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平成 26 年度 第８回 鈴鹿市 子ども子育て会議 

 

開催日時 平成 26年 12月 25日（木） 13:30～15:20 

場  所 鈴鹿市役所 本館 12階 1201会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），井ノ口 智士，南 小百合，林 和枝，鎌田 秀一，古市 嘉郁，福

本 廣子，近藤 真奈美，伊藤 幹子，中島 夕子，山口 裕子，西村 治美，伊田 知代，

西 繁 

（以上１４名） 

事務局等 

保健福祉部長（松井），保健福祉部参事（舘）， 

児童保育課長（森川），児童保育課計画Ｇ（山田ＧＬ，土橋）， 

児童保育課児童福祉Ｇ（野島ＧＬ），児童保育課保育Ｇ（岩田ＧＬ）， 

子ども家庭支援課長（瀬井），健康づくり課母子保健Ｇ（望月ＧＬ）， 

学校教育課学事Ｇ（川北ＧＬ）， 

計画策定等委託業者１名 

（計１１名） 

傍 聴 者  ４名 

資  料 
１．第８回会議事項書 

２．鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）[資料１] 

備  考  

 

 １．開会 

保健福祉部長 

皆さまこんにちは。保健福祉部長の松井でございます。 

本日はクリスマス、また、来週には新しい年を迎えるという非常に慌しい時期にもか

かわらず、“第８回鈴鹿市子ども・子育て会議”に御出席を賜りまして、誠にありがと

うございます。 

国においては、衆議院の総選挙を受けまして、（ほとんど留任ではありますが）新し

い内閣が発足し、新しい年に向けて再出発という状況ですが、私ども地方の児童福祉行

政に携わる者といたしましては、消費税率の引き上げに伴い、影響が懸念されます子育

て支援関連のその後の動向に十分注視をし、新年度に備えてまいりたいと思っておりま

す。 

さて、子ども・子育て支援新制度の本格実施まで“３か月”という時期でありますが、

来年度の保育所の入所手続きに関しましては面接もほぼ終わり、現在入所児童の調整を

進めているというところでございます。特に大きなトラブルもなく順調に進める事がで

きておりますが、これもひとえに関係者の方々の御理解・御協力の賜物と、感謝を申し

上げたいと存じます。 

本日は、前回に引き続きまして、“子ども・子育て支援事業計画（案）”につきまして

皆様からの御意見を伺い、「最終案としてまとめ上げたい」と思っております。 

どうぞよろしくお願いいたします。 

説 明 配布資料の確認と説明 [事務局説明] 
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（事務局） 第８回会議事項書 

鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）[資料１] 

 ２．議事 

事務局 
ここからは議事に入りますが、議事進行は会長にお願いいたします。 

よろしくお願いいたします。 

長澤会長 

よろしくお願いいたします。早速、議事の方に入ってまいります。 

まず、“鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）について”、特に前回からの修正か

らの修正点等が中心になるかと思いますが、事務局より説明願います。 

説 明 

（事務局） 

鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画（案）について ［事務局説明］ 

修正内容について 

巻末掲載資料（主要事業一覧・委員名簿）の掲載について 

長澤会長 

ありがとうございます。 

前回（資料を）持ち帰り、各団体等で協議をしていただいていると思いますので、こ

こから皆様からの意見を伺いたいと思います。 

御意見等、ありましたらよろしくお願いいたします。 

鎌田委員 

今回の子ども・子育て支援計画案は、基本的に次世代育成支援行動計画を継承するよ

うな形でまとめられているという説明ですが、今一度、次世代育成支援行動計画に反映

できなかった内容やこの会議の審議を通じて、（今回の計画で）新しく取り組むことに

なった内容を教えていただきたいです。 

事務局 

次世代育成支援行動計画につきましては、義務策定から任意策定になったということ

で、（策定に関しては）“単独作成”と“支援事業計画に盛り込む”という、大別すると

二方法があった中で、本市としましては、「子ども・子育て支援事業計画に盛り込んで

いきたい」という考え方の下に本事業計画（案）を構成しました。 

（具体的には）第１章～第４章に関しては、次世代育成支援行動計画の“継承部分”

という意味合いが強く、これまで達成すべき目標にむかって各事業で取り組んできた内

容を総括（継承）した形で構成しています。 

また、子ども・子育て支援法の中で、この事業計画を作成していくわけですが、計画

の必須記載事項[幼児期の学校教育・保育の量の見込み、一体的提供内容など]について

は、第５章以下に記載しております。 

（このように）２つの側面を合わせた形の構成で作成しております。 

長澤会長 

第４章までの基本目標・基本理念などの部分については、（次世代育成支援行動計画

を）継承しつつ、第５章以下のデータを使った量の見込みについては、新たな部分とい

うことですが、いかがでしょうか。 

西村委員 

次世代育成支援行動計画（後期計画）の成果と課題[第２章 ３]が、今回の案では明

記されていますが、この部分がもっと分かりやすいと、子ども・子育て支援事業計画に

継承されて実施されることが理解しやすいかと思います。 

事務局 
今回の集計表になった形ではなく、もう少し具体的な記載をする、といったイメージ

でしょうか。 
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西村委員 

“PDCAサイクル”［業務プロセスの管理手法の一つで、計画(plan)→実行(do)→評価

(check)→改善(act)という４段階の活動を繰り返し行うことで、継続的にプロセスを改

善していく手法］といった管理手法がありますが、そういった成果や課題が明らかにな

るような見やすい形で表記すると良いかと思います。 

事務局 そうしましたら、ここ（集計表）の後に、“PDCAサイクル”みたいなものを・・。

長澤会長 林委員、お願いします。 

林委員 

次世代育成支援対策地域協議会にも参加しておりました。次世代育成支援行動計画

は、（10年間を前期・後期の）５年間を期間として、一度、成果評価[見直し]をしてお

ります。現在は、ネットでしか閲覧できませんが、後期計画策定時に作成された表は、

数値が並んでいて進捗状況が可視化でき、とても見やすいです。 

（それと比較すると）本計画（案）のものは、漠然と文章が多いので、次世代育成支

援行動計画の表を掲載するだけでも分かりやすくなります。例えば、病児・病後児保育

事業の場合、平成 21 年から目標事業量２か所ですが、現状は１か所となっており、提

言はされていても、目標が数年に亘り達成されていない経緯がわかります。あの表はと

ても有効だと思います。ただ、情報量が多いので・・。 

事務局 確かにボリュームはかなりあります。 

林委員 

次世代育成支援行動計画（後期計画）の達成状況の表記については、工夫されていな

い（工夫が必要）、それは、「自分が知りたい数字が確認できる」ということだと思いま

す。 

事務局 

後期計画（次世代育成支援行動計画）では、国が指定した“特定 12 事業”について

“目標事業量”という欄に目標値を設定して、進捗状況を明記しましたが、これは、次

世代育成支援行動計画のすべての事業ではありません。 

林委員 ただ、（文章ではなく）表形式なので見やすいとは思います。 

長澤会長 

（これまでの意見から）２つ考えていただかないといけません。１つは、次世代育成

支援行動計画（後期計画）との連続性の部分をしっかりと出す。もう１つは、連続性の

中で、先ほど林委員が言われたように、目標を議論する際には、やはり数値目標が必要

だと思います。数値目標を設定することで、初めて進捗状況の確認や評価が可能です。

“数値目標等の設定”について、今後検討していく余地はありますか。 

事務局 

“特定 12事業”には、“延長保育”、“休日保育”、“病児・病後児保育”、“放課後児童

健全育成”、“地域子育て支援拠点（センター型・ひろば型）”、“一時預かり”などがあ

り、（次世代育成支援行動計画では、）各事業の目標年度ごとに目標値を設定しておりま

した。そして、今述べた事業については、本計画（案）の“（２）地域子ども・子育て

支援事業量の見込みと確保方策[第５章２]”と重複する内容かと思います。この中では、

量の見込みも含めて、確保方策という形で載せておりますので、数値目標については、

こちらの記載をもって了解していただきたいと思います。 

ただ、“次世代育成支援行動計画（後期計画）との連続性”に関しては、少し工夫が

必要かと思いますので、再考してみます。 

長澤会長 ただ、第５章２（２）に掲載されている“量の見込み”だけでは、具体的な目標が見
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にくい（分かりづらい）ですよね。 

例えば、量の見込みに合わせて、事業所数や人員まで提示されて、初めて分かりやす

くなると考えますが、「そこまで具体化していただけるかどうか」という意見だと思い

ます。 

事務局 正直、そこまで踏み込んだ数字の提示は難しいかと思います。 

長澤会長 
その他、ありますか。 

近藤委員お願いします。 

近藤委員 

学童保育所関係からの意見です。 

まず、ニーズ調査としては、回収率が“53％”というのは少ないのではないか。 

それと、見込み量（放課後児童健全育成事業）については、平成 27 年度～平成 31

年度までの増加数が 60人しかありません。現状だけみても、来年度（H27年度）は定

員近くになっているにもかかわらず、計画（案）では、“既存の施設で量の見込みは確

保可能”と明記されています。（実情からすると）施設を増やす必要があるのではない

か。概ね 40 名の定員に対し 39 名の子どもが利用する現状で、来年度（H27 年度）に

関しては、辞める子どもが３名しかいないので、余裕がありません。 

やはり、色んな社会的な状況[共働き家庭が増加し、子どもを家に置いておけない家

庭が増えている]を考えると、“確保可能”の文言や支援事業量の見込み数を疑問視する

意見がありました。 

長澤会長 
放課後児童健全育成事業の量の見込みについて[第５章２ (２)]について、「もう少し

多いのではないか」という意見ですが、事務局いかがですか。 

事務局 

平成 27年度と平成 31年度を比較すると 60名しか増えておりません。５年後（H31

年度）の状況が不確定な部分もありますが、確かに、近藤委員の御指摘どおり、今の伸

び率から推測すると「少ない」とも思います。市としても、市内学童の状況を見ている

と、児童数は平行（横ばい）であっても、放課後児童クラブを利用する児童数は増え、

ニーズが高まっていることは認識しておりますので、見込み量が現状を反映していると

は言い難いと思います。 

ただ、掲載されている量の見込みは、ニーズ調査の結果を踏まえての数値ですので、

この数値しか算出できない現状です。 

長澤会長 
（掲載されている見込み量については）「目安とはしつつも、あまりこだわらないよ

うな形で、実際のニーズに対応しながらやっていく」ということでしょうか。 

事務局 はい。 

伊田委員 

“学童”についてです。 

「来年度（H27 年度）は、10 名しか入れない」という説明を受けた学区の方で（新

入生 150名）、子どもが小学校に就学するのを機に、働き始めたいと考えていても、「既

に働いている方が優先だろう」と思うと、申し込みすらできない（しにくい）、という

話があります。 

また、普段（学校の授業がある時）は何とかなるが、長期の休み、特に夏休みは、職

場にも言い辛く困っているという母親が結構いて、「夏休みだけでも対応してもらえな
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いか」という声が多く聞かれます。現況では、夏休みに預けることを可能にしようと思

うと、普段も学童に入らなくてはなりません。勿論、１年を通して学童を必要としてい

る方もいますが、“夏休みに預かってもらう為に普段も預ける”というのは、少し違和

感があります。もっと柔軟に利用できると、働きやすくなります。 

長澤会長 現在の受け入れ態勢としては、“年間を通じて・・”という形になっているのですか。

事務局 

通年利用者（毎月、定期料金を支払っている）の子どもが、登録児童としてカウント

され、その登録児童数が、補助の対象要件の１つとなっております。 

（受け入れ児童数については）子ども・子育て関連３法の改正により、平成２６年９

月に条例［放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例］を制定

し、児童１人あたりの専用区画の面積［概ね 1.65㎡］や児童数［概ね 40人以下、市長

が認めるときは 70 人以下］などの基準を定めましたが、いくつかの学童から「待機児

童がでる」という相談を受けておりました。その中には、施設整備として、新設での対

応をしているケースもあります。 

また、特定の期間（夏休み期間など）については、ニーズが結構あることは把握して

おりますが、既設施設の中には、広さや指導員の確保が問題となり、全ての方を受け入

れることもできないのが現状です。ただ、各学童は、民営で行っておりますので、各ク

ラブの判断に委ねているのが実情です。 

長澤会長 
基本的には、「待機児童が出ないような形で、柔軟に対応していく」ということです

ね。 

事務局 
新設、若しくは近隣のクラブ間での調整など、なるべく待機児童が出ないように対応

しております。 

長澤会長 
あと、“スポット”については、基本的に「各児童クラブの運営に任せている」とい

うことですね。 

事務局 そうですね。民営になりますので・・。 

長澤会長 福本委員どうぞ。 

福本委員 

認可外保育園です。 

学童保育の話がでましたが、夏休み期間中の預かりを希望される方が申し込みに来ら

れるので、業務（保育）に支障のない限り、預かりを実施しております。 

林委員 小学生の子どもを預かるのですか。 

福本委員 そうです。 

林委員 初めて聞きました。 

福本委員 
勿論、低学年で、“（学童に）どうしても入れない、でも母親は勤めている”といった

場合で、夏休み限定です。 

林委員 

“学童保育”の内容が、母親に周知されていないと思います。例えば、利用条件［母

親の就労有無など］、対象児童［以前は、概ね 10歳未満の児童であったが、どうなった

のか］、利用料金などです。人によって、答えは様々に分かれます。鈴鹿市が一貫して

決めているのでしょうか。希望者が多いのであれば、利用条件を明確に（整備）する必
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要があると思います。そうしないと、早いもの勝ち（申し込み順）の感じになってしま

います。 

利用規定の整備や周知は、これだけのニーズがあるのだから、児童数の量の見込みや

指導員の確保の審議より必要ではないでしょうか。 

長澤会長 

先ほど近藤委員から出された「ニーズが反映されていない」という意見も、おそらく

“母親への周知が十分でない［よく分かっていない］”のも一因だと思います。 

従って、今後、しっかりやっていくには、周知を徹底する必要があるかと思いますが、

この点について、事務局の方で考えはありますか。 

事務局 

確かに、来年度については、「かなりの児童が学童に入れない」という相談も、何件

か受けています。 

先ほど、林委員が言われたように、“本当に学童の制度が周知徹底されているか”、ま

た、“本当に必要な人が利用できているか”といったことを考慮して、全学童に対して、

希望があれば無条件に受け入れるのではなく、まずは就労証明書を取り、“本当に必要

とする方の選別”や“優先順位を付ける”といった指導をし、来年度からは、対応して

いただけると聞いております。 

利用できる対象児童については、平成 24 年８月に、児童福祉法が改正され、小学生

（１年生から６年生まで）を対象とすると変更になりました。一部で、高学年を設定し

ていない放課後児童クラブがありますが、施設の広さも限りがありますので、どうして

も、低学年が優先されるという傾向はあります。ただ、ニーズがあれば、６年生まで受

け入れるように指導もしています。 

あと、料金については、“会則”といったルールなどに明記し、入所説明会などで配

布し、各保護者へ伝わるように周知しております。 

長澤会長 伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

稲生幼稚園に子どもが通園している母親に話を聞きました。 

その方は、今現在、延長保育がない公立幼稚園に通わせながら、お迎えの時間に合わ

せて、短い時間で働いておられます。来年度、子どもが稲生小学校に入学した後も仕事

を続けたいということで、稲生小学校の近くの学童に行きましたが、保育園が運営して

いる学童の為、優先順位（①経営している保育園の卒園児 ②その兄弟 ③定員に余裕が

あれば一般）の説明を受けたそうです。 

その方は、公立幼稚園に子どもを入園させた後に、仕事を見つけて働き始めたので、

その保育園を選択しなかったわけですが、卒園児かどうかで決められることに、「何か

損をした、悔しい気持ちになった」と、また、「ただ、“民営”であり、保育園との繋が

り（卒園児）を理由に優先されると言われてしまえば仕方がない」とも言っていました。

結局、母親の話を聞いていて、放課後児童（健全）育成事業（放課後児童クラブ）の

サービスを受けるのは子ども達ですが、平等の機会を与えられているとは、あまり感じ

られなかったです。「仕方がない」と、受け止めるしかないのでしょうか。 

長澤会長 鎌田委員、お願いします。 

鎌田委員 答えになるかどうか疑問ですが、公立の保育園以上に、私立の保育園に入園してくる
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のは、当然仕事をしている親の子ども達です。今の話の視点は、“幼稚園側に何かをし

てもらう”ということですが、入園時から仕事を持ち働いている母親たちですので、そ

の母親たちからすれば、“学童を運営している”ということに関しては、非常にありが

たいことだと思います。確かに、後から希望する方との平等性の点からすると、若干考

えるところもあるかもしれませんが、初めから学童が開設されていることが分かってい

て、仕事を継続している人たちの子どもですので、そう考えると、子どもだけの目線で

いくと同じだと思います。 

長澤会長 近藤委員、お願いします。 

近藤委員 

市としても、考えながら取り組んでいると思いますが、今の話は、すごく難しい問題

です。 

協議会としても全学童にアンケートを実施しましたが、やはり、定員増だけを謳うの

は簡単なことです。定員増に伴い施設のスペースや指導員の質の問題もあります。40

名しか預かれないのに、70名もいたら、一人ひとり丁寧に看ることはできない。私は、

質にこだわって、余り大きく広げたくないと思っています。質を高めようとすると、指

導員が必要ですが、今後は、有資格者でないといけない。それは、人件費の増加を意味

します。市からの補助がどうなるのかわかりませんが、利用者への保育料の負担増にも

つながります。 

条例が制定されるというのは、学童にとっては、第一歩ではありますが、私たち指導

員はもちろん、運営している保護者も、４月に向けて「色んな問題が起きてくるのでは

ないか」と色々考えております。 

先ほど鎌田委員が言われたように、働く親の為に保育所があって、預かってくれると

いうことはすごく良いことだと思います。しかし、入所の際の優先順位や就労証明の必

須化が進むと、「夏休みも一人ぼっちで家にいることになるのだろうか」と思うと、“ど

うしたら良いのか”、“その子たちに何ができるのか”は、声を上げないと伝わらないと

思いますし、市としても考えてほしいと思います。 

長澤会長 

以前から言われているとおり、「“量と質”両方とも、今後確保が必要だ」ということ

ですよね。 

“量と質”について、市の方で考えていることはありますか。 

事務局 

“量と質”という話ですが、御存知のとおり、ようやくこの平成 27 年４月以降に全

小学校区に設置が完了する（整備されてきた）段階で、今後に質の問題が議論されてく

ると思います。 

鈴鹿市では、平成 24 年から対象が小学生（１年生から６年生まで）に拡大されたこ

とに伴い、条例で運営に必要な要件（規準）を制定（H26.9）しました。 

そして、今までは、どちらかというと、放課後児童クラブの運営面を中心に支援して

きて、両親の就労状況については、それほど重要視していなかったのが実情だったと思

います。その理由としては、幼稚園や保育所［特に保育所］は、行政が審査等を行って

入所を決定しており、結果的に公費（補助）が使われる制度になっておりましたが、放

課後児童クラブについては、そうした公的なバックグラウンド・位置付けがなく、財源

的な裏づけも非常に脆弱なものでありました。制度的にも、保育所、学校、どちらにも
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属さない制度で運営されていたように思います。 

（勿論）新しい制度ができることによって色んなことが表面化すると思っておりま

す。その中で、鈴鹿市としては、以前にもお話したかもしれませんが、放課後児童クラ

ブについては、今後は、“公設民営方式”で展開していく方針です。ただ、先ほどの発

言にもありましたように、保育所［社会福祉法人］が運営主体となって運営する放課後

児童クラブも結構ありますので、それらについては、当然、公設に準ずるような形で運

営していただきたいと思います。それ以外、特に保護者の方々中心となって運営してい

るクラブにつきましては、少なくても建物関係については市が責任をもって対応してい

きたいと考えておりますが、１戸建てるにあたりましても、相当の経費がかさんでまい

りますので、新築については、「一挙に」というのは当然無理なことですので、計画的

に整備を行っていきたいと考えております。 

また、今後は、質の改善にも取り組んでいきたいと思っております。 

長澤会長 中島委員、お願いいたします。 

中島委員 

第３章［計画の基本的な考え方］基本目標２“子どもの健やかな成長に向けた支援の

充実”に記載してある内容に、第４章[施策の展開]基本目標２の“幼稚園や保育所（園）

といった利用施設に関わらず、すべての子どもが等しく質の高い教育・保育を受けるこ

とができる環境整備ときめ細やかな対応や支援が重要です。”［３行目～］の内容を盛り

込めないでしょうか。 

教育・保育の充実の他、改善していただきたいことは、山ほどあると思いますが、基

本目標２“健やかな成長に向けた支援の充実”を図るのであれば、親としては、まず質

の充実を基本目標に入れてほしい。“質の高い教育・保育～重要です”と明記されてい

るにも関わらず、続く文章“そこで～”では、人材確保について述べられています。勿

論、人材確保も重要だとは思いますが、「早急に実現可能か」といえば、疑問です。こ

れは、どのような意図でしょうか。理解できないです。 

長澤会長 
第３章［計画の基本的な考え方］と第４章[施策の展開]の基本目標２について、多少

のズレがあるということですね。 

中島委員 そうですね。 

長澤会長 
その上で、第４章に書いてある“人材確保”について、「具体的な計画・方針が何か

あれば・・」ということですね。 

 

西委員 

公立幼稚園・小中学校の校園長会でも、第３章と第４章の基本目標１～４の解説文の

違い［視点が異なっている］については、今と同じ指摘を受け、整理すべきという意見

が出されましたが、“具体的にどのように整理すべきか”という、結論までには至って

いない状況です。 

それともう一点は、特に“子どもの健やか成長に向けた支援の充実”［基本目標２］

が関係してくると思いますが、教育と保育、或いは生きる力の基礎を養うなど、いわゆ

る、「教育として何を担うか」ということについて、鈴鹿市は、“鈴鹿市教育振興基本計

画［期間 H23～H32、現在は H23～H27までの取り組む内容が計画されている］”を策

定しております。そこには、幼稚園の教育の中身や質を高める為の施策が具体的に書か
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れておりますので、この教育振興基本計画を“その他の計画”の中に入れるのではなく、

整合する計画として明記してほしいという要望がありました［２計画の位置づけの図（p

３）］。以上です。 

長澤会長 

まず１点目［第３章と第４章の基本目標のズレ］についてですが、第３章の箇所は、

家庭環境や地域環境について述べられているのに対して、第４章では、幼稚園・保育園

に関して、具体的に述べられているので、多少違和感があるのだと思います。その辺り

の整合性をどのように行うのかが課題のような気がします。 

次、２点目、“その他の計画”［２計画の位置づけの図（p３）］のところについて、と

いうことですが、この２点について、事務局の方でよろしくお願いいたします。 

事務局 

第３章と第４章の基本目標の内容について、違和感のある部分につきましては、整合

性を図れるよう、至急精査いたします。 

その他の計画の箇所の表記については、可能ですので、修正いたします。 

西委員 

“計画策定の背景と趣旨”［第１章１(p１)］、２段落目に“～子どもを持ちたい人が安

心して子どもを産み育てることができる～”の中の“子どもを持ちたい人”という表現

についてです。（継承する）次世代育成支援行動計画に、そのような表現があれば仕方

ないですが、引っかかる表現だと思います。子どもを望むかどうかという気持ちは、社

会や施策の状況の中、余儀ない場合もあります。（この表現は）“子どもを持ちたい人の

為の施策”といった間違った印象を与えかねないので、“子どもを持ちたい人が”の部

分を削除し、“安心して子どもを産み育てることができる魅力ある～”でも良いのでは

ないでしょうか。冒頭の大前提の部分で、重要だと思います。 

長澤会長 “子どもを持ちたい人”という部分に関しては、事務局にこだわりはありますか。 

事務局 特にありません。削除させていただきます。 

西委員 削除しても問題はありませんか。 

事務局 繋がると思います。 

長澤会長 伊田委員、お願いいたします。 

伊田委員 

教育・保育事業の量の見込みについてです。前回の骨子案では、２号認定・３号認定

において、定員（確保方策）－量の見込み＝０となっていました。疑問に思い、出典元

に詳しく聞いてみたら、毎年 500人ほどの途中入園児がいるそうです。そうであるなら

ば、定員にその程度の余裕を見込む必要があるのではないか［どこにも入園できない子

どもが出てしまう］。入園が必ず４月になるとは限らないので、もう少しゆとりをもっ

た定員設定の必要性を感じていました。 

しかし、今日頂いた計画（案）を見ると、少し数字が変更されています。途中入園等

を考慮されたのでしょうか。 

長澤会長 事務局お願いします。 

事務局 

前回の骨子（案）の段階では、“ゼロ”（見込み量＝定員）という形で、作成しており

ました。これは、例えば、100人量の見込みがあって、120名のキャパシティ（受け入

れ能力）があっても、“100 人の量の見込みに対して 100 人分の確保はできている”と

いう考え方で、確保方策の欄に“100人”と記載していたので、ゼロという算出結果に
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なっていました。少し考え方が未熟でした。 

今回の計画（案）では、実際の定員の規模に置き換えており、実際のキャパシティと

量の見込みの差という形に変更して（作り直して）おります。 

事務局 

本日欠席の駒田委員より意見を伺っておりますので、紹介させていただきます。 

２点ありまして、１点目は、子どもを含めた“地域”といった街づくりも含めた形で、

総合的に計画を推進していってほしい。もう１点は、今後は、子育てショートステイの

利用が増えてくるのではないか。以上２点です。 

長澤会長 福本委員、お願いします。 

福本委員 

認可外保育園です。私も“ゼロ”（見込み量＝定員）については、とても疑問を持っ

ておりました。そもそも、「待機児童はいません」という基本的な考えの下に、あの数

字が出てきたのではないかと思いました。 

小規模の保育所ですので、多くの子どもを預かっているわけではありません。けれど

も、鈴鹿市の子どもの保育の一部を担っているものと思っております。 

先ほど、途中で入所の難しさについての話がありました。今現在（12月）、私どもの

保育所には、０歳、１歳、２歳の小さい子どもがたくさん通ってきておりますが、４月

～６月の間は、前年度３月まで利用した子どもの殆どが、希望する施設へ移る為に４～

５人程度になってしまいます。例年、夏休み明けぐらいから途中入所の方が増えてきて、

“３月まで”という限定で多くの子どもを預かっております。そして、３月に入ります

と、４月には他所へ行かれるので、また、その時点で、４～５人という、経営の危うい

ような状態になります。こうした実情から、余裕をもった計画を策定していただかない

と、こうした子どもがたくさん出るのではないかと思います。 

だだ、私たちは、希望する施設へ入所（入園）できない子どもを預かって運営してい

ますので、全ての子どもが入所（入園）できたなら、経営に困るというのも正直なとこ

ろです。従って、幼稚園や保育園の仕事の補完をさせていただきたい［預かりたい］と

は思っております。 

そして、実際に待機児童が出ないように考えていただきたいと思います。 

長澤会長 林委員、お願いします。 

林委員 

私たち主任児童委員としては、母親や子どもの支援という役割が基本としてあります

が、どちらかというと“母親と子どもが一緒に育てられる時間が家庭で持てると良い”

というスタンスで、活動しているのが本来です。 

また、こういう場でお話を聞くと、学童や保育所の申し込みの際など、本当に困って

いる母親がいるというのはよくわかります。例えば、（申し込みの際に必要な）就労証

明書についても、市の方でどの程度確認しているのか疑問に思います。というのは、こ

の場での発言する内容でないかもしれませんが、中には、形だけ（就労の実態がない）

のものや３時ぐらいまでの就労にも関わらず、学童に入っている人もいます。だから、

本当に困っている方と利用が常態化している方がいます。それは、学童の方でも確認し

ていかなといけないと思います。 

もう一つは、今年から学校単位で土曜授業に取り組んでいますが、夏休みなると困る

家庭が多いのであれば、教室は空いているので、学校の先生でなくても、１週間程度の
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勉強会を開く（教室を利用する）など、学校側と調整をして、（長期休み期間中の）子

どもの居場所ができていけばよいと思っています。［実施している学校もある］ 

長澤会長 西委員、お願いします。 

西委員 

第４章［施策の展開］基本目標１ 下段、“また、放課後や週末、長期休暇中等に子ど

もたちが安全で安心して生活できる場を提供し、～”の中の“週末”についてです。 

文部科学省は、これまでの学校週５日制を、学校教育法施行規則を改正して、これま

でできなかった土曜日の授業を、地方公共団体の主体的な判断で土曜日に授業を実施す

ることを可能にしました。鈴鹿市では、国・県の動向を受け、毎月１回（第３土曜日が

基本）、年８回程度を予定しています。土曜日授業の目的は、学力向上の他に、地域と

連携しての居場所づくりの充実があります。 

この活動が放課後や長期休業中等といった範囲には至りませんが、週末の一部につい

ては、今後、小中学校（特に小学校低学年）において、場の提供を担うことができるの

ではないか。 

学校関係者においても、“子ども・子育て支援事業計画”が策定された際には、内容

を熟読し、どんな役割を果たしていくのかをしっかり考えていくことが大事だと思いま

すし、“かなり重要な部分を担う”ことを認識しているところです。 

長澤会長 
先ほど林委員から提案がありました“長期休業中の教室利用等”についてはどうです

か。 

西委員 

“小学校低学年でどこまで実施しているか”については、把握していません。 

ただ、例えば、夏休みにはいると、小学校では宿泊学習（高学年）、中学校なら７月

と８月に１週間程度勉強会など、学校側も色んな形で、学校を開放する傾向に向かって

いると思います。放課後児童クラブとは別にして、学校が担う部分もある気はします。

長澤会長 事務局、お願いします。 

事務局 

学童の“夏休み”の取り組みについて。全学童ではなく一部の学童では、普段は、施

設内で十分対応できるのですが、スポット会員という形で、夏休みの期間中だけ集中し

て多くの子どもが利用する所もあります。これに対して、ごく一部の学校において、体

育館を開放してもらい、そこを拠点に、“集中する時期だけ運営する”といった体制づ

くりにも取り組んでいます。それと、現在鈴鹿市では、公立幼稚園再編整備計画を進め

ております。実際、幼稚園が空いてきている状況の中で、公立幼稚園を学童として再利

用も考えております。 

このように、私どもは、質の重要性は認識しつつも、量の確保についても、必要であ

ると考えております。一番の課題は、当然、予算もありますが、“土地と建物を如何に

して確保するか”ということです。従って、有効な施設があればどんどん活用していき

たい。そして、公立幼稚園の施設は、徐々にではありますが、活用できる状況になって

きておりますので、それほど費用もかけずに、施設整備は図れるかと思います。 

場所については、学童のことですので、基本的には、学校に近い所で対応していくべ

きだと思っておりますので、今後は、教育委員会とも連携を密にして取り組んでいきた

いと思います。 
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長澤会長 

長期休業中の学校は、教室は空いていても、今後は、先生が土曜日出勤の分、夏休み

にまとめて休みを取りますので、逆に人がいなくなります。また、公立幼稚園の場合も、

場所が空いていたとして、指導員の確保をどうするのか。 

最終的には、「人材をどのように確保するのか」という課題があると思いますが、放

課後児童クラブ等の人員の確保については、どのように進んでいますか。 

事務局 

指導員の確保については、各クラブで対応していただいています。ただ、市としまし

ても、質を求められる中では、“有資格者や要経験者を配置したい”という考えもあり

ますので、広報での公募や公立保育所を退職された所長等に協力をしていただき、指導

員の教育指導を行ってもらうなど、行政としては、そういった形でも、協力していきた

いと考えております。 

林委員 

今、地区市民センター（公民館）で、有志の方が子ども達を集めて“子ども教室”を

開いています。同じような形で、地域の人材［定年退職した方など］を活用して、学校

の空き教室で行うことは考えられないのでしょうか。実際、指導員を配置するのは、資

格も必要で難しいと思います。 

事務局 

林委員の言われた教室というのは、おそらく“放課後子ども教室”（放課後子ども教

室推進事業）という制度のことだと思います。平成 16 年度より文部科学省の所管事業

として実施され、地域住民の協力を得ながら、定年退職者の方々のノウハウを有効活用

しようという活動です。 

これにつきましては、今年度（H26年度）に入りまして、文部科学省と厚生労働省共

同で、“放課後子ども教室と放課後児童クラブとの連携を密にして取り組むように”と

いった指針（通知）が出されております。今後は、連携していくことになるとは思いま

すが、どんな形になるか、場合によっては、今の遊びを取り入れることも可能になるか

もしれません。 

長澤会長 
その他、ありますか。 

伊田委員、お願いします。 

伊田委員 

認可園、認可外園の線引きについて。私たち母親にも色んなニーズ（需要）があり、

働く中で、認可や認可外保育園に子どもを預けていますが、母親としては、どこに預け

たとしても、なるべく同質の保育を受けさせたいと考え、子どもには、その権利があり、

市（行政）には与える（整備する）義務があると思います。 

（勿論）所管や認可・認可外園の違いは関係なく、どちらの先生方も精一杯、“子ど

も達や母親の為に”と働いてくださっているのはすごくよく分かります。しかし、“認

可”、“認可外”という線引きがあるが為に、先ほどのお話のように、４月には利用者が

減り、園自体の経営が厳しくなってしまう現状や預ける母親に不安感を持たせるのも事

実です。行政として、心配なく預けられるような取り組み［認可外保育園への支援］を

していただけると、預ける側としては、安心ではないでしょうか。 

認可保育園に入れなかった場合の補完としての役割［次の春までの利用］は、実態に

則していて、とても大事な部分を担っていると思いますので、認可、認可外［設置基準

を満たすかどうか］で厳格に線引きし、市からの支援に大きく差があるとすると、実際

に保育を受ける子どもや預ける親としては、不公平というか、少しさびしい気がします。
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市としては、厳格に（認可・認可外を）線引きすることしか考えていないのでしょう

か。 

福本委員 

今のお話、認可外保育園に携わる者にとっては、「ありがたい」という思いで、伺い

ました。 

確かに、「４月・５月になると、子どもの人数が４・５人になって、経営が危うい」

と言いましたが、かといって、３月まで勤務していた先生（保育士）を、４月になった

ら（利用者が少なくなったから）解雇することはできないので、４月・５月は、子ども

は少なくなりますが、保育の状況としては、３月の体制のまま行っておりますので、４

月の時点で、保育の質が低下することにはなりません。 

また、立ち入り検査も受けておりますので、私たちとしては、“認可外保育園の運営

を許可されている”という認識でおります。そして、保育に関しては、監査もあります

ので、心配する必要はないかと思います。 

でも、もう少し余裕のある経営ができれば、母親や子ども達に、きっちり返していけ

るのではないかと思っております。 

長澤会長 事務局、何かありますか。 

事務局 

非常に難しい質問をいただきました。行政としては、当然、丁寧な保育を認可・認可

外の両保育園にお願いし、実践していただいております。 

ただ、就学前の子どもについては、法律的には、認可保育園にて保育を行うことが大

前提になっており、年齢によって違いはありますが、子ども１人に対し、かなり高額な

税金が投入されている現況です。そこへ、表現は適切ではありませんが、さらに予備的

な位置づけの認可外保育園にも、認可保育園と同じような経費投入（公的資金補助）を

行うということになりますと、かなりの経費負担になりますので、実行するには、無理

があります。つまり、先ほど「“供給－需要＝０（ゼロ）”ということはない」という指

摘がありましたように、必然的に、若干の供給過多にはなろうかとは思いますが、必要

以上の供給過多は、経費負担が大きくなりますので避けたい。保育需要に合った、待機

児童が出ない必要最小限の公費投入で、保育環境を維持していくのが、理想形なのかと

思います。 

認可外保育園の方には申し訳ない言い方ですが、認可保育園と同じようなスタンスで

の公費投入等は難しいと思います。ただ、少しですが、県の支援事業もありますので、

“国・県・市からの財政支援が全くない”というわけではありません。 

伊田委員 認可外保育園への支援事業は、来年度も継続されるのですか。 

事務局 

それは、私の段階では、申し上げられません。予定ではありますが、財政的な処理が

ありますので、当然、議会等で審議することになりますから、来年度以降のことはわか

りません。 

福本委員 

確かに、補助は頂いておりますし、本当に助かっておりますので、鈴鹿市には感謝申

し上げます。それと、認可保育園と同等に扱っていただけるとは、とても思っておりま

せんし、できるとも考えておりません。ただ、少しでも補助を増やしていただけるなら、

子ども達に良い環境を与えていけると思います。 
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また、利用人数の減少は経営を難しくし、結果、確保（雇用）している保育士に不安

を与えるということになり、公立保育園（認可園）への転職にもつながります。良い保

育士を雇い、質の高い保育を目指すこともできなくなります。（認可園と）同じように、

とは思っておりませんが、良い保育士を確保していく為にも、補助を増やしていただき

たいとは常々思っております。よろしくお願いいたします。 

長澤会長 
その他、ありますか。 

西村委員、お願いします。 

西村委員 

鈴鹿子ども支援ネットワークの方で、検討したのですが、子ども・子育て支援事業計

画を策定するにあたって、外国人への子育て支援に期待される意見が出されました。 

１つは、現在 55 か国の外国の方が鈴鹿に在住されているそうなので、言葉の面から

情報弱者になってしまう家庭がたくさんあるということ。情報提供を望む言語として

は、ポルトガル語、スペイン語といった多言語に加えて、わかりやすく変換したやさし

い日本語［文節を短く、漢字にルビなどの工夫］がありました。 

また、日本人との国際結婚、または、専門職で来日した人たちなどは、情報を得るの

が困難で、鈴鹿の地に来ても、日本人との交流だけでなく、在住の自国の人との交わり

も少ないそうです。そこで、保護者同士のつながりの支援として、国際交流のイベント

情報や地域の方と知り合う機会の情報をきめ細かく届くような支援を目指したいと考

えております。 

長澤会長 

外国人の子どもとか、家庭への支援について、一応（計画には）謳われていますが、

具体的な取り組みについては記載がありませんが、この点については、今後、具体化し

ていくという考えはありますか。 

事務局 

現在、鈴鹿市の保育所［河曲、算所］には、外国人（ポルトガル語・スペイン語）の

職員を配置しておりまして、主に入所児童に対するコミュニケーションがとれる体制が

整備されております。それと、保護者の方に対する入所案内につきましては、日本語の

文面をポルトガル、スペイン語に置き換え、私立保育所も含めて配布しております。で

きるだけの周知はしている現状です。ただ、広報等でも周知はしておりますが、現在は、

色んなツールがありますので、その方法については、今後できる限り検討していきたい

と考えております。 

長澤会長 

西村委員が言われたとおり、もともと鈴鹿市は、南米系のコミュニティーがあったの

ですが、それが、リーマンショック以降、完全に崩壊してしまっています。その影響で、

連絡や周知（情報伝達）などが、困難になっている状況ですよね。 

西村委員 

転出・転入の手続きには、とても苦労している［分かりにくい］ようで、子どもにと

っては、住所未定は困りますので、手続きの周知や分かりやすい情報提供をお願いした

いと思います。 

長澤会長 

周知の方法を考えていかないと、今までと同じような方法では、伝わらない状況はあ

るかと思います。 

その他、ありますか。伊田委員お願いします。 

伊田委員 子どもを特定保育に預けている友人が、来年度からの制度変更に伴い、特定保育事業
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制度がなくなるのを知って悩んでいます。仕事は、フルタイムではない［60時間程度］

ので、保育園を利用する場合は、「短時間枠の入園になるのだろうか」という話はして

います。 

ただ、希望する園が、人気の高い園や定員に余裕のない園の場合、フルタイムで長時

間働いている方が優先され、現在就労はしていても、短時間で特定保育を利用している

者は、順位が下がり、“希望する［今まで利用していた］園に入れないのではないか”、

“変わらないといけないのではないか”と、不安のようです。 

特定保育を利用していた人は（制度が変わる）来年度に向け、どう対処すればよいの

でしょうか。単に、短時間就労でも入れる施設を探すということでしょうか。 

事務局 

それは、市の方で探しますが、おそらく、希望の園に申し込みはされていると思いま

す。一応、第１希望～第６希望まで記入する欄があります。 

それで、希望の所に入園できれば良いですが、第２希望になる可能性もあるかもしれ

ません。 

伊田委員 入園する施設がなかったらどうすればよいのでしょうか。 

事務局 

だいたい、どこかの園には、入園できると思いますが、今の時点で、特定の方のケー

スに対してお答えはできませんし、当然、皆さんが、第１希望に入園できることはあり

得ない。第１希望以外に入園していただく方が、発生すると思います。 

伊田委員 
現在、“特定保育を利用しているからと言って、優先的に入れるわけではない”とい

うことですか。 

西委員 

元々、保育所に入所している方は、“継続”ということで、ある程度優先されますが、

入所状況ではない特定保育や一時保育という形で保育所に入っている方については、

“新規”扱いですので、加算的な（考慮される）ものはないです。 

伊田委員 短時間と長時間の人数は、定員の中で分かれているものですか。 

事務局 鈴鹿市では分かれていません。 

長澤会長 色んな条件があるかと思いますので、一度、直接窓口に相談された方がよいですよね。

事務局 そうですね。 

長澤会長 その他ありますか。 

古市委員 

保育所や学童保育の問題が多数議論されており、本計画（案）の基本的な目標でも硬

い文言で、色々と書かれておりますが、砕けた言葉で言えば、次の時代を担ってくれる

大切な鈴鹿市民の苗木・卵を質の高い市民に育てる。“幼児教育の教育的質の向上”が 1

つ目。そして、少子化対策として、子どもを育てやすいように、行政の仕組み（制度）

の改正や経済的支援の推進、また、公立と私立の保育所と幼稚園、全４団体の“父兄負

担の平準化”というのも大きな２つめの目標になっていると思います。 

子育て家庭を支援するという意味おいて、保育料について、保育所の場合は、措置費

（運営費）という形で補助されていますので、公立私立で差はありません［市の財政負

担という視点でみれば違うことがある］が、幼稚園の場合は、3.5 倍程度の差がありま

す。公立幼稚園：6,200 円（１割負担）、私立幼稚園；30,000 円程度です。「30,000 円

支払っても私立幼稚園に通わせたい」という父兄のニーズに我々は応えているという自
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負、また、建学の精神をもって運営しております。そして、各園が、それぞれの動機が

あって、幼稚園を開設しているとも思っております。 

来年度より制度が変わります。２号認定［満３歳以上］、３号認定［満３歳未満］は、

保育園で、１号認定［満３歳以上］が幼稚園です。ただ、新しい制度の幼稚園になるた

めには、市町村所管の幼稚園にならなければなりません。新制度に移行すれば、保育料

は、市町村が定めることになります。 

勿論、この会議が、新制度への移行を議論する場でないとは思いますが、来年の３月

までに移行しない旨を意思表示しない限り、自動的に認定こども園となってしまうの

で、判断に苦しんでいるところであります。ただ、子どもの“学ぶ権利の平等”という

意識を持っている委員が多いという中で、私どもの“移行”についての議論となると心

苦しいような気がします。 

（繰り返しになりますが、）支援事業計画（案）の“子育て家庭を支援する視点”［第

３章２基本的な視点 p19］において、公立と私立の幼稚園では、保育料に 3.5倍ぐらい

の格差があるという認識を、皆さんに持ってもらいたいと思っております。 

私立幼稚園に通園に関して、「勝手に通っている」と言ってしまえばそれまでです。

全て鈴鹿市民の次を担う、支える大切な子ども達です。“教育の経費”というのは、経

費ではなく、“未来への投資”という考え方で、我々も頑張っておりますので、皆さん

もそういった認識を多少なりとも持っていただければありがたいと思います。 以上で

す。 

長澤会長 

具体的な保育料等の話が出てきました。おそらく、これについては、次回会議の議題

になるかと思います。 

もう時間がきていますので、次回以降の日程（予定等）について、事務局より説明願

います。 

 ３．今後の予定 

説明 

（事務局） 

□今回の計画（案）の扱い 

今回出された意見を参考に訂正・修正を加え、各委員に元に届くように手配。 

（その際、再度意見を聞く可能性あり） 

今回出された意見を集約し、修正版を作成。本会議での事務局（案）としたい。 

□今後の予定 

計画（案）が完成後、 

年明けより庁内や議会への報告 

２月中旬を目途に、パブリックコメント実施 

パブリックコメント実施と前後して、三重県と協議 

□次回（第９回）開催予定 

 平成 27年２月 27日（金）13時 30分～ 

長澤会長 

皆様より色々と御意見を伺いましたが、この結果を基に、最終的には事務局でまとめ

まして、今後の修正等については、事務局の方に一任していただくということで、よろ

しいでしょうか。 

各委員 ⇒了解 
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長澤会長 

一応、修正したものにつきましては、委員の皆さんにしおりを見ていただく予定でお

ります。また、修正された結果については、パグリックコメントを実施していきます。

次回会議［２月 27 日］には、パブリックコメントの途中経過の報告があるかと思い

ますのでよろしくお願いいたします。 

これにて、議事を終了させていただきます。事務局、後はよろしくお願いいたします。

 ４．閉会 

事務局 

会長、ありがとうございました。 

また、委員の皆様、長時間にわたりお疲れ様でした。ありがとうございました。 

活発な審議をしていただきましたので、今後は、計画（案）を１日でも早く皆様の方

に送りたいと思いますのでよろしくお願いいたします。 

では、これをもちまして、第８回鈴鹿市子ども・子育て会議を終了します。 

 


