課後デイの施設のほうにも調整させていただきますのでよろしくお願い

します。 

長澤会長 はい，ありがとうございます。よろしいでしょうか。 

山中委員 もう３に入りますか。 

長澤会長 はい，その予定です。 

山中委員 

すみません，じゃあその前に 1つ 2つ 3つくらいどうしても言っておきたいことが

あります。簡単にすませます。 

ひとつはですね，さきほど子ども三人一緒のところに入れないかという話があった
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のですけど，三人目の保育料の件なのですが，実を言いますと，国が制度を広げると

いうことで上の子がいくつでも三人目は所得制限をつけて無料にするという方針を

出してきました。そうすると，いままでの鈴鹿市の状況と比べると三人目無料だった

子が有料になるという現実が出てきています。そのことをうちの園も保護者の方から

報告はあってどうなるのだろうと話を聞かれたんですが，市のほうに聞きましたら，

そのことの詳しいことは決まっていないけども，国の方針に従っていく予定ですとい

う話でしたので，私は今まで三人目無料であった人たちが，有料になるっていうのは

ちょっとおかしいなというふうに思うので，なんとか鈴鹿市としてがんばってほしい

なという思いです。 

それから療育支援訪問活動は 1,071 人しているという，保育所のほうの療育部分で

すね，去年までは特別支援と言っておりましたけど，去年度から療育支援という加算

事業になったのですが，約 1/3 の金額になりました。それで私たち私立園のほうが療

育支援というか障がいのある子どもたちを預かっていくというのがこのままでいく

とどんどん困難になって，まぁ法律はその受け皿になるという方針を出してはみえま

すけど，それもおかしな方針だと思っていますので，そこも少しは考えてほしいなと

思います。 

それから 3つ目は，休日保育の実態なのですけども，これも新制度になって休日保

育が加算事業となって保育料いわゆる，一週間のうち六日分は保育料は保育を保証し

ているのだから，日曜日以外に休んだ場合の休日については保育料はいりませんよと

いうのが国の方針として出されて，去年度うちの園やらせてもらって延べ 350 人くら

いでした。それがそういう制度になったので，今度 500 人を超えそうな今勢いですの

で非常に対応を，予算のお金をもらってはいますが，非常に大変ですのでそこらへん

もなんとかしてほしいなとまとめて発言させていただきました。以上です。 

会長 
はい，よろしいでしょうか。それでは報告に移らせていただきたいと思います。事

務局のほうからお願いいたします。 

説 明 

（事務局） 

では「幼稚園の利用者負担額の見直しについて」という資料について説明させてい

ただきたいと思います。27 年度に新制度が始まったときに，新制度では幼稚園にあた

る部分を１号，保育所の 3 歳から 5 歳にあたる子を２号，3 歳未満児を３号と呼び方

を定めてそれぞれ保育料を決めたわけですけども，２号３号については保育料も今ま

でも徴収させてもらっているわけですが，１号につきましては，新制度に該当する幼

稚園がないということもあって，国の上限といわれている金額で保育料を市としては

決めて今に至っているわけです。これが来年度 29 年の 4 月から私立幼稚園が 2 園，

それから私立保育園 1園が幼保連携型の認定こども園に移行するってことが，去年か

ら出ているわけなのですけど，その園児募集がこの夏から始まることを考えますと，

国の上限のままの保育料ではスタートできないだろうということで，いよいよここで

保育料を決めていきたいなという時期にさしかかっております。 

今後のスケジュールといたしましては，6 月上旬には市の意向を固めて，6 月末の

議会までには議会運営委員会にかけながら 7月には最終決定をしていく，ちょうど子

ども・子育て会議がこの時期にありますことから市の今の段階の考え方，これで決定
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するというわけではないのですが，今だいたいこういうことを考えているということ

をご報告させていただきたいなっていうことで資料ご用意させていただきました。 

見直さなくてはいけない主旨というのは，１に書いてございますけど，読んでいた

だいたらそのままのとおりでございますので，次に資料の「２ 市内の私立幼稚園の

現状について」ということなのですが，資料１が現在の市内の私立幼稚園の状況でご

ざいまして，ちょうど 8園ありまして，今年の保育料がいくらなのか，入園料がいく

らなのかということを一覧にさせていただいております。 

これで見ていただきますと，私立の幼稚園さんの保育料っていうのは 27,000 円～

29,000 円くらいだなということになるのですけど，この中には給食費も含んでおりま

す。ただ給食費の内訳は明確にしてらっしゃるところと，分けるのは難しいとはっき

りとされてないところとあるのですけど，そういった保育料というものがございま

す。これが資料１の説明でありまして，次に資料２，今，私立幼稚園さんにはどれく

らいのお子さんがいらっしゃるかなということなのですが，現在の状況を把握するの

が難しかったので，幼稚園には幼稚園就園奨励費というものがありまして，その補助

金の実態からだいたいこれぐらいの人数が今年もいたとしてという想定をしたいと

思いまして，この 3月現在の人数を資料としております。 

幼稚園就園奨励費というものは所得に応じて，保護者さんにフィードバックする補

助金の金額が違いますので，所得に応じた人数がどれくらいいるかということが資料

２の説明になります。 

次ですけれども「３ 国が定める１号認定利用者負担額の上限について」の説明を

させていただきたいと思います。これは資料３となりますが，さきほどの幼稚園在園

数の資料のすぐ後ろの資料になります。これが国が定めている考え方の資料になりま

す。 

生活保護世帯は 0円，非課税世帯は 3,000 円，市町村民税所得割課税額が 77,100 円

以下が 16,100 円，こういったことが国の上限となっているわけなのですけど，今現

在鈴鹿市は，この上限のまま保育料のほうに当てはめているということになっていま

す。ただ今回ここの部分については給食費については含まれていないということにな

っています。 

さきほどの資料１からいくと 29,000 円の中には給食費が含まれている，おそらく給

食費というのは平均すると 5,000 円前後かな，私どもが去年の就園奨励費の関係から

割り出すと 4,920 円っていうのが給食費の平均と見ているわけですが，もしここに約

5,000 円を足すと，幼稚園の保育料がこのままいくと 30,000 円を超えてくるという状

況になってきます。そうなると 3 月 31 日まで同じ施設に通っていて認定こども園に

なったがために 25,700 円を徴収して，さらに給食費を別途取るとなると高くなる，

そこの部分に関してはやはり配慮しないといけないと鈴鹿市としても保育料を考え

るひとつポイントかなと思っています。 

非常に複雑にいろんなものが絡み合っておりますので，次に資料Ｐ２「４ 私立幼

稚園就園奨励費について」説明させていただきます。 

さきほどから幼稚園のほうからは一律保育料として 27,000 円，29,000 円保育料を

徴収しているわけなのですが，実はそのあとで国のほうが財源を確保しながら所得に
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応じて年度末には保護者さんに補助金という形でお返しをさせていただいています。

なので実質，幼稚園就園奨励費をかけると，万が一このまま 25,700 円のままでした

場合ですが，保育料が生活保護世帯の方で自己負担は 0円で，非課税世帯の方は 3,000

円少々，こういった形になっておりまして，所得税が 211,200 円以上ある方について

は補助はなにもないですが，所得に応じて私立幼稚園に行っていても保育料は加味さ

れているということです。 

こういったことを考えますと，少なくとも１号の幼稚園の利用者負担というのは，

１号の今現在の私立幼稚園さんの行っている状況と変わらない状態で移行していた

だくのがいいのかなと考えております。 

もうひとつは，保育所の保育料との絡みですけども，保育所のほうが保育施設に滞

在する時間は長く，短時間と言われている保育時間であっても 8時間，標準時間と言

われるものを利用されると 11 時間です。幼稚園はお昼を食べて少ししたら帰るとい

う 5時間くらいというのもありまして，同じ施設を利用しながら１号のほうが保育料

が高くて，２号３号のほうが保育料が安いという逆転現象を起こさないことも配慮し

ないといけないということもいろいろ考えた結果，今私どもが考えている案として，

（資料の）６ですが，3歳から 5歳の保育料を 22,300 円くらいでどうかと考えており

ました。 

あともうひとつは保育所の保育料も3歳児のほうが保育士の数もたくさん必要にな

って費用がかかることもあるため，ここで説明させてもらったことあるかと思います

が，3 歳児と 4，5 歳児をわけて保育料をかけたということもあり，3 歳児と 4，5 歳

児をわけるという考え方をしたときに，公定価格という国が定めるものがあるのです

が，この比率をもって 22,300 円と 18,600 円ということを考えて出しました。 

最後のページ，資料４ですが，やはり気になるところは四日市や津といった近隣の

ところとなると思いますので，四日市市さんと津市さんの状況を見比べていただきた

いなと思います。津市や四日市市に比べると少し高いではないかという感想をもたれ

るかと思います。津市さんにおかれましては，公立幼稚園の保育料，たぶん今 6,000

円台のところを徐々に 5年間かけて，公立の幼稚園についても最終的には最高額で言

うと 17,600 円を取るよと公立幼稚園の方針も出しながらこのようなことをやってい

きますよと決めてみえます。 

四日市市さんは，ゆくゆくは公立も私立も同じ保育料をいただきますよということ

を出しながらもまだ時期ははっきりとは言われてはないですが，ゆくゆく公立もこの

金額にしていくというものを見据えて対応をとっておられます。 

鈴鹿市については公立幼稚園の今後の在り方の検討会というのを去年教育委員会

が事務局になりながら検討はしてたくさん意見を出していただいていますが，その結

果，それぞれの立場での意見が出て方針としてはまだ固まっていないところもありま

す。今後の鈴鹿市の公立幼稚園をどうしていくのかという議論がまだまだ深まってい

ない段階ということもありますが，来年 4月には認定こども園がスタートするという

ことから，今の私立の幼稚園さんと認定こども園に移行する幼稚園さんの中で不平等

感が出ないように来年度はこの金額でスタートさせていただいて一年かけて公立幼

稚園の在り方も検討しながらもう一度見直したいということもありましてこのよう
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な金額を今のところ考えております。 

この場合ですが，もし１案のままいくと 25,700 円から 22,300 円に下げるというこ

とはその差額，3,400 円ぐらいあるわけですが，それに該当するお子さんがさきほど

の児童数で資料２のとおりの児童数で今年もいたとして，あくまでも試算でしかない

ですが，保護者の負担が軽減された分は，市の財政負担の増となるわけですが，この

場合約 5,151 万の増になるという試算になっております。 

２案の 4，5歳の子を安くするパターンで考えた場合は，市の財政負担は約 8,900 万

くらいの増となるとなっております。これはずっと市の負担増のまま推移していくと

なると市の財政の圧迫ということにもなっていきますことから，保護者さんの立場か

らみると保育料は安いにこしたことはないと思いますが，市の内部の議論ではそうい

ったお財布との相談もありまして，今後も煮詰めていきたいとは思ってますが，今の

段階では私どもはこういったことを考えておりますので，御意見頂戴できればと思っ

ております。 

長澤会長 
はい，ありがとうございます。今の報告に対して御意見等よろしくお願いします。

はい，古市委員。 

古市委員 

これは私立幼稚園に最も関係した問題であると思わしていただきますが，認定こど

も園を国が推進する大きな柱のひとつは，公立と私立の保育料の父兄負担の平準化と

いうものと，次の世代を担ってくれる市民公民を育てる質の高い幼児教育を求めると

いうことで，保育所と幼稚園の垣根を低くして質の高い幼児教育を進めようというふ

たつの柱からなっていると最初から聞かされておりますが，その中で公立と私立の保

育料の平準化という点で，津市さんは昨年度の 4月から認定こども園がスタートされ

ているんですが，17,600 円という国の公定価格に対する料金というのは保育所の国の

公定価格に対する現行の保育料の末端の市町の負担額とイコールになっている。 

保育所は私立も公立も同一料金で市が徴収いただいておるわけですが，国の公定価

格の 70％，亀山市は 69％ですが，市の方針によってあとの 30％，31％は市の財政負

担の中で保育料が運営されている。 

そういう中で認定こども園の場合も 25,700 円の 70％というと 17,000 某という数

字が出たわけですが，津市は公立と私立を 5年かけて平準化するという方向を確実に

打ち出して実行されております。 

四日市も近隣の市町として，それに似たような方向性の議論をされているわけです

が，わが鈴鹿市も，平成 27 年度は認定こども園の該当園がなかったのでもうちょっ

と結論は先送りということでしたが，来年の 4月から 3園スタートします。スタート

すると募集要項を 9月くらいに配布しないといけない。そういうときに１号認定の保

育料がいくらかという募集要項の印刷ができないじゃないか，ということで行政にお

願いして急いで１号認定の料金を決めてくださいよと近隣の市町の参考もあります

でしょうと私立幼稚園協会としては要望を出させていただいておったのですが，今の

話を聞いてると，公立 6,200 円でそのまま私立幼稚園は 22,300 円でということであ

りますが，確かに公立幼稚園の在り方検討委員会ではいろいろの要望も議論も出てお

りますが，市民の側，利用者の側から見れば，保育料は高いより安い方がいいにきま
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ってます。しかし，公立幼稚園の場合は市の単独事業で国や県の補助金は一切ありま

せん。全部市民税で運営しとるわけです。その中で私立幼稚園の，公立も含めてです

が，一人当たりの園児の負担額というのは 70 何万という数字が出ております。鈴鹿

の場合は 5 歳児がほとんどですので，それほどはいかないという話ですが，6,200 円

で（年間）7万円あまりの保育料をいただいて 50 数万円の市民税をつぎ込んでるとい

うことは，公立幼稚園へ行ってみえる保護者の方には暖かい手当でありますが，私立

に行っておられる父兄とかまたは全然幼稚園行ってない父兄にそれだけの負担をお

願いしているわけです。そういう観点から公立と私立の幼稚園の保育料の平準化とい

う線が国の方針として出てきたのだろうと我々は理解しています。 

この公立幼稚園の在り方検討会の意見を今集約中ということですが，公立幼稚園の

在り方検討委員会の場においてもこの子ども・子育て会議の場においても決定すると

いう決定権はないわけで，市民の意見を広く聞いてその意見を聞きながら，市の執行

部が市の方針として決めて議会の承認を得て実行するということでありますので，こ

こではいろいろな立場で意見を出されると思いますけど，国の方針は幼児教育の質を

高める，そして公立私立の父兄の保育料の平準化でありますので，鈴鹿市におきまし

てもいつまでも公立幼稚園の在り方を検討中検討中と伸ばすというのは，それが一理

ある場合はできますが他市においてはもう決定してスタートしているわけで，鈴鹿市

の執行部担当部局としてもある意味としては市の方針として市民全体の考えの中で，

税負担の平準化という考えの中でも急いで決定していただいたほうがいいのじゃな

いかなと思わせていただきます。以上です。 

駒田副会長 

はい，こういう話を持ってこられると，去年の頭でいきますと，幼稚園部会の中で

十分もんでから出してくるというものにあたるかなと考えていたんですが，そこで話

がまとまらなかったからここに話が出てきたのか，さらに金額の細かいところを僕ら

は述べないといけないのかそういうことなのでしょうか。 

長澤会長 報告という，まとめというか，議会のほうで 

駒田副会長 議会のほうでね，十分もんでいただいてから出てきたものなのか。 

長澤会長 単純に意見を吸い上げるってことだと思いますけど。 

古市委員 この数字がですか？ 

山中委員 報告事項っていうのがどうなのかっていう。 

事務局 

すみません。保育料そのものにつきましては，古市委員さんがおっしゃったように

子ども･子育て会議の場で審議していただく事項ではありませんので，報告という形

で整理させていただいていますので幼稚園部会等で審議をしていただいたというこ

とはございません。市の中で財政負担もございますし，公立幼稚園等をどうしていく

かっていう大きな課題として残っておりますので，そのへんを踏まえて検討してきた

中で，29 年 4 月から認定こども園に移行するところがございますので，１号の保育料

を決める必要があるってことであわててつくったという，言い方は悪いですが，検討

して用意させていただいたような状況でございます。 

駒田副会長 １案２案をここで議論しないといけないということではないのですね？ 
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事務局 

はい，いろんな御意見はあると思いますので御意見はいただいた上で，市としても

まだ方針は決定しておりませんので御意見いただいて市の方針決定の場でこういう

御意見がいただきましたってことを述べさせていただこうかと思っています。 

山中委員 

すみません。あの，昨日実は私立保育園の園長会がありまして，当然当事者の方か

らも募集が始まるから早く決めてほしいという意見はありました。それと公立幼稚園

と私立幼稚園の成り立ちというか条件も違うっていうところで，3 歳からすべて一律

という，公立は当然 3歳をやっていないところもあるわけですから，そういうのはあ

まりにも乱暴なんじゃないか，そこの条件が違うのだから違う保育料がある程度あっ

てもいいのじゃないかという意見もありました。 

長澤会長 その他ございますでしょうか 

中島委員 

在り方検討会に参加させていただいて十分述べさせてもらったので，29 年度は据え

置きというようにここで報告していただいて保護者として，公立幼稚園の代表として

はちょっとほっとしています。津市みたいに 5年間で段階的にっていう意見も述べさ

せていただいたので，あとは市側の方がその意見を十分議論していただいて検討して

いただいて決めていただくことだと思っておりますので。 

長澤会長 
その他よろしいですか？はい，ありがとうございます。それでは事務局のほうに次

回開催についてとなりますけど。 

事務局 

はい，それでは次回の開催予定なのですが，委員の皆さんにつきましては，この 11

月 25 日まで委嘱させていただいておりますので，それまでに少なくとももう一度開

催したい，10 月 11 月ぐらいを目処に開催させていただきたいと思っております。詳

しい日程内容等決まりましたら，またご報告させていただきたいと思っておりますの

でよろしくお願いします。以上です。 

長澤会長 はい，ありがとうございました。それでは事務局のほうにお返しいたします。 

事務局 長澤会長ありがとうございました。また各委員の皆様も 

山中委員 事務局にちょっとお願いよろしいでしょうか。 

事務局 はい。 

山中委員 

今回，私の手元に今回の資料が届いたのが金曜日でしたので，園長会に実は先に配

布をして意見を集約するという形を私たちとっていますので，当日配って当日意見を

いただくという形になりましたので，議題はなるだけ早く，案内は早くもらっていた

んですけど，中身がわからなかったもので，その点は事務局にもう少し努力を，少な

くとも一週間前には欲しい，ということです。 

事務局 わかりました。また次回までには調整してまいります。 

林委員 

すみません，ひとつだけちょっと言わせてください。子ども・子育て会議でちょっ

と話していいかどうか私もわからないのですけど，今，特に今年の年度になってから

療育センターが満杯なのですね。そのへんのことも保健センターさんの場所も利用さ

れたりとかで，非常に大変な思いをされているみたいなので，ちょっと一度見に行っ

ていただけるというか，調べていただいて療育の方が大変な思いをしておりますので
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よろしくお願いいたします。 

山中委員 

ついでに。ついでにと言いますか，昨日の園長会のほうでＤＶとか虐待とかの件に

ついても躊躇しないで報告をしてくれって言われて，園長さんたちもあとの園長会の

中で躊躇しないで報告と言ってもいろんなケースがあるし，そこらへんはどうしたら

いいやろねって話も出ていましたので，しっかりと対応できるという体制をつくって

もらわないと，と思いますのでよろしくお願いします。 

駒田副会長 

躊躇せずというのは，事案があることは躊躇せず報告してほしい，対応は当然各課

のほうと相談して，要するにその方がそういう事案が園の中にあるということを子ど

も家庭支援課のほうに出てこないということは，もし何かあったときの責がどうかと

いうことも含めて考えていただけたら，軽い段階から報告いただくのが一番いいのだ

ろうという解釈でいいのだと思います，どっちかわからない段階で。僕は市民会議

の座長をしておりますので。 

伊田委員 

すみません，いいですか。知り合いの方，友だちにちょっと聞いてきてほしいと言

われたことがありまして，さっき山中委員もおっしゃっていたと思うのですけども，

第三子の保育料が今後変わっていくのではないかという噂がお母さんたちの中でも

あって，今は保育園の中に三人お子さんがみえれば，二人目さんは半額，三人目さん

は無料という形が今後変わっていくのじゃないかっていう話をお母さんたちも耳に

していて，実際どうなのかなっていうのを今の段階で教えていただけることはないの

かなと思いまして。 

事務局 

はい。今はですね，ひとつの保育所に入る一番最高の年齢が 5 歳ですね，5 歳の子

から見て二人目がいればその子は半額，三人目がいれば無料という形になっているの

ですけども，小学校に入ってしまうとそのカウントからはずれて，もし三人お子さん

がいらっしゃったとしても一番上の子が小学校に入った時点で二人目の子を一人目

と考えてこの子は全額保育料をいただいて，三人目の子をいわゆる二人目と考えて半

額となるという考え方をしているのですけど，これを所得制限付とはなるのですけど

360 万未満のご家庭に限っては，この第一子の考え方を撤廃するというのが国の考え

方なのです。なので上の子が小学校六年生で下の子がすごく離れていたりした場合で

も，二人目は二人目と，ですから今は三人兄弟で二番目の子が 5歳児になったときに

上の子が小学校にいたりとすると，今までは一人目と考えていたのを半額にして，二

人目と思われてた子が三人目，この子は無料になると。なのでさきほど，今まで無料

だった子が有料になるという話が少し出たので気になっていたのですが，そういうこ

とはなくて，むしろ拡大していく方向です。 

山中委員 いやそうじゃないんじゃないと思いますけどね。 

伊田委員 
その所得制限が問題だってことをその保護者の方は言っていて，所得制限に当ては

まる？当てはまらない？で，今までは無料だった人が・・・・・ 

事務局 あの，今までの制度は残ってるのです。さらにということです。 

山中委員 
残すのですね。それならそれでいいのです。それさえ言ってもらえたら。そうじゃ

ないって話があったから。 
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事務局 
そうじゃなくて，今までの制度は残しながら，360 万未満の子の世帯については，

第一子の考え方を撤廃するという。 

山中委員 それは結構なことで。 

事務局 

ただその第一子のカウントの仕方が，今システム上難しくて対応が遅れていて，本

来だったらもう無料でいい，半額でいいお子さんから全額であったり半額いただいて

いるケースがあるので，そこの部分を早く対応して，必要があれば還付をしないとい

けないことも，遅れれば遅れるほど還付する金額が増えていきますので，早くしたい

とは思っているのですけど，システムの関係で追いついてなくてご迷惑はかけている

のです。拡大の方向です。 

山中委員 当然この１号も三人目だったら無料になるということですか？ 

事務局 

その所得制限とかが当てはまれば。保育料の最高額を見ると高いのですけど，多子

軽減とかそういった形で拡大はしていますので，保育料を負担するのが複数お子さん

いらっしゃる方から見るとだんだん，だんだん軽減している格好になっていると。 

伊田委員 
はい，じゃあ安心してくださいということで伝えていいってことですね。わかりま

した。ありがとうございます。 

事務局 

長澤会長どうもありがとうございました。また，各委員の皆様方長時間にわたりま

して熱心に御議論いただきましてありがとうございました。 

今回は，平成 27 年度鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の評価・点検をお願いし，

それぞれのお立場から様々な御意見をいただきまして，ありがとうございました。今

後の施策へ反映等させていただきたいと思います。 

冒頭，部長が申し上げましたように，この 4月からは，「子ども政策部」におきまし

て，保育部門と幼稚園部門を所管することとなりました。子育て支援を総合的に推進

してまいりたいと考えておりますので，引き続きよろしくお願いいたします。 

委員の皆様は，本年 11 月 25 日までの任期となっておりますので，次回が最終の会

議となる委員もおみえになるかもしれませんが，よろしくお願いします。 

これを持ちまして，閉会とさせていただきます。ありがとうございました。 

 


