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                 勝浦市市民会議 

 

                第１回会議記録 

 

日  時  平成２５年１月１０日（木）１４時～１６時 

場  所  勝浦市役所 ５階第１・２委員会室 

出 席 者  市 長 

      教育長 

      委員１８名（欠席者なし） 

      関係職員６名（福祉課、教育課） 

      事務局２名（企画課） 

進  行  事務局 

配付資料  別 添 

 

会議の概要 

 猿田市長のあいさつから始まり、委員紹介（自己紹介）が行われました。 

 討議に先立ち、事務局から下記事項について説明がありました。 

 ① 市民会議の概要について 

 ② 市民会議の検討の手順について 

 ③ 配付資料について 

 座長、副座長には、興津地区会長の高橋委員、勝浦市ＰＴＡ連絡協議会会長の植村委

員の両名が選出されました。 

 座 長  高橋委員 

 副座長  植村委員 

 最後に、会議の傍聴の可否及び次回の市民会議開催日について審議し、次のとおり決

定しました。 

 会議の傍聴について 傍聴は否とする。 

 次回開催日について ２月２０日（水）午後２時から 

 

主な意見等 

○座長 

 この市民会議は、市民と行政の協働によるまちづくりを推進するため、市民の視点か

らまちづくりに関して意見や提言を行う、一つの会議体だというようなことであります。 

 特に重要となる課題について、検討を行い、その結果を取りまとめ、市長に提案する

ことがこの会議の趣旨であります。 

 会議の進め方については、あらかじめ市より資料の送付がありましたので、先に資料

の説明をお願いし、その後各委員の皆様方から、意見を出していただきたいと思います。      
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出されました意見につきましては、十分討議していただき、次回の会議では、出され

ました意見について、市の対応について説明をいただきたいと思います。なお、提言書

は、２５年の３月に提出したいと思いますのでよろしくお願いします。 

それでは、勝浦市保育所等の再編について、市の説明をお願いいたします。その後、

皆様方からご自由に意見を述べていただきたいと思います。 

 

～福祉課より別添資料について説明～ 

 

○座長 

 只今説明がありました。まず、本市の就学前児童の対応、年度別の就学前児童の想定

推移、変化、それに伴うそれぞれの児童福祉施設の設備運営に関する基準、それから勝

浦にはないんですけれども、認定保育園というのが県内には今ありますと、その認定保

育園はこうなってますよという説明がありました。それに伴って子どもに関する教育・

保育等の総合的な提供の要領、施行条例の変化の説明がありました。 

みなさんから、説明に対する質問、個々が持っている意見を述べてもらうというよう

な形で進めていきたいと思います。今日は第１回目ですので、ここで皆さんから発言さ

れたことについて、結論を出そうという気持ちは全くありません。ここに参加している

皆さんは市民の代表という形で私も見ております。その勝浦市民がどんな考え方を持っ

ているのかなということを皆さん自身がまず知ってもらうことが、第１回目の会議の、

私は趣旨だと思うわけです。 

 最初に、説明に対して疑義がありましたら、質問していただきたいと思います。 

 この保育所の統合問題については、去年からそれぞれの地域、領域の中で、だいぶ話

し合いは進めて参りましたよね。皆さん方、今日お集まりいただいている方々は、それ

ぞれの組織の代表者ですので、それぞれ代表の立場でものが言えると思いますので、ど

うぞご自由に発言してください。 

○委員 

先ほど市側から様々な資料の提出があり、数値等では、細かく分析していると思いま

した。最後の方に、認定こども園という話があがってきたのですけれど、もう少し詳し

いこども園としての内容、いい面もあれば悪い面もあると思うんですけれど、今わかっ

ている範囲で構いませんので、説明していただければお願いします。 

○福祉課 

資料に基づき認定こども園について説明 

○委員 

 資料の提出ありがとうございました。基準とか設備についての説明は、こちらで見れ

ば分かると思うんですけれど、自分たちが聞きたいのは、実際の生の声、現在運営され

ているこども園の実態を市ではお聞きになっているのか、ということなんですけれど。 

○福祉課 

 山武市に行きまして、担当者と話をさせていただきました。やはり一緒になる時には、
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いろいろと弊害はあったということは聞いております。幼稚園のほうと先生のほうの係

わりとか、職員の身分とか、そういうものも考慮していかなくてはいけないと聞いてお

ります。また、子どものほうにつきましても、時間はかかりましたけれども、今は友達

が増えて、和気あいあいとやっていますというように聞いております。 

 その他に、保育士会も所長のほうで、山武市へ行っています。 

○委員 

１１月夷隅支会で保育士会がありまして、視察研修ということで、山武市へ行って参

りました。目的はその時は２つありまして、認定こども園を知るということと、もう１

つは、被災された保育園の状況を再認識して自分たちに生かそうという目的がありまし

た。 

山武市のなんごう認定こども園を視察して参りまして、率直にお話を伺って、職員の

処遇とか子どもたちの様子とか、ネックになるのは何でしょうと。 

やはり、運営が円滑になるには３年かかりましたということでした。保護者の認識、

幼保一体型のこども園にした時に、どうしても幼稚園サイドの方からなかなかなじんで

もらえないというようなことだったんですけれども、始まってみると何てことはありま

せんでしたというような話でした。ただ保育園のほうの午前中の授業を参観していただ

いたりすると理解してもらえるのかな、というふうには思いましたけれども。 

結局、幼稚園の教育要領も保育所の保育指針も、午前中の活動というのは同じなんで

すね。どこが違うかというと、保育所のほうは養護、がそこに加わってくるわけです。

養護の連携型の認定こども園というのは、学校教育と保育それに家庭における養育支援

を一体的に提供する施設ということなんです。それを言葉で言っても、やはり保護者の

皆さんに理解してもらうのには体験してもらったり、時間のかかるもので、その辺が一

番苦労しましたという話でした。でも実際、子どもたちは、何の弊害もなく生活してい

るわけで、保護者の方にとってメリットは、ということをお伺いしたんですけれども、

例えば幼稚園短時部へ希望して普段生活している子どもでも、お家のほうで送り迎えの

方が入院してしまいましたとか、急に仕事が入ったのでもう少し時間を長く預かってほ

しい、というような場合は、書類一枚で、子どもを移動することなく長時部のほうへ移

って、そのまま一日生活ができるというのはすごく利点だと思います。保育所のほうは

今までどおりなので、そのようなこともなく、お友達が増えましたとか、そういう話を

伺ってきました。 

○座長 

 山武のなんごう認定保育園ですか。やはり融合するまで３年くらいかかったというよ

うな話がありましたけれども。実態はそうなんでしょうね。やさしいようでなかなか難

しいところがあるんじゃなかろうかなというところをちょっと感じました。 

○委員 

 市民会議の中で、進め方として、中央保育所を２５年度で設計して２６年度で建設と

いう資料をいただいたんですけれども、勝浦市の保育所等の再編についてということの

説明の中で、中央保育所の改築を進めたいのだけれども、今後の進め方として、さらに
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勝浦幼稚園を含めた総合的な再編で地域住民の会議で意見を集約する、意見を聞くと書

いてあります。中央保育所の改築というのは前から聞いているんですけれども、中央保

育所を改築するに当たって、単に中央保育所の改築だけではなくて、認定こども園も考

えて、それができるかどうか、そういうことで進めるのかどうか。 

それと、話は先になりますけれども、一昨年の震災があって、興津とかは津波の被害

があるということで、上野と総野と中央保育所と勝浦幼稚園ということでそれぞれやっ

ていくということですけれども、将来的には上野と総野をなくしていく、児童数が少な

くなっていくことを考慮すると、勝浦市に一つの認定こども園、まあ認定こども園にな

るか、中央保育所を改築して全部ひとつにまとめると、そこまでは特に考えていないの

か、いるのか、今の時点でわかることだけでも結構ですから。 

○福祉課 

今は中央保育所の改築ということがメインでございます。ご承知のように、給食セン

ターが新戸小学校のほうに移る計画があります。その跡地を利用して老朽化している中

央保育所改築の話があります。しかしながら、その中で隣接する勝浦幼稚園を検討しな

くて進めるというのはどうだろうというのが市のほうの考えでございます。勝浦幼稚園

についても老朽化しているということでございますので、どうすればいいかというよう

な市民の意見を聞きたいということです。 

また平成２５年４月からは、高台の保育所で行いますが、暫定的というような形であ

りますので、今後について、皆様の意見をいただきたいと考えます。上野保育所につき

ましては、平成７年建設ということで、保育所の中では一番新しい、耐震も問題ないと

いうところであります。総野保育所は老朽化しているところですが、中央保育所の規模

によってどう対応できるのかというところが大きなところかと思います。 

ずっとあそこで使うんだよ、という意見なのか、いや、あそこはもう老朽化だから、

人口が、児童が少なくなった場合については、将来的には２つにするんだよとか、その

方がいいのではないかとか、そういうような話もこの会議で意見として出してもらいた

いということです。 

保育の充実ということになりますと、延長保育とか休日保育、病時保育というものも

これから検討していかなければいけないところですが、まず、中央保育所をどういう規

模どういう形で将来的に使っていくのかということになります。 

送迎バスにつきましては、上野のほうが興津保育所で１台、鵜原保育所で１台、また

東のほうで１台使用しますが、その利用というのもまた今後変化が出てくるかなとは思

います。いずれにしろ、今後の保育所の方向性についてもいろいろ話をしていただけれ

ばとは思いますのでよろしくお願いします。 

○委員  

 勝浦市の人口は２万ちょっとですが、山武市はどれくらいなんですか。と言いますの

は、資料を頂戴した中で、平成２４年３月３１日現在の入所児童数ですね、保育園が３

１２名で幼稚園が４７名で合計で３５９名。これが５年経った後になると、あくまで想

定ですけれど、保育園児が２９７名の幼稚園児が２７名、合計３２４名と。それで勝浦
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市と山武市の人口数を聞いたんですけれど。 

○委員 

 ５万５千人です。 

○委員 

５万５千人ですね、ありがとうございます。勝浦市の場合はどちらかというと５０歳

以上の人の年齢層が多いと思うんです。山武市の場合は、年齢層が若いのではないです

か。そういう比較もしてみて、認定こども園をどうするのか。今後お金をかけてつくる

ということですから、一本化にしてしまうのか、こういう認定こども園等を入れていっ

たほうがいいのか。またそれに対して携わってくる先生方など、いろいろとあると思う

んです。どんどん子どもが減ってくるというようなお話の中で、保育園と幼稚園を両方

合わせた認定こども園的なものをつくっていった方がいいのかどうなのか、それについ

てよく皆さんと相談していかないといけないんじゃないのかなと思うんです。 

○座長 

 皆さんもおそらく去年いろいろな面で何回もこのことについては話をしたと思うん

です。それぞれ保育園をどう再編していくことが望ましいのか、また、幼稚園をどうす

ることが望ましいのか、いろいろな話をお互いにしてきただろうと思いますので、この

会議に遠慮なく、こんな意見が出ていました、私自身もこういう考えを持ってますと、

いうようなことがあったら、遠慮なくざっくばらんに出していただきたい。それが次の

会議につながっていくものと考えます。 

○委員 

 今までいろいろな話をしまして、幼稚園側の保護者の皆さんで何回か会議を開いてい

るんですけれど、その中から幼稚園側の素直な現時点の保護者の気持ちとして、文章に

まとめましたので、それを読み上げたいと思います。 

 率直に申し上げまして、幼稚園保護者一同といたしましては、今後とも幼稚園の単独

での運営を希望しております。理由といたしましては、児童の減少がかなり指摘されて

おりますが、そもそも保育所と幼稚園では、その趣旨が大きく違うものではないかとい

うことです。保護者が理解しているこれまでの勝浦幼稚園の運営方針としましては、児

童一人ひとりの個性、独創性を尊重し、あくまで自由に、押し付けるのでなく、時には

一日の大半を園庭で駆け回ったり、時には図書室で読みふけったりと、遊びの中の延長

上で考え学習させ、先生まかせでなく、保護者も積極的に年間行事等に参加し、児童の

３年間の成長を先生と親とが一緒につくっていく、という方針で運営されております。 

 こども園という、一まとまりの中で、制約された環境の中で、このような流れを果た

して達成できるだろうかという観点から、今回のこのこども園というテーマについて、

保護者としては疑問を持ちました。 

勝浦幼稚園の保護者としましては、ただ一定の時間を幼稚園に預かってもらっている、

という感覚では考えておりません。その辺のご理解をよろしくお願いいたします。 

○座長 

 今、幼稚園関係の方々の話の中で、幼稚園と保育園というのは、そもそも目的が違う



 6 

じゃないか、というようなことで、一緒になるのはどうかなと、勝浦幼稚園の保護者の

皆さんからすれば、単独で存続させたいんだというような意見だと思いますけれども。 

○委員 

 私、子どもが二人おりまして、一人が中央保育所でお世話になりました。一人が今幼

稚園でお世話になっております。保育所のほうは、保育をメインとされていて、幼稚園

は教育のほうをメインにされている。それぞれがそれぞれでいいところを出していると

ころなので、それを敢えて一緒にしてやるよりも、保育所は保育所でいいところを伸ば

していただき、幼稚園は幼稚園でいいところを伸ばしていただき、その上で勝浦市の子

どもがこれから先、きちんと育っていくようにやっていける形がいいのかなと思います。

敢えてここで一緒にして、いい風に流れているものを、一緒にしたことで現場も混乱す

るでしょうし、先生方も混乱したら子どもも混乱すると思います。子どもに影響がない

ように先生方も動いていただけるとは思いますが、それでもやはりその分先生方の負担

というのも非常に増えてくるかと思います。 

市の考え方が、子どもが減る、という考え方になっていること自体がものすごく残念

です。できれば市の方で、もっと子どもが増える、人口も増える、そういう前向きな考

え方で、未来ある子どもへの建築ということを考えていただきたい。いい建物を建てた

時に、勝浦市にすごくいい建物ができた、じゃあそういう所に住んでみたいなと思える

ような、もって行き方を市の方でしていただければと思います。 

○座長 

 そうですね。市の方でも、おそらくこの保育所の再編について、考えを打ち出した時

には、保護者の方々がより良い環境の中で労働できるように、というようなことで、言

うなれば勝浦市そのものの活性化につなげていきたい、ということが非常に大きな狙い

だったんじゃなかろうかと思います。 

○委員 

 先ほど幼稚園の保護者の方から話があったんですけれども、運営方針というのは、各

園で決めるものであって、幼稚園にはその運営方針があり、中央保育所にもそれなりの

運営方針がある。この保育というのは、保育士が、どのように子どもたちを温かく見守

り、成長させていくかということで、保育士が自ら計画を立て、そして保育しておりま

す。それは、幼稚園も保育所も全く同じです。 

 先ほどから出ておりますけれども、保育所の養護と教育ですが、教育部分が全く幼稚

園と同じということで、それは同じ子どもなのに、教育が違っていいはずはない、とい

う考えのもとにあるわけです。ですから、保育所に行ったから教育がないとか、全くそ

ういうことではなくて、全く同じ教育をしていなくてはむしろおかしいと、そういうこ

となんです。 

 私が見ていた本の中に、とても参考になる文献があって、読ませていただきます。 

 『０歳の保育の中においても教育はきちんとあります。成長とともに指差しが始まり、

そこから徐々に言葉の習得が生まれていくように、子どもと保育士の間に愛着形成がな

され、応答的な関係ができていく中で、保育士は子どもの育ちと気持ちにしっかり寄り



 7 

添い、それぞれの探究心の芽生えを専門的にしっかり支える中で、教育が成り立ってい

きます。これが、養護と教育が一体化となった保育の本質です。』 

ということなんです。だから、保育所の場合は、養護と教育は切り離せない。幼稚園の

教育部分と、それは国のほうで、２０年でしたかね、改定されましたよね。その時にし

っかりとそれを見据えて同じになっています。 

それで今、国のほうの状況はどうなっているかというと、認定こども園、それが全面

的に押し出されています。先生たちもほとんど保育士と幼稚園の免許を持っています。

先ほど話がありましたけれども、幼稚園の部分が一緒になって、幼稚園のお母さんたち

も、例えば病気になったりとか、冠婚葬祭ができた時に、もし認定こども園であれば、

そのまま預かってあげることもできるわけです。 

今は、自分の所の園の子どもさえ良ければいいという、そういう時代ではないんです。

認定こども園を使って、地域に開かれたこども園をつくりましょう、と。だから例えば、

保育所、幼稚園に入っている子だけが子どもじゃないんです。地域には入っていない小

さい子どももたくさんいるんです。中にはお母さん達にもたくさんストレスを抱えてた

りする、そういうお母さん達も助けましょう、だから、認定こども園の中に、子育て支

援センターを入れて、お母さんが困っていたら助けましょう、疲れてたら一時的保育を

して助けてあげましょう、そして子どもが早くからお母さん達と交流できるような場を

つくりましょう、それが子育て支援センターなんですね。認定こども園には、そういう

子育て支援センターというのが付いているんです。 

だから、本当に小さいところで考えるんじゃなくて、私も保育所のこのことだけを考

えるのでなく、これから子どもたちが幸せになっていくには、私達はどういうことをし

ていったらいいのか、そういうことを大きな意味で考えていかなければいけない時期に

来ていると思います。 

子育て三法案というのが出されたんですけれど、それはすごくそれを強く打ち出して

いるんです。正式名称が子ども子育て関連三法というんですけれども、そういうのが今

年の８月、国会で可決されました。ですから今、ちょうどぴったり中央保育所の改築時

期と合っているんです。勝浦の財政は結構逼迫していますので、これから先、認定こど

も園にしたいから、もっと大きい保育所をつくりたいから、といってもそれはとても無

理な部分があると思うんです。だから、先を見越した、園を建てていかなくてはいけな

いのではないかと思っています。 

お母さんが仕事をやめるために、保育所にいられなくなったという例もあります。せ

っかく子どもが馴染んでいたのに、仕事がなくなったから移らなくてはいけないという

お母さんもいましたので。子どもにだったら、絶対そういうことはないですよね。 

勝浦だから全部入れるんですけれども、都会に行ったらそういうこと絶対にできない

ですよね。お母さんに仕事がなければ保育所に入れない、絶対に幼稚園でなければいけ

ないわけです。こども園だったらそういうことはないんです。だから本当に子どもの幸

せのためにこれからどういうふうにしていったら一番いいのか、と私達は考えていかな

くてはいけないんだと思います。 
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○座長 

 よく分かりました。教育と保育の本質的なものが語られているような感じを受けまし

た。やはりそういうことが底流にあるんでしょうね。文部科学省から厚生労働省、所轄

が内閣府のほうに移ったということは、そういうような底流もあるのかも分かりません

ね。 

○委員 

 社会の流れの中で、子どもも全国的に減っていっています。先ほどおっしゃったよう

に、子どもにとって何が一番良いのかというのは、行政側としてこうやって一応説明さ

れた設計図とか、そういうことではないと思うんです。 

 今、幼稚園も５２名しかいませんけれども、入園した当時にはお母さん達は、子ども

の育て方にすごく不安を抱えてきています。子どもの成長を見ながら、一緒に行事に参

加しながら子どもを育てていって、子どもの大切なこと、保育所に入ろうと幼稚園に入

ろうと、親としてこれだけはやらなくちゃいけないというのは共通だと思いますし、親

として親でなければならないこと、そして幼稚園でなければ育たないこと、保育所でな

ければ育てられないことというのは、昔であっても今であってもこれからであっても変

わらないと思うんですけれども、それすらわからないお母さん達が多い中で、例えば認

定こども園ができた時に、そこに子育て支援センターというのができるといいますけれ

ど、もう既に幼稚園そのものとか、保育所そのものが、そういう中で、子どもを育てな

がらお母さんを救って、お母さん同士のコミュニケーションの中で子ども達の育て方を

模索していくとか、それから不安を解消していくとか、仲間を広げていくことそのもの

がもう子育て支援の一つだと思っているんです。 

 多分、幼稚園のお母さん達は、そういうことを求めて幼稚園に来て、子どもだけを預

けるんじゃなくて、自分達もやはり親として成長しなくちゃいけないと思って来てる、

と思うんです。だから、本当に申し訳ないんですけれど、もっと大きな勝浦市として、

これから認定園を計画して、そこに幼稚園と保育所が入った中で、市としての大きな教

育の幼児教育の理念みたいなものが、もうちょっとはっきり打ち出されるといいのかな

と。それを共通にしないと、ただ子育てに不安だからとかいう、お母さんの子育ての負

担をただ単に軽減するための施設になってはいけないのではないかなという気がしま

す。なので、その辺のところが一般的に子ども園の、いろいろな機能は、やはりそれを

打ち出したことなので、いいところはたくさん書いてありますけれども、実際に運営し

ていく中では、例えば千葉県の中で、日本一の教育を目指すと言っていた習志野の子ど

も園の中でも、かなり、ホームページを見てみてみるとわかりますけれども、認定園に

対して、市と預けた親達のそれぞれの意見の違いがもう既に出ているんです。たくさん

のブログを見てみると、たしかにいいところもたくさんありますし、それから思ってい

たのと違って実際にはそうではないというところがたくさんあって。お母さん達と見た

んですけれど、やはり、そこは今お母さん達が今抱えていることがこういうところで出

てきているんだね、というのがあるので、ただ表面的に、たしかにそれは理想としては

そうなんですけど、現実勝浦としてどうなのかというところをもうちょっとよく考えて、
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多分今まで何十年と保育所にも歴史がありますし、幼稚園にも歴史がありますし、その

歴史をこの２年とか３年で合同してというのは、どうなのかなと。何の話し合いもない

まま２７年度には完成という、そんなに教育って簡単なのかなという、実際のところそ

れで将来的には確かに認定こども園が必要になるのかもしれないんですけれども、今の

この立ち上がりの時点ではとても懸念されるというか、行く先が目指すところがわから

ないという、そういうことです。 

○座長 

 おそらく、市のほうでも否定しているわけではないですよね。より望ましいものを求

めていこうという考え方には間違いありませんから。 

それから、子どもの成長というのは、何も３歳になってから成長するとか、４歳にな

ってから成長するとかじゃなくて、もう生まれた時からですね。１歳とか２歳とか小さ

い時に、家庭の中で親との接触の中で、子どもの人格的な基本的なものはつくられてい

くんです。要するに、保育園に入ってから人格形成しているんだとか、幼稚園に入って

から人格形成が行われるんだよとか、そういうわけではないんであって、そういうこと

を併せ持って、今のお話し合いがなされているんじゃなかろうかと、私自身は判断した

んですけれども。一番大事なことですよね、今話をされたようなことなどは。大きい立

場として。 

それから話がそれますけれども、保育所のほうの再編問題について皆さんどうでしょ

う。意見、かなり出ていたでしょう、去年それぞれの立場で話をしている中で。特にあ

りませんか。 

○委員 

 再編の場合の保育所数とか、子ども数、そういう数字だけではなくて、本来子どもが

受けるべき教育や育つ中の環境、一人ひとりの子どもにどれだけの保育サービスに係わ

ってあげられるか、定員数とかだけで見ていただくのではなくて、やはり子どもの育ち

というのを基本に考えてほしいなと思います。 

○委員 

 先ほど、ゆくゆくは人数が少なくなる、それを見越して中央保育所をどうにかしよう、

一個にして大きくしようという話ではないですか。それを言われてしまうと、最終的に

はマンモスを一個つくってしまおう、というのがもう市側の意見にとれて、思ってしま

うんですね。マンモスを一個つくってしまうというふうに言ってくれればいいけれど、

人数は少なくなる方向で考えていきましょう、と言われてしまうと何かすごい遠まわし。

多分、保育園のお母さん達は、最終的にはマンモスを一つにしてしまうと、やはり子ど

ものことを第一に考える親としては、目が届かないんではないかとか、そういうことが

一番になってしまうので、今の私達の見ている子どもたちの気持ちを考えると、最終的

に行き着く、中央保育所と幼稚園を一つにするということは反対かな、と思ってしまい

ます。 

○委員 

 やはり、保育所は一つでは駄目だと思うんです。異動によって新しい風が吹いてくる、
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ということもあるんですね。だから、私は異動は賛成なんです。職員が異動することに

よっていろんな学びがあるんです。一カ所になるのは反対なんです。職員の異動がどう

のこうのだと言ってはいけないですけれど。やはり管理するというのは程度があると思

うんです。一カ所にしたら、上に立つ者は管理しきれないです。 

○委員 

 一人の子どもに対してご両親がいらっしゃったり、おじいちゃんおばあちゃんがいた

り、いろんな問題を抱えている、身体的にも問題を抱えている、そういう子ども達の集

団じゃないですか。職員同士も問題の共有、子どもに対する育ての共有というのも持ち

たいし、それがなければ子ども達に接してうまく育っていってくれない。そういう共有

化も図りづらくなってしまう。何百人もいれば不可能です。８０から１００名くらいが

限界かなと。 

○委員 

 最低３カ所くらいはほしいなと思います。 

○委員 

 職員の向上にもそれは必要です。 

○委員 

 私は鵜原なので、上野に移動になった時に、やはりそれでも不安があったんですけれ

ど、津波が危ないという前提だったので、まあしょうがないなと。津波で危ないんだっ

たらしょうがないという意見でそれをのんだ、ということなんですけれど、また、中央

に大きくつくって、中央に行くまでに津波に遭ってしまったらと、いろいろ考えると、

津波を前提にして上野にあがったのを納得したにもかかわらず、この先、人数が少なく

なったから、と言われて今度はマンモスに。上野もなくなり総野もなくなりマンモスに

しちゃいましょう、と言うんだったら、何かこの会議に私はふさわしくないのかな、と

思いました。 

○座長 

 この辺の問題は、この次に一つのテーマにしましょう。保育所の再編問題ですが、今

考えていることは、勝浦、上野、総野と３ヵ所ですよね。その辺の問題等を含めて、こ

の次話を進めていこうということと、幼稚園のあり方について、皆さんの意見を十分に

聞きましょう、ということですね。その辺はこの次の会議の柱にしてもよろしいですか

ね。 

保育所のほうの再編問題、今話が進んでいるのは３ヵ所の保育所にしよう、というこ

とですね。それと、幼稚園のほうを、幼稚園の保護者会のほうでは、単独で存在させた

いんだよと、いうような意見が非常に強いんだよというようなお話をさっき受けました。

皆さん方のその辺の意見もまた改めて聞きたいということです。ですから、この次のこ

の市民会議は、保育園のほうの再編問題と幼稚園の存続について、を大きな柱にして話

し合ったらどうかなと思うんですけれども、どうでしょう。そういう形でよろしいです

か。 

○一同 
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 異議なし。 

○座長 

 では、この次の会議は、その二つを大きな柱にして、皆さんの意見、考え方の方向を

ある程度皆さんで認識をしていきたいと思います。 

○委員 

 再編のところで、送迎バスを運行とあるんですけれども、送迎バスを運行するのは、

保護者からの声があって運行するのか、それとも行政側のサービスとして運行するのか、

というのをもうちょっと確認したかったんですけれども。 

○福祉課 

平成２５年４月からにつきましては、ご承知のように上野で２台、中央で１台運行を

します。それから先のほうにつきましては、人数とか利用者が変わりますが、送迎バス

につきましては５年間の長期契約をしておりますので、運行計画が変わるかもしれませ

んが、バスの運行は可能です。 

 高台３保育所については、保護者のほうから送迎バスをしてくださいという要望があ

ったもので、東、鵜原、興津の方に動かすということを実行するという形になっており

ます。 

○委員 

 幼稚園の建物に手を入れる計画とかはないんですか。 

中央保育所とか今回総野を手を入れているんですよね。幼稚園も、今いろいろな意見

が出ましたけれど、資料１０の築年数を見ると。 

○教育課 

 建替えについてはないです。随時維持補修的なことはやっていますけれども、今話が

出ている中央保育所のからみもありますし、その辺の動きを見て、ということになろう

かと思います。 

○委員 

 幼稚園の建物については、耐震調査が未だ行われてないというふうに伺ったんですが、

なぜやっていただけないのか。 

 建替えになって幼稚園をなくすということになっても２、３年あるわけですよね。そ

の間にまた地震が来るんじゃないかとか、そういう話が出ているにもかかわらず、耐震

調査の予定というのはないんでしょうか。 

○教育課 

 今、小中学校をやっているところですが、全て一気にというのはできないので。とに

かく幼稚園の耐震診断の予定は今のところはないです。 

○委員 

 なぜないんですかね。建物が古いんだったら、古い順番にやっていかないのかなと思

うんですけれど。なぜその予定がないのか、どういった理由からなのかを今すぐが無理

であれば追ってでもご説明いただきたいのですが。 

○教育課 
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 ここでは、明確には答えられないので。次回ということでいいんでしょうか。 

○委員 

はい、よろしくお願いします。 

 もう一つ伺いたいんですが、こういった会議の場とかに、例えば大学とかでこういう

ことに係わられているような、専門家と呼ばれるような方の同席というのは、この先と

かも考えられていないのか伺いたいのですが。 

○座長 

 特に考えていないですね。 

○委員 

 それは、もし要望を出せば同席していただけることなんですか。 

○座長 

 ある一つの問題が起きて、どうしても外部の専門家を呼んで話を聞かなければわから

ないような、そういうことがもし出てきた場合には、そうなる可能性はありますけれど

も。市民会議の本来の目的は何だといったら、市民の皆さんがどんな意見を持っている

のか、どんな提言を持っているのか、というようなことをまとめて、市長に、市民の皆

さんがこんな考え方でこうしたいと願っているんですよ、ということを提言するという

のが目的ですから。専門的な分野について、云々するということではないです。 

○座長 

皆さん、それぞれの組織のまた団体の代表でございますから、第２回目のときには、

皆さんどんな考え方を持っているんだなということが今日でおおよそ分かったんじゃ

なかろうかと思いますので、遠慮なく話をしてください。 

 この次は、幼稚園の存続問題それと保育所のほうの再編問題ですね、それを中心に話

をしていきます。よろしくお願いしたいと思います。 


