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 第７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１０月３０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   坂井 温子  服部 高宣 

上田  昇   名和 利昌  （欠席 辻本 博一） 

事務局 ５名 

ジャパン総研：１名 

■傍聴人 ３名 

 ■第７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後期行動計画（素案）に係る協議 

→資料：鈴鹿市次世代育成支援後期行動計画（素案） 

 ３ 次回開催日程 

 

１ あいさつ 

 

（所長） 

 公私ともに忙しい中お集まりいただき，ありがとうございます。今インフルエンザが非

常にはやっております。昨日あたりで小学校が６学校７学級，中学校が４中学校９学級，

あと公立保育所，１０ヶ所のうち４保育所７人，今月から医療従事者への予防接種が始ま

った。ワクチンの供給量に懸念がある。今一度，手洗いやうがいで予防に心掛けていただ

きたい。先の選挙で政権交代があり，子育て応援特別手当が急遽停止になった。障害者の

自立支援法がおそらく大きく変わる。生活保護の母子加算が復活といったようなめまぐる

しく変化があるので注視していきたい。子どもを取り巻く政策がどのように変わっていく

のか先は読み取れない。今回は前回提言をいただいた内容を踏まえ，後期計画の素案を提

示させていただいた。この内容について，審議をお願いしたい。 

 

（事務局） 

政権交代で，子育て支援が追い風になるのか逆風になるのか見えない状況である。今回

の行動計画はこれらの状況に関係なく，鈴鹿らしさを出していきたい。９月１８日に市長

に提言書を出し，伊勢新聞に掲載された。内容について，会長から市長へ説明を行った。

素案について，ご意見等をいただいている。本日はそのご意見について，ご協議をお願い

したい。１２月中にまとめあげて，それをパブリックコメントに出す。２月にもう一度お
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集まりいただき，計画を策定したい。この行動計画は１０年間のものである。後期計画は

これからの５年間の計画となるが，柱の部分は前期計画を踏襲する。まずは，前期計画と

の改正部分について，説明をさせていただく。 

 

 

２ 鈴鹿市次世代育成支援後期行動計画（素案）に係る協議 

 

（事務局） 

 ３１ページの施策の体系，ロジックツリーをご覧ください。この中で，２「すべての子

育て家庭を支えるために」２－４から２－６までこの部分の内容が施策の目標に繰り上が

った。３「子ども自身の成長を支えるために」の中で，３－６「子どもを取り巻く有害環

境対策の推進」，これが新たに施策目標に加わった。４８ページ，ひとり親家庭への支援の

現状，課題，施策の方向がある。施策の方向について，もう尐し膨らませていく予定であ

る。２－５障害のある子どもがいる家庭への子育て支援の現状と課題の４行目であるが，

教室相談事業の待機の低減とあるが，意味が不明なところであるので修正を図りたい。発

達障害に関して，今後さらに力を入れていきたい。外国人家庭への子育て支援であるが，

これに関して現在，外国人の通訳を３人，保育所に配置している。この点もここに付け加

えていきたい。６４ページ。子どもを取り巻く有害環境対策の推進，大人が仕掛けたトラ

ップに子どもが陥り，大変なことになっている状況があり，柱に付け加えさせていただい

た。次に３０ページ，重点的な取り組みであるが，関係者の方と密な連携を取っていく，

縦割りの壁を取り払うという趣旨である。子育て支援センターと子育て支援総合コーディ

ネーター，家庭児童相談室と家庭児童相談員・婦人相談員，保健センターと保健師，これ

を３つの基軸としたい。福本委員からあらかじめご意見をいただいている。一つずつ福本

委員から説明をいただき，それについて協議をお願いしたい。 

 

（福本委員） 

総論の２９ページ，基本理念と基本目標の説明文，第５次鈴鹿市総合行動計画，福祉保

健分野の基本目標は「誰もが暮らしやすいまちづくり」となっているが，総合計画の策定

にかかわっていたが，私は本来総合計画の中で子どもの縦割り事業を一元化したいという

思いであったが，総合計画では実現できなかった。柱の中にばらばらに子どもが入った。

子どもの施策は，人と文化を育むまちづくりの分野などにも子どもにかかわる施策が入っ

ているので，福祉分野だけではない。 

 

（事務局） 

誰もが暮らしやすいまちづくりに限定することなく，総合計画全体として捉えさせてい

ただく。 
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（福本委員） 

３０ページ，縦割りを打破して横のネットワークを作ると，事務局の説明があった。前

期計画の中では，重点的な取り組みは事業名を列挙していた。既存の事業で横の連携が可

能な事業名を尐し挙げておくことはできないか。 

 

（事務局） 

 今後課題として取り組んでいくものであるが，この中で家庭児童相談室がいろいろな取

組みの中で，教育と福祉の連携が取れていないと指摘も受けている。できれば近い将来，

一つの部屋の中に教育と福祉が入って，一体となった支援を進めていきたいと考えている。

具体的には書きにくい部分があるので，表現については検討したい。 

 

（福本委員） 

３点目になります。各論の３５ページ，前期計画の中でも子どもの権利を尊重する意識

啓発が書かれていて，今回，障がいのある子どもや外国人，ひとり親家庭を柱につけてい

ただいたのはよく理解できる。①のところの特に人権保育推進委員が中心となって保育所

での課題を見つけ，といった具体的に書かれているが，幼稚園・小学校はどうなのかと感

じてしまう。この計画は１８歳までの子どもを対象にする幅広い計画であるので，ここで

保育所だけを明記するのはいかがなものかなと感じた。 

 

（事務局） 

これに関しては，ご指摘のとおりだと考える。 

 

（福本委員） 

 ４点目である。３５ページ②子育て支援への理解の促進，４行目「ボランティア養成講

座等の支援を行う等，ボランティア活動等の振興に努めます。」と明記されていますが，前

期の計画の中でもボランティア養成講座という風に書かれていたが，これはファミサポの

養成講座になっていて，社会福祉協議会の取り組みは行われていなかった。ボランティア

養成講座であると子育て支援として具体的でないので，ここは子育て支援者養成講座であ

るとか，子育てサポーター養成講座という風に子育てに関するボランティアとして限定す

るように，具体的に書かれた方が良い。 

 

（事務局） 

おっしゃるように，ここは子育てに関するボランティア等の支援とかそういう風な言葉

に書き換えたいと思う。 
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（福本委員） 

５点目である。各論の３８ページ，仕事優先の意識の見直しというところで，前期計画

のところのパブリックコメントで，仕事優先の意識の見直しというところを尐し変えたほ

うが良いのではと意見を出させていただいたが，当初事務局から説明があった「柱は変え

ず枝のところを加える」ということになったので，どうしてもらえるのか分からないが，

仕事優先の意識が後期策定の視点ではない。社会は仕事と家庭の調和にシフトしていて，

ワークライフバランス憲章というものも国が出している。確かに父親が仕事をしすぎて，

家庭や子育てに参加できないという現状もあるが，一方で女性の再就職ができないという

現状もあるので，「仕事優先の見直し」という柱の表題ではなく，「仕事と家庭の調和」に

変更すべきではないかと思う。施策の方向に，「男性の子育てへの参加の促進」と「企業等

による子育て支援対策の促進」と書かれているが，ここをもう尐し男女共同参画課と連携

して，男女共同参画の視点を取り入れた事業を，施策の方向に入れていただきたい。女性

の再就職等も，関係課と連携して進めていただきたい。ワークライフバランスを考える点

で，若者の雇用問題がすごく深刻化していて，非正規雇用が今，多くなっている。だから，

そういう非正規雇用の若者が増えると，結婚できなくて子どもも産めなくなるという状況

に陥ってくるので，若者の雇用ということも尐し力点を入れていただきたいということで，

ご意見させていただいた。 

 

（事務局） 

この点について，この施策の部分のタイトルであるが，特に「仕事優先の意識の見直し」

を「ワークライフバランス」に変えるのが良いと思う。あと２，３点の御指摘の部分につ

いては，協議させていただき，１２月の時点で皆さんに配布させていただく。 

 

（事務局） 

この部分については，世界の経済情勢と表裏の関係にあり，昨日，アメリカのＧＤＰが

３．６パーセント上がり，底打ちしたというニュースがあった。しかし，失業率は今から

まだ落ちて，１０パーセントは越えると言われている。ＧＤＰは上がっても失業率は上が

らない。書き方としては悩ましいところである。経済情勢については，今後５年間は今の

状態が続くという前提で考えていきたい。 

 

（福本委員） 

６点目です。４６ページ「すべての家庭を支えるために」というところに，枝を尐し入

れていただいた。ひとり親，障害，外国人家庭の柱を立てていただいたが，私はここは大

きな柱として立てていただきたかった。５年前と比較して，経済格差は広がって，また近

年では子どもの貧困についても世界の中で日本が問題になっているということから考える

と，この「すべての家庭を支えるために」という２本目の柱の中に入れるのではなくて，
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新たに１つ，６本目の柱として，そこに力を入れて，取り組んだ方が，優先項位を考える

と，分けたほうがよいのではと考えた。事務局としてはそのような考えはないというご説

明をいただいたので，今回はその柱ではなく枝を加えたと理解すればよろしいか。 

 

（事務局） 

そこは弾力的な対応をしたいが，今の貧困の話であるが，おっしゃるようなご指摘の部

分が，特に，私どもの方で出ていない部分があります。提案の中で．例えば，ご提案の中

で子どもの貧困についてもどこかで言うべきなのかということは思っているが．それをど

この部分にいれるかということですね。確かにこれは今からかなりこの部分が厳しい状況，

例えば保育所でも，お子さんが，１０時過ぎくらいから給食の調理を始めるが，食材の匂

いがしてくる。そうすると，お子さんが待ちきれず先生に「ご飯まだ？」と言ったり，ご

飯についても，がっついて食べる，お代わりをどんどんするような，非常に可哀想な状況

もある。そして，高校生に関しても授業料がなかなか払えない，滞納しているという状況

で，先生が生徒に進学や就職の話ではなく，バイトを斡旋するような，こういう時代が本

当悲しい状況がある。という状況の中で，やはりそういう部分の中でご相談の中でどこか

に入れたいと思っている。弾力的な運用で考えたいと思っている。特に今のところは非常

に重要な部分だと思っているので，これはまた私どもだけでなく，皆さんの知恵を拝借し

たい。ですので，今回の６番目の部分はですね，ここでご議論いただきたいと思います． 

 

（会長） 

この６つ目に，大きな柱を出したらという意見ですね． 

 

（福本委員） 

そうですね。５本ある柱は子育て支援ということで，一般的なことを書いてもらってい

ると思うが，どうしてもその優先項位的に，子どもの貧困であるという，今もお話あった

が，どうしてもそこに手厚い支援が必要な子どもがいる。それだけではなくて．そういう

場合に，下支えというかセーフティネットという意味で，一つ列記するというか追記して，

そこは力を入れる。そこはセーフティネットですということで，列記する必要があるので

はないかなと思う。ザルから落ちてくると，福祉では表現するが，下支えでどうしてもも

う尐し支援が必要となる子どものためのセーフティネットがありますよというところをも

う尐しひとつ明記しておくのも，ありかなと思う。 

 

（事務局） 

施策目標に枝を一つ増やすのか，それとも基本目標にもうもう一本立てるのかというと

か。 
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（会長） 

当然基本目標で出したほうが，いいのでは。 

 

（福本委員） 

鈴鹿市はこれに力を入れていますということで。 

 

（事務局） 

それは，今回の提言には，の部分ですよね。 

 

（福本委員） 

７点目です。子育て中の親を支援するという視点もあるが，子ども自身の成長も支える

必要がある。鈴鹿市では子どもの参加の取り組みがなく，三重県では子ども会議であると

か，子どもが参加する機会を設けている。後期計画では，子ども達の声を聞いて，子ども

が参加できる事業も計画にいれていただきたい。 

 

（事務局） 

子どもの権利条約が批准され，その中に４つ柱がある。４つのうち３つはこの計画に謳

われているが，子どもが参加する権利が欠けているように思える。 

 

（会長） 

以上の７点について，協議をしていきたい。 

 

（事務局） 

 おおむね私のほうから，お答えをさせていただいた。基本目標に入れるのか，施策目標

に入れるのか。それと，子どもの参加を表現するにあたって，施策目標のどこに入れるの

か。この２点について，ご協議いただきたい。 

 

（会長） 

 １番目から５番目は，よろしいか。それでは６番目の，基本目標であるが参考資料とし

ては３１ページ，基本目標が５つあるが。 

 

（福本委員） 

特に支援を必要とする子どものために，という柱を特出ししたほうが良いのではないか。 

 

（会長） 

全体的なバランスはそれでよいか。支援を必要とする子どもがかなりいれば，６番目の
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柱として出したほうがいいか。各委員の日頃，感じてみえることがあれば。 

 

（事務局） 

 今の福本委員の意見であるが，子どもセーフティネットの部分を特出しして，というこ

とであるが，これはまさに鈴鹿らしさということである。基本目標の６番目の柱となるか，

それでいいのか，ご協議いただきたい。 

 

（福本委員） 

 鈴鹿らしさということであれば，在住外国人が５％いるということである。その子たち

の教育を受ける権利がある。今，経済が悪化して，親が首を切られるという現状がある。

切実な問題である。現場におられる林委員はどのように感じているのか。 

 

（林委員） 

 子どもの貧困だけを掲げてしまうと，奥にある原因が何かということの方が私たちにと

っては重要である。子どもの貧困ということで，今おっしゃられたような話は私も聞くが，

それは本当にそこに通っている身近な方たちが，例えば学校であり保健センターであり保

育所であり幼稚園であり，その先生たちがその場その場でできることの支援をしている。

それをなくすために，その奥には何があるのかということを私たちは見つめている。子ど

もの貧困ということだけをとらえてしまうと，そういう人たちがやっていることが別の仕

事みたいな形になってしまう。全然離れたことではない。子どもの貧困だけが問題なので

はなく，その奥が問題。なので，私は別にする必要はないような気がする。別にしてしま

うと，せっかく現場で先生たちがその場その場のタイムリーな形の支援をしてみえるのに，

施策として挙げるということは，ちょっと違うような気がする。外国人の子どもと申し上

げましたが，この間，生活支援課の方も，非常に生活保護を申請される方が多くなってい

る。食べることにそんなに困っているというわけではないが，親のお金の使い方が非常に

ずさんなところがあって，子どもに影響があるというところもあると思う。だから，一カ

月ずっとそういう状況であれば当然民生委員が家を訪問して生活等を見られていると思う

し，特別子どもの貧困だけを取り上げるというのは，奇抜な感じがする。 

 

（坂井委員） 

私もそれはちょっと感じる。２番目の「全ての子育て家庭を支えるために」の中に，１

番目は「家庭における子育ての支援」とあるが，これはもう全員に，ですね。それと２番

目として働きながら子育てする人，それから３番目としてひとり親とか障害とか外国人と

か，色々なマイノリティがいる。児童虐待防止というものがその１番後にくるのかもしれ

ませんが，まず多いもの，色々な要因があると思うが，確かにダブルリミテッドというこ

とだったり，そういう外国人対策というものも必要だが，日本人でも日本語が十分に身に
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ついていない，教育がなかなかできにくい，遡れば親世代の教育等根は深いと思うが，い

ろんな原因であると思うので，「全ての子育て家庭を支えるために」の中で全員対象の施策

ももちろん必要だろうし，一つずつ挙げていけば色々とあると思うが，それはいいとして，

児童虐待・ネグレクトにつながりやすい家庭への充実という形でトータルにまとめるとい

うことで，その中で１番に先ほど言われた貧困の問題は経済社会の問題でもあると思うの

で，仕事優先の意識の見直しとか仕事と家庭の両立・ワークライフバランスとか，それか

ら社会の枞組みの中でそういう経済とか仕事とかという部分の組み立てになると思うので，

それは１番のところで触れられていますよね。だから１番の社会の枞組みがあって，次に

全ての子どもを支えるために，それから特別なマイノリティへの施策とセットになってい

くと思う。全て色々なファクターがあれば，それは子どもの貧困につながっていくリスク

ファクターだと思う。 

 

（会長） 

施策目標の中で，調整すればなんとかなるというご意見ですね。ダブルリミテッドとい

うのは，どういう意味か。 

 

（坂井委員） 

 外国人等にあるのですが，日本語ができないし，母国語もできないという意味。そのた

めに，自分の思いを言葉で表現できず，身体で表したり落ち着きがなくて，学級崩壊の一

因といわれているものである。 

 

（会長） 

わかりました。他の委員はどうか。基本目標に含める大きな枞として入れ込むか，施策

目標のところで調整できるか。 

 

（奥委員） 

基本目標はこのままでいいと思う。見せてもらっていて，文言が先に行ってしまってい

て，尐し整理してもらわないと，さっきのような話も出てくると思う。ただ，題名だけを

見ていて，これはネグレクトだ何だと色々あるが，分類していくと学童に入ってくるし，

それに外国人の生活そのものということを考えると，不法滞在も含めて色々な問題が出て

くる。それを文言的に整理すれば，上手くいくのではと思う。特出ししてしまうと，次に

施策目標として何かを出さなくてはいけなくなる。それが，事業を含めて，出るのかどう

か。一つ出せばいいという話ではない。そういう点で，整理した方が良いと思う。 

 

（事務局） 

先ほど奥委員がおっしゃられたように，次の一手である施策が市単位でできるものでは
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ないという印象を受ける。社会保障のようないわゆる現金給付であるとか，貧困に対して

の金銭的な援助になると，市の計画でそういう国レベルのものを書きこめるかという問題

がある。そういう意味では柱立てというよりは，奥委員のおっしゃられる文言を整理する

方法が適切なのではと思う。 

 

（会長） 

だいたい意見をいただいたが，６番目というよりは，下位の内容で調整していただくと

いうことでよろしいか。 

 

（福本委員） 

私としてはここの施策目標の中から，一生懸命ここでやっても，どうしても落ちてくる

ものがある。子どもの貧窮というのは，原因を追及している間に成長して大きくなってし

まうので，そこを保証する。鈴鹿らしさということで，ここをカチッとやってほしいと思

った。６番目の柱になるのは，重点的な取り組みと連動してくるから，柱立ててもいいの

ではと思った。ただ，事務局が言われるように，国の社会保障がどうなるかという問題も

あって，鈴鹿市独自で何かを給付するというのは無理だと思う。そういうご意見も事務局

からあったし。ただこういう視点は大事にしていただいて，５本の柱でやっていくという

形でお願いしたい。 

 

（坂井委員） 

もし６本目の柱を立てるとしたら，施策目標は例えば何を入れられるつもりなのか。 

 

（福本委員） 

要保護を必要とする子ども，特に支援を必要とする子どものためにということで，ここ

で再掲じゃないですけど，虐待の保護であるとか上でやっていてもするっと落ちてしまう

場合がある。そこでもう一度再掲して拾い上げるという形でいきたい。今の時点では，上

に書いたものの再掲になると思う。 

 

（林委員） 

そういう落ちてくる現象を見たことはあるのか。 

 

（福本委員） 

落ちてくるのはよく見る。どうしても横の連携ができているようでできてないところが

あるので，どうしても支援からこぼれている子どもは現状いる。 

 

（林委員） 
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ただ私たちは子どもがそういう現象にあるのを見て，私たちが入り込んでいくわけであ

る。この子はどうなのだろうと「お家ではどうですか」「学校ではどうですか」という感じ

で。それは一つの現象で入っていくわけだが，その中で，この間もあったが，お母さまに

準要保護を受けたらどうですか，とお勧めしても，嫌と言われる家庭もある。それになる

と，子どものことだけ見ていても，申請するのは親だから，嫌と言われた時には，私たち

は繰り返し説得するしかない。 

 

（福本委員） 

それは国として，やり方がちがうので。アメリカや欧米の場合は子ども優先の，子ども

のためにやるので，親の同意なしでも，いろんなことが行える。虐待なども警察が，今は

日本でも介入できるが，本当に保護してこられる。アメリカの児童虐待を学んできている

ので，そういうシステムがあるのを知っている。学校でもソーシャルワーカーが入る。日

本ではいないので，色々な福祉の分野のことをすぐに相談にいけない，先生がそれぞれ悩

んでいるという状況がある。それは国のシステムが違うので，確かにそれを書くのはなか

なか難しいとは思う。 

 

（奥委員） 

おっしゃられることは分かるが，ここで特出しして，一つの頄目に一つのことしか書い

ていないから，本来は例えば虐待のことなら，福祉だけでやるのではなく，学校とか地域

間が守っていく前提で書かれていないから，さっき言われたのは教育福祉云々だったが，

その視点をどこかに入れないと，落ちてくる。そこが問題。だから，虐待なら虐待の中で

も，障害なら障害の中でも，福祉と教育をどのように連動させていくかということを入れ

ていかないと，事業にならない。それが多分入っていれば，今の話は良いと思う。どこか

でファミサポとかそういう事業を使いながらでも，フォローするのだということを示せば

良い。先ほどおっしゃった，福祉教育医療等連動させるのが中心だと言いながら，視点で

はその部分が入っていないと思う。例えば虐待でも，福祉中心のように書かれているが，

実質的には福祉中心ではない。教育等色々な分野が入ってくる。そこが言葉足らずになっ

てしまうと思う。 

 

（会長） 

色々ありがとうございました。６番目の頄目についてはそういうことでお願いする。 

７番目の子どもの参加についてですが，これをどうするか。福本委員，何か補足があれ

ば。 

 

（福本委員） 

三重県では，組織が再編され福祉と教育が一緒になって，子ども局というものができた。
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そのため，教育委員会とこども家庭室がバラバラで，縦割りでやっていたのが一元化され

た。そこで，子どもの参加というのを教育委員会主導でやるようになった。PTAや学校の方

も会議に参加されているので，ぜひそこは連携していただいて子どもの参加というものに

積極的に取り組んでいただきたい。 

 

（事務局） 

 今のご提案の中で，これも施策の目標の中のどこかに付け加えて，表現的なものを，こ

れから子どもの参加を支援していくということを入れていきたいと考えている。 

 

（福本委員） 

３－３の「子ども自身の主体的な活動の充実性の支援」のところで，ここをもう尐し主

体的ではなく子ども自身の参加など言葉を変えれば，ふくらみを持たすことができるので

は。 

 

（会長） 

今は具体的な部分の話は出ていませんね。方向性ですね。 

 

（事務局） 

それはまた個別な協議をさせていただきたい。 

 

（上田委員） 

全体的に読ませていただいた。全てを網羅しようとすると，厚くなってくるし，意味が

なくなってくるし，全てを書いてあるということは全てできないこともある。例えば，子

どもの参加については，いいことだ。誰も反対しないが，学校にぽっと振られると，子ど

もはどのような形の中で，生活しているかということを含めて，考えてみると，例えば何

かの子ども会議を開くこととなったら，その会場までどうやって連れていくのか，タクシ

ー代等の問題も含めて。また，子どもの授業時間はどう保障するのか等，問題がある。素

晴らしいことだが，大変難しい。私はこの視点を，保護者の若い両親の自立を目指すため

の支援，子どもの自立を目指すための支援として書いていただきたい。こんな支援します，

こんな支援します，というのではなく，自分たちが自立していくための支援でないと，意

味がない。子ども支援というのは，それを求めているのでは。いっぱい支援があるのでは

なく，これを使って自立していくという形の施策にしないと，首を絞めていくような感じ

がする。今でもいっぱいある。学校・主任児童委員・民生委員・自治会長，または教育委

員会・子育て支援課等あらゆる支援があるので，上手くこの中にいれていかなければいけ

ない。何か新しいものを入れるとしても，ひとつ減らさないと，大変なことになる。連携

がとれなくなってくる。だから，シンプルに分かりやすく，全てを網羅するのではなく，
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この中にこういうことも含まれていますよという形で，この１年２年はこれを重点的にや

りますよという風にやっていかないと，本当のものはできないような気がする。鈴鹿の特

徴を出しながらということで，私自身のところも，800人いてそのうち外国人が 100人いる。

大変だなと言われるし大変だと思うが，逆の発想をしている。今，田舎の方，志摩の方は

学校がなくなっていって，どうしようという状況になっている。しかし，自分のところは

こんなにたくさんいる。こんなに嬉しいことはない。また，色々な国の子どもがいるので，

そこから絶対新しい文化を作っていかなければいけない，という形で考えている。それを

含めて，色々な問題があるが，これは活性化するための材料と思う。だからぜひ，私自身

思っているのは，今の保護者の個々の自立，子どもの自立を作っていかなければいけない

と思う。市役所が色々と手を出すのもいいが，みんなまかせっきりになっていくところは

多々あるのではと思う。できないところは絶対支援しなければいけないが，それ以外のと

ころはできるだけ自立できるような形にしてほしいと思う。 

 

（会長） 

学校サイドでは，もうすごく精一杯なさっているということで，例えば児童会等子ども

が参加することは組織の中で，なさっているわけです。ただ，学校教育ばかり考えるので

はなく，社会教育，子ども会等イメージであったのでは。 

 

（福本委員） 

学校がではなくて，鈴鹿のまちづくりに参加するという形のような用い方になる。子ど

もたちが鈴鹿の担い手になるために，参加の権利を保障していく，ということで，尐し膨

らませていったらということで提案した。 

 

（事務局） 

おっしゃるように，今は概念的な方向性を入れるということで。おっしゃられたような

具体的なことを入れると，色々と問題が起こってくるのでできないが，そこまでいかない

が方向性を入れさせていただくということで。これは条約に関しても謳われていますので，

入れていきたいと思う。 

 

（会長） 

現実的にはやっていることだろうと思うが，違うのか。 

 

（上田委員） 

現実的には，子どもたちが子どもたち自身の委員会で，地域を訪問したり環境問題に取

り組んだり，色々な形で子どもたちは発信をしながらやっている。 
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（会長） 

例えば子どもだけでお地蔵祭りをやったり，実際にあるのか分からないが，そういうこ

とを表記していくということではないのか。 

 

（事務局） 

そういう具体的な内容ではなくて，概念的なものを入れていくということである。 

 

（会長） 

計画に抜けているから。当然地域で子どもが主体的に参加していることはありますよね。 

 

（福本委員） 

日本は子どもの権利条約を批准しているが，その４つ目の柱が前期計画では抜けて落ち

ていたということが事務局から説明があった。後期計画では参加する権利をもう尐し明確

にしていこうということで，そういうことを入れてくださいとお願いした。だから，お祭

り等具体的な話を入れていこうという話ではない。 

 

（会長） 

学校でお願いします，という意味ではないのですね。仕事が増えるばかりではないです

ね。 

 

（名和委員） 

地域のコミュニティの中では，一緒にやりましょう，子どもを参加させましょうと例え

ば祭りでもなかなか存在させるのが難しい時代になった。学校からちょっと出てくる時，

言ってくれないかという状況になっている。個々の自立等は地域のことも考えていかない

と，難しいという感じがする。 

 

（会長） 

結局，親が自分の子どもをきちんとコントロールしないといけないということか。 

 

（福本委員） 

そうではない。まちづくりに参加するという住民の観点自体が，今の市民には抜けてい

る。自分たちのまちを自分たちで作っていこうという意識が確かに落ちてきているので，

だから地域の崩壊につながると思う。そういうことをおっしゃっている。 

 

（会長） 

うまく子どもをリードできなくて，学校をついつい頼ってしまっているという間違った
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ニュアンスで聞いていた。ただ，分類は社会教育ですよね。 

 

（福本委員） 

社会教育も学校教育も色々なところで参加する権利を保障するべきだと思った。 

 

（奥委員） 

参加する権利というのは，具体的に言えばどういうことか。 

 

（福本委員） 

自分の気持ちを意思表明する。まちに対して，こういうまちになってほしいということ

を発することも権利であるし，そういう権利が子どもの権利条約に謳われている。意思決

定に子どもも参加できますよという権利を保障しているということである。 

 

（奥委員） 

分かりやすく言うと，こういうイベントがあって，子どもがそれに参加したいと言うこ

とも子どもの権利になるのですね。 

 

（福本委員） 

ここで言っているのは，個別の祭り等ということではなくて，この鈴鹿市次世代育成支

援の行動計画の中で子どもたちがこういうまちを，住みやすいまちを作ってほしいという

ことを発表する権利を保障すべきではないかという提案をした。 

 

（事務局） 

大人だけで決めるのではなく子どもも参加して，子どもの意見も取り入れて決定しよう

という権利が子どもにあるということである。この概念が今回抜けているので，どこかに

入れなくてはいけないということをご意見として出てきた。それは，３－３辺りに入れた

いと考えている。 

 

（坂井委員） 

３－３と３－４ですが，子どもに権利があったとしても，やはりとにかく全ては親の教

育だと思う。それで，ぜひその次代の親としての支援のところで，育児ということだけに

なるが，親として成長する時に，例えば赤ちゃんと触れ合う等育児だけの部分になるが，

参加する権利を含む，公としての教育，社会人としての教育をしていく親になれるような，

親としての成長の過程の中で，３と４の間にそういうことをぜひ文言化していただきたい。 

 

（福本委員） 
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イギリスでは２００２年度から学校教育の中に，市民教育が取り入れられた。社会に出

て行って，大人としてどう行動すべきかを学校の中で教育している。基本的な，選挙に行

くこと等学んでいる。そういうことも諸外国では進んでいる。そういう視点も入れていけ

ば，尐しは自発的な行動のできる親が増えてくるのではと思う。 

 

（坂井委員） 

６０ページのグラフの中でも，地域づくりに関することも教育の中で親として成長する

中では取り入れていかなくてはいけないということは，４３．８パーセントということで

すごく高いので，それと併せて地域社会づくりに参加できる権利も保障しながらこういう

ふうにやっていくと良い。 

 

（奥委員） 

それについては，３－１の施策の方向性のところで，ある程度書かれている。別にしな

くても，ここでもう尐しインパクトがあるように書いてもいいのではと思う。今話してい

ることは全て書かれているので，その辺りを調整すると良いと思う。 

 

（坂井委員） 

３－１から４までを上手く表現の文言を変え組み換えをすれば，当然その権利はどこか

に入ってくると思う。 

 

（会長） 

最初に言っていた通り，基本目標の３に，子どもの参加する権利をどこかに入れるとい

うことでよろしいか。 

 

（坂井委員） 

確認したいのですが，２の全ての家庭を支えるためにで，ずっといくと，突然３番目に

児童虐待がぽんと来ているので，最後に来た方がよいと思う。 

 

（事務局） 

ここにはないが２－７に相談が入るので，２－６と２－７の間に入れるのでよろしいか。 

 

（奥委員） 

並べ変えるなら，２－１・２－２・２－４といって，２－３・２－５・２－６の方が良

いと思う。虐待については，市まち含めて特別に事業としてやってもらっているので，地

域に広がっていくのは当たり前だから，施策としてはこの項序の方が良いのでは。障害は

障害で変わってくることがある。 
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（会長） 

２－３と２－４を入れ替えるということでよろしいか。ではお願いします。 

 

（事務局） 

次に，各論の７５ページをご覧いただきたい。目標事業量の設定である。趣旨より読ま

せていただく。『国において，地域における子育て支援サービスの充実を図るため，国が指

定する保育・子育て支援事業に関する特定の事業については，実現を図るべき目標値を設

定することになっています。本市においては，前期計画の中で国が指定した「特定１４事

業」について，目標年を平成２１年のとし目標事業量を設定してきたところです。後期計

画においても同様に国が指定した「特定１２事業」』。ここで，２事業減るのですが，前に

説明させていただいた。『について，それぞれ目標値を設定させていただいた。ただし，新

待機児童ゼロ作戦との整合性を図るため，新待機児童ゼロ作戦の最終年である平成２９年，

後期計画の最終年である平成２６年，新待機児童ゼロ作戦の集中重点３カ年の最終年であ

る平成２２年も合わせて示すことになりました。後期計画における「特定１２事業」への

対応及び目標事業量の設定は，平成２１年２月に実施したニーズ調査の結果を国から配布

されたワークシートを活用し，推計ニーズ量までを算出し，それをもとに本市の財政状況

や物的･人的資源の活用を含めた供給基盤等を勘案して目標事業量を設定しました」とのこ

とである。それで，７６ページをご覧いただきたい。訂正等がございますので，申し上げ

る。まず１番目の通常保育事業である。３行目の現在公立保育所１０カ所の定員が１２４

０人である。それに対して１１６２人，私立保育園３０カ所の定員が３１５５人に対して

３１７７人が入所している。大変失礼した。ご記入していただきたいと思う。表の中です

が，平成２１年度の目標事業量，これは前期の分ですが，現在では定員が４３９５人，平

成２２年度も変わらないということで，４３９５人，それから平成２６年につきましては，

若干保育所の増築等が見込まれるため，期待として４５００人と考えている。定員増とな

る。それから平成２９年につきましては，１００人減尐しているが，実は０歳から５歳の

お子さんが減るからである。２６年度から２９年度の間に１０００人ぐらい減るという予

想がある。それで，一割分を減らしてある。その次，特定保育事業。これは保育のニーズ

が多様化したために，週に２，３回程度通っていただくということである。このニーズで

すが，現在１カ所やっていただいていると。これがだいたい１０人程度であると聞いてい

る。これを２６年には１０カ所に誘導したいと思っている。特に先ほどのデータの中で，

お子さんの数が減っているので，平成２９年度３年経っても横ばいであると思う。次，２

９年度目標事業量ですが，１カ所と書かれているが，１０カ所１００人の間違いである。

大変失礼した。次は７７ページである。延長保育事業。二つ目の現状の所である。現在市

内３０カ所となっているが，これは私立保育園３０カ所のうち２９カ所で行われている。

平成２１年度の目標事業量が２４カ所であったが，２９カ所で実施している。これは将来
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３０園で実施していただきたいということで，３０としてある。２９年度も同様である。

その次，夜間保育事業である。これについては，色々な議論があると思われるが，私ども

は現在特には考えてはいない。次，７８ページを見ていただきたい。トワイライトステイ

事業。これは保護者の方が，帰宅が夜間になる場合，その間お預かりする部分である。生

活指導や食事の提供等。これは児童養護施設様の方に委託する事業である。現在８カ所委

託契約していただいている。将来，２カ所ほど委託契約を増やしたいと考えている。この

北勢県域，または中勢県域の中で２カ所増やしていただきたいという希望がある。次，休

日保育事業である。日曜や祝日の保育事業であるが，現在１カ所実施していただいている。

現在３０人ほどであると聞いている。これは平成２６年と平成２９年の中で，ワークライ

フバランスということもあり，日曜や祝日にはなるべく家でお子さんと一緒に過ごしてい

ただきたいという観点から，日曜・祝日お勤めである方もいるので，なんとか２カ所にで

きたらお願いしたいと考えている。７９ページである。次は，病児・病後児保育事業。現

状である。これは二井先生にもお世話になっているが，医療法人１カ所で実施している。

年間で利用者が７００人ほどである。昨年度の実績は，７０２人である。これは私立保育

園では行わない。これは，小児科医の先生と一緒にやっていただきたい事業であるので，

将来もう１医療法人にお願いして，２カ所にしたいと考えている。それと８番の放課後児

童クラブである。これはかなりニーズの高いものである。現在３０カ所１１８９人のお子

さんを見ていただいている。２１年度の目標事業量をはるかに超えている。鈴鹿市は名張

の次ぐらいに，支援が充実しているというところである。将来，これも増やしてはいきた

いと思っている。現在，数字が３１止まりである。もう尐ししたら，若干上がっていく要

素があるので，２月ぐらいに上げた数字を入れたいと思う。平成２６年から平成２９年に

かけて，お預かりする小学生のお子さんが２００人強減っていくと出ているので，若干人

数はさげさせていただいた。８０ページをご覧ください。今御薗にある子育て支援センタ

ーですが，大変繁盛させていただいている。休日ともなると，ほぼパンク寸前である。大

変御利用いただいて，感謝しているが，ニーズが高いということで，もう１カ所と考えて

いる。センター型であるので，一般的には市まち村の中に１カ所であるが，鈴鹿市は１カ

所では不足しているということで，将来的には２カ所と考えている。それからひろば型で

あるが，現在６カ所。県にもお世話になっている。これも，大変ご好評いただいている。

センター２カ所になる関係で，これも２カ所確実に増やしていきたい。これも御協力いた

だいてと思っている。次の一時預かり事業であるが，これは保護者の方が緊急的にお子さ

んを預けたいという場合に，保育所が事業として受けさせて頂いているものである。これ

は２１年度は目標事業量が２８カ所であるが，現在１５カ所である。実は，この一時預か

り事業に問題があり国の補助がなかなか厳しい状況が出てきて，これがまた将来どうなる

か分からず，それによって足踏み状態である。その中で，今のところ横ばいであるという

状況である。市としましても，国の対策を考える中で，１５カ所では尐ないというなかで，

誘導していきたいと考えている。２月の時点で，確定は考えたいと思っている。その次，
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８１ページである。これは先ほどの７８ページのトワイライトステイ事業と関係してくる

ものである。これも児童養護施設にお願いする部分である。これは児童養護施設の設置室

と同じということで，トワイライトステイ事業と同じ数値を書かせていただいている。最

後になるが，ファミリーサポート事業である。これに関しても，センター的な役割で鈴鹿

市でやっていただいている。まだまだ会員の数が尐ないので，１カ所ではあるが，もっと

もっと会員を増やし充実していきたいと考えている。以上が特定１２事業の説明である。

その次の８２ページをご覧いただきたい。訂正がある。（１）のところで，表の上の所が黒

丸パーセントになっているが，これは２５である。それから下の（２）のところで，ここ

も表の上の所が黒丸パーセントになっているが，これは７０である。大変失礼した。以上

である。 

 

（福本委員） 

一点，よろしいか。先ほど説明があった１０番の一時預かり事業だが，国の補助金がな

くなるのか。 

 

（事務局） 

なくなるのではなく，保育士の配置等が計算上なかなか厳しいものに国がカウントして

いる。そこで，ブレーキを踏むような形になっている。 

 

（福本委員） 

確認ですが，一時預かり事業を専業主婦や育児休暇をとられている方等毎日子どもを看

られている方は疲れるので，月に１回ぐらい使いたいということで，色々なところを調べ

た。今１５カ所挙がっているのは補助が出ている保育園ですよね。自主的にやっている園

もありますよね。値段も全部調べたが，一番安いのは神戸の１７００円で，高い所は３５

００円ぐらいで倍違うんですね。なので，補助を受けていない所でもやっているという状

況なのですね。 

 

（事務局） 

今おっしゃられたように，自主的にやっている園もあるが，数値には上がっていない。

この一時預かり事業という言葉は，あくまで補助金の事業の名前であり，それに連動した

実数が入っているので，実際にはこれより多いということになる。先ほど申し上げたのは，

その今自主的にやっていただいている所の数をここに入れ込んでいきたいということであ

る。 

 

（福本委員） 

もう一点よろしいか。１２事業のファミリーサポート事業の，事務局が人数があまり増
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えてこないというお話があったが，色々話を聞いていると，やはり鈴鹿市は外から来る方

もたくさんみえるが，生まれも育ちも鈴鹿で親も市内在住である方もいるので，そのよう

な方はファミサポを使わなくても，自助でやれる，親や親せきを使うことができる形でい

い。しかし，本当に支援が必要な方にとって，このファミリーサポート事業は大事である。

これは充実していただきたい。増えないのはやはり先ほど挙げたように生まれも育ちも鈴

鹿で親もいるという親世代が多いことも一因だが，反対に一時預かりの方がニーズとして

は増えてきているということもある。しかし，働いていたりしている親の子どもは保育所

に預けているので，園に補助金が下りているから，何らかの社会保障が受けられているこ

とになるが，子育てされている専業主婦の方は何も支援がない。預かってもらおうとする

と，自腹で料金を払わなくてはいけない。浜松市や横浜市のような先進的な自治体では，

分配を公平にするということで，一時預かりを月１回は無料にするというサービスを自主

的にやっている。なので，国の補助金が厳しくなってきているのも分かるが，その一方で

公平性を考えると，専業主婦で頑張っている親に支援がないというところから，尐し鈴鹿

市独自としてそういう親にもリフレッシュする機会を与えるべきでは。ファミサポの１時

間７５０円や一時預かりの２５００円を払うぐらいなら，たとえ疲れていてももう自分で

看るということになってしまうので，もう尐しその方達に対して手厚く支援をしていただ

く視点をもっていただきたい。 

 

（奥委員） 

ショートステイ事業とトワイライト事業の数が，１０カ所と書かれているが，全部の施

設が実施しているのか。 

 

（事務局） 

全てではなく，委託契約している所だけである。南の方は実施していない。 

 

（奥委員） 

南の方はしていなくて，１０カ所とはどういうことか。まさかとは思うが，調べてほし

い。南なんてめったに行かないと思うが，来たら来たで知らないではすまないから，調べ

ておいてほしい。南に一カ所あればよいが。 

 

（事務局） 

これは今から増える所も書かれているが，もう一回確認させていただく。 

 

（林委員） 

ショートステイ事業やトワイライト事業が有料になる場合がある。それがどこかに分か

るように，書いていただきたい。市の事業であると無料になるイメージがあるようで，よ
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く言われる。放課後児童クラブについて，特に桜島は２つに分離しているが，それは１つ

でカウントするのか。そうだと，これで全部か。 

 

（事務局） 

二つでカウントする。全部で３０もある。分設している所は，２つと考える。工事中の

ところも数に入っている。 

 

（林委員） 

４５ページ下から３行目に学年の対象年代を広げる話が書かれているが，どうなるのか。

今現在も実施しているのに，ここに書くことは必要なのか。 

 

（事務局） 

基本的には低学年だが，現在も６年生のお子さんをも看ている所もある。ニーズに応じ

て，柔軟に体制を変えていきたいということである。厚労省は，低学年と言っているが，

そういうわけにはいかないので，小学校全員は受けていただくように頼んでいる。あとは，

夏休み等延長についての話になる。 

 

（林委員） 

その都度，ニーズがあれば受け入れるということか。 

 

（事務局） 

私どもが勝手に受けるのではない。あくまで学童が受ける立場なので，お願いするとい

う形である。こんなニーズが多くなってきたので，こうしてもらえないかという風にお願

いする。 

 

（林委員） 

ここにわざわざ書かなくても，今現在どこの学童でもその状況がある。兄弟がいたら，

高学年・低学年も預かってもらっている。受け入れをしていないところはあるか。 

 

（事務局） 

それはそれぞれで異なっている。 

 

（林委員） 

ふくしべんり帳というものがあり，障害者の方はこれを良く持っておられるが，ここに

書かれている事業があまり入っていない。例えば，子育ての方がトワイライト事業やショ

ートステイ事業しか入っていない。なので，もう尐し入れていただきたい。りんりんＢＯ
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ＯＫには載っているが，それよりも障害者の方はこちらをよく活用されるので，これにも

う尐し情報を入れてもらえたらと思う。 

 

（事務局） 

分かりました。 

 

（林委員） 

もう一点よろしいか。先ほど福本委員から雇用の話が出た。女性の再就職について力を

入れて欲しい等，ここに文言が入る予定はあるのか。 

 

（事務局） 

それは先ほど，これからふくらましていくという回答をさせていただいた。 

 

（林委員） 

入るのか。私は雇用となると，非常に大きな問題であり，社会的，流動性がある。例え

ば前の次世代の時でも，企業の方に育児制度を使わせてくださいとお願いしますというと

ころで終っている。それ以上踏み込めない。それを従業員の方が言えば，別に止めてもら

ってもいいという話が返ってくるような，そんな厳しいものである。別に文章でどんな風

に入れられるか分からないが，やはり次世代の育成支援の中で，私たちは親の状態も相談

には乗るが，親の雇用問題まで波及していっていいのかと思う。あまり当たり障りのない

ようにしておかないといけない。先ほど上田委員がおっしゃったように，何もかも詰め込

んでしまっては焦点がぶれてくるので，それは総合計画の方に入っていると思うので，私

は入れるのはちょっとと思う。 

 

（事務局） 

具体的にこれというものではなく，方向性だけを入れておきたい。 

 

（林委員） 

これは全部誰が読むのか。非常に難しい言葉が使ってあったり，同じような意味の言葉

が点在していたりして，これほどの厚さがあるのもそういうことかと思うが，失礼な言い

方だがすごく分かりにくい。前の方はこうありたい，ああありたい，こうであろう，ああ

であろうと書かれている。これをもう尐し簡潔に凝縮できないものか。 

 

（福本委員） 

行政計画というものは，そういうものである。ダイジェスト版は出しますよね。 
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（会長） 

それぐらい難しい問題がいっぱいあるという解釈しかできない。 

 

（事務局） 

それぐらい専門性の高い文章を書いてある。どこまでというのは，難しい問題である。

おっしゃるように，確かに市民の方が読んだ時にすぐに目に入ってこない，頭に入ってこ

ないといっても不思議ではない。その専門的な所をいかに簡単にするかで，ボリュームが

どっと来てしまうので，難しいことがある。先ほど福本委員が言われたようにダイジェス

ト版も出すので，そのあたりで一度考えたい。分かりやすくする。 

 

（服部委員） 

一時預かり事業で，１５カ所の所は，国なり県なり補助を受けてやっている所であるが，

１２月のところで自主的に各園で取り組んでいる所も数として入れようかというお話があ

ったが，それをしてしまうと当然施設に「やっているなら預かってよ」ということになり

かねない。各園は採算を度外視して独自でやっている，各園努力してやっているので，あ

まり公にしてされたくない，公にするなら辞めるという園も多いと思う。数だけを増やす

ために，入れるのはどうかと思う。あと先ほど学童が３０カ所とあるという話だったが，

現実的に言えばもっとある。各園が独自でやっている。その園を卒園していて，近いから

ということで，預かっている園もある。それも数を増やすためだけに，入れられるのはど

うかなと思う。今この１５カ所の一時預かり事業をされているところも，採算が合ってい

る所はほとんどないのではと思う。すべて持ち出しでやっていると思う。この園がやって

いると大々的に言ってしまうと，どんどんそこへ人が来ると，先生を増やさなければいけ

なくなり，人件費がなくて，悪循環になる場合がある。ので，あまり公表したくないが，

福祉という立場でされている園もたくさんある。必ず先生をフリーで２人置いておかなく

てはいけないので，それぐらいなら園児を入れるということになる。で，園児を入れてし

まうと，補助金を受けられない。いつくるかわからないのに，２人もフリーで置いておく

のは人件費的にも厳しい。 

 

（福本委員） 

一覧で補助金をもらっている園は星マークをつけているが，そうしたらほとんどであっ

た。 

 

（服部委員） 

実際にはもっと安い所もあるが，そうなると保育所に預けるよりこれを利用したほうが

安いということで，利用される親もおられる。一時預かり事業で安くいけるなら，面倒な

手続きがいらないので，楽という考えで，一時預かり事業に持ってこられる方もおられる
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ので，良し悪しである。一概にやっているのをすべて網羅してというのではない方が良い

と思う。 

 

（事務局） 

市の事業は後退してはいけない。おっしゃるとおりである。 

 

（林委員） 

ひとり親家庭に関して，もう父子という言葉はないのか。 

 

（事務局） 

母子・父子という言葉は，言語的にはあるが，法律的にはもうひとり親家庭を用いるこ

とになっている。 

 

（林委員） 

４８ページに母子と書かれているので，父子もあるのかと思った。 

 

（後藤委員） 

前に民生委員をされていた等，子どものために地域でよく活動される方がおられる。そ

ういう方たちが見せていただくのにとても参考になると思う。先ほど，誰が見るのかとい

うことがあったが，そういう方たちがこれを見せていただいて，どんどん子どもの支援に

役立ててほしい。そして，親もついていかなくてはいけないと思う。学校・幼稚園等に頼

りっぱなしで自分たちが立ち上がらないといけない。そういう面において，今の若い親た

ちにそういう生き方をしていただきたいと思う。良いことができているから，これに乗っ

かっていけば良いと思うことにならないよう，子育ては親がしなくてはいけないと思う。

事情があって，できない世の中にもなっているが。今現在皆さんが検討していただいたこ

とが，とても大事なことだと思う。これがみんなに見ていただけるものになれば良いと思

う。 

 

３ 次回開催日程 

 

（会長） 

 以上で第７回地域協議会を終わりたいと思いますが，最後に次回開催日程ですが。 

 

（事務局） 

２月に予定している。また追って調整したいと思う。 
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（会長） 

ありがとうございました。 


