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平成 25 年度 第３回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26 年 3 月 28 日（金） 13:00～15:00 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12 階 1201 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， 

（以上 14 名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），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1名 （以上 11 名） 

傍 聴 者  2 名 

資  料 

１．議事次第 

２．保育園・幼稚園保育運営にかかる経費 

３．認可外保育所利用実績調査票 

４．ニーズ調査結果報告書（事前送付資料） 

５．ニーズ調査結果まとめ 

備  考  

 

冒頭の事項 

１．開会 

・事務局挨拶（司会進行） 

・部長挨拶 

・資料確認 

事務局 

第３回鈴鹿市子ども子育て会議を開催いたします。本日は大変お忙しい中，ご出席

いただきまして誠にありがとうございます。 

２名の委員から欠席するとの連絡を受けております。現在 14 名の委員で開催しま

すことをご報告させていただきます。開会にあたり，保健福祉部長より挨拶を申し上

げます。 

保健福祉部長 

皆様こんにちは。皆様方には日頃からお世話になりありがとうございます。年度末

の何かと忙しい中ではございますが，ご出席いただきありがとうございます。 

本日は第３回子ども子育て会議ですが，平成 27 年 4 月から始まります「子ども子育

て支援新制度」を円滑に施行する新たな子育て支援計画策定に向け，本年 1月に実施

しましたニーズ調査の結果が出ております。内容の確認を中心にご意見などをお伺い

し進めていきたいと思います。前回会議で皆様から頂きましたご意見についてご報告

できるものもありますので合わせて説明をさせていただきます。本日はどうぞよろし

くお願いいたします。 
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 ２．議事（以降，会長により議事進行） 

長澤会長 

よろしくお願いいたします。早速「子ども子育てニーズ調査報告」に入る前に，前

会議で出された「保育園幼稚園に対する園児一人あたりに対する経費」についてご意

見をいただきましたので事務局の方から説明をお願いいたします。 

事務局 
「公私立保育所運営にかかる経費」説明         （子育て支援課   佐藤）

「公立幼稚園運営にかかる経費」説明          （学校教育課   山田）

長澤会長 ありがとうございます。事務局の説明についてご意見等ございますか。 

駒田副会長 

保育料は公立・私立・幼稚園で園児１人当たりいくらかかりますか。公定価格が出

てきた時の参考にしたいと思います。これを全て足した時に 1人当たりいくらになる

のでしょうか。 

事務局 
幼稚園ですが，公立幼稚園は月額 6,200 円を保育料としていただいております。年

間 74,400 円となります。 

駒田副会長 年間 58 万円くらいの計算になりますよね。 

事務局 

幼稚園・保育所共，この表の上の歳出の欄で，公立保育所では 113 万 9800 円が１

人あたりの金額です。公立保育所のお子さんについてはコストとしてこの金額がかか

っているということになります。私立保育所は 93 万円となります。 

駒田副会長 これに保育料は入っていますか。 

事務局 
入っております。ここから保育料を除いた金額が公費負担という考え方です。公私

立幼稚園ともこの考え方で見ていただければ概ね数字はあっていると思います。 

長澤会長 そのほかご意見等ございますか。 

古市委員 

幼稚園関係者としてお話しいたします。県下の平均は 70 数万円と聞いております。

鈴鹿市は合理的な努力をしていただいていることが数字に表れていますが，特にどう

いうことに違いがあるのでしょうか。 

事務局 
詳しく調べてきたわけではございませんが，公立の幼稚園の場合はほとんどが１年

保育です。そういった中で，人件費の部分が抑えられたと思われます。 

事務局 

他市町では２年保育・３年保育を実施して，必然としてクラスの数が増え，人件費

も増えているのではないでしょうか。細かい分析をしていないので確かなことは言え

ませんが，そういった傾向があるのではないかと思います。一度，調べさせていただ

きます。申し訳ございません。 

長澤会長 

そのほかご意見はございますか。 

それでは次の議題にいきます。「子育て支援調査報告」について事務局より説明をお

願いいたします。 

事務局（業者） 「ニーズ調査報告」説明 （説明者；株式会社創建環境エンジニアーズ 橋本） 

長澤会長 

ありがとうございました。 

地域別のデータや，他県との比較がほしいなどあると思いますが，また後ほどお伺

いします。調査結果のデータについてご意見をお願いします。例えば，実態と違って
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いるなど，意見を展開していけたらいいと思います。 

駒田副会長 

Ｐ４の配偶者のいない率が 3.9％というのは，ありえない数字だと思います。 

もう１点，Ｐ６の祖父母に～のところで，距離的について書かれていません。市を

超えて県を超えて祖父母は来てくれます。“近くに”という言葉が必要だったと思いま

す。名古屋や，東京からかもしれません。極端な例だとアメリカということもありま

す。 

祖父母に預けることに関して，距離を考慮していない事が問題だと思います。あと

数字が揃っていないなどの問題もいくつかあります。 

特に，3.9％が信用できないとなると，データそのものが利用できなくなります。 

古市委員 

ニーズをまとめるということは，評価いたしますが，そもそも根本の動機は国にお

ける認定こども園に向けての子ども子育て会議，その地方版として地方自治体として

子ども子育て会議をしながら，地方自治体としての態度と決意を決める材料にするた

めと思っております。 

認定こども園の設置，運営，方向性に対しては，地方自治体の裁量が大きく左右す

るような制度になっております。鈴鹿市の考え方，各市町の考え方によってだいぶ違

ってくると思います。 

他市の子育て会議では，就学前の子どもの教育について，母親の就労支援を応援す

るという意味で，病気での子どもを預かる場所など量の確保は終わり，質の高い幼児

教育を求めるという方向に国も考え方が変わってきております。 

学校の５日制に関しても，先進国の中で日本はいつもトップレベルだったのが，学

力が下がったため，ゆとり教育の反省のもとに土曜教育が，復活している市町があり

ます。 

新学期の２学期からは土曜教育を実施する市も出てきております。それは質の高い

幼児教育をという市のニーズにもつながっていくのではないかと思っております。 

鈴鹿市の調査では，ニーズのみで，質の高い幼児教育の設問がありませんが，どの

ようにお考えですか。 

長澤会長 

個別の質問については，のちほど議論させていただきたいと思いますが，今回はデ

ータについての意見をお願いします。 

続いて，初めに質問のありました配偶者がないというところについて，ご意見はあ

りませんか。 

子育て支援課 

私ども子育て支援課の方で，一人親家庭というのを，把握させていただいておりま

すので。今後，正誤性も含めまして，数字の検討をさせていただきますので，少しお

時間を頂きたいと思います。 

駒田副会長 市の実態と数値が近くなるところまで集めていただかないと困ります。 

子育て支援課 
回答をいただいた中での割合ということでございますので，かなり少ないと思いま

す。正しいニーズになっていないと思っています。 

長澤会長 他に全体について実感やご要望はございますか。 
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西村委員 

やはり，現場（ファミリーサポートなど）で感じている数字とここに出ている数字

はだいぶ違うなと思います。 

アンケートに回答できる範疇のお母さん達は，ベースが比較的子育てしやすい方が

多いのかなと思います。実質とても困っている方達の対応もしておりますので，なか

なかそれが数字に見えてこないのかなと思います。 

鎌田委員 
無回答が非常に高い割合を占めている項目が多くありますが，これに関してはどの

ように理解していけばいいでしょうか。 

長澤会長 それに関してはどうですか。 

事務協（業者） 

一概に，関心がないというお答えで済まされるわけではないかもしれませんが，全

体として問題数が多い為に，印をつけるのを飛ばされた可能性もあります。これが事

業に反対だとか，白票を投じたということではないと思います。比較的多く表に出て

くるのがＰ８です。 

気軽に相談できる先はどこですかという点で，配偶者，祖父母の所に○を付けられ

る方，子育て支援センターとか，保育園，幼稚園と答えられる方もありますし，上で

祖父母と答えたから，こちらでは○を打たなかったという設問によって解釈の仕方が

分かれるのかと感じる点もあります。この設問構成が悪かったとはならないと思いま

すが・・・そんなことで無回答が増えていると解釈しております。 

長澤会長 基本的に設問ごとに今後解釈を加えていただけるということですね。 

事務局 そうです。 

矢田委員 

家庭の事情など，回答の項目以外に色々なパターンがあり分類できないことがある

のではないでしょうか。家庭の事情や親御さんの事情が，今では多岐にわたっている

のではないかと想像します。 

長澤会長 その他にご意見いかがでしょうか。 

伊田委員 

一時保育について，利用したいが 29％で利用する必要がないというのが 61％です

が，私の周りにいる保護者は，一時保育を利用したいという声も多いです。 

利用しないと判断するのは，料金が高いことや，一時保育という名前を掲げながら

も，毎日通園しているお子さんと同じ教室にポンっと預けられてしまうことも原因で

す。 

毎日通園している 20 人の子どもたちは，友達関係や人間関係ができています。そ

こに１日だけ預けるという状況に不安を抱いて，預けないという判断をしているお母

さんも多いです。そういった事情を知っているので，「利用したい」という回答が 29％

というのも理解しにくいです。 

もちろん経済的な理由があり料金が高いということが一番の原因だと思いますが，

私は鈴鹿市の南の方に住んでいるので，公立の保育所では一時保育をしている保育園

がありません。 

遠方に行くことは難しく，自分の体調が悪い時にはそこまで送っていく事もできな

いので，利用することをやめるという判断をするお母さんも多いです。これがそのま
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までは納得が出来ないです。 

長澤会長 

一時保育を利用する必要がないという回答の内訳を考えなければいけないという

ことですね。本当に必要がなくて利用しないのか，他に理由があるために，そう判断

されるのか。 

伊田委員 いろんな理由があって，結果，利用しないという答えであれば納得がいきます。 

長澤会長 その他はどうですか。 

近藤委員 

「まとめ」のところで，～担当者の中では認知度が低いことを示していますとあり

ます。 

現在，学童の利用者がとても多くて，それこそ桜島の方では，子どもの数は減って

いるのに，来年度は 165 人という数字が出ています。ここでは趣味やスポ－ツ活動と

いうことになっていますが，学童の利用が高くなってきて，ニーズも高くなっていま

す。 

鈴鹿市の方でもまた１つ学童が出来るのですが，やはりこのデータを見るだけでは

出てこない事がたくさんあると思います。 

長澤会長 他には何かありますか。 

駒田副会長 項目の中のその他はいったい何なのでしょうか。 

事務局（業者） 

選択肢に施設名等があります。それに当てはまらない回答としてその他がありま

す。 

今ここにありませんが，今後，整理して，こんな施設を利用しているとか，こんな

人に相談しているなど，その他として，回答があった内容を記載いたします。 

長澤会長 それでよろしいでしょうか。 

林委員 

子育て中のお母さんが働こうと思ったり，例えば３年くらい休みたいと希望して

も，企業によって差があり，希望通りにならないことも事実です。企業の意思という

のも反映させなければなりません。 

ニーズ調査と言われるとそうなのですが，鈴鹿市が企業に対してどういう風な対応

をするのかが重要です。アンケートだけをとって可能性があるかないかでは全然違っ

てきます。 

企業が女性の社会進出についてどういう意識で考えているのか，公務員と会社員で

は全然違いますので，その点も反映できる何かがあるといいなと思います。 

長澤会長 
分析方法や個別ニーズ調査の方に内容が移っていっていると思いますので先にす

すめます。まずは，今後の分析についてお願いします。 

事務局 

先ほど，ニーズ結果の報告もさせていただき，まとめのところと重複するところも

あるかと思いますが，今回のニーズ調査では，家庭類型別ということで，共働き，1人

親，父親が正規＋母親がパートというような家庭の類型別に現在の利用状況と今後の

利用の希望というものを，質問させていただいて，潜在的なニーズまでも把握し，今

後の需要量を的確に把握しようという考えが有ります。 

今回のデータを国の示す量の見込みを算出するシートがありますので，それに入力
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して確認をする手順です。ニーズを確認することになるのですが，それぞれの事業の

実績とか，今後の人口の推計の要素を加味しながら，内容を踏まえた分析をする作業

がこの後必要になってきます。 

その作業の後に，鈴鹿市としての事業量の見込み案を委員の皆さまに示したいと思

いますので，もう少しお時間を頂きたいと思います。次回の会議の時に，その案を示

す事ができたらいいなと思います。 

長澤会長 

基本的に今後は，家庭の類型別やクロス集計をとってもらうことだと思いますが，

前回より，他の地方自治体との比較や全国平均との比較データや地域別の比較が欲し

いと言う声は頂いています。 

その他，必要な分析についてご意見はありますか。 

駒田副会長 外国人の家庭のニーズをピックアップして累計の中に入れる事は可能でしょうか。

事務局 改めて外国人の方にニーズ調査を行うということですか。 

駒田副会長 登録した家庭の中で，外国人の方を抜き出してみることはできませんか。 

事務局 

このニーズ調査には外国人の方は 1人も入っていません。当初から中身が複雑とい

うことで，これを翻訳して実施する事が出来ませんでした。どうしても今後の分析で

必要であれば，別の形で検討することは可能かなと考えています。 

駒田副会長 

例えば，特定の項目に関して調査するということであればできると思いますが，そ

の時このデータと比較可能かという問題もあります。参考データにならないと思いま

すがいかがでしょうか。 

事務局 おっしゃる通りだと思います。 

矢田委員 
外国人の方の対象者は何％くらいいますか。割合や住民が多ければ，それだけのニ

ーズがあるということになります。 

事務局 
世帯では，約 3.5％程度です。子どもの居る世帯となると数字が変わってくるかも

しれません。 

矢田委員 
外国人の方は，親戚もなく頼る人もなく困っている方が多いと思います。仕事が決

まったらすぐに預かって欲しいという方もたくさん見えます。 

長澤会長 他にこういう分析が欲しいとか分析の仕方，比較とかございますか。 

駒田副会長 

県の方では，中学校区単位、市単位では困るという意見もあります。特に私立の幼

稚園関係では，市を超えてくるので，ニーズとしては市を超えた調査も対象にしてお

ります。 

色々な形で比較できるようにデータをあらかじめ，上手く活用できるようにしてお

かなければ，後からいろいろ比較したいという意見が出てくると思います。 

長澤会長 地域別の比較等は，この会議の後に出していただけそうですか。 

事務局 

他の自治体も同じタイミング（時期）で作業を進めていると思いますので，その数

字がホームページ等で公表されましたら，比較できると思います。次回の会議までか，

その次になるかはわかりません。 



 

7 
 

長澤会長 

比較対象がないと，皆さんも議論しにくいと思いますのでよろしくお願いします。

その他に個別のニーズで必要なものがあると思いますが，今後どのようにすすめてい

くかを事務局からお願いします。 

事務局 
ニーズ調査に出てこなかった数字も含め，分析をする中でもう少し掘り下げて調査

の必要性が生じた場合，検討していきたいと思います。 

長澤会長 
事務局の方では，今回のデータを集計・分析し，皆様に示した後で，意見を聞きな

がら進めたいという考えです。 

伊田委員 次回のスケジュールに間に合いますか。 

事務局 
スケジュールが厳しく難しいところですが，もしニーズ調査を実施する場合も，可

能な範囲で対象者を絞っていく方向になると思います。 

駒田副会長 

実施にあたり困ることは，市が管轄している部分と私立の部分があると思います。

それを基にして集計分析しないと比較ができなくなります。７月，８月までに絶対に

事業ごとにニーズ量の見込み及び事業量の算定がされていないと事業計画の議論に

ならないと思います。 

長澤会長 
他にご意見ございますか。先ほどの保育の“質”についてご意見がございましたが，

改めてどうでしょうか。 

古市委員 

調査の最終目的は，鈴鹿市として認定こども園のあり方を考えるための判断材料に

したいという意図だと思いますが，中学校単位で２年前に公立幼稚園のあり方の検討

委員会で答申を行い，方向性は出ていると思います。そこに新しい制度が出てきまし

た。 

検討委員会を重視するのか，子ども子育て会議のニーズを重視するのかは，鈴鹿市

の執行部がされることだと思いますが，この調査は子育て支援に関するニーズ調査

で，現段階での保育所，幼稚園などの事業所に絞ったものだと思います。 

私は隣の市の子育て支援会議にも出ています。そこでは，就学前の教育をどうした

らいいか，何時間くらい必要か検討しています。これからの就学前の希望もある程度

管理して方向性を決めていただくのが，間違いがないと思います。 

長澤会長 

量的なことしか計っていないので，質的な部分も今後の課題になると思います。今

回は，分析結果を示しただけですが，事務局さんの方で改めて示して頂けると思いま

す。 

いろんな角度からこういう情報が必要ではないかとか，不満とかいっぱいあると思

いますので，各関係機関の方へ持ち帰っていただき，次回かその次になるか，事務局

の意見を聞く場を持ちたいと思いますので，その時までにまとめていただくというこ

とはいかがですか。 

それまでには分析結果も出てくると思います。 

駒田副会長 

県の認定基準はそれぞれあり，こども園に関して認定が合えば，それなりのお金を

出しますということです。 

そのかわり高い方の基準に合わせて施設が適応されていくのだから，結果として質
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は確保されるという回答をされました。 

長澤会長 積極的には考えないと言うことですね。 

駒田副会長 

結局は，量的な話をしておりますので，まずはそこを進めていく。質については国

の方からのお金が出てきません。市の方でセーブできたお金を回すという形で対応す

るしかないのかなと思います。 

長澤会長 
各人の方で準備をお願いします。事務局は予算的やスケジュールがありますので，

そちらの準備をお願いします。その他，今回の調査についてご意見はございますか。

林委員 
以前頂いた，資料は２月７日現在で，今日の資料は２月 10 日現在となっています。

これはどういうことですか。 

事務局 

創建環境エンジニアーズで最終の集計をしております。２月 7日の時点では 50％で

あり，そのあと３日間で沢山の回収がありました。最終的には 53％の回収率で数字を

整理させて頂きます。このあと大幅に変わる可能性はないということです。 

長澤会長 今回の結果は 50％の集計結果で，のこり 3％が上乗せされるということですね。 

事務局 はい。3％が未集計として残っていることになります。 

矢田委員 

鈴鹿市認可外保育所利用実態調査表ですが，現在行われている認可外保育所 6箇園

の調査による利用の割合を出しました。 

48 時間以下というのは，週に２日間だけとか，1日に４時間だけとか短時間の方で

す。48 時間以上というのは定期的に預かっている子どもという分け方です。 

人口は鈴鹿市のホームページを参照しました。利用人数は 48 時間以下 1／２とし，

12 カ月で割った数字で，割合が６％です。 

0 歳児が 0.8％，１歳児が 1.57％，2歳児が 1.7％，３歳児が 1.5％，4歳児が 1.11％，

５歳児が 0.79％という結果です。 

これがさきほどアンケート調査のＰ22 にありましたように，だいたい同じくらいと

思います。 

認可外に預けるお子さんは待機児としてカウントされていません。必ずしも就労し

ている保護者だけではありませんが，いろんな事情がある方や，リフレッシュのため

など，くんでいただきたいと思います。 

古市委員 

保育所，幼稚園の運営にかかる経費の資料を見ますと，公立保育所，幼稚園，私立

保育所，幼稚園とあり，私立幼稚園はデータがありませんが，市からの援助はありま

すか。 

事務局 所得に応じた保育料の軽減（就園奨励費）だけです。 

古市委員 一度，示してもらわないと不公平です。 

事務局 事務局から教育委員会に確認します。 

古市委員 
もう一つ，公立保育所と私立保育所の市から出るお金に大差があるのはなぜです

か。制度の違いですか。 

事務局 そうです。私立保育所は，国，県から運営負担金というのがあります。昔は公立保
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育所にもありましたが，今は制度がなくなり，公立の保育所にはお金が入ってこなく

なりましたので大きな差になっております。 

古市委員 
そうすると，保育料は，23 万円と 24 万円で大きな違いはありませんが，鈴鹿市の

市民から出ているお金の使い道が公立と私立で大差があるということになりますね。

事務局 

補足しますと，10 年前は公立も私立も同じような制度設計が財源的になされていま

したが，三位一体改革の時に国の補助金をなくして，なるべく地方に財源を渡す流れ

になっておりまして，その中で私立保育所側からの強い要望で，国の方がその制度を

なんとか維持しようとしまして，私立の分だけは国の負担，公立に関しては地方の方

で負担することになった結果です。平成 14 年か 15 年くらいだったと思いますが，そ

の時，市の税金負担が４億円増えてしまいました。 

古市委員 鈴鹿市の市民税（一般財源）において，公立の負担が大きいですね。 

事務局 
その為に，公立ではアレルギーのある子どもや障がいのある子どもなどむずかしい

子どもも，預かってもらっています。 

伊田委員 

私の周りにいるお母さんの話ですが，上の子は公立の保育所に預かってもらって下

の子も２～３歳くらいで預けて働きに出たいと話しておりました。自宅から近い所に

認可外の保育所がありますが，保育料が高いそうです。彼女は運転免許がないので，

自転車で送り迎えするので，自宅から近い場所というのが最優先事項です。認可外の

保育所は保育料が高いので預けられないと悲しいと思います。 

矢田委員 

認可外の保育所が高いというのは事実です。補助金が少ないからです。認可外保育

所というのは 8月までは子どもの人数が減りますが，保育士は確保しておかないと，

２月から，どこにも行けない子ども達を預かる事があり，それまでの給料を確保して

おかなければならないので，財政的に非常に苦しいです。経営者はほぼ１年間無休状

態で働いて過ごすというのを長年やってきています。認可外の保育所にいる子たち

は，待機児としてカウントされていないので，鈴鹿市としては，待機児童なしという

ことになっております。認可外保育所は補助金制度でとても困っていますので，もう

少し補助金をもらえると，同じくらいの保育料でいつでも預かってあげられるのに。

と思います。 

長澤会長 
この件につきましては，個別の問題になりますので，今後，計画を実際に考えて行

く中で議論したいと思います。事務局から今後の予定をお願いします。 

事務局 
今後の予定ですが，第４回目会議の日程は，５月 19 日（月）13：00～15：00 を予

定しております。よろしくお願いします。 

保健福祉次長 
熱心な議論ありがとうございました。事務局は，平成 27 年４月から施行しなけれ

ばならない計画画作りの為に邁進しております。今日はありがとうございました。 

事務局 
委員の皆様，本当に長い時間ありがとうございました。次回もよろしくお願い申し

上げます。 

 


