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平成 29 年度まちづくり懇談会会議録 【嶺田地区】 

 

日 時   平成 29年 10月 30日（月） 19：00～20:35 

会 場   嶺田地区コミュニティセンター 

参加者   55人 

 

※「人口減少社会におけるわがまちの子育て支援～目指すは住みよさナンバー

１～」と題した説明のあと、参加者の皆さまとの懇談（質疑応答）に入りま

した。 

 

※会場からのご意見・ご質問 

 

 

●大石 男性 

 第三子以降の保育料の無料化は半永劫的に続きますか。途中で打ち切りなど

あるのか教えていただきたい。 

 
○市長から回答 
 補助事業というのは、非常に難しいところでありまして、単年度のものとい

うことではありません。子育て支援という経済支援については、限られた財源

の中で、どういう支援が子育て中の家族の皆さんに喜んでもらえるかを考えて

取り組んでいます。３年や５年で切るのではなく、継続的に行っていきたいし、

行っていくべきだと考えています。限られた財源の中で、出生児の祝い金や移

住してきていただいた方への支援、第三子目以降の保育料の無料化を行ってい

ます。 

 この支援は、人口の定住化を図るために行っており、菊川市に住んでいただ

いて人口が増えれば、経済力も上がるので、ただ単に第三子目以降を無料にす

るのではなく、経済や地域の活力を活発にすることを目的に、将来に向けて続

けていきたいと思います。 

 移住・定住の方は、予想していた以上に菊川市に移住や定住をしていただい

ています。ある程度菊川市の人口が増加しているのは、それらの成果ではない

かと思っています。ぜひ、ご理解を頂きたいと思っています。 

 

 

●東嶺田 男性 

 リサイクル活動について提案があります。ジャンボエンチョーやスーパーマ

ーケットにリサイクルボックスが置いてありますが、そのようなボックスを地
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区センターなどにおいて収益金を教材に活かすような形をすれば、支援になる

のではないでしょうか。地区センターで集めたものは、地区センターのお金に

するのではなく、学校の子育てに役立てればと思います。 

 

○市長から回答 
 提案ありがとうございます。リサイクル活動は重要なものでありまして、菊

川市は環境に対して優しいまちで、１人当たりのゴミの排出量が低く、リサイ

クル率が県下で高い水準であります。したがって、菊川市の教育委員会ではＰ

ＴＡのリサイクル活動や、環境推進課では自治会の皆さんの協力をいただきな

がらゴミの分別を行っています。現状を教育文化部長と生活環境部長からお話

させていただきたいと思います。 

 

○教育文化部長から回答 
 ＰＴＡが主体になって行っております学校の廃品回収事業でございますが、

実際のところ月に１回程度、決められた日、時間の中で実施しておりますが、

制約がある中で協力がしにくいということがあります。先程おっしゃられたよ

うに地区センターで集めていただいて収益を学校の教材を購入するなどの提案、

大変ありがたく思います。 

 学校の廃品回収事業はなかなか課題もあるわけですけども、ご提案頂いたこ

とに関しては教育委員会の方で前向きに検討して、また、地区センターにもご

協力を頂く話になりますので、そのようなことも含め検討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。 

 

○生活環境部長から回答 
 紙類、主に古紙・段ボールの拠点回収ですけれども、赤土のリサイクルステ

ーション、棚草にある環境保全センター、菊川地区の地区センター及び小笠南

地区センターでおこなっております。設置場所の状況にもよりますことから、

教育文化部長が申しあげたように、事務長さんや地域の方々と相談しながら取

り組んでまいりたいと思っております。よろしくお願いいたします。 

 

 

●地区会長 

 保育園と幼稚園の統合の問題の説明がありましたが、おおぞら認定こども園

のメリットだけではなく現在どのような問題があるのかを教えていただきたい

です。そして、旧小笠地区で今後幼稚園と保育園の統合をどのような計画で、

どことどこをいっしょにするのか、どのような場所に統合するのか、その計画

がどこまで進んでいるのか、よろしければ教えていただきたいです。 
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○市長から回答 
 おおぞら認定こども園のメリットにつきましては、教育文化部長から現場の

声をお話させてもらいたいと思います。また、認定こども園化についてどのよ

うな取り組みかということですが、具体的には菊川市幼保施設整備計画を策定

しまして、平成 30 年度から平成 39 年度まで、いろいろな計画を実行していき

たいと思っています。 

 小笠地域の現状ですが、菊川福祉会という福祉団体が運営しているみなみ保

育園と市立の小笠南幼稚園を一緒にして、認定こども園化をしようとお願いを

しています。もう一つは、市立の小笠東幼稚園と福祉法人が経営しているひが

し保育園を一緒にして、小笠東地区の認定こども園化を進めています。 

 小笠南地区については、現在の小笠南幼稚園がある場所に保育園を持ってき

まして、老朽化している園舎を新築し、名前は未定ですが小笠認定こども園と

して 31年度からスタートします。 

 小笠東地区におきましては、現在の場所が小笠東幼稚園とひがし保育園が隣

り合っているので、２つの園舎をくっつけて 31年度から小笠東認定こども園と

して 31年度からスタートします。これが現在の最新の計画の状況です。福祉会

は昨年作りましたので、建設計画を立てながらいつごろ園舎を作るか、いつご

ろ募集をするかお願いしておりまして、順調に進んでいるというところであり

ます。 

 

○教育長から回答 
 統合についてのメリットだけではなく、問題点もあるということで全くその

通りだと思います。メリットもたくさんありますが、幼稚園と保育園を一緒に

して困るのは、時間です。なぜかと言いますと、先程市長が１号認定、２号認

定、３号認定のお話をしましたが、１号認定についてはまるきり幼稚園です。

２号認定、３号認定については、保育園ですので、その１号認定と２号認定の

子どもを同じ部屋で授業をやりますので、幼稚園はおおむね午前８時から午後

２時で帰りますが、保育園はおおむね午前７時から午後５時までいますので、

途中で１号認定の子どもが帰ります。遅く来て早く帰るので、慣れるまで若干

時間がかかります。ということで、１番大きな問題なのかなと思っています。 

 ２点目の問題点としましては、統合しますので通ってくる範囲が広くなりま

す。そうしますと送る人たちに負担がかかってきてしまいます。特に小笠地区

では、小学校に行く子どもたちが園児をずっと連れてきてくれていました。と

ころが小笠北小においては、幼稚園のＰＴＡの方々が、一昨年から小学生に連

れて行ってもらわなくていいということで、今はもう幼稚園に連れて行ってい

ません。小笠東や小笠南はやっています。今までの歴史があるので地域の皆さ
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んと相談してほしい、幼稚園が決めることではないと、と言って私も大反対し

ましたが、当時のＰＴＡ会長さんがどうしてもやめたいということで、当時の

幼稚園にいた人たちは賛成をしたようです。何回も言ったのですが、どんどん

進めてしまって、小学校の方は幼稚園側でそう言うのならと園児と小学生が一

緒に通学・通園することをやめてしまいました。これから合併をしていきます

と、どうしても広い範囲になってくるのが大変になってくるのが問題となって

きます。 

 そしてさらに大きな問題は、先程市長の方から今後小笠の南と東については、

認定こども園にしてなるべく大勢の人に園に入ってもらいたいと考えています

が、現実的に待機児童が毎年毎年、少しずつ増えているという事です。私たち

はもう少し早いペースで大勢の子どもたちが入園できるような環境を作ること

を努力していますが、お母さん方が働くという条件になってきましたので、子

どもたちがどうしても幼稚園、保育園に行かざるを得ないということで、今の

キャパシティですと、なかなか十分にどうぞ入園してくださいとはなっていか

ないというのが、現実です。３つ目として今のような問題が挙げられます。 

 

○教育文化部長から回答 
 小笠地区の幼稚園と保育園の再編計画について市長の方から説明があったと

おりでございますが、簡単に説明をさせていただきます。 

 まず、小笠東地区ですが、小笠東幼稚園とひがし保育園を認定こども園化し

まして平成 31年 4月 1日からの開園を目指して、協議を進めております。両園

は、並んでおりますので、建物と建物の間に通路的なものを増築しまして、そ

して給食室(調理室)を若干広げるという計画の中で、工事をしまして 31年 4月

1日を目指していきます。 

 小笠南地区につきましては、みなみ保育園と小笠南幼稚園が離れた位置にあ

ります。小笠南幼稚園のあるところへ統合して、新たな建物を建設し、そちら

も平成 31年 4月 1日の開園を目指しております。 

 両園とも菊川福祉会に認定こども園化の経営の方はお任せするというような

形になります。 

 そして、小笠北地区でございますが小笠北幼稚園とひかり保育園の再編に向

けて協議を進めております。市の目標としましては、平成 32年 4月 1日に認定

こども園の開園を目指しておりますが、いろいろな問題がありまして協議が進

んでいないところがあります。市としては、32年の認定こども園化を目指して、

今後も続けていきたいというところでございます。場所等については、まだし

っかり決まったものはございません。以上でございます。 
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●地区会長 

 再編について、自治会やＰＴＡを含めた関係者に説明会などは、事前にある

のでしょうか。 

 

○市長から回答 
 当然、小笠南地区・東地区におきましても１番最初に自治会の皆さんにお話

をさせていただき、ＰＴＡや保護者の皆さんに話をしていきますので、十分に

地域の方にも説明させていただきます。行政だけでできるものでもなく、また

地域、団体だけでもできるものでもありませんので、そこはきちっと説明をさ

せていただきます。今までの小笠南地区と東地区でどのくらい地域と話をして

きたのかを教育文化部長からお話をさせていただきます。 

 

○教育文化部長から回答 
 認定こども園化につきましては、昨年度から幼稚園に入園する園児の保護者

に対する説明会を実施しております。今年の予定でございますが、11 月に小笠

南、東のそれぞれの連合自治会の役員会の中で、職員が出向きまして平成 31年

から実施したい旨をご説明させていただきます。12 月に入りまして、それぞれ

の地区のどなたでも参加できるようにしようと思っている全体説明会を開催す

る予定でございます。そういった中で皆さんの声を聞きながら必要に応じて説

明会も開いていきたいと考えております。以上でございます。 

 

 

●西嶺田 男性 

 司会者の方に１つお願いがあります。今日の会合は、若いママさんたちが主

体だよという話で聞いておりまして、我々年寄りはでなくていいよというのが

当初の話でした。結果、自治会長さんが集約しましたらどうも数名になったみ

たいだという話がありまして、我々人数増で増員されたわけです。数名ですが、

若いママさんたちが来ていますので、勇気を出して若いママさん方、ぜひ意見

なり要望なり言った方がいいと思います。 

 

●西嶺田 女性 

 認定こども園化になった後の跡地はどのようになりますか。 

 

○教育文化部長から回答 
 小笠東地区につきましては、幼稚園と保育園が並んでいますので、現在の土

地を利用させていただきます。小笠南地区につきましては、拠点としては現在

の小笠南幼稚園になりますので、みなみ保育園の建物につきましては法人の方
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でどのような活用をしていくかを今後決めていくことになります。おそらく小

規模保育だとか、自分たちの経営の中で活用していくことを考えていくのでは

ないかなと思っております。 

 

 

●中嶺田 女性 

 統合した認定こども園の経営母体は、どこになるのでしょうか。法人ですか、

公立ですか。 

 

○教育文化部長から回答 
 小笠地区でございますが、東と南については菊川福祉会という法人になりま

す。北地区については、協議をしている中ではみどり福祉会という法人になり

ます。以上でございます。 

 

 

●東嶺田 男性 

 第三子以降の保育料無料化は平成 30年度からになっていますけど、他に４つ

あって合計５つですけど、平成 29年度までの実績をおしえていただきたい。 

 そして、教育長にお聞きしたいのですが、ここに５つあげてありますが、い

ろいろな自治会でこういったことをしているのだと思いますが、差別化という

ことでおそらく教育長はまだこんなことやりたい、あんなことやりたいことが

あると思うので、それを聞きたいなと思っております。 

 

○健康福祉部長から回答 
 新生児出産祝い金の実績についてご報告をさせていただきます。菊川市では、

平成 25 年当時の出生児は年間で 380 人、26 年に 417 人、27 年に 399 人とおよ

そ 400人前後の方が出生をされております。平成 27年度からこの事業を開始い

たしました。27年度に申請を頂いた方は、第２子が 125人、第３子が 40人、第

４子が 8 人、第５子以上が 2 人でございます。合計で 175 人の方にお祝い金を

お渡しいたしました。それから、28年度は第２子が 148人、第３子が 60人、第

４子が 10人、第５子以上が 5人、全部で 223人の方にお祝い金をお渡しいたし

ました。27 年に比べますと、5 子以上の方が少し増えているという状況でござ

います。 

 

○教育長から回答 
 今日の話の中で１番のポイントは、いかに人口を減らさないかということで

す。その中で特に子育てについて話をしたわけですが、人口を減らさないため
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には、いくつか考え方がありまして、まず一つは自然動態と言ってたくさん子

どもを産んでいただく。死んでいかれる方よりも産まれる方の方が多い状態を

作っていこうというのが今日のポイントの一つです。 

 もう一つは、人口を減らさないように、なるべく大勢に菊川市に来ていただ

くのが二つ目のポイントだと思います。 

 そして、個人的に言えば、キャリア教育で市内の企業に大学で言ったら就職

説明会のようなものを市内の中学校で地元の企業に来ていただいて説明をして、

菊川市にはこんな素晴らしい企業があるからそこで働こうという気持ちになっ

ていただいて、残っていただくというのが三つ目だと思います。中学生ふるさ

と未来塾は、そのためにやっています。 

 色々な事業を行い、なるべく、来ていただく、産んでいただく、残っていた

だくというのが大きいキーワードだと思います。そういう形で、今日市長がお

話させていただきました。 

 もう一つの質問で、教育長として何か思いがあるかということでしたので、

私がしいて言わせていただければ、これにプラスして例えば、菊川市にはあま

りたくさんお医者さんがいません。ですので、優秀な子にお医者さんになって

戻ってきてほしいということを考えた時に、お医者さんになろうという子ども

たちにはお金がかかりますから、ある程度補助をするようなシステムだとか、

将来先生になりたいと夢を持っていて先生になった場合には支援をして、その

お金は返さなくていいよという仕組みを作ったり、スポーツで頑張っている子

にまちとしてみんなで応援していこうかということをこれから考えていけると

いいかなと思っています。ただし、財政の問題がありますので、全てとはいき

ませんが、これから将来に向かって子どもたちが菊川市に住みたい、このまち

で大きく成長していきたいというような気持ちが持てるような施策を作ってい

かないと、なかなか残っていただけないし、来ていただけないのかなと思って

いますので、皆さんの知恵を借りながら頑張っ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。ありがとうございました。 

 
○教育文化部長から回答 
 第３子以降の保育料無料化の事業費についてお話させていただきます。まず、

国の軽減措置としましては３号認定の保育園の方になりますけども、規定とし

ては０歳から５歳までの６年間に３人幼稚園に行っている子あるいは保育園に

行っている子がいれば、２番目の子は保育料が半額、３番目の子は無料になる

というものです。したがって、１番上の子が小学校に入学すると３番目の子は

保育料が半分になってしまう。また真ん中の子が小学校に行ってしまうと、３

番目の子は軽減措置を受けられないというのが国の規定です。これを市独自で

来年から、保護者が扶養している子どもであれば３番目の子から０～５歳まで
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にかかる保育料は、市が負担して無料にするということでございます。これに

係る事業費としては、年間５千万円くらいかかると思っております。 

 

 

●東嶺田 男性 

 人口減少、すなわち税収が年々減ると思いますけど、それに対して高齢者の

健康寿命が延び、医療費、社会保障費が増え、これに対しバランスをどうとる

か、ポイントをどういう形で考えていますか。 

 

○市長から回答 
 今日は子育て支援ということで子どもに特化してお話をさせていただきまし

たが、当然高齢化社会になりますので、高齢者対策に取り組んでおります。ど

ういうことを今１番やっているかと言いますと、元気な高齢者になってもらお

うといろいろな施策に取り組んでいます。高齢化することで私たちが何を一番

心配しているかというと社会保障費のことです。医療費とか介護保険とかある

いは国民健康保険とかそういった社会保障費が、加速的に増えていく、そうい

った医療費をどのように抑えていくかが重要になります。 

 したがって今言われたように少子化対策を講じながら、高齢者の皆さんにも

安心して菊川市で生活してもらえるような施策をやってきておりますので、こ

ちらもこれからは手を抜くことなくびしっとやっていきます。今日は子育てに

ついての話ですが、高齢者対策については必要があれば機会を持ってお話はさ

せていただきたいと思います。 

 

●東嶺田 男性 

 具体的に数字的なものについては、過去５年から現在に至るまで、変更点は

あるのですか。決められた予算の中で、どっちのほうにシフトしている、そう

いう傾向は具体的にでていますか。 

 

○企画財政部長から回答 
 合併当時と比較してみますと、平成 17年では社会保障費を含む扶助費と言わ

れるものが決算の中で 10％程度でした。平成 28年の数字を見ますと、18％とな

っております。要は、増えているという状況でございます。一方で減っている

ものがございます。それは、普通建設事業費と言いまして、いわゆる投資的な

道路を作ったり、公共施設を作ったり、そのお金が合併当時は 22％でした。平

成 28年度は、16％とここが逆転しているという状況です。今後、また社会保障

費が増えることは十分に考えられますので、何を抑えるかというところにはな

るのですが、人口減少対策として、自然増を目指す、あるいは社会動態の転入
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を増やすというのと、あとひとつは我々行政の経費を削っていくという努力が

必要になってまいります。ですので、行財政改革と銘打って、ある程度お金が

出る方を抑える、あるいは入る方を増やすというようなことで、取り組みをし

ております。今後もそれは引き続き行っていきます。 

 

 

（閉会：20：35） 

 


