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 第５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５月 22 日（金）午前 10時 00分～12時 00分 

場所： 鈴鹿市役所本館 12 階 1203会議室 

■出席者 委員 11名 

      横井 一之   二井 栄   林 和枝   後藤 やす子 

      矢田真佐美   福本 悦子   奥 昭徳   坂井 温子    

上田 昇   （欠席：辻本 博一   服部 高宣）  

事務局 ５名 

ジャパン総研：１名 

■傍聴人 ２名 

 ■第５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 鈴鹿市次世代育成支援行動計画（前期）評価等 

   資料：鈴鹿市次世代育成支援行動計画実施状況報告書（平成 20年度） 

   資料：特定 14項目 目標事業量 

 ３ 鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期）策定スケジュール 

   資料：鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期計画）策定組織構成図 

   資料：鈴鹿市次世代育成支援行動計画に係る工程表 

 ４ 次回開催日程 

 

 

１ あいさつ 

 

（事務局） 

 本日は福祉事務所長の村山が，急務が入り欠席ということになった。最近，新型インフ

ルエンザが蔓延し，鈴鹿市しても重要視し，情報収集している。４月の時点では，鳥イン

フルエンザの行動計画というのを市の方で作っていたが，弱每性ということで，若干シフ

トを新型インフルエンザの方へ変えてきており，今後どうするかということ等，想定をし

ている。また，感染ルートが，三重県の方にも近づいているので，動向を注視しながら検

討していきたい。ご協議いただいている鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会も５回とい

うことで，本日は平成 20 年度の実績の報告と，今後のスケジュールについてご協議いただ

く。皆さま方の幅広い見識を持ちまして，よりよい後期のプランを作成するよう努力する。 

 

（会長） 

 まず，交替委員から挨拶をお願いする。 
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（上田委員） 

 鈴鹿市の幼・小・中の校長会の会長を引き受けさせていただいた。先ほどの話にもあっ

たが，今，学校ではインフルエンザ対策を行っている。かなりの行事や修学旅行等があり，

早く終息してほしいと願っている。 

 

（会長） 

 鈴鹿市の次世代育成支援に関する意向調査結果報告書が委員さんのほうへ送られている

と思う。改めて見せていただいて思ったことがある。４ページにおいて，回答率，有効回

収率が就学前児童で 59.3％のほぼ６割。就学児童も６割の方が書いていただけたというこ

とで，意識が高いということを改めて感じた。質問要旨を検討している時に，こんなたく

さんあると回答してくれない等の心配があったが，６割あれば良い回収率だと思うので，

改めてここで市民の方にお礼を申し上げたい。前回の会議で要望のあったクロス集計につ

いて，クロス集計を想定して問題を作っていなかったので，データが膨大のため，最終的

にはエクセルで表計算のグラフがでてきた状態でＣＤ－Ｒに作り，希望の方には市のほう

を通して，お送りした。クロス集計から興味がある結果が出たのを尐しだけお話させてい

ただくと，就学前児童のサービスを利用している人数を年齢別に見ていくと，たとえば一

時保育において１歳児が 60％弱で，６歳児になると 30％弱になり，年齢とともに減尐して

いくことがグラフをみるとわかる。確かにクロス集計はやっただけ成果はでるが，今回，

元の調査が細かく調査をしているので，クロス集計でないとわからないということは，そ

れほどは出てこなかったのではないかと思う。また，中高生にとって「学校生活は楽しい

ですか」や，保護者にとって「子育ては楽しいですか」というのでも，３世代同居だとそ

の率が上がる。ただし，結局わかったということまでで終わっているので，前回会議のご

希望にそれに沿えるものはあまりなかったということをご報告させていただく。 

 

２ 鈴鹿市次世代育成支援行動計画（前期）の評価等 

 

（事務局） 

 「鈴鹿市次世代育成支援行動計画実施状況報告書（平成 20年度）」について，平成 20年

度の行動計画をまとめた。延べ 184 の事業の一覧となる。事業名，取り組み内容，実績，

事業量，取り組みの改善内容，所管課，進捗状況を掲載した。進捗状況度は，関係課に対

しヒアリングを行い，原課と事務局で責任を持ってつけた。計画どおりに進行していると

いうことになっているが，この中で，二つ「２」と評価しているものがある。「２」という

のは，やや遅れているという状況で，お手元のこの資料の 15ページ，子育て支援のコーデ

ィネーター事業，26 ページの 145 番が，やや遅れているとなった。私どもの担当課である

15 ページの 98 番は，地域における多様な子育てサービス情報一元化というようなことで，
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子育て支援センターに職員を２名配置し，そこで，色々な情報の発信基地をつくろうとい

うことで，平成 16 年から事業を展開している。一番大きな問題は人員の問題で，平成 16

年，17 年当時は，子育て支援センターを発信地としまして，嘱託職員が２人いたが，平成

18 年から本庁の方で活動をするようになった。職員が現場から発信基地としたほうが良い

と考えるので，今後は計画に沿って見直したい。また，平成 19年，20年と嘱託職員が一人

となり，平成 21 年度で２名配属はしたが，平成 20 年度につきましては評価が「２」ある

ということでございます。また 145 番について，歯科健康教育の実施は，幼児の歯科保健

に対する知識の普及等をする事業で，再度行う方向で進めたいということで，「２」を評価

した。以上がこの平成 20 年度の進捗がよくなかった２件を報告する。 

 

（会長） 

 昨年は数字の評価がなかったので，大変わかりやすい。委員の方から何かあればお願い

する。 

 

（林委員） 

 145 番は，歯科健康教育の実施ということで，特別に何かを事業として行うという意味な

のか。私たち，１歳半とか３歳の健康診断に来てくださいとの啓発をしている時に，歯の

受診もありますという話はさせていただいている。そういう意味ではないのか。 

 

（事務局） 

 １歳半～３歳児の歯科保健指導は実施しているが，この歯科健康教育は別な事業であり，

その点で進められなかったとのことで，今回のような報告となった。 

 

（会長） 

 林委員の方はそれでよいか。たくさんの項目について，きちんとまとめていただき監査 y

する。では，事項書の「特定 14 項目 目標事業量」について，説明をお願いする。 

 

（事務局） 

 この事業は国が一応，14 という数字で目標事業を提示してきている。本市としては，こ

のうちの 12 事業を実施している。13 番の夜間保育事業と，14 番の乳幼児の健康支援の一

時預かり事業の派遣型の二つは本市として実施していない。他の 12 事業は，重点的に取り

組んでいる。一つずつ説明をする。まず，放課後健全育成事業，放課後児童クラブは，平

成 16 年の現状からみて，当時 14 箇所であったが，平成 20 年度には 27 箇所に増えた。平

成 21 年度の目標事業量は 20箇所だが，これは目標値に到達している。平成 21年度現在に

ついては，この 27 箇所から増設をはじめており，確定しているのが 29 箇所となる。乳幼

児健康支援一時預かり事業は，14 番の事業の施設型という形になる。これは，委員の二井
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先生のところで現在お願いしており，本市で１箇所確保しているが，保育所に通っている

お子さんが病気で働きに出られないということがあり，ドクターもいる安心したスペース

で保育を一時的に行っている。これは，平成 16 年度に１箇所ということだが，平成 21 年

度には２箇所という目標事業がある。ただし，小児科の数が限られており，本市としては

具体的に話を進めてはいるが，なるべく２箇所になるように努力をしたい。ファミリーサ

ポートセンター事業は，サポートという言葉のとおり，育児の支援を受けたい方，それか

ら受ける側が相互の会員となり一時的な保育をしていただく。たとえば，保育園の帰る時

間に，親御さんがその時間に迎えに行けない時間帯があると，そういう場合に親に代わっ

て送迎をしたり，日曜や祝日は学校等休みとなるが，その場合に親御さんがお勤めになっ

た場合の中で，もし，規約があれば預かってもらうことができる。この事業は，平成 16年，

平成 21 年度の目標事業量ともに１箇所ということで，年々利用者が増えているが，若干，

平成 20 年度は数が減った。目標値には達している。子育て短期支援事業は，ショートステ

ィ，保護者が一時的に緊急的にお子さんを看られない状況に，児童養護施設に一時的に預

かっていただく事業である。平成 16 年，平成 21 年度ともに目標値は７箇所。この児童養

護施設は，県内に 11箇所ある。うち１箇所も本市にないので，今後は本市にもという話を

進めている。子育て短期支援事業，トワイライトスティ事業は，帰宅が遅い保護者の方の

ために，その間に限って食事を提供したりというようなことを児童養護施設でしていただ

く。一時保育事業は，保護者の緊急時に保育園でお預かりするというスタイル。平成 16年

に 26 箇所だったところ，平成 21 年度が 28 箇所という目標事業量としている。平成 20 年

度は公立保育所１箇所，私立保育所 13 箇所，あわせて 14 箇所となっている。ただ，これ

は補助金の関係で把握しているのは 14箇所で，実際は数字以上にやっている私立保育所も

あるので，全体的には 22 箇所という数字になる。特定保育事業は，一時保育と似通ったよ

うな事業であるが，保護者の就労形態，たとえば午前中だけパートに出られるといった状

況の時に，午前中だけ預かっていただくという特定の事業である。つどいの広場事業につ

いて，これは主に０歳から３歳のお子さんに対し，核家族が進んでいる中で，お母さんた

ちの子育ての不安等があると思うが，実際に子育てをしているお母さんたちが会って交流

を深めたり，コーディネーター等への相談の場を設けた事業である。平成 16年度は，設置

箇所が未設置であったが，平成 18 年，19 年と２箇所ずつ増えていく中で，平成 20 年に６

箇所となった。なお，平成 20 年度からは事業名が地域子育て支援拠点事業に変更されてい

る。地域子育て支援センター事業は，鈴鹿では１箇所ある。目標数値については，８箇所

となっていますが，先ほどの広場型と統合されるので，全体的には今これも含めまして７

箇所となっている。国の基準は，20 万都市であればセンター型１箇所，広場型６箇所とい

うのが国の標準的な指針である。通常保育について，これは一般的な通常保育である。当

初，4,030 人の定員だったが，現在は 4,210 人に増えている。都会で待機児童という言葉が

あるが，本市においては全体的に 96.7％の占有率であり，待機児童が全体の中ではいない

ということになる。延長保育は，一般の開所の時間よりも延長する保育である。当初 24箇
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所，259人であったが，若干落ち込んできている。休日保育事業は，休日に保育をしていた

だく事業である。休日ということもあり一般のご家庭は親子で触れ合う時間帯であり，非

常にニーズが低いが，土・日もお勤めになっているお父さん，お母さんたちもいるので，

若干ニーズが尐なくても続けていかなくてはいけないという事業であると考える。その中

で１箇所お願いしており，２箇所というのはなかなか難しいような状況である。ただし，

ファミリーサポートセンター等を代替として使っていただきたいと思う。 

 

（会長） 

 ありがとうございました。平成 21年度の目標事業量について，ご質問があればお願いす

る。 

 

（福本委員） 

 目標事業量について，どうしても行政評価というと数値が中心となっており，設置をさ

れているのが２箇所から６箇所になればそれで良いという評価になっている。その事業の

質，内容的なところが気になっている。たとえば，この 14事業のうちの１事業である放課

後児童クラブについて，たくさんのところが行っているということで，数値的には増えて

いるが，昨年度，支援団体さんにアンケートをとったところ，学童をやっている方たちの

活動の資金源であるとか，学区の連合活動とか，いろいろな面で課題を持っておられるよ

うである。数値が達成しているというのではなくて，その内容，質の見直しというものを

求めていかないといけないのではないか。一時保育にしても全て数字だけになってきてい

る。また，一時保育について，値段が定まっていない状態で，１時間に対して 750 円のと

ころもあれば，900円のところもある。特定保育は，ワークライフバランスの関係で週３日

仕事をすることを選んだが，週３日しか預けてなくても，３万５千円の保育料をとられて

しまう。週に５日預ける人と比べるとかなり高額だったので，いろいろ質問をしたが，補

助券は出しているけれども，価格はそれぞれにまかせるということで指導が出ているよう

である。他市の志摩町をみると，同じような人口 20万人都市で，特定保育をやっていると

ころで１万８千円にしている。内容的にまだまだ達成しているとは言えないのではないか

というのが意見である。 

 

（事務局） 

 後期計画についても，目標事業量の設定というのがあるが，福本委員の数値化できない

部分や質を高めたらどうかということも重要な視点として，何らかの形で入れていければ

と考える。 

 

（矢田委員） 

 ５項目目の子育て短期支援事業であるが，平成 18 年度から 20 年度まで，利用実績なし



 

6 

 

ということになっているが，平成 21年度も同様に７箇所，７人ということになっている状

態を計画どおり進行しているという評価であるが，利用実績がないということをどのよう

に分析しているのか。 

 

（事務局） 

 利用実績がないという評価ではなくて，セーフティネットとしていつでも施設を設けて

いるという評価の方で考えていただくと，施設数としては一応当初から目標値は満足した

施設数であると考える。実際には 11箇所あり，鈴鹿に１箇所設置の方向で努力をしている。 

 

（矢田委員） 

 利用実績がないわけで，たとえば，鈴鹿市内も施設がない状態で，利用実績がないとい

うことは，なぜないのかという内容を分析していただいているのか。事業としては計画ど

おり進行しているという評価をしているということだが，こちらの立場からみると，なぜ

そのような評価なのかと疑問に思う。評価の根拠となるものを提示いただきたい。中身が

これだけではわかりにくいと思ったので質問をした。 

 

（会長） 

 利用者がいないという理由がわかればよろしいのではないかと思う。 

 

（林委員） 

 先ほど課長の方から児童養護施設を鈴鹿にと言われたが，10 年くらい鈴鹿に養護施設を

とお願いしてきたので，今年は鈴鹿にというような言葉が出ており，驚いている。 

 

（事務局） 

 ２ヶ月の間に今までにできなかったことをするのは，当然２ヶ月の間にそれは不可能で

ある。ただ，前任の者たちが努力しそれを積み上げていく中で，具体的に検討させてもら

っているという状況だけはご報告できる。 

 

（林委員） 

 今までは全否定をされてきたので，本当に嬉しい話である。また，やはり緊急というこ

とが両方にあるので，緊急，たとえば，お母さんと相談員の方が会われたときに，こうい

うことができますという一つの市の応援であって，緊急の時に紹介するという一つの事業

である。本市にはないが委託していますということだと思う。 

 

（奥委員） 

 この事業そのものは鈴鹿市の事業である。ただ業務的になってくると，相談所等が尐し
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絡むので，事情等も含めてやらせていただいているというのが実態である。しかし，子ど

もが本当に困っているのであれば，相談に乗ることが相談所の役目として当然となり，実

績として上がっていないだけである。 

 

（林委員） 

 相談員の方もすごく努力をされていて，さまざまな方法を考えてみえる。 

 

（福本委員） 

 この 14 事業ではなくて，平成 20 年度報告書の２番目のファミリーサポートセンター事

業について。特定 14 事業の平成 20 年度の評価の２番目にある子育て支援への理解の促進

ということで，子育てボランティア養成講座実施という事業名があるが，ファミリーサポ

ート事業として今は協力をしてやっているという話だったかと思う。しかし，ずっとやっ

てきていないのであれば事業自体を見直すということはないのか。子育て支援センター事

業も，平成 20 年度から事業名が変更になる。こういったことも臨機応変に変えて，５年間

作ったからそれに縛られるのではなくて，できなければ変えていくという姿勢も後期計画

ではいるのではないかと思う。 

 

（会長） 

 すみません。どの名前をどのように直せばいいということか。 

 

（奥委員） 

 今まで，最初に作った事業名で５年間通してきたが，変わったなら変わったで，変更し

ていくような考え方をもってやってくださいとの意味で受けとった。 

 

（林委員） 

 目標事業ということで，策定されて助かっているお母さんもたくさんいるが，実際に，

就学前とか就学の方のアンケートに沿ってみると，たとえば，放課後児童クラブ何かを知

らない方が 50％ほどいたと思うが，利用している方が非常に尐ない。また，全体的のパー

センテージに比べると。ファミリーサポートの方も，利用されている方が非常に尐ない結

果となっている。これから利用するつもりがありますかというのも，おそらく 70％ぐらい

の方が，これからも利用しないという回答があったと思う。その点にギャップが感じられ

た。29 箇所に増え，実際に私たちも関っていくと，100 名以上の会員の方が来るが，70％

の人がこれからも利用しない，50％の方が知らないということがおかしく思える。 

 

（会長） 

 まだ広報が足りないということか。 
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（事務局） 

 数値のバランスについて，普通は想像ができるが，結果が逆の方へいっているので，と

いう意味だと思う。 

 

（福本委員） 

 先ほどの負担金の話であるが，ファミリーサポートセンターが１時間に 750 円かかって

しまう。知っていて利用したいと思っても，２時間預けるのに 1,500 円かかるというよう

な計算が働き，制度は知っていても一時保育施設等に預けた方が安くなるという考えにな

る。一日，2,000円や 2,500 円なら一時保育施設を利用してしまう。本当に必要な人や仕事

でどうしようもなくそこを使うしかない人等，金額を出せるのは普通の家庭ではないのか

と思う。 

 

（矢田委員） 

 特定の 12項目目。１箇所という設置になっていて評価が「３」になっていますが，実際

に利用者の把握はされているのか。 

 

（事務局） 

 平成 20年度で，休日保育の年間の利用実人数は 26 名である。 

 

（矢田委員） 

それを踏まえて，平成 21 年度は２箇所 60人とされているのか。 

 

（事務局） 

 これは当初の計画だと思う。 

 

 

３ 鈴鹿市次世代育成支援行動計画（後期）策定スケジュール 

 

（事務局） 

 平成 21 年度の実績と，前期の最終の実績と平行しつつ，平成 22 年からの５年間の後期

計画の策定というのがあるので，皆さんの方で前期の計画について，総括をするような意

味で提言書や意見書をいただけたらと思う。 

 

（会長） 

 この協議会の位置づけは，許可を得るということではなくて，ここで出た意見を参考に
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子育て支援課の方が，次世代育成支援行動計画を推進していくということだと思う。５年

終わって，新しく後期に向かうにあたっての諮問所となる。意見書という形でまとめて出

すということか。その意見書は市議会までいくのか。 

 

（事務局） 

 皆さんに長年に渡ってさまざまな協議をしていただいているので，その中の区切りとし

て，提言書もしくは意見書に今後はこんな計画を策定してほしいというご意見を頂戴し，

今後の参考にしたいと思う。 

 

（福本委員） 

 その提言書を作成するのであれば，締め切りはいつになるのか。 

 

（事務局） 

 基本的な考え方としては，専門委員の方であれば，それぞれが執筆していただいたもの

が報告書という形になるが，ここは委員で構成された会であるので，事務局の方で素案を

作らせていただき，それについて追加したり，校正を行ったりして進めていくことが一番

効率的ではないかと考える。次回の開催までに，皆さんのところへ一一度送付させていた

だき，それについて応答いただいた内容を含めて，最終的に意見書として協議会から市長

の方へ通す形にしたいと思う。当然，先ほど福本委員が項目調査の中でおっしゃっていた，

数値目標だけではなく，質の問題も視点としていれておくべきというご意見も，提言の中

に取り入れればと考える。 

 

（福本委員） 

 県では毎年，県民側が評価をするというスタイルをとっている。ただ，執行機関は県で

あるので，県の子ども家庭室が，中間報告として３年経ったところで事務局側の評価をし

ている。その時に，事務局としてどのように取り組んできたかというのを自分たちの中で

評価しているので，実行できていない部分についてどのような課題を持ってやっていくの

かというのを，事務局として総括した文章を県のように出したらどうですか，と何回も言

っている。このように表だけみて，数値目標で「３」や「２」等という形で評価をされて

いるが，明文化されたものが出てこないので，それはおかしいのではないかと思う。結局，

４年目，５年目になっても出てこないので，事務局が書いた素案をこっちで書いて提言書

とするのはおかしいと思った。そちらはそちらで書いて，こちらはこちらで提言書を書く

のであればいいと思う。事務局は事務局として，提言書を書く予定はあるのか。事務評価

は良いと思うが，どのようにするのかは，評価だけではわからない。三重県や他市町では

明文化されているものが中間報告として事務局から出ているので，そういったものではな

く提言書として出すというのはどうなのか。 
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（事務局） 

 協議会であるのでそれぞれの個々の意見でなくて，協議会としての意見をまとめる作業

とが必要になる。そういう意味では行政側の反省点なりも含めた形で素案を提示させてい

ただいて，それをもって加筆修正をし最終案として出していただくという考え方である。 

 

（福本委員） 

 こちらはこちらで書くようなものと思っているが，事務局側として，明文化されたもの

を提出する予定はないのか。ないのであれば，その提言書が共同でやっていくという形で

考えていいか。事務局のご意見を受けて，そこに加筆をして，事務局と私たち協議会が一

緒に提言書を出したという形で，こちらが責任を持って，評議会の名前で提言書を出すと

いう形でよいか。 

 

（事務局） 

 そういう想定である。 

 

（福本委員） 

 提言書を書くのは大変だと思うが，提言書としては別に，事務局としてもしっかりとし

た総括をしてほしいと思う。 

 

（事務局） 

 するのであれば協議会と離れて，行政なりの考え方と評価を作ることは可能である。 

 

（会長） 

 諮問機関でもないので，共通理解ということでまとめる方向でよろしいか。どちらかと

いうと形式的な感じにはしたくはないと思うが，議事録等は残っているので，今まで進め

てきたことはわかる。改めて５年終えるところで確認し合うという事だと理解していた。 

 

（奥委員） 

 どういう視点で書くかということだと思う。今まで議論してきたことやアンケート内容

等も加味したものを入れて，それに加筆や作業するというのであれば，おそらく意思統一

ができると思うが，行政だけで，方向性を決めてしまうと相反したものしか出てこないの

ではないかと思う。今までやってきたことが無駄になるような気がする。 

 

（福本委員） 

 行政は行政として評価をしてもらったものを用意し，こちらはこちらとして出すのが良
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いかと思う。一緒に合わせる必要もないと思う。 

 

（会長） 

 私がやれるといいのですが，福本委員のお話や林委員も細かいところのご意見をいただ

きましたが，行政の方が上手くまとめていただけると思う。しかしあまり要求ばかりして

いても，お金がないとできない話である。現実的な面で，このような方向性になったとい

う明示ができればいいのではないかと思う。 

 

（林委員） 

 私は今回，各事業のこともよくわかることができ，評価が数字化されたものも見みやす

かった。それが一つの経過であって，今，何を出したらいいかと頭の中で考えて，整理が

できた。たとえば今だったらインフルエンザが流行っていることや，障がいの子の学校が

大変であるとか，そういうことが進んできている状況がある。そういう面をもっと行政に

知ってもらうために，障がいの子に対して何かあるかとか，学校が今大変で，教育委員会

の方はもう大変なことになっているとか，実際は学童もいっぱいなのに，見ると尐ないと

か，そういう現実を私たちが言う立場だと思っている。諮問と言われても，すごく難しく

て何をやっていいのかもわからないが，行政の評価は良いと思う。私たちがどのように利

用するかが重要で，利用する側の私たちがＰＲするのも仕事だと思う。広報に食料品の備

蓄をしなさいと書いてあったが，お母さんたちがその通りに買い込んでいるという状況が

ある。 

 

（会長） 

 それは諮問ではないと思う。諮問というのはかなり強い力がありますが，この協議会に

はその力はない。だから，委員としてお話し，お知らせしていただくのが林委員の務めで

あり，それを立派にこなされていると思う。 

 

（林委員） 

 鈴鹿市がこれを策定するために，大きな目標がみえないということではないか。これは

絶対やり遂げる意思がみえないため，そう言っているのではないかと思う。 

 

（福本委員） 

 行政として行動計画を５年間やってきた中で，基本目標の中の１本の柱が，こんなに数

値を出すのではなくて，子育て支援についての意識づくりということでどう評価するかと

いう課題がある。行政側としてのコメントを，数値だけではなくて，実際にどのような内

容でやってきて，今後この方向に進んでいくという，わかりやすい文章で説明をしていた

だくものがいただきたい。このような表ばかりではなくて，そのようなものを作ることは
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しないのですかという質問である。 

 

（会長） 

 おそらく市民だと，この委員会に出ても同じように受け止めるのではないかと思う。委

員会と市で対立して出しても仕方がないので，全体として，このようにやっていますと，

５年過ぎたところで明示できればいいのではないかと理解している。 

 

（事務局） 

 事務局というのは行政でもありながら，この協議会の事務局である。協議会のメンバー

という感覚を持って今日も臨んでいる。考え方として，素案を作るのは，こういった中で

は概ね進捗はしているが，この点はまだ足りないというような，そういった市民の目線で

の提言を考えている。 

 

（奥委員） 

 行政では行政で確かに評価しているので，そういう気持ちで書いてもらう視点を持って

みると，皆さん理解できると思う。ここでまとめたものを行政に持ち帰ってもらった時に，

この部分は削除すると言われればそれは仕方のないが，しかしここではこうですよと明示

してもらえれば，それはそれでいいと思う。 

 

（事務局） 

 外側については行政がつくり，ハンドルは皆さんに握ってもらうことが基本である。内

装についても色はお好みの色をつけてもらう中で，協議して，議論をして良いものをつく

っていきたい。 

 

（奥委員） 

 責任持って最後までまとめていただいて，それが向こうにいった時点で，行政側として

この部分は今後の行動計画には入れられないと示してもらえれば，それはそれで話ができ

ると思う。話の中で収めていかなければならないと思っている。 

 

（副会長） 

 はじめ，委員長が言われたように，50％の回答があるというのは非常に素晴らしいこと

である。ただ，県も次世代を同じように策定しているが，一般の県民がどれだけ知ってい

るかというと，非常に疑問である。すこやか親子 21でも，ずっと目標を定めて，県も検証

をしているようである。やはり問題は，後期は計画を，いかに一般の市民の方に利用でき

やすい，あるいは，知ってもらうかにあると思う。ほとんど知らないという意見も出てい

るようで，この表を公表し，100人中どれほどが見るかということだとが重要である。また



 

13 

 

市長さんがこれを見ても，わからないということにもなると思う。この報告をされる人が

どれだけ上手く説明ができるかということになり，この中での提言書は，やはりできるだ

け一般の人に興味を持ってもらうことだと考える。できるだけ参加したい，利用したいと

いう方向にいっていただければ，一番ありがたいというのが私の思うところである。いく

ら提言書といっても，一般の人は全然わからないというのが普通です。せっかくこのよう

につくっているので，できるだけ多くの市民の人に，あるいは子どもをもっている人たち

が，どのように，いかにわかってもらえるか，知ってもらうかということが一番大事なこ

とと考える。そういった視点でまとめてもらうとありがたい。 

 

（上田委員） 

 今，学校でも学校評価という形で自己評価をしている。しかし自分たちばかりで評価し

てしまうと，良くつけてしまうということも起こるので，外部の人を招いて外部評価をや

っている。行政の方もまったく同じで，数値的な目標を全体でつけようとすると，行動目

標というのは何回やった等をつけられるが，子どもの心がどのように変わった等はつけら

れない。学力も，単に学力テストだけでは学力は上がらないので，そういう大変難しい問

題も出てくる。当事者から，学校の校長として評価をすると，人数は達成していても内容

はどうなのかと意見をいただく。しかし全部できるわけではないので，今年はこの問題を

重点的に，皆さんに一年間やった結果を知らせていくという形にしている。この問題の評

価によっては他も評価していただくという形にしないと，あれもこれもというのは難しい。。

アンケートもそうで，熱心な保護者の方においては，毎年アンケートをとっていると，去

年もとっているのにこの結果をどう反映しているのかという意見が出る。そうなると，ア

ンケートに答えるのに適当になってしまうようになる。そういうことも含めてアンケート

の項目を 10項目にする等，今年はこれを評価するという形で絞って，それに対して評価す

る形が良いと思う。一つずつ考えながらアンケートをとっているので，それを含めながら

一歩一歩，もう尐し吟味していくと良い。世代が変わってきて，書類等にあまり目を通さ

ないお母さん方が多くなっている時代になっているので，それに対応するような形のもの

を考えていかなければならないと思う。 

 

（福本委員） 

 私の説明が悪かったが，会議で提言書を書くときに，事務局が素案を出して市長に上が

っていくときに，ここで言ったこととちょっと違うような意味合いで変更することが多々

ある。それを危惧したので，こちらはこちらで，行政は行政でやれば良いと思った。協働

でやっていかないと絶対良いものはできないので，事務局を信頼していくということで結

構である。提言書は絶対に必要だと思う。 

 

（会長） 
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 事業等，多岐に渡っているものを，今年は数字での評価でよくまとめていただいて，非

常に見やすく良かった。 

 

（事務局） 

 大きな括りの中で，このような個別の児童がという考え方はもうやらなくていいかと思

う。全体をより良くして，これを後期計画に利用させていただき，後期計画では前期計画

になかったこのような点が，良くなったと言われるようなものにしていきたいと考える。 

 

（福本委員） 

 それは次回の会議でということか。 

 

（事務局） 

 事務局の提案は，次回会議には決定をしていきたいと考えている。逆算をすれば，それ

までにたたき台を皆さんのところに送り，それに対する意向等があれば次回会議までに返

答いただき，それをまとめたものをまた次の会議で合わせて，協議会としての方向性を定

めて行きたいと思う。「策定組織構成図」と「工程表」であるが，「策定組織構成図」に関

しはＰＤＣＡのスタイルで管理をしていく中で，委員さんのご意見等を上げていくという

スタイルは従来どおりである。今回は後期計画について，市議会のほうにも事前に素案が

できた段階等で報告をしたい。また「工程表」は，皆さんにご参加いただくのが７月にな

っている。それから 10月，２月に開催。７月は，国が後期計画について数値を求めている

ので，国に対して一方通行ではあるが，後期計画の目標数値をお願いしたい。その時に合

わせ，先ほどの提言書をいただき，２月に最終案が完成するというスケジュールでいきた

い。パブコメに関しては，12 月から１月に行いたい。以上がスケジュールであるので，今

回，今日も含め４回，皆さんにご参加をいただく形になる。 

 

（福本委員） 

 この協議会だけで，この多岐に渡るものについて協議するのはさらに難しいものであっ

て，作業部会がいるのではないか。後期計画のある程度の柱ができた時点で，作業部会が

できないかというのが提案をさせていただいたが，どうか。この協議会が全体会とすれば，

事業の柱を検討する専門部会，主に未就学児について考える部会，小学生について考える

部会等，障がい児であったり，要支援が必要な部会をつくって，そこで，もう尐し識者を

入れて検討する作業部会があれば，良いと考えた。 

 

（事務局） 

 それは行政ではなくて，地域協議会の枝分かれの組織でということか。そうすると，そ

こにもまたそれぞれの，例えば今の会長のようなポジションの方が，それぞれの会にいる
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という想定か。 

 

（福本委員） 

 これだけの多岐に渡るものをここでやっていても，林委員等，民生委員として地域で支

援しているのをもう尐し掘り下げていけるようにできればと考えた。 

 

（事務局） 

 ２年というのであれば作業部会というのは必要と考えます。ただしこのスケジュールの

中で，非常に難しいとも感じている。 

 

（矢田委員） 

 部会という言葉が出たが，この協議会で本当に行政の部署等，多岐に渡ってやっており，

それぞれで会議をもっている，事業の総まとめのような部署になっている。自分の立場だ

から，たとえば特別支援協議会，幼稚園再編整理，市長が提言してる青尐年対策推進本部

等，様々な会議がこの庁舎のなかで展開している。その内容の評価をこの限られた人数の

中でやっているようなところは，いまの自分の立場でそれぞれの会議にも出ているからこ

そ，ある程度みえてくるものがある。しかしここに来て，あの時の会議でやっていた内容

がこの会で出てきていることがあるが，それでも全部は網羅できない。全く違う分野のこ

とは，全く知識がない部分もある。そういったことで，まとめることは責任があるが，逆

に言うと諮問機関ではないから対した権限もなく，という矛盾したものがあるように感じ

る。 

 

（会長） 

 動かしておられる方がここで聞いてらっしゃるということは，意味があると感じる。 

 

（矢田委員） 

 その反面，そういった立場だからさまざまなことを知る立場にいるが，一保護者という

立場になると，本当に知られていないことが多いというのが現状である。おそらくこの会

議の中で，一番，一保護者に近い存在が自分ではないかと思っている。 

 

（会長） 

 先ほど，上田委員がおっしゃった，見られない方は全くみられない。そういう面は起き

てくると思うが，それぞれの立場で啓発していただけるように努力していただくしかない

と思う。 

 

（矢田委員） 
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 印象としては，先ほど数値の目標は到達したとしても，質の面がいくつか意見があり，

ここは鈴鹿市としての取り組みであるから，市民の満足度まで置き換えられるという点が

重要である。その満足度がどうなっているかをみる時，この内容は一市民，一保護者とし

て意見を言うと，とにかく市役所の方たちはたくさん仕事があり，さまざまな内容につい

ての取り組みがあるのだと感じている。しかし中身に関して言うと，重複してる部分がた

くさんあるように思う。どこかで追求されても大丈夫なように，万全を期して事業をやっ

ているという話になればと思う。子育て支援の支援を待っている方たちや，あるいは支援

に関っている人たち質的の面を良くしていこうと思うと，仕事量ではなく，質がもっと整

理されて，後期計画をたてる時に，一般市民でも評価しやすく，後期計画に反映できるよ

うにしていただけるとありがたい。 

 

４ 次回開催日程 

 

（会長） 

次回は７月であるが，日程については会長から案を出しますがよろしいか。後日，調整

を行う。本日はありがとうございました。 

 

 


