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                               資料 3 

各種事業等の基準（案）に関する意見募集結果について 

平成２６年７月１日（火）から７月３１日（木）までの間に各種事業等の基準（案）に

対する意見募集を行った結果は，次のとおりでした。 

なお，意見結果については，意見公募手続きによる公表前ですが，公表に先立ち， 

鈴鹿市子ども・子育て会議資料として提供します。 

意見提出者数・・・ 82 名  意見件数・・・・  104 件 

番号 御意見 対応・回答 

１ 国基準を考えているなら，国が決

めてから議論すべきで条例制定を

急ぐべきではない。 

 

 

 新制度においては，幼稚園や保育所が

「施設型給付」の対象となるためには，国

が定める基準を踏まえ，市が条例で定める

基準を満たすことが必要となります。国の

基準は，４月末に公布されており，それら

をもとに「鈴鹿市子ども・子育て会議」等

の意見を聞きながら，基準（案）を作成し

ています。今後は，円滑に園児募集や入所

案内ができるよう条例の制定を進めます。

２ 公立幼稚園も新制度に移行する

のでしょうか。それならば，市民や

在園児の保護者に説明する必要が

あると思う。 

 

 

公立幼稚園は新制度に移行しますので，

公立幼稚園の保育料についても，新しく鈴

鹿市が決めることになります。現在，具体

的な金額は未定ですが，利用者の所得など

に応じて保育料を決めることになります。

現在の利用者負担水準を踏まえつつ，公立

施設の役割・意義、幼保・公私間のバラン

スや，近隣市町の動向等を考慮し検討して

います。 

市民や保護者の皆様への御案内の時期

や方法については，決まり次第，速やかに

お知らせします。 

３ 国基準では，公立幼稚園は「満３

歳から」となっているので，鈴鹿市

も３年保育をすべきだと思う。 

現在，公立幼稚園１９園のうち，９園で

２年保育を実施しています。当市では，鈴

鹿市立幼稚園再編整備計画（平成２５年９

月）に基づき，将来的に公立幼稚園を１３

園に統廃合して，可能な限り２年保育を実

施する予定ですが，公立幼稚園での３年保

育を実施する計画はありません。 
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４ 認定こども園を創設する予定は

ありますか。 

公立の幼稚園・保育所については，今の

ところ具体的な計画はありません。また，

私立幼稚園・保育所については，一部では，

将来，認定こども園への移行を検討してい

る施設もあります。 

 

５ 放課後児童クラブに関して，現状

で面積基準を満たしていないクラ

ブや老朽化の進んでいるクラブに

対する市の対応策を教えてほしい。

 

 

 

児童 1 人当たり 1.65 ㎡以上を確保する

ことを基本とした上で，面積基準を満たし

ていない約３割のクラブが今後着実に質

の改善に向けた努力を積み重ねて行ける

よう，「児童 1人当たりおおむね 1.65 ㎡以

上」とすることが適当であると考えていま

す。今後，面積基準に満たないクラブにつ

きましては，将来的な児童数を考慮した上

で，施設の改修や移設について，検討して

まいります。 

また，老朽化が進んでいるクラブの対応

については，公共施設の再利用を優先と

し，計画的に新設や移設を検討してまいり

ますので，御理解ください。 

６ １歳児の配置基準を５：１で継続

し，財政的措置を保障してほしい。

 

 

現行の保育水準を維持・継続していく考

えですので，１歳児の配置基準について

は，現行どおり５：１の配置を考えていま

す。財政的措置については，予算編成時に

おいて協議されるもので，現時点では保障

しかねます。 

 

７ 小規模保育事業Ｂ型等における

職員配置を国基準より上回るもの

（例えば 30：1 を 20：1 のように）

に検討してほしい。 

 

小規模保育事業Ｂ型の職員配置基準は，

国基準に「従うべき基準」とされており，

国基準のとおりとしています。認可保育所

の職員配置も含め，著しく基準を引き上げ

ると施設の運営（経営）に支障が出ること

も考えられ，配置基準等については，今後

の国の動きを注視していきたいと考えて

います。 
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８ 新制度についての情報発信・広報

活動を行い，保護者にわかりやすい

説明を行ってほしい。 

 

 

新制度の概要については，内閣府のホー

ムページ等で説明されていますが，本市に

おいても必要に応じ，市ホームページや

「広報すずか」を活用し，園児募集の時期

までに周知していきたいと考えています。

 

 

９ すべて国基準でよいのか。鈴鹿市

にそぐわないところもあるのでは

ないかと考える 

 

 

 

今回の基準作成は，保育所などの施設

が，法定代理受領により「施設型給付」や

「地域型給付」を保護者に代わり受領する

ために必要な条件として定めるもので，国

の基準は「従うべき基準」と「参酌すべき

基準」があり，参酌した結果，作成したも

のです。 

 

１０ 家庭的保育事業等について，適切

な保育士の配置や必要な研修を行

った上で，公定価格の単価及び保育

料を認可保育所と同額とすべきで

ある。 

 

地域型保育事業は，都市部における待機

児童解消を主たる目的として創設されて

おり，市が定める保育料は，応能負担が基

本であるため，認可保育所，地域型保育事

業のいずれを選択しても同額となります。

また，公定価格については，国が定めてい

るもので，認可保育所と同額は困難と考え

ます。 

 

１１ 国で検討されている3歳児の配置

基準 15：1 を条例で定め財政的措置

を保障してほしい。 

配置基準は，国が法で定めるものであ

り，国の動向を注視し，国の方針や財源措

置が確定した段階で予算措置も含め，検討

していきます。 

 

１２ 保育士等の処遇改善のための財

政的保障と小規模保育所でのＡ型

実施を求め，それ以外については，

市が支援と指導をしてもらいたい。

小規模保育などの地域型保育事業は，都

市部における待機児童解消を主たる目的

として創設されており，多様な事業からの

意向を想定し 3 類型の認可基準を設定し

ています。運用に当たっては，Ａ型を基本

に実施を考えていきたいと思います。 

 



 

4 
 

１３ 放課後児童クラブの基準につい

て，常時二人配置基準の除外要件を

設け，補助金の増額を求める。 

 

 常時，職員を 2名以上配置し，うち 1人

は放課後児童支援員（有資格者）を配置す

ることについては，国の基準に従うべき基

準とされているため，御理解ください。 

また，補助金の増額については，継続し

て安定した運営ができるよう，国や県に対

しても要望してまいりますので，御理解く

ださい。 

１４ 児童専用面積を保育所並にして

ほしい。 

児童 1 人当たりの基準を保育所基準で

ある 1.98 ㎡以上とした場合，入所できな

い児童がたくさん出ることが予想される

ため，現行の基準で御理解ください。 

１５ 放課後児童健全育成事業基準は，

連絡協議会の指導員の意見を尊重

すべきである。 

 

 全放課後児童クラブの指導員から，たく

さんの質問や意見が出されており，これに

ついては，Ｑ＆Ａを作成し，全クラブに配

布したいと考えています。 

１６ 放課後児童支援員の人件費は，公

費でまかなうべきである。 

放課後児童健全育成事業費の中で，運営

費補助していますので，御理解ください。

 

１７ 放課後児童健全育成事業の基準に

関し，施設等のハード面に関して

は，市としての積極的な支援策が必

要ではないか。 

 

 

 

 本市では，平成 23 年度に民家や集会所

を借用している民設民営のクラブを公設

民営へ移行する方針を打ち出しました。 

これにより，複数のクラブを公設民営に切

り替え，廃園となりました幼稚園や教育集

会所等への移設や新設を行いました。今後

も子どもたちが安全で充実した生活を過

ごすことができるよう，支援してまいりま

す。 
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その他の意見 

 御意見 対応・回答 

１ 子育てに関わる窓口は，とても重要な場所です。

鈴鹿市の顔です。私たちの税金をつかっている

のに何をこんなにつめたい対応をしているの

か？子育てをしていても役所にすわるとなると

冷たい母や父になる。そんな鈴鹿市役所の人は

いりませんよ。 

今後の新制度の施行に向けて，

参考とさせていただきます。 

２ このパブコメをしっかりと聴きしっかりとこた

えて下さい。 

３ 本当は働かずに，３才までは家で一緒に過ごし

たい気持ちがあったけれど，働かないといけな

い現実！大切な大切なわが子を預かってもらう

場所だから，子どもにとって居心地よく，温か

みのある，心が優しく育つ場所であってほしい。

安心して預けられる場所であってほしい。施設

の環境はもちろん，大切な子どもたちをみてく

れる先生たちの待遇も大事にしていただきた

い。気持ちが余裕のある保育を皆ができますよ

うに。子どもが大好きと思える場所であります

ように。 

４ 新制度への移行の説明が市民にきちんと届くよ

うにしてください。国の動向を見るだけでなく

市としての内容を明らかにしてほしいです。 

５ 働いているお母さんのかわりに子どもの健やか

な成長をたすけられる制度を切に希望します。

６ 特別な事情，休日，祝日の子も，どの子も一人

ひとり平等に保育を受けられることを希望しま

す。これからの未来を担っていく子どもたちの

ためにも。子どもたちの未来は，私たち大人の

未来でもあります。全ての人の未来のために。

 

 

 

 

 



 

6 
 

７ 利用する施設によって受けられる処遇に格差を

なくし，どの施設に入っても現行基準以上の保育

が受けられるよう願っています。どの子にも平等

な保育を。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただきま

す。 

８ 新制度で親の仕事の時間で保育時間が違うなん

て。子どもの時間はシフト制なんかにできない。

大人の都合のいいようにしやんといてください。

９ このお給料じゃ生活できない。（保育士） 

１０ 新制度になると先生の数が減るかもしれないと

聞きました。いろんなところで事故も起きている

のにおかしいと思います。ちゃんと子どもの命を

守ってください。安全を守るために先生を減らさ

ないでください。 

１１ 保育の制度がどのように変わるのか。なぜ今変わ

るのか。分からないことが多いので私たち親に分

かるように説明する機会をもってほしいです。来

年から変わると聞いているのに具体的になって

いないことが不安です。今のまま保育園にいられ

る？下の子は入園できる？心配だらけです。 

１２ 親・子ども・保育士の方が満足できる制度が整う

ことを望みます。国・国民の将来のためには容易

い投資だと思います。税金の有効活用を。 

１３ 未来を生きる子どもたちに・・・どの子にも今ま

でと同じ平等な保育を。これ以上福祉からお金削

らないでください。 

１４ 鈴鹿市の未来を担っていく子どもたちに，平等な

保育を願います。子どもも，親も，職員も，安心

安全に成長し，希望が持てることを望んでいま

す。 

１５ 新制度は，誰のためにありますか。働く人にとっ

ていい制度なのでしょうか。違うとは思いません

か。もっといい制度になるように考えてほしいで

す。 

１６ 市と各園が手をとり合い鈴鹿の子を心豊かに育

てていきたいです。少しの一歩を市も考えていた

だける制度にしてください。 
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１７ 子どもに優しい鈴鹿市にして下さい。 今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

１８ アレルギー対策を小・中学校でもしっかりしてほし

い。安心して子どもを預けられるように。 

１９ バタバタと決めるようなことではないと思います。

もっとよく考え，よりよい制度改革を行ってくださ

い。再来年ではどうしてだめなのでしょう。 

２０ あいまいな説明のまま話をすすめるのはやめてほ

しい。子どものためを思ってやる政策ならきちんと

説明をして皆が知ってからいい方向へ進めてほし

い。公立が値上がりしたら公立にいる理由が減る。

値上がりするのか値下がりするのか分からないま

ま願書はだせない。急いでもいい事はないと思う。

働かないと保育園に預けられないなら面接行くの

にどうすればいいのか，提案がむちゃすぎると思

う。 

２１ 制度ががらっと変わるのに何の説明もされないな

んておかしすぎます。しかもかえるにしても時期を

ちゃんと考えるべき。もうすぐ受付なのにまだ決ま

ってないなんて。もっとしっかり考えてから決めて

ほしい。 

２２ 児童手当（子育て手当）や医療手当の補助金の枠を

あげてください。保育料や幼稚園の保育料金をあげ

ないで下さい。新しい制度を決める前にきちんと説

明してほしい。入園を決められません。 

２３ 幼稚園の値上がりは困ります。 

２４ 今の配置基準をおとさず守っていってください。母

親（父親）が保育園に安心して預けられるようにし

て下さい。どこよりも子育てのしやすい鈴鹿市を作

ってください。 

２５ 子どもを守る保育士はとても大変，重要なお仕事だ

と感じています。簡単に制度を変えるのではなく，

育成に力を入れてほしいと思います。 
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２６ 支援センターりんりんが狭い。とくにごはんを食べ

るところ。もっと大きくするか，もう１箇所増やし

てほしい。土・日・祝日の行き場がない。保育士を

確保するのが大変なのは分かりますが，主人がサー

ビス残業なので，土・日・祝，支援センターがやっ

ていてほしい。白子町の空き地に早く公園を作って

ほしい。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

２７ 制度変わるの知らなかったです。きちんと説明して

ください。子育てしやすい町にしてほしいです。 

２８ 来年度の幼稚園，保育園の入園を検討している私た

ちが新しい制度を知らされてないのはおかしいと

思います。未来を担う子どもたちの大事なこと，も

っときちんと考えてほしいと思います。国が県が市

が子どものことをきちんとしてくれれば働ける女

性も増えて，良いサイクルになると思います。 

２９ まず，新制度になるということが周知されていない

し，国や市のホームページをみても，新制度はどの

ようなシステムになるかくわしく，わかりやすく書

かれていないことが，大問題だしその制度で子育て

する親としては納得いきません。また，時間制保育

になることは，保育園の中で育つ子どもの成長に大

きな悪影響になる。集団で１日毎日すごすことで育

つものはとても大きいのに。保育園，幼稚園，こど

も園，とにかく，その在り方が親の希望，子どもの

成長への利点と反対に歩いている気がします。 

３０ 子どもに優しい鈴鹿市にしてください。病院の支払

い制度の見直しをお願いします。 

３１ 今の鈴鹿市はとても子育てがしやすいと思ってい

ます。どうか，子育て世代にやさしい鈴鹿市のまま

あってほしいと思います。 

３２ 余分な税金を見直して未来のある子どもたちに使

ってほしいです。お願いします。 
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３３ 公立幼稚園の保育料が所得別ではなく現行のまま

お願いします。今までより負担が大きくならないよ

うに考えてください。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

３４ 未来ある子どもたちが安心しスクスク育つことが

できる支援を。新しい制度を行うのなら全親，保育

に関わる人すべてが理解し納得いく説明をしてほ

しい。私たち大人も昔は子どもだったということを

忘れないで。 

３５ 子どもを何人産んでも安心！と思える鈴鹿市にし

てください。安心して育てられる環境を提供してほ

しいです。母の切実な願いです。 

３６ 大切な我が子を守るのは親。その親の役割と同じな

のが保育士のみな様。今何かと物騒で不安な世の中

だからこそ，保育士の資格・教育は大事で重視して

ほしい事です。子育て支援等は何かと便利なようで

難しい問題がたくさん。だからこそ親である私たち

の声を忠実に再現できるように耳をかたむけてほ

しいです。 

３７ 公立幼稚園が来年度より新制度で保育料が上がる

と初めて知りました。子育てする親としては，臨時

子育て一時金よりも保育料据え置きを願います。子

どもたちに優しい鈴鹿市でいてほしいです。 

３８ 新制度の説明不足を強く感じます。子育ての家庭は

もちろん，説明会を設け，これからの具体的内容（市

独自の考えを）聞かせてください。保育の質低下は

やめてください。 

３９ 公立幼稚園の新しい制度など全く分からないので

きちんと説明をしてください。できれば今までと同

じがいいです。鈴鹿市が子育てしやすい町になって

ほしいです。 

４０ 公立幼稚園の値上がりは困ります。公立に入園した

意味がなくなります。４歳まで頑張って手元で育て

ているのに。現在，新制度について知らない人がた

くさんみえるので，もっと説明してほしい。 
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４１ 今月になって，初めて新制度のことを知りました。

私の周囲も内容を知らない方ばかりです。もっと市

民に説明をしていただきたいです。内容も充実した

ものとは思えません。現状の子育て制度で満足して

います。むしろ保育園の１歳児の基準は低いと思い

ます。市外の保育園に通わせてる友人もおどろいて

いました。５：１の補助金をお願いします。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

４２ 公立保育園ののびのびした保育を守ってほしい。公

立幼稚園が減少するのは，本当に困ります。待機児

童が増える可能があるのではないか。 

４３ 収入が高くても低くても，幼稚園を公立か私立か選

べるようにしてほしい。公立幼稚園が値上がりした

ら，公立に入れる意味がなくなります。 

４４ こんな町での子育ては最低なんて思われないよう

な自信を持って楽しい子育てできる町にしてくだ

さい。 

４５ 制度の変更があるなら，あらかじめ保護者・保育士

に説明を充分行ってからにしてください。突然変更

されると困ります。 

４６ どの子も平等に育つ権利が守られることが保障さ

れますことを望みます。 

４７ 保育をサービス化しないでくださいね。どの子もす

こやかに育っていけるよう保育に格差が生じない

制度を。 

４８ 新制度について，まず皆が分かる様に説明してくだ

さい。そして，働く人の処遇改善を願います。未来

ある子ども達を育ててくれる保育士にしっかりと

した立場を。子どもにも平等に保育を受ける権利

を。 
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４９ 私のねがいは新制度とは直接関係ないのかもしれ

ませんが書かせてもらいます。私の子どもたちが保

育園に入る前，役所に相談にいきました。「兄弟姉

妹別々になることもある」「都市では普通」そんな

風にサラリと言われたことがショックでした。子育

てに関わるすべての人にとって優しい制度であっ

てほしい。願いは１つです。子どもはもちろん，親

にとって居心地よくなければ豊かな心の子どもは

育たないと思います。市としてその思いに寄り添う

ことが大切なことなのではと思います。どうか子ど

もの未来を守ってください。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

５０ 新制度は都市圏の待機児童の解消を目的とした側

面が強いと感じます。鈴鹿市には地方都市としての

魅力や特色，将来性を踏まえた上で検討していただ

き，児童福祉法第２４条１項に基づく平等な保育を

目指していただきたいです。独自の「子どもを大切

にする街」という行政を期待しています。 

５１ １才児保育士：子が１：５人を実行している鈴鹿市

のままで。公立保育所ではその職員が確保されてい

るのに私立保育園では１：６人分しか保障されてい

ないのはなぜ？同じ鈴鹿市の子どもなのに・・・。

私立の保育士はボランティアではありません。運営

費補助をきちんとしてください。 

５２ 子どもたちの幸せを中心に新制度・条例を定めてく

ださい。現状をしっかり把握してください。納得で

きる説明をしてください。 

５３ 市民への説明をもっと行ってください。情報が少な

く，まだまだ理解が広がっていません。また，説明

会後，意見を集め，来年度，さらい年度にも，子ど

も・子育て会議を毎月行い制度の改善を行ってくだ

さい。親・現場の話を制度の中へお願いいたします。
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５４ 制度のことや，保育について（子どもに関すること）

が問題になる時に，「誰目線？」と首をかしげてし

まう。まず子ども第一に考えてほしい。定数や，私

の周りでは２人目出産後，２か月程で第１子は保育

園が退園になったと聞いた，第１子は外になかなか

出られないストレスを母にぶつけてきて，母もスト

レスを感じ始めたので復帰を早めたと聞く。子ども

目線で考えてほしい。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

５５ 就学前の６年間をどう過ごすのかは今とても大切

です。どんな働き方をしている親の子にも平等に保

育が受けられることを望みます。現行保育制度を守

るより充実させてもらう事で今ある質が守られ人

としての土台ができるのだと思っています。特に鈴

鹿で充実させている１才児の保育士５対１の環境

やアレルギー障がい児への補助金をぜひ守ってい

ただきたいと強く希望します。未来の鈴鹿市を作る

のはこの子たち。そして支えてくださるのは担当市

職員の方たちです。よろしくお願いします。 

５６ 新制度を支える働く人たちの処遇改善を望みます。

将来どんな人になっていくのか，すぐに答えはでま

せんが，大事な大事な乳幼児期，学童期の成長を精

一杯の愛情とプロの目で見てくれています。立派な

専門職です。 

５７ 保育士にとってももっと働きやすい制度になるこ

とを願います。 

５８ 新制度に変わることで今より悪くなることは絶対

にみとめられません。また，途中からや徐々に制度

を改悪するのもやめてください。５年先，１０年先

も最良の保育ができるようにしてください。 

５９ 子ども達が体も心もゆたかにすこやかに育つ環境

を守るのは大人の責任です。こどもをまもることの

できる制度づくりを切に望みます。 
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６０ 給食は保育の一環です。またアレルギー対応食や離

乳食などきめ細かな食を提供するためにも，どの保

育施設にも給食室をおいてください。 

また，給食費や特別食でオプション料金など，保護

者負担を認めないでください。家庭の経済に左右さ

れることなくどの子にも事業に給食を受けられる

よう鈴鹿市として今の制度を守ってください。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

６１ 最低限，今の保育制度を残してください。子どもた

ちと保護者の笑顔のために。 

６２ 一時保育の市としての補助金を今以上に増額して，

一時保育の充実を訴えます。また，職員配置基準で

すが，１歳児５：１を予算化してほしい。 

６３ 新制度のイメージがわかないので，どの親にもわか

るように説明してほしい。保育料を下げてほしい。

６４ 新制度に関する情報を市民へ発信することが重要

です。パブリックコメントでは不十分なので，制度

説明会や公聴会をすべきである。 

６５ 新制度では，応能負担となることから，保育料が上

がることが心配です。 

６６ 各基準がこの段階で出せたことを評価するが，すべ

ての子どもたちが公平に公正に就学前保育を受け

れるよう願います。 

６７ 市の責任において，保育の格差をつくらず，子ども

の保育に直接従事するものは施設規模や種類にか

かわらず，有資格者とし，現行水準を維持すること

を望む。 

６８ 放課後児童クラブに関し，有資格の指導員は必ず一

人は正規職員とし，市が責任を持って職員研修を実

施する。 

６９ 認定こども園の３歳以上の園児給食は外部搬入が

認められているが，すべての子が自園給食となるよ

うにすべきである。またアレルギー加配を引き続き

保障してほしい。 
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７０ 小規模保育事業を考えておりますが，一時保育事業

も併せてできるのか知りたい。また，保護者の都合

で無認可保育所へ入所することもあり，必要であ

る。 

小規模保育事業の保育料はどうなりますか。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 

７１ 私は地域に根ざし，多種多様な事情による保育要望

に対処してきた。現在の認可外保育園もニーズに合

わせ保育している。新制度においても子育てしやす

い環境を作ってほしい。 

７２ 全員協議会での議員における指摘で制度概要が追

加され，わかりやすくなった。 

７３ 提出された意見等は，公表前に，鈴鹿市子ども・子

育て会議に報告してもらいたい。 

７４ 消費税も上がり各世帯への負担が増えている中，子

育て世帯への更なる負担が強いられ，子どもを作ら

ないなど影響が出ることが懸念される。無駄な事業

を見直し，金銭的負担軽減を願う。 

７５ 新規参入が考えられる事業主に対して，市がしっか

り監督してほしい。 

７６ 保育料が現行より上がりすぎないよう負担軽減対

策を取ってほしい。 

７７ 子育てに優しい市となるような新制度を作ってほ

しい。また今の基準の維持を願い，大変な仕事であ

る保育士の処遇を改善してほしい。 

導入に当たっては，十分周知をしてほしい。 

７８ 小規模保育事業と認可保育所で配置基準がニ重基

準となる。県下統一して，予算措置を伴う実効ある

ものとすることを望む。 

７９ 鈴鹿市の下限保育時間を示してもらいたい。 

８０ 育児休業取得時の取扱いや特別支援保育の入所要

件はどうなるのか。 

８１ 保育料を引き上げるのなら，増収分は私立保育所へ

当てるべきである。 

８２ 制度を良いものとすべく細部まで子ども・子育て会

議で議論してほしい。 
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８３ 市の保育実施責任を遵守し，保育所整備を行ってほ

しい。 

今後の新制度の施行に向け

て，参考とさせていただき

ます。 ８４ 食物アレルギー児への支援実施を条例化し拡充を

求める。 

８５ 現行保育制度より悪くならないようにしてほしい。

８６ 民間園への補助金増額を求める。 

８７ 鈴鹿市の課題を明確にし，考慮した基準案にすべき

である。 

 


