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審議会等の会議結果報告 

 

１．会 議 名 第１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 6月 9日（木）午後 6時 00分から午後 7時 50分 

３．開 催 場 所 松阪市産業振興センター2階人材育成室 

４．出席者氏名 

委 員 ◎須永進、正木励弥、中津麗、高谷育子、○髙島清子、中

村昭子、高橋恵司、近藤慎一郎、垣本大、松名瀬弘己、薗部功 

   （◎部会長・○副部会長） 

事務局 山路茂副市長、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、郡山葉子春日

保育園園長、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、竹川尚子保育指導主幹 

５．公開及び非公開 公 開 

６．傍 聴 者 数 5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、大滝 

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

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

事項 

１．副市長挨拶 

２．松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の設置について 

３．部会長及び副部会長の選任 

４．議事 

（１）松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討の進め方について 

（２）松阪市の幼稚園・保育園の現状について 

 

議事録 

 別紙「松阪市子ども・子育て会議（第 14回）議事録」のとおり 
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第１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 6月 9日（木）18:00～19:50 

場  所：産業振興センター2階人材育成室 

出席委員：須永進（部会長）、正木励弥、中津麗、高谷育子、髙島清子（副部会長）、中村

昭子、高橋恵司、近藤慎一郎、垣本大、松名瀬弘己、薗部功 

    

 

事 務 局 ：山路茂副市長、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、郡山

葉子春日保育園園長、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、竹川尚子保育指導主幹 

 

配布資料：・第１回松阪市立幼稚園･保育園あり方検討部会事項書 

・松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の設置 

・松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討 

・松阪市立幼稚園・保育園あり方検討の会議等のスケジュール(平成 28年度) 

・松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の会議(予定) 

・松阪市の状況 

・平成 28年度幼稚園入園案内 

・平成 28年度保育園入園案内 

 

［議事録］ 

 

＜開会＞ 

 

1．副市長挨拶【山路副市長より】 

本日は、お仕事でお疲れのところ、ご出席いただき誠にありがとうございます。 

松阪市は、「子育て一番宣言」を掲げており、子どもたちのことを重点政策としてやって

いきたいと考えています。 

保育園・幼稚園はそれぞれ福祉的な面と幼児教育という面で制度化されてきたものです

が、近年、お互いの機能が重なってきているのではと感じています。 

このような中で、まずは市民のニーズに応えていくことが第一と考えます。その上で、

どのようにしたら幼稚園・保育運を効率的に運営できるのかを皆様にご協力をいただきな

がら方向を探っていきたいと思っております。 

幼稚園と保育園のこれからのあり方を検討していただくわけですが、そのことがこれから
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の松阪を作っていくことに繋がる大きな課題でありますので、ぜひ様々なご意見をいただ

きたいと思います。 

（副市長は他の公務があり、ここで退席） 

 

2．松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の設置について 

事務局より、松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の設置について、資料「松阪市立幼

稚園・保育園あり方検討部会の設置」をもとに説明。 

 

（質疑応答） 

なし 

 

3．部会長及び副部会長の選任 

 「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の設置」第 5条第 2項により、部会長 

及び副部会長は、委員の互選により選任。 

部会長には松阪市子ども子育て会議の会長でもある三重大学教育学部教授の須永進様が、

副部会長には松阪市子ども子育て会議の副会長で、松阪認可保育園連盟会長の高島清子様

が選任される。 

 

部会長挨拶 

この会議を通して子どもたちのことを考えていく中で、これから 5年先 10年先を見据え

た正しい方向性を示していく必要がありますのでご協力をお願いします。 

 

副部会長挨拶 

保育園で毎日子どもたちの成長を見ています。この会議が子どもたちのために、より良

く反映されることを願っています。いろんな意見をいただく中でこの会議が良いものとな

るようご協力をお願いします。 

 

部会長 

  それでは、4．議事(1)松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討の進め方について事務局よ

り説明をお願いします。 

 

事務局より、松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討の進め方について、資料「松阪市立

幼稚園・保育園のあり方検討」、「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討の会議等のスケジュ

ール(平成 28年度)」、「松阪市立幼稚園・保育園あり方検討部会の会議(予定)」をもとに説

明。 

 

部会長 

松阪市立幼稚園・保育園のあり方検討の進め方について、あり方検討の趣旨、具体的な
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進め方、その体制、スケジュール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。 

 

（質疑応答・意見交換） 

 

委員 

説明の中で提案のあった市立幼稚園・保育園の見学を実施することは、委員にとっては

重要なことではないかと思います。早期に実現してほしいです。 

委員 

幼稚園の保護者は 3 歳児保育を希望しており、3 歳児保育を実施している幼稚園が望ま

れています。幼稚園希望だが 3 歳児保育がないため保育園へ行っている保護者もあり、幼

稚園に 3 歳児保育があれば近隣保育園の受け皿になると思います。また園児数も減ってき

ており幼稚園も危機感を持っており、変わっていく時期なのかと思います。保護者や地域

の意見を大切に考えていただきたいです。 

 

委員 

窓口の一本化をしていただくことはありがたいことです。これから 1年かけてあり方を

検討していくわけですが、会議の間隔が開いてしまうと考えが疎かになってしまいがちで

す。そこで市の中にいつでも相談できる窓口を置いていただくと充実した検討ができると

思います。 

事務局 

この会議の事務局であります教育委員会、こども未来課ともに、普段から様々なご意見

をいただく中で、整理をしていきたいと思っています。 

部会長 

具体的な話はこれからしていきますが、あり方検討の進め方について、事務局の説明に

ついて他に意見がなければ、このように進めていきたいと思います。 

それでは、続きまして、4．議事(2)松阪市の幼稚園・保育園の現状についての項目には

いらせていただきます。それでは、事務局より説明をお願いします。 

 

事務局より、松阪市の幼稚園・保育園の現状について、資料「松阪市の状況」をもとに

説明。 
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部会長 

  松阪市の状況を説明していただきましたが、前半は、人口動態から子どもの数は減少

傾向にあること、後半は幼稚園・保育園の状況であり、幼稚園・保育園の現状がお

わかりいただけたのではないでしょうか。この内容について、質問はありません

か。 

 

（質疑応答・意見交換） 

 

委員 

資料「松阪市の状況」P8に、公立幼稚園の非常勤園長とありますが、兼務という形態の

園長ですか。 

 

事務局 

非常勤園長とは、松阪市の正規職員ではなく第 1種職員非常勤であり兼務とは異なりま

す。本年度在職しています 5名については、定年退職された校長先生で、毎日勤務してい

ます。 

 

部会長 

あり方検討をする中で、まず頭に入れておかなければならないのは、今まで経験したこ

とがないような人口動態が変化してきているという点であり、集団保育が可能な人数かと

いうことも議論されなければならない点であります。幼稚園・保育園の良いところを皆さ

んで出し合いながら、新しい形をめざしていくぐらいの考えを持っていただかなければな

らないと思います。子どもたちをできるだけ望ましい環境の中で集団生活が送れるように

大人たち考えていかないといけないと思います。どの子も豊かに育つ権利を持っているわ

けで、我々が知恵を出し合って、子どもたちが松阪市に住んでよかったと思えるような社

会をつくらないといけないと思います。ここはそのスタートです。 

 

委員 

幼稚園・保育園は子どもたちが成長していく大切な時期であり、どこの子も皆に見守ら

れて育つ幼稚園・保育園のあり方であってほしいと思います。基本は子どもの権利が守ら

れる環境であると思います。 

 

委員 

幼稚園の保護者の希望は、3歳児保育の実施を増やしてほしいことと延長保育の実施で

す。3歳児になると成長も著しく人と関わっていくことが大切な時期であり、自宅で保育

している親はしつけや教育面で不安になります。また、幼稚園の保護者の中にも働きたい

親はいますが、フルタイムで働くために保育園を考えますが、やはり保育料が気になると

いう人もいます。そこで幼稚園が延長保育をしていただくと働けるお母さんが増えて、幼
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稚園に預ける保護者も増えてくる思います。実際、3歳は保育園で、4歳からは幼稚園とい

う人もいます。幼稚園は小学校の敷地内にあるところもあるので、そのまま小学校へあが

っていける点で子どもたちにも安心感があると思います。 

委員 

自宅に近い保育園に入園できず、離れた保育園に入園している保護者がいます。誰でも

家から近い園に行きたいが、それができない現状なのかなと思います。 

委員 

今年度より花岡幼稚園の 3歳児保育を開始したことについて、希望者が多かったことや

保護者が喜んでみえることを聞いています。子どもたちが自分の地域に誇りを持つという

意味では、できるだけ地元の幼稚園・保育園に通わせてやりたいと思います。どの幼稚園

でも 3 歳児保育をやっていくことは、施設面などから現実的には難しいと認識しています

が、近くの保育園さんとの関係が整った上で、例えば伊勢寺幼稚園から 1 クラス分を松江

幼稚園に持ってけるのであれば、子どもの環境が 1 つでも整うと思います。また、幼稚園

に対する保護者のニーズが広がるきっかけにもなると思います。幼稚園・保育園のいいと

ころ最大限出していきながら、その上で、いいところをあわせ持った認定こども園という

動きも出てくるのではないかと思います。 

委員 

保護者それぞれの生活圏により、幼稚園・保育園が選択されています。単に幼稚園の児

童が少なくなったから 3 歳児保育を増やすというだけではなく、そこに関わる様々な要因

を考慮しなければならないと思います。保育園は 0 歳から 5 歳まで預かっていますが、地

域のニーズに応えることで高い入園率となっており、現実に子育てしていく中で働く母親

が多いのではないかと思います。ただ、幼稚園の 3 歳児保育についても、ニーズに応じて

全体のバランスをとりながら考えていく必要があると思います。 

部会長 

資料の中の園児数の推移を見ると、明らかに公立幼稚園は減少していますが、私立幼稚

園では園児数の推移はどうですか。 

委員 

私立幼稚園は 2園しかありませんが、あまり園児数は変わらない状況です。 

部会長 

子育て支援は、大人たちが子どもにとって最善の状況をつくり出して、正しい方向性を
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示していくことです。今後、あり方基本方針を出していきますが、幼稚園・保育園がお互

いに認め合いながらしっかりと議論して、方針を示していきたいと考えています。今日は

それぞれのお立場での思いを聞かせていただきましたが、次回からは意見を出し合い基本

方針の中に活かせるように建設的な議論を更に進めていきたいと思っています。 

委員 

保育園の現状につきましては、3 月 31 日をもって 1 園が休園となっており、現在は 21

園です。保育園の特徴としては、旧松阪市管内には耐震補強は実施済みですが建設から約

50年が経った園が数園あり、また、ほとんどの園で駐車スペースがありません。三雲管内

においては、幼稚園・保育園合築の幼児園があり遊戯室等は共有しています。人口動態を

見ると子どもの数は減少していますが、潜在的な待機児童は存在していると認識しており、

統廃合を進める一方で、保育園を建設していかなければならない部分もあるのではないか

と思います。 

部会長 

保育園の状況を教えていただきました。子どもたちの状況を把握するため、今後の

資料で、公立幼稚園の定員数に対する充足率を示してください。 

委員 

幼稚園では、園児数の減少とともに偏りが存在する状況にあり、整備を進める上で、統

廃合もこれから考えていく必要があり、3 歳児保育、延長保育も含めてこのことは行政だ

けではなく市民の方も含め関係者の方々と検討しながら考えていく必要があると思います。 

委員 

根本的なあり方とは異なるが、幼稚園・保育園現場の職員にとっては、それぞれで職場

環境等も違っており、現場の先生からの視点・意見としてこの会に参加していきたいと思

います。 

部会長 

  委員の皆さんで何かございませんでしょうか。意見がなければ、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 8月 9日(火)午後 6時より、第一公民館にて開催。 

・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(参加依頼) 
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平成 28年 9月 10日(火)午後 1時 30分より、産業振興センターにて開催。 

・幼稚園・保育園の見学について 

  7月に実施で調整。 

 

部会長 

次回はより具体的な資料等が出てくれば、進めやすいと思います。あり方検討について

は、様々な問題があることは今日おわかりいただけたと思います。どのようにしたら子ど

もたちが豊かに成長できるかを考えて、皆さんの知恵をお借りしながら方向性を出してけ

ればと思います。 

他に特にないようであれば、これで本日の会議を終了いたします。皆様長時間にわたり 

ありがとうございました。このあり方検討をいいものにしていきたいと思いますので、こ

れからもよろしくお願いします。 

 

＜閉会＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


