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 第６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７月 17 日（金）午前 10時 00分～12時 00分 

場所： 鈴鹿市役所本庁舎 本館 5階 503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 

      福本 悦子   奥 昭徳   辻本 博一  服部 高宣 

 （欠席：坂井 温子  上田 昇  矢田真佐美）  

事務局 ５名 

ジャパン総研：１名 

■傍聴人 １名 

 ■第６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．提言書の内容等 

   →資料：提言書（未定稿） 

→資料：鈴鹿市次世代育成支援対策地域協議会の提言について（後藤・林・福本委員） 

 ３．目標事業量の設定等 

   →資料：鈴鹿市の児童人口の推計 

→資料：特定 12事業に係る目標事業量 

 ４．次回開催日程 

 

１ あいさつ 

 

（所長） 

第６回の協議会の開催にあたり，皆様忙しいところをお集まりいただき本当にありがと

うございます。世間では，衆議院の解散・総選挙が発表され，非常にばたばたしていると

いう感じを受けるが，国においては『新待機児童ゼロ作戦』として，希望するすべての人

が安心して子どもを預けて働くことのできる社会を目指している。本市においても，子育

て支援事業は第５次総合計画みんなで築く鈴鹿夢プラン，重点戦略と位置付けているとこ

ろである。現下の厳しい経済状況ではあるが，後期の次世代育成支援行動計画に力を注い

でまいりたいと私どもは考えている。国に対して今後，定量的目標設定を報告することに

なっており，限られた時間で恐縮であるが，ご教示をお願いしたい。 

 

２ 提言書の内容等 

 

（会長） 
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雨が降っておりまして足元の悪い中，公私ともにお忙しいところ皆様，委員の皆様もお

集まりいただきまして，どうもありがとうございます。それでは早速，事頄書に沿いまし

て，審議をしていく。事頄２の提言書の内容等であるが，３名の委員の方から，意見とか

感想が寄せられた。林委員の『提言書を出す事で，どのような効果を考えているのでしょ

うか？』というような根本的なことであるが，先回の協議会でも尐し触れたが，それ自体

は提言書の未定稿の３段落あたりに提言を行うこととした，と書いてある。読むと，『今般

は今年度が行動計画の前期の最終年度に当たることと，行動計画の削減…（中略）…新し

い時代に見合った新しい行動計画作りに進むことを目的として鈴鹿市協議会の総意として

行うことにしました』とある。そういう確認は正解だったと思うが，林委員どうか。 

 

（林委員） 

提言書ということになると，強いようなイメージがあった。例えば私たちが策定に長年

関わってきた中で，すごく細かいところまで，策定を中身を見ながらやってきたにも関わ

らず，読ませていただいたものは大きな流れの中の提言書という形になっているので，そ

れが協議会の中で詰めたものを提言するというのが良いと思った。多分そういうことを含

めた形を含めた提言なので，いいとも思う。効果を考えるのであれば，例えばここが進ん

でいないですよというものがあってもいいのではないか。ここが弱みですよというような，

ここはもう簡単に策定が完了済みですよというような，もうちょっとはっきりしたような

ものがあった方が良いかなという風な感覚を受けている。 

 

（会長） 

策定委員会の時はかなり市と一緒に策定をしてきたっていう感じがある。この協議会の

方はそういう意味合いではない。一緒に作っていく，前回の会議で確認があったかと思う

が，あくまでも助言，参考にしていただく協議会という，市の行政を行っていくのに参考

にしていただくという協議会だという位置づけだという風に私は理解したが，そういうこ

とでいいか。 

 

（事務局） 

法的な諮問機関であれば，意見を聞きそれを保守していく必要もあるが，市としては，

皆さん各分野の方であり，意見と伺いながら今後の方針・方向性を認識し，それを尊重す

る形で計画したいと思っている。 

 

（会長） 

その意味で協議会の委員全体としては，協議会としては，こういう風に考えているとい

うことを改めて提言書を出さないと，直接，市長まで声が届かないということになる。だ

から，策定委員会の時と性格が変ったんだなということを私自身もあまりきちんと認識し
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ないまま会が進んでいた。最終的にはこの提言書を市長さん宛てに出してそれが方向性を，

市長が見られて，決める参考にされるということだと思う。何もない，ある時とない時で

どうかということで，協議会があることは市長もご存じだが，直接こうしてくださいとい

う風に提言するのとしないのでは存在価値も高まると思う。細かいところについてはあま

りこの中では攻めていくという言い方は適切ではないかもしれないが，提言に入れても，

と思う。だから，効果は改めて市長にお願いするという意味ではないかなと私は理解して

いる。 

 

（福本委員） 

この地域協議会で今やっているが，これ１０月の段階から策定委員会に移行していくの

か。この提言書を市長に出し，その提言書を受けて，市長の方からこちらの方に策定が帰

ってくる。結局自分らが出したものがここへ帰ってくる。 

 

（事務局） 

この提言書というのは皆さんが今まで評価をしていただく中で，前期の悪いところ，駄

目だったところについて後期でこういう視点からこうしていったらいいんじゃないかとい

う皆さんの思いをいったんここで釘として封入していただく。各委員の皆さんがそうです

ね，そうですね，じゃあ後期はこんな風に方向性で行きましょうということで共有してい

ただくということの提言書というように思ってもらったらいいと考えている。具体的な部

分があり，客観的な部分もあるという風な提言書にまとめていただくと，非常にありがた

い。 

 

（会長） 

提言書についてはまとめるという方向で。前回もそういう風に話が進んでいたが，私に

作る力があればいいんですけど，そこまでなかったので，市の方にたたき台を出していた

だいて，それに関して各委員の方からご意見をいただいたという形で，３名の委員の方か

ら意見をいただいた。それで，後藤委員と林委員と福本委員の方からいただいて，資料に

ある通りだが，進め方としてはこれについて各委員あの３名の委員の方からお話をいただ

くこととしたい。 

 

（事務局） 

原文を読ませていただく。後藤委員の意見から読ませていただく。 

『青尐年の健やかな育成と子育ての良き支援のために，この事業が成されて行くことは，

本当に有難いことと感謝致しております。古いことを言いますが，戦後 60余年となり，世

の中も平和となっていきました。あの終戦の時，幼児から児童期を送ってきた私の様な人

たちは，もうかなりの年令となっていられます。現代のめまぐるしい社会の歩みには，目
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を見張る思いがしていることでしょう。当時は，今の人たちには想像もつかない貧しさの

中で，一生懸命一人ひとりが生きぬかねばならない時代というものがありました。それは，

鮮明に私たちの記憶の中に残っています。この度の会議や市の活動の有り方に付き，いく

つかの提言のまとめを拝見しました。その中に幾度も，質という言葉があります。何事も，

ものごとの本質はどうあるべきかを考えることは大切でしょう。今ここに次の時代を生き

る青尐年の人たちのより良き育成や，各家庭の為の子育て支援を，懇切丁寧に考えてもら

える時代となり，私もそこに生きている自分に喜びを感じますと同時に，何事も受け手側

のために，すべて至れりつくせりであろうとされることは，中々大変なことと思われます。 

この様な市の制度を当然のこととして支援を受けられる市民の皆さんにとって，同時に心

の安定はどのようになっていくのでしょうか。特に若い世代の人々には，自分の義務や責

任というものをはっきり意識されることも同時に指導し，学んでいってほしいという願い

が，日々のいろいろな問題を見聞きしながら感じられます。人として生きることの本当の

喜びや子育ての喜びを，それぞれの立場で味わいながら，幸福な生涯を送っていけること

こそ，一番大切なことではないかと考えます。余分なこととは思いましたが，一言感想と

して申し上げました。』 

 次，林委員。 

『「保育所・幼稚園・放課後児童クラブなど｣この施設を並べた意味は何ですか？鈴鹿らし

さ。後期計画の策定においては，厚生労働省から新たな指針として「仕事と生活の調和」

と「包括的な次世代育成支援の枠組みの構築」が示されたところであるが，その推進にあ

たっては，本市の地域性を十分に踏まえるとともに，鈴鹿らしさの視点を大切にされたい。

これに関し，協議し具体的に提言したほうが良いと思います。質…社会情勢を見据えて，

柔軟に対処できる施策を望みます。社会的弱者に優先して安心が得られる施策であるよう

望みます。（障害をもっている方，生活困難な方）提言書を出す事で，どのような効果を考

えているのでしょうか？』 

次，福本委員。 

『・計画の策定にあたって：鈴鹿市次世代育成支援行動計画は、鈴鹿市の未来を担う人材

を育てるという、鈴鹿市の将来に関わる重要な計画と受け止め、その計画にあたっては、

計画の策定段階から広く市民にわかりやすく周知し、市民のニーズにあった、市民が主役

となる計画とするため、その策定作業の過程の充実を図られたい。（鈴鹿市が活用している

ＳＷＯＴ分析の活用） 

・市民の視点に立った評価の実施：鈴鹿市次世代育成支援行動計画の点検・評価にあたっ

て、サービスの利用者の視点に立った点検・評価を実施し、市民が行政の仕事を評価する

仕組みから、ＰＤＣＡサイクルの確立の充実に努められたい。 

・質の確保(未定稿より)：前期計画において設定した数値目標は、（中略）・・・・それぞ

れの事業の質について、利用者の視点を踏まえるとともに、地域における子育て支援事業

の関係者や子育てに関する活動を行うＮＰＯ等が評価に参画する場を設け、その内容の充
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実を図られたい。 

・物的資源の安定（未定稿より）：原文そのまま 

・人的資源の有効活用（未定稿より）：物的資源の利活用を図るためには、（中略）・・・・・

人材のさらなる向上に加え、団塊世代を中心とした、新たな人材の発掘・育成に努められ

たい。 

・社会資源の効果的な活用：鈴鹿市においては、子育てに関する活動を行うＮＰＯ、子育

てサークル、自治会を始めとする地域活動団体、社会福祉協議会、主任児童委員等が活発

に活動をし、鈴鹿市の次世代育成支援の担い手となっていることから、地域の社会資源を

十分かつ効果的に活用する仕組みを確立し、さらなる充実を図られたい。 

・ワーク・ライフ・バランスの向上（仕事と生活の調和）：仕事と生活の調和が実現した社

会とは、「国民一人ひとりがやりがいや充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすと

ともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期、中高年期といった人生の段階に忚じ

て多様な生き方が選択・実現できる社会」とされている。第 5次鈴鹿市総合計画において、

鈴鹿市のめざす将来都市像は、「市民ひとりひとりが夢や生きがいをもって安心して暮らせ

るまち すずか」とある。ワーク・ライフ・バランスの向上は、尐子化対策の観点からも

重要であり、社会全体の運動として推進していかなければならない。このような取り組み

について、鈴鹿市の実情に忚じた展開を図られたい。 

・保護を必要とする子どもへの支援：（１）児童虐待防止対策の充実 児童虐待による深刻

な被害や死亡事例が生じることがあってはならいないが、鈴鹿市においては数年前に児童

虐待よる死亡事例が生じている。このような被害を二度と出さないため、地域社会全体で

子どもをまもる支援体制を充実し、適切な保護の実施のために必要不可欠である児童養護

施設の建設に努められたい。（２） 障害のある子どもへの支援の充実 障害のある子ども

たちが地域で安心して生活できるように、保健・医療・福祉・教育等の各種機関の円滑な

連携を推進し、さらなる充実を図られたい。（３）母子家庭・父子家庭への支援の充実 母

子家庭・父子家庭が増加している中で、子どもたちの健全な育成を図るために、相談体制

の充実や当事者の視点に立った支援内容の充実を図られたい。（４）外国籍の子どもたちへ

の支援の充実 鈴鹿市は、日系ブラジル人を中心とする外国籍のこどもたちが多く在住す

る現状があり、その子どもたちへの保育、日本語教育等の支援体制が急務であり、その支

援体制の整備に努められたい。 

・鈴鹿市における次世代育成支援の総合的な推進：鈴鹿市における次世代育成支援の総合

的な推進を図るため、国・三重県・鈴鹿市の連携を強化するとともに、企業、市民が行政

と協働できる横断的な仕組みを構築するとともに、全庁的な体制の下に、行動計画の策定

やこれに基づく実施を図られたい。 

・鈴鹿市らしさ(未定稿より)：後期策定においては、・・・・(中略)・・・・・本市の地域

性を十分に踏まえるとともに、鈴鹿市における総合計画、男女共同参画プラン、子どもの

健全育成推進基本計画等、及び三重県における県民しあわせプラン、次世代育成支援行動
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計画、健やか親子いきいきプランみえ」等の計画との整合性を図りながら、鈴鹿市らしさ

の視点を大切にされたい。』 

以上である。 

（会長） 

補足のある方は。 

 

（福本委員） 

原稿の中でミスがある。訂正をお願いしたい。『ワークライフバランスの向上は』という

ところの一行目。尐子化対策の観点について書いてあるが，間に総合計画の推進及び尐子

化対策の観点からということで，入れていただきたい。あと，２点ありますけれども，保

護を必要とする子どもへの支援の（４）の『外国籍の子どもたちへの支援の充実』の二行

目です『日本語教育等の支援体制が急務で』と書かれているのですが，『支援体制の確立が

急務で』と入れていただいていいでしょうか。あと『鈴鹿市における次世代育成支援の総

合的な推進』の『次世代育成支援の総合的な推進』のところですけれども，文章がかなり

おかしくて，後でちょっとあれだったんですけれども。読みますので訂正をいただけたら

と思います。『鈴鹿市における次世代育成支援の総合的な推進を図るため、企業、市民が行

政と協働できる横断的な仕組みを構築するとともに、国・三重県・鈴鹿市の連携を強化し，

さらに全庁的な体制の下に、行動計画の策定やこれに基づく実施を図られたい。』という文

章が，日本語が尐しおかしくて…訂正してください。以上である。 

 

（会長） 

お二人はよろしいか。補足することがあれば。どうやってまとめていったらいいか悩ん

だが，後藤委員の内容はこういう願いを入れて策定してください，提言書をまとめましょ

うということでよろしいか。 

 

（後藤委員） 

特に要請はしていないが，ずっと聞かせていただいて感じたことをどなたもこれは皆考

えていることだと，文章にすると偉そうになるが，これはもう本当に根っこの問題である。 

 

（会長） 

最後の段落の『人として生きることの本当の喜びを』というところは，福本委員のおっ

しゃるワークライフバランスと重なるところが多いと思って読ましていただいた。 

 

（後藤委員） 

はっきり言えば，色々と深いところへ皆さんいってることになる。 
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（会長） 

質というのが書いてあるが，質というと，ちょっと必ずちょっと裏にあるのが，法律家

とかそういう言葉がちらつくとちょっとこの質も良いかなと思うことはあるが，それと別

個に保育現場にいると，子どもは遊びの中，活動の中でかなり質の高い，どんどん高めて

いくが，その途中においては何度も何度も試行錯誤を繰り返しながら，失敗をしながら，

質を高めていくが，そのあたりが色々と後藤委員の文章からで言うと，戦後は色々な子育

て支援なんかが行われてきたが，そういう色々な繰り返しの中で，結果としてこう質が高

まってきたという風に考える。実際，提言書の中にも質という言葉が出てくるが，質自体

は言葉で言うと，ぱんと質というとひとつの言葉になるが，その中には色々な考え方が入

っていると後藤委員の感想，というか意見を読ませていただいて，私自身思った。 

 

（後藤委員） 

お母さんや子どもたち，それから色々な虐待のところなんかを聞いていると本当に一生

懸命になって良いように向上するようにということであるけれども，私が一番疑問に思っ

ているのは，やっぱり若い家族がどうやって生きてくかというところにすごい何ともなら

ないものがある。虐待もちょっとある一例を見たが，やはり家族だけだと，子どもの虐待

というのがなかなか防げない，それでお年寄りと一緒にいた場合には子どもも母親も救わ

れるわけである。どっちかが今は悪者になり，お父さんとあった時にもう会わせないとか

そんなことになる。普通，昔はそうではなく，おじいちゃんおばあちゃんが見えた場合は

非常に心が救われた。そうやって我々は育ってきたような気がするが，これはもう今の時

代の文化というか，そういうものが生んだ悲劇じゃないかと思っている。だからそういう

質ということになってくると，また難しく色々と考えていただかないとならないものもあ

ると思うが，全般的な問題である。そういうようなことを今，私たちは難しい言葉で省察

と言いまして，反省とそれから観察というのが一つになった言葉があって，振り返りとい

うのを今教育の世界ではやっている，非常で難しいけれども，これをやっていこうと。自

己点検・自己評価といって，この前校長が言ってみえた。それが我々の課題になっている

が，それを家庭にも何とか幼児教育やら学校教育の中から振り向けていくということも，

小さなことであるけれども，平衡して行っていただければいいかなと思った。 

 

（福本委員） 

提言書を作る際に，まずこのかがみ文がいるのか。この最初の未定稿ところに提言書と

いうところで後期作成に向けての提言という名前で行くのがあって，提言書に入っていく

と思うが，提言書の最初のところに前文みたいなもので細かく質の向上とか質の確保とか

物的資源の安定とかいうものを書く前に，前文としてこういう思いでという後藤委員の言

葉をお借りして，ちょっとすこし最初の説明文のところに，何でもいたれりつくせりでは

ないとかいうところとか，それは確かに私も思っているので，何でもやってもらうのが当
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たり前というのではなくて，できるところは自分たちで，自分たち親もやっていかなけれ

ばいけないと思ってるので，そのところの視点も次世代育成の後期には入れていきますよ，

というメッセージを最初の前文にいれるのはどうかと思う。 

（会長） 

この未定稿の方のこの一枚目のバランスはどうかと思う。 

 

（福本委員） 

それは提出で，これはこうなんです。ただここの提言書と来る前の質の確保とかいう１

頄目とか１つずつ分類する前に，前文を作って，そういう風な提言書を作ったらどうか。

いろんな提言書をこう作ったりとか拝見したりとかするけれども，提言書に入る前に，思

いというものを最初に前文に書いて，頄目ごとにどういったものをしていくかという頄目

に分けていくという提言書もそういった形式のものもたくさんあるので，せっかくこの後

藤委員の思いというものを私も共有したいというか同じ視点でいるので，他の委員の方の

思いも同じであれば。 

 

（会長） 

他の委員の方の意見も伺いたい。イメージ的に２ページぐらいを想定しているのか，３，

４枚なのかというのもあると思うが。方向として前文を入れるのか。 

 

（福本委員） 

後藤委員の書いたこの文章のエッセンスをいただいて，そこを前文に取り入れて，その

あと事務局が出した質の確保であるとか物的資源の安定であるとか頄目についてという形

で。イメージは伝わったか。 

 

（会長） 

この前に入れるのか。 

 

（福本委員） 

そうである。こちらは提言書を出す際のかがみ文，最初の上書きなので，本題に入って

いく前にこういう思いですという前文を載せてからというのはいかがか。多分，提言書と

いうのはこっちの委員の方はいろんな委員会でやられてる提言書を作成されてると思う。

そういう形式のものが多いが。これとは別に。 

 

（会長） 

ここに加えさせていただくということで，よろしいか。この前の方に。 

 



 

9 

 

（奥委員） 

鈴鹿の作ってもらった中には，あまり多く書くもののスタンスではなさそうな気もする。

あまり多く書くよりもこのままでいいんじゃないかという気がする。提言によっては，い

わゆる次の策定とかにからんでいけるものを常にもって，どんどんというのと，２種類あ

ると思う。鈴鹿の場合は，先にドンといっておいて，あとは皆さんが中身をやってちょう

だいという，こういうのじゃないかという感じがしているので，付き合っていこうと思う。

ただ文言で，どっかでこの言葉がさっき言われたものに変わらないかなという，文言を変

えるのなら，それはそれで，通じるような感じがする。あまり書かない方が良い。そうい

う風に思う。提言書にどんどんたくさん書いてあって，読むのもえらいことになる。そう

いうのは読まないと思う。提言書と次の策定のための委員会というのと，意見というのは

違う。その辺をきちっと，言ってくる方もこうだというのを出してもらった方が私はもっ

と分かりやすいと思う。 

 

（会長） 

林委員からは疑問をちょっと投げかけられているので，項番にちょっとやっていかない

といけないなと思っている。それで奥委員からはあまり細かく入れると，ぼやける。逆に

ぼやけてしまうので，このままの形に近いものでいいんじゃないかという意見で，ここに

スタンスを改めて質の確保の前に入れるというのはやめた方がいいのではないかという意

見だった。後藤委員の考え方というのは，もしこの中で文字で置き換えられるものがあれ

ば，そういうこういう後藤委員の気持ちを入れる形で，変えていけるものは変えていけば

いいのではないかと思う。その前に細かいものになっていくが。 

 

（事務局） 

提言書という名前のものは色々ある。福本委員のイメージの提言書もある。ものすごく

事細かい冊子のような提言書もある。そうでないこのスタイルもある。どれが正しいかと

いうのはない。もうひとつはこの提言書に会の総意にそれぞれの意見を付記するという方

法もありうる。大きな提言書の入り口を私どものこのスタイルを採用していただくのか，

それとも会はもっと細かい冊子のようなものを採用して，それぞれが記述をして出すのか，

それとも３番目が，この提言書に福本委員のような事細かな計画に書くようなこういった

ものを，いわゆる委員の考えとして意見としてつけるといった形の３つの形の中で，最初

にそのスタイルを定めていただくとよいと思う。私どもは，シンプルなものをご提案させ

ていただいた。あとはそれを採用するか否かについて審議をお願いしたい。 

 

（会長） 

林委員の『「保育所・幼稚園・放課後児童クラブなど｣この施設を並べた意味は何ですか？」

ですが，どこに出ているかと言ったら，裏側の物的資源の安定というところの『地域に根
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ざした保育所・幼稚園・放課後児童クラブなどの資源』という風に書いてある。だからこ

の３つが地域に根ざしてないという，とらえ方なのかなということではないか。 

 

（林委員） 

そうではない。本当に根本的に私が提言書という意味が事務局が言われた通りに入口が

分からないものですから，私も何を言っていいかわからなかった。この提言書を出す意味

は何か，と色々と書いてあるが，この並べた意味は何ですかということだけに言うと，放

課後児童クラブというのは今アンケートで就学児の方の利用度というのをアンケートで見

たときに，10.7パーセントの方が利用しているわけですね。その 10.7 パーセント利用して

いる中でも 1 年生から 6 年生まで。でも，ここでは 1 年生から 3 年生までの方が対象です

か。 

 

（事務局） 

基本的にはそうである。 

 

（林委員） 

それで，10.7 パーセントの方の利用度しかないものと，並べた意味がちょっとよくわか

らなかった。施設的に今から増やそうとしている施設ではあると思う。全くこう条件とし

ても，法的なものと地域性にどっぷりつかったものと。この３つがなぜここに並んだのか

とすごく疑問に思った。 

 

（事務局） 

登場人物として，主役を書いた。その主役の中に幼稚園が主役かどうかちょっとこれは

今後問題があるけれども，確かに保育所というものは現在もう主役であるし，放課後児童

クラブに関してももう鈴鹿では主役に完全になっている。そういう並びを，地域に根ざし

た資源として並べたものである。 

 

（会長） 

知名度はある。 

 

（林委員） 

概要，やっていることの趣旨も違う。 

 

（福本委員） 

物的資源の安定なので，物的資源が他市に比べて，今はどこでも学童クラブできている

が，まだできてない地域もあって，それが鈴鹿市の強みというところでとらえばいいので
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はないかと思う。物的資源がある，それをこれからも安定していくという視点である。 

 

（林委員） 

保育所とか幼稚園か。保育所の待機児童というのは大分あるのか。 

 

（事務局） 

待機児童というのは，基本的にはゼロです。 

 

（林委員） 

幼稚園はゼロである。 

 

（福本委員） 

幼稚園はある。公立の２年保育が抽選で落ちる。 

 

（林委員） 

幼稚園の方が充実しているのか。それとも保育所の方が充実しているのか。 

 

（事務局） 

幼稚園よりも国としては保育所の充実を図りたいようである。 

 

（服部委員） 

普通，幼稚園・保育所を並べる時には幼稚園を先にくる。幼・保という。子育て支援課

は当然保育所を所管しているので，そちらが先に頭くるかもしれないが，教育行政的には

幼保と並べるのが普通である。それは以前からの流れで，昔はやはり幼稚園の方が勢いが

あった。小学校との連携でも，今は保・幼・小になっている。今までは，幼・小の幼の中

に保育園も含まれていた。保育園の問題が多くなってくると，存在意義が出てくるもので，

保・幼・小という言い方になった。 

 

（後藤委員） 

幼稚園は文科省のですから，はっきり言うと学校である。小学校の並びで行くと，幼稚

園を先に書いていただかないと仕方がないと思う。 

 

（会長） 

幼児施設というと，幼児が行く施設は，幼稚園・保育所という項番である。学童につい

ては幼児ではなく児童が対象である。それは児童福祉法に書いてある範疇なので，子育て

支援課で出てきたと思う。ただ，知名度はそれぞれ高い。 
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（副会長） 

私も林委員のシンプルでいいと思う。提言書を出す効果についてどのような効果を事務

局はこうと言われているが，これは市長に対して市長がこの委員会に対して何らかの返答

があるのか。ただ一方通行だけか。 

 

（事務局） 

一方通行である。提言書，一般論の提言書であるが，一般的に他でも先ほどあったが，

たくさん提言書が出る。市長からこのことについて具体的に回答といったようなものはな

い。その後で，ずっと期間の中でその提言書を実現していくというのが，市長の市として

の回答といったようなものだと思う。 

 

（副会長） 

事務的資源の有効活用は，例えば二番目はその財源の確保に努められたいということで，

金をちゃんと面倒見よという，これはいいと思う。三番なんかは『人的資源の有効活用』

は曖昧な書き方である。過去に遡ってどういう風に鈴鹿市はやってきているかということ

を考えると，不透明，曖昧で，どういう事をやっていく人材を育てていくのかが分からな

い。今後一年経ってこの提言書を出しても，どういう風に変わるのか。この提言書がある

程度，実行性がなければ意味はない。 

 

（会長） 

福本委員の書かれた人的資源の有効活用に，団塊世代を中心とした部分があるので，そ

れを加えればいいのではないか。 

 

（奥委員） 

提言書を出します。その後，この提言書に基づいて事業をたとえば考えろというのは当

然帰ってくる。そのことを事務局の方から言っておいてもらわないと，今の話だと本当に

出すだけと思ってしまう。 

 

（事務局） 

まずは皆さんがこの提言書で思いを共有していただく。それに関して行政もそれを重く

当然受け止め，今後の後期計画に十分認識しながら反映させる。皆さんと同じように策定

したいという気持ちに帰ってきます。 

 

（林委員） 

ＯＫです。言っていただいたので。安心しました。 
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（事務局） 

確かに今おっしゃられた人材資源の有効活用としての一つの例ですけども，これは非常

に具体的には難しい。一つの例として，あまりいい例ではないが，いわゆる生活保護の問

題があった。第三者委員会の中で，人材の，専門性の持った人材を入れよということがそ

の提言にうたわれていた。例えば，社会福祉士をもった人材を配置せよと。こういうのに

ついては，非常に明確である。それを実現するため，市長が命じて人事部局が努力する。 

 

（副会長） 

この人的資源の新たな人材のさらなる向上に向けてとかわけわからないことを書かずに，

ポイントを絞って表現してもいいのではないか。二番目は財源確保という，一番上も内容

の充実という意味では，それぞれのことを充実していこうという意義は分かるが，人材と

いうのは非常に難しいが，人に訴えかけていない気がする。人的資源のところに福本委員

が色々書いてあるので，この色々な中で福本委員が書いたものを全部は無理であるが，後

藤委員の言われた義務と権利というものを文章に盛り込めるといいと思うが，無理だと思

うので，この人材のところを，福本委員の中でポイントを絞った形で整理してほしい。 

 

（林委員） 

先ほど二井先生も言われたように，権利ばっかり主張して義務を忘れているということ

を提言書に出すのであれば，鈴鹿らしさでもいいのではないか。そういう人を育てるとい

う中に権利と義務というものを育てていかないとだめだということも，一つは物的ではな

くて気持ちの上での鈴鹿らしさというところもあってもいいのではないか。 

 

（会長） 

権利と義務というのが，ちょっと出てきているが，福本委員のＳＷＯＴ分析というもの

を簡単に教えてほしい。 

 

（福本委員） 

強み・弱みですね。Strengthの Sと，Weakness の W，Opportunity の O，Threatの T。 

 

（事務局） 

簡単に言ったら，強みと弱みを分析して，強みはより強いところを，弱いところもやめ

るという選択があるし，自分がおかれた立場というものをきちっと認識していこうとする

ものである。組織として。 

 

（福本委員） 
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鈴鹿市としての強みと弱みを分析して，計画作りの時の策定における視点として，鈴鹿

市が採用している。 

 

（会長） 

福本委員はこういうのを入れていこう，加えていこうという意見である。 

 

（福本委員） 

事務局から頂いた意見は，４つの文しかなかったので，これを取り入れてはどうかと，

何頄目か追記した。 

 

（福本委員） 

市民の視点に立った評価の実施，社会資源の効果的な活用，ワーク・ライフ・バランス

の向上，保護を必要とする子どもへの支援，鈴鹿市における次世代育成支援の総合的な推

進の６頄目を増やした。 

 

（会長） 

質の確保のところの，『ＮＰＯ等が評価に参画する場を設け』と書かれてあるが，ここは

この協議会が評価をしているとしたら，もう一つ別個に設けるということか。 

 

（福本委員） 

そう意味ではなくて，後期策定の後もこういった協議会で後期策定のチェックをしてい

くと思うが，その場に実際に子育て支援に，地域における子育て支援事業の関係者や子育

てに関する私たちのようなＮＰＯなどが参画する場を与えてほしいという趣旨である。自

分はＮＰＯから出てきているが，ＮＰＯの枠がなかったので，自分は市民忚募で出てきて

いるんですが，そのようなＮＰＯの方たちがたくさん活躍しておられるので，ＮＰＯ枠を

一つ設けてほしいということである。県など他の自治体にはＮＰＯ枠があるので，鈴鹿市

にも入れてほしい。私たちにはそこまでの力がないので，席を設けていただいてないとい

う現状があるが，がんばっている。 

 

（会長） 

ワーク・ライフ・バランスは育児期だけの問題ではなくて，一生を通しての生き方だと

思うが，福本委員だけでなく，そのことがこの提言書に適切かどうか皆さんに考えていた

だきたい。 

 

（奥委員） 

提言の表に書いてある，医療・福祉・企業，この３点が議論されたという中身を書いて
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いかないと，一方だけになってしまう可能性がある。この中で，質と物的人的資源もある

が，地域資源・社会資源，その中に必ず企業とか医療とか入ってくる。そこを付け加えた

方がいい。企業は，最終的に出てこなくてはいけないが，出てきていない。社会資源やワ

ーク・ライフ・バランスを入れた方がいい。 

 

（福本委員） 

私もワーク・ライフ・バランスの向上に関しては，企業の協力なしには推進できない。，

鈴鹿市らしさというところで言うと，鈴鹿市第５次総合計画という上位計画があるので，

その上位計画との整合性を図りながら，策定していかなければいけないと考えている。そ

の鈴鹿市における総合計画は，「市民ひとりひとりが取り組める機会をもって安心して暮ら

せる街鈴鹿」というキーワードになっている。そういう視点も取り入れながら取り組んで

ほしい。 

 

（会長） 

提言書はあまり細かいところまで入り込まないということがよいか，細かいものにした

方がよいか。 

 

（福本委員） 

細かいものにする必要はない。本当に提言書には，学童保育をいくつから何パーセント

に増やすように努力してくださいというように踏み込んで書く提言書もあると思うが，こ

れはもう策定する段階での視点ぐらいでよいので，冊子になるような提言書は考えていな

い。 

 

（会長） 

権利と義務，社会資源，ワーク・ライフ・バランスは入れた方がいいか。企業との絡み

でぜひ入れてほしいということだったが。 

 

（奥委員） 

地域資源と企業のいわゆる資源を入れ，柱を一本たてればよい。地域資源といえば，企

業も地域資源である。 

 

（会長） 

物的資源の安定・人的資源の有効活用，その下に社会資源の有効活用でよいか。 

 

（奥委員） 

医療のこともどこかに入れてもらいたい。 
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（福本委員） 

私が提言書に書かせていただいた中に，医療福祉ネットワークができていないと思った

ので，そのことは障害のある子どもへの支援の充実というところで，尐し触れさせていた

だいた。 

 

（事務局） 

この未定稿はあくまでもたたき台で，最小限のものしか，入れていない。今回，福本委

員の肉付けというのは想定しており，それをまとめていただければよい。 

 

（福本委員） 

たくさん追記した。事務局のいうように４頄目ではあまりにも尐なすぎる。その PDCAの

サイクルに合わせて書かせていただいた。策定の計画にあたってという最初の頄目があっ

て，その市民の視点に立った評価の実施，その内容として質の確保・物的資源の安定・人

的社会資源，後期では目玉になってくるワーク・ライフ・バランスというのをひとつ入れ

ておいた方がよい。前期計画を見たが，保護を必要とする子どもへの支援という頄目が鈴

鹿市は全体を支える中の一頄目で入っているので，特別に柱を立てた。それが鈴鹿らしさ

で，他の地域では保護を必要とする子どもというのは一本柱があって，そこは重点的にや

るという計画の作り方をしている。外国籍の子ども，障害のある子ども，母子家庭への支

援が，一般の支援に隠れて見えない状況になっている。そこをしっかりとしてほしく一本

立ててほしいと追加した。総合的な推進なしには次世代育成行動計画は進んでいかないの

で，全庁的な取り組みとしてやってほしいため総合的な推進を入れた。最後に事務局案に

も出ていたが，鈴鹿市らしさということで鈴鹿市に根付いた総合計画とか男女総合参画プ

ランとか子どもの健全育成計画という次世代と絡んだ計画があり，そういったものを鈴鹿

市らしさとして取り入れていただきたい。項序立てて一忚は書いている。６頄目増えて，

この事務局が出した最小限の４頄目と合わせて１０頄目で出した。 

 

（奥委員） 

今の中で，例えば保護を必要とする子どもへの支援とかいわゆる事業名を入れていくな

ら，たくさん入ってくる。そういうのを抜くならよい。この提言書については個々の事業

名は抜いて行かなければいけない。事業名でいくなら，とんでもないことになる。 

 

（福本委員） 

「保護を必要とする子どもへの支援」は，具体的すぎると自分でも思うが，自分にはそ

ういう思いがあったので書いた。ちょっと方向があまりにも具体的すぎたが，前期でこれ

が足りなかったと思ったので具体的に書いただけである。 
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（会長） 

頄目数がたたき台の頄目から増えてもかまわないか。個々にささっと流してその形でい

いか悪いか言っていただきたい。各委員の方に見ていただいて，これはいかん，駄目だと

いうところはないか。 

 

（福本委員） 

保護を必要とする子どもへの支援以外は，事務局の案の形に沿った形で書かせていただ

いた。 

 

（奥委員） 

例えば，最後のＳＷＯＴ分析について，市がよいと思えばよいが。 

 

（会長） 

これは消す。「市民の視点に立った評価の実施」は，入れるのか。質の確保についてはい

かがか。クオリティという言葉を使わずに，福本委員の提案は『利用者の視点を踏まえる

とともに，地域における子育て支援事業の関係者や子育てに関する活動を行うＮＰＯ等が

評価に参画する場を設け，その内容の充実を図られたい。』という文章が加えられているが，

ご意見はないか。 

 

（福本委員） 

クオリティというカタカナ語は抜いただけで，質は入れている。 

 

（会長） 

先ほどＮＰＯ等の評価が参画する場を設けるということがあったが，これは書くとそう

いう意味合いが強くなるという理解のもとで，特に意見を聞かせてほしい。 

 

（奥委員） 

これは提言に入れない方がよい。 

 

（事務局） 

ＮＰＯの席をという話であるが，意見として聞かせていただく中で，そういう形でよい

と思う。次の委員を選ぶ場合に，そこでまた検討させていただく。ここで，提言に入れる

のは，目立つと思う。 

 

（会長） 
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原文のままとする。『物的資源の安定』はそのままで，幼稚園・保育所の項番とする。『人

的資源の活用』は，福本委員の提案は，『人材のさらなる向上に加え、団塊世代を中心とし

た、新たな人材の発掘・育成に努められたい。』という文章が加えられているが，団塊世代

という語を加えることに特に何か意見はないか。 

 

（林委員） 

団塊世代という言葉を入れなくてはいけないのか。 

 

（福本委員） 

鈴鹿市らしさというところで考えた時に，ホンダとか大企業があって，鈴鹿市の団塊世

代の方がすごくパーセンテージで多い。そういう方たちの人的資源を活用するという意味

で今いろんなところで計画がたてられているので，次世代でもそこをと思った。団塊世代

に固執しなくても若い方から学生ボランティアからであれば別に書く必要もないが，ただ

後期の策定する時の計画を事務局に載せていただく時に，団塊世代の活用は考えていただ

けたらなと思ったので，書かせていただいた。 

 

（後藤委員） 

団塊世代と言うと，どの年代の方かということが若い人たちにとっては非常に分かりや

すい言葉である。この人材の発掘というところで，すごく思うが，もっといい人がいるん

じゃないか，もっとあるんじゃないかというのが今の人のいわゆる機械文明とかああいう

ものの中にまどわされた考え方じゃないかと私は個人で思うが，見通しのある人は，人生

経験も深い人だと思う。そういう人たちの意見も，今はもう若い人は若い人ばかり，年寄

りは年寄りの人とばかりという考えが日本中に広まっているわけで，そこに子どもたちに

とって不幸があると思う。お母さんたちを見ていると，本当に同じ年齢層の人たちとばか

り，ぺちゃくちゃごちゃごちゃ言っていて，発展していかない。そういうことをこういう

グループが助言をしてあげると，何か見えてくるのではないかと思う。人材の発掘という

ことで，前へばかり進まないで，後ろを振り返って，そういう非常に有能な方もみえるの

ではないかと思う。それから団塊世代という言葉は使った方よいのであれば，団塊世代と

いう言葉を使わないとどういう方たちか，今の若い人たちにはさっぱりわからない。 

 

（林委員） 

そうですよね。それだけじゃなくて，例えばシルバー人材なんか見させていただくと，

もっと高齢者の方も一生懸命働いている。それに従属するならいいと思う。 

 

（後藤委員） 

何々経験者というような言い方だったらものすごく良いかもしれない。 



 

19 

 

 

（福本委員） 

2007 年度に大量退職されたが，その時に，その団塊世代の方々に地域のボランティアと

して人材バンクを作ってきた。四日市で，タイムリーだと思ってつくったら，団塊世代の

人たちやっぱり年金がもらえないので，３年延期になり，2010 年からだったら地域で活動

できると言われた。ホンダさんとかも再雇用で，３年間延期で雇用されている方がほとん

どなので，そうすると 2010 年度からは本当にまちにあふれると思う。 

 

（会長） 

企業とか実線でバリバリ働いていた方が，退職後の方の活躍を願うということで，つま

り入れるということでいいか。 

 

（奥委員） 

２つの取り方があると思う。団塊世代が退職してしまうので，新たに企業の中で人材を

発掘することと，団塊世代の人材を使っていくということととるのか。ここでは，新たな

人材発掘のことをいっているのではないか。そのあたりが，取り方によっては違ってくる

と思う。 

 

（事務局） 

事務局の脈絡としては，先に物的資源を持ってきて，その後人的資源を持ってきたのは，

今ある人材をいろいろな研修などで向上してもらうとともに，先ほどの団塊世代の方も含

めて，新しい層を掘り起こしていく，発掘するということもあり，団塊も含むというニュ

アンスはイメージとしては入っている。ただ，団塊だけに限ったことではない，というこ

とである。 

 

（会長） 

団塊だけに絞らない方が良いということか。 

 

（事務局） 

事務局案としては，団塊世代も当然含んでいるということである。 

 

（林委員） 

人材の発掘とあるが，研修などを受けていただいて，それに精通する人という意味もあ

れば，こだわらない。 

 

（会長） 
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団塊にはこだわらず原文のままとする。『社会資源の効果的な活用』をここに入れようと

いうことであるが，含めてワークライフバランスもここに加えてくということだったと思

う。これは作業をして，皆さんに承諾を得るという形でよろしいか。１頄目入れるという

ことでご了承ください。奥委員からも意見がありましたが，『保護を必要とする子どもへの

支援』という頄目について，改めて立てるのか。 

 

（林委員） 

主任児童委員をしていると良く分かるが，こういう風に書いていただいた方がそういう

ことがあるという理解度がすごくあると思うので，入れていただきたいと思う。 

 

（会長） 

先ほどの話で奥委員のご発言で，細かくはあまりにバランスが悪くて無理があると。も

うちょっと大雑把になった時に，このまま残ってもいいか。 

 

（奥委員） 

子どもへの支援について，とか大きなくくりの方がよいのではないか。障害のある子ど

もや母子家庭だけじゃなくて，子どもというくくりでいいのではないか。 

 

（福本委員） 

前期の課題をということで考えれば，ここが足りなかったと私は鈴鹿市を見ていて思っ

た。だから，子ども全体は入れるのは当たり前で，ただ後期では外国籍であるとか障害の

あるというところも入れたかった。 

 

（奥委員） 

そこでもう一つ事業名が並んでくると，その辺の兼ね合いがよく分からない。 

 

（林委員） 

今の鈴鹿の現状は，非常にネットワークが弱い。例えば，虐待が起きた時の，保護しな

ければいけない子どもに対してのネットワークというのが，行政も縦割りということがあ

って，横の連携がうまくいかなくて，私たちみたいな実際その子に携わっている人が皆の

人に説明しなければいけないという現状がある。そういう意味ではだめか。 

 

（福本委員） 

４頄目にわたって書いてしまったが，『保護を必要とする子どもへの支援』というところ

でネットワークが大切であることも上下のバランスとかえてできると思う。 
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（奥委員） 

あまり細かいところに入っていくのは，気になる。提言の中に入れるのは，例えばこの

部分を養護児童の部分で入れていく，こちらに入ってないのなら，中途半端になってしま

う。要求だらけにもなってしまう。 

 

（会長） 

なしでいいか。入れますか。一度文章を考えていただいて。 

 

（事務局） 

今の視点の並びの切り方で行くと，やはり事業名になってしまうので，個別の案件にな

る。もしこの部分を特に入れたいのであれば，最後のところの部分に，“特に”ということ

で入れてもらえればよいのではないか。 

 

（会長） 

入れてください。最後の鈴鹿らしさに加えていただくということとする。保護を必要と

する子どもについては，『鈴鹿らしさ』に入れていただくということとする。『鈴鹿市にお

ける次世代育成支援の総合的な推進』については，加えることとする。鈴鹿市らしさにつ

いては，この案に先ほどの『保護を必要とする子どもへの支援』を加えていただくという

形で，入れることとする。福本委員の提案で，最初の案から途中から尐し加えられている

ので，『本市の地域性を十分に踏まえるとともに、鈴鹿市における総合計画……』は加える

という形でよいか。ここに，『保護を必要とする子どもへの支援』の内容を加えるというこ

とでよいか。 

 

（林委員） 

『計画の策定にあたって』というのは，これは鈴鹿市の事務局の方がやってみえて，活

用してみえるわけで，こういうような分析のこととか色々含めてということである。全体

的な言葉的には，鈴鹿市が改めて，市民にも周知し市民のニーズに合ったものをやろうと

いう風な趣旨があるわけで，一番下に『この提言が策定にあたり，この趣旨が十分反映さ

れることを望みます』という一文が書いてあるが，それと同じような言葉をここに入れて

も，同じことを言っているような気がする。 

 

（福本委員） 

この策定するのに，ここで作っていくという段階があって，それを広く市民の人に作っ

ていますというＰＲをしてほしい。次世代支援行動計画の後期策定が今，作られています

というのを広報なりで事務局として周知してほしいということである。子どもの健全育成

推進計画が策定された時には，大々的なフォーラムをして，キックオフみたいな形でこれ
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がスタートしますよというイベントをした。できてから作ったのでやりますよというので

はなくて，作ってる段階でもう尐し市民に広く，今こういうのを作っていますよというＰ

Ｒをしてほしいという意味でこう書いてある。 

 

３ 目標事業量の設定等 

 

（会長） 

それでは，７頄目と言うことで。文章がまだ確定していないところもありますが，一度

作って，提案された方を中心に作っていただき，各委員が最終のものを見ていただいて，

それでいいのかどうか，確認してもらうということとする。次の事頄３の目標事業量の設

定というところへ。これは今後に関わる大きなところだと思うが，まず資料として鈴鹿市

の児童人口の推計を事務局の方から説明していただく。 

 

（事務局） 

本日，国に報告する特定事務事業の目標事業量を具体的にお示しするところであったが，

実は三重県との行動計画の目標事業量との調整があり，来月県との調整が設定された。現

段階のところ，具体的な目標事業量をお示しはできないが，その方向性としまして，ベク

トルで今回，示させていただく。これにあたり，児童の人口推計がまず事業量に大きく左

右されるので，資料の鈴鹿市の児童人口の推計についてというところを説明させていただ

く。鈴鹿市の児童人口推計であるが，実は鈴鹿市は一つの年齢で約 2000人前後のお子さん

が生まれ育っているという風な，まず大前提がある中で，過去から今後将来にかけて，い

ったいどういう風な推移をとっているか。ということでございます。まず一つ目に，鈴鹿

市の総枠の人口の推計とありますけれども，読ませていただく。 

鈴鹿市の平成 29年度までの人口推計を見ると，総人口は横ばいとなることが予想される

が，0 歳から 14 歳の年尐人口，15 歳から 64 歳の生産年齢人口が微減であるのに対し，高

齢者人口は増加することが予想されます。特に，年尐人口は平成 17 年の 16 パーセントか

ら後期計画の最終年度である平成 26 年に 15.2 パーセントと 0.8 ポイント減尐になってい

る。その下の棒グラフを見てもらうと，平成 17 年から 29 年の推移が予想されている。総

額は平成 17年に 19万 8198，平成 29年に 20万 7578，全体としては微増ではあるが，増え

ている。ところが，この中で，一番下の年尐人口を見ていただくと，これは平成 17 年に 3

万 1678 人であるのが 29 年には 2万 9876 人。この途中で，いったんは 21年 22年頃には一

忚増えてはいるけれども，今後は減尐する傾向だということである。それから次のページ

であるが，今の説明と同じようなものがここの推計には書かせていただいている。それか

ら，２番の鈴鹿の児童人口の推計であるが，鈴鹿市の平成 29年度までの児童人口の推計を

みると，0歳から 5歳人口はこれまでも微減傾向にあり，今後も減尐することが予想される。

また，6歳から 11 歳の人口は平成 20年から減尐することが予想される。これは先ほど申し
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上げたように，平成 21 年 22 年からまた下がっていくという風なことである。これはここ

をみると――これは黒の部分ですね――0 歳から 5 歳のお子さんが，見ても分かるように，

黒い帯が確実に下がっているという形である。まあ，こういうことを踏まえ，この人口の

推移が今後鈴鹿市では，微減ではあるけれども，確実に減っていく，お子さんがいないと

いうこと，その割に高齢者の人口が今後増えていくということ，これはこれから課題にな

っていくというところである。 

そうしまして，次の特定 12 事業に係る目標事業量である。まず，前期計画では特定 14

事業である。後期計画では特定 12事業である。この違いは，前にも申し上げたが，乳幼児

健康支援一時預かり事業（施設型），それから，乳幼児健康支援一時預かり事業（派遣型）

というそれぞれ別の事業として，よく似た名前であるが，ほぼ同じであるが，場所が違う

だけで，この２つがそれぞれ個々の事業で，カウントとしては２つになるが，これが病児・

病後児保育事業として一つになったということで，２つあったものが１つ減った，まずこ

こで一つ減ったことになる。 

乳幼児健康支援一時預かり事業の施設型がまず１つあり，乳幼児健康支援一時預かり事

業（派遣型）がまた１つある。ここで，２つのカウントが，事業がされていいた。それが

１つにまとまり，病児・病後児保育事業という１つの名前のものに変わった。これで，１

つ減です。次に，つどいの広場事業というものと地域子育て支援事業，この事業がそれぞ

れ１つずつのカウントである。これが地域子育て支援拠点事業，１つになった。というこ

とで，トータルで２つの事業が減ったということである。ところが，実際には事業が集約

されたということで，中身は減っていない。 

まず，通常保育事業。これは通常の保育であるが，平成 21年度の一忚の目標事業量が 4210

人だったのが 4300 数十人，それで今後これがどうなっていくかということであるが，微増

だと思う。特に，鈴鹿市として今後，圧倒的に増えてくる要素というのが今のところない。

私どもが知る情報の中では鈴鹿市に突然マンションが建ったりというような人口が拡大す

るようなものが今ちょっと見当たらないので，今の状況で行くと先ほど申し上げたように，

児童の人口は減っていく，この中で今後お母さんたちが活動される中で，仕事につかれる

部分もあるでしょうが，トータルとしても微増又は横ばい状態である。 

 それから，特定保育事業。保育の形態が一律ではなく，それぞれのお母さんたちの勤務

によって変わってくるものである。今は１カ所である。これにつきましては，確かに雇用

の時間帯のニーズが今後色々企業さんの方でも変わってくるだろうということで，今も実

際やっている企業もあるが，ニーズに忚えるように，これは確実に増えてくるであろうと

いう事業である。 

 それから，延長保育事業。これは平成 21 年度までの目標事業量が 24 カ所である。現在

29 カ所。私立の保育園にあたるのが 30 カ所ある。公立の保育所が 10 カ所ある。その中で

大部分，全てですけど，私ども保育所にお願いしている。これにつきましても 30 から増え

てくるかどうかということは，まあ横ばいであろう，という状況である。 
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 それから，夜間保育所。これは鈴鹿市としては今まで未設定，現在も 0 であるので，今

後これは一忚設定はしてもらわないということである。 

 それから，トワイライトステイ事業。これは児童養護施設にお世話になっており，夜間

とか休日の部分で，お子さんを食事等の世話をする，生活面の指導もするということで，

現在養護施設が 8 カ所，今後若干増えてくるだろうとしても横ばい状態で，一気に増える

ことはない。 

 それから，休日保育所。これに関して，休日というニーズもある中で，親とかとの関係

が今後とも時間配分が就労にシフトするのではなく，家での時間もかなり充実させなけれ

ばいけないという部分で，休日保育のニーズもあるが，今 1 カ所やっていただく中で，今

後もこれについても若干伸びはある。このベクトルは急に上を向いているが，この記述方

法がこういうものしかなかったもので，上向きというだけで急激な上昇ではない。 

 それから，病児病後児保育事業。これは，副会長の先生のところにもお世話になってい

る事業で，私どもでは 2 カ所という事業量を考えているが，残念ながら今 1 か所である。

これは引き続き箇所数を増やしていくように努力したいと思っています。 

 それから，放課後児童健全育成事業。児童クラブである。目標が 20カ所だったのが，今

現在 30か所ある。これは小学校区に１つということで考えている中で，30小学校区あるが，

実は今小学校区で申し上げますと 25か所なんです。今年度途中かもしくは来年度からもう

１か所増える予定はしているが，他のない校区には，色々呼び込みはするが，それに対忚

するニーズがまとまってない。今後とも努力するが，一忚横ばいであろうと，かなりこれ

は鈴鹿市としては進んでいる事業である。 

 それから，地域子育て支援センター。今，御薗に１か所あるが，これについては，鈴鹿

市の南の方であるので，もう尐し違う方の部分にまた作りたいなということを考えている。 

 次に同じようなものであるが，地域子育て支援拠点事業（ひろば型）。これにつきまして

は，今後とも増やしていきたい。当初，中学校区の 10 カ所という風な考えもあったようで

ある。それに沿うように，増やしていきたい。非常にニーズの高い位置にある。 

 それから，一時預かり事業。これは新たな制度として，今年度から事業名が加わった事

業であるが，内容は一緒である。おうちの方が急に色んな事情でお子さんをお預けしなく

てはいけない場合に，お預かりするという保育事業である。今後とも，かなり力を入れて

いかなければいけないということを認識しており，ベクトルが上に上がっている。 

 次が，ショートステイ事業。これは，児童養護施設，先ほど申し上げたトワイライト事

業の部分の泊まりの部分である。おうちの方が急なことで，特に短期間のことであるが，

お子さんをお預けする，ということである。これは，現在 8 カ所ある。その中で，今後，

児童養護施設が若干増えてくるとして，横ばい状態ということである。 

 それから，ファミリーサポートセンター。今一手に引き受けてもらって１カ所で自主的

にやっていただいている。これについては，会員をどんどん増やし，１か所で集中的にや

っていきたい。以上である。 
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（会長） 

鈴鹿市の児童人口の推計と特定 12事業に係る目標事業量の今後の目標の方向性だけが示

されました。まだ三重県との調整が済んでないので，それぞれ鈴鹿市の方向性があるとい

うことであったが，何か質問はないか。 

（福本委員） 

通常保育事業が横ばいになっているが，昨年のリーマンショックの経済危機を受けて，

鈴鹿市の保育の希望があったというのはないか。お父さんの仕事が，色々給料がカットさ

れて，都心の方では専業主婦だった奥さんが働きに出なくてはいけなくて，保育所の要望

が殺到するというニュースがいっぱい流れたが，鈴鹿市においてはこの点ではどうだった

のか。 

 

（事務局） 

保育所でございますが，実は要望がたくさんあったというのは，現実問題としてなかっ

た。実は在園児の保護者の方が経済的によって仕事がなくなったけども引き続きなんとか

してほしいというご要望はたくさんいただいた。今，福本委員がおっしゃられたような要

望は，あまりなかった。 

 

(福本委員） 

東京の方では，殺到して保育所が全然足りなくってという風なニュースがあったが，鈴

鹿市ではないということなので，今後横ばいだろうということで考えていく。 

 

 

（服部委員） 

８番の放課後児童健全育成事業であるが，学校区で言うと 25カ所であるので，１つの学

校区に２つ学童保育所があるというところもあるようである。71 人を超えるところは国の

施策をもって２カ所に分割をせよということできている。今後，分割にあたるところもち

あるような感じで，さらに分割されたところでもニーズ的にはかなり多く，やはり学童へ

入りたくても，幼稚園や保育園から上がったとしても，４月に何も分からないうちに申し

こんでおかないと，もう入れないというようなところもまだ現状としてあるので，その数

値目標としての横ばいというのが妥当なのかどうか。10 番の一時預かり事業で，現状保育

所の方である程度やっている園さんが多いが，15 カ所あるが，一時預かり事業が今回から

変わり，第二種保育事業として国の方で認められたために，そこら辺の一時預かり事業を

できるところが 15か所より減っていると思われるが，その点はいかがか。 

 

（事務局） 
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放課後児童健全育成事業いわゆる放課後児童クラブあるが，ベクトルの角度がもう尐し

上向きで表せると良かった。ただ，斜め 45 度には至らない。国が一方的に 71 人になった

ら分設という指示があった。現状は，二極化しており，地域によってものすごくニーズが

ある地域と，そうでない地域もあるので，つぶれて無くなってしまうということも今後懸

念されるので，若干やや上向きのというニュアンスでとってもらいたい。 

 

（服部委員） 

ニーズのある部分の箇所について，現状としてマンションを建てているところが鈴鹿市

内２カ所ぐらいある。そこは今後，学童の話で言えば，それぞれの学校区に２つの学校区

に渡っていると思うが，それぞれ分割したところだと思うが，それでもましてまだマンシ

ョン等が建ってきてより，ニーズが増えることが考えられると思う。そこも，分割しても

ニーズが集まっているので，それをまたもうひと分割しなければ仕方がないのかなという

ことにもなりかけているのではないかなと思われるので，２３カ所は鈴鹿市には必要にな

ってくるところが出てくるのではないかなと思う。 

 

（事務局） 

私どもの方でも，２３カ所という服部委員と認識的には同じである。放課後児童クラブ

５カ所ぐらい回って，実際の指導員の生々しい話を聞いてくると，この人数というのは学

年によって読めない，来年どれぐらい１年生がくるのか，今の現状でいっぱいにしてしま

うと次，新しい人が入らないとか，いろんな問題を抱えているので，そのあたりうまく運

営できるように支援をし，おっしゃられるようにニーズに合ったところは分設なりで多尐

は増やしていくべきであろうという考え方をもっている。一時預かり事業であるが，服部

委員が言われるように，今年度から一時預かり事業の名前が変わり，平成 20 年度の実績，

現在１５カ所であるが，あくまでもこの現在の状況の１５カ所については，補助を受けて

いる箇所で，実際には補助を受けずに自主的にやっていただいている民間の園もかなりあ

る。ベクトルは，かなり上向きになっているが，もう尐し下向きということで，事務局と

しては思っている。 

 

（林委員） 

放課後児童の資料であるが，分割するということは全く別のクラブになるという感覚か。

人数制限がきているのにも関わらず，年令・学年制限というものが本当はあるはず。それ

が現状，６年生まで来ているというのを，見た上での人数なので，非常にギャップがある

と，その辺はどんなふうに考えたらいいのかなと言われた。私も，低学年だけと思ってい

たが，現在すごくたくさんの高学年がいるので，その子どもたちも含めてのこの事業とい

うのでは，人数的にも合わないのではないか。国が出しているのは，低学年の人数で出し

ているのだろうし，でも実際いる子どもは全部ひっくるめた形の，ということで，そのあ
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たりはどう考えているのか。 

 

（事務局） 

ニーズとしては，例えば４年生から上はもう鈴鹿市は横向いていいのかということか。

当然，全てのお子さんをお預かりするというのも，国が言っている部分もあるが，やはり

そういうニーズがあれば，全て受けたいということで，指導をいろいろとさせていただい

ている。本来，原則は低学年である。分設であるが，これはどうしてもそういう風にしな

いと国の補助がなくなるので，しなさいというのは，今のところの隣にまたは敷地内に，

分けるということで。そして経営は，分設をして１つが２つになったとしても，運営は同

じクラブである。現場は人材が全てである。そこが上手くやっていけるかどうかにかかっ

ている。指導員研修もやっているが，その中でもやっぱり指導員の確保が，簡単なところ

もあれば，難しいところもある。 

 

（林委員） 

そうすると，71 人の人数制限というのは，低学年も高学年も入れた数字ということで考

えているのか。 

 

（事務局） 

そうである。 

 

４ 次回開催日程 

 

（会長） 

 次回の開催日程であるが，事務局案はあるか。 

 

（事務局） 

前回スケジュールをお渡しした資料の予定どおり，１０月にお願いしたい。 

 

（会長） 

日程については調整をお願いする。 

 

（事務局） 

会長，副会長の曜日を優先させていただき，調整を行う。 

 

（会長） 

よろしくお願いする。ありがとうございました。 


