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 第４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 21年２月 23日（月）午後 14 時 00分～16 時 00分 

場所： 鈴鹿市庁舎 本館 12階 1205会議室 

■出席者 委員 11名 

      横井 一之  二井 栄    林  和枝   服部 高宣 

福本 悦子  奥  昭徳   坂井 温子   村林 直利 

後藤 やす子 （欠席：猪瀬 悟，矢田 真佐美）  

事務局 ４名 

ジャパン総研：２名 

■傍聴人 10名 

 ■第４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ニーズ調査の結果について 

 ３協議 

 ４今後の予定 

 ５その他 

 

１あいさつ 

（横井会長） 

 本日はお忙しいところをお集まりいただき，感謝する。それでは審議のほう

に入らせていただきたいと思う。 

 

（事務局 渥美） 

本日の資料の確認 

１．事項書 

２．第４回次世代育成支援地域協議会資料 

３．次世代育成支援に関する意向調査結果報告書 

４．前期調査結果の概要 

５．協議会のスケジュール案 

 

（会長） 

 本日は第４回目ということで，事前に配布されたニーズ調査の結果報告書に

目を通していただいたなかで，鈴鹿市として力不足と見受けられたところの検

討をお願いしたい。各委員はどのようなところを鈴鹿市の課題とお考えか，鈴

鹿市として力を入れて取り組むべきと見受けられたところはどこなのかを，限



 

2 

 

られた時間のなかで建設的かつ活発なご議論をお願いしたい。 

 

２ニーズ調査の結果について 

①報告 

（事務局 渥美） 

 ニーズ調査の結果につきましては，次世代育成支援に関する意向調査結果報

告書の説明を，ジャパン総研からお願いしたい。 

 

（ジャパン総研 木村） 

調査の種類が①就学前（０歳～５歳），②就学（小学生），③一般（20 歳～65

歳），④中学生・高校生世代，⑤事業所，⑥団体の６種類になります。対象数で

１点訂正があり，④中学生・高校生世代調査の対象人数を 1,000 人から 2,000

人に訂正。 

調査期間，配布方法，回収方法，回収結果の説明・報告（Ｐ３・４）。 

 就学前児童と就学児童への調査結果について（Ｐ５～）。 

 就学児童自身への調査結果について（Ｐ43～）。 

 中学生・高校生世代への調査結果について（Ｐ47～）。 

 一般への調査結果について（Ｐ57～）。 

事業所への調査結果について（Ｐ73～）。 

団体への調査結果について（Ｐ81～）。 

 

 また，もう一つの資料「第４回次世代育成支援地域協議会資料」について，

次世代育成支援地域行動計画についてということで，今までの流れと鈴鹿市の

現状について説明する。 

 次世代育成支援行動計画につきまして，少子化の主たる要因であった晩婚

化・未婚化に加えまして，出生力そのものの低下というあらたな現象の把握と，

急速な少子化の進行をふまえ，少子化の流れを変えるために次世代育成支援対

策推進法ができた。 

今回の後期計画において踏まえるべく事項としては，ポイントが２つあり，

１つ目が仕事と生活の調和（ワークライフバランス），２つ目は包括的な次世代

育成支援の枞組みの構築となる。この後期計画を策定するために，今回のニー

ズ調査をもとに後期計画の目標事業量を設定していく。 

 人口の推移などの調査・説明（Ｐ７～）。 
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３協議 

 

（横井会長） 

 気付かれたことがあれば，お願いします。 

Ｐ12の夫婦だけの世帯数についてですが。夫婦だけの世帯数についてみると

毎年 2,000世帯以上の増加となっていますが，平成 12年から 17年の間に増加

しており，この間が５年間あるので「毎年」かどうかはわからない。 

 

（ジャパン総研 木村） 

 毎年ではありません。 

 

（福本委員） 

前期計画の成果指標について「子育ての楽しさ」15.5％を 20％以上と「仕事

と家庭の両立の大変さ」72.2％を 60％以下は就学前のみのものか。 

 

（事務局 渥美） 

 前期は就学前だけのもの，今回は両方です。 

 

（福本委員） 

前期は，16年度では就学前のみだったが，「子育ての大変さ」今回は就学前

74.7％就学 75.8％就学前と就学児童の結果がでているがを合算してだすのか，

成果指標の数字の出し方はどうするのか。比較の仕方についてどう統一するか。 

 

（事務局 服部課長） 

 対比とする場合には就学前だが，後期については，今後どうとっていくかは

この場で決めていただければよい。 

 

（横井会長） 

 一番大切なところで，もう少し煮詰まってから決めていけばよいのでは。           

 前回に比べて回収率がいい。年齢の分布などもバランスがよい。 

 

（福本委員） 

  前期が就学前なのか，就学を合わせてしたものなのか知りたかった。前期が

就学前なら就学前で揃える必要がある。 
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（横井会長） 

前期が就学前だけだったので，就学前でないとまずい。確認ですがよろしいで

すか。次世代育成の対象としては，就学前だけではないが，一つの指標として

前回，乳幼児を育てられている方を指標にしているため，今回も就学前でよろ

しいでしょうか。 

 

（委員一同 了承） 

 

（福本委員） 

 平成 16年度に目標達成年度を平成 21年にしていたが，今回，アンケートは

平成 20年にとっている。それはどう説明するか。 

 

（事務局 服部課長） 

 この基本計画を策定するにあたり日程の関係もあり，ご指摘をいただきまし

たけれどもアンケートについては前倒しで実施させていただいた。 

 

（福本委員） 

  16年にアンケートをとっているが 5年後の 21年にしなければ指標や目標数値

が変わってくる。チェックするのが早くなっているのでそれをどうするのか。 

 

（事務局 服部課長） 

 21年に抑えなければいけないが，先ほどの説明でお願いしたい。 

 

（横井会長） 

 報告等で調整をお願いしたい。 

 

（福本委員） 

クロス集計はできるか。 

 

（ジャパン総研 江口） 

 データとしては出せる状況にある。属性別ならできる。 

 

（福本委員） 

 子育てが楽しいかというのと，成果指標との２つの目標があるが，働いてい

る人と，働いていない人とでの負担率というのが変わってくると思うので，そ

の割合を知りたいのでクロス集計ができたらやってほしい。子育てが楽しいか
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の目標数値は近づいた。21年に 20％するというのが今回 19.9％だったのでそれ

は達成かなと。子育てと仕事がたいへんだというのが 60％落ちなかった，成果

指標で，達成できていなかったが，それが就労によるものなのかを知りたい。 

 

（横井会長） 

二項目について，就労しているか，していないかでクロス集計をし数値をだ

していくと働いている方が大変だとか働いていない方が大変じゃないと思って

いるとかがわかる。ということですね。 

 

（福本委員） 

それをみることによって，後期計画において考慮することができる。 

フォローしていく必要があるところが見えてくる。 

 

（奥委員） 

 データに基づいて計画をたてるにあたり，検証していくためにもクロス集計

は必要だと感じる。5年の差がでているがその集計を出さないとでてこない。高

校生の年代でも調査をしているが，ただ数字をとるのではなく，なんらかに活

かしていくべきだ。調査をするだけでは意味がない。計画をたてていくための

データが必要。 

 

（坂井委員） 

 わたしも同感だ。女性は 40代後半から就業が下がっていくが，これはおそら

く介護が要因だと思う。三重や鈴鹿市は若い世代が多く，高齢化率も低い。鈴

鹿市の施策を作っていく上で，すごく大事なデータだと感じるので，健康福祉，

その他にも活かしてほしい。共有していただきたい。 

 

（事務局 服部課長） 

 この資料は 3月 6日に予定している関係各課の会議にも提供して全庁的に活

かし，計画を組んでいく予定。 

 

（坂井委員） 

 各課からクロス集計の依頼があったらしてほしい。 

 次世代とすこやか親子いきいきプランが一体になっていない。 

国もすこやか親子も二年延期にしている。高校生世代。思春期の問題 

すこやか親子の 4本柱の一つ。そういうのも含んでほしい。 
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（横井会長） 

 生データをオープンしてもいいのか。 

 

（福本委員） 

 課から依頼があったら，対応できるか。 

 

（事務局 服部課長） 

できる。できないはある。 

 

（村林委員） 

 幼稚園再転で公立保育所の民営化問題。保育時間のニーズをみるのにも，就

学前のニーズをとるには大変良い。３歳児保育のニーズが高い。これがそのま

ま活かせるかについては財源の問題があるだろうが，データに説得力がある。

子育て支援を鈴鹿市がどう考えていくかが重要。 

 

（会長） 

 クロス集計を，と意見が出ているが，他の委員会であってもそれは可能なの

だろうか。 

 

（事務局 服部課長） 

 データ上の問題もあるのでできるかできないかはある。内容的な形で活かせ

るのではあれば，関係課集めて会議するのでクロス集計の要望があったら，提

供するのではなく子育て支援課でしていく 

 

（福本委員） 

 他にもクロス集計してほしいものがある。次の会議で参考にして後期の策定

に入っていくため。子育ての意向がある一般の人と年齢をクロス集計したら，

ボランティア講座の実施に活かすなど，団塊世代の人材バンクもできると思う。

そういった希望も検討していただけるのだろうか。 

 

（事務局 服部課長） 

 いますぐというのは無理だが，クロス集計をしたいものがありましたら，文

書でいただき，できるものについては後日提示させていただく。 

 

（横井会長） 

 クロス集計の希望があったら，文書で事務局の方にご提出いただきたい。他
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に気づかれたことはどうですか。かかりつけ医のところなどはどうか。 

 

（二井副会長） 

 Ｐ42の市に対する子育て支援充実を期待する施策のところで「夜間や休日に

おける小児科～」は無理である。希望としては当然だが，こういう状況になる

と無理なものは無理という感じがする。実際問題として，応急診療所の問題が

でている。鈴鹿の地方病院では，夜は小児科医がいなく二次救急の対応がとれ

ない。四日市か他の病院を薦めると，他の病院に直接行く方が増えた。そうな

ると他の病院でも対応ができなくなる。いい仕組みがないが考えているが，小

児科に関しては夜間受診が多い。兵庫県では，小児科は『コンビニ受診をやめ

よう』『かかりつけ医をもとう』『小児科の先生に「ありがとう」と言おう』と

いう運動をし，時間外受診が半減した。日本全国では若干増えているが，三重

県は小児科医が減ってきている。産婦人科でも新生児は減ってきている。市を

挙げてやっていく必要があると思う。 

  

（福本委員） 

 かかりつけ医は結構持っている人が多い。Ｐ42でも夜間の小児科医療体制整

備が大きくあがってきている。2月から夜間救急がなくなっているし，親として

も不安は大きいので行政としてもなんとかやってほしい。後期策定は多様な主

体との連携，自分たちを主体でやってほしいというのもある。親としてもサー

ビスを受けるばかりでなく，自分たちでできることはやっていくということで，

母親としての力もぜひ使ってほしい。子どもの病気に対しての講座のニーズも

高いため，医師会とも連携して行えたらと考えている。 

 

（横井会長） 

 先ほどの指標の話に戻りますが，クロス集計をしたら何かがみえてくるので

はないかということでしたが，詳しくご説明いただきたい。 

 

（福本委員） 

 後期の 5年間するのに指標が達成できていなかったので，働いている方たち

が大変と思っているのか，そうでないのかなど，属性で集計したらなにかわか

るのではないかと思った。 

 

（ジャパン総研 江口） 

 国の方の指針でニーズ量というのを策定の段階で定めることになる。幼児保

育などは家族類型別でだすように指針がでている。 
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（福本委員） 

 それで分かれてくれば，色々なことが考えられる。 

 

（坂井委員） 

 大変ですかという質問には，大変に決まっている。数値目標であがっている

こと自体がちょっと。大変という答えには仕方がないと思う。これを目標にす

るのはどうかと思う。それよりも（４）を属性別に分析して，どうするかとい

う方が重要だと思う。 

 

（福本委員） 

 こういった意向調査というのは，５年とろうが 10年とろうが，だいたいこう

いった感覚的なものの数値は変わらないので，これを目標にするのはなかなか

無理じゃないかと言われていたが目標にした。だからそこは仕方がない。 

 

（横井会長） 

なかなかこの数値は感覚なものなので難しいという意見だが，他の委員の意

見はいかがか。 

 

（村林委員） 

 Ｐ24の 11．ファミリーサポートセンターを「知らない」を減らすというのが，

ひとつの指標になると思う。一方でそれぞれの家族が責任をもち，何でも甘え

たらいいというのではなく，自分の家族を自己責任をみていかないと。社会に

対する甘えが見え隠れする。知らないということについて少なくしないといけ

ない。 

 

（横井会長） 

 啓発，周知したりすることについては，今どうしているか。 

 

（事務局） 

 委託という形でやっていくこととしている。ファミリーサポートセンターの

方から周知ということでチラシなどを配布している。必要としている人はたく

さん利用しているが，必要のない人は関心がなくチラシなどもみない。放課後

児童クラブについても，かなりの年数になるが，必要な人からは足りないとい

われているが，必要としていない人からはご意見はない。しかし今後も引き続

き啓発をすすめていきたい。 

 



 

9 

 

（福本委員） 

 平成 16年では 78％が「知らない」としているが，５年前と比べると周知され

てきた。しかし鈴鹿は地元の親が結構多いので，８割ぐらいは自分の親か親族

に頼れるというのがある。料金を支払って利用するよりは，自分の親などを頼

ってしまい，地域としての力は強いと思う。ファミリーサポートを必要として

いない人は多いと思う。 

 

（村林委員） 

 ある意味では子育て支援は鈴鹿市は高い。ファミリサポートセンターは 5分

の 1はニーズがある。 

 

（奥委員） 

 ファミリーサポートであるが，どう分析するかが重要である。「知らない」を

７割から３割に減らしたということを評価するのか。知っているが利用しない

が 6割あるのをみるのか，そのところをやらないと次にまとまっていかない。 

 

（林委員） 

 全体的にしかみられなくて細かいことはわからないが，面倒をみてもらうこ

とを親にお願いするというのが９割で，ファミリーサポートを知らない人が多

いことにびっくりしている。ファミリーサポートはどんどん内容が濃くなって

おり，すごく大きなＮＰＯになってきている。鈴鹿を代表するセンターだとい

ってもいい。しかし頻度が多くなっているかというとそうではない。地区の民

生委員にファミリーサポートセンターを勧めているが，パンフレットが多すぎ

て，どれがどれだかわからない。一つのパンフレットに色々と書かれてすぎて

いる上，事業が多すぎるせいで，それもわかりにくい要因となっている。市の

ＰＲの仕方がまずいようにも思う。緊急に預けたい人もいるのに，利用されて

いない。必要なときにわかりやすいように個別にパンフレットなどがあるとい

い。「子育ての楽しさ」を仕事の有無でみると，それぞれに楽しさが違うので一

緒にすべきでない。 

 

（事務局 村山次長） 

 ファミリーサポート自体が市内全域からみたときに偏った場所にある。市外

の方も来ているが，知っている人は知っているし，知らない人は知らないとい

うことがある。先程のご意見については子育ての楽しさは２つの要素があると

思う。精神的な要素と，実際の仕事の量等，今は経済の状況があるので，また

数値は変わってくるだろう。数値目標として非常にむつかしい数字。 
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（福本委員） 

 今回，中高生や小学生の子どもたちの声も聞いており，子ども視点の取り組

みもあっていい。次世代育成支援は子育て支援と子育ち支援の両方ある。子ど

もたちの参加をどうするか。三重県のほうでは子育ちで子ども会議を始めてい

る。親支援だけでなく未来の子どもたちをどうするのか，鈴鹿市としても子ど

もの声をどう活かすかというのをやっていかなければと思う。ここに子どもが

参カしていいのでは。 

 

（事務局 服部課長） 

 子育ちという言葉は入っているが，子どもの意見を反映させているかといえ

ば，取り組みとしてはうすい。「子育ち」で議会でも質問をいただいたことがあ

る。内部会議で検討していく。子どもたちをよぶのはなんら考えていないのが

現状。 

 

（横井会長） 

 クロス集計の結果をどのように反映させていくか。この結果を公表する必要

があると思うが，どのようなかたちで公表していくか。今後，計画していく上

でクロス集計を活かしていけばいいか。 

 

（福本委員） 

今後のスケジュールの説明をお願いしたい。 

 

（事務局 渥美） 

 2月第 4回協議会開催，結果報告から分析し 3月 6日の第 1回庁内委員会で今

日の結果を報告し，20年度の評価の依頼もする。4月 30日までに評価結果を提

出。事務局で分析。5月に評価の検討を協議会でしていただく。6月に団体ヒア

リングの実施をし，7月に第 2回の庁内委員会を協議会の前に開催し，その後 

協議会で計画の目標値と方向性の検討をし，8 月協議会で方向性の検討を数値と

して表わして，骨子案素案 10月下旬協議会の方で検討。12月市民へのパブリッ

クコメントや議会への懇談会等で説明をし，意見の聴衆をし 2月に協議会で最

終確認をし，3月に公表する。評価するための評価委員をもう一度募集する。 

（横井会長） 

今日の結果を庁内で関係各課に報告し所属から４月に評価を提出していただ

き，５月にまた召集がかかるということで，クロス集計の結果はそのときに公

表ということでよろしいか。 
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（事務局 服部課長） 

そのような予定でお願いしたい。 

 

（奥委員） 

 ３月のニーズ調査の結果をホームページに載せるということだが，どこまで

出すのか。多い，少ないしか書いてない。単なるデータの結果なのか，分析も

載せるのか。 

 

（事務局 服部課長） 

 市民の方にアンケートを協力いただいたので，なるべく早く出していく。  

 

（坂井委員） 

 結果としてだけ公表するということか。 

前の計画の数値について，まったくわからなかった。一般の市民がみても，

前の数値がわからないと比較できない。分析以前に増えたのか，クリアしてい

るのか，データだけみせられてもわからない。 

 

（事務局 服部課長） 

集計表だけをだそうと思っている。 

 

（福本委員） 

 最初のほうに，前期などの結果についても載せるのはどうだろうか。 

 

（横井会長） 

 分析まで載せるのは大変なので，結果としての報告だけでいいのではないか。 

 

（奥委員） 

 いまの分析文を入れる場合，見方は人それぞれにも関わらず，見方を強要し

てしまう恐れはないだろうか。数値だけでいいのではないだろうか。 

 

（坂井委員） 

解説いっさいつけないで，ただ，数値だけを羅列するのか，解説つけるとし

てもすごく中途半端な解説なのか解析なのか。文言一切なしの方がよい。 

 

（奥委員） 

 数値だけでよいのでは。 
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（福本委員） 

 分析したのを出すのであれば，しっかりしたものを出さなければならない。

書き方によって取り方が違ってくる。分析をしていない中途半端な段階であれ

ば，数字だけでいいと思う。 

 

（事務局 服部課長） 

数値をだす。結果のみだす。 

 

（二井副会長） 

 分析は入れず，数値がこうであったという報告でお願いする。 

 

（林委員） 

 比べるのがおかしい。 

 

（横井会長） 

 アンケートを書いた方は見たいという方もいると思う。今回は数字だけを公

表するということでいいか。 

  

４今後の予定 

 この結果を３月２０日号の広報で配布の周知をし，４月１日から４月末まで，

各地区市民センター，保健センター，男女共同参画ジェフリー鈴鹿，子育て支

援センターりんりん，子育て支援課に合計 400部ほど配布。 

 

（横井会長） 

 それでは議事を終わらせていただく。 

 

５その他 

 特になし。 

以上。 


