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平成２８年度 第１４回 鈴鹿市 子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２８年１１月１６日（水） １３：３０～１５：１０ 

場  所 鈴鹿市役所 本館５階 ５０２・５０３会議室 

出席委員 

長澤 貴（会長），駒田 幹彦（副会長），伊藤 圭次郎，井ノ口 智士，南 小百合，

林 和枝，山中 幹雄，近藤 真奈美，伊藤 幹子，西村 治美，伊田 知代，福本

廣子，西 繁 

（以上 13 名） 

事務局等 

子ども政策部長（渥美），子ども政策部次長（藤井）， 

子ども政策部参事兼子ども政策課長（古市）， 

子ども政策課総務ＧＬ（山田），子ども政策課総務Ｇ（益川）， 

子ども政策課子ども福祉ＧＬ（野島）， 

子ども育成課長（植田），子ども育成課保育幼稚園ＧＬ（中村）， 

健康づくり課母子保健ＧＬ（望月），子ども家庭支援課長（米川） 

（計10名） 

傍 聴 者  11 名 

資  料 

１ 第 14 回会議事項書 

２ 事業実施状況 資料１～6 

３ 平成 29 年度特定教育・保育施設の定員について［資料 7］ 

４ 山中委員持込資料 

備  考  

 

 

１開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員の出席状況（出席者13名） 

子ども政策部長 

 皆さん，こんにちは。本日は，お忙しい中，子ども・子育て会議にご出席いただき

まして，ありがとうございます。日頃から，市政各般にわたり，御理解と御協力をい

ただき，ありがとうございます。 

さて，幼稚園，小学校の給食につきまして，大変，御心配をお掛けいたしました。

昨日，教育委員会から市議会へ報告した内容としましては，報道等でご存知の方も多

いかと思いますが，2回の削減につきまして，1回は，献立の変更や食材の工夫により

費用を抑えること，もう 1回は，災害時を想定した給食調理員の炊き出し訓練を行い，

備蓄食と合わせて提供することとして，削減を見直すものでございました。 

このようなことも含めまして，子どもたちが健やかに成長していけるよう配慮して

まいりますとともに，取り巻く環境を整備していきたいと考えております。この会議

での様々な御意見を参考にさせていただき，子どもたちのための継続的な支援を推進

してまいりますので，どうぞよろしくお願い申しあげます。 

さて，本日は，平成 28 年度の上半期における取組状況について，それぞれのお立場

から御意見を頂戴したいと思います。委員の皆さまによります活発なご議論をお願い
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しまして，挨拶とさせていただきます。どうぞ，よろしくお願いします。 

確 認 

（事務局） 

はい，ありがとうございました。 

それでは，議事進行に入ります前に本日の資料の確認をしたいと思います。 

配布資料の確認 [事務局確認] 

 ２議事 

事務局 
ここからは議事に入りますので，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 

では，よろしくお願いいたします。さっそく議事に入っていきたいと思います。議

題１の「鈴鹿市子ども・子育て支援事業の実施状況について」事務局から報告をお願

いします。 

説 明 

（事務局） 

子ども政策課長の古市でございます。 

まず「資料 1」をご覧ください。 

まず，こちらは，教育・保育事業に関して，各中学校区別に入所状況を比べてみま

した。公私立幼稚園，公私立保育所を所在地別に各中学校区に分類し，それぞれの施

設の認定区分別の利用定員と 9月 1日現在の入所状況を一覧表にまとめております。

最終下段の「合計欄」をご覧ください。市全体としては，1号，2号認定については，

利用定員の範囲内で入所しており，3号認定（0～2歳の保育）が利用定員を超えて入

所している状況でございます。このことは，今年度の利用定員を設定するにあたり，

当初の定員設定を超える入所希望があったか，或いは，利用定員の設定について，も

う少し検討が必要なのかなと思われるところでございます。 

ブロック別に見てみますと，ブロック C（白鳥中学区），ブロック E（大木中学区），

ブロック F（千代崎中学区）では，保育を必要とする 2号，3号が利用定員をオーバ

ーしていることから，保育所（園）の利用定員を見直すなど，何らかの対応が必要と

思われます。また，ブロック H(鼓ケ浦中学区)，ブロックＩ（天栄中学区），ブロック

Ｊ（鈴峰中学区）は，2号に余裕がありますが，3号でオーバーしていることから，来

年度の入所需要を踏まえながら，定員変更の検討が必要かと考えられます。 

続きまして，「資料 2」をご覧いただきたいと思います。 

こちらは，私立保育園が実施しています延長保育事業の実施状況でございます。 

今年度は 30 園で実施しており，昨年度のデータになりますが，利用者の半数は，30

分延長を利用しており，1時間延長までの利用者が約 9割であることから，送迎時間

も含めまして，長時間労働をしている保護者が多いことが伺われるところでございま

す。特に利用者の割合が多かったブロックは，千代崎，白鳥，創徳中学校区で，少な

かったのは，鈴峰，天栄，白子，平田野中学校でした。 

 次に「資料 3」をご覧ください。 

こちらは，一時預かり事業の実施状況でございます。事業概要にありますように，「一
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時預かり事業（一般型）」は，保育所などの就学前施設に通っていないお子さんで，一

時的に家庭での保育が困難な場合に利用いただく事業でございます。一方，「一時預か

り事業（幼稚園型）」は，幼稚園等に在籍するお子さんで，お迎えまでの間，幼稚園で

預かる事業です。言葉としては似ていますが，事業内容はまったく違うものです。 

今年度は，「一般型」については，公立保育所（神戸・河曲）2園，私立保育園で 13

園が実施しています。また，「幼稚園型」は，8園全ての私立幼稚園で実施している状

況でございます。中学校区でみますと，平田野，大木，白子，天栄の 4中学校区で実

施している保育園がないことになります。昨年のデータですが，利用者も決して少な

くない状況でありますので，今後も継続して，事業の拡大を図る必要があるのかも知

れません。 

続きまして，「資料 4」をご覧ください。 

ここからは，地域子育て支援事業の実施状況について，説明いたします。 

まず「乳児家庭全戸訪問事業」ですが，この事業は，「こんにちは赤ちゃん訪問事業」

とも言いまして，乳児のいる家庭を主任児童委員や保健師等が訪問し，子育てに関す

る情報提供や養育環境の把握を行う事業ですが，今年度の訪問件数は，598件（4～8

月）で，小学校区で見ますと，就学前児童数がもともと多い飯野小，旭が丘小，桜島

小学校区において訪問が多い,つまり出生数が多い傾向となっています。一方，鼓ケ浦

小，合川小，天名小，栄小，深伊沢小，庄内小学校区では，対象児童が一桁台となっ

ているところでございます。 

次に，「資料 5」をご覧ください。 

これは，放課後児童クラブの小学校区別の登録人数の一覧です。学年別の登録状態を

みますと，小学校 3年生以下が，全体の約 8割となっています。クラブの利用割合を

小学校区でみますと，郡山，合川，庄内小学校区での利用割合が大きく，就労に従事

している保護者が多いことが伺われます。一方，白子小，飯野小，長太小では利用率

が低くなっていますが，もともと在籍児童の多い校区でございますので，今後，利用

者が増える可能性があるとも言えるところでございます。この表で，利用割合が右下

に記載してありますが，利用割合 18％となっていますが，登録人数に対する在籍児童

割合を算出すると，正確には 15.8％，約 16％となります。また，右側のＨ27につい

ても同様に算出しますと，13.7％となります。よろしくお願いします。 

次に「資料 6」をご覧ください。 

まず，子育て短期支援事業（ショートステイ）ですが，上半期におけます事案別の件

数でございますが，昨年度に比べ，冠婚葬祭や就労による案件が増加しており，レス

パイトケア，いわゆる 「一時的な休息」 がやや減っている傾向でございます。 

 利用施設としては，記載してあります里山学院などの児童養護施設でございます。
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次に，「つどいの広場事業」利用者は，上半期で延べ 28,000人を越え，抱えている

悩みについては，しつけや教育，子育てに関する相談がほとんどでございます。この

傾向は昨年度とも類似しており，気軽に相談できる場所を確保することは，大変重要

な施策のひとつと考えるところでございます。 

続きまして，「ファミリー・サポート・センター事業」ですが，9月末現在，依頼会

員，提供会員あわせて 1,019人が登録いただいております。主な援助内容としまして

は，「保育施設等への送迎」が全体の 41％で，もっとも多く，次いで「保育施設の開

始前後の子どもの預かり」となっており，「延長保育事業」の際，説明しましたように，

長時間就労に従事している方が多いことをあらわしているところでございます。 

最後に，「養育支援訪問事業」ですが，対象となります養育内容としては，小学校就

学前の児童がもっとも多く，ついで小学生となっております。養育内容としましては，

近況確認のため訪問することが全体の 80％で，その他，家事の援助や子ども相手をす

るため，訪問している現状でございます。 

 説明は以上です。これらの資料をもとに，現在の取組についての補足説明や今後の

施策等について，それぞれのお立場から，御意見を頂戴したいと思いますので，よろ

しくお願いします。 

長澤会長 
はい，ありがとうございます。今の説明について，何か御質問，御意見等をお願い

します。 

駒田委員 

今日のデータを見ても，鈴鹿市は待機児童がいなかったのはよかったと思います

が，ただ，マッチングがあまりよくなかったと言えます。他市に比べると，マッチン

グがよくなかったです。市や幼稚園，保育園の努力で，待機児童がない状態になって

いると思うのですが，量の確保から質の確保に向かうに当たって，そのあたりがずれ

ることは，あまりいいことではない,つまり無理をすることはよくない。環境を無理し

てまで入れることはいいことではありません。そのあたりを補正することは大事だと

思いますし，需要の算出方法に少々狂いがあると考えなければならない。それ自体を

もう一度検討し直すことをお願いしたい。 

山中委員 

最後に添付されている資料は，私の持ち込み資料ですが，厚生労働省（国）へ各自

治体が，今年度の利用状況をまとめたものです。新聞記事にもなったいわゆる“隠れ

待機児童”の数を表した資料です。これによると，鈴鹿市は「特定の保育園等のみ希

望している者」として，57 人の隠れ待機児童を報告しています。鈴鹿市は，隠れ待機

児童をこの「特定の保育園等のみ希望している者」としてまとめているのです。それ

が，資料 1で問題になるのは，「特定の保育園等のみ希望している者」という中身は，

私たちが実感として感じているのは，“この園しか絶対いやだ”と言っているように聞

こえますが，そうではなくて，以前も問題になっていた，子ども・子育て支援事業計

画の中で，鈴鹿市が一区となっている。例えば，玉垣地区にある園を希望する子ども

を西部にある園に紹介するというようなケースも含まれていると思うのですが，市と

しては，そういうことですか？その割振り（内訳）までは，つかんでないですか？ 
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長澤会長 
この「特定の保育園等のみ希望している者」の内訳ということですね。事務局，い

かがでしょうか。   

事務局 
ご質問の 57 人ですが，本当に 1 園しか希望していない方，それとどうしても自宅

近くを希望し，遠方では通えない方，途中転入や面接に来なかった方を含んでいます。

長澤会長 
様々な要因が絡んだ人たちが，この中に含まれているということで，よろしいです

か。 

山中委員 

国がどれに当てはまるか提示した中で，ここに当てはめるしかなかったのかと思い

ますが，今回の校区別の資料は，ありがたかったのですが，どうしても校区で偏って

いる。その中で，子どもたちがどこへ入れるか，もう少し詳しくみてほしいと思う。

単に利用定員と希望者と比べることも,実態としては，定員が空いていても入れない，

保育士がいないから入れない，私立保育園でも議論になるのですが，どのようにして

質を確保して子どもたちを育てていくかを考えているのですが，来年度から，国とし

ては,待機児童の定義を見直すためにこの調査をしたのですから，そのことを考える

と，今，待機児童として数字が出ていないから安心するのではなく，実際はどうなの

か把握した上で，今後の計画を立ててほしいと思います。 

長澤会長 
そのことに関して，先ほど駒田委員から，マッチングの悪さについて意見がありま

したが，もう少し補足をしていただければと思います。 

駒田委員 

県の会議での話題から取り上げたのですが，1号，2号，3号のことが問題となって

いるかと思います。それと希望する施設に入れたか入れなかったかという趣旨のこと

であったと思います。結局，最初に設定した需要を市一区としていたので問題はなか

ったのだけれど，その内容とか地域とか考えたときに，マッチングがうまくいってい

ない，他市に比べてギャップが大きい市町の一つということです。ふつうそうであれ

ば，もっと待機児童が増えるはずなのですが，鈴鹿市の待機児童はほぼ無しとなって

いますので，かなり市の努力，保育園の努力，家族の負担になっていたかと思うので，

そのあたり，需要と供給の計算をもう少し細かくしていけば，調整できるのではない

かと思います。 

長澤会長 
マッチングというのは，希望している園児が入れない状況が鈴鹿市は多いというこ

とですか？ 

駒田委員 それもあるし，実際と 1号，2号，3号のずれです。 

山中委員 
園の都合で，どうしても 1歳が膨らんでしまうことが現実にあり，だから利用定員

に少し余裕があってもよいのかと思います。 

長澤会長 その他，御意見など何かありますか。 

山中委員 

（持ち込み）資料の中で，私たちが実際保育を受けている中では，隣の欄にある「育

児休業中の者」に関して，鈴鹿市は育児休業になったとき，上の子が退園するのかし

ないのかという問題が残っていると思っている。（この欄に）数字がある市町は，育児

休業になれば退園してもらうということ，また鈴鹿市みたいに理由書をつければ退園

しなくてもよい，また，育児休業になっても保育が必要ということで受け入れるとし

てカウントしている市町です。都市部では裁判にもなっており，保育が必要と認めら
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れたということです。鈴鹿市もそこのところは，どうなのか決めたほうがよいのでは

と思います。 

長澤会長 現在，育児休業中の取り扱いについては決まっていないということですか。 

事務局 

育児休業中の方には，申立書を書いていただいて，本来ならば園の定員に空きがあ

れば対応させていただくという形ですが，当然，育児休業中の方も入っていただくこ

とになるのですが，ただ，3 年とか 2 年育児休業を取る方については，そのまま入っ

ていただいているかというと，基本的には，１年以内の復帰の方については，申立書

を書いてもらえばそのまま入っていただいています。2年，3年取得の方には，申し訳

ないがお断りすることはあります。 

長澤会長 
保護者の方は，毎度のことですが，知っているのでしょうか。 

聴いたことがないとのようです。 

伊田委員 

友人の話ですが，育児休業中に「たぶん在籍できると思われる」という説明を受け

た。ただはっきりと在籍できるという確信はないままでした。1年取得はよくて，2年

3 年はダメとなると，その後どうしようとかと常に考えながら育児しなければならな

いし，せっかく世の中が育児休業期間を 2年 3年と伸びているのに，結局，取りにく

いということになってしまうと，その制度がまた短かくなってしまうかもしれないの

で，企業がせっかく伸ばしているのだから，2 年 3 年でも預けられるようになってほ

しいと思います。いつ産むか，産むタイミングまで考えているお母さんはたくさんい

るので，鈴鹿市独自でも希望する育児休業期間まで預かれるようにしてもらいたいで

す。 

長澤会長 事業主の立場でどうですか 

伊藤委員 

正直に申しますと，私ども中小企業ですので，育児休業をとっていただけない状況

です。鈴鹿市の中で何パーセントの企業が育児休業を取っているのかというのも疑問

ですが，中小企業の中で，十分な育児休業を取れている企業はごく一部です。もし，

企業の方でも 2年 3年と育児休業がとれるようになれば，保育所の方も対応していた

だけたらありがたいことですし，これからのことを考えると,人材確保が難儀になっ

てきますので，私たちも福利厚生という点で,整備していかなくてはと考えています。

子育てしやすい環境にしていくことが大事と考えますので，市のバックアップも期待

しています。 

井ノ口委員 

労働者代表として，育児休業は取れる権利でありますが，なかなか保育所の空きと

かを考えて，育児休業を短縮されたりする方はいると思います。あと，ならし保育に

ついてですが，復帰して預けることになるのですが，（しばらく）半休を取ったりしな

ければならないので，そのあたりも改善していただくとよいかと思います。 

長澤会長 いずれにしても伸ばす方向ですよね。 

井ノ口委員 社会的には,そうだと思います。 

長澤会長 ちなみに県（子育て会議）では，どのような感じですか。 

駒田委員 
この件に関しては，意見はなかったと思います。この間の会議では，マッチングと

認定こども園の進捗状況，保育士のスキルアップ，奨学金の話が主体でしたので，育
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児休業がどれくらい進んでいるこという話はなかったです。 

林委員 

主任児童委員として，赤ちゃん訪問をしている中で，1 歳を迎えるに当たって，職

を探しているという話をよく耳にします。職を先に探したほうがよいか，保育園を先

に探したほうがよいのか，どこに聞いたらよいのかと聞かれました。私は，市に相談

してくださいと言っておきました。例えば，幼稚園が統合されて，幼稚園や保育園が

なくなっているところがあって，「なぜ，こんなに待機しているのになくなるのです

か」という質問を受けたりもします。3人年子で生まれていて，「下の子が 1歳になっ

て 3人とも預かってもらうことって大丈夫ですか」と聞かれても，「1歳は大丈夫でも

その他の子はダメ」とか応えられなくて，「市に相談してください」と言いました。ま

た，以前にも言いましたが，9月に申し込んで，結果が 2月です。「その時に断られた

ら，どうしたらいいのですか。鈴鹿市は，県外からの転入も多くて,実家が近くになく

助けてもらう人がいない人も多い中で，働くところは見つかったが保育所がない。あ

るいは延長保育は困ります」と言われた方もいて，その辺がチグハグに感じます。 

福本委員 

就職が先か保育園探しが先かに関して，私の園では，就職を先に決めたのに,保育園

に「入るところがない」と言われ，「3 月 31 日まで預かってください」ということで

した。当然，「4月になったら入れると思います」とおっしゃられますが，なかには入

れない方もみえます。とにかく今は，仕事を決めて面接を受けなければならないので

す。でも「仕事を決めてしまったので，3月 31 日まで預かってください」という方が

見えます。これから，そのような方が増えてくるのですけれど，4 月に入ればよいで

すが，入れない人は大変厳しい問題になるのではと思います。今実際，年度途中で受

け入れるのは無理なのでしょうか。認可園でも公立園でも。どうでしょうか。 

長澤会長 途中入園は無理ですかとの質問ですが，いかがでしょうか。 

事務局 

途中入所がすべてダメというわけではありません。もちろんその園に空きがあれば

ということですが，1歳，2歳になっても実際，入所されている方は何人かいらっしゃ

います。入れなかった方がたくさんいるように思われるかも知れませんが，9 割以上

の方が途中入所を受けているので，途中入所ができないというわけではありません。

長澤会長 要は，園の空き次第ということですね。 

林委員 それは全園，探しなさいということですか。そういう窓口がありますか。 

事務局 うちの窓口（子ども育成課）で結構です。 

西村委員 9 割は入れるけど，残りはどうなのです。 

事務局 否決の方もいらっしゃいます。 

長澤会長 残りの 1割の方は，希望する園に空きがなくて入れないということですか。 

事務局 毎月何人かは，「空きがなく入れません」という案内をしています。 

伊田委員 

先日，友人で，2人目が生まれて（育児休業後）11 月から仕事に復帰しようと思っ

て，10 月に申込みして，おそらく大丈夫だろうと言われていたのですが，10 月の終わ

り頃になって，結局，「入園できません」という通知がきたけれど，職場には「11 月

から復帰する」と言ってあったので，再度市役所に相談に言ったけれど，結果は変わ
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らず，ほかに入れる園もなかったので，泣く泣く職場に復帰が難しいと話をして,結

局，次の 4 月からどこかの園に入れるように調整できるようになったらしいのです

が，彼女が怒っていたのは，入れないという結果が遅すぎる。11 月から復帰なのに，

10 月の後半に言われてとても困ったとのことです。1割の方が入園できないだけかも

知れませんが，1日でも早く通知してもらいたいです。 

山中委員 

そのケースは，私の資料では，「求職活動を休止している者」の範ちゅうの人たち

で，鈴鹿市は 0 人（4/1 現在）ですが，年度途中では，そういう人もいるという発言

がありましたので，事実ですし，困っている人はたくさんいるということです。その

ことを考えても，もう少し，きめ細かい対応が必要と思います。 

長澤会長 その他，ご意見ご質問，ございませんでしょうか。 

山中委員 

この国の資料をみて，私たちも驚いているのですが，「幼保連携型認定こども園を利

用している者」という欄に鈴鹿市は 4人となっています。この認定こども園というの

は，おそらく，四日市市か津市のどちらかに通っているのだと思うのですが，以前か

ら，認定こども園をつくる話題になったとき，鈴鹿市としてはそこへ直接契約で入所

するために，市として，きちんと決め事があるのか，いわゆる応諾義務ですが，話を

したこともありましたし，4月からは，市内にも認定こども園ができるわけですから，

そのあたりはきちんと決まっているのか，教えてほしいです。 

長澤会長 認定こども園の応諾義務についてですね 

山中委員 
4 人という数字もはじめて聞いた話で，私たちは認定こども園に行っている子ども

はいないと聞いていたので，事実なのだろうとは思いますが。 

長澤会長 
この 4人という数字は，他市の認定こども園にいっているということですよね。ま

た，認定こども園の応諾義務について，何か決まっていることはありますか。 

事務局 
（制度として）決まっていることで，応諾義務があるということ以外，特に決まっ

ていることはないです。 

長澤会長 基本的に義務があるということだけですよね。 

山中委員 

応諾義務というのは，どういうケースなら認定こども園側から，断れるかというこ

とを書くものなのですよ。認定こども園は，直接契約ですから，市が措置する，入園

を委託するものではなく，認定こども園はあくまでも，児童福祉法第 24 条第 2 項で

斡旋するわけですから，自園の都合で断れることもできるから，通常の保育所のよう

にお願いしたら入れなければならないのか，ケースによって断れると決めるのかが大

事なので，そこがどうなのか教えてほしい。 

長澤会長 これについてどうですか。鈴鹿市で何か決めるということですか。 

事務局 

鈴鹿市として，認定こども園の 2 号，3 号は，市の方で調整していますので，今ま

での保育所と変わりません。認定こども園だから，この基準で断ってもよいとは，園

側に言っているものではありません。まったく今と同じです。 

山中委員 つまり，保育所と同等に，お願いしているということですね。 

長澤会長 近藤委員，何かございますか。  
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近藤委員 

学童の件ですが，出していただいた資料ですが，この中には，正規利用者しか入っ

ていなくって，スポット利用の分が抜けています。玉垣は，本当に人数が増えている

ので，これ以上の子どもたちが，夏休みには通っていますし，来年度のことをもうす

でに考えていますが，子どもの人数が減ってきているけど，学童の利用数は増えてい

ます。増えているのに，そこで働く支援員がいないという問題が出てくると思います。

この点について，市はどう考えているのかということと，条例では，市長が認めた場

合は，70 人までＯＫですけど，駒田委員が言われたように，環境という面では，やっ

ぱり 70 人までよいというのは，保育じゃないと思うのです。保育でない場所に，子ど

もたちが集まっている状況を，市の方にも一度見てもらいたいのですが，これが保育

ってという状況です。放課後児童クラブ運営指針は，平成 27 年 3 月 31 日に厚生労働

省雇用均等児童家庭課からの通達されているのですが，その中では，子どもの集団の

規模としては，概ね 40 人以下とすると謳われています。厚生労働省からは，各自治体

に対して，努力してくださいという状況です。やはり，40 人以下であれば，環境的に

も，指導員が見る状況に対しても，しっかりした保育ができると思います。来年，玉

垣小学校区は，どのくらい人数がいるか分からないですけれど，1年生は 60 人も希望

者があると，困っていました。玉垣は 2施設あるのですが，2施設では,足りなくなっ

ている。そんな状況の中で，子どもの人数をしっかり考えて，一人ひとり，丁寧な保

育ができるような環境をつくってほしいです。また，保育士が不足している中，指導

員まで回らない状況です。指導員の確保も重要な問題です。各学童クラブもハローワ

ークに依頼しても全然いない。来られる方というのは，定年退職後の人とか家で暇し

ている方で，今の学童は，以前のように，家庭的な感じで,子育て経験があれば大丈夫

ですよではなく，資格が必要になってきて，運営指針にあるように，それぞれ子ども

の成長に合わせて対応しなさいと書かれているので，市連協と指導員の会などは，こ

のことを意識して頑張っています。パート職員であっても，意識付けていかなければ

と思っています。そういう意味で研修も年 1，2回ではなく，もっと増やしてほしいと

思っています。このように，課題がたくさんあるなと思っています。 

長澤会長 場所の問題と人の問題，のどちらが大きいですか。 

近藤委員 
どちらもです。担当者も分かっていると思いますが，市の上の方とも検討してほし

いです。 

長澤会長 夏休み期に急増するのも，対応できずに困っているのですよね。 

近藤委員 

私の施設は，46 人いるのですが，スポットで 10 人来れば，一気に 56 人になってし

まいます。通常利用の子どもであれは，その子の性格もわかっているのですが，スポ

ットの子どもは，夏休みの終わりになって，ヤット慣れたのに，さよならになってし

まうので，子どもにとって，その利用は本当にどうなのか，考えさせられます。 

長澤会長 場所と人の件について，事務局いかがですか。 

事務局 

先ほど委員から言われました玉垣小学校区，また市内では稲生小学校区，桜島小学

校区，旭が丘小学校区では，非常に在籍児童数が多いです。玉垣小学校においては，

1 年生の利用希望者が多いということで，利用定員を超えるのではと危惧していると
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ころです。市としましても，来年度に向けまして，まず，保護者の就労状況を，つま

りどのような時間帯で働いているかなどの書類をとって，そこでの優先順位をつけ，

もちろん低学年を優先ということはありますが，何らかの対応が必要であることは認

識しています。利用定員については，先ほど 40 人，70 人というのがありましたが，

国の指針でもありますし，市の条例の中で，できるだけ近隣クラブと調整していくと

認識しています。また，支援員に関しましても，人材育成が必要ですので，市では年

間 2回の養成講座を開いて，資質向上を図っているところです。また県でも研修を開

いていますので,県市含めて，研修が必要なことは十分認識しています。 

長澤会長 今のところ，場所の確保については，検討していないということですね。 

事務局 

まず実際にどのくらいのお子さんが定員をオーバーしそうか，市も一緒に確認し

て，その後どのような方法があるか検討する。もちろん就労している保護者がみえる

わけですから，時間的にはゆっくりしていられないと思っています。状況をしっかり

確認して，調整していきたいと思います。 

長澤会長 まずは状況を確認してということですね。 

近藤委員 

すでに，その状況にあると思うのですが。箕田はまだ，ゆっくりしているので，今

から申込みをするのですけれども，他のクラブは，ほぼ申込みが終わっていて，新 1

年生が 10 人しか入れなくて，どうしたらよいのだろうという声も聞いています。 

事務局 

確かに市には，待機児童が何人ほど出るか相談いただいています。言われるように，

新 1 年生が 60 人入るといることで，30 人ほど入れないという相談を受けています。

課長の説明にありましたように実際，どれだけの人数が入れないか，確認させていた

だくため，近々，在職証明書を市に提出いただいて確認し，それと平行して，新しい

場所がお示しできるか，場所の検討もしながら進めていく状況です。 

山中委員 

学童の指導員にも資格が必要ということで，これ（子育て支援員）は保育所にも関

係する資格なのですが，研修の機会は，市でも県でも増やしてもらわなければならな

いですが，資格を取得し働き始めた人に対して，資格を認めて，処遇が改善できてい

るかが問題であろうと思います。そういう人に給与の面で，上乗せができる補助金を

出す。そうしないと，いつまでたっても，学童の人材不足は解消されないと思います

ので，ぜひ対応をお願いします。 

長澤会長 その他ございますでしょうか 

西村委員 

これまでずっと，数のことや物的環境について検証してきましたが，見えないとこ

ろでの子どもの支援の質を上げていくためには,人的環境もすごく大事だと思いま

す。子どもたちの支援の現場の質を高めるために，質の検証をどのようにしてきたか，

していないのであれば，今後，どのように検証していくのか，それを現場に検証した

ものを還元しているか，（現場に戻しているか）疑問ですし，今後の子どもたちの支援

の充実に，大きな影響があることだと思います。 

長澤会長 人的な質の保障についてですね 

西村委員 
そこをなかなか話す機会がなく，どうしても数であるとか，足りているか否かとい

うことに尽きるのですが，元を正せば，子どもたちにどのような支援をしていくのか，
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子どもが育ちやすい環境をどうしていくかだと思いますので，その大事な部分を（い

ろ）聞かせていただきたいです。   

林委員 

 それに加えて，桜島小学校区には 3施設あります，その中で 1つだけ企業が運営す

る施設があります。どのような主旨で増設されたのか，また，地域の方からは，その

学童（企業）へ行っている子どもが少ないのではないかと言っています。どのような

考えで，企業に増設を頼んだのか，また，スキルアップに関しても，企業に頼むこと

になっていくのではないかと思います。企業運営は，ちょっと違うのではないかと感

じるので，どういう主旨で桜島はこのような増設となったのか不思議に思っていま

す。 

事務局 

まず，桜島の件ですが，学習塾を実施している株式会社で，放課後児童クラブは，

保護者主体の運営形態もあれば，法人もある，保育所を運営する社会福祉法人や株式

会社もございます。株式会社だから，やってはいけないということはありません。今

回の桜島の経緯については，当初，ももたろう（桜島小学校区放課後児童クラブ）か

ら，子ども・子育て支援法の施行に伴って，定員の設定がされることによって，待機

児童が 40 人ほど出るという相談を受けました。保護者やお子さんが困らないよう，

ももたろうの 3つ目を作ることも考えましたが，場所の課題もありました。そのよう

な中，現在の株式会社マリンが,放課後児童クラブをやりたいと相談を受けました。そ

こで，放課後児童クラブへの熱意やこれまでの実績を確認した上で，現在，学習塾を

運営しているとか以前，保育関係の業務にも携さわっていたこと，学校からの距離や

指導員の数など総合的に判断し，やってもらうこととしました。 

林委員 40 人の定員ということですか。 

事務局 現在は，45 人程です。 

林委員 あの場所で 45 人ですか。 

事務局 

そうです。ただ，常時いっぱいというわけではありません。日によっては，塾へ行

く子がいたり，体調が悪い子がいたりするため，毎日定員いっぱいということは聞い

ていません。 

長澤会長 その他，質問ありませんでしょうか  

近藤委員 

本当に，苦肉の策というか，子どもたちが増えすぎている状況なのですけれども，

そこで本当に保育ができる環境なのか，見てきてほしいです。ちらっと聞いた話では，

塾が始まると，子どもたちは静かにしていなければならない。学童に帰ってくる子ど

もたちには，箕田もそうですが，のんびりさせてあげたい。静かにしていなければな

らない状況の中で，本当に保育ができるのかと考えると整備をしてほしい。 

長澤会長 
現状把握をしつつ，その場所についても今後の考えていくということですね。 

その他ございますでしょうか 

伊田委員 

この学童の資料を見ると，郡山小学校区の利用割合が 49％となっていて，他の小学

校区と比べて，突出して高いのですが，その理由と登録人数が 139 人で，学童が 2施

設あるということなので，70 人×2施設で 140 人が定員いっぱいですよね。本来は 40

人が望ましいけど，やめてもらうわけにいかないから 70 人としているけど，このま
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ま行くとすごい人数にならないのかなと思うのと，郡山小学校は児童数が減ってきて

いるのだけれども，6年生，5年生の割合が多いのも不思議です。 

事務局 
先ほど委員の言われるように，49％と高いわけですが，この登録児童数というのは，

確かなわけですし，なぜかと言われるとニーズがあるからとしか言えない。 

近藤委員 

根本的なスキルアップとか支援員がしっかり勉強するのはどうしたらいいのかと

いう状況のなかでは，全国学童保育連絡協議会から唯一,本が毎月出ているのですが，

指導員の会では，毎月購読して勉強しているのですが，親御さんの声も載っているし，

現在の状況もすごく分かるので，支援員をされる方にはぜひ読んでほしいのですが，

市では（配布）できないですよね。勉強するのはこれしかないのです。 

長澤会長 市で 2回ほど研修しているのですが，これについてはどうですか。 

近藤委員 

研修については，支援がいる子どもたちの部分では，鈴鹿市の研修はすごく役にた

つし，先日，川俣先生に来ていただいたのですが，ＬＧＢＴについてお話いただいた

のですが，私たちには関係ないのかと思ったのですが，そのままの子どもたちを受け

入れるということは，そのような子どもも対応していかなければならないことを考え

させられましたし，研修が年 2回というのは，少ないと思います。毎月あってもいい

のかなと思います。そこまでの予算はないと思うので，年 4回くらいすると，スキル

アアップに繋がるし，意識も高まるのではないかと思っています。 

長澤会長 回数を増やすことについてはいかがですか。 

事務局 

研修の回数ですが，年 2回の市の研修と三重県からの研修案内をさせていただいて

います。他には，三重県が実施する放課後児童支援員に関する研修を案内しています。

今は，これでご了解いただきたいと思います。また，先ほど紹介いただいた雑誌です

が，内容は充実しており，指導員のレベルアップに繋がるものと認識していますが，

国等からの運営費補助を各クラブへ行なっていますので，市が購入して各クラブに配

布することは考えていません。 

西村委員 

先ほど私が発信したことが,学童クラブに特化してしまったのですが，全体の子ど

もに関わる事業の検証（戻し）をきちんとして，現場の皆さんにどう認識されるかが

とても大事ですので，発言させてもらいました。 

長澤会長 
ここで議論している内容を，なるべく現場にフィードバックするしくみを作りたい

ということです。 

西村委員 

おそらく，何も現場に降りていないだろうと思うし，子どもたちにどうやって返し

ていくかとか自分たちがどのように資質を上げていくのかということは，その現場の

人たちは，切にいつも思っていることなので，そこを繋いでいくとか資質向上に尽力

いただくのが大事だと思いますので，ぜひ検討いただきたいと思います。 

西委員 

少子化のため，全体の児童数がこれから減ってくる中で，学童の利用は，去年から

増えてきているわけですよね。これは，子どもの数は減っているけれど，学童にお世

話になりたい家庭が増えてきている状況で，市としては今後，どのような道筋で考え

ていかなければならないかという質問です。二つ目は，私は（勤務は）白子中学校で

すけれど，中学生も小学生も全体として少子化の流れの中で，県や国も，児童数の減
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に合わせて教員の数を減らそうとか，全体としては減っていく構図になっているので

すが，特定の区域（白子中校区）をみれば，どんどん人数が増えている。先ほど，玉

垣の学童が増えているということでしたが，全体は減ってきていても，特定の地域は

需要が高いのであれば，そこに向けての何らかの手当ては，局所的であってもしてい

く必要がある。全体の中の局所的な支援をどうしていくかというところについて，市

はどのように考えているか。 

長澤会長 
1 つは放課後児童クラブの今後について，2 点目は，局所的な支援をどのようにや

っていくかです。 

事務局 

学童のニーズが高まってくる傾向の中で，できるだけ市としては，公共施設の有効

活用を考えています。いろいろな施設を学童に使えないか考え，例えば幼稚園の廃園

後であるとか，学校施設での余裕教室など活用した中で，民設民営を視野に入れなが

ら，ニーズに応えていきたいと考えています。また，局所的な，一気に増えるところ

については，玉垣などがそうですが，公共施設の有効活用だけでは，追いつかない状

況ですので，地域の方の情報をいただきながら，例えば住居の空き情報（空き家バン

ク）など様々な情報を得ながら，対応する必要があると考えています。 

長澤会長 白子中学校の教室不足は解消されているのですか。 

西委員 
今年はプレハブを 2棟作ってもらいましたので，来年は大丈夫ですが，その先は読

めない状況です。 

長澤会長 
子どもたちがプレハブで授業を受けるのは，決して良い環境ではないですよね。 

その他，ございますでしょうか 

林委員 

今，地域では，まちづくり協議会ができていて，地域の方や民生委員など活発にな

ってくると思います。今言われた，空きの家や幼稚園があるのは，みんな知っていま

す。地域の方はどちらかというと，そこを老人のための憩いの場所にしようと動いて

いるので，もし，そのように考えているのであれば，早く手立てを打っておいたほう

が良いと思います。 

長澤会長 その他，ございますでしょうか 

山中委員 

資料 2の延長保育事業なのですが，この延長保育事業というのは，ここに書いてあ

るように 1時間から 2時間，鈴鹿市では 2時間までしかないということで，延長保育

事業をやっているわけですが，1 つは標準時間と短時間利用の両方とも，その延長保

育に対する補助金があって，短時間保育の子どもたちを補助対象として，どのように

カウントするのか非常に煩雑なのです。私たちは当初から，標準時間と短時間の区分

は何なのか，区分する必要があるのか議論していて，無くしてしまった方が良いので

はという意見を保育団体からあげている，全国の市町村の中には，その枠を取り外し

て，標準時間，短時間の区分をせずに，一律でやっていることころもあります。その

ことが国にもあがっていて，国もそのことについて検討するという話もあったのです

が，鈴鹿市からも煩雑な事務でしょうから，ぜひ無くす方向で国に要望していただき

たいです。また，この 30 分から 2時間の延長の補助基準が，まだまだ厳しい。私の園

では，20 時まで 2時間延長をしていても，基準を満たさないということで，1時間延
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長分しか認められない状況もあるので，その辺も含めて，しっかりと要求に応えられ

るようにお願いしたい。 

長澤会長 標準時間と短時間の区分について，事務局いかがですか。 

事務局 

新制度になってから，確かに市の事務も煩雑になりました。国が決めた制度ですの

で，今のところ何ともしがたいところですが，国県に対して要望する機会もあるので，

先ほどの意見を私保連とも意見をまとめながら，市の声を届けていきたいと思ってい

ます。ただ今の時点では，勝手に変えることもできませんので，仕方がないと考えて

います。 

長澤会長 先ほど，自治体によってこれを変えているとのことですが，それはどうなのですか

事務局 

おそらく，本来短時間で認定しなければならないのを,標準時間に引き上げている

のだと思いますが，鈴鹿市は厳密に認定しており，それを全て標準認定にすることは

やっていません。事務が面倒だから，全て標準認定にしてしまうことは，本来とは違

うと考えています。 

伊田委員 

短時間認定を受けている保護者ですが，1 日 8 時間，働いているわけではなく，短

い時間なのですが，シフトがあって時間がずれることで，預ける時間が早かったり遅

かったりして，決められた時間を超えてしまう毎に延長料金を払っていると，標準時

間と短時間の保育料の差は 1000 円くらいなので，結局，延長料金の方が高くなって

しまっている。そのことが保護者には納得いかないし，困っています。短い時間で働

いていながらも，シフトがある仕事もあるので，そのあたり考慮してほしいというこ

とです。 

長澤会長 

標準時間認定とされる労働時間は 120 時間以上となっているのですが，120 時間未

満であっても，提出していただく在職証明書の裏面に申立書がありまして，労働時間

としては短いけれど，短時間での利用が難しいことを申し立ててもらい，認められた

場合は標準認定となることもあります。個々の働き方も違いますし，そのような方が

見えたら，標準時間で認定してもらえないか申し立てていただいたらどうかと思いま

す。 

伊田委員 

あの書類の裏面に書いてあるのは，遠方に通勤しているなど通勤時間の場合，申し

立てできると書いてあったので，自分の仕事の都合を書いても良いとは知らないと思

います。 

事務局 

本来は，自分の通勤時間を加えると，とても無理という人が大半ですが，どうして

もシフトの中で，非常にランダムで，しかも短時間認定では気の毒かなということで

あれば中で協議して，あくまで申し立てなので，結果，審査してどうなるかというこ

とですが，抽象的な事案なので，その結果で考えていきたいと思います。 

長澤会長 

個別に相談するよう伝えてください。 

議題 1については，これで打ち切らせていただき，議題 2へ移りたいと思います。

「平成 29 年度に向けた利用定員について」事務局お願いします。 

事務局 
資料 7-1から 7-3を一括して説明いたします。私からは，「Ｈ29に向けての利用定員

について」説明いたします。 
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 資料 7-1 をご覧ください。まず，平成 29 年度の特定教育・保育施設の利用申込み

状況についてございますが，現時点で私どもが把握しております人数を表にまとめさ

せていただきました。日々数字が動きますので，変動する参考としてみていただきた

いと思います。1 号認定のうち，公立幼稚園につきましては，4 歳児が 218 人，5 才

児が 267人，合わせて 485人でございます。昨年よりも 65人減少しております。 

公立幼稚園は，本来 14 ヶ所ございますが，河曲幼稚園，一ノ宮幼稚園，牧田幼稚

園については，開園基準の 15人を大幅に下回りましたことから，平成 29年度は休園

することといたしました。このため，公立幼稚園は，11ヶ所と記載しております。 

 認定こども園については，白百合認定こども園，サン認定こども園，法輪認定こど

も園でありまして，現在，三重県に認定こども園の仮申請中でございますが，認可さ

れることを前提に計上しております。3歳児 28人，4歳児 67人，5歳児 57人，合計

152人でございます。 

 続いて，2号認定，3号認定の申込みにつきましては，公立保育所，私立保育所，認

定こども園合わせて，0歳児 186人，1歳児 647人，2歳児 830人，3歳児 925人，

4歳児 939人，5歳児 938人，合計 4,465人でございます。今月 14日から各施設に

おいて順次，保護者と児童の面接を行っているところでございます。これが現在の申

込み状況です。続きまして，定員変更についてご説明します。 

 まず，1号認定についてですが，神戸幼稚園の利用定員を 55人から 60人に変更し

たいと考えております。子ども・子育て支援新制度に移行するにあたり，第 9回の子

ども・子育て会議であったかと思いますが，その時には，55人で報告しましたが，公

立幼稚園の利用定員については，それぞれ過去 3年の平均利用者数と各地区の人口動

態を勘案して決めさせていただきました。神戸幼稚園については，平成 24 年度から

平成 26 年度の平均利用が 58 人であったものの，平成 27 年度の利用申込みが 50 人

であったこと，神戸地区の 4，5歳児の人口が前年比 4.44％減であったことを勘案し

て，当時 55人と設定いたしました。ところが，その後の利用者数は，平成 27年度 52

人，平成 28 年度 56 人，平成 29 年度利用申込者数 60 人と増加傾向にございます。

その要因は，近隣の河曲幼稚園及び一ノ宮幼稚園は，申込みが少なく，休園になる傾

向がありまして，この２園が休園となると，そこに申し込んでいた方が，神戸幼稚園

に再度申し込みされる傾向にございます。この点を考慮して，神戸地区だけでなく，

一ノ宮，河曲地区からも申込みがあることを考慮して，利用定員を 5人増員するもの

でございます。 

続いて，箕田幼稚園及び長太幼稚園の定員変更ですが，これは，鈴鹿市立幼稚園再編

整備計画 第Ⅲ期再編整備計画に基づくものでございます。 

この計画において，大木中学校区については，「長太幼稚園を平成 28年度に箕田幼

稚園に統廃合する。箕田幼稚園は，統廃合の時期に合わせ 2年保育を実施する」とご

ざいます。このため，長太幼稚園の利用定員分を箕田幼稚園に増員し，4歳児と 5歳

児をそれぞれ定員 20人で運営する予定でございます。 

続いて，2号認定及び 3号認定の定員変更でございます。かもめ保育園は，平成 26

年 5 月に認可定員 80 人で創設された新しい民間保育所ですが，開所以来，ずっと認

可定員以上の児童を受け入れており，平均利用者数は，平成 26 年度 92 人，平成 27
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年度 94人，平成 28年度 98人で，年々増えており，来年度の申込みは 100人を超え

ております。このことから，かもめ保育園の保育室の面積及び保育士の確保できる人

数を確認した上で，2号認定を 60人から 65人に，3号認定のうち，1・2歳を 14人

から 39 人に引き上げるようというものでございます。また，この変更には，市全体

の 1・2歳児の利用定員確保の意味合いもございます。参考に 28年度の市内保育所の

利用定員を示しておりますが，1・2歳児の利用定員は，1,488人でございます。これ

に対しまして，もう一度，この資料の表面，平成 29年度利用申込み状況の 2号・3号

をご覧いただきたいのですが，1歳児 647人と 2歳児 830人を合わせると 1,477人で

ございまして，わずか 11 人しかゆとりがない状況です。このようなことも加味いた

しまして，かもめ保育園の利用定員を上げたいと考えておりますので，ご理解いただ

きますようお願いいたします。なお，平成 29年度の全体の利用定員につきましては，

資料 7-2，及び資料 7-3にまとめさせていただきました。先ほどの議論の中でも，1歳

児が保育所に入りにくい状況は，十分認識していまして，まずは認可保育所に定員を

上げていただきたいとお願いしております。平成 26年度から 27年度に掛けては，新

制度が始まることもありまして，定員変更が可能な保育園にお願いしまして，155人

ほど増加しています。今年度，かもめ保育園の増と認定こども園ができることから，

これは去年審議していますが，この分を合わせまして，平成 28 年度は，2 号 3 号合

わせまして，定員は 4,880人になりますので，平成 27年度よりも 120人，定員が増

えることになり，少しでも保育所に入れる枠が広がるのかなと思います。ただ懸念し

ていることは，1 歳児の保育所利用率が，我々が考えているより，大きい上がり幅と

なっているところがありまして，このようにあげたところで，1 歳児が全て収まるか

どうかは，今後の利用調整の結果だと思いますので，よろしくお願いします。 

事務局 この点について，ご意見等お願いします。 

山中委員 

今年は去年よりもすでに，申込人数が 100 人以上増えている。学童も幼稚園，保育

所もそうですが，子どもが減っているのに利用したい人が増えてくるという状況の中

で，こういうことがあるのかなと思っています。利用定員を増やす保育園があるとい

うことで，対応していくということです。ところが，実態としては，利用されない利

用定員という園があることもしっかり見て，進めてほしいと思う。もうひとつは，待

機児童という話ですが，（福本委員の認可外保育施設が）休園するということも聞いて

ますし，一方では，我々がつかんだ情報としては，企業内保育所ができると聞いてい

ます。その辺のことも含めて，市がどのようにつかんでいるのか。 

長澤会長 
認可外，企業内保育所について，市の方でつかんでいる情報があればということで

すが。 

事務局 

企業内保育については，企業側から相談を受けたことはありますが，各企業がどの

段階でどう発表するかということもあると思いますので，今ここで話はしにくいで

す。おそらく来年に向けて，市内に 1箇所，企業内保育を始めるところがあるのかな

と考えておりますし，今，建てることを考えている企業があるということと鈴鹿にす

るか亀山にするか悩んでいる企業もあります。企業内保育については，本来，子ども・

子育て会議とか市の計画に載らなくてもできることもあるので，私どもに相談しなく
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てもできることから，把握しきれていないところで，考えているところがあるかも知

れませんので，全て把握しきれているとも言えません。私どもが聞いているのは，3箇

所程度です。 

駒田委員 病院にはありますよね。大きな病院には 2箇所ありますよね。 

山中委員 

今度されるのを市がどれだけつかんでいるのかを尋ねたのは，これが，いわゆる今

国が進めている企業主導型の新しい制度の中の保育所なのか，従来の職場内保育所な

のかです。その企業が言うには，国の援助を受けて行なうといっていたので，地元に

はもう，発表があったので，私たちは聞いているのですが，その中身について，企業

主導型の保育所は確かに，自治体が関わらなくてもできてしまう，指導・監督も自治

体には責任がなくなるという保育所ですから，そのあたりは，鈴鹿市も敏感に感じて

ほしいです。そこと話をした時に，そこは休日保育がとても必要なところなのです。

私の保育園も他の私立園でも受けてはおるわけですけど，そこの保育園は正社員だ

け。派遣職員などは入れない。と言われたので，それでは，あまりにも無責任じゃな

いかと地元説明のときに話はしました。 

長澤会長 その他ございますでしょうか 

事務局 

企業と話をした際は，定員のことや検討中ということで，山中委員が言われたとこ

ろまでは存じ上げていません。企業の動きを知るのは，難しい所もあるので，産業部

門等と連携をとりながら情報を集めていきたいと思います。 

長澤会長 その他ございますでしょうか。では，その他の事項に入ります。 

事務局 

委員の皆さまには，平成 25 年 11 月から 3年の任期ということで，務めていただき

ました。この 11 月 25 日で任期満了となります。それに伴いまして，各団体様には，

次期の委員選任の依頼をさせていただく予定です。選任いただいた後，事務手続きを

進めながら，次回の子ども・子育て会議につきましては，2～3月頃に，新メンバーで

開催したいと考えております。よろしくお願いします。 

山中委員 公募委員もあるのですか。 

事務局 市民公募につきましては，広報すずか（12 月 5 日号）で周知いたします。1名です。

山中委員 

ここで言うことではないと思いますが，公募というのは，この会議にかかわらず，

誰でも自由に，どんな人でもできるもので，無作為に選ばれるのが原則と私は思って

います。その中で，子どもの制限をつけたり，作文を書いたりするのは，本来，おか

しいと思います。というのは，そのようにすると，選ぶ方に，恣意的に選んでしまう

危険があるので，そんな人がきてしまうという危険も，それを危険と捕らえるかどう

かなのですが，公募委員というのは,本来，公開抽選であるべきと思います。私は思っ

ています。ひとつの意見として言っておきます。 

長澤会長 公募については，市で規定がありますよね 

事務局 
募集にあたりましては，要項等をつくってさせていただきたいと思います。公平な

選出をさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いします。 

長澤会長 長時間にわたりまして，ありがとうございました。 
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事務局 

長澤会長，ありがとうございました。また，各委員の皆様におかれましても，長時間

にわたり暑い会議室の中，熱い御議論ありがとうございました。お疲れ様でした。 

皆さまに置かれましては，今回が任期中の最終の子ども・子育て会議となるわけでご

ざいますが，平成 25年 11月以来，3年間にわたりまして，今回で延べ 14回になり

まして，ご尽力いただきましたこと，この場をお借りしまして，厚く御礼申し上げま

す。当初，子ども・子育て支援新制度によって「どのようなに制度やしくみが変わっ

ていくのか」「どのような影響が発生するのか」など，先行きがはっきりしない中で，

子育て家庭へのニーズ調査内容の検討，ニーズ調査結果の分析と結果をもとにした

「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」の策定，「認定こども園への移行」など重要案

件を，様々なお立場からご意見を頂戴できましたこと，あらためまして御礼申し上げ

ます。今後とも，保育と幼稚園の両部門を所管する「子ども政策部」でございますの

で，子育て支援を総合的に推進してまいりますので，よろしくお願いいたします。

委員の皆さま，3年間という長期にわたり，本当にありがとうございました。 

 これを持ちまして，閉会とさせていただきます。 

 


