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平成２８年度 第１５回 鈴鹿市子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２９年２月１３日（月） １３：３０～１５：４０ 

場  所 鈴鹿市役所 本館１０階 １００４会議室 

出席委員 

上田 慎二，駒田 幹彦，加藤 裕樹，井ノ口 智士，大久保 早紀，林 和枝，

山中 幹雄，服部 高明，近藤 真奈美，青山 真穂，土屋 久子，西村 治美，

秋葉 美香，山本 透，篠原 政也 

（以上１５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，田中）， 

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）， 

健康づくり課長（伊藤），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１２名） 

傍 聴 者  ３名 

資  料 

１ 鈴鹿市子ども・子育て会議について[資料１] 

２ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画について[資料２] 

３ 子ども・子育て支援施策の状況[資料３] 

４ 委員名簿 

５ 座席表 

６ アンケート結果[参考資料] 

７ 山中委員持込資料 

備  考  

 

 

１開会 

  ・事務局挨拶（司会進行） 

  ・委員委嘱 

  ・委員の出席状況（出席者１５名） 

子ども政策部長 

 皆様こんにちは。子ども政策部長の渥美でございます。本日はお忙しい中，また，

大変寒い中，子ども・子育て会議に御出席いただき，ありがとうございます。 

 また，皆様方におかれましては，日頃から市政各般にわたり，御理解と御協力をい

ただき厚くお礼申し上げます。 

 本日は１８名の委員の皆様を委嘱させていただきました。これから３年間それぞれ

の専門的な視点から本市の子育て支援施策について御意見をいただきたいと思いま

す。 

 東京等のごく一部の大都市を除きまして，本市を含めまして全国的に少子高齢化に

よる人口減少社会の進展が懸念されております。このまま人口減少が進みますと行政

運営の根幹となります市税収入の減少に反して，社会保障関係費の増大や，人口が急

増していた時代に建築した公共施設の維持が難しくなるなど，行政運営にも大きな影

響が懸念されております。 
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 そのため，人口減少に適応した対応や人口減少の進行を遅らせるための積極的な対

策が必要となるなどこれまでの施策を大きく見直す時期にあります。 

 また，行政が取り組めることにも限界がありますので社会の中での役割分担の見直

しや限られた財源の中での効果的な取組への配分などが求められております。 

 このようなことをお含み置きいただき，この会議の在り方でございますが，委員の

皆様の中には所属されてみえる団体を代表してお越しいただいた委員もおみえかと

思います。この会議といたしましては個々の委員の皆様から行政に対して要望をおっ

しゃっていただく場ではなく，御意見につきまして委員の皆様で御議論いただき委員

会の総意としてとりまとめていただきますようお願いいたします。 

 本日は新たに委員になられた方もおみえになりますので，鈴鹿市子ども・子育て会

議，子ども・子育て支援事業計画，関係する施策の実施状況等基本的なことの情報共

有を，と考えております。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局 

前任者の任期満了に伴いまして，委員となられました皆さまから，自己紹介をお願

いしたいと思います。 

・自己紹介（委員，事務局） 

 ２議事 

事務局 

では，事項書に従いまして，議題１「会長・副会長の選出について」でございます

が，鈴鹿市子ども・子育て会議条例第４条の規定により，会長，副会長各 1名を置き，

委員の互選により定めることとなっておりますので，会長，副会長の選出をお願いし

ます。 

篠原委員 

推薦させていただきたいのですが。学識の豊富な，またこれまでの経緯をご存知と

いうことで様々な面からサポートしていただけるのではないかと思いまして，会長に

は鈴鹿短期大学の上田先生と副会長に医師会の駒田先生にお願いしてはどうかと思

いますが如何でしょうか。 

全員 異議なし。 

事務局 

ありがとうございました。皆様から御承認いただきましたので，上田委員に会長，

駒田委員に副会長をお願いしたいと思います。 

続きまして本日の資料の確認をお願いします。 

・資料の確認 

 ＊資料３ ２ 主な地域子ども・子育て支援事業の実施状況 

（２）一時預かり事業（一般型・幼稚園型） 

        平成 28 年度 公立保育所 2園で実施（一般型） 

        延べ利用人数 11,070 人（Ｈ27 実績） ⇒2,531 人に訂正 

      （４）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業） 

        平成 28 年度 公立２箇所，民間 10 箇所で実施 

⇒民間８箇所に訂正 

 ＊資料４ 西村 治美委員の団体における役職名等 

        鈴鹿市子ども支援ネットワーク/理事長  ⇒理事長を削除 

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。 
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上田会長 
では，よろしくお願いいたします。事項書２の議題２「鈴鹿市子ども・子育て会議

について」事務局から説明をお願いします。 

説 明 

（事務局） 

それではまず，「鈴鹿市子ども・子育て会議について」説明をいたします。 

資料１を御覧ください。 

こちらは，鈴鹿市子ども・子育て会議の役割や運営方法等をまとめたものです。条

例に定めのない項目についても記載してあります。 

まず，１の会議の役割についてですが，法に規定されている内容を記載しておりま

す。根拠となりますのは，子ども・子育て支援法及び鈴鹿市子ども・子育て会議条例

でございまして，資料に列記しました（１）から（４）の事務を処理するものでござ

います。具体的に申しますと，保育所（園）や幼稚園の利用定員，つまり受入れが可

能な児童の数の設定や変更に関することや平成２７年３月に策定しました「鈴鹿市子

ども・子育て支援事業計画」の変更や実施状況に関して意見聴取を行うことになりま

す。 

次に２の会議の運営についてですが，平成２７年５月に開催しました，「第１０回鈴

鹿市子ども・子育て会議」において，会議の運営等について，議論をいただき，「鈴鹿

市子ども・子育て会議運営要綱」を定めました。内容としましては，鈴鹿市子ども･子

育て会議では，いろいろな機関から参画していただいていることもあり，なかなか細

かい，あるいは専門的な議論を集中的に行うことが難しいこともあったため，子ども・

子育て会議の下部組織として専門的な部会を設けることとしました。また，会議の公

開や会議録の作成についても条例に規定がないため，これらについても定めていま

す。その内容については，資料の（１）から（４）のとおりとなっています。 この

部会では，会長が指名する教育・保育団体関係者や有識者などで，「私立幼稚園の新制

度への移行」や「認定こども園への移行」など専門的事項について，集中的に検討協

議を行うものです。これまでには，平成２７年１１月に「認定こども園への移行」に

関して１度だけ開催しています。 

次に３の開催状況ですが，平成２５年１１月の第１回を皮切りに，平成２５年度は

３回，平成２６年度は６回，平成２７年度，２８年度はともに年３回開催しています。

主な議事内容は，資料のとおりとなっています。これら会議での意見を受けまして，

４の今後の課題や取組（１）から（３）が課題等として浮かび上がりました。（１）に

ついては，これまで「量の拡充」に視点を置いた議論が主でありましたので，今後，

その内容，質の部分についての議論が必要と考えています。 

また（２）については，「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」策定時において，当

時の上位計画でありました「第５次鈴鹿市総合計画」との整合を図りながら策定して

いますので，その後，市が策定しました現行の「鈴鹿市総合計画２０２３」と整合さ

せる必要があります。また，教育・保育事業に関しての「量の見込みと確保方策」を

定めていますが，本市のみならず，全国的にも現状との乖離が発生していることから，

今後は国・県等の指示に従い，事業計画の修正，これは微細な修正になるかもしれま

せんが，必要となるかもしれません。 

（３）については，平成２９年度から，新たに３施設が，認定こども園に移行します。

今後も私立幼稚園や既存の施設からの移行も考えられるため，サービスの提供体制の

検討が必要となります。以下には，参考法令等を添付していますので，参考に御覧く

ださい。 
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以上が，この会議についての説明となりますが，今回，子育て会議の委員さんとし

て，皆様方に３年間の委嘱をさせていただいています。 

 有識者をはじめ，教育，保育，福祉教育団体や医療関係，事業主代表，市民関係者

など，多方面から選任をいただいております。 

 この会議は，皆さまの経験や知識に基づいた御意見を子育て支援施策に反映させて

いくものですので，違う立場である委員各々の活発な意見交換をはじめ，広い視野に

立った，忌憚のない意見や提案をよろしくお願いします。 

上田会長 

はい，ありがとうございます。ではこの件につきまして，何か御意見等ございます

でしょうか。皆様の御意見なければ先に進めさせていただきます。 

では，議題３「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画について」事務局から説明をお

願いします。 

説 明 

(事務局) 

では，鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画について説明させていただきます。お手

元の資料２と鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の冊子を併せて御覧いただきたいと

思います。 

子ども・子育て支援新制度が平成２７年４月から本格的に開催され，この新制度の

実施にあたり，「子ども・子育て支援法」の規定に基づいて，５年を１期とする「市町

村子ども・子育て支援事業計画」を定めています。 

本市では，その策定にあたり，学識経験者や医療，企業，労働，福祉，教育，保護

者，市民代表等１８名で構成された「鈴鹿市子ども・子育て会議」により，子育てを

めぐる「現状と課題の分析」や「今後の子ども・子育て支援のあり方」等について，

議論をいただき，この「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」を平成２７年３月に作

成いたしました。この計画が，今後の本市の子ども・子育て支援のよりどころとなる

ものです。 

本計画の内容ですが，全体で６章立てとなっています。１ページからの第１章では，

「計画策定にあたって」として，「計画策定の背景と趣旨」，「計画の位置づけ」，「計画

の期間」，「計画の策定体制」について，説明をしています。 

まず，１点目の「計画策定の背景と趣旨」の部分では，子育てをめぐる現状や課題

に対応し，子育てをしやすい社会にするために成立した子ども・子育て支援法等に基

づく新たな子ども・子育て支援制度に謳われている質の高い幼児期の学校教育・保育

の総合的な提供等を実現していくために策定するものであることを記載しています。

次に 2点目の「計画の位置づけ」といたしましては，子ども・子育て支援法に基づ

く計画であるということで，教育・保育の提供区域の設定，幼児期の学校教育・保育

の量の見込み，地域子ども・子育て支援事業の量の見込み等を定めるものですが，子

どもの福祉や教育に関連する地域福祉計画や教育振興基本計画等との整合を図ると

ともに，策定時の上位計画である「第５次鈴鹿市総合計画」との整合を図っています。

また，これまで本市の子育て支援施策の方向性や目標を総合的に定めた計画とし

て，「次世代育成支援対策推進法」に基づく「鈴鹿市次世代育成支援行動計画」があり

ましたが，新しい「子ども・子育て支援事業計画」が「次世代育成支援行動計画」を

継承するという位置付けとしています。 

 ３点目の「計画の期間」ですが，冒頭に申し上げましたように，法の規定により５

年を１期とすることになっており，新制度の実施が平成２７年４月ですので，平成２

７年度から３１年度までの５か年を計画期間としています。 
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 ４点目の「計画の策定体制」ですが，先ほど申し上げました「鈴鹿市子ども・子育

て会議」に参画いただいております１８名の委員の方々に御協力をいただきながらま

とめ上げたものです。 

 第２章は，「子育てを取り巻く環境」を整理しています。冊子の６ページにあります

ように１点目は，「人口等」基本的なデータです。人口や出生数の推移，子育て家庭の

就労状況や保育所，幼稚園の利用状況をまとめたものです。 

 ２点目は「子ども・子育て支援事業計画に関する意向調査結果」です。本計画を策

定するにあたり，５ページに記載しておりますように，平成２６年１月に，就学前児

童の保護者 2,402 人，就学児童の保護者 1,708 人を対象に意向調査を実施し，その結

果をまとめたものです。子育て家庭におけるニーズの多様性，子育て事業における

様々な事業の提供，病児・病後児に対する対応等項目別に現状分析，意向等を記載し

ています。 

 ３点目は，１６ページ「次世代育成支援行動計画（後期計画）」の達成状況です。先

ほど申し上げましたように，この計画は，次世代育成支援行動計画を継承するという

位置づけをしておりますことから，その後期計画における具体的事業の達成状況，進

捗状況及び評価を一覧にしています。  

 第３章（１９ページ～）では「計画の基本的な考え方」を記載しています。「鈴鹿で

育つ，鈴鹿の未来～未来を担う子どもたちの健やかな育ちをめざして～」を基本理念

としています。 

 次に「基本的な視点」として，「子どもの健やかな育ちの視点」，「子育て家庭を支援

する視点」，「地域で支援する視点」，「子育て環境の充実を図る視点」の４つの視点に

立った取組を進めることとしています。 

 そして本計画の柱とも言うべき４つの基本目標を設定し，子育て支援策を展開して

いくこととしています。 

 基本目標１は，「すべての子育て家庭をささえる支援の充実」 

 ２は，「子どもの健やかな成長に向けた支援の充実」 

 ３は，「親と子の健康づくりの推進」 

 ４は，「安心して子育てができる地域環境づくりの推進」 

 となっています。この４つの基本目標ごとにそれぞれの施策目標を展開していくと

いう構成としています。冊子２３ページの「計画の体系」において，それぞれにぶら

下がる施策目標を示しています。２４ページからの第４章「施策の展開」の章におい

て，４つの基本目標ごとに施策の展開について取りまとめ，子育て支援事業計画に関

する長期的な方向性を位置づけていくこととしています。 

ここまでの第２章から第４章の部分は，「次世代育成支援行動計画（後期計画）」を

引き継いだものと御理解いただければと思います。 

次の第５章「事業量の見込みと確保方策の検討」についてですが，この章が新しい

計画として，「子ども・子育て支援法」で策定が義務付けられているところでありまし

て，地域の人口構造や産業構造等の地域特性，保育所や幼稚園等の利用状況，利用希

望等を踏まえて，本市に必要な社会資源を整えるために必要な量の見込みやその確保

方策について，定めることとなっています。「事業量の見込みにあたって」の中で，対

象とする区域の設定を行っており，教育・保育提供施設及び地域子ども・子育て支援

事業の提供区域とも市内全域を一つの区域として提供していくということを基本に
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しています。 

次の「量の見込みと確保方策」では，「教育・保育事業量の見込みと確保方策」とし

て，保育の必要状態等を区分した１号から３号の認定区分ごとの必要量，確保方策を

整理しています。「地域子ども・子育て支援事業量の見込みと確保方策」として，時間

外保育事業や放課後児童健全育成事業など１３項目の事業，制度の必要量等をまとめ

ています。 

最後の第６章「計画の推進」では，計画の進行管理や国や県との連携等について記

載しています。４０ページ以降は主な事業一覧となっております。以上です。 

上田会長 はい，ありがとうございます。この件につきまして何かございますか？ 

山中委員 

この件について，（平成）２７，２８（年度）の現状についての資料が一つも出てい

ないのはどういう意図なのですか？それがなかったら検証できないでしょう。 

この，いわゆるさっき言われた２９ページからの量の見込みと確保方法のところで

５年経過し，平成２７年度，２８年度がどうであったかがわからないと，この計画で

よかったのかわからないのにその資料がひとつも出ていないのはどうしてですか？

なにもわからないですよね？ 

事務局 

今回第１回目の会議ということもございますが，先ほど山中委員からありました２

７年度の実績等につきましては，今回資料として付けておりませんが，これまでの会

議の中で委員の皆様にその内容について報告をさせていただき御意見等もいただい

ている状況かと思いますので，本日は２７年度の実績といったところは資料として付

けておりません。 

山中委員 

すみません。私は引き続き委員をさせていただいておりますので，途中経過につい

てどうであるかという議論をこの場でした記憶もあるしその資料もあるわけですけ

れど，本来新しく委員が変わって会長も変わるという中ではやはりそういったところ

をこまめにお知らせしないと議論は深まらないと思います。今までの会議は概ねそう

いった資料のない，少ない中でいろんな議論ができなかったのはそこにあると思いま

すので，そういった資料はできるだけ丁寧にこまめにみなさんに提供してほしいと思

います。 

私が今日配らせていただいた資料は「事業計画が地域の実態にあったものとなるよ

う見直しを求めよう」という運動的なものが書いてある文章ですが，この文章を用意

したのは，今回は第１回の会議なのでこれからどのような２９年度の議論になってい

くかはわからないですが，２７年２８年の話をした中でこの冊子になっている子育て

支援事業計画と現実の動きがものすごく乖離してきていると私は思います。その中で

例えば認定こども園が新しくできたり，来年４月からは企業型保育も鈴鹿市内にでき

たりといったことがありますがその中で入園の調整がどういう風な状況であったの

かいろんな問題点がある，そのことをやはり子ども・子育て会議が議論しないと何も

ならないと思うんです。 

去年，来年から定員変更される保育園があるわけですが，県の方から定員を増やす

ことについて子ども・子育て会議でちゃんとできているんですかという指摘をされた

というような話も聞いておりますし，そういうことでは鈴鹿市の子ども・子育て支援

事業計画をやっていくというのが基本であるというのにもう少し決め細やかな議論

がほしいなというのが私の意見です。 
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事務局 

本日の会議では２７年度の実績等はお知らせしておりませんが，次回第１６回を開

催するときに２７年度２８年度の事業の内容等を示していく形で検討していきたい

と考えております。 

山中委員 

発言ばかりですみません。先ほど課長が議題２のところで発言されましたが，国や

県の指示を待って変更することも必要だというような話もありましたが，私が配らせ

ていただいた資料では全国的にそういうような乖離がある，その中で２９年度はこの

支援計画の中間見直しの時期となっているわけなので，できるだけきちっとした深い

議論を，せっかく集まるのですからしてほしいと思います。 

上田会長 
はい。ありがとうございます。では事務局は次回の会議の時には２７年度２８年度，

今までの取りまとめたデータの資料の御提出をよろしくお願いします。 

駒田副会長 

最初御挨拶にもありましたように，そろそろ量の確保だけでなく質の確保の方にも

掛からなければいけない。申し訳ありません事業計画を聞いていたときに質の確保の

ところはどことどこにあるのか，どこが質の確保で出しているところなのか教えてい

ただけますでしょうか。 

環境的な問題が幼稚園や保育園にはありますし，それから放課後児童クラブといっ

たところの質の確保を含めた何らかの計画，それから事実待機児童が春にあって秋に

はほぼ消えてきていることを考えるとかなり無理をして入れてもらっているところ

があるとする，そうするとそれは本当は量の確保で，質の確保になっていないんじゃ

ないか。そこらへんのところも含めてどういう風に見込まれていくのかをちょっと知

りたいと思うんです。 

事務局 

質の確保につきまして，具体的な数値等で表せるかどうかにつきましては検討課題

とさせていただきながら，何らかの形で質の確保についての皆様に議論をいただきた

いと思います。 

駒田副会長 

もう１点ですが，他の市町もだいぶ悩んでいることですが，まちづくりの中でこう

いったことを考えていただきたい。公民館といったものも使いながら，それからパッ

ケージとして地域を考えていかなければならない。保育園があって幼稚園があって，

住宅地があり，コンビニもあり病院もあるという形の考え方をしていくとしたとき

に，私どもも数年前から提案させていただいておるんですがなかなか動かれないと聞

いておりますが，そろそろ全体としてのまちづくり計画の中でどうやってこれが動い

ていくのか，健康福祉部だけのことではないんですが，考えていかないとぽこぽこ作

っていっても無駄になることにもありますので。たとえば小学校，中学校，認定こど

も園を作ったところでそこに人口が増えなければ意味がないわけですし，そういった

ことも含めてまちづくりとして考えていただくことを施策の中でとっていただけれ

ばいいかなと思います。 

事務局 

駒田委員がおっしゃられるように，これから社会資源が少なくなる中で地域を巻き

込んで地域の中で子育てをしていただくような仕組みを構築していくことが非常に

大切なことだと考えております。小学校などではコミュニティスクールを始めとして

地域の方にお世話になっているところもありますので，地域の中で仕組みをつくるこ

とも大切ですが，地域づくり協議会そのものを各小学校単位くらい，公民館単位くら

いでできるように取り組んでおりまして，まだまだ市内全域で立ち上がっている状況

ではございませんのでそこで何ができるかということを含めて地域の担当とも協力



8 
 

しながら施策を進めていけるようにしてまいりたいと思います。もうしばらく時間は

かかるとは思いますがいろいろなことを提案させていただきながら報告もさせてい

ただきたいと思いますのでよろしくお願いします。 

駒田副会長 

そこに付け加えで，他市から他県からここに移りたいと考えられるようなパッケー

ジがないと子どもも増えない，人も増えない，施設も結局できない。ただし，その小

さくなっていくファイルを集合することだけの施設調整ではそれが本当なのかもし

れませんが最終的には結局物が続かなくなってしまう，結局消滅するだけとなってし

まう。そこらへんを含めた考え方を十分持っていただく部署が必要なのかなと思いま

す。 

事務局 
皆様にとって魅力のあるような施策ができるように検討してまいりますのでよろ

しくお願いします。 

山中委員 

副会長の先ほどの質の確保に関連しての件ですが，昨年，今年度ですね，昨年４月

１日付けの，前回資料を配らせていただきました，隠れ待機児童が鈴鹿市に５７人あ

ったという厚生労働省への報告がありましたよね。その理由が特定の保育園等のみ希

望しているのが５７人で隠れ待機児童だった，という鈴鹿市を報告したわけですが，

その中には地理的なことやもっと言えば質と関連してこの保育園がいいと言ってい

るような方もいるのか，といったところはどうでしょう？ 

事務局 

今日は２７年度の５７人の資料は手持ちにありませんが，特定の保育所を希望した

のが全員というわけではなく，様々な事情があったかと思います。厚生労働省が示し

ている基準と照らし合わせて報告をしたというように記憶しております。おっしゃら

れたいのは駒田副会長がそろそろ質の確保をと言いながら量の方が満たされていな

いからということでの御質問ということでしょうか？ 

山中委員 

いえ，聞きたいのは特定の保育園を保護者が希望した場合，それは待機児童と考え

るのかそれは保護者の…わがままというか，そういうように考えるのか，どういう風

にしていくのかと。今日は幼稚園の服部会長も来てみえますが，これからは各園各園

が自分のところの園のいわゆる保育方針，大きな基は国の方から来ますが，それの中

で自分のところはどういう保育方針でやるのかということを幼稚園も保育園も全部

が明らかにして，その中でひとつの競争のようなものもあり，これからの保育という

ものは決まっていくと思うんです。 

そのときに市としてはそういうことも含めて子どもたちをどう見ていくのかって

ことも考えられるのか，それこそ数だけでいいのかという部分での方針というか，そ

こらへんもちゃんとしたものが欲しいと私は思うんです。 

駒田副会長 
ということは，山中委員が言われるのは少々の競争原理はあって当たり前という，

それを許容する会議の，市の方針に持っていこうということですか？ 

山中委員 

持っていこうというか，現実にそういうことがあってそのようになっている中でそ

こらへんはどういう風に考えているのかなというところです。市はその園の方針とか

ではなく，希望があって振り分けるわけですが，そこらへんはどうなのかなという，

皆さんみえるからそこのことについてもどうなのかなって。私たちは当然そういう時

代が来るしそこを見ながら自分の園の方針は決めていかないとと思っていますが，そ

れとこの行政との関係はどうなっていくんだろうってところですね。 

駒田副会長 なかなか行政サイドがまとめて募集して振り分けているシステムである以上，たぶ
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んおそらくそういう話には答えられない，ある意味では部会の方，幼稚園部会や保育

園部会の方である程度の方針を出されて提案される方がいいんではないかと。 

服部委員 

先ほど，山中委員がおっしゃられたところの私の理解ですが，保育園の場合は委託

事業であったかと思います。なので，一応鈴鹿市の目的，目標があり，その中で若干

の独自性が出る。片や私立幼稚園の場合ですと完全に，法に則った範囲の中ですが，

その中では各園の独自性をかなり強く出させていただいていて，保育園と幼稚園の違

いというのは方向性としては大きくはずれていないと思いますが，競争原理という単

語の中では幼稚園がかなり高いのではないかなと。なのでそういう意味では保護者ニ

ーズも含めてですが，自分のやれる立ち位置の中でやっているというのが現状かなと

思います。 

もうひとつ，保育所の場合の件ですが，鈴鹿市の場合海辺から山間というか山手ま

での三角形の中で人が多い比較的海側に保育所も人口の割合も多いかと思います。た

だ，鈴鹿市的に待機児童は鈴鹿市のキャパが１００だとすると１１０応募があり，１

０人が諦めなければ待機児童と，今まではそういった理解をしていたのですが今後ど

うなるのかというのはまた違うのかなとは思います。そういった中で振り分けという

のは当然発生するし，委託事業である以上は一つの園にしたければ幼稚園を現状選ぶ

以外方法はないのではないかと，私の立ち位置では考えます。 

上田会長 他の委員の皆様方その点に関しては御意見等いかがでしょうか。 

林委員 

経営や人数の確保とかいった部分は私たちはどういうところでそれが締め切られ

ているのかよくわからないのですが，お母さんたちのお話を聞くと，たとえば１人目

のときは２歳まで３歳まで育てて２人目のときには１歳に満たない３ヶ月くらいか

ら預けて働きたいというお母さんもみえるわけです。そのときに２人とも預かっても

らうと親はすごく都合のよい生活ができるわけですよね。それが今，私の経験した人

が，１人ずつが年子で３人生まれている，その１人目の子と一緒の園で預けたいとい

う，それが当然だと思いますけど，それが今できないですよね。３人一度に入れても

らえるんでしょうかって質問をされたときに，今言われたみたいに待機児童があるん

ですと言われているとそういう話もできない状況になるじゃないですか。なのでそう

いうところの受け入れをもっとしてもらわないと。１人，２人という感覚ではないん

ですね，お母さんたちは。２人一度に預けさせて欲しい。 

服部委員 うちの子ってことですよね。 

林委員 

そうです。だからそれをどこまで把握してみえるか，市の方が。その辺のことでも

余裕を持った形の人数設定をされているのならわかるんですが，１人はこっち，１人

はこっちもう１人はこっちという風に預けないといけない状況があるということを

わかってほしいなと思うんです。だからその辺ですよね。 

駒田副会長 

私も医師会の仕事をしておりますとこういう病気の方がいる，こんな方がある，こ

んな方があるとそれで予防対策書が出てきたりもしますが，なるべくまとめるように

はしてくれていると聞いていますが実際的にどれくらいの率で，兄弟をばらばらに分

けないといけないことが事例としてはあるのかもしれませんが，数字としてはどれく

らい上がってくるのかってことを把握していないところもありますし，そこらへんを

把握する方法を一度考えてみるのも。（これも）ひとつの待機児童ですよね。 

林委員 選択肢としてお母さんが仕事を辞めるんですよね。 
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駒田副会長 
毎年言われているんだけど，それを実際に検証する数字は今のところまだないとい

うことですよね。 

林委員 
そうですよね。でも相談には行っていると思うんです，たくさん。私はけっこう聞

いています。 

駒田副会長 

実際結果として兄弟３人をばらばらに預けないといけなくなった，２人を預けない

といけなくなったケースがどれくらいあるんだろうということが僕らの耳には入ら

ないんですよね。 

山中委員 

だからさっき言った去年４月１日の隠れ待機児童と言われる中の分析をちゃんと

してほしいわけですよ。その中にはきっとさっきみたいに兄弟別々のところに預ける

のは嫌だから仕事は休みましょう，育休を延長しましょうとか，いろんな考え方でさ

れた方もいるし，あんな遠いところへ行くのは嫌だという方もいるっていうのはある

と思うので，そこはやはりちゃんと細やかに見て欲しいというところです。 

上田会長 事務局はそういった数字はあるのでしょうか？ 

事務局 

個々のデータは，どういう事情であったかという記録は取ってありますが，その中

に兄弟揃っていた人というのはわかりますが兄弟揃って入った場合というのは適正

に処理されているものになるのでそちらのリストに上がってこないので，全体の中で

何人なのかというのは。 

駒田副会長 
実際ばらばらになってしまったケース，そのために諦めたケースがわかればいいか

と。 

事務局 

今日は２７年度のそちらの資料を持ってきておりませんのでちょっとこの場では

お答えしにくいのですが，また後日去年の５７人のうちに兄弟揃っての方が何人いら

っしゃったのかというのは報告させていただきたいと思います。また，私どもは１人

でも多くの方に保育所へ入っていただきたいと思って，服部委員が言われたように特

に海岸に近い部分，人口の密度の高い部分というところは入りにくい状況が続いてい

るのでなるべくたくさんの志望園があれば聞き取るようにはしているのですが，やは

り中にはどうしてもこの園だけと１園だけしか書かれない方だとか，３園くらいは書

かれるけれど激戦でということもあって。私たちは園長先生たちに直接頭を下げてな

んとか入れてくれないかという風なお願いも何度か行っています。それであってもそ

れぞれの園には定員であったり保育士の数だったりという制限があります。入れたく

ても乗車率が高い電車は入れないのと一緒で，保育所でも安全なことをしようと思う

とその園としては優先順位の高い方から入っていくと入れてもらえないという場合

もあります。なので，行政でなんとかしたいと思っているのですが私立保育園連盟さ

んや幼稚園連盟さんの中でもう少したくさん入れる方法というのを持ち帰って検討

していただきたいと行政側からもそれぞれにお願いしている状況です。 

駒田副会長 

最初のときのアンケートというか，調査する段階から，鈴鹿市の場合はひとり親家

庭等も多いはずだし，それから支援のない方も多いので三重県の南の方とは違うのだ

から全国的なものも違うんだから独特な，国が指定してくる統計も大事だけれどそれ

以外の統計も取りましょうという話をしたはずなので，鈴鹿市は必要な統計をちゃん

と取ることをせずに議論だけ，一人一人の話をしても仕方ないんですよ。きちんと数

字を出せるようにしていただきたいというところです。 

上田会長 では，今後は次の会議のときにそういった資料を含めて出せるように検討をよろし
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くお願いします。鈴鹿市の今，子育て家庭の就労状況のデータを見させていただくと，

共働きの家庭という方が非常に多いとよくわかるので，そういった問題というのがこ

れからどんどん出てくると思います。そのことも含めてこういうデータはしっかり取

っていくように今後改善をお願いしたいと思います。 

では，次の事項に移らせていただきたいと思います。議題４「子ども・子育て支援

施策の状況について」事務局，説明をお願いします。 

説 明 

(事務局) 

資料３を御覧ください。こちらは本市の子ども・子育て支援施策の状況でございま

す。 

まず第１点目の「教育・保育サービスの提供状況」についてですが，資料１の（１）

は，平成２９年４月の就学前施設，いわゆる，保育所（園），幼稚園の設置状況です。

表にありますように，公立施設としては幼稚園が１４園，このうちは３園が休園予定

で，保育所が１０園あります。一方，民間施設としましては，保育園が２９園，認定

こども園が３園あります。その他，子ども・子育て支援新制度に移行していない私立

幼稚園が６園あります。 

全て合わせました５９施設と，平成２８年９月現在ですが，認可外保育施設６園に

おいて，お子さんをお預かりしています。定員については，１号から３号の認定区分

別に表のとおりで，約 8,000 人をお預かりできる体制となっています。 

（２）は，直近５か年の年齢別の人口推移と保育所（園）の入所状況です。就学前

の児童数については，この５年間で 1,336 人，約１割の減数となっています。一方，

保育所の利用はほぼ横ばい状態となっていることから，少子化は進んでいますが，保

育ニーズは，依然として高いことを示しています。 

続きまして，主な地域子ども・子育て支援事業の実施状況についてですが，前回の

第１４回子育て会議において，平成２８年度の実施状況について説明をしましたの

で，繰り返しにはなりますが，簡単に説明します。 

（１）時間外保育事業ですが，私立保育園において，１１時間の開園時間を超えて

利用のあった延長保育の実施です。平成２８年度は３０園で実施しており，昨年度の

実績として，延べ 60,014 人の利用がありました。 

（２）一時預かり事業ですが，これには，一般型と幼稚園型があり，一般型は保育

園等で在籍していないお子さんを一時的に預かる事業です。公私立保育所合わせて１

５園で実施，多くの方に利用してもらっています。一方，幼稚園型は，幼稚園で在籍

しているお子さんを夕方まで一時的に預かるなどの事業です。こちらについては，現

在，私立幼稚園は，新制度に移行していないため，厳密には実施はありませんが，県

からの私学助成補助を受けながら,同内容の事業を実施しています。 

（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）ですが，共働き家庭など小学

校に就学している児童に対して，放課後お子さんをお預かりする事業で，現在，全て

の小学校区に設置しています。資料の登録人数に誤りがございまして，11,645 人は誤

りで，1,845 人が正しい人数です。この中には，夏休み期間などのスポット会員は含

まれていません。 

（４）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）ですが，乳幼児やその保護者

が，相互交流ができる場所を提供し，教育や保育に関する相談を実施している事業で，

平成２８年度は，８箇所で実施しています。 

（５）ファミリー・サポート・センター事業ですが，育児の援助を受けたい人と，
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行いたい人を会員とする組織により，保育所までの送迎，保育所閉鎖後の一時的な預

かり等育児についての助け合いを行う有償ボランティア事業でございます。 

（６）乳幼児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）ですが，主任児童

委員や保健師が，妊婦や乳児のいる全ての家庭を訪問し，育児に関する悩みや相談を

受けると共に，様々な子育て情報の提供，養育環境の把握を行うことにより，育児の

孤立化を防ぐことを目的とした事業でございます。 

（７）妊婦健康診査事業ですが，妊婦の健康の保持，増進を図るため，妊娠中に１

４回，医療機関や助産所において公費で健康診査を受けていただくもので，県内はも

とより，県外での里帰り出産においても助成を実施しております。 

（８）病児保育事業ですが，現在，白子クリニック内のハピールームにおいて，実

施しており，年間 900 人以上，２７年度は 935 人の利用があります。 

（９）子育て短期支援事業（ショートステイ）や（１０）養育支援訪問事業など，

保護者の疾病等の理由で一時的に養育が困難となった児童や特に養育支援が必要な

児童に対して，居宅を訪問したり,児童養護施設等に入所させたり，必要な保護を実施

しています。 

簡単ですが，以上が本市の取り組んでいる地域子ども・子育て支援事業の説明です。

委員の皆さま方は，それぞれ各分野において精通されており，知識や実績をお持ち

かと思います。今後，少子化が進行していく中，子育てに関するニーズも多様化され

ることが予想されます。皆さまがお持ちのノウハウなどございましたら，今後の子育

て支援施策に活用していきたいと思いますので，活発な情報交換や提案など，よろし

くお願いします。 

山中委員 

会長，すみません。提案ですが確認をひとつずつしていただけます？そうしないと

学童の話をしていたら違うところに話が飛んで，わけがわからなくなっていくもの

で。お願いします。 

西村委員 

訂正だけ。資料の訂正ですが，資料３の（５）ファミリー・サポート・センター事

業ですが，鈴鹿市では提供する側の会員を協力会員とは言わず，提供会員という名前

になっており，依頼協力会員は両方会員と呼んでおりますので呼び方が違うというこ

とだけお伝えさせていただきます。 

駒田副会長 

この名前に変えた方がいいのか，国が言ってきているのであれば読み替える形にな

るのか，それだけしっかりしておいてくださいね。国が言ってきたものなら簡単には

変えられないから括弧付けでという形になると思います。 

西村委員 
いろいろな市町でいろいろな言い方があるのが現実なのでもう一度確認はした方

がよろしいかと。 

駒田副会長 ただ，鈴鹿市としてはこういう呼び方をしているということですね。 

西村委員 今のところ。 

上田会長 
では事務局，そういったところの確認もよろしくお願いします。 

事務局から何かあるということで，どうぞ。 

説 明 

(事務局) 

今，山中委員からひとつひとつということでそれでさせていただきましょうか。も

う一点本日資料として出させていただいたものも説明させていただこうかと思った

のですが，それも一緒に説明させていただいてもよろしいでしょうか。 

では，本日用意させていただいた「アンケート結果」について説明をさせていただ
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きたいと思います。資料は「昨年度のアンケート結果との比較表」と「平成２７年度

１歳６か月児健康診査実施時の保護者へのアンケート結果」「平成２８年度１歳６か

月児健康診査実施時の保護者へのアンケート結果」の３つです。 

こちらの資料は，本市の子ども・子育て支援事業計画の進捗管理をお願いしていま

す「ＮＰＯ法人２１世紀の子育てを考える会.鈴鹿」によりまして，昨年度に引続き，

１歳６か月児健康診査受診の保護者に対してのアンケートを行っていただきました

のでその結果をまとめたものでございます。今年度（平成２８年度）のアンケート結

果，昨年度のアンケート結果，それからその対比表を併せて御覧いただきたいと思い

ます。 

平成２８年度アンケートの対象は，平成２８年１０月から１２月の間に，１歳６か

月児健康診査を受診された318人から回答をいただいたものです。回答者の約６割は，

３０代で，次いで２０代の母親となっています。“子育て真っ最中の保護者の御意見

“ということになろうかと思います。 

問１の「鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画」の認知度ですが，８４％の人が「知

らない」との回答でした。昨年の８５％と同様，「子ども・子育て支援事業計画」につ

きましてはなかなか世間に浸透していない，周知されていない状況でございました。

問２は「市ホームページの利用」ですが，約７５％の人が，「あまり利用しない」あ

るいは「利用していない」，「利用したことがない」という回答です。 

問３は，「ワークライフバランス（仕事と生活の調和）」という言葉の認知度ですが，

「あまり知らない」と「全く知らない」を含めてこちらも約７５％となり,「知らない」

という状況でした。 

問４から問８ですが，約４０％の人は就労をしており，その人たちの約７５％の方

が，保育所（園）や幼稚園などの就学前施設にお子さんを預けています。 

また，仕事をしていない人は約半分で，「出産を機に仕事を辞めた」人が最も多く，

次いで「結婚を機に辞めた」となっています。これらの人も問６では，「すぐに仕事を

したい」「子育てが一段落したら仕事をしたい」と考えている人が約９０％でほとんど

の方は就労の復帰を考えている。育児休業明けの需要に対する対応が重要であると考

えられます。 

最後の問９ですが，「認定こども園」を知っている人の割合が，前昨年の３６％から

５９％に上昇しました。鈴鹿市内では，平成２９年度から３園で実施しますが，「広報

すずか」等で周知したことが影響しているのかも知れません。 

また，別紙には，問１０，問１１に関する自由記述を記載しました。 

問１０に関しては，「職場環境の改善」や「共働き家庭における家族の協力」に対す

る意見が多い一方，子どもが小さいうちは，「できる限り子どもと過ごす時間を大切に

したい」という意見もありました。 

問１１に関しては，「休日や夜間に利用できる施設」や「病児・病後児保育施設の設

置」や「子育て支援センターの利用」への要望も多くありました。 

１歳６か月児健康診査を受けられた一部の方の意見とはいうものの，今現在子育て

をされている親御さんの意見ということで紹介をさせていただきました。こうした意

見を踏まえながら，先ほどの質の件にいたしましても今後の議論の参考にしていただ

ければと思います。よろしくお願いします。 

上田会長 では，その点には関しては議論の参考にしながら進めていきたいと思いますが，先
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ほど山中委員からお話があったそれぞれでということでしたので，それぞれに意見を

聞いていきますのでそれそれで意見交換をお願いします。 

では，順番に進めさせていただきます。まず，２（１）時間外保育から皆様の意見

がありましたらお願いします。 

山中委員 
こちらはかなり定着している事業でやっていただいていると思います。ただ，延長

保育料の設定が各園で違うのでその苦情はたまにあります。 

上田会長 では，この事業に関しては割と進んでいるということですね。 

山中委員 はい，各園，３０園すべてやっておりますし，けっこう進んでいると思います。 

上田会長 問題としては保育料の違いがあるということですね。 

山中委員 
各園で設定となっているので，その説明がきちんとできるということは大丈夫で

す。 

上田会長 
では，（２）一時預かり事業（一般型・幼稚園型），この点について御意見等ありま

したらよろしくお願いします。 

山中委員 

一般型をうちの保育所でもさせてもらっていますが，相変わらずこの事業に対する

要望というか需要というのは大きいです。なかなかうちでも１００％預かれるという

状態にはありませんので，もう少し公立も含めてやっていただけるとありがたいなと

思います。 

なぜこの事業がなかなか広がらないのかという説明をちょっと簡単にさせていた

だきますと，実際この一時保育をするのにかかるお金がありますよね。それから親御

さんからいただく利用料があり，そこに補助金というものがつくわけですが，このか

かるお金から親から利用者から集めたお金の差額と補助金の少ない方しかもらえな

い。だから絶対に黒字にはならない。補助金額というのは一定ですので。そういった

点からなかなか手が出しにくい事業ではあると思います。 

上田会長 
その点に関して他に御意見はありますか？事務局はそのあたりはどのように考え

ているか御意見等ありますでしょうか？ 

事務局 

一時預かり事業のニーズが高いということはこちらも承知しておりますが，私立保

育園ではやはり先ほど山中委員がおっしゃられた事情であるとか，あるいは専用にで

きるスペースをあらかじめ設けていないといった点があるかと思います。公立保育所

も築４０年以上経っているような古い保育所ばかりですがまもなくひとつ新しい保

育所に建て替えようか考えておりまして，そこでは一時預かり事業も検討して建て替

えていきたいというように思っております。今現在の施設ではなかなか難しいと思っ

ていますが建替えのタイミングで拡大していきたいとは思っております。 

上田会長 

では，今後拡大の方向で考えていただいているということですね。 

幼稚園型に関しては何か御意見等ございますか？ないですか？それでは次に進め

させていただいて，（３）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の件に関して

皆様の御意見等いただきたいと思います。 

近藤委員 

先ほどのアンケートの中にも「学童保育が足りない傾向にあり困っています。」とい

う意見がありましたが，平成２９年度はすでに待機児童が出ています。なぜかという

と１年生の子たちは入れてあげたいという思いはあるのですが，その１年生の子たち

を入れるために，六年生まで預かると言っているのに６年生５年生４年生の家にひと
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りでも居られるかなという子たちに声をかけてなんとか１年生を入れてしまうとか，

ここに「スポット会員を除く」とありますが，スポット会員というのは正規の会員で

はないのでそれこそ一人当たり１．６５をこのスポットの子達が切ってしまうと質の

問題に係ってくるのではないかなという思いです。 

それから今若い指導員の方たちすごくがんばっているのですが，やはり中にはもう

こんな安い給料ではやっていけないという声が多々ありまして，ちょっと一週間後く

らいに食事会を開いて激励しようかなと思っているんですが，国の２０１７年度の予

算枠の中に処遇改善の新しい放課後児童支援等処遇改善事業の説明がありました。ま

だ市のほうには届いていないみたいですが，それこそ防災管理者の資格を取りなさい

と言われて取ったりしているのでそれにあたる事業です。１か月１人最大３万円しか

いただけないですが，１万円から３万円というのは差額が大きいですが，１万円でも

上がれば若い子達の希望が持てるのかなと思います。私，昨日ＮＨＫの子どもの貧困

という番組を見ていて家庭の収入が月２０万円以下だと子ども達は貧困に見舞われ

ているというところがあったんですけど，指導員のお給料を考えると家庭も持てない

っていうのが現実で若い子たちも実家から通っているから学童保育所に指導員とし

て勤められるけど，実家から通っていなかったら指導員辞めてそれこそ他のいいお給

料もらえるところを探すって言っているんです。そうなると子どもはどんどん増えて

きている，指導員はなかなか定着しないってなってしまっている状況の中ではいろい

ろと処遇改善もそうですが，どんどん市が処遇改善の事業を今やってもらってますが

クラブの中には取っていないところもあるんですね。やっぱりその指導のようなこと

を市からしていただけないのかなという思いがすごくあります。 

上田会長 
ありがとうございます。では，今子どもの増加と指導員の確保，処遇という点が上

げられていますがその点に関して事務局から何か御意見はございませんか？ 

事務局 

来年，２９年度の放課後児童クラブの待機（児童）が今懸案になっているところで

ございます。子どもが増えていると言いますか，全体的には子どもの数というのは減

っているのですが，放課後児童クラブを利用したいというニーズが高まっているとい

うところがあります。ただ，市内では児童数が増えている校区もあれば減っている校

区もありますので，そのあたり市としてはどこの校区に，先手を打つと言いますか，

これから入れていくかを見極めることが必要だと考えております。１年生から６年生

まで入れますがだいたい１年生から３年生までが約７５％を占めておりますので，４

人のうち３人が３年生までです。やはり当然低学年が，これは国もそのような傾向も

調査で出ておりますので，いかに小学１年生の壁をどうするかということが鈴鹿市で

の課題でありまして，複数の校区で今，待機児童対策で地域の自治会長さんであった

りクラブの運営者の方であったり，いろいろなところでなんとかできないかと調整，

苦心しているところではあります。 

処遇改善につきましては，国が事業を導入しておりますので私ども各クラブへ事業

の案内をしながら活用していくように勧めております。小学校区が３０，１校区あた

り複数あるところもありますので，運営されているクラブが全体で４３か所ありま

す。その４３のクラブの中で，ちょっと資料がありませんが，たしか十数か所のクラ

ブについてはこの処遇改善事業を実施していただいておりましてその補助金をクラ

ブに入れさせていただいている状況でございます。まさにそういうものを各クラブで

活用していただきながらできるだけ支援員の方の処遇改善に繋がるように周知を図
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っていきたいと考えております。 

駒田副会長 

先ほどの子どもの貧困化のことと絡んでくるのですが，本来であれば学力，学習と

いうものは学校で完結すべきものではありますがなかなかそれは難しいところもあ

り，実際能力があっても少々遅れを取ってしまっている子どももいて，放課後児童ク

ラブを含めてそこでの教育ということは当然出てくると思うので，そういう意味では

少々年齢の高いところまでカバーできるような形に持っていかないと，将来的な格差

になってしまうと思います。子どもらの教育っていうのはだいたい小学校４年生くら

いまでが，そこで遅れてしまうとどれだけ知能があってもどれだけ努力しても追いつ

かない年齢に入ってしまいますので，そこらへんは学校の責任ではあるとは思います

が放課後児童クラブでもそこらのケアもできたらいいなというところで，質の確保と

量の確保両方の面が大事だと言える，そういった観点も持っていただいて放課後児童

クラブもがんばっていただきたいと思います。学校の先生で退職されてゆっくりされ

た方も結構みえるんだと思いますがそういう方はこういうところへは顔を出されま

せんね。 

篠原委員 

今，小学校との連携の部分のお話が出たのでちょっとお話をさせていただきます。

まず，事務局からも話があったように市内でも小学生が増えていくところと減少して

いくところと地域性がかなりありまして，その辺りも見ていただいた上でどの地域に

多く投資をしていくのかという見極めというのはこれから必要になってくるかなと

思います。 

もうひとつ，小学校の子どもの生活を見ていますと学童へ行く子どもたちというの

は生活のリズムが安定していきます。そうすると，子どもがまず学校での宿題を学童

のところでする，そしてその様子を見守っていただく。そしてそこで子どもたち同士

が交流する場として仲間作りが進んでいく，それがまた学校生活へ，というような形

でフィードバックするということが見られます。今，各小学校中学校では学校運営協

議会を鈴鹿市の場合設置しています。私の学校でも学校運営協議会の中に学童の指導

員の方に入っていただいてそちらからの視点で，今子どもはこんな様子ですねという

ことを話していただく中で地域の方と学校の職員とが共に子どもたちを育てていく

ということが少しずつできているかなと思います。そういったところで地域に根ざし

た放課後児童クラブというものを考えていったときに非常に子どもの育ちにはいい

影響があると思いますので，連携を取りながら市の全体の児童数を見ていただきなが

ら施策に生かしていただけたらなと思います。 

西村委員 

先ほど地域に根ざした放課後児童クラブとおっしゃられていましたが，是非小学校

区の学童クラブに入ってほしいです。ファミリー・サポート・センターの依頼のとこ

ろで小学校１年生の子が入れなかったので学校区外の学童クラブにお送りしている

ところがあります。学童保育も年々充実しているということが見えるのが昨年度は５

件で今年度は３件という件数の低さが充実さを物語っていると思います。今年度既に

来年度の待機児童で送り迎えというのを依頼されている家庭があります。その子もや

はり１年生なので是非地域の学童保育に入ってみんなと一緒に放課後を過ごして欲

しいなという思いがすごくあります。また，お金もかかることですので負担も大きく

なってくるかなということも見えてきます。 

先ほど，篠原先生もおっしゃられていたようにやはり集団がつくれるというのが家

庭に帰ってきてしまうとなかなかないので，すごく有意義な活動だと思いますのでぜ
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ひそこは充実させてもらいたいと思います。 

林委員 

西村委員と同じなんですが，学童に入れなかったので校区外に行っていいですか？

と相談を受けたことがあります。でも，それはだれに相談してということが言えず，

ただ受け入れ側が来てください来てくださいという感じで，それでたぶんそういう状

況が今なっているんだなとわかったんですけど。ただ，今企業に委託している学童が

１件ありますよね？あれは鈴鹿市の立ち位置ではどういう風に見ているんですか？

企業が学童として，委託しているんですよね？私は質問を受けるんですけど，学童と

いう意識はなくてみんな塾って言うんですよね，なんて返事をしていいのか，どうい

う立ち位置で，学童の１件としてなっているので，どうなっているのかと思うんです

けど。 

事務局 

企業と言いますか，学習塾がクラブを運営していて，運営費の補助をしています。

学童の運営主体は保護者主体であったり社会福祉法人であったり企業もありますが，

放課後児童クラブの運営にあたっては条例で基準が定められておりますので，まずそ

の基準をクリアしないと学童としての位置づけはできませんので，運営主体は異なり

ますがその基準に沿った運営をしていただいていると確認をしておりますし，まさに

今各クラブに対して監査に市が入っておりますので，基準に合った運営がされている

かチェックを入れている状況でございます。 

上田会長 はい，ありがとうございます。 

山中委員 

すみません，ひとつだけ。この件でうち今保育の方で日曜祝日保育をしているので

すが，１年生になったときに学童で預けるところがないからなんとかしてくれと要望

がよく来ますのでそこもひとつの課題として取り組んでいただきたいと思います。 

上田会長 

はい。では，その点も含めて検討お願いします。 

次に地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）について，何か御意見等ござい

ますでしょうか。 

山中委員 

この事業うちの保育所でもさせてもらっています。これは委託事業なので先ほどの

一時預かり事業とは違い年間これだけのお金でこれだけの事業をしてくださいと受

け取りますが，どうしても事業を行う中で人をたくさん入れたりとかして大変なの

で，そこらへんも中身まで見てもらって委託してもらえるとありがたいなと思いま

す。 

西村委員 

つどいの広場事業は徐々に増えてきて今年８か所でやっているということですが，

社会的養護に入る前にお母さんたちがすごくしんどい思いを抱えているところのケ

アにはとてもいい場所だと思いますが，サービスだけになってしまうと少し違うかな

と思うので親支援のところでの支援充実を図っていかないといけないと思っており

ます。自分のところでもやっておりますが，実際多様なニーズで入ってくる方が多く，

県外から来られる方が多いので，そこを足がかりに市の中の様々な支援を受けていた

だければと思って情報提供等をしていますが，いつも考えるのはやはり支援の内容，

質のところが大切だと思いますので行政の方でも御指導いただきたいと思いますの

でよろしくお願いします。 

上田会長 

他にはございませんか？ 

では，ファミリー・サポート・センター事業について御意見等よろしくお願いしま

す。 
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西村委員 

ファミリー・サポート・センター事業ですが，保育の充実といったことがあるかと

は思いますが，少し利用者数が減ってはきております。今日もいろいろと確認してき

ましたが月に５０～６０件ほどキャンセル等があります。それはなぜかというとイン

フルエンザ等でお子さんが急に伝染関係の病気にかかっているとみられないので緊

急対策が必要であったり，大雪で動けないであったりとか，すごく多いのが出産に関

係して保険のような形で，切迫流産で入院の可能性がある人が早めに来ていろいろコ

ーディネートをしてほしいという依頼があります。それがとても多く，実際県外から

来られた方でいろいろなケースでマッチングなどしますが親御さんが県外から来ら

れて対応してくださるのでいい方向にキャンセルになるということがたくさんあり

ます。ただ，件数には上がってきていないのでそれでも支援というところではとても

大切だと思うので数として見えない部分をお話させていただきたいなと思いまして。

上田会長 その点に関しまして何か御意見等ございますか？ 

山中委員 

よく聞くのは利用料が高いということですね。そこもやはりこの事業とても必要な

事業なので行政にもう少しなんとか，なんでもそこに行ってしまいますが，してほし

いなと思いますね。 

西村委員 

そうですね。本当に必要な人がそこを利用するということが難しいので一時保育な

どはやはり保育所さん頼りになってしまうところがあります。一日の金額を考えると

かなり違いますので。努力していただいているのはひとり親家庭では３割負担の控除

をしていただいているという点で，そこに関してはとてもありがたいのですが，窓口

の割引ではなく手続をしに行かなければならなくて，郵送でもしてくださったらいい

ですよと言いますが，かなりお世話をして控除のところに行っていただくということ

が多々ありますのでその手続等も簡略化できるといいかなと思っております。 

林委員 

今，西村委員がおっしゃいましたが，一時預かり事業を私たちは赤ちゃん訪問のと

きなどにも「すずっこナビ」という子育て支援の冊子を使って何かあったときに預か

ってもらえるよというように紹介をして来ますが，先ほど山中委員が言われていたの

を聞いてあまり充実していないんだなとびっくりしました。鈴鹿はけっこう市外県外

から転勤などでいらっしゃる方がみえて，車も持っていない方もたくさんいるので，

一時預かりは頼りにされていると思うので，そういうところももっと充実してもらえ

るようよろしくお願いします。 

上田会長 

その点に関して，何か事務局で改められることとかはあるんですかね？検討という

ことでしょうか。他に御意見はございますか？ 

では次に進めさせていただいて，乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん事業）

について何かございますか？ 

山中委員 
うちにアンケートで出てきたのが突然訪問されるという，これは事前連絡というの

はないんでしょうか？ 

事務局 

事前に訪問のだいたい１０日くらい前にはがきを出させていただいて，その翌月，

当該月に訪問させていただいております。月での訪問の周知ははがきでさせていただ

いております。一度行って御都合悪ければまた日を改めて行かせていただいていま

す。２回目の訪問はお母さんの御都合を聞かせてもらってできるだけ日の調整をして

訪問させていただいております。 

上田会長 ありがとうございます。他にはよろしいでしょうか。 
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では次に妊婦健康診査事業で何か御意見等ございますでしょうか。 

ないようであれば次に進ませていただいて，病児保育事業について御意見等よろし

くお願いします。では，次に子育て短期支援事業（ショートスティ）について御意見

等よろしくお願いします。 

よろしいでしょうか？では次に養育支援訪問事業について御意見ございましたら

よろしくお願いします。 

篠原委員 
質問ですがよろしいでしょうか。この養育支援が特に必要な家庭というのはどうい

った家庭を対象とされているのですか？ 

事務局 

養育支援訪問事業，母子保健事業，こんにちは赤ちゃん訪問事業，それから国から

養育支援訪問事業の対象者として若年の１０代の妊婦さんであったり，妊娠届出書が

遅い方だったり，放っておくと虐待になるかなというちょっと保健指導が必要な方を

対象としております。 

篠原委員 

ちょっとここで言うことなのかというのはありますが，小学校の低学年の子どもた

ちを見ていると小さいころからスマートフォンで時間を過ごしてきたんじゃないか

という子がけっこういるんですね。先日養護教諭から全校にゲーム脳の話をして簡単

な指の運動をできるかなっていうことをしてみたところ，けっこうできない子がいて

自分の思い通りに指が動かないんです。ゲーム脳って言われているのは小さいころか

らタブレットやスマホでゲームして遊んでいることによってそれとの関係で過ごし

ている，そのために人とのコミュニケーションであるとか自分の感情をうまく表現す

ることが苦手だなと学校現場では感じるところが多い。小さいころからお母さん方に

そういったゲーム脳の怖さであるとか，お母さんと子ども，または子どもたち同士が

コミュニケーションを取る，話をする，一緒に関わって遊ぶ，そういうことの大切さ

ということをどこかで学んでもらいたい，学んで欲しいというのは失礼かもしれない

ですけど，そういうことが大事なんだなということを素に子育てができる環境ができ

るといいなと小学校の教員たちは思っています。この中の事業でそういう機会がたと

えば先ほど（４）のつどいの広場のところでそういったころが話題になったりとかし

ているのか，または今ここにいらっしゃる委員さんの中で自分の関わってみえる活動

ではこんなことがあるよっていうことがあれば教えていただけるとありがたいなと

思います。 

上田会長 
このスマホに関してはいろいろなことがあると思います。それに関して幼稚園や保

育所，学童もですが何かお気づきの点があれば御意見よろしくお願いします。 

林委員 

赤ちゃん訪問に行くと２歳３歳ぐらいのお子さんと一緒に赤ちゃんを見るときも

ありますが，そのときにギャーと泣くとお母さんがパッと渡すとそれを見てピタッと

泣き止むなんてことを何度も見たことはあります。 

山中委員 

うちの保育所は職員と保護者を含めての学習会のような，嘱託医の先生がスマホに

子守をさせないでと提唱している内科医さんのグループに入っているので，その方の

お話を聞いたことはあります。 

近藤委員 

学童は２８年度の市連協の総会の講演会では鈴鹿大学の先生に来ていただいてゲ

ーム脳のお話をしていただき，親御さんの数がちょっと少なかったんですが，指導員

としては学童にはゲームを持ってこないというのが箕田学童保育所の方針で，会議の

ときだけは持ってきてもいいよっていう学童さんもあるんですが，うちは一切持って
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きたら私のものになるよって４月の当初から言ってあるので子どもたちも親御さん

も気をつけてみえるんですが，やはり聞いていると子どもたちの中ではゲームとかス

マホとかが話題になってきていますね。そこをどう止めたらいいのかということが課

題になってくると思います。 

土屋委員 

保護者として，すみません。私にも今６歳の娘と４歳の息子がいて，うちはまだゲ

ームは持たせてはいないんですが，幼稚園のお友達のお家に行くとゲームをさせても

らうんですね。そうするとどうしてもやはり「欲しい」と言うんです。それでも，う

ちではまだ買わないと言っているんですが，逆にお友達がうちに来たときに「何でゲ

ームがないの？」って言われるんですね。なので友達と遊ぶ中でも外で遊ぶというよ

りはゲームをやりたいっていうのがあって，うちだけ持ってないというようにも言わ

れるんですけど，うちはまだ買いませんと今は言っているんですが，その買いません

っていうのがどこまで通用するのかっていうのが親としてはあって，難しいところだ

とは思います。 

上田会長 

現状，大学生も含めてほとんどの人がスマホを持っていて，ひとつのツールとなっ

てしまっている以上それを取り上げるというのは難しいところがあると思います。た

だ実際運動機能等に何か問題が出てきている以上何か工夫というものが必要になっ

てくるのだと思います。それが教育的な問題であるかもしれないし，普段の生活を見

直すということになるかは考えていかないといけないとは思いますが，ちょっと時間

も来ているのでそれはまた次回の議論として進めていきたいと思います。 

事務局 

スマホの関係で，１歳６か月児健康診査に来られたお母さん方に全員にスマホで子

育てしないでというチラシは，テレビよりスマホで子育てされる方もみえますので，

９５％の方には小児科の先生が作られたチラシをお渡しさせてもらっています。来年

度からは赤ちゃん訪問などもう少し早い時期にお配りした方がいいかなと検討して

いる状況でございます。 

上田会長 
ありがとうございます。ではいろいろと御意見等ございましたが次に進めさせてい

ただいて，事務局からお願いします。 

報 告 

(事務局) 

事項書，３報告（その他）の（１）民間保育所の施設整備について，説明をさせて

いただきます。 

平成２９年１月２５日付けで，社会福祉法人花園会の理事長から，保育所の施設整

備に関する要望書をいただきました。 

内容は，鼓ケ浦保育園及び旭ヶ丘保育園を１つにまとめ，新築・移転したいという

ものでございます。 

沿岸部に位置する鼓ケ浦保育園については，津波や川が近くにありますのでそこか

らの大雨の浸水に対する安全確保が課題となっております。 

旭ヶ丘保育園については，狭隘な住宅地に位置し，かつ，築４０年を経過している

ことから，全面的な保育環境の整備が課題となっております。 

それぞれの保育所の課題解決のためには，新築・移転は理解できるものであり，何

よりも，本市の子どもたちの安全で安心な保育環境を整備するために必要なことと捉

えております。 

新保育園における定員を決める前には，本日の会議の資料１で説明がありましたよ

うに，子ども・子育て会議の委員の皆様の意見聴取が必要でございます。つきまして
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は，次回の子ども・子育て会議において，新保育園の定員等を議事とさせていただく

予定でございますので，御協力のほど，よろしくお願いいたします。 

なお，次回の会議の前に，議事内容を固めるため，本会議の専門部会である就学前

教育・保育施設部会を開催したいと考えておりますので，委員の皆さまには，御理解

いただきますようお願いいたします。 

上田会長 
この報告について何かございましたらどうぞ。よろしいでしょうか？では次，事務

局よろしくお願いします。 

事務局 

次回の開催予定ですが，先ほどありましたように部会等を開催した後に５月から６

月にかけて次回の子ども・子育て会議を開催したいと考えております。そのときには

２８年度の子ども・子育て支援施策の評価点検がメインになるかと思いますがいろい

ろ課題をいただきましたので資料作りに関しても今回のようなミスがないよう気を

つけさせていただきますので今後もどうぞよろしくお願いします。 

上田会長 では，これで議事を終わらせていただきます。 

事務局 

上田会長ありがとうございました。また，各委員の皆様長時間にわたり熱心な御議

論ありがとうございました。資料に不備がございまして大変申し訳ございませんでし

た。次回このようなことがないようしっかりと確認させていただきます。 

子ども・子育て支援新制度が本格的に施行して２年が経過しようとしています。放

課後児童対策などといった様々な課題がアンケートの結果からも浮かび上がってき

ました。 

今後とも，皆様方の御支援御協力をいただきながら，子育て支援を総合的に推進し

てまいりたいと考えておりますので，今後ともよろしくお願いいたします。 

本日はどうも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。 

 


