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 第８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 22年２月 23日（火）午前 11時 00分～午後 0時 10分 

場所： 鈴鹿市役所本庁舎 ５階 503 会議室 

■出席者 委員 10名 

横井 一之  二井 栄  林 和枝  服部 高宣  後藤 やす子  辻本 博一 

福本 悦子  奥 昭徳  坂井 温子  上田 昇 

（欠席：名和 直利） 

事務局 ４名 

ジャパン総研：１名 

■傍聴人 無 

■第８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（最終案）に係る協議  

 

 

１ あいさつ 

 

（所長） 

第８回の次世代育成支援対策地域協議会開催にあたりお忙しいところ，出席いただきあ

りがとうございます。国の定例議会も３月にあり，その中で財政状況は厳しくもあるが，

いわゆる「子ども手当」について申しますと鈴鹿市だけでおよそ 41 億円で，全体の予算が

580 億円である。来年度は 41 億円で半額になっているので，次の年度になると 80 億円を超

す金額になる。全体もそれにともなって膨らんでいき大変な金額になってくる。子ども手

当の法案要綱をみると第一目的の中に「次代の社会を担う子どもの成長・発達することを

目的とする」とはっきり謳っているわけで，まさに次世代育成支援の法案であると思う。

この法案がこの通りうまく各家庭で活用されればよいと思い，このような機会を設けてい

る。今日は第８回の協議会で前回委員の皆さま方よりさまざまなご提案を受け今期の計画

の素案が完成した。この素案について市民の皆さまから意見を募集し事務局でまとめたも

のを提案させていただいた。この内容について忌憚ないご意見をお願いしたい。 

 

（会長） 

 私が住んでいる地元の保育園の生活発表会が先週土曜日にあったが，新型インフルエン

ザの影響がなく１人休んでいただけだった。全国的にそのような雰囲気になっており一時

期どうなるかと思ったが安心している状態だ。あと，私事だが今回で会長を辞めさせてい

ただく。以前の「エンゼルプラン」「新エンゼルプラン」がなかなか効果が上がらず，平成
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17 年度より次世代育成支援行動計画が始まったが,後から歴史的に見ると１つのターニン

グポイントですごい計画に見られるのではないかと思う。では審議の方に入りたいと思う。 

 

 

２ 鈴鹿市次世代育成支援後期行動計画（最終案）に係る協議 

 

（事務局） 

 前回の素案を 12月 21日から１月 20日にかけ市民意見をパブリックコメントにて募集し，

３名の市民の方から 28件の意見を頂戴した。その中で市内部の横断的な組織である「鈴鹿

市次世代育成支援行動計画推進委員会」の庁内委員で協議した最終案が皆さんのお手元の

書類となっている。７件修正・追記をさせていただいたが，この件についての協議をして

いきたいと思う。 

まず，意見２の第５次鈴鹿市総合計画と第２次行財政経営計画の整合性についての質問。

最終案３ページに図示で表したが，それぞれの事業がそれぞれ連動している中で個々に書

き表すのが困難だった。そこで，最終案 91ページに主要事業一覧というのがあり，第５次

鈴鹿市総合計画と第２次行財政経営計画の中でどのように整合性がとられているかという

と右の事務事業評価シートに事業名があり，横にシート番号が記載されている。この部分

について，それぞれの事業がそれぞれの計画と整合しているというような表記をしている。

これが意見２に対する内容である。今回，図示にして表したことと中身についてはそれぞ

れの事業が番号によって連動している。 

意見３。最終案 34ページでロジックツリーの中で以前は一番左側に「基本視点」が「基

本理念」の横に寄り添う形で記載されていたが「位置が逆ではないか」というご指摘だっ

た。ご指摘の通りだと思うが前期計画がこのようなスタイルだったのでなかなか切り口を

変えるのが難しかった。「基本視点」というのは「基本理念」から「施策目標」まですべて

の視点を指示しているものなのでロジックツリーの上の横軸に表現した。 

意見６。最終案 37ページの「１－１子育て支援についての意識づくりの方向②子育て支

援への理解の促進」の中の赤い表記「子育て支援ボランティア」の部分の「子育て支援」「支

援者」「子育ち支援活動」の語句の表現を改めてはどうかという提案だが，「ボランティア

などの子育て支援者の養成や資質向上のための支援など，子育てサポーターやボランティ

ア活動の子育ち・子育て支援活動の」の表現に書き改めた。 

意見 10。最終案 50ページの①にある主任児童委員の役割だが「活用」を「協力」という

表現に変更した。ＣＡＰプログラムに関しては内部の推進委員会と調整の上,「暴力防止教

育など子どもの権利教育についてはＣＡＰプログラムなどの有効活用について公聴会を通

じて学校へ周知に努めます」という表現に改めた。 

意見 13。鈴鹿市の児童虐待防止とネットワーク委員会についてそれぞれの役割を公明確

実な対忚，児童擁護施設については鈴鹿市にないので里親制度も推進してほしいというこ
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とだった。その中で鈴鹿市要保護児童等ＤＶ対策地域協議会は横断的な中で連携をとって

いるのだが，家庭児童相談室が中心になって鈴鹿市では動いている。ここが軸になり各関

係機関と密に連絡をとっている。児童養護施設は鈴鹿市にはないと記されているが，以前

にも申し上げたが現在検討している最中であり，明示するには難しい問題なので市として

は忚援しながら現状を見守り，バックアップをしたいと考えているため，児童養護施設の

整備を進めるという方向でいきたいと思う。 

意見 14。最終案 52ページの外国人への日本語初期支援の充実の指摘があったので新たに

②として追加した。外国人児童が安心して生活できる環境づくりに向け日本語を覚えるた

めの機会の提供を受理すると追記した。 

 意見 19。最終案 57ページについて，鈴鹿市は昨年，委員会より答申をいただき「幼保一

元化」を進めていくことになり，これについての影響はどうかというような問い合わせが

ある。鈴鹿市としては検討委員会の答申を尊重しつつ，現在，自主計画案を策定中である。

ただ，この中で地元との合意形成を図ったり，地域の実情に忚じて未知数な点が多い課題

もある中，国も「子ども家庭省」をつくる動きや平成 23年度に「幼保一体化法案」が動く

と言われているなかで，表現が難しい。赤い部分だが「新たな動きとして就学前における

確かな育ちを保障するため適正事項の集団による教育実施に向けた公立幼稚園再編整備の

動向に注意する必要がある。」ということなので課題としてあげた。 

 以上，意見７つについて今回修正を加えた。 

その他の意見に関しては後期計画の策定をよりよいものにして欲しいという視点から多

くの意見をいただけたことに感謝したい。今後，他の計画などの参考にもさせていただき

丁寧に受け答えさせていただいたと考えている。以上７点について協議をしていただきた

い。 

 

（会長） 

 今，説明がありましたが，何か質問ありましたら発言いただきたい。 

 

（福本委員） 

 意見２に関して最終案３ページ，ロジックツリーのレイアウトの点について，庁内検討

委員会で検討した結果，下図「鈴鹿市次世代育成支援行動計画後期計画」の下に関連する

計画で「鈴鹿市男女共同参画プラン，スポーツ振興計画等」と並べているが何を基準にし

て書いているのか。その他計画のところにさまざまな計画が入ってくるのだろうが，鈴鹿

市のさまざまな計画を見て「スポーツ振興計画」や「読書推進活動推進計画」は，具体的

な計画であってその上にくる計画，教育委員会でいうと「鈴鹿市教育振興基本計画」の方

が大きい計画と思うし，秋に市長に提言書を提出したが，その中で「子ども健全育成推進

計画」を具体的に明記した。それが落ちていてなぜ子どもの読書とスポーツだったのか。

庁内で検討した結果，関連性が強いので上げたのかもしれないが，もう少し上位計画だと
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思う。 

 

（事務局） 

 「次世代計画」の最終案の中で文言として出てきたものを単純に列挙したもので上か下

かでいうと読書なんかは下の部分になると思われるため、修正させていただく。また，「男

女共同参画プラン」以下のものは上位計画があれば掲載する形で補正をする。 

 

（福本委員） 

 意見 12 のパブリックコメントの回答について。最終案 50 ページに説明文の一部の変更

点についてだが，ページの上の方の「①児童虐待を未然に防ぐ対策の強化」の下から２番

目の部分に「暴力防止教育など子どもの権利教育についてはＣＡＰプログラムなどの有効

活用について校長会を通じて学校へ周知に努めます」という文言が追加されていたのだが，

他の説明を読むと具体的なプログラム名については明記されていない。ＣＡＰプログラム

に関して鈴鹿市は全校で実施しているという経緯があって今回は具体的な事例で明記した

のかもしれないが，バランスを考えるとここだけ具体的に推し進めていかなければいけな

い明確な理由があってそうしているのか聞きたい。特に理由がないなら他に「ノーバディ

ーズパーフェクト」というプログラムもやっているのでそれも載せてほしい。 

 

（事務局） 

 ＣＡＰプログラムについては，前期計画の事業の中で全校的に教育委員会事務局の青少

年課で推進をしてきた。前期計画で主体となって実施する分については計画を完了したと

いうことなので今後はこういったプログラムの有効活用については，校長会などの場面で

利用を促すスタンスに下げた。前期あったものを急に失くすことはできないので例示とし

て示させてもらった。しかし，ＣＡＰプログラムが全体の暴力防止教育の１事業であって

他にもあるというのであれば，確かになぜＣＡＰプログラムだけがと感じられるとは思う。

１つの例示があればと思い掲げた。 

 

（会長） 

 他の委員の方はどうか。ＣＡＰというと虐待防止プログラムとして違和感があるかどう

かという話だと思うが。 

 

（奥委員） 

 ＣＡＰについては業務で使っているので違和感はないが，一般市民に周知できるかどう

かだと思う。 

 

（事務局） 
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 載せるのは問題ない。しかし，全体のバランスを考えれば抽象的な表現や違う言葉に置

き換えることを検討してみたらどうか。 

 

（事務局） 

 ＣＡＰが前期計画でどのくらい認知度が進んでいたのかにもよると思う。 

 

（横井委員） 

 校長会ではどうか。 

 

（上田委員） 

 学校現場では使っているので我々はいいが，一般市民はどうかと思う。 

 

（福本委員） 

 隣のページの意見６のところだが「ボランティア」や「子育てサポーター」などの抽象

的な文言表現されているので，そのように揃えればいいので「暴力防止教育」など子ども

の権利条約については「ＣＡＰプログラム」を削除して「校長会を通じて学校へ周知に努

めます」とすれば他との整合性が合う。 

 

（事務局） 

 そのような形で補正をしたいと思う。 

 

（奥委員） 

 いま説明いただいたこのペーパーはどこかに出るのか。 

 

（事務局） 

 ホームページに出る。 

 

（奥委員） 

 意見 11の中で児童虐待防止の下から４行目の，児童相談所と連携して一時保護のあとの

児童擁護制度などいいと思うが，警察への一時保護というのは制度としてあるが，実際に

警察の方でできないことがあるため、気になった。 

 

（事務局） 

 ご指摘の部分は，ホームページを削除する。 

 

（事務局） 
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 制度としてあるが，現実としてできていないというのなら削除するほどのことではない

のでは。 

 

（奥委員） 

 一番困るのは緊急時に「書いてある」と言われてもできないことだ。 

 

（会長） 

 その通りだと思う。削除をお願いする。 

 

（事務局） 

 最終案の構成の説明をしたい。目次の部分だが，総論・各論・資料編という三部構成に

している。まず総論の第１章については「鈴鹿市の子どもや子育て環境を取り巻く状況」

で当方が昨年実施した調査データを活用している。第２章の「計画の基本的な方向」は基

本理念・基本目標の部分だが，後期計画を策定する前に前期計画を尊重するという考えを

踏襲しているので前期計画と同様のものになっている。次に，36ページの各論の部分だが，

５つの基本目標のそれぞれの最初の部分に「目標の趣旨」という見出しで書き込みをして

いる。37 ページは「施策目標」でそれぞれの現状と課題，施策の方向を入れ込んでいる。

78 ページは，国が後期計画の中で目標事業量の設定・全国一律の特定 12事業についての数

値目標掲げよということでこのように示した。続いて 91ページ，ここは資料編で主要事業

一覧を掲載している。前期計画では施策の方向ごとに各論に入れ込んでいたが，一つの事

業が各事業に重複してありわかりづらかったので，後期は資料編に一括して掲載した。複

数にわたる重複事業はカットさせてもらい，施策目標に落とし込みをしている。それと新

しいものでは「事務事業評価シート」というものが総合計画の流れの中にあり，次世代の

後期計画と連動させて掲載しており，現在，各課に最終調整をかけているので，若干空白

がある。今まで子育て支援課が次世代育成の後期計画用のシートを作成して各課で完成さ

せてもらうやり方だったが，総合計画のシートを活用するようにした。たとえば，男女共

同参画プランの中でもたくさんの事業があり，男女共同参画プランと次世代育成の中で重

複したものがたくさんあるので，繁雑になりやすく目標も捉えにくかった。そのため軸と

なる総合計画を活用したものにした。続いて 111 ページ，パブリックコメントでコンサル

タントへの委託について，前回 2 カ年で 800 万が今回 400 万にしており，頭の部分は渡さ

ず，データをうまく活用してもらう部分についてはコンサルタントを利用し，類似団体と

の比較のデータを作成してもらった。これについて，ジャパン総研から説明をする。 

 

（ジャパン総研） 

 表について，類似団体との比較は総務省で示されている類似団体で４－１というカテゴ

リーに分類されて，この中には 22団体が分類されている。類似団体の分け方の基準は人口



7 

 

及び産業の構造が似通った団体で国の方で定義された枠になっている。具体的には釧路

市・帯広市・弘前市・石巻市・福島市・富山市・熊谷市・野田市・市原市・上田市・津市・

松坂市・松江市・尾道市・東広島市・山口市・周南市・徳島市・今治市・佐賀市・都城市

という 22 団体になる。表の見方としては，主だった指標のほか，人口，産業労働，財務，

生活環境に関連する数項目を抜き，一番上の横軸の「数値」は主にパーセントで，「類団平

均」は 22団体の平均値，「偏差値」は 50 を真ん中と考えて，平均値から高ければが高いほ

ど偏差値が高いというように示している。評価は，偏差値の高さと順位と総合して当社の

方で仮に設定させてもらったもので，５段階評価の５番目が一番いいということで順位評

価だけにすると平均値にすごく近い中の１位というところで，なかなか評価が見えにくい

所があるのでこのような表の見方で参考までに示させてもらった。特に，鈴鹿市では年少

人口の部分や出生率が高く，少子化に悩まれる類似団体の多い中では群を抜いてトップに

なっている。また，刑法や交通事故の件数では類似団体の中では件数が多い評価だったの

も特徴的だと思う。ただし，あくまで参考としていただきたい。なぜなら，国勢調査や国

の統計で見る市区町村を参考に作成しているが，国勢調査ベースになると平成 17年の数字

になってしまい，直近の今年去年の数字でないものが多いので，参考として資料編に入れ

させてもらうようにした。 

 

（事務局） 

 続きまして，112ページで主な次世代育成に関わる国の動きを掲載した。113ページは策

定経過である。以下，地域協議会の運営要領と委員名簿を資料編に掲載している。今回，

計画策定期間中，リーマンショック以降，経済が極端に変化して特に雇用の方に悪化を招

いている。働き方の見直しによるワークライフバランス以前に雇用の場所の確保という新

たな問題も出てきた。また，政権の交代というコンクリートから人へのパラダイム変換が

行われる。そのような状況の中で，企業の国内から海外への流出が始まってきている。子

ども手当など現金給付政策が大きく拡大の方向へと向かっている。自治体からみると国が

どのような形でどのような将来図を描いてやっていくのか，政権とも関係するのだが先が

見えず，計画をつくっていても悩ましい状況だった。国や県の政策に関わらず，鈴鹿市は

鈴鹿市でという考えでいくと１ページから 33ページに記載した重点的な取り組みの部分を

一番重要に考えている。地域の資源の関係性を持たせ，それぞれが単独で動くのではなく

リンクさせた中で動けば，鈴鹿市の子育て環境は非常によくなっていくのではないか。こ

こは数値などで表わすことのできない部分だが，より良いサービス提供のために機関相互

に関係性をもたせることを重視して取り組んでいきたい。具体的には，子育て支援センタ

ーと家庭児童相談室と保健センターの職員が定期的な会議をもつことについて相談して，

来年度は定期的な会議をもっていくようにする。それぞれの機関は，たとえば家庭児童相

談室であれば関係のある機関と常日ごろから連携をとってもらい，それを持ち寄って問

題・課題の整理をして子育て支援施策に活かしてもらう。他市にはない形でここを重点的
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にやっていきたい。 

 

（会長） 

 後期行動計画の全体像についての説明だったが，何か質問があればどうぞ。 

 

（福本委員） 

 111 ページの表の部分について，類団平均の横の数値は鈴鹿市の数値でいいのか。 

 

（ジャパン総研） 

 鈴鹿市の数値となる。確認し，必要があれば修正する。 

 

（福本委員） 

 あと，シート番号は総合計画と整合性があるということだが総合計画の「55003」という

部分はどこにぶら下がってくるのか，総合計画の単位施策にぶら下がってくると考えてい

いのか。 

 

（事務局） 

 単位施策の１つ下の部分にぶら下がってくる。 

 

（上田委員） 

 意見 12についてだが，先ほどＣＡＰプログラムのところで具体的な名称は外すことにな

ったが「校長会を通じて～」の「校長会」を入れた理由があるのか。 

 

（事務局） 

 具体的なので削除する。他になければ，最後となるので皆さんより一言ずついただきた

い。 

 

（二井委員） 

 医療関係の代表で来ているが，次世代に関して具体的な数値目標がでてきてもいかに実

効性を高めていくかに尽きると思う。平成 26年になったときに鈴鹿市の子どもが２～３倍

幸せに過ごせているかだと思う。 

 

（林委員） 

 地区，地元で当事者と接する代表として来ている。先ほどの「警察が一時保護をする制

度はあるが実際には実施しないこともある」という話などすごく気になる話だ。制度はあ

るが実際のところで機能果たしていないのに，ここに目標として掲げているというのは働
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きかけを今からやっていかなければいけないものの一つとなる。里親制度という言葉があ

るが，言葉を忘れたが「ファミリーホーム」という言葉も県の主任児童ではみなさんに啓

発しようと動きがある。せっかくあるのに言葉が知られていない，「ファミリーホーム」も

今からどんどん増えていくといわれているが，ここに言葉として出てきていないのが残念

だ。 

 

（服部委員） 

 私立の保育園の代表でこの場に参加している。乳児から就学前の子どもたちを預かって

いるが，経済状態が世間的にかなり厳しくなり，親の子育てに対する考え方も変わってき

ているように思う。政権も変わって現状の保育園・保育所が５年も 10年も今のままでいく

とは思っていない。その中でさまざまな子どもに対する手厚い計画があるのだが，この先

４，５年維持できるのか微妙なところではないかと思う。この先経済状態がよくなってく

ればある程度よくなるが，現状のままであれば保育園に課されているサービス的なものも

減少傾向になるのではないか。「幼保一元化」という言葉があるが，待機児童が多い東京な

どの一元化施設をみると，入園料に８万円～10 万円，月の保育料に４，５万円払わなけれ

ば入れないという数字が実際に出ている。幼保一元がいいもののように捉えられているが，

確実に保護者の負担が増える部分になる。現状を維持できるうちは，頑張ってやっていこ

うと思っているが，先行きはさらに暗いと感じている。計画自体も鈴鹿市としてバックア

ップ，サポートして行動計画が成り立っていくことを希望している。 

 

（後藤委員） 

 私立幼稚園協会から来ている。幼稚園でも，いろいろな状況には問題がある。ほとんど

が公立志向で鈴鹿市も公立が主体となってやっている中で，自分のところは私学として頑

張っている。今年一番苦労したのが新型インフルエンザのときだが，私立幼稚園の方には

なかなか連絡がもらえなかった。必死になって津市などの他市に子どもに対しての連絡状

況を聞いたりした。当局のほうにお願いしても私立の方へは「聞いていません。」と返答が

返ってきた。同じ市民なので命に関わることは公立私立関係なく扱っていただきたいと感

じた。ここにも家庭児童相談室など素晴らしい計画が書いているが，私立でもこのような

問題が若いお母さんたちには年々たくさんあるので，そこも忘れないよう私たちも頑張っ

ていく。国の政策で５歳児を小学校へあげて無償化に行くという話だが，公立の先生方も

同じように５歳児はやはり幼児教育で育てたい。体格も発達もよくなったというだけでは

なかなか難しいと考える傾向になっている。心身ともに育ち方が小学校の学童と幼児では

違うので，その辺りを心配している。 

 

（辻本委員） 

 企業代表で参加している。女性の戦力化や育児介護の休業制度，時間外の削減など企業



10 

 

にもできることはあるので，積極的に参加していきたいと考えている。 

 

（福本委員） 

公募委員として参加している。自身も５歳児の一人息子を育てている一母親でもある。

このような計画ではどうしても当事者不在，当事者の声が届かないのでこの場に参加して

いる。二井先生もおっしゃっていたとおり，５年後鈴鹿市の子どもが幸せになって親自身

も子育てが楽しいと思える街にしていくために一市民として頑張りたいと思う。また，Ｎ

ＰＯ法人の代表もしているので，事務局からもあったように多様な機関と連携をして協働

しながら５年後に向けて日々頑張っていきたい。 

 

（奥委員） 

管内３か所の次世代の会議に参加しているが，他のところと比べ，鈴鹿市はかなり活発

な意見が出た。児童相談所の業務が若干変わりつつある中で家庭児童相談室との連携が業

務の中で必要になり，地域の中では障がい児・者のことは児相から離れていくのが目に見

えている。また，保健所も医療の部分では連携が大事になってくる。次世代育成の中で地

域の相談所として少しでもお役に立てればと思い，色々なことを述べたが，今後とも児童

相談所とも連携をもっていただけたらと思う。 

 

（坂井委員） 

次世代に向けて活発につくっていただいてよかったと思う。小児科をずっとやってきた

ということもあり，子どもの健全育成はライフワークだと思っている。二井先生からもあ

ったが，次世代育成とは別に「健やか親子」というのがある。医療や保健の部分で「健や

か親子」と「次世代育成」がなかなかリンクしない部分があった。今回，最終案 30ページ

の３，４で「子ども自身の成長」「親子の健康づくり」でしっかり入れていただいている。

次世代育成はどちらかといえば児童福祉の部分に多く偏る中で，母子保健などの保健部分

をかなり入れてもらっているので計画としてよいものができたと感じる。まさに組織は人

で動くものだが，他もそうだが行政も「人減らし」を行っていて，すべての事業を自前で

やっていくことができなくなっている。さまざまな人がどのようなネットワークを組むの

か，30 ページ～34ページのネットワークをいかに動かしていくかが，この計画をうまく実

践して結果的に鈴鹿市の子どもや子育てしている親たちが幸せになれるかだと思う。私も

行政にいる人間として思うが，先ほどの後藤委員の話がまさにそうで，幼稚園への新型イ

ンフルエンザの通知経路に関して後藤先生から話を聞きすぐに県の方に申し上げたが，や

はり下部組織の方に情報が流れてこないという実情がある。所管課の方たちがネットワー

クの会議を通じて風通しをよくすることが１番のポイントだと思う。行政の方たちは２，

３年で変わっていく中で所管課の方がこの計画を熟知し，実践していく人が変わってもネ

ットワークを持続して計画を進めていくことが大切だと感じる。すばらしい計画なので，
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あとはどう動かすかが問われるところだ。私も県の職員としてできることはさせていただ

きたいと思う。 

 

（上田委員） 

幼・小・中の代表として参加している。ある先生方と話していたのだが，学力や家庭，

経済の問題などさまざまな課題が山積している中で，子どもたちだけでなく，大人も夢が

もてなくなってきている。教育は，短期的な目的で水準を上げても長期的な目的となると

難しい。もう少し夢のある教育を提案していかないと，学校もやっていけなくなる。今ま

での学校は子どものすべてをまかされていたが，これからは地域の方にいろんな協力を受

けながら一歩一歩進めていきたいと思っている。新しいものが入ってくる中で，校長とし

てのリーダーシップを発揮し，組織の自立を含めて個々の保護者・教師・子どもの自立を

促していくような教育を少しずつやっていかなければいけない。当たり前なのだが大変難

しい問題だ。昨日，就学援助の話を民生委員さんにお話ししたが約 600 世帯中，約 100 世

帯の就学援助家庭がある。就学援助について，目的を理解している保護者は「ある程度収

入が入るようになったので切らせてもらいます」といった申し出がくるのだが，まったく

連絡のとれない保護者も多々いる。そこに，私も含めて教師は夜に家庭訪問などを行って

いるが連絡さえとれない家庭がある。同時にこれからは子ども手当の問題もある。新しい

問題が急に入ってくると難しいものがあるが，子どもは国の宝なので，社会で子どもがき

ちんと育っていかなければますます日本は衰退していくのではないか。ここでお金をかけ

るのも一つだが，お金以上に心の成長と自立を図りたい。そういう意味では，力不足だっ

たがここに出させていただいて，いろいろと考えることができた。ありがとうございまし

た。 

 

（会長） 

 転勤で２年間週１回しか鈴鹿に来なくなったが，大変勉強させていただいた。子育て支

援課の人たちもお世話になった。 

 

（事務局） 

この計画に関し，いただいたご意見はもう一度チェックし直し，再度，誤字脱字などを

見直し，委員の皆様方と関係者に配布する。委員の皆様には，平成 19年 11月 26 日から第

１回から第８回，２年３ヶ月の長期にわたりご熱心にそれぞれの優れた識見，専門的な立

場からの助言をいただきありがとうございました。今後は，この行動計画についての評価

を子育ての関係の方々へ委託し進行管理努め「チルドレンファースト」を念頭に置き着実

に前進していきたいと思う。 

今後も鈴鹿市の子どもたちの忚援を是非とも引き続きしていただきますようよろしくお

願いします。ありがとうございました。 


