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審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第 2回 松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会 

２．開 催 日 時 平成 28年 8月 9日（火）午後 6時 00分から午後 8時 25分 

３．開 催 場 所 第一公民館 2階会議室 

４．出席者氏名 

委 員 ◎須永進、中津麗、高谷育子、○高島清子、中村昭子、高

橋恵司、近藤慎一郎、松名瀬弘己、薗部功 

   （◎部会長・○副部会長） 

事務局 山本嘉教育政策統括マネージャー、青木俊夫教育総務担当

参事、川口雅生教育施設担当監、山口照子三雲北幼児園園長、長

野功子ども子育て支援推進マネージャー、沼田雅彦こども未来課

長、中川三千子保育指導担当監、松林正人教育総務課総務政策担

当主幹、安東美代子総務政策係長、添田一美学校支援課教育課程

係員、荒木章次保育園担当担当監、池田元彦保育園係長 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 28人 

７．担 当 

松阪市殿町 1340番地 1 松阪市福祉事務所こども未来課 

担当者： 荒木 

電 話： 0598-53-4212    ＦＡＸ： 0598-26-9113 

e-mail： kod.div＠city.matsusaka.mie.jp 

事項 

１．報告事項 

(1) 第 1回松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の内容（6月 9日） 

(2) 松阪市立幼稚園・保育園の見学（7月 1日） 

(3) 松阪市総合計画策定に関する意識調査（報告書） 

２．協議事項 

(1) 幼稚園・保育園の将来イメージ（考え方） 

① 公立幼稚園・保育園の現状と課題 

② 就学前教育・保育に関する基本的な考え方 

③ 施設整備の方向性 

(2) 窓口業務の一本化について 

(3)「これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウム」の開催 

議事録 

 別紙「第 2回 松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会 議事録」のとおり 
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第 2回 松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会 議事録 

 

日  時：平成 28年 8月 9日（火）18:00～20:25 

場  所：第一公民館 会議室 

出席委員：須永進（部会長）、中津麗、高谷育子、高島清子（副部会長）、中村昭子、高橋

恵司、近藤慎一郎、松名瀬弘己、薗部功 

    

 

事 務 局 ：山本嘉教育政策統括マネージャー、青木俊夫教育総務担当参事、川口雅生教育施

設担当監、山口照子三雲北幼児園園長、長野功子ども子育て支援推進マネージャ

ー、沼田雅彦こども未来課長、中川三千子保育指導担当監、松林正人教育総務課

総務政策担当主幹、安東美代子総務政策係長、添田一美学校支援課教育課程係

員、荒木章次保育園担当担当監、池田元彦保育園係長 

 

配布資料：・第 2回松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会事項書 

          ・第 1回松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会(会議録) 

・松阪市立幼稚園・保育園の見学実施報告 

・松阪市総合計画策定に関する意識調査報告書 

・公立幼稚園・保育園の現状と課題 

・就学前教育・保育に関する基本的な考え方 

・幼稚園・保育園の位置図 

・松阪市立幼稚園・保育園施設一覧表 

・松阪市立幼稚園・保育園あり方検討業務整理シート 

・これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウム実施計画 

・これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウムの進め方と役割 

 

［議事録］ 

 

＜開会＞ 

 

部会長 

  ただ今より、第 2回松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会を開催させていただきます。 

本日は、暑い中、ご参加いただきありがとうございます。 

前回のあり方検討部会は 6月 9日に開催し、また幼稚園・保育園の現地見学も 7月 1日

に開催しました。本日は第 2 回のあり方検討部会であり、幼稚園・保育園のこれからの将

来像を考えていきたいと思っています。 

また、市の行政の方では、来年 4 月から窓口業務の一本化に向けて協議されているとい
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うことなので後ほど報告していただきたいと思います。 

9月 10日には、これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウムが企画されており、こ

の件についてもお知らせがあるかと思います。 

 

部会長 

  それでは、1．報告事項(1)第 1回松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討部会の内容につ

いて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、第 1 回松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討部会（6 月 9 日）の内容につ

いて、資料「第 1回松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会(会議録)」をもとに報告。 

 

部会長 

前回のあり方検討部会について、事務局から説明がありましたが、何かこの件につきま

して委員の皆さんから、質問や意見等はありませんか。 

 （委員より意見、質問等はなし） 

 

部会長 

  それでは、1．報告事項(2) 松阪市立幼稚園・保育園の見学について事務局より説明を

お願いします。 

 

事務局より、松阪市立幼稚園・保育園の見学（7 月 1 日）の内容について、資料「松阪

市立幼稚園・保育園の見学実施報告」をもとに報告。 

 

部会長 

7 月 1 日に実施しました幼稚園・保育園の現地見学について、事務局から説明がありま

した。見学に際しましては各園の皆様にご協力いただきありがとうございました。幼稚園・

保育園の特色や先生方のお考えも伺うことができ、これから議論していく中でも活かして

いきたいと思います。参加いただいた委員の方で感想等はありませんか。 

 

委員 

建設が古い園から新しい園まで見学させてもらい、違いを理解できました。市街地にあ

る園については、これから検討していかなければならないところもあると感じました。 

 

部会長 

幼稚園・保育園それぞれ特徴があり、また地域性もあり、実際に子どもたちが生活して

いるということが実感できる場でありました。これからどういう方向で幼稚園・保育園が

形を成していくのかを子どもたちの立場に立って考えていかなければならないのと同時に、

環境が大切であることを感じました。また、送迎に駐車場が必要で、その確保にどこの幼
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稚園・保育園も困っている傾向がありました。三雲北幼児園は幼稚園・保育園が一体とな

った施設で両方の子どもたちがそこで生活していますが、これからの幼稚園・保育園の一

つの形を示しているではないかと思いましたが、まだまだ問題点はあるのかもしれません。

今回の見学は幼稚園・保育園の将来イメージを考える中で参考としてください。 

 

部会長 

  それでは、1．報告事項(3) 松阪市総合計画策定に関する意識調査について事務局より

説明をお願いします。 

 

事務局より、松阪市総合計画策定に関する意識調査報告書の内容について、資料「松阪

市総合計画策定に関する意識調査報告書」をもとに報告。 

 

部会長 

松阪市総合計画策定に関する意識調査報告書について、事務局から説明がありました。

調査の中では、幼稚園・保育園の増設が急務であるとのアンケート結果でしたが、何かこ

の件につきまして委員の皆さんから、質問や意見等はありませんか。 

 

委員 

幼稚園・保育園が不足しているので増設を希望とのことですが、現在の待機児童の状況

はどうなっていますか。 

 

事務局 

年度当初の 4月におきましては、すべての方が第一希望園に入園いただけてはいません

が、第二、第三希望園等に入っていただいていますので、待機児童としては 0 人です。し

かし、年度途中になりますと入園いただけない方があり、27 年 10 月では待機児童として

は 40人です。 

 

事務局 

27年 10月の待機児童 40人は、国基準の待機児童数であり、実際に希望の保育園に入園

できずに待機している児童を含めた数としては、28年 4月時点で 41人であり、27年 10月

では 118人という状況です。 

 

部会長 

特に都市部では、待機児童が大きな問題となっています。松阪の現状について何かあり

ますか。 

 

委員 

待機児童について、国基準と実際に希望の保育園に入園できずに待機している児童との
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違いは何ですか。 

 

事務局 

国基準の定義としましては、自宅から通園可能な保育園があるが希望しない場合や特定

の保育園のみを希望する場合は含みません。実際に保育園の入園申込をしているが、どの

保育園にも入園していない数との差です。 

 

部会長 

いずれにしても、市民の方には幼稚園・保育園の増設の希望があることは事実でありま

す。このあたりをどう考えていくかも今後検討する必要があります。新しく増設していく

のか、現状の中で統廃合により考えていくのか、また、場所もどうするのか、いろんな考

え方があると思います。子どもが入りたいところへ入れるように配慮していく必要がある

と思います。保育士の処遇については全国的に言われており、財源も含めて大きな問題で

あります。若者が希望をもてる職場になってほしいと感じます。 

 

委員 

  保育士の処遇が改善されていけば、働く意欲になっていくと思います。子どもに寄り添

って保育していく熱意が欠けてきているように思われます。コミュニケーションを取りな

がら先輩が若い保育士を育て、そして働く意欲を持ってもらいたいと感じています。 

 

部会長 

幼児教育・保育の質についても考えていかなければならないと思います。また、一度職

を辞めた保育士が、保育の現場に復帰するということに、8 割の保育士が嫌だというデー

タがあります。また復帰して働きたいと思える場になるよう処遇を含めて考えていかなけ

ればならないと思います。市はこの意識調査結果を十分踏まえて総合計画の策定を検討し

ていただきたいと思います。 

それでは、２．協議事項の(1) 幼稚園・保育園の将来イメージ（考え方）、①公立幼稚園・

保育園の現状と課題、➁就学前教育・保育に関する基本的な考え方、➂施設整備の方向性

の三つですが、将来のイメージを少しずつ考えていく切り口になっていくと考えます。事

務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、①公立幼稚園・保育園の現状と課題について、資料「公立幼稚園・保育園

の現状と課題」、「幼稚園・保育園の位置図」、「松阪市立幼稚園・保育園施設一覧表」をも

とに説明。 

 

部会長 

公立幼稚園・保育園の現状と課題について、事務局から説明がありましたが、委員の皆

さんから、質問や意見等はありませんか。 



6 
 

委員 

  過去には小学校に併設した幼稚園が多かったが、児童の減少により近隣園に統合された

結果、現在幼稚園は市中心部にはなく郊外に点在しています。また、郊外の園も園児数が

減少している現状で、これは児童の減少や就労する方が保育園を希望されることが要因と

考えられます。ただ、充足率をみると 3歳児保育を行っている園に希望が集まっています。

3 歳児保育を希望して校区外の園へ通うケースが多く見受けられることから、幼稚園の 3

歳児保育が広がっていくことがいいのではないかと思います。また、園舎の老朽化につい

ては、建て替えや改築を考えなければならないと思います。郊外の園児数が減少してきて

いる状況から、集団生活が成り立つ園児数で教育が進んでいくことが大切ですので、地域

においては、統合や認定こども園といったことが考えられるのではないかと感じます。し

かし、やはり幼稚園はそれぞれの園で特色があり、小学校と密な連携や地域ぐるみで子育

てに取り組んでおり、保護者や地域の思いに合わせた幼児教育のできる場があればいいと

思います。できれば中学校区に一つは幼稚園など幼児教育を行う施設があることが望まし

いと思います。 

 

部会長 

公立幼稚園は、定員を大きく割っていますが、3 歳児保育を行っている園では充足率が

高くなっているというご意見でしたが、幼稚園は保育時間が比較的短く、また保育園は長

いわけで、保護者の就労に合わせた保育時間が求められているわけです。他の委員で何か

ご意見はありますか。 

 

委員 

  幼稚園の保護者の就労率はどうですか。 

 

委員 

  就労率は、園によって異なりますが、フルタイムで就労されている保護者は祖父母の送

迎が可能で帰宅後も子どもを祖父母が見てくれていますが、ほとんどの保護者は 2 時の迎え

に間に合うパートタイムの仕事で、かつ、就労は毎日ではありません。公立幼稚園の保護者

は、子どもとともに幼児期は過ごしたいという思いが強く、子どもの迎えに間に合うような

仕事をしている場合が多いと思います。もっと働きたいという保護者は保育園を希望されて

いると思います。子どもと過ごしたいというニーズもありますので、この思いをくみ取って

いくことも大切だと思います。 

 

委員 

  公立幼稚園で預かり保育を実施している園の充足率はどうですか。 

 

委員 

  預かり保育は嬉野地域の 4幼稚園で実施しており、豊地幼稚園 50.0%、中川幼稚園 63.7%、
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豊田幼稚園 68.9%、中原幼稚園 44.4%です。 

 

委員 

  公立保育園は基本的に、朝 7時 30分から夜 6時まで、延長保育実施園は 7時まで子ども

たちはいます。保育士の少ない年代が年齢層にあり、先輩の保育を目の前で見ることがで

きずに、若い保育士は現場で迷ったり挫折したりしています。保護者の就労に関わらず、

同じ場所で、同じ保育が受けられる環境で集団生活が送れることは大切だと思いますが、

認定こども園では、時間になると一定の子どもは帰っていき、後の子どもたちは 6 時まで

いることとなりますが、こういったことが一つのクラスの中で発生することについて、ど

のように保育を展開していけばいいのかと思います。 

 

部会長 

  ここの部分は、重要で、まだまだ議論していかなければならないところだと思います。 

それでは、➁就学前教育・保育に関する基本的な考え方に入っていきたいと思います。

事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、➁就学前教育・保育に関する基本的な考え方について、資料「就学前教育・

保育に関する基本的な考え方」をもとに説明。 

 

部会長 

ここでは、市の具体的な方針、基本的な姿勢、考え方について、事務局から説明があり

ましたが、委員の皆さんから、質問や意見等はありませんか。 

 

委員 

8月 6日に、幼稚園教諭と保育士が集まり研修をテーマにワークショップを開催されま 

した。教育・保育の窓口一本化を念頭に置く中で、どのような話し合いになるのかと思い

ましたが、出席されていた方は前向きにとらえ、現場の自分たちのできることを熱心に議

論されてみえて、このことは就学前子どもの教育・保育の質の向上にもつながっていくこ

とで、今後の幼保のあり方が前へ一歩進んでいったのかと感じました。幼稚園・保育園の

これまで育んできたよいところを交流しながらボトムアップしていくことは大きいことだ

と思います。また、事務局より説明があった基本方針(仮)の中に「幼稚園は幼稚園として

の特性を生かし、保育園は保育園としての特性を生かし、幼稚園・保育園が共存し・・・」

と書かれていますが、このことは、幼稚園・保育園が無くなってしまうのではないかと不

安を持っている幼稚園教諭、保育士にとって心強いものとなり、これまで自分たちが培っ

てきた教育・保育を継続し更に広げていく部分では大きいものだと思います。ワークショ

ップでの意見で多かったのは、今の勤務体制の中では研修の実施が困難な場合があるので

はないかということで、やはりしっかり人員の確保を行っていくことが大切だと思います。

基本的な考え方の中で、新規採用募集の年齢を 28 歳から 35 歳へ引き上げたことは非常に
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大きいと思います。窓口が一本化していくことは、市民サービスが向上することになるの

で進めていかなければならないと思います。一方で、教育・保育の質の向上という意味で

は、いきなりではなく徐々に、幼・保のこれまで育んできたよいところを融合させていく

先に、認定こども園という考えもでてくるのではないかと思います。 

 

委員 

働くお母さんは保育園へ、家にみえるお母さんは幼稚園へと皆さん思ってみえると思い

ますが、基本的な考え方に書いてある「公立幼稚園の見直し」を進めていくことで、保育

園に入れなかった子どもが幼稚園にも行くと思います。これからの幼稚園は、どこの家庭

に対しても幅広く対応できる園になってほしいと思います。こども園という形もいいと思

いますが、先ほど委員より、一つのクラスの中で時間になると一定の子どもは帰っていき、

後の子どもたちは残っていると発言がありましたが、こうゆうことに子どもは敏感ですの

で不安な面もあります。フルで働かなくても少し働きたいお母さんにとっては、認定こど

も園もいいのではと思いました。子どもにとってこの年齢の時期に、地域の方などたくさ

んの方と関われる幼稚園・保育園の環境は大切だと思います。窓口業務の一本化によって

保育料が上がるのではないかという保護者もいて、市民にとってはわからない部分がある

と思います。この計画を大人の目線ではなく、子どもの目線で進めてほしいと思います。 

   

部会長 

それぞれ委員から基本的な考え方についてご意見をお聞かせいただきました。この部分

も更に時間をかけて議論していく必要があると思います。 

続きまして、➂施設整備の方向性について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、➂施設整備の方向性については、現在まだ考え方、イメージといったも

のが具体的に定まっていない状況であるため、資料「幼稚園・保育園の位置図」、「松阪

市立幼稚園・保育園施設一覧表」等をもとに、委員から意見をいただきたい旨を説明。 

 

部会長 

特に資料はないということですが、人口動態によって利用者が変わっていくわけで、そ

こに対応していくことが非常に大切であると思います。家の近くで通園できることが望ま

しいですが、人口減少や生活の利便性によって、松阪市も他市町同様に少子化の影響を受

けており、施設整備を含めて考えていかなければならないと思います。幼稚園・保育園の

将来イメージ（考え方）については、この三つの視点で今後も議論を進めていきたいと思

います。 

 

委員 

 これまで私立幼稚園は県とのつながりが大きかったのですが、新制度になり市とのつ 

ながりも深めていける中で、窓口業務一本化は私立幼稚園にとってもいいことだと思い
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ます。 

 

部会長 

続きまして、(2) 窓口業務の一本化について、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、窓口業務の一本化について、資料「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討業

務整理シート」をもとに説明。 

委員より発言のあった保育料については、29年 4月の窓口業務一本化によって保育料を

あげるものではありません。 

 

部会長 

この件は庁内での調整になると思いますが、利用する側が利用しやすくならなければな

らないわけで、このことを踏まえて調整していってください。 

 

委員 

  施設の方向性については、具体的に整理が進んでいませんが、この会で決めていかなけ

ればならない案件です。今回第 2回目の部会でしたが次回開催は 10月 20日でありスケジ

ュールとしてもタイトになってきます。松阪市では就学前児童数は約 8,600 人であり、幼

稚園・保育園等に行っていない数は約 2,400人という状況です。待機児童数は 3月の段階

で 217人であり幼稚園・保育園等に行っていない数からみると約 1割であり、潜在的待機

児童はまだまだ存在すると考えています。施設整備については、旧松阪市内の保育園はほ

とんど整理がされていない状況であり、振興局管内の保育園は一定の整備はされていると

考えます。その中で、今すぐにではないが将来的には、認定こども園という選択肢の一つ

であると視野に入れて考えていくことが必要であると思います。そうすると、旧松阪市内

の老朽化した保育園をどう統廃合していくかがポイントとなってきます。今後第 3 回目以

降の会議で、事務局側の提案も含めながら委員の皆さんに意見をいただき議論を進めてい

きたいと思います。 

 

委員 

  窓口業務一本化について、資料に新組織とありますが、その動向について教えてくださ

い。また、新組織においても、職員配置や施設管理等に関して、引き続き充実するようお

願いします。 

 

 

事務局 

  新組織というのは、「子ども局」という意味であり、子ども局において所管するというこ

とです。 
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部会長 

いろいろ意見がでましたが、将来イメージに関しては、議論を進めていき具体的なもの

を出していかなければならないと思っています。 

(3)「これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウム」の開催についてですが、9 月 10

日に開催が予定されています。このことについて事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、「これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウム」の開催について、資料

「これからの幼稚園・保育園を考えるシンポジウム実施計画」、「これからの幼稚園・保育園

を考えるシンポジウムの進め方と役割」をもとに委員へシンポジウムへの参加依頼をする。 

 

部会長 

シンポジウムや講演会は、市の考えを市民の方に示す場であると思います。市民の方も

期待し参加されると思いますので、ぜひ活発な議論を委員の皆さんにお願いします。 

それでは、事務局の方で何かありますか。 

事務局 

・次回あり方検討部会の開催について 

平成 28年 10月 20日(木)午後 6時より、産業振興センターにて開催。 

(幼稚園・保育園の将来イメージ、考え方、施設整備についての検討) 

 

部会長 

長時間ありがとうございました。今日はたくさんの方が傍聴されていましたが、いろい

ろ意見を聞かせていただきました。今回は具体的な内容が示されており、時間をかけて議

論しなければならないと思っており、今後の進め方も考えさせていただきたいと思います。

みんなで意見を出し合いよりよいものにしていかなければなりませんので、ご協力をお願

いします。 

 

＜閉会＞ 

 

 

 


