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第２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 20年 1月 28日(月) 午後 2時 00分～午後 4 時 00分 

場所：鈴鹿市庁舎 本館 12階 1201会議室 

 

■出席者 

 委員総数 9名（欠席者 2名） 

■傍聴人 1人 

■第２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 議事録について 

 ３ 評価について 

 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２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 

本日の委員の欠席は，猪瀬委員と後藤委員から連絡をいただいております。 

終了時間は４時とさせていただきますので，よろしくお願いします。 

前回の欠席の北勢児童相談所 奥所長様より自己紹介の方よろしくお願いします。 

横井会長あいさつ 

本日はお忙しいところ，お集まりいただきまして，ありがとうございます。評価

シートも，皆さん真摯に，多数ご意見等いただきまして，ありがとうございました。

時間が限られておりますが，活発な討議が行われることをよろしくお願いいたしま

す。 

奥委員あいさつ 

北勢児童相談所の奥でございます。よろしくお願いします。11 月の会議，欠席者，

私 1 人ということで，大変心苦しく思っておりますが，急な用事がありご勘弁いた

だきたいと思います。今後は極力出席させていただいて，ご意見等申し上げたい。

このように思っておりますので，よろしくお願いします。 

事務局（司会）渥美 

それでは議事進行に入ります前に，本日の資料の確認をお願いします。 

1 事項書 

2 評価シート（結果） 

3 協議会の体制 
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4 子育て支援事業の実施目標（特定１４事業） 

5 スケジュール 

あと，参考資料として，第五次鈴鹿市総合計画，実施計画書， 

それから，村林委員さんの方から，不登校児童生徒数の推移ということで，資料を

いただいております。以上が 本日の資料となっております。 

（横井会長） 

 資料 2 番の評価シートですが，各委員から提出していただいた○×印の，一覧表

のようになっていた事項書から，意見等頂いたものについては，それぞれの部署か

ら回答をいただいたということです。凄い作業量だったと思いますが，本当にあり

がとうございました。また，協議の方は 4 番目になっておりますので，はじめに議

事録についてということですが，事務局の方からよろしくお願いします。 

２ 議題 

事務局（渥美） 

議事録について，先に案内文書と同封いたしまして，ご意見等あれば，とお願いし

てありましたが，委員の方から，接続詞やことばの表し方について，口語体から文

語体へ変更した方が良いというご意見をいただきました。このことについて，ご協

議をお願いしたいと思います。 

（横井会長） 

議事録は，テープおこしを行っていますので，後から読んでいただくと余分な繰

り返しが多いので，それを加工して意味を変えないように文語体にして良いか？と

いうことですが，いかがでしょうか。その方が，後から見ても感じは良いものにな

るとは思いますが。 

[特に意見なし] 

事務局（渥美） 

それでは，もう一回見直しさせていただき，訂正してよろしいですか。 

[特に意見なし] 

（横井会長） 

次の議事録送られる時にチェックいただく段階で，すでに文語体になっていると

いうことで。よろしくお願いいたします。 

次ですが，3 の評価に入る前に協議会の体制と特定 14 項目の説明の話が，前回あ

ったと思うのですが，その件について，協議する前に必要だと思いますので，事務

局の方よろしくお願いします。 

事務局（服部課長） 

資料の中で説明させていただきましたとおり，表の当初計画の中にありますが，

これが組織という形でお願いをいたしたいと存じます。ただ，次世代の計画書の方

と異なりますのは，この協議会のメンバーにつきましては，こちらの方が，お願い

をさせていただいています，今日出席をしていただいております方々と合わさせて

いただいてございます。こちらの体制で行きたいと考えております。よろしくお願
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いを申しあげます。 

（横井会長） 

 何か質問はよろしいですか。体制，市の行政当局との関係とも，これに表れてい

るのではないかと思いますが。 

（福本委員） 

 庁内体制のところですが，次世代育成支援行動計画作業部会の担当課は？ 

事務局（渥美） 

前期の，ぶら下がっている課を思っています。健康づくり課など。 

（横井会長） 

その他よろしいでしょうか。[特に意見なし]ありがとうございました。 

事務局（服部課長） 

 特定 14 事業につきまして，前回，この委員会の中で，内容を作成し提示を，とい

うことでご意見を頂きましたので一覧表を作らせていただきました。これは，三重

県の事業でございまして，このうち鈴鹿市といたしましては，12 事業につきまして

今は実施をさせていただいております。この中で，13，14 の二つは実施をしており

ませんので，よろしくお願いします。 

（横井会長） 

 その他よろしいでしょうか。 

（福本委員） 

 先ほど，三重県とおっしゃいましたが，これは国の方ですね。 

事務局（服部課長） 

はい，そうです。 

（横井会長） 

 その他よろしいでしょうか。それでは次へ進めさせていただきます。 

それでは評価についての協議に入ります。次に評価する議題についてお願いします。 

３ 評価 

事務局（渥美） 

評価シートの結果について，皆様からいただいた意見や評価で，各課へ回答を求

め，12 ページにわたる表を作成いたしました。まず★印を見ていただきたいのです

が，★印は委員の皆様が要検討とされた項目ですので，★印だけついております。

意見等をいただきながら，答が空白欄もございますけれども，未記入にてご容赦願

いたいと思います。 

次に抽出した議題と抽出方法ですが，会長と事前に相談をいたしまして，検討要

やご意見をいただいた中の数が多い件数で選ばせていただきました。それは，4 人以

上の委員の方が検討ありとされた項目で，具体的な取り組み事業名としましては，

（5）地域子育て支援センター事業，（47）子育て支援短期利用事業（トワイライト

ステイ），（86）女性相談事業，（135）子ども教育相談の 4 項目がございました。こ

の 4 項目について，評価をしていただきたいと考えております。一項目ずつお願い
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したいのですが，（135）子ども教育相談については教育研究所の事業の項目ですの

で，担当課の出席を依頼しております。今日，同席させていただいて協議の議題の

説明をしていただきたいと思っております。それでは，（135）子ども教育相談のこ

とについて，説明をお願いします。 

（横井会長） 

 ここまでの内容は，今，お話がありましたように，皆さんからの指摘事項が，4

件以上あった項目について，優先的に協議したいということです。また，4 件のうち

最初の 3 件は，主管が子育て支援課ですので，改めて課長に来ていただかなくても

良いのですが，4 件目の 135 番，子ども教育相談については，鈴鹿市立教育研究所

の方が主管ですので，所長さんの方から，お話を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] 

鈴鹿市教育研究所（杉野所長） 

 教育研究所の杉野と申します。135 番の子ども相談でございますが，その中に虐

待の関係で 2 つご意見いただいております。虐待の相談強化，疑問ということでＡ

強化とはならないのか，というようなご質問ご意見いただいておりますが，これに

ついての評価で，事前に委員の方々に報告させていただいたのは，確か C の見直し

を図るというような中身だったと思うのですが，虐待関係は，現在，研究所で保護

者と相談したり，学校と相談したりの業務をさせていただいていますが，これまで

虐待については，主として北勢児童相談所に情報提供しながら，子育て支援課とも

連携して対応してまいりました。ところが，子育て支援課内に家庭児童相談室とい

う専門的な機関が開設されました。そういった意味で，家庭児童相談室は通告であ

るとか，相談の窓口と今現在なっております。そういったことは，学校の方にも連

絡をしており，方向，ルートが変わったことを受けて再検討と報告しています。学

校には，これまで同様に，虐待の防止，早期発見，早期対応について，研究所から

従前どおり啓発をしており，相談についても従前どおりでございます。 

 また相談等での保護者支援であるとか，学校支援については十分させていただく

つもりです。相談強化につきましても臨床心理士を専門家ということで配置をして，

保護者との相談であるとか，安心の機能を充実してこれからもやっていきたいと考

えていますので，C の再検討とさせていただきましたが，ご了解いただきたいと思

います。それから，チャイルドラインの関係ですが，子どもたちの声を受け止めて

いただく相談先のひとつということで，子どもたちへの案内のお手伝いをしており

ます。チャイルドラインと連携して取り組むということはありませんが，子どもた

ちの声に耳を傾けてくれる場ということで，学校関係・先生・保護者とは違った別

の視点で話を聞いてくれる大切な場ということで，これからも子供たちへの案内・

啓発のお手伝いをさせていただいて活用を図っていけたらと思っています。このよ

うなことでよろしいでしょうか。 

（横井会長） 

どうもありがとうございました。いまの説明で何かご質問あれば。 
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[特に意見なし] 

それでは子ども教育相談については以上で終わりたいと思います。 

（奥委員） 

ちょっと今お聞きしていまして，虐待相談を受けていただくときに，確かにメイン

になるのはどこ？というのは，誰しもが，どこへ行ったら良いのか，というのはも

ってみえると思います。それが，学校では啓発をやりますが，窓口はどこかといっ

たら，家庭児童相談室になるという棲み分けが，ご理解いただけるのかということ

と。もうひとつ，一番大事なことは，要保護児童対策協議会，鈴鹿市さんに立ち上

げていただいていると思いますが，そこがメインになっていかないと，この種のも

のについては，啓発とかだけではなく，実質どうするのか，問題点になるものと違

うのかと感じたもので，C ではなく A でというのを意見として言わせてもらいまし

た。なぜかというと，通報があって，それじゃ今何をしましょうではいけないわけ

ですから。私は，その辺をもう尐し強化していただいて良いのではないかと思いま

して，かなり意見を書きました。相談所も確かに，対応しておりますが，メインと

して今，家庭児童相談室が鈴鹿市さんの場合，本当に色々とご厄介になっておりま

すので，その辺との連携というのが。 

事務局（服部課長） 

今の組織の話が，先に言わせていただきましたとおり，10 月 1 日去年おととしに，

家庭児童相談室を立ち上げまして，今メインとならせていただいています。連携は

当然させていただいておりますし，協議会の中にも当然教育委員会の方も入ってい

ただいておりまして，というか，協議会にも入っていただいておりますので，十分

知っていただいているとおり，連携強化という中で協議会も立ち上げて，一緒に今

やらせていただいている状況で，窓口につきましては，家庭児童相談室という組織

ができましたので，そこがメインでやらせていただいているということでご理解い

ただけますでしょうか。 

 

（奥委員） 

理解はしているのですが，現実に運営をされたときに，いいのかなと思ったもので

すから，意見を言わさせていただいたのです。というのは，実質家庭児童相談室の

方だけでは，無理があるし，連携と言われても，実質子供を一人保護するにあたっ

てどうするという連携がないと，家庭児童相談室の人にそれじゃ頼むわという話に

なってしまう，現場の学校の先生は困るというのが出てくるのではないかと。こう

いう取り組みが大事なのですよって言うのをもってみえるのならそれを書くべきだ

と思うし，やれないのなら家庭児童相談室が中心ですというとこへ持っていく方が

いいのではないかと。現場が本当は困ってみえるのではないかなと思うのです。 

 

事務局（服部課長） 

現実問題としては今家庭児童相談室が当然連携を図っておりますので，小中・幼稚
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園・それから私ども持っておる保育所もそういった通報は家庭児童相談室もしくは

教育研究所に入りますと，私どもに案内いただいて，学校関係については先週も事

例がありましたが，学校については一緒に行かせていただいているという状況でご

ざいますので，そういったことについては連携をとらせていただいております。 

 

（林委員） 

今，奥先生がおっしゃったように，現場の私たちは通告義務があるということで，

させていただいているのですが，今服部課長がおっしゃったようなことは全然身近

には感じてないです。教育研究所というのはやはり私たちの中ではまだ不登校の相

談のみという形の認識であるし，ここで初めて虐待に関してこんなにもたくさんか

かわりをもってみえるのはちょっと驚きでした。もうひとつは，はっきり言って今

までは直接北勢児童相談所に通告しなければならない重症なことというのは，すご

く頼りがあったのですが，今鈴鹿に家庭児童相談室ができたということで本当に小

さなことから相談できるところということで私たち本当に助かっています。ただで

も，私たちが今まで関わった中で，教育研究所にお電話して，聞いてもらえなかっ

たということでこちらに帰ってきて，そして私達が家庭児童相談室にお知らせする

ことが多いです。一般の本当に困っているお母さんたちが，どこを頭に浮かぶかと

いったらやっぱり先生が一番初めで，それで先生から家庭児童相談室に行くルート

と，それがどんな風に分けられているのか私たちも全然わからなくて。私たちは家

庭児童相談室へすべてやりたいと思っていますし，未だに私たちの中では不登校と

かお母さんと学校とのトラブルというのは教育研究所のほうにというような重点的

な考え方を持っていますので，今おっしゃったように連携を取って虐待のことをや

っていますというのは，反対に新鮮な思いがしたのですけれども。それはもう尐し

PR をしていただかないと，教育研究所の感覚と家庭児童相談室との感覚というのは

全然違いますね。今は。 

 

事務局（服部課長） 

これについては，私ちょうど去年代わってきまして，校長会幼小中とありまして，

そこへ説明という形で出させていただきまして，家庭児童相談室も出来て，相談機

関ですよということでその場で 30 分くらい時間いただいて説明させていただきま

した。 

 

（林委員） 

それは今年，19 年度からということですか。 

 

事務局（服部課長） 

18 年 10 月に家庭児童相談室ができましたので，当然 PR ということでやらせてい

ただいたのですけれども，年度当初にそういう組織ができましたよということを再
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度説明させていただきました。 

 

（林委員） 

逆に言ったら，けやきやさつきなどの情報は家庭児童相談室は全然持っていないで

すよね。どういう連携をとっているのかが，私には見えないですけれども。いじめ

にあった子供たちの対処というのはそういうところでされていると思うのですけれ

ども。連携というのがどういうところの職務で連携されているのかが分からないで

すね。 

 

教育研究所（杉野所長） 

虐待は，突然虐待になるかというと，ケースをみていると，相談があってすぐ虐待

ということではなくて，いろいろ情報があって，子育てについてのいろいろな経過

があってそして虐待になっていくことが結構あるかと思うのです。ですから，うち

がもっている情報の中で，その時は虐待と考えていなくても，虐待に結びついたら

情報提供は当然させていただかなければならないし，逆に家庭児童相談室からこう

いうケースで以前に相談等ありませんかという問い合わせがあったり，そういう中

で連携をしていく。虐待も，学校へ行かさないような，不登校に近い状態になって

いるような虐待もあれば，養育的な問題での虐待もあれば，福祉の支援をいただか

なければいけないような家庭的な問題の虐待もあれば，いろいろ幅が広いので，学

校からのいろいろな情報もうちにはありますし，その中で虐待のケースは当然家庭

児童相談室にお願いすることも結構あるのですが，要は，窓口が一本化というとそ

こだけしか対応しないのかというイメージがありますけれども，うちも相談させて

いただくし，家庭児童相談室もさせていただくし，なおかつ，相談をしようとして

いる方にとって敷居が低いのが研究所であれば研究所に来ていただいたらよいと思

うのです。それで，研究所のほうから家庭児童相談室を紹介させていただくことも

ありますし，また逆に家庭児童相談室の方が敷居が低ければ，そちらの方へ直接相

談したり，民生委員の方へ相談したり，学校の方でそういう状況把握してうちに連

絡があったり，様々でございまして，ルートがこうでなければいけないとすること

の方がなかなか動きにくいという思いはあります。 

 

（林委員） 

それを私たちはずっと言い続けてきた立場だったので，そういう風なガラス張りに

なったということであれば歓迎したいと思います。 

 

（村林委員） 

先ほどから学校関係の話題が出てきましたので，幼小中代表として意見を言わせて

ください。実は，だからこの会議が立ち上がったと理解しているのです。今までは，

学校教育に関することは学校が。経済的な理由等々で母子福祉担当課。困っている
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子どもがそれを重複している部分があっても，窓口がそれぞれちがっていたわけで

す。学校では虐待等みたときに，ひとつは，保護者の養育的能力が低いために起こ

ってくる場合があるし，それから，保護者が暴力的なために子どもが虐待を受けて

いる，それから，親には育てたいという気があるけれど経済的な理由でそれが上手

くいかないとか，それから，地域から孤立しているとか，それから，学校教育の学

校の中だけではもう対応する限界がある福祉担当課でも限界がある。そして民生委

員さんとか，医療的立場とか，北児とか，市 P 連とか，いろいろなところに手を携

えて施策をしていかなければいけないので，立ち上がってきたのがこれではないか

なと思っています。そういう意味では，林さん達が頑張ってくれたその声が今認知

されて，みんなで考えようというときになってきたので，問題は現場で一生懸命し

ていただいている林さんすらも知らない状態なので，告知するというか PR する施

設が必要だと思うし，困ったときにはどこどこに助けてもらえるという，教育研究

所もしかり，それから家庭児童相談室もある，北勢児童相談所もある，近所の民生

委員さんもある，すぐ近くの学校や保育所の先生でもよい，と具体的に分かる形で，

SOS を出せる場所を示すことが大事かと。それを私たちがいま話をすることで生き

てくることになるかなと思い言わせていただきました。 

 

（横井会長） 

全体にいろいろ意見いただいたのですが，この会議の性格は，それぞれ担当部署で

きちんとやっていただいているのですが，それぞれ専門の立場から助言をいただく

という形でよろしいですか。最初は表にするとかしないとかで，話が大げさになっ

てしまったのではないかと思うのですが。先週も２時間，今週も２時間という時間

では，全てのことを全員が，専門的なところもあってわからないこともあるのに，

すべてについて承認，承認，というのは難しくて。それぞれ専門の先生からいただ

いて，それぞれの主管のところが参考にしていただいて，よりよいものに次の年は

なるという方向的に捉えた会議ということでよろしいでしょうか。先ほど村林委員

の方から相関的にこの委員会で，虐待というのがいろいろな部署にまたがるのです

が，そこへ意見は言うのですが最終的には市役所の方で総括していただくのですが，

これについては，それを総括するのが子育て支援課ということですね。この内容に

ついては。虐待については，家庭児童相談室が子育て支援課内で今扱っているとい

うことで，虐待の扱いの中心は子育て支援課になってきているという認識でよろし

いのですね。本当に困った人がその時認識しているかというのは別問題で，さきほ

ど村林委員の言われたように PR をしていただいて，円滑にというのが林委員の意

見でもあったと思うのですが。この件につきましてはよろしいでしょうか。 

 

（二井副会長） 

これは，医師会も入って虐待の防止会議とかやっていますけれども，やはり定期的

な意見交換の場が必要だと思うのですけれども，その辺はどうなのですか。 
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事務局（服部課長） 

今おっしゃっていただいていますように，要保護児童・DV という形の協議会を開催

させていただいております。代表者会議と実務者会議という形でそれぞれやらせて

いただいておりまして，それから，ケース会議というのは専門的な方は，今おっし

ゃっていただいたように医師会からも来ていただいておりますし，教育委員会から

も来ておりますし，我々福祉の関係，それから今日出ていただいておりますけれど

も，所長さんも出ていただいております。そういった形でそれぞれの代表の方が来

ていただいてやっております。 

 

（二井副会長） 

代表者会議はだいたい偉い方が出るもので，実務者会議をいかに動かしていくかが

問題だろうと思います。 

 

（横井会長） 

どうもありがとうございました。 

 

【杉野所長退席】 

 

（5）地域子育て支援センター 

  

事務局（服部課長） 

それでは地域子育て支援センター事業について，ご説明申し上げます。今表をお配

りしましたが，まず，地域子育て支援拠点事業という形のものに変わっていく中で

説明をさせていただきたいのは，センター事業というのが，２．事業内容の②に書

いてございます。このセンター型につきましては，上に書いてあります基本事業の

１から４をすべて実施し，なおかつ，週５日型以上のものにつきまして，実施いた

しますと，補助が受けられるという事業でございます。この事業につきましては私

どもが管轄しておりますけれども子育て支援センターりんりん，御薗町にございま

す。これが該当する施設でございます。②センター型の中に「なお，従来の地域子

育て支援センター（小規模型）については，」と書いてありますが，これにつきまし

ては先ほど５日以上と申し上げましたのが，３日・４日型という事業がございます。

こういった事業については，小規模事業ということでさせていただいております。

この小規模事業につきましては，私立の保育所で行っていただいているのと，ちょ

うど今日委員さんで出席いただいております二井先生のところでお世話になってお

ります，そういう小規模型というのがあります。鈴鹿市としては補助をいただける

分としてやっておりますので，鈴鹿市の人口規模に見合った件数という形で承認を

いただきまして，補助申請をさせていただいているところでございます。この小規
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模型につきましては，下に続けて書いてあるとおり，３か年の経過措置を設け，ひ

ろば型又はセンター型に移行するという形で国が決めてまいりました。そういった

ことを踏まえまして，センター型については，先ほど申しましたようにりんりんが

させていただいておりますけれども，この事業についてはなかなか難しいというこ

とで，①ひろば型については，つどいの広場という形で開設していただきまして行

っていただいている事業でございまして，３日～４日型・５日型という形のものに

つきましてお願いをしているところでございます。これにつきましては国の鈴鹿市

の基準といたしましては，今は２か所ございまして， NPO 法人の方と社会福祉法

人の２か所でお願いしているところです。そういった中で国の考え方というのが，

地域子育て支援拠点事業という考え方に変わってまいりましたので，先ほど申し上

げましたように，子育て支援センターの小規模型，私立保育所さんと二井委員さん

のところでお願いしております，そういったものについては，ひろば型という形に

変えさせていただくという形で，平成 20 年度から進めさせていただきたいという形

で，こういった事業名称の変更という形で一部挙げさせていただいておりますので，

ご理解をいただきたいと思います。 

 

（福本委員） 

今現在地域子育て支援センターでやっている保育所さんがありますね。場所と，数

を教えて下さい。 

 

事務局（服部課長） 

まず，今やっていただいていますのは，くすのき保育園，いそやま保育園，第２石

薬師保育園，高岡法輪保育園，ながさわ保育園，それから白子クリニックでやって

いただいております。これが子育て支援センターの小規模型といわれるものです。 

 

（福本委員） 

つどいの広場は。 

 

事務局（服部課長） 

つどいの広場は２か所ありまして，サラダの国とトゥインクルです。国の施策に乗

りましてそういう補助がいただける数だけお願いをさせていただいておりまして，

市単独ではまだひとつもやらせていただいていないのが現状です。 

 

（福本委員） 

今後移行していくということですけれども，数が増えてくるのですか。 

 

事務局（服部課長） 

センター型につきましては，りんりんはそのままでございますけれども，ひろば型
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につきましては，今２か所を４か所増やさせていただいて６か所を考えております。 

 

（福本委員） 

この小規模型はこのまま残すということですか。 

 

事務局（服部課長） 

小規模型については，まだはっきりはしておりませんけれども，市としては，先日

プロポーザルという形をさせていただきまして，つどいの広場型にお変わりいただ

くというものの指示をさせていただいております。 

 

（横井会長） 

よろしいでしょうか。時間もありますので，それでは次の 47 番，子育て支援短期利

用事業。 

 

（47）子育て支援短期利用事業（トワイライトステイ） 

 

事務局（服部課長） 

これにつきまして簡単にご説明させていただきます。まず，トワイライトステイ事

業でございます。児童を養育されている父母もしくは祖父母などの保護者の方が，

仕事などの理由によりまして，恒常的にお帰りが夜間になってしまう場合や休日も

出勤で子供さんをみられないというような事情の中で児童の養育に困難が生じてい

る場合について，その児童を児童福祉施設に通所させていただきまして，専門の指

導員が，生活の指導や，食事の提供等を行いまして，これらの児童やその家庭の生

活の安定並びに児童の福祉の向上を図る目的に実施をしている事業でございます。

実施施設は，ショートステイ事業の委託施設と同様でございまして，乳児院，母子

生活支援施設，児童の養護施設と委託契約を交わさせていただいております。H19

年の 4 月から新たに，エスペランス桑名の１施設を加えさせていただき，現在８か

所と委託契約をしているところでございます。こういったことについて，PR 不足で

はないかというご意見をいただいております。ショートステイ事業と一緒に案内を

させていただきますのが本来ですが，ショートステイ事業につきましては， DV 被

害者などの受け入れをお願い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，その都度その都度というのはあまり PR させていただいていませんけれど

も，鈴鹿市のホームページの中では常時掲載しご紹介させていただいているところ

でございます。また，放課後児童クラブでトワイライトステイ事業について対応で

きないかとご意見もいただきましたけれども，これにつきましては夜間の一時保育

ということになりますので，今の放課後児童クラブではとても指導員の問題，それ

から施設の問題につきましても，市の方からお願いできる状態ではございませんの

で，これにつきましてはご理解いただきたいと考えているところでございます。 
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（横井会長） 

これは，年間どのくらいの数ですか。 

 

事務局（服部課長） 

これはほとんど無いのです。 

 

（横井会長） 

無いことは良いことなのか悪いことなのか。 

 

事務局（服部課長） 

私どもは良いことだと考えさせていただいております。 

 

（横井会長） 

以前の策定委員会の席でも，里親制度の話や，鈴鹿に児童養護施設造ったらどうだ

とか，現実不可能ですが。そんな話も出ていたと思うのですが。現実的には，利用

者がいないのか PR 不足なのかという話がここで話題になっていたということです。 

 

（奥委員） 

確かに鈴鹿市さんのショートステイなど，無いのが事実ですよ。ただ，今から，私

どもが，なるべく増やしてくださいと言うのは，今，満床状況になってきています

ので，多分措置をおくというのが今後無理なのです。それで，ショートステイの場

合は，定数の１割までオーバーが認められますので，そっちでいかないと，受入れ

が困難になってくるのかなというのがあったものですから。今までは全部措置で対

応していたのですが，若干そこのところがはっきりしませんので。ここに定数 30 と

書いてあるのですが，これは 30 日と読み替えるのですか。どれだけの人数を取って

もらってあるか聞かせていただきたい。 

 

事務局（柳井谷） 

ショートの場合ですと７日が限度ですので，７日未満であれば，その都度，施設の

方に確認させてもらって，受けとるのが現状です。 

 

（奥委員） 

要するに，予算はあるということですか。時々あるのは，他の自治体ですが，ショ

ートでお願いしますと言ったら予算がありませんと。 

 

事務局（柳井谷） 

そんなことはありません。 
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（奥委員） 

わかりました。 

 

（林委員） 

今，横井委員の方から鈴鹿に養護施設は絶対無理というお話が出たのですけれども，

私たちは鈴鹿には児童養護施設がないので造って下さいという声を今でも上げてい

ますので，それはこの場では言っていただいては。 

 

（横井会長） 

すみません。失言でした。 

 

（林委員） 

それともうひとつ。ショートステイやトワイライトについても，お金が関わってく

るわけです，親の負担が。そこに預けたい人というのは，やはり裕福な方が預ける

わけではなく，時間もなくてお金もないからそんな時間に働くという方があるかと

思うのです。私もご紹介させていただこうと思ったら，１時間いくらだということ

でお断りになった例。それから，鈴鹿にない。それも自分で連れて行って，自分で

連れて戻ってこなくてはならないということでお断りになるケースなど。やはり，

身近な存在に施設がないということを私たちはひしひしと感じていつも活動してい

るのですけれど。予算ありきで人が利用しないというのは，まったく変な現象であ

って，やはり使っていただけるようにもう尐し考えていただく方向で。ましてや条

件があるのですね。ショートステイなどでも，お母さんが気分的に詰まってきてち

ょっと買い物に一日歩きたいから預けたい，ということもありかと思うのです。虐

待の一歩手前ということで。そういうことも今まではダメだったと思うのです。そ

れでもそれだけ利用の方がいないのであれば，緩めていただいて，もう尐し門を広

くしていただく方向も。せっかくあるのに，実は使われてないのです，というとて

も情けない話が今あったのですけれども。私たちいつも，家庭児童相談室でもいっ

ぱいです，里山さんの方にも鈴鹿の方がいっぱい来ていますと言われたり聞いたり

すると，どうして鈴鹿にないのだろう，この子は絶対養護施設に預けた方がお母さ

んもお父さんもこの子も助かるというような子どもが，もう本当に入る寸前までい

ったら，四日市なのであれば預けられませんと言われて，もう何日もかかって相談

したことがその日に終わってしまったという例もありますので，やはり。 

 

（横井会長） 

当然，十分，関係の課でもお含みおきください。よろしくお願いいたします。 

では，続きまして（86）女性相談事業ということで。 
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事務局（服部課長） 

それでは，女性相談事業についてご説明させていただきます。 

鈴鹿市では，鈴鹿市婦人相談員設置要綱というのがございまして，これにつきまし

ては，売春防止法に基づきまして，この社会福祉事務所に婦人相談員を置くとなっ

ております。そういったことから，１名を置いているところでございまして，婦人

相談所につきましては，社会福祉事務所長の命を受けまして，配偶者からの暴力，

その防止及び被害者の保護に関する，法律に規定する業務をさせていただいており

ます。また要保護女子等の発見や相談・指導を行うことができるものとされており

まして，相談業務につきましては，夫・子供などに関する人間関係や住居問題，経

済関係，医療関係などがございまして，現在，先ほどもご説明申し上げましたとお

り，家庭児童相談室ができましたので，その中に婦人相談員１名，家庭児童相談員

１名，ケースワーカー１名，所長がおりまして，計４名で相談体制をとっていると

ころであります。それから，相談窓口の一元化という内容につきましてもご注文い

ただいておりますけれども，先ほど教育研究所長も申していましたとおり，相談に

つきましてはそういったいろいろな窓口がございまして，敷居が低いところ，また

しやすいところに，まずご相談していただいたらよいということで，窓口の一元化

というのはあまり今考えていないところでございますので，ご理解をいただきたい

と思います。それから，女性と婦人との使い分けにつきましては，先ほど申し上げ

ましたとおり，要綱につきましては今現在婦人というのが使われておりまして，た

だ一般的には女性ということも使われておりますので，そういったことにつきまし

ては，また今後考えてまいりたいと思います。よろしくお願い申し上げます。以上

でございます。 

 

（横井会長） 

はい。ご質問ありましたらお願いします。 

 

（福本委員） 

先ほど課長の方から，一元化は考えていませんということだったのですが，一元化

と書いたのですがその意味というのは，いろんな相談があってもどこへかけていい

か分からないというお母さんがたくさんいるのですね。とりあえず総合窓口のよう

なところで，どこへ行ってよいか分からないが，そこへかけたら，これはここへ行

ってください，いやあなたの場合はこうなのでこっちの課へ行ってくださいという

ような案内をしてくれる窓口があるとかけやすいのですけど，最初から私はこの相

談だからとわかっている保護者は尐ないのです。だからいつも他の自治体から来た

お母さんなどは，こども相談のような形で窓口が一本あって，そこへ行けば振り分

けてくれる。鈴鹿市の場合は，自分から担当課を探さないと，なかなかそこに辿り

着けないというのがあるので，そういった意味で書いていますので，またご検討い

ただければと思います。 
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事務局（服部課長） 

以前，市民相談室に私おりまして，今市民対話課にも市民相談グループがございま

す。そこが市民相談の総合窓口ということでさせていただいております。 

 

（福本委員） 

それが，わからないのです。市民相談のところには，なかなか行かないので。 

 

事務局（服部課長） 

そういった周知につきましては，今おっしゃっていただきましたので，私どもとし

ても，考えさせていただきたいのでよろしくお願いします。 

 

（横井会長） 

他よろしいでしょうか。 

それでは，事務局から予定していた４項目の協議はこれで終わりましたが，特に気

になるところなど，よろしいですか。 

 

（二井副会長） 

僕は産婦人科医なので，いつも不満に思うのは，子育て支援というのは生まれてき

てからの支援ばかりで。子育て支援という名目は何年も言われてきていて，尐子化

は全然止まっていないのです。一昨年は，わずかに増えましたが，また去年減った

と思うのです。やはり横並びのことばかりではなく，鈴鹿市は，というのが本当は

やってほしいのが一つの意見です。それともう一つは，怒られるから言いませんが，

医療者からいいますと最近の患者さんの病院へのかかり方に困っているのです。時

間外に病院へ押し寄せる。特に小児科の救急の問題なのですが，病院へ行くのは働

いてからというような方が非常に多くなって，我々も休みたいのですが，時間終わ

って，飯食べている時に，よく電話があるとか，そういうことも多くなって。先般，

小児救急というのが問題になって，鈴鹿市の小児の救急が全然できなくなってきて

いる，ただ患者側からの，小児科への要求は高くなってきている。いったん診たら

医療ほど不確実なものはないのですけれども確実性が求められる。ということで結

果が悪いと責任が問われる。というようなところが多くなってきている。となると，

医者としてやっていられないという事態にどんどんなってきて，我々産科医もそう

ですが，小児科医も増えてくればいいわけですが，どんどん減ってきているのです。

三重県も例外なく減ってきている。それで，やむを得ず小児科の場合，集約化とい

うことをやるわけですが，医師が尐なくて集約化したわけですが，その結果として

は，回生病院に２人，鈴鹿中央に 2 人居て本来 4 人なのですが，もう鈴鹿中央が減

っていくので，3 人。しかも鈴鹿中央 2 人が大学院ということで研究に帰る。そう

しますと，1.5 人位の状況になってくる。そうしますと，桑名は，鈴鹿でも一緒なの
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ですが，三重県の救急やるところが，津と四日市くらい。ここは鈴鹿ですので，鈴

鹿のことを考えますと，私の言いたいのは子育て支援の中でも，やはりメリハリを

つけてしてほしいという，我々の立場からいいますと，いつも本当にかかれる時は，

お腹が昼間痛ければ，やはり昼間にかかってほしいということ。この場で言うのは

不適切かもしれませんが，次世代の育成支援の中でも，それを守らないと，どんど

ん後退をしていく。この間，中央病院の説明では 10 時半以降は二次救急を取りませ

んということでしたので，鈴鹿は 10 時半以降どこにも子供が入るところはありませ

んので，そうすると，三重国立，三重病院ですね。しかしこれは紹介状がないと行

けませんから，そうすると，そこを鈴鹿市の小児科の先生が考えてくれるとは思う

のですが，しかし深夜に，きちんと診られるのかどうか，患者さんに教育というと

失礼なのですが，支援の中でも，この辺りは理解していただいて，やはり，かかれ

る時にはかかる，実際問題としては朝から熱があって，「どうして昼間来てくれなか

ったのですか？」「仕事に行っていました。」それが本当の子育て支援かと。もう一

つは NPO の方で預かりのがありまして，その人たちが連れてくる。幼児を預かる。

ただあれは凄く高いのです。1 時間 2 千円とか，そうすると，なかなかそうもいか

ない。これは，お願いと言いますか，非常に困っているので，このままでは，どん

どん開業医は増えていくけれども，病院あるいは，本当に診なければいけない救急

の人が診られない。ということになっても困るので，ある意味，次世代の中では考

えていかなければならないことだろうと思うのですが。坂井さんは元々小児科医で

すので，ご意見があるかもしれませんが。本当に子育て支援の中で，なんとか，お

母さんを助けて次また，診てもらおうという活力にしてもらわないといけないので

すけが，ただそれが，だんだん要求が高くなってきて小児科医でないと困るとなる

と，とても対応できないという今の状況で御理解だけしていただきたい。 

 

（林委員） 

先生の事情や，鈴鹿市の事情など，まったく分らずに，母親だけの立場で言わせて

いただきす。お医者さんというのは同じ日に，全部休むのですよね。例えば，木曜

日の昼から，どこのお医者さんも開いてない。例えば，5 時か 6 時には全部終わっ

てしまう。交替で時間をずらしていただくようなことはできないですか。 

 

（二井副会長） 

うちは，そういうことを行っているので，木曜日にうちに来られる人もいます。た

だ，応急診療所というものを鈴鹿は開設しておりますから，10 時半までは交代で開

業医が行っておりますので，そこへかかってもらうという事で対応してもらう。た

だ夜間，平日は内科医の先生とか，そこへ行って小児科医の先生がいないといわれ

ると困るということもあるわけです。圧倒的に，小児科が多いのですね，夜間救急

は。それはなぜかというと，さっき言ったように，確かに暗くなってくると，昼間

は大したことなかったのに，よいと思っていたのに，暗くなってくると心配になっ



 

17 

 

てくるのはよくわかる。ただ，そんな中で，かかれる時間帯にかかってほしいなと。

そうでないと，物理的に対応ができなくなる。泣き言のようでありますが。救急車

は有料制にして，受け取って，本当に二次であれば，受け取った側の医者が印鑑押

したらタダ。というくらいしないと。日本くらいです。カナダやアメリカは当然で

すけども，オーストラリアとか，だいたい 1 回呼ぶと 2 万円から 3 万円，救急車代

はいるのです。ですから本当に常識をもっていただきたい。タクシー代わりに使う

のは，ものすごく多い。当然，救急車に乗ると，二次救急という意味合いがあるの

で，鈴鹿中央で病院の受け取り側は，救急車が来れば診ざるをえないのです。でも，

本当にその中に，1 時間 2 時間で重症になりそうな，あるいは重症の人もいるわけ

ですが，救急車が次から次へと来てしまうと，一応順番で診ると，本当に助かる人

も助からなくなる。 

 

事務局（村山福祉事務所長） 

今，児童についてのお話でしたが，大人の二次救急にかかる状態も同じことでござ

いまして，中央や回生にかかる時間帯もだいたい仕事終わってから１時間か２時間

くらい。要は仕事を優先して，程よく二次救急にかかるという感じで。そういう人

たちが多数を占めているという状況で。昨年も全戸配布のパンフレットを入れても，

なかなかこれという決め手にはなりませんし，今週も CNS で応急診療所のことも入

れてかかり方について流しておりますけれども，市民の方すべてに理解していただ

けるというのはなかなか難しい。繰り返し繰り返し今のところやっていくより他な

いかなという感じです。 

 

（横井会長） 

大事なお話ありがとうございました。 

 

（坂井委員） 

二井先生のおっしゃることもとてもよくわかるのです。12 ページに意見として書か

せていただいたのですが，やはり考え方なのですが，次世代育成で，高福祉はやは

り高負担なのですが，日本人は非常に高福祉・低負担でなるべく払わずによいもの

をというのです。皆保険もあって非常に恵まれた状況なのです。金も物も人も減ら

されているというのが今の状況だと思うのですが，やはりメリハリをつけないとバ

ラマキではだめだと思うのです。しかも，主語は誰なのかということなのですが，

行政ができることなど本当に微々たるものなのです。だから誰がやるのかというこ

となのです。一番力を持っているのは住民なのです。だから住民をどのようにして

いただくかということなのです。先ほど村山所長言われたように，広報で PR する

とか。菰野町では救急車が来るまでに自分たちで AED 使えるようにとかですね，そ

ういう市民の団体を立ち上げて，たとえば子どもさんのことであれば，熱を出した

らある程度は家で手当てをしたらよいとか，ひと昔前であればおばあちゃんが教え
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てくれるようなことを，市民の中でそういうグループを。子育て支援の中でも，そ

ういうおばあちゃんの知恵袋のようなことを教えてくれる方を子育て支援センター

に来ていただいて，若いお母さん方に，子どもが熱を出したときやひきつけを起こ

した時にどうしますかというのを，授けていくことを行政がどのように仕掛けてい

くかとか，中身の問題だと思うのです。これはあと何か所で，いくら補助しますと

いうのはわかるのですが，中身をどういう人にきていただくかとか，たとえば看護

師でお孫さんがお見えになる方みえますね，セミプロです。そういう方に来ていた

だいて，子どもさんをみていただくと同時にお母さん方にも知恵を授けていただく

など，市民が主になって子育てを行うしくみをどのように作るかというのを，この

会議で論じていかないと。前回も言いましたが，何を目標にするかというのは数字

ではなくて，どんな内容にするかというのを真剣に論じていかないと，福祉も救急

医療と同じく崩壊していくと思います。保育所に話を伺うと，園長先生の激務は大

変なことになっています。やはりそういった現場を担っている人たちが，やりがい

が持てない状況になっている。先ほどの，小児科医がどんどんその場から立ち去っ

ていくというような。医療とか福祉とか，子育てに関わっている人たちがやりがい

がなくてそこから逃げ出していくような状況というのが一番問題で，それを解決す

るために，子育て支援策はあるのだと私は思うのですが，その観点からやはりこの

前も申し上げましたけれども，数値目標の設定や，どういうものを数値目標にして

いくかというのを，真剣に論じていかないと，ばらまき型になっている気がして不

安なのです。 

 

（福本委員） 

ご意見ごもっともです。私も子育て真っ最中で，自らＮＰＯ法人立ち上げているの

ですけれども，同じお母さん達にも不快感を覚えることがたくさんあるのです。行

政にすべてやってもらったらよい，自分たちはお金を払っているのだから，やって

もらって当たり前という考え方が 30 代の母親の中では主流です。二井先生が言った

ように，救急医療の問題からしても，親の意識をどのように改善していくかという

ことと，論点がいくつかあったかと思うのですけれども。本当にもしかすると会社

が社会が働く親を認めていないという，子どもが病気だろうが関係ない，会社のた

めに働いてから家庭のことはしろというような社会があるということと，あと，本

当に公的な補助がいるところには税金をメリハリつけて投入してもらわないといけ

ないと思うので。鈴鹿市としては行政ではできないということでしたよね。次世代

育成支援行動計画だけで話をしていますが，鈴鹿市自体，総合計画というのがあり

まして，そこでも市民との協働ということを言っているのですけれども，鈴鹿市に

は市民が協働していく条例もなければ，しくみも今ないのです。私たちＮＰＯをや

っていますけれども，一緒にやりたくても，行政が窓口を開いていないというのが

現状で，私たちが行政と連携していろいろやっていきたいのですけれども，窓口が

尐ないというのが現状です。他の自治体で，財政難で市民との協働でやっていかな
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ければならないというところは，ＮＰＯや市民の力をフルに活用しています。そう

いう仕組みもここでお話いただければ，子育て支援だけではなくて，全庁的に，鈴

鹿市全体としてどのようにしていくかということを問題提起していかないと，子育

て支援だけの問題ではなくて高齢者でも，すべて行政だけでは立ち行かなくなって

いるので，今は次世代育成という視点で話していますけれども，本当に今後はばら

まきではなくて，そこに市民がどう参画して，行政とともに企業とともにどのよう

に作り上げていくかというしくみを本当に考えていかないと，ただ計画を作って，

実施できたからＯＫでは，そこからどう市民が巣立っていったか，予算が尐しでも

削減されたかという形の計画に後期はしていただきたいので。子育て支援センター

の件でも，その中で，子育てサークルやお母さんたちをどう育成していくかという

ところがどうしても欠如してしまう。なんでもやってあげるという形なので。そう

いうところも後期では入れていただきたいなと思います。 

 

（村林委員） 

二井先生のお話を，教育の場にうつしかえて聞いておりました。現場で「先生，子

どもの学力をつけて下さい」これは私どもの本分です。「先生うちの子は好き嫌いが

あるのです」「うちの子家庭で勉強しないのです」おやっと思うのです。好き嫌いは

学校で指導するものではなくて，親が家庭教育できちんとすべきことです。家庭教

育というのは，家庭に入って親が子どもにできることをさせることです。救急車の

有料性も極端に思いましたがなるほどと思う。やはり，社会の仕組みを知ろうと思

えば，個人が社会的規範をもって，自主独立して，人とかかわっているという自覚

をきちんと持っていかないとだめだと思う。最近よく言われる，新しい公。要する

に，行政の仕事というのは，お金とかそれを全部やってあげるのではなくて，それ

ぞれ個人や住民やグループが自主独立していく活力を支援していく，頑張っている

人たちに支援をしていく。子育て支援も，だめなことはダメ，そんなものは自分で

しなさいと突き放すようなこと，そして，坂井さんがおっしゃるように，火傷した

ときにはアロエをつけておくとよい，それでみておいてブクブクしてくるようなら

病院へ行けばよいというような，おせっかいばあさん，隣人が増えることを行政が

支援していく，そういうことではないかなと思います。ここで何か提言するとすれ

ば，個人で責任をもって自主自立するという気構えをもって甘えすぎるなというこ

と。ひとりで働いていて昼間病院に行けないのであれば，5 時から 10 時まででも病

院にかかれる，これは行政がどこかと契約してやらなければいけないと思うのです。

昼間行けるのに夜しか行かないのは甘えです。そういう部分が大事だと思います。 

 

（横井会長） 

貴重なご意見どうもありがとうございました。協議の方は以上で終わりたいと思い

ます。 
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（林委員） 

61 番にありますが，母子保健地域推進委員というのが，主任児童委員が 32 名おり

まして，委嘱を受けてやっておりますが，ここに書いてあることは主任児童委員か

ら出た意見ではありません。これを受けて，色々考えまして，健康づくり課の保健

師さんとお話させていただきました。私たちは1歳半検診の未受診の家庭訪問にも，

母子保健の研修を受けているということでさせていただいているのですが，未受診

の家庭へ伺ったときでも，再度受診を受けなさいという啓発ではなくて，やはり未

受診になるお家はどういう家庭なのかというのを見に行くために私たちがいると思

っているのです。100％にできないかというご指摘もありますが，3 人目 4 人目のお

母さんなどは「どうして来たの」とかえって怒られるときもあります。だから，100％

は目標にはしておりません。未受診となったお家がどういう家庭なのか，また今後

保健師さんの訪問が必要なのかどうかというのを見に行くために私たちはやってお

ります。以前に比べてずいぶん件数は減ってきておりますし，これは決して私たち

の方から出た意見ではないということで誤解のないようにお願いします。 

 

（横井会長） 

うまく機能しているということですね。 

 

（林委員） 

確認をしまして，今までトラブルになったことは一度もないということで，やりが

いがあると思っております。 

 

（横井会長） 

具体的に伺った方が早いと思うので，矢田委員どうですか。 

 

（矢田委員） 

専門的な仕事内容を知っているわけではありませんが，身近にいる主任児童委員さ

んとお話する中で，市の主任児童委員という仕事の内容自体が，とても負担が大き

いと。もう一点は，子どもを持っている親からすると，主任児童委員さんとは案外

面識を持つ機会がないのです。たとえば，学校の行事の中で紹介でもあれば，お顔

だけでも面識持てるかと思うのですけれども。自分がたまたま学童の関係で相談に

行って，個人的にお話ができるようになっただけで，そうでない一般的な方からは，

一体どこの誰が主任児童委員なのか，あまりわかっていないと思うのです。だから，

もっと身近な方が，代わりにできないのかなと思ったのです。 

 

（林委員） 

主任児童委員はだいたい小学校区に１人です。だから範囲も広いです。虐待の啓発

とかもするのです。私たちは民生委員・児童委員というのも委嘱されているのです。
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他の民生委員さんも児童委員なのです。民生委員さんというのは各町にひとりずつ

みえますので，その方たちが児童委員の役割もされますので，主任児童委員だから

児童のことを全部やるとは限らなくて，主任というのは主に児童のことをする立場

であって，民生委員さんと一緒に動くことが多いです。今，小学校の入学説明会の

ときにも，民生委員と一緒に主任児童委員も行って紹介してもらうことも桜島小学

校では行っていますし，他の小学校でも啓発はしていると思います。校長先生のご

理解をいただけないと，私たちも勝手には押し掛けられませんので，それは今交渉

中です。 

 

（矢田委員） 

学校の中の会議などには，民生委員さん主任児童委員さんも参加されていますが，

直接個々の家庭との接点がなかなか。 

 

（林委員） 

前は主任児童委員が法律上個別訪問はできなかったのです。行くのであれば，関係

機関と一緒にしか行けなかったのです。でも，これだけ虐待とかいじめとか多くな

ってきたので，個別訪問も可能ですと。でも一人で行くよりは民生委員さんと２人

でという個別訪問が最近になってからです。 

 

（横井会長） 

他よろしいですか。 

 

（福本委員） 

今年度はこれで評価終わりということですか。 

 

（横井会長） 

そういうことです。 

 

（横井会長） 

来年度もこの会議はありますが，要望はありませんか。 

 

（村林委員） 

横井会長から 98 番不登校対策事業で，説明をいただきたいという意見をいただいた

ので，この資料で説明させていただきたいと思います。不登校生徒児童数の推移と

いうことで，平成 18 年度鈴鹿市の不登校生徒児童の状況で，小学校ですが 47 名。

30 日以上休んだものを挙げています。その出現率が 0.37％です。268 名に 1 名の割

合です。中学校は 220 名いまして 4.10％。24 人に一人という割合。全国と比べてど

うなのかを見て下さい。小学生の平成 18 年度，全国で出現率が 0.33％。全国では



 

22 

 

23824 名です。三重県では 385 名で 0.35%鈴鹿市では 47 名で 0.37%。若干，上で

すがほぼ一緒です。問題は中学生です。18 年度全国では 102940 名 2.86％，三重県

では 1597 名 2.90％，鈴鹿市では 220 名 4.10％です。鈴鹿市が多いという気になる

ことです。教育委員会としていくつか考えました。ひとつは，教育研究所に臨床心

理士を配置するとか，あるいは教育相談業務の充実に取り組むとか，あるいは臨床

心理士を学校に派遣するとか，専門的な立場で助言をいただく，こういう体制をと

っております。それから中学校にはすべてスクールカウンセラーを配置しておりま

す。小学校におきましては，こどもと親の相談員を４校に。市単独でも心の教育相

談員を 23 校すべてに配置しているという形で，日々行政・教育委員会・学校現場で

子どもや保護者の相談を中心に，その窓口になっているのが，先ほど村山次長のと

なりにいた教育研究所でございます。そして，不登校には怠学の問題。親あるいは

友達，教員との問題。いろいろな問題があります。そういう問題についても子育て

支援課さんとも連携を深めながら，親への支援もしている現状です。専門的にその

窓口としているのが教育研究所のけやき教室・さつき教室です。けやき教室には，

小学生４名，中学生３０名の３４名。さつき教室には小学生３名，中学生４名で合

わせて４４名。その復帰状況は，19 年 12 月現在では，中学生 8 名が復帰。部分的

な復帰では小学生 2 名，中学生 12 名，合わせて 14 名が復帰しております。そして

その復帰状況のパーセンテージですが，指導の結果登校できるようになった生徒が

小学生で 31％。中学校で 25.5％。継続した登校には至らないものの好ましい変化が

見られるようになったもの，小学生で 21％中学生で 23.6％でございます。特に効果

のあった学校の指導措置について，「電話をかけたり，迎えに行く」13 件「家庭訪

問や学業や生活相談など様々な指導援助」12 件「スクールカウンセラーや相談員が

専門的な相談に当たる」10 件「不登校の問題について研修会や事例研究会を通じて

全教師の共通認識をはかった」8 件「友人関係の改善を図った」8 件というようなか

たちで，まだまだ力不足ではありますが，特に中学生を中心に，小中連携で行って

います。以上です。 

 

（二井副会長） 

これは鈴鹿市で全体的に分布しているものですか。地域性はありますか。 

 

（村林委員） 

ほぼ全体的です。どこの学校だけ多いということはありません。 

 

（横井会長） 

貴重な説明ありがとうございました。それでは協議の方は以上で終わらせていただ

きます。次の議案に移ります。次に今後の予定について事務局よりお願いします。 
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事務局（渥美） 

資料の中のスケジュールをごらんください。 

１９年度は，２回の協議会を開きまして，その評価結果を各所属へ伝達をいたしま

す。２０年度について各所属から平成１９年度の評価の提出依頼をし，協議会で評

価をお願いすることになります。また，後期計画の準備を行う予定で，委員の皆様

にニーズ調査等の検討をしていただきたいと考えております。平成２１年度になり

ますと，２０年度の事業評価の提出と評価について協議を行います。 

後期計画策定の関係課の各所属から作業部会委員を選出し，行動計画の策定を協会

で検討し，最終議会へ報告し，決定公表されることになります。 

以上がスケジュールの予定となっております。 

次回の協議会は来年度となりますので，会長と相談して決定しましたら，皆様に通

知をさせていただきます。 

 

（横井会長） 

今年と違うのは，ニーズ調査を行われるということです。 

反省も含めまして，各委員さんからご意見いただけるとありがたいです。 

 

事務局（服部課長） 

先ほど会長から言っていただきましたニーズ調査について，来年度予算に委託料を

計上させていただいております。ただ最終的にまだ議会の議決はいただいておりま

せんので，はっきりしたことは申し上げあられませんが，私どもが考えていた数字

よりも減るような形ですので，前と同様の対象人数は難しいかとお考えください。

また，内容についてもご相談申し上げたいと思いますので，よろしくお願いします。 

 

（林委員） 

これを指針するにあたって，先ほど坂井委員の方からも数字ではないという話が出

ましたが，そういう思いというのはどこへいくのか，どこへ聞こえていくのか。せ

っかくここで意見があったものを，聞こえていくのは，最終的には 21 年度なのです

か。 

 

事務局（服部課長） 

まず，二井先生の方からお話ありましたことについては，私ども社会福祉事務所長

が出ておりますので，私ども保健福祉部に絡むことですので，健康づくり課等々に

はご意見は伝えさせていただく。保健事務所長さんからいただいたお話については， 

「りんりん」がございまして，今も事業の中でいろいろさせていただいていますが，

たとえば，講演会とか，ボランティアの方も来ていただいています，お話しいただ

５今後の予定について 
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いた講座内容については，まずりんりんの方と相談させていただいて，まずそちら

で実践してみようかと考えております。また他に発信できる部があれそちらにも発

信させていただきたいと思っております。 

 

（林委員） 

重要なことは，ここでお話したことが，反対の意見も出なかったということは，み

なさん同じ思いだと思っているのです。せっかく出たものを，ここにはＮＰＯ立ち

上げてみえる方もみえますし，民生委員がやっている子育て支援サークルというの

は非公開でやっているものですから，表に出ていないのですが，それは健康づくり

課と連携が取れていて，保健師さんのお手伝いもさせていただいている。だから，

そういう場所が，ものがいるわけです。そういうところに例えば二井先生がおっし

ゃった，救急の使い方の話題を出したり，不登校がこんなにいるのだとか，サーク

ルの連携によって話ができると思うのです。私たち，すごくよい話をしているのに，

文書だけのことになる気がするので，もしよければ各部署でどういう受け止め方を

したかという返事がいただけると，わかりやすい気がします。 

 

（福本委員） 

パブリックコメント制度というのがあって，いろんな計画があるとそれに意見を求

めるのですが，ＮＰＯのメンバーで，子育てのことであれば子育ての計画書を読ん

だりしてパブリックコメント出すのですが，それが全然反映されて何かに返ってこ

ない。そういうものを，私たち市民はひしひしと感じている。この会議で意見がど

のように反映されるのか目で分かるように図式化して下さいと言って出てきたのが

この資料なのですが，庁内体制といって，作業部会もどこの部署が担当課なのか明

記されていませんね。市長だけですね，これ。私たちの意見が五カ年の計画を見直

していくということですけれども，スピードが大事という条件下の計画の中で，五

カ年だけれども３年やっていてやはりおかしいな新たにやらなければならないなと

いうものがあれば，次年度からでもすぐ変更していただきたいのですが，そこが行

政のスピードが遅いといつも感じるところです。いろいろな意見があがってきたの

を，３月議会まだですね，意見を反映して来年度事業につなげて。それは難しいと

いう顔をされるけれども。ＮＰＯだとサッと動くのですけれども。もし来年度がだ

めでも，途中で補正予算があるわけですから，いろいろな意見があることを，ここ

で出しただけではなくて，本当に実現していただかないと，やっている会議の意味

がなくなってくる。 

 

（林委員） 

それもわかるのですが，今すぐにやらなければいけないことと，もう尐し長い目で

見ましょうということがあると思うのです。それは今日出されたものは，特に救急

のことなどは，明日からでもやってよいのではないか。民生委員・サークル・ＮＰ
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Ｏ，話題を持ち上げるところに持っていかなければ，上の人たちだけで言っている

だけでは。 

 

（坂井委員） 

行政は，投げかけるところです。あとは，市民の力。それは本当に大きいですから。

さきほど林委員が言われたような集まりに投げかけていただかなければいけません。

広報するとか，勉強会があれば話を持って行っていただくとか。私も私の立場でい

ろいろなところにやりますし，特に事務局に頑張っていただかなければならないと

思います。ニーズ調査の予算をとっておられるということですが，限られた予算の

中で設問項目を精査するのは非常に難しく大変な作業だと思うのですが，しかもア

ンケートというのは非常に誘導型ですから，やはりこちらがある程度のポリシーを

持って考えなければならないと思うのですが，事務局がどのような調査にしたいと

考えているのか聞かせていただきたい。 

 

（二井副会長） 

このニーズ調査というのは，前もそうでしたが，業者委託ですね。 

 

事務局（服部課長） 

はい，そうです。 

 

（坂井委員） 

だから，実際やっていることと連動していないと。すごく膨大な予算をとっていた

だくわけですから。施策に反映しないちぐはぐな設問項目では，ニーズ調査をして

も，調査対象者に対してお返しのしようもありませんし。 

 

（福本委員） 

前期のときに調査がきたお母さん方に聞いたら，やはり全然鈴鹿市にあった設問で

はなく，全国的なレベルの子育て支援がどうのこうのという，どこの市でも答えら

れるような設問だったので，鈴鹿市らしさは出ていなかったので，問題を身近に感

じられなかったと言っていました。鈴鹿市の計画に沿った質問でないと。 

 

（坂井委員） 

１問でも２問でも，独自の質問項目をいれるとか。それについては，追加質問項目

１つについて予算いくらとかなりますから，それは精査していかなければならない，

大事なことだと思う。 

 

（横井会長） 

ニーズ調査については，絶対というものは作れないと思う。確認したいのですが，
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20 年度は上旬・中旬・下旬の３回と理解してよろしいのですか。 

 

事務局（服部課長） 

予定としては３回ですが，実際こちらの方にお越しいただくのは２回と考えており

ます。 

 

（横井会長） 

福本委員や坂井委員のおっしゃるように，もっと独自的なものを入れていくのだと

すると，回数増やしてもらわないと無理ではないかと思います。予定としては２回

ですか。不可能ではないと思うのです。 

 

（坂井委員） 

どういうものが入れてほしいではなくて，事務局のポリシーを示していただいたら

よいのです。これだけ意見がでたわけですから。何もかもはできませんから，その

中で，鈴鹿市としてはこれを重点的にということを，事務局に言ってほしいのです。

そうすればみなさん付いてくると思うのです。やはりポリシーがないというところ

を，皆さん感じてみえるのではないかと。これでいきましょう，これでいかがです

かというのを出していただかないと，パブリックコメントもできない。 

 

（林委員） 

この 191 項目ある中で，重複しているのは除いたらどうですか。 

 

（福本委員） 

ぶら下がるところが違ってくるでしょう。そうすると行政計画としてはおかしくな

ります。 

 

（矢田委員） 

親の立場で，191 項目がとてもわかりにくいのです。この計画の内容を，願わくば，

出産から 0 歳から子どもの成長にのっとった順番で計画があるとわかりやすいので

すが。 

 

事務局（渥美） 

それですと，この計画自体をはじめから見直さなくてはなりません。国からの指示

もきますから，一概に鈴鹿市の独自色ばかりも出せないのです。 

 

（林委員） 

りんりんブックは生まれてから小学校に行くまで全部ですから，それをぜひご覧に

なって下さい。 
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事務局（渥美） 

今それは，出生届を出されたときにお渡ししています。 

 

（横井会長） 

計画については，この子育て支援課の日程，予定でよろしいですか。 

 

（福本委員） 

最後にもう一つよいですか。総合計画の単位施策の中でも，未就学児童，３歳から

５歳までの子どもたちがどこかの保育園・幼稚園には行けるようにしましょう，目

標が 20 年度に 95％にしますと作っているのですが，鈴鹿市はまだ 89％くらいなの

です。だから 11％くらいのお母さんたちはどこにも行けず，家庭でみているのです。

お金の話になりますが，お金のかけ方です。確かなデータではないのですが，公立

の保育所に行っている子ども一人に対して補助金８4 万円。私立の保育園に行ってい

る子どもたちには 60 万円の補助金が流れています。認可外の子供たちには 4 万 7 千

円しか鈴鹿市からの補助金はないのです。あと，公立の幼稚園行っている子どもた

ちには 46 万円ひとりあたりに流れていて，私立の子どもたちには 9 千 50 円しかな

いのです。だから，格差問題ではないですが，保育所等で子育て支援を受けている

人たちには財政が投入されていて，専業主婦等でどこにも入れずに家でみていると

いうお母さんたちには，何の税金投入もないのです。ニュージーランドやカナダで

は，一人あたり補助金 10 万円というのがついていて，この子が保育園に行こうが幼

稚園に行こうが 10 万円というお金がついてくるのです。専業主婦で何もしていない

ところには，半分が現金で支給されるというしくみです。国の制度が違うので，何

とも仕方がないのですが，そういうところにもご理解をいただいて，専業主婦で頑

張って子育てしているお母さんたちからは，頑張っている人に還元されない今の子

育て支援のしくみをどうにかしてほしいとご意見いただいているので，時間のない

中，ごめんなさい。 

 

事務局（服部課長） 

税金投入というのはその通りですが，補助金が出ているわけではありません。それ

ぞれの保育所によって税金の投入額が違うのです。公立については人件費がかかり

ますから，当然額も上がりますが，補助金が出ているわけではありません。税金を

使っているのは事実ですが。 

 

（二井副会長） 

11 月では遅すぎますから，次回はなるべく早い時期の開催をお願いしたい。 

 

（横井会長） 
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今日は大変有意義な意見をいただきましてありがとうございました。 

それでは，議事をおわらせていただきます。 

 

事務局 

・本日収録のＣＮＳの放映スケジュールを案内。 

 


