
第２回 鈴鹿市子ども・子育て会議 議事録概要  

 

開催日時 平成 26 年 2 月 20 日（木） 10:00～11:40 

場  所 市役所本館 12 階 1205 会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），井ノ口 智士，南 小百合，林 和枝， 

鎌田 秀一，古市 嘉郁，矢田 喜代子，近藤 真奈美，伊藤 幹子，中島 夕子， 

井上 三矢子，西村 治美，伊田 知代，村田 善幸，澁谷 実 

（以上 16 名） 

事務局等 

保健福祉部次長（和田），子育て支援課長（井上）， 

子育て支援課保育Ｇ（佐藤ＧＬ，中川）， 

子育て支援課児童福祉Ｇ（岩田ＧＬ，野島），子ども家庭支援室長（森）， 

健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ），学校教育課学事Ｇ（山田ＧＬ）， 

計画策定等委託業者2名 （以上 11 名） 

傍 聴 者  5 名 

資  料 

 事項書 

 傍聴要領 

 子育て支援事業の概要と現状（資料１，２） 

 公立幼稚園の現状及び再編整備後の学級数等（資料３） 

 ニーズ調査結果の速報等 [追加資料] 

 ニーズ調査票 就学前(A)，就学後(B) [追加資料] 

備  考  

 

冒頭の事項 

１．開会 

・事務局挨拶（司会進行） 

・次長挨拶 

・資料確認 （⇒以降，会長により議事進行） 

事務局 議事に入らせて頂きます。議事進行は，会長にお願い致します。 

長澤会長 

皆さんよろしくお願い致します。議事に入る前に，前回，皆さんから“傍聴”につ

いてご意見をいただきましたので，この点について事務局の方からよろしくお願いし

ます。 

事務局 

先般の会議でご意見をいただいておりました“傍聴要領”について，説明をさせて

いただきます。傍聴人数について「増員を希望する」旨のご要望でした。問題点[会場

のスペースなど]については前回で申し上げた通りですが，現在の会場[1205会議室]

ならば，傍聴者の人数を増やしても対応可能と判断させていただきまして，傍聴要領

（傍聴の定員）を“１０席以内”と定めました。１０席を多少オーバーするケースに

つきましては，その会場の状況を踏まえ，会長の判断を仰ぎまして，“要抽選（抽選が

必要）”という形になった場合は，抽選をして１０席としていきたいと考えておりま

す。内容を確認していただき，よろしければご承認をいただきと思いますのでよろし

くお願い致します。 

長澤会長 前回の皆様からのご意見を反映させていただきまして，“１０席”という形で増員と



いうこと，１０席を超える場合には，何らかの処置[抽選等]を取るということで考え

ていただきましたが，これでよろしいですか。 

各委員 ⇒同意 

長澤会長 

今後，傍聴（の定員）に関しては，このような形で進行させていただきます。 

続きまして，事項書 2の 1番目「子育て支援等各事業の概要と現状」について，事

務局方からよろしくお願いします。 

事 務 局 

２．議事 

（１）子育て支援等各事業の概要と現状 

特定 12 事業の概要（参考資料１） 

[資料に基づき事務局（子育て支援課）から説明] 

乳児家庭全戸訪問事業，養育支援訪問事業，妊婦一般健康診査の概要（参考資料２）

[資料に基づき事務局（健康づくり課）から説明] 

公立幼稚園の現状及び再編整備後の学級数，公立幼稚園の課題等（参考資料３） 

[資料に基づき事務局（学校教育課）から説明] 

長澤会長 

各事業の概要等につきまして説明して頂きましたが，これから各事業の概要につい

て皆様の意見を聞いていきたいと思っております。 

具体的に，「各事業を今後どのようにしていくか」については，これからのニーズ

調査の結果を踏まえてということになってくるかと思います。 

とりあえず“現状”に関して，皆様の方からのご意見・ご質問等ございますか。多

岐に渡っておりますので，どの事業からでもかまいません。 

駒田副会長 

通常保育事業についてです。年齢別に数字が分かると，もっと詳しく対比できると

思います。それと，いくつかの事業で“県内○か所の児童養護施設等と契約～（現状）”

とありますが，「市内には施設はない」ということですか。例えば，５）トワイライト

ステイ事業（参考資料１p4）では，“県内９か所の～”と記載されています。 

事 務 局 

一昨年(2012年)に１か所，市内に児童養護施設が設置されており，それも含めた数

であります。設置されるまでは市内には（児童養護施設は）なく，８か所体制で対応

しておりましたが，現行は９か所となっております。 

駒田副会長 
できれば，市内に何か所あるか記載してほしいです。他の事業でも同じ“県内○か

所の児童養護施設等と契約～（現状）”という記載があります。 

事 務 局 
他にショートステイ事業（参考資料１p8）がありますが，事業としては関連する内

容でもありますので，共通する施設の方で契約しております。 

駒田副会長 どちらにしても，現在，市内は１か所ですか。 

事務局 市内は１か所です。 

駒田副会長 
３妊婦一般健康診査についてです。受診実人数(2,756 人)が，出生数と比べるとか

なり多いですが，これはどう解釈すればよいですか。 

事 務 局 妊婦健診を受診された方なので，出生数とは合わないと思います。 

駒田副会長 
ギャップがかなり大きいですが，どういう理由ですか。３割程度違うと考えていま

す。 

事 務 局 その年度で，初めて受診した方を計上してあります。 



駒田副会長 これから変動が，毎年あるわけですか。 

事務局 

そうですね。転入してきて初めて受診された方もカウントしております。また，妊

婦健診が１４回と長いので，年度をまたぐケースもあります。（妊婦一般健康診査受診

人数と出生数のカウントする年度が違う）。 

駒田副会長 
逆に言うと，「鈴鹿市のサービスが他の自治体より（質が）高い」という解釈でよろ

しいですか。 

事務局 
県内，統一（同じ対応）されていますので，特に鈴鹿市が高いということはないで

す。 

駒田副会長 複数か所で受診すれば，それぞれでカウントされるという解釈ですね。 

事務局 そういう形になります。 

駒田副会長 わかりました。ありがとうございました。 

長澤会長 古市委員どうぞ。 

古市委員 

子育て支援事業の概要と現状（参考資料１）についてです。保育所や公立幼稚園の

統計や記載はあります。私立幼稚園は，延長保育等も実施しておりますし，子育て支

援の為には，弾力的な運営もしておりますが，“現状”の中に記載されていないのは，

“学校教育”という捉え方の違いからですか。 

長澤会長 その点について，事務局どうですか。 

事務局 
言われる通り，学校教育と保育で分けさせていただいて，（特定 12 事業の）保育の

部分での計画ですので，私立幼稚園については“現状”（の数）には入っておりません。

古市委員 

文部省の認定で，“幼児教育を行う学校”という位置づけについては知っておりま

す。それでも，父兄のニーズに応え，延長保育についてはどこの園でも実施していて，

子育て支援には貢献はしていると思います。 

事務局 

次世代支援育成行動計画の中での（特定 12 事業の）位置づけとしては，「学校教育

は入らない」という考え方です。今後の計画の中では，まだはっきりしておりません。

 

公立幼稚園の園児数がどんどん減っていて，私立幼稚園の方がニーズに合った対応

をしているという現実は誰もが認める所で，大変ありがたいと感じています。ただ，

“縦割りの中での行政”というものが歴然とありますので，大変申し訳ないと思いま

す。 

古市委員 

行政は，税金で成り立っているので，市民のニーズに応えることが，基本的な考え

方だと思います。集団生活が経験できない３～５人という募集人数であれば，「ニーズ

がない」と判断する根拠の一部にはなると思います。 

事務局 

募集の多少でニーズを図るのは難しいです。再編整備計画を策定しましたが，市民

の中には公立幼稚園の存続を望む声が根強くあるのでも事実です。両者（公立・私立）

がうまく理解していきながら，ニーズに近い
．．
形
．
[全く合ったものは困難]にしていけた

らとは考えております。 

私立幼稚園については，鈴鹿市の３～５歳児の教育を担っていただいて感謝をして

おります。今後は，うまく理解し合える形で計画づくりが行えたらとは思っておりま

す。 



古市委員 

働く母親が多くなった時代背景もあって，保育所へのニーズが集まり，私立幼稚園

でも全て定員割れ[６割程度]の現況です。 

前回にも申しましたが，昭和５８年から鈴鹿市幼児教育連絡協議会[公立・私立の幼

稚園・保育所の調整を行う]という会があります。その場において，“鈴鹿市の経営”

という議論の参考の資料として，公立・私立の幼稚園・保育所の園児一人当たりに対

する市民税の持出し額を，この委員会の名において情報公開をしてほしいです。 

長澤会長 駒田副会長，どうぞ。 

駒田副会長 

事業のことは詳しくありませんが，私立の幼稚園というのは，県の管轄であったも

のが，今後，事業そのものが市に移管されてくると思います。その辺り（市の管轄で

ない）で正確に把握しきれていなかった所はあるとは思いますが，今後市に移管され

れば，自主的にデータ収集や結論を出すことが可能になるかと思います。いかがでし

ょうか。 

古市委員 
認定子ども園に全部移管していけば，土台はすべて同じになりますね。はい，もう

結構です。 

長澤会長 その他ございますか。 

古市委員 情報公開の件は，会長の名においてお願いしていただけますか。 

長澤会長 

情報公開についても，「この場で諮りながら」ということになるかと思います。「私

の一存で・・」という形ではなかなか難しいと思います。 

情報公開について，事務局側どうですか。 

事務局 
“情報公開” というよりも，それぞれ（各幼稚園・保育所）について，市費の持出

し額を計算し，資料として提示することは問題ないと思っております。 

古市委員 それで結構です。 

長澤会長 

では，次回以降，そういう形で提示して下さい。よろしくお願い致します。その他

ございますか。 

先ほど「具体的なニーズはどうか」という話もありましたので，次回以降，ニーズ

調査の結果[市民のニーズ]を踏まえつつ，具体的な議論を行っていくことにしたいと

思います。 

この議題（各事業の概要と現状）については，以上とさせていただきたいと思いま

すが，よろしいでしょうか。 

委員各位 ⇒同意 

長澤会長 
では，事項書の 2番目「ニーズ調査結果の速報等」について，事務局よりお願いし

ます。 

事務局 

（２）ニーズ調査結果の速報等  [事務局（委託業者）から資料に基づき説明] 

調査結果の概要 

今後の作業手順内容・予定・方針 

最終目標 

長澤会長 

最初に，私の方から確認です。“就学前の子ども 問８”[P4]と“就学している前の

子ども 問８”[P5]，グラフと表のデータが違っています[どちらもグラフが同じデー

タとなっている]。修正版の再配布はできますか。 



事務局 わかりました。 

長澤会長 よろしくお願い致します。基本的には表のデータで考えればよいですか。 

事務局 はい。 

長澤会長 その他，皆さんの方からご意見・ご質問等あればよろしくお願い致します。 

駒田副会長 

今度，更に詳しいクロス集計も出ると思いますが，比較するデータも必要だと思い

ます。鈴鹿市のデータだけでは，なかなか判断しにくい部分がありあます。次回の時

には，全国のデータ，できれば，その中に地方都市型と地域型のデータが本当はほし

いです。鈴鹿市は，現在どちら（地方都市型，地域型）にも該当しないと思います。

それと鈴鹿市を比較しながら検討していきたいと思うのですが，いかがですか。 

事務局 
（ニーズ調査では）基本的に小学校区で地域を把握しておりますので，クロス集計

をしながら整理していきます。 

駒田副会長 

それも必要です。「鈴鹿市内でどう変動するか」については，それで理解できると思

いますが，今後，国が考えていることを理解していく為には全国のデータが基にない

と（難しい）。しかも，全国のデータの中でも大都市型，地方型がないと（比較できな

い）。すべてなくても，利用できる資料（データ）は利用していきながら検討していっ

た方が，計画も立てやすいかと思います。 

つまり，鈴鹿市の特徴を見る為には，その方が分かりやすいと思いますが，可能で

しょうか。 

事務局 
先行して進めている自治体もありますので，類似事例で比較対象が可能なデータを

入手しながら整理させていただきたいと思います。 

長澤会長 次回までに整理するのは難しいですよね。次回までに（データ整理は）可能ですか。

駒田副会長 「一部分でも・・」と期待はしています。 

長澤会長 そうですね 

事務局 
開示されていないデータもありますので，「入手できるものについて」ということで

したら（可能です）。 

長澤会長 
「入手できるデータについて，次回に提示していただく」ということで，よろしく

お願い致します。その他，ございますか。 

矢田委員 

（調査票の）回収件数についてです。前回の会議でも（意見が）出ていましたが，

鈴鹿市においても，広範囲の為，地域によって色々な特色があり，年齢幅も大きいと

思います。そのような現状にも関わらず，配布数の約半数の回収率で統計を出し，“ニ

ーズ”というのは，すごく疑問に感じます。 

また，親御さんたちの生の声として，「アンケート自体が難解で面倒，よほど関心が

ある人でないと日々の育児の合間にアンケートへ回答することはとても負担に思

う」，また，「回答することの自分への必要性が見えてこない（わからない）」という意

見がありました。 

長澤会長 
まず，（回収数が）約半数で，住民のニーズを反映しているのか。統計上「有意差が

取れるかどうか」ということだと思いますが，この点について事務局いかがですか。

事務局 
速報として示している数値は，２月７日現在（途中）であり５割弱ですが，最終的

な数値（回収率）につきましては，53％程度と確認をしております。 



約半数程度の回収ですが，サンプル数（アンケート有効回答票数）は２千ほどあり，

母集団を基にしての統計学的な判断からすると，その結果については数パーセントの

誤差で把握ができる[今回と同じ調査を違う人を対象に実施しても，その結果の％の

値は数パーセントの誤差]ということで，事務局としましても，一定のニーズについて

は，数パーセントの誤差の範囲内できちんと把握ができるものと考えております。 

長澤会長 

もう１点は，前回の会議でも（意見が）出ていた通り，個別のニーズと具体的なニ

ーズが今回のニーズ調査でどれくらい把握できるかという問題だと思います。これに

ついては，「追加調査の実施を検討していく」ことを前回申し合わせていると思います

が，この点については，今後また検討していただくことは可能ですか。 

事務局 
個別のニーズに関しては，内容を具体的に把握して，その内容を検討する中で考え

ていきたいと思います。よろしくお願い致します。 

長澤会長 以上でいかがですか。 

矢田委員 ありがとうございます。 

長澤会長 その他いかがですか。 

林委員 

“出生推計から少子化影響で～”(参考資料 1 通常保育事業〔基本的考え方〕P2)と

いう記載があります。鈴鹿市を全体として見た場合は，そういう結果になっているか

もしれませんが，地域別に見ると，異常に出生率が高い地域と低い地域があります。

そういった地域の差を“全体”として評価してもよいのか疑問です。（子ども子育て支

援事業計画）策定に当たってはどのようにお考えですか。 

長澤会長 

今後集計を行っていく時の地域別の問題ですよね。それをどういう形で反映させて

いくのか。先ほど，「就労形態の違いについては考慮する」というお話でしたが，“地

域別”について，今後集計の際に考慮していく予定はありますか。 

事務局 

「サービスの区域の設定をどのように考えるか」という部分と関連していて，事業

内容によって（対応が）異なってくる部分もあると思います。 

現在，サービス区域については，学校区や行政区が考えられますが，放課後児童ク

ラブ（学童保育）だけで申し上げると，これは小学校区が１つの単位になっておりま

すので，その中で判断していきたいと考えております。その他の保育サービスについ

ては，保育所・幼稚園の有無が地域によって違いますので，「サービス区域をどのよう

にして設定していくか」という問題にも関係してくると思います。これまでは，“鈴鹿

市全地区”という範囲でサービスの提供を考えておりましたので，出生率の違いでの

区割りする議論はなかったと思います。 

そういった「細かい区域設定をしていく必要があるのかどうか」についても，今後

ご意見をいただければと思いますが，現時点では，鈴鹿市全地区に施設が均等にある

わけではないので，細かな区域設定は難しいであろうと思っております。 

林委員 

策定する際に現状を把握するのではあれば，その現状を見つめない（認識しない）

と，策定したことにはならないと思います。（公立幼稚園が統廃合されていますが），

廃園になった中学校区の中にも必要な地域もあるわけです。例えば，“白子”近辺に

は，現在も家が新築されています。（人口分布の状況は）市役所が一番把握しているこ

となので，そういった偏りもこの計画に入れてほしいです。（人口の偏りを無くす為

に）新築の規制や過疎地への誘致ができない以上，地域住民のニーズを反映してほし



い。「ニーズ」という言葉はよく聞きますが，少しも反映されていない気がします。や

はりそういう所（地域差）をもう少し考えていただきたいと思います。 

長澤会長 鎌田委員，お願いします。 

鎌田委員 

私立保育園の場合ですが，大まかに川を境に分けて比較しただけでも[定員の充足

率など]，違いが出てきますので，せめて川を境で分ける程度の違いは出してほしいで

す。 

長澤会長 

“地域別”というニーズがあるようでしたら，今後考慮してはどうでしょうか。そ

して，地域別を考慮していくとすれば，最初に（意見が）出ていましたが，今回の回

収率には，地域別の回収率も示した方がいいかと思います。それも合わせてお願いで

きますか。 

事務局 
（地域別の回収率については）ニーズ調査（問１）に居住地区[小学校区]について

の設問があり，集計しておりますので，地域別の回収率を示すことはできます。 

長澤会長 
今後は，「地域別に考慮していく」ということで進めていきたいと思います。 

その他，ございますか。伊田委員，お願いします。 

伊田委員 

“公立幼稚園の現状及び再編整備後の学級数（参考資料３）”を見ると統廃合によっ

て減ってしまうという方向ばかりですが，幼稚園の新設やクラスの増加という計画は

ないですか。現状の鈴鹿市の公立幼稚園では，４・５歳児の２年保育，若しくは５歳

児で１年保育だけですが，他の市町村には３年保育という所もあります。鈴鹿市内で

も私立幼稚園なら３年保育という所はありますので，母親である私たちは，“３年保

育・私立”か“２年保育・公立”という大きな選択をしなくてはなりません。３年保

育を希望するのであれば，公立幼稚園は選択できない現状です。公立幼稚園の３年保

育実施の可能性はゼロでしょうか。 

事務局 

８園だけが２年保育で，それ以外は１年保育というのが現状です。最終的に統廃合

された後については，「出来る限り２年保育をしていく」という方向性は出しておりま

すが，それを超えて３歳児まで（３年保育の実施）ということは，なかなか現状とし

て難しいと考えております。新築についても今のところ計画の中にはありません。 

しかし，“幼保の一体化”という考え方もあります。例えば，施設や敷地[グランド]

を共有することで，相互の交流ができるイメージで再編整備計画を立てております

が，今後の協議の中では，子ども園などのような一体化[一元化]されたような施設も

視野には入れていかないといけないのかもしれませんので，“新しい形態としての施

設の開設”という意味では，例えば，２つの施設（幼稚園・保育所）を，どこか違う

所へ建てるという可能性はないとは言えません。ただ，単独の公立幼稚園として，ど

こかに新築（新設）する考え方は，今のところ持っておりません。 

長澤会長 中島委員，お願いします。 

中島委員 

「ニーズ調査」と言われていますが，公立幼稚園に預けている母親の中で「本当な

ら３歳から公立幼稚園に預けたい」という希望は，今でも多いです。中には，とりあ

えず私立幼稚園に１年預けて，（４歳児から）公立幼稚園に変わる方もみえます。地域

別のニーズ調査も必要ですが，各事業（私立・公立幼稚園）のニーズ調査が，一番，

生の声（市民の声）だと思います。どうでしょうか。 

長澤会長 それは，先ほど言った，「より具体的なニーズをどうやって把握していくか」という



ことだと思います。 

これについては，今後，何らかの形で，事務局の方でも考えていただけると思いま

す。 

中島委員 わかりました。 

長澤会長 その他，ございますか。古市委員，お願いします。 

古市委員 

母親が（公立か私立を）選択する根拠には，“教育（保育）の質”で選ぶというのも

１つだと思いますが，“保育料”も大きいな要素だと思います。 

保育所の場合，運営費（措置費）という形で補助され，保育料は，扶養義務者の所

得によって決まりますので，公立私立で差はありません。幼稚園については，園児一

人当たり年間約七十数万[県下の平均]の費用がかかりますが，公立幼稚園の保育料は

月 6,200 円で約１割負担となります。私立幼稚園は，３倍程度の保育料をいただいて

います。公立幼稚園へは，国・県からの助成は一切ありませんので，市民税を充てた

単独事業です。納税されたお金で園児を預かっているのが現状です。資料（園児一人

当たりの税の負担額に関して）の提出をお願いしましたので，後で詳細は分かると思

います。 

そして，前回の会議でも申し上げたように，鈴鹿市の場合は，合併の条件（公立幼

稚園の設置）の結果として，公立幼稚園を２３園も現存しています。人口２０万人の

市が，多数の公立幼稚園を運営している例は他にありません。 

駒田副会長が言われたように，鈴鹿市だけのアンケート（ニーズ調査）だけでも，

鈴鹿市の特徴が分かって良いのかもしれませんが，議会でも近隣の市町村 [四日市の

場合が多い]の動向を調査し総合判断をしております。近隣の市町村の結論は，まだ出

てないと思いますが，アンケート（ニーズ調査）と合わせて，総合判断していただい

たら良いと思います。 

いずれは，認定子ども園へ移行するのではないかと思います。この場の発言として

適切かどうか分かりませんが，国は，保育所にかかる税金の支出軽減の為，支出を幼

稚園と同じ程度にしたいという意向があるかもしれないと聞いております。 

すべての施設（公立・私立幼稚園）が，認定子ども園になれば，保育料は皆公定価

格となり，現在の私立，公立幼稚園の差はなくなります。そして，その先には，幼稚

園の保育料の無償化という方向にも向いています。 

国の意向は，就学前の幼児期[人格形成にとって大切な時期]に，質の高い教育を行

い，次世代の日本人の質を高める必要があるとの考えです。それも国の考え方の方向

性の１つかと思いますが，政権交代が原因なのか，色濃く各県の方におりてきます（各

県への政策に現れている）。 

今は，公立私立の区別がありますが，幼稚園の場合，認定子ども園になれば，私立，

公立に差がなくなっていくと思っております。 

長澤会長 

先ほど，駒田副会長からの“全国との比較”に加えて，「近隣の市町村との比較につ

いても同時に行ってはどうか」ということで，それについても，収集できる範囲でよ

いと思いますので，次回よろしくお願い致します。 

それにプラス，「認定こども園等の動きも踏まえつつ今後考えていく」ということで

良いかと思います。 



長澤会長 その他，ございますか。林委員，お願いします。 

林委員 

“現状”（9-1 地域子育て支援拠点事業（センター型））を見て，子育て支援センタ

ー[りんりん]の利用率（年間延べ 34,417 人，2,868 人／月）は，思ったほど高くない

と思いました。 

鈴鹿市の計画には，車社会を前提[車で移動できるのは当然]とした事業内容が多い

と思います。 

“こんにちは赤ちゃん訪問”をしていると，昼間の交通手段を持たない母親がたく

さんいます。「りんりん（子育て支援センター）に行ったことがない」と聞くと，C-BUS

（コミュニティバス）の利用を勧めますが，大きな支援センターであり，地域子育て

支援事業として明記されるほどの施設であれば，もっと利用しやすい環境整備（交通

手段）についても考えた策を提案してほしいと思います。 

長澤会長 
多様な利用方法の検討，交通手段を考えた上でのあり方ですね。駒田副会長，お願

いします。 

駒田副会長 

（この会議のメンバーの中で）子育て支援センターりんりんに，一番関わっている

のは私かもしれませんが，利用形態として，「いろんな方に来てもらう」というのも大

切だと思います。その為の「支援すべき人の掘り起こし」という面も持っていますの

で，人数（利用率）が増えること自体がすごく良いとも考えていません。遊んでいる

子供達をピックアップしながらなど，どんどん関わって，「どういう支援ができるか」

と考えていく場所でもあります。 

一方で，支援参加型の事業として“ひろば型”が出てきているわけです。これをさ

らに拡充していく必要性については議論していると思います。 

林委員 

現状は，「行きたい（参加したい）けれど行けない」という方がいます。実際，買物

にも困っている方もいます。公共のバスも偏った運行しかしていないので，30 分かけ

て歩いて買物に行く２カ月乳幼児をかかえた母親もみえました。C-BUS（コミュニティ

バス）の利便性を向上してほしいと実感しております。 

長澤会長 矢田委員，お願いします。 

矢田委員 

本当に困っている母親は多いです。保育に関する制度（事業）がここ（参考資料１）

に書いてありますが，それ以外で，多くの困った母親が，認可外（保育園）に子ども

を預けにきます。例えば，明日からの仕事が決まった，母親が病気になって（近くに）

預ける身寄りがない，公立保育所の休所日，シフト勤務[介護職，看護職]や休日勤務

の方と，さまざまケースで子どもを預かっております。市からの補助金[県からの補助

金は打ち切られた]が出ることになりましたが，その中で職員は精一杯働いている現

状があります。 

また，必ずしも，保育が必要な子どもだけを預かっているわけではありません。一

時保育[２人が生まれ，上の子を遊ばせる，他の一時保育で預かってもらえない]や相

談相手[母親の相談に乗り虐待防止につながる]となるなど，最前線で子どもを預かっ

て保育園を３６年続けてきました。「困っている母親の多様なニーズに対応している」

という現状をこの場で知っていただきたいです。 

そして，現状を計画（事業内容）に組み入れて，これからの鈴鹿市の保育事業を作

ってほしい。また，鈴鹿市は転入者が多いと思いますので，転入者にも利用しやすい



保育行政を作って行ってほしいと思っております。 

長澤会長 駒田副会長，お願いします。 

駒田副会長 

今言われたように，鈴鹿市は，認可外（保育園）の規模がかなり大きい市（自治体）

であって，その内容も，他市に比べればかなり充実した内容で提供していただいてい

ると聞いています。 

今後，国の施策が進んでいくと，その（認可外の）辺りまで，市の管轄としてもう

少し深く関わるのではないか。国の方針を見ていると，認可外・小規模[家庭保育]に

まで補助金を出しながら充実していく方向性のようです。 

国の施策の中で，もう少し光が当たるべき場所（分野）であると思いますので，鈴

鹿市独自の現状調査[現状を把握する為]が必要だと考えます。今後，認可外保育所の

ような形態になっていく可能性もありますので，市として，認可外にまで範囲が広が

り管轄になった場合に，どれだけの問題点や必要事項が出てくるのか，現状調査を実

施して理解しておいた方が良いと考えます。 

長澤会長 矢田委員，お願いします。 

矢田委員 

小規模保育事業についてです。設置基準のハードルがかなり高く，現状の認可外保

育園では，これに適合する所がないと思います。 

小規模保育事業も保育ママなどいろんな事業が細かくあります。鈴鹿市の現状では

「待機児ゼロだから（計画してない）」という話を聞いたことがありますが，今後は，

小規模保育事業を取り入れる予定はありますか。 

長澤会長 

そういった事（要望）も含めまして，先ほどの C-BUS の問題もそうですが，今回の

ニーズ調査で出てこない多くのニーズが，非常に漏れてところがあります。副会長か

らもお話がありましたように，市独自に調査を実施する必要があると思います。 

今後，（市独自の）ニーズ調査項目について，ご意見を伺う場を設けたていきたいと

思っておりますのでよろしくお願い致します。その他，ございますか。 

とりあえず“子育て支援等各事業の概要”につきましては，資料のとおりさせてい

ただき，次回は，ニーズ調査の結果がまとまっていると思いますので，その場で，改

めていろんなご意見をいだだけたらと考えております。ありがとうございます。 

事項書 3の「今後の予定について」事務局の方からよろしくお願い致します。 

事務局 

３. 今後の予定について  [事務局から説明（お知らせ）] 

次回（第 3回）会議開催日時⇒3月 28 日（金）13 時～15 時 

  （ニーズ調査結果はできる限り事前資料として各委員に配付予定） 

長澤会長 今後の日程について，よろしいですか。 

委員各位 ⇒異議なし 

長澤会長 
これで議事を終了したいと思います。ありがとうございました。 

事務局にお返し致します。 

事務局 

４．閉会 

ありがとうございました。本日は貴重なご意見等をいただき，事務局としても，次

回の会議に向けて資料を作成していきたいと思いますので，どうぞよろしくお願いし

ます。これをもちまして，本日の会議を閉会させていただきます。 

 


