
 

 

第１回 鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会 会議録 

日時：平成 19年 11月 26日(月) 

   午後２時 30分～午後 4時 10分 

場所：鈴鹿市庁舎 本館５階 503会議室 

 

■出席者 

 委員総数 10名（欠席者 1名） 

■傍聴人 ０人 

■第１回 鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会 事項 

 １ あいさつ 

 ２ 議題 

（１） 会長，副会長の選出 

（２） 会議での取り決め 

（３） 協議会の概要 

（４） 協議 

（５） 今後の予定 

 

１ あいさつ 

事務局（司会）渥美 

定刻がまいりましたので，ただ今から，第 1回鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議

会を開催させていただきます。 

■連絡事項等説明 

協議会委員の任期は平成 22年 3月 31日となっております。 

 協議会の会議は原則公開となっておりますので，録音させていただくことをご了承

ください。 

 三重県北勢児童相談所の奥所長から，緊急の公務により欠席のご連絡をいただいて

おります。 

■保健福祉部長あいさつ 

皆さん，こんにちは。ただいま紹介がありました渥美でございます。どうぞよろし

くおねがい申し上げます。 

委員の皆様方におかれましては，市政全般にわたりましてご協力，ご尽力をいただ

いておりますことを熱く御礼申し上げます。本日は，委員の皆様には，お忙しいとこ

ろ「鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会」の委員をお引き受けいただきましてあり

がとうございます。また本日の会議に，お忙しいところご出席いただきまして，本当

にありがとうございます。既に皆様ご承知のとおりでございますけれども，我国の少

子化は，急速に進行してまいりました。平成 18 年度には，一旦，下げ止まったとい

うことで， 平成 17年度には，合計特殊出生率が過去最低の 1.26でしたが平成 18年

度につきましては，1.32という数字になりました。しかしながら，あらゆるところ政



 

 

府関係筋，専門機関等によりますと，この下げ止まりというのは一時的なものだろう，

長期的には少子化傾向はこれからも続いていくだろう，というふうに予測をしており

ます。少子化と叫ばれて久しいわけでございますけれども，国の方では，少子化につ

いて本当に危機感をもちまして，平成 15年 7月に次世代育成支援対策推進法が制定，

成立をいたしました。今日におきましては，アンケート調査，ニーズ調査，いろいろ

なものをさせていただきながら，以前の鈴鹿市次世代育成行動計画策定委員会におき

まして皆様方からご意見をたまわりまして，平成 17年 3月に 21年度までの行動計画

を作成，策定をいたしました。本冊の方の 99 ページにも載っておりますけれども，

計画推進の考え方ということにつき，その中の 1の 4ということで進行管理という欄

があると思います。そこにおきまして，鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会を設置

して，この計画の実施の状況把握全件を継続的に行うということで，この委員会が位

置づけられているというふうに考えております。委員の皆様方におかれましては，こ

の計画の強化，推進，並びに見直しにご協力を賜りますようよろしくお願いを申しあ

げます。様々なお立場の方ですので，活発なご議論，または，ご指摘をいただきたい

というふうに思います。簡単ではございますが，開会にあたりまして，ごあいさつを

させていただきました。本日はありがとうございました。 

■ 委員自己紹介 

 各自自己紹介 

 

２ 議題 

（１）会長，副会長の選出 

事務局 

協議会の運営要領の第 2条第 2項に，会長，副会長を置き，委員の互選により選出と

なっておりますので，推薦により選出をお願いします。 

(二井委員) 

前回も横井先生に会長をしていただきましたので横井先生を推薦したいと思います。 

事務局 

会長に横井先生でよろしいでしょうか。拍手をもって。 

(委員) 

拍手多数 

事務局 

ご承認いただきました。副会長の方は，どうさせていただきましょうか。 

(林委員) 

二井先生にお願いしたいと思います。 

事務局 

副会長に二井先生の声がありましたけれども，よろしいでしょうか。拍手をもって。 

(委員) 

拍手多数 

(司会 渥美) 



 

 

それでは，会長に横井一之委員。副会長を二井栄委員にお願いしたいと思います。 

■会長あいさつ 

改めてご挨拶させていただきます。委員長に推薦いただきまして光栄に思っておりま

す。次世代育成行動計画がより良いものになるように審議の方を進めていきたいと思

います。皆様ご協力よろしくお願いします。 

■副会長あいさつ 

副会長に指名していていただきましてありがとうございます。横井会長を補佐しまし

て良いものができていくように頑張ってまいりたいと思いますので，皆様どうぞご協

力のほどよろしくお願いします。 

（２）会議での取り決め 

・配布資料の確認 

事務局(服部課長) 

まず，会議の取り決めについて，ご説明させていただきます。協議会会議運営に関す

る事項の確認(案)を作成いたしました。説明資料の 6ページをご覧いただきたいと存

じます。それにつきまして提案説明を申しあげます。 

1 番でございますが会議及び会議資料の公開についてです。会議内容につきまして

は，市民の皆様方へ公開を基本としておりますのでよろしくお願いを申しあげます。

また，この審議会等の設置及び見直しに関する要綱及び「市の情報公開条例」に基づ

きまして，当協議会の会議の内容につきましても，情報公開の対象となりますのでご

了解をいただきたいと存じます。 

また 2番目の傍聴者への方の対忚についてですが，本日はどなたもお越しいただい

ておりませんが，5 ページをご覧いただきたいと存じます。こちらに傍聴の要領を付

けさせていただいてございます。これに従いまして傍聴者が，おみえになりました時

には対忚させていただきたいと考えております。また，この傍聴者の方につきまして

の資料でございますが，この資料につきましては，委員さん手持ちの資料と同様の資

料で会議をさせていただきたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

続きまして 3番でございます。議事録につきましては，こちらの方にも記載させて

いただいておりますが，議事の記録方法につきましては，議事録として冒頭にも触れ

ましたけれども，テープ等に録音させていただきます。公開につきましては，市のホ

ームページ等で公開させていただくことになりますのでよろしくお願い申し上げま

す。この公開させていただく議事録につきましては，またご審議をいただきたいので

すが，記名方式か，または無記名方式か確認をいただきたいと思います。会議の全体

の議事録つきましては，今申し上げましたようにテープにて保存したいと考えており

ますのでよろしくお願い申し上げます。また，会議の傍聴につきましても，同様にホ

ームページ等で開催のお知らせをさせていただきまして傍聴について案内をさせて

いただきたいと考えております。議事録につきましては事務局で保存させていただき

まして委員の皆様の必要に忚じて供覧をさせていただきたいと考えております。 

4 番目の答申等協議会の意見についてですけれども，これにつきましては，ここに

記載させてもらいましたように，委員さん個人の意見ではなく会としての会議結果を



 

 

まとめたいと考えておりますのでよろしくお願い申し上げます。 

5 番のその他でございます。そこに書かせていただきましたように上記以外で協議

会の運営につきまして必要な事項が生じた場合につきましては，その都度この協議会

で協議をしていただくということでよろしくお願いを申し上げます。以上でございま

す。 

(横井会長) 

では 1番から順番に，まず会議ですが公開ということは何かご意見ございましたら。 

[特に意見なし] 

それでは，原案どおりさせていただくということでよろしくお願いします。 

2 番目，傍聴者への対忚についてですが，５ページに傍聴要領がありますが，この要

領に従って傍聴していただくということでよろしいでしょうか。 

[特に意見なし] 

3 番，議事録ですが，議事録を作成して委員の了承を得て，原則として公開する。前

回の策定委員会では，議事録を作っていただいて，一度事務局からフィードバックし

ていただいて，特に問題がなかったものをあげると，でホームページに載せるという

ことをしていただいたように思いますが，特に問題はなかったように思います。ただ

ここにも書いてありますように記名方式か，名前は書かないのかということですが，

ご意見あればよろしくお願いいたします。 

[特に意見なし] 

事務局案は，どちらですか。 

事務局(服部課長) 

事務局案としては，記名方式で作らせていただいて，また委員会のほうでご了承いた

だいてホームページへという案ですけども，どちらにするかをご審議いただきたい。 

(横井会長) 

記名式が原案ということですが，よろしいでしょうか。 

[特に意見なし] 

それでは記名式ということでお願いいたします。議事録は事務局で保存し委員の必要

に忚じて，ということは特によろしいですね。4 番目答申等協議会の意見について，

協議内容についてですが，ここでは意見を言いますが，最終的には全員の責任でとい

う意味だと思いますが。個人の意見ではなくて，会としての会議結果として結論とい

うことですが，よろしいですね。 

[特に意見なし] 

その他については，特に何か必要なことが生じた時は，この委員会で話し合って運営

していくという確認ですがよろしくお願いします。以上会議の取り決めについてとい

うことですが，何かご質問等あれば。 

[特に意見なし] 

無いようですので， 協議会の概要について，事務局の方お願いします。 

 

（３）協議会の概要 



 

 

事務局(服部課長) 

先に配布をさせていただきました鈴鹿市次世代育成支援行動計画の冊子にもござい

ますように，部長のあいさつでも少しふれさせていただきましたけれども，平成 15

年に次世代育成支援対策推進法が制定されまして，本市の子育て支援の指針とさせて

いただいているところでございます。そういった中で，前期事業につきましては平成

17年度から平成 21年度の 5年間の行動計画を平成 17年 3月に策定をしていただいた

ところでございます。本日は，冊子ではなく概要版のコピーをつけさせていただいて

おりますけれども，この行動計画では，「鈴鹿で育つ，鈴鹿の未来」を基本理念とし

ながら，基本目標５つ掲げさせていただいております。それぞれの目標の中には，施

策の方向とともに目標事業量を示させていただいているところでございますけれど

も，そういった中の具体的な取り組みをここに書かかさせていただいております。計

画推進においては，計画の定期的な事業の進捗状況把握に努めることになっておりま

す。各担当課より，年度ごとに実施状況の報告を提出し，平成 17年度と平成 18年度

分につきましては，ホームページに掲載をさせていただいているところでございます。

行政はもちろん，家庭や地域，学校や企業など，社会全体で子育てを担うということ

にご理解とご協力を求めながら，事業の運営に努めてまいりましたところでございま

す。平成 18 年度につきまして，各課から提出をされました資料によりまして，別紙

の A3 サイズでございますけれども，まとめて一覧表を作成させていただいたところ

でございます。この資料をご覧いただきまして，取り組み状況等をご確認いただきま

して，ご意見をいただきたいと考えているところでございます。具体的な取りくみ事

業といたしましては，たくさんございまして 191の事業がございます。この実施報告

につきましては，それぞれの項目に分けさせていただいているところでございますの

で，同じ事業で同じ内容の記載があることをご了解いただきたいと存じます。先ほど

事業案内を差し上げました中で評価シートを作らせていただいておりますけれども，

この評価シートの裏側にダブっております番号につきましては，書かせていただいて

ございますので，ご理解を賜りたいと存じます。大変申し訳ございませんが，今申し

上げましたように 191の事業がございますので，これを今年度につきましては 2回の

委員会をお開きいただきましてご評価をいただくわけでございますが，とても 2回で

は評価しきれないと考えておりまして，この配布資料を，お持ち帰りいただきまして，

ご自宅の方で見ていただきたいと考えております。評価シートに検討すべきものであ

るか，もしくは，適正であるというお考えをいただくか，各委員さんの方で，ご記入

をご自宅でお願いをしたいと考えております。記載につきましては，12 月 14 日まで

に子育て支援課の方まで返送をしていただきたいと考えております。提出いただきま

した評価シートを基に，会長さんとご相談させていただきまして，例えば適正という

形になりますと，そのまま進めさせていただきたいと思いますし，要検討という形で

○をふっていただきました分につきまして，例えば何人くらい要検討なら，といった

ことにつきましても会長さんとご相談をさせていただいて，この次回の協議会の方で

評価につきましてご検討いただくか，それとも外すか，次回協議会開催の前に，それ

ぞれ委員さんに郵送させていただきまして，どの項目を評価いただき検討いただくか



 

 

ということをお知らせさせていただきまして，次回の協議会にて，ご協議を賜りたい

と，そのようなかたちで考えておりますので誠に恐れ入りますけどもよろしくお願い

を申し上げます。以上でございます。 

 

（４）協議 

(横井会長) 

括弧 1から 191まで見ていきますと，それぞれ担当課のところの評価が実施できた

など，いろいろ書いてあり問題あるところ，実施しなかったということが書いてある

ところもあるのですが，そこを例えば，実施できなかった理由も書いてあるのですが，

それを見られて，やらなければいけないのではないかと委員さんが思われれば，その

該当の番号のところに，要検討に○を付けていただき，委員さん 11 名いらっしゃい

ますので，たくさん出てこれば，これは検討しなければいけないとなるということで

す。一つ一つ今から見てくわけにもいきませんので，実際すごく大変ですが，見てい

ただいて，これは少し問題あるのではないか，現実的には，実際に関わられたところ

ですごく問題があったのではないかというところが上がってきたりするのではない

かなと思いますが，それが宿題で 12月 14日までに郵送です。こちらを適正と思われ

れば適正につけて，次の委員会で検討する必要があるのではないかと思われる項目に

ついては，要検討の方に○を付けていただいて，それを集計していただいて，私と子

育て支援課のほうで検討させていただいて，問題があるのは次の委員会で検討させて

頂くという流れになっておりますが。内容について何か質問等がありますか。あと，

先ほど宿題を提出していただく裏側にダブりです。内容自身が同じ内容なので，同じ

結果を書けばよいですね。それか斜線でよいですか。 

（服部課長） 

どちらでもよいです。 

（横井会長） 

扱った内容が同じものを取り上げているということですので，事業は同じということ

です。ダブりが 4 つになっているものもありますので気をつけていただきたいです。

もし分からないことがあれば，具体的に聞いていただけるとありがたいです。 

（林委員） 

策定した段階から今日までの間に，たとえば協議会の名前が変更しているのもたくさ

んありますね。たとえば，虐待防止ネットワークというのが名前も変わってきている

と思うのですが，内容は変わってないと解釈してもよいのですか。 

（服部課長） 

中身は変わっておりません。今の協議会の名称は変わりましたが中身については変わ

っておりません。 

（林委員） 

反対にそれに付属するような形で，できた会というのがあると思うのですけれども，

そういうものについてはあまり考えなくても，この段階だけですか。 

（服部課長） 



 

 

はい。そうです。一忚，これにつきましては 18 年度分について，各課から報告に基

づいて作成をしておりますので，この時点では，そういう名称，かたちになっており

ますので，そういうことで，お考えをいただきたいと思います。 

（横井会長） 

時代の流れにともなって名称等が変わったものがありますが，ここに出ているのは 18

年度実施された時の名称だということですね。それに従って，策定した時と変わって

いるものもあるということですね，逆に言うと。もうすでに変わった名前も入ってい

るということですね。 

（林委員） 

変わっていないです。ここでは。今は実際に動いているところは変わっています。 

（横井会長） 

そうですか。 

（服部課長） 

たとえば 19 年度，今の虐待関係でいいますと，この協議会名称もここでは変わって

おります。変わりますと，当然ここへ変えさせていただくということになります。 

（横井会長） 

あくまでもここに書いてあるものでということでよいですね 

（服部課長） 

そうです。18年度はこれでお願いしたいと思います。 

（福本委員） 

今回 18 年度の事業の報告書に基づいてこれを評価するということですが，次世代育

成支援行動計画は 17 年から 5 年間，行動計画の進捗目標が設定されていて，17 年で

設定した時の，5 年後にどうなのか，5 年後の目標が 10 とすると，17 年 18 年度で，

その進捗状況，10 を目標とすると 18 年度で，どの段階まできているのかというよう

なデータはないのでしょうか。目標を，簡単に言うと，学童の保育の施設を 15 を 25

にするといったものを，18 年目標にしていたものを 17 年でいくつに増えてという到

達目標，それのどこまで達したかというものを，18年度だけ見てもダメなので，5年

の中でどこまで進んでいるのかというものを知りたいのですが。どれだけの目標値に

向かって，今達成度がどの段階なのか，今の段階なのか，もう既に達しているのかを

知りたいのですが，そういうデータはないのですか。 

（服部課長） 

今回につきましては今年度 2 回 18 年度で，そのようなご意見いただきまして，例え

ば19年度もこれを評価をまたお願いしたいと考えております。そういった中で当然，

ご協議いただいたことにつきまして各課の方へ流させて頂いて，必要ということであ

れば，各課の方に請求させていただきたいと考えておりますけれども，よろしくお願

いを申しあげます。 

（福本委員） 

この協議会の，今回の宿題は分かりましたが，3 年間の委員の任命で，3 年間のどの

段階で次の後期の次世代育成支援の行動計画を策定するのかという，全体のタイムス



 

 

ケジュールのようなものはまだ作っていないのですか。これと並行して，どこからか

策定段階に入っていくので，それとどのような連携を持ちながらやっていくのかとい

う，3年間の大まかなタイムスケジュールというのは。 

（服部課長） 

大まかなものは考えているのですが。 

（福本委員） 

今日の資料には無いですか。 

（服部課長） 

はい。無いです。一忚今ご存じのとおり 5年間，前半部分の 17年から 21年は，お作

りをいただいておりますので，22年からということですので，当然それに間に合うよ

うに作っていきたいと考えております。ただ当然そういうものにつきましての，行政

上いつも言うことですが予算的なこともございまして，今は，はっきり予算的な問題

について触れられませんので，22年からスタートできるようにはさせていただきたい。

また，そのようなことでご無理をお願いしたい。 

(福本委員) 

鈴鹿市総合計画が新しく出ていますが，総合計画との整合性についても評価の中に入

れていかないといけないと思うのですが，総合計画の中に子供の支援関係等入ってい

ますね。それと進捗と次世代育成の整合性をチェックしたいと思っているのですが，

その総合計画の資料というのは今回用意されていないのですか。 

(服部課長) 

はい。用意しておりません。一忚，こちらの方の関係ということで考えておりますの

で，そちらの方は用意しておりませんので，ご了解いただきたいと思います。 

(横井会長) 

よろしいですか。今日ともう一回で，とりあえず今年度のチェックは終わりという予

定ですね。 

(服部課長) 

はい。そうです。 

(横井会長) 

それぐらいのタイムスケジュールで考えていただけるとありがたいです。それと先ほ

どの一時保育でしたか？ 

(福本委員) 

一時保育や学童保育など数値目標があります。それが 17年度の 16年度に策定した段

階で 20から 25なのですね。 

(服部課長) 

いいえ，20 です。21 年度もこちらの計画的には 20 のままです。ただ現実は 25 まで

いっております。一時保育というのも数字は変わっておりません。それはもう達成し

ています。 

(横井会長) 

18 年度に関しては拾っていくと，最初の 18 年度のところに達しているか達していな



 

 

いか分かりますね。一時保育だけ見ているのですが，18年度に関しては，こういうの

でずっと拾っていけば，達成度というのは分かりますね。 

(服部課長) 

自分の課ですので，達成していますので，これはすぐに分かります。 

(横井会長) 

具体的に数値でどれくらいというのは，とにかく資料としては無いということですね。 

(服部課長) 

はい。そうです。 

(横井会長) 

分かりました。他はよろしいでしょうか。 

(二井副会長) 

評価を，今のように自分の分らないところは，全く評価がしづらいのが一点と，例え

ば 154番妊婦一般健康診査ですが，殆どが実施できた実施できたというわけなもので

すから，決めたことはしたという意味だろうと思うのですが，例えば，この 154番は

2 回妊婦一般健康診査というピンクの紙があり，2 回は最低限，妊婦健診を受けなさ

いという意味だと思うのですが，これが来年度からは 4回になるのですが，ただ最近

新たに，奈良でありましたように，未受診妊婦がということが鈴鹿には起こっていな

いかどうかなどですね，どうも消防署の方ではここ数年の間にあったようにあるので

す。要は，この実施したという場合に，質の問題があると思うのです。これで 3933

人の受診があったということですが，例えば鈴鹿で何人生まれていて欠損していない

かどうか。渡しているのは渡していても，これで実施したというので，本当に質的に

いいのかどうか。ということになると，これを評価はできないということになってし

まうのですが，そうしますと，これを他の人が見ると，分からないがやったのなら評

価，という感じになる。逆に言いますと私も他のところ全然わからないので，実施し

たのだったら評価できるかなと○を付けざるを得ないので，その辺の，もう少し分か

り易くといいますか。例えば，この課の人が来て説明してもらうなど，本当はそうで

ないと評価がしづらい面があるのではないかなという感じがしました。全部見ている

と実施できなかったのは少し理由が書いてあり，全部実施できたできたと書いてある

のですが。この部分で本当に鈴鹿の妊婦さんの 100％に渡して，多分渡りきっていな

い可能性もあるわけなので，その辺も含めるとどうなのかなという感じがしました。 

(渥美部長) 

検診については当然，妊娠届を出しに来た時点では必ず母子手帳と健診票をお渡しす

るわけです。そうすると二井委員さんがおっしゃってみえるのは，妊娠届も出してこ

なかったということですか。 

(二井副会長) 

いくら言っても，格差ではないのですが。来年から 5回になりますから，当然できる

だけ妊婦健診を受けなさいという啓蒙を県にもして欲しいということを言っている

わけですが，奈良県のように社会問題化したがために，厚生労働省が三重県全域，県

の方へ通知を出して各消防署単位で，どれだけあったかを調べ上げさせたのですね。



 

 

その中で当然，三重県も何人かいるのです。そのような人は，言って悪いのですが問

題があるのですが，実際に問題が起こってくると鈴鹿の住民票を持っている人は，市

外へ行って野垂れ死にをしていても，鈴鹿の人間ということになってしまいます。何

年か前に，やはりそういう事例があったようなのです。そういうこと考えますと，行

政の方では取りに来ないものを渡せませんから，把握のしようもないのですが。ただ，

こういう問題が鈴鹿市の住民で起こると，子育て支援からいっても必ずマスコミ等に

非難をあびて，きちんとやっていないではないか。医療機関が悪いのではないか。こ

う言われてしまうわけです。ただ実際には，こういう人たちは，生まれた赤ちゃんの

死亡率も普通にきちんとかかっている人と比べると 20 倍くらい，母体の死亡率もそ

れ近く非常にリスクが高いのです。また，お産をしても，未払いで医療機関にお金を

払っていかないとか，そういう問題もあるので。今の状況の中で，こういう未受診の

妊婦を放置しておくこともできないということを考えますと，例えばこれを鈴鹿の住

所がある人が何人いるのか分かるわけですね。あと，母子手帳を取りに来て，転居し

ていく人もいるので，なかなか把握は難しいと思うのですが。例えば逆の意味からい

くと，産婦人科の方では未受診があった場合にどう扱うかということで，県の周産期

の方では考えているのですが。鈴鹿の中でそういうことが起こってきた場合に，この

母子手帳発行の数だけで実施できたというのは本当に評価として，かと言って，どの

ようにすればよいのかは僕も言えないのですが。そういう点も含めると，評価が非常

にしづらいと，私は言いたかったわけです。 

(福本委員) 

これは事務事業施策として，実施できたかできないかだけでしか評価をしていくとい

うのがないのですが，二井先生がおっしゃったように内容・質という点で，市民に次

の後期の計画作る時にニーズ調査などあると思うのですが，子育て中の市民の方に市

民満足度のような調査を実施していくという予定はあるのですか。 

(服部課長) 

アンケート調査というのはしたいと思っております。ただ，予算もかかりますので，

そういった予算要求は，担当課としては，させていただきたい。 

(渥美部長) 

二井先生の言われるのは，非常に一番難しいのかなと思います。妊娠していながら医

療機関にかからない，妊娠届も出してこないと，当然掴みようがないのです。先ほど

言われたように出生届で分るではないかという話で，当然，転出入もあるという中で，

やはり・・・。 

(二井副会長) 

最低限，出生届と比べて，何％ほど取りに来てもらっているかなど，そのようなデー

タがあると，96，7％ほどであればよく頑張っているなと思いますし，それが 90％前

後であると，やはりもう少し我々も医療機関もきちんと捕まえていかなければいけな

いという一つのデータにはなる気がします。ただ一方的な，渡した渡したというだけ

では，これが例えば 3933人ですが 3700人でも実施できたとなれば質的な問題として

は，数字がわからない人にとってはちょっと。今鈴鹿で何人生まれているのだという，



 

 

だいたい 2000 人という数字を分かっている人であれば，ある程度渡っているのだな

とわかりますけれども。 

(渥美部長) 

２回ですから 4000 人，3900 ですから，そのパーセンテージはだいたい出ると思うの

ですが。 

(二井副会長) 

面倒だとは思うのですが，数は，すぐに出ると思うので，もしだいたい何％，母子手

帳がきちんと発行できているというところが，質的にもう少し評価できる感じになら

ないかと思い，質問したのですが。 

(福本委員) 

二井先生がおっしゃられたような，今ないデータなどは事務局にお願いすればある程

度分かる範囲で出していただけるということでよいのですか。 

(服部課長) 

時間をいただきたいと思います。当然各課跨っておりますので，そこへ依頼をかけて，

させていただくので。ただ全部出せるかどうかについても今は返事はしづらいです。

一忚依頼はさせていただくということで。 

(渥美部長) 

この中に，文書に表れていない隠れた，今二井先生が言われたようなことをまず探す

ことが大切で。全部，例えば学童保育なら数字的に何箇所というのであれば分かりま

すけれども。二井先生の言われたようなことが一番把握のしにくい問題であろうかと

は思います。中身を一つづつ見ていかないと，どういう問題が内部に潜んでいるのか

というのは，検証しないと分らない。時間はかかると思います。 

(林委員) 

そうすると，実施できたと，たくさん書いてあるのは，市の方としてはあまり確実性

がないととってもよろしいのですか。 

(服部課長) 

当然目標がございまして，それについてはクリアできたということで実施できたとい

うことです。 

(林委員) 

ということは，何か資料に基づいて判断されたと考えるのですが。お時間をいただく

までの，判断材料となった資料があれば，出していただいてもいいのではないかとい

うのが一つと，私も今先ほど二井先生が言われたように数字であれば目で見えるので

すが。例えば 6番ですが，地域における子育て活動を通じて家庭を支援するとなって

いますが，これは感覚的に受け取ってよいのか。実際，横を見ていただくと生活支援

課になっています。私，主任児童委員でこういう質問は申し訳ないのですが，生活支

援課で子育てサロンの話をしたことがないのです。これは，どのように判断して，実

施できたのかよくわかりません。それと，54 番ですが，里親制度の普及啓発というの

もありますが，中には主任児童委員や保育士，子供会役員会などの研修会で里親制度

について説明し理解と協力を依頼した。これは確かに講演などがあったと思うのです



 

 

が，これはそのような講演をしただけで啓発になっているのか普及になってるのか，

本当に申し訳ない言葉遣いですが，紙を配っただけで実施できたという判断をしてい

るのかというのが，主任児童委員と名前が書いてあるのでとても不安です。 

(福本委員) 

やはり今，林さんもおっしゃられたのが，18年度の事務事業評価をベースに評価して

いくことになります。ですから 18 年度に里親制度の啓発を 1 回するという目標をた

てて 1回すればそれが「できた」ということになってしまっているので，長いスパン

で五ヵ年計画の中で，どのように到達目標があり，講演会を 1年 2年やり，次にどう

なるのか論理的なロジックモデルのようなものが全然行政にはないので，18 年度 1

回こういうことをすると決めたら，それをすれば評価できる評価できたという評価シ

ステムにも問題があると思いますけれども。ですから今回はそれを基に評価すると考

えてよいのか。今，いろいろな意見が上がってきたので，これでは評価できないと私

は思います。評価するに当たる資料をもって出直していただくというのは。 

(服部課長) 

この 18 年度については，これで評価をいただいて，今頂いたご意見を各課に流させ

て頂いて 19年度の時に提出を依頼しようかと今考えております。 

(横井会長) 

今年度の予定としては，あと 2 回で。実際 17 年度はしていないわけです，16 年度か

ら。21年に向けてしてくという段階で，とりあえず今年は行ってみて，二井先生や林

先生からでてきたようなことが次に多分でてきます。担当課が実施できたということ

だから，そういうことだと認めた，承認したということでしょう，委員として。適正

ということは，そういうことです。 

正直言えば担当課が言っているからそうだという，そうなんだという適正という意味

しかうてないのですが，ただ要検討の場合は，なにかコメントいただいた方が，気付

かれた方は。例えば要検討と書いてあっても事務局で分らないので，何が要検討なの

か，要検討にコメントをいただくとありがたいのではないか。これはおかしいのでは

ないかと常識的に考えて皆さんが思われてたくさん上がってくるものもあるので，何

もコメントがないのもたくさんあるとは思いますが。難しい事は難しいです。これを

見てどうこういうのは。 

(二井副会長) 

分からないです。前の時に言ったのですが，県の健やか親子会議でも，県の次世代は

どうなっているのか，私は出ていないのでわからないのですが，年に 2 回くらいは，

会議がないと忘れていきます。前は無かったのですが，やはり評価していくには，毎

年 1回か 2回，時間をとるのも大変ですが，長くほうっておいたというのもまずかっ

たと思っておりますので。毎年評価してくと，前からの変化がわかるというところも

あるので，今後はできれば，多少予算もかかるかもわかりませんが。 

(横井会長) 

細かいところを，あまりしていると，多分いくら時間があってもできなくなると思う

ので，事務局から出たように時間の枠内で回していかなければいけないわりには，か



 

 

なりしんどい内容ですが。そうするとどうしても適正というものが多くなってくるの

ですが，もし適正というのが心苦しいなら，特に要検討の方にだけ書くということで

も，別によろしいですね。そこはどうですか。 

(服部課長) 

それで結構です。 

(横井会長) 

とにかく次回まとめなければいけないのです。だから 19 年度に送る話としてまとめ

なければいけないので，先ほどの話を次の時あまり細かいところまですると時間では

終われないので，是非お分かりになる範囲でどんどん出していただいて，事務局のほ

うへ先にお知らせいただいて，リストを作っていただいて，次，書類見ていただいて。 

(林委員) 

それでは私たちはこれを書く必要がないのではないですか。 

(服部委員) 

皆さんそれぞれ専門の分野があると思うのです。その専門の分野に関して，内容に関

して分かるところだけを評価するとか。それで問題点があるなら事務局へお願いして，

次の 19 年度を評価するときに，そういう資料を付けるなり，数字を出すなり，評価

するような形にしておくと，次の評価が楽になるのではないか。 

(村林委員) 

賛成です。私が医療の関係の現場のことを分からないので適正かどうかは，書けませ

ん。ただし私は学校関係の安心安全の問題などについては書けます。書けるところを

書くという形なら責任が持てますが，それ以外のところは責任が持てないです。 

(服部委員) 

はじめに公開だ，非公開だという話がありましたが，ここに出た服部が全部 OK にし

たのかとなると，分らないのに○をふったのかとなるので。ある程度責任を持って評

価できる，理解できる範囲であればそれでいいと思うのですが，僕も医療のことは分

かりませんので，これだけ数が出ていれば OK なのかとか，少し評価しにくいところ

も。 

(横井会長) 

逆の言い方をすると，担当課が適正といっていれば，だいたいいいだろうということ

です。しかし，どうしても専門的な立場から気になるところだけは言わせてください

ということで。 

(二井副会長) 

ただ，担当課が OKと言っても，先ほどの林委員の，「やりました」というだけで担当

課がみんな「やりました」ということになるので，それでは評価には全然ならないと

思いますから，やはり本当は到達と，福本さんが言ったように目標値があるので，評

価は毎年してかないといけないのです。たとえば県の健やか親子で性教育をするとい

って学校は皆 100％で出してくるのですが，1 回資料配ったらやりました，という。

実際それがどの程度反映しているかというと，全然反映していないのです。ですから，

実施したといえば当然やりましたということですが，やはり本当に言っているのかと



 

 

いうような。厳しいことを言って悪いのですが，それこそ資料渡して，そういう話を

したからそれで性教育はやりました，それで三重県の学校は 100％です。しかし内容

は十分なものではないわけですから，それで，やったというのであれば何の評価にも

繋がらないので，やはり鈴鹿市の次世代としては，子供が元気に安全で安心で育って

いく，また青年に元気になっていくという意味でいくと，単にやりましたというのが

分からないところが，やはり評価できない。実際それが本当に質的な問題としてどの

程度やっているか，というのが本当は委員に把握できるような形で示してもらいたい

のが意見なのです。 

(渥美部長) 

率直な意見として，性教育をされたと，どの辺で実施できたというような評価をされ

るのかお尋ねしたい。 

(二井副会長) 

例えば，性教育は，当然，我々も一生懸命，性教育だけについてだけ言えばもちろん

養護の先生がしている内容の評価もありますが，我々県の産婦人科医は，委員会作っ

て，どこへでも出かけているということを，県にも表明しております。県の教育委員

会にも。鈴鹿市の教育長にも私言っております。ただ，校長と，あるいは養護の先生

の考え方があって，こんなことまでは，という先生も当然，校長の意見が強いですか

ら。だから最低限，年に 1回専門医を呼んで，講義をするくらいがなければ，行って

いると僕は。あるいは養護の先生で本当によく啓蒙して，あるいは助産師でもよいで

すが。鈴鹿市の中で評価していくのは，十代の人工妊娠中絶が必ず減ってきている，

あるいは比率が大人と比べて減ってきているという数値を実際に出して，これが教育

されているということの評価に繋がってくると思うのです。しかし残念ながら三重県，

今十代の人工妊娠中絶というのはどんどん下がってきましたが鈴鹿市の比率は，十

数％で三重県の平均よりも高い。三重県は愛知県岐阜県と比べても比率高いのです。

そういうところで評価が一忚できます。例えば性感染症についても鈴鹿市は県全体と

他と比べても高いです，十代の。これは必ず数値として出てきますので，これを本当

に学校，教育の現場の人たち，先生たちが本当に重大な問題と考えて行っていくかど

うか。単に配りましたというだけでは，全然下がらない。評価はどこでしていくかと

いうと，性の問題ですと，こういうところで評価ができます。 

(横井会長) 

やはり専門的なところは無理がありますので，服部委員と村林委員さんのおっしゃっ

たように分かるところで評価いただいて，あと「適性」は打たなくてよいです。問題

のあるところだけ出していただいて，出てきたものを次検討するということでよろし

いでしょうか。 

 (坂井委員) 

よろしいですか。この「評価」に全部○を打たなければいけないのですか。私，今年

初めてで分らないのですが，二井先生のもっともな意見だと思うのです。専門的・専

門的ではないということではなく。例えば同じようなことで，発達相談と，性教育と

全く同じだと思うのです。何人の相談に忚じたと，それで不登校が解決したのかどう



 

 

か，不登校の人数が減ったのかどうか，それが成果であって，発達相談を何回したか

が成果ではないと思うのです。ただし，それはすごく難しいと思うのです，ファクタ

ーとしてです。先ほど鈴鹿市は減っていないと言われましたけれども，やはり鈴鹿市

独自のあまり言えないような問題もあるわけです。色々大っぴらにはできないような

地域性などあるわけです。ですから，私はそのように挙げていても，それが達成でき

なくても，それはいいと思うのですが，何か数値を挙げたら，それを達成しなくては

ならないというような感覚なので，どれも「実施できた」「実施できた」になってお

りますけれども，そうではないと思うのです。ただそこをやはり行っていく人達が認

識するところから始まると思うのです。数値の目標の立て方がそれでよいのかという

のは，私はまさに二井先生と同じことを私自身は思っています。ただ，それを目標に

持ってくると，それが達成できなかった場合に，やはり行政は何をしているのだとい

う話になると思うのです。ただ，やはり次世代一番大事なのは，この支援計画の主語

は誰かということです。やはり行政ではないと思います。みんながそれぞれの立場で

できることをしていく。みんな「専門ではない」と言われますが，できることをして

いく，それで数値を上げていく，良い方向にもっていく。行政がひとりでやらなくて

はならないと思うから出来なかったら格好悪いという話になって，出来る目標値を出

していこうということになって，結局何が大事なのか，本当の評価の数字というのは

成果というもので計らなければいけないと思うのです。 

(二井副会長) 

ですから私の意見も，鈴鹿市若い世代ですが，やはりその 10 代の比率が高いのは，

他の県と比べれば三重県を低くしたい，あるいは，三重県であれば鈴鹿市を，やはり

次世代育成支援という観点においては，そういうものを他の市より低くしたいわけで

す。そういう意味でお話をしているのです。さっきの 10 代の中絶の手術も，14 年か

ら比べれば 790であったのが三重県昨年 450 に随分減ってきました。だからそれなり

の効果は一忚あったとは思っております。しかし，10代の比率という面で言うとあま

り変わってはいないし，鈴鹿市は高いです。一つの点として挙げたのですが，やはり

鈴鹿市で僕らがそのような部門で仕事をさせていただいていれば，それを低くしてい

きたいのです。数値が悪いから坂井さんの言われるように行政だけが悪いのではなく，

みんなが悪いわけですから，我々ももっと啓蒙できるところがあるのではないかとい

うところがあるので，評価しろと言うのであれば，もう少し分かりやすい形で，勿論

先ほどから言われたように専門以外のことは全く分からないので，素人なりに分かろ

うとしても「実施できた」というだけでは評価しにくいというのは率直な意見ですか

ら，来年度 20年度に向けて，より具体的に。「実施できた」というだけではなく，僕

たちもどこまで，どうしたのかというところが分かるようにしていけるとよいと。そ

う捉えていただくとありがたい。 

(坂井委員) 

項目数がとても多いので，ヘルシーピープルの 93 でも大変なのです。この 190 以上

を評価する自体が難しいと思います。ですからやはり鈴鹿市も一定の，鈴鹿市独自の

ものもあるので，重点項目をいくつか絞って，それに対してするというような。パイ



 

 

は限られているわけですから，予算も限られている中で，何を行っていこうかという

ことです。例えば先程も言ったように，不登校の相談に忚じて相談を何回したという

のは，教育研究所が行った相談回数だと思うのですが，民間の色々な NPOとか，フリ

ースクールを主催したり，いろいろな人がいるわけです。やはり住民単位というのは

自分に合ったところを相談していかれるわけですから，勿論行政はやらなくてはなら

ないのですが，そういうところを育てていくような形を。行政だとできることはとて

も限られていますから，やはりそういう形が目標数値というか，方向としては，そう

していかないと，なかなか人も予算も減っていく中で，「実施できた」とするのは本

当に大変なことになると思います，結局はうまくいかないのではないでしょうか。 

(矢田委員) 

「実施できた」というのは，先程，林委員もおっしゃったように，私 PTAの立場では，

たとえば 55番の「子供を虐待から守る家の普及・啓発」について，PTA役員が研修会

に参加しているようなことが載っておりますけれども，おそらく何月何日そういった

講演会の案内か何か実施をしたということが「実施をした」という意味合いだと思う

のです。行政の立場からは一忚業務としての，そういう日を一日設けたということが

「実施できた」評価になると思うのですけれども，むしろそこよりも 8番目の「今後

の取り組み」というところですね。評価結果は 5番として出ていますが， 8番目「今

後の取り組み」というところが，「計画どおりに」というのが B ですが，そうではな

くて Aや Cと載っているところが，結局行政の担当している課の所謂自己評価という

ことがあると思うので，この辺の内容を私たちが限られた時間幅で判断しなければな

らないとすれば，もう少し具体的に書いていただく，あるいは，実施できたというの

を何月何日実施したとか，参加者が何人いたとか，実施の規模が分かるような，具体

的な日時とか数字が載っていると，まだ評価の一忚材料になるかなと思うのですけれ

ども。 

(福本委員) 

事務事業評価のシートだと書いてあるのです。何人とか。それというのは資料として

は出せないのですか，膨大になると思うのですが。 

(渥美部長) 

例えば，新生児母性訪問指導が 134件で，19 年度は 180件にしましょうと，これを行

ったら「実施できた」となると思うのです。その中身について，それではそうした結

果どういうようになったかまでいくと，非常に膨大な作業量になるのではないかとは

感じております。的を絞っていくのか，ある程度の事業に絞っていくのか。これだけ

をそれぞれ中身まで検証すると，多分。 

(横井会長) 

もう無理でしょう。半年かかるとか，そういう話になります。その課に行って，作業

しなければならないのではないかと思うのですが。先程，坂井委員の方から出ました

ように，特に重点項目というか，絞っていく段階ではないかと思うのです。それを提

案いただいたのですが。ただ，皆さん責任感が強いので，「適性」とはこれだけの資

料では書けないという話ですので，そこについては特に書かなくてよいですね。要検



 

 

討というのは改善した方がよいという項目選んでいただいて，先程お二人の委員から

発言していただいたように，問題の物をそれぞれの方が良く分かるところで見ていた

だいて，チェックだけでは事務局では分からないので補足していただいて事務局に出

していただいたものを次回まとめていただくということでよろしいでしょうか。19

年には是非こうしてほしいというのを出していただいて，先ほど，矢田委員の方から

今後の取り組みを，詳しく書いていただいたほうがいいのではないかというのも，次

出していただいて，19年の方針として方向付けとして，次お願いできればということ

でよろしいでしょうか。 

（坂井委員） 

そこが大事だと思うのです。取り組みも評価していくところがありますけれども，そ

の辺に関して委員の意見を聞かれたらいいのではないかと，要検討に○がふられると

いうことは，いろいろな要検討が出てくると思うのです。数値目標として適切かどう

か要検討をというのも入ってくると思うのです。その辺が少し分かりにくい，仕分け

がいるというように思ったのですが。 

（横井会長） 

その辺は，注意書きというか文章表現で，事務局の方へ上げていただく。集約してい

ただいて次の時に出していただいて委員に見ていただいて。特に全体で取り上げた方

がよいということについて検討して 19 年のまとめとして，20 年に向けての方針とし

てお願いするということでいかがでしょうか。時間の方も迫っているので。 

（福本委員） 

鈴鹿市が子育て支援の中の重点施策でしている項目があります。そういったものも示

していただけると，資料として。総合計画の中で，子育て支援，いくつか重点項目で

掲げているので，それが次世代育成とどのように，リンクされているか，その中で次

世代でも，それが重点項目になってくると思うので，鈴鹿市が今重点項目で行ってい

る事業をまず資料としていただきたい。 

（横井会長） 

膨大な資料になりませんか。大丈夫ですか。 

（服部課長） 

戦略事業をあげさせていただいたらよい。 

（福本委員） 

あと，次世代育成を前期で作った時の，重点というか，特定１４事業などありますね。

それも，しるしを付けていただけると，これが目標に達した，達していないというの

で，これに力を入れてやっているとかですね。あとモデル市町村になっているので。

今鈴鹿市自体が何を重点的にしているかというのを資料としていただきたい。 

（服部課長） 

子育て支援課，という形でよろしいですね？ 

（坂井委員） 

よいですか。先程，何人出たとか何回やったとか，それは適当かどうか別にして。具

体的に聞きたいものがあるのですが，36番のランチサービス事業で，目標値が，現在



 

 

値が 18 年度で 5.4，19 年度 3.9 で，目標値が 5.0 となっておりますけれども，どの

ような意味があるのですか。利用する人が増えれば何がよいのでしょうか。これが何

なのか。全く数字が飲み込めないのです。 

（渥美部長） 

坂井委員がおっしゃることは分かります。実際に弁当を持ってくる方がいいのか，ラ

ンチサービスを利用する方がいいのかという議論に結局はなってくると思います。 

（坂井委員） 

多いのが良い数値なのか，何がよい数値なのか。全然わからない。 

（横井会長） 

その内容は検討して，文章表記で何か，委員会として残すしかないのではないですか。

（矢田委員） 

ランチサービスの事業，委員として，前回会議がもたれた時に，利用者が増えればよ

いということではなく，利用すべき家庭が利用できるのが一番ベターということで。

色々な家庭の事情があって，弁当を持たせることができない家庭が利用できるという

ことが一番ベストであって，増えればよいということでもない，もう一度，ランチサ

ービスのお弁当を作っている業者の許容量だとか，保護者側の利用の要求量の見直し

を今後していかなければいけないということが，話し合われたところです。 

（坂井委員） 

その目的がよく分からなかったので，お弁当を持ってこられないような家庭のための

サービスということですね。ただ，やはり，先程から言っているように，予算も限ら

れている中で，その予算をいかに未来の子供たちが幸せになるために使うかという時

に，はたして使い方として，それが増える方がよいのかという。目標の立て方を，や

はり少し考えていかなければならないと思います。 

（村林委員） 

私は，学校現場で目標を立てるときに到達目標と，それからもう一つ，方向目標とい

うのがある。逆上がりができた，ランチサービスで何回利用したとか，それから，算

数で 90 点とる子を増やそうとか，あるいは笛の保持率を 90％にしました，これは到

達目標ではっきりしている。ただし，命の大切さについて理解できる子を増やそうと

言ったときに，それはどこまでいっても，限りがない方向目標です。その方向目標の

時に数値目標を設定するのは本当に正しいかどうか。僕は違うと思うのです。1 回 2

回の性教育をするというのではなくて，先生がおっしゃるように，より専門的な理解

をしている専門的知識を持っている方に現場で性教育をしてもらい，より子供たちが

命を大事にするような性教育をしましょう。というのが，方向目標だと思います。そ

ういう意味では，より専門的な知識を持った人に講師に来てもらうというような具体

目標を大切にしていかなければいけない。あるいは不登校でも，不登校を 8 人から 5

人にしましょうというのは僕は間違いだと思う。不登校の質がちがうから。その 8人

の子を 3人減らすような，具体的な行動目標，家庭訪問を 2回にしましょう，支援員

を増やしましょう。そういう行動目標。この中に，行動目標的なものが出てくるべき

だろうと，思いますけれど。そういう意味では，全部行動目標は出せないので，具体



 

 

的に 7番は目標事業量，ある場合のみ。そういう視点で僕は出せないものは出せない

と，それは理解できます。そういう意味では，この数値目標を到達目標と方向目標に

はっきり分けないと，ぐちゃぐちゃになると思います。 

（横井会長） 

時間の方がきてしまったのですが，適正の方は特に書いていただかなくても，改善す

るような視点とか問題点がある項目について，取り上げていただいてそれぞれコメン

トを書いていただいて，事務局の方へ送っていただいて，それをまとめて次回は，時

間が限られていますので，特に重要なものから検討していくいとうことで進めたいと

思います。協議の方はこれで終わらせていただきたいと思います。 

 

（５）今後の予定 

事務局 

第 2回目の協議会開催日程を決めていただきたい。 

（横井会長） 

1月 28日，月曜日の 14時から，2時間ほどでお願いします。 

貴重な意見が，たくさん出していただけて，充実した会だったと思っております。ま

た次回もよろしくお願いします。どうも今日はありがとうございました。 

■次長兼社会福祉事務所長 あいさつ 

どうも皆さん，貴重な意見を賜りましてありがとうございます。本市におきまして，

子育て支援事業は，自然災害に関する事業と，5つの事業と共に戦略的事業として位

置付け，予算配分等も優先的に行っています。今回の次世代育成支援行動計画は，先

ほど来より議論いただきましたように，非常に多岐にわたっております。これを，5

番の評価，先ほどからずっとご意見賜りましたが，その評価を見ていただきますと，

実施できたということになっておりますが，今後はやはり，皆様方からのご意見のと

おり，あるいは，そういう項目の中でのプライオリティーをどうするか，またこれは

行政的なことですが，もっと行政と市民との協働をどうしていくか，といったような

ことが重要になってくると思います。今回の，お願といいますか宿題に関しては，そ

れぞれ委員の皆様，専門的な立場から，是非，適当よりも要検討というところに主眼

を置いてご回答いただければ，幸いかと思います。本日はどうもありがとうございま

した。 

 

以上で第 1回鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会を終了 


