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平成２９年度 第１６回 鈴鹿市子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成２９年５月２６日（金） １３：１５～１５：４０ 

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，伊藤 智美，近藤 真奈美，青山 真穂，土屋 久子， 

伊東 亜矢子，西村 治美，秋葉 美香，篠原 政也 

（以上１６名） 

事務局等 

子ども政策部長（坂），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（江藤），子ども政策課総務Ｇ（益川，杉本）， 

子ども政策課子ども福祉ＧＬ（柳井谷）， 

子ども育成課長（坂本），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（岡田）， 

子ども家庭支援課長（米川） 

（計１２名） 

傍 聴 者  ７名 

資  料 

１ 鈴鹿市子ども・子育て支援施策の実施状況について[資料１] 

２ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の見直しについて[資料２] 

３ 子ども・子育て支援事業計画 教育・保育事業 計画値及び実績値[資料３] 

４ 鈴鹿市立幼稚園の休園及び廃園基準の見直し等について[その他 資料①] 

５ １・２・３号認定保育料（案）[その他 資料②] 

６ すずっこナビ 

備  考  

 

 

１開会 

 ・事務局挨拶（司会進行） 

 ・委員の出席状況（出席者１６名） 

子ども政策部長 

 皆様こんにちは。子ども政策部長の坂でございます。本日はお忙しい中，子ども・

子育て会議に御出席いただきまして，ありがとうございます。 

 また，平素から市政各般にわたり，御理解と御協力をいただき感謝申し上げます。

ありがとうございます。 

 さて，現在国では 0歳児から 5歳児の幼児教育保育の無償化を含めた子ども保険制

度の具体的な検討に入っております。その子ども保険の財源につきましては，企業と

労働者から社会保険料の 0.5％程度上乗せをいたしまして，負担をいただくものとい

うものでございまして，この 6月には基本方針がまとまるということでございます。

市といたしましても，この議論と今後の展開に注視して参りたいと考えております。

 なお，本日の会議でございますが，本年度は子ども・子育て支援事業計画の中間年

に当たりますことから，この見直しについてもご意見をいただきたいと考えておりま

す。 

 後になりますが，それぞれの専門的な視点から本市の子育て支援策に対する様々

な御意見を参考にさせていただきまして，子どものための継続的な支援をして参りま



2 
 

すので，どうか御議論よろしくお願いいたします。ありがとうございます。 

事務局 

4 月の各団体の役員改正等に伴いまして，新たに委員となられた皆様を御紹介させ

ていただきたいと思います。 

鈴鹿市ＰＴＡ連合会 伊東亜矢子様 

鈴鹿保健所の芝田登美子様ですが，今日は欠席となっております。 

他の方は，2 月以降引き続きの方です。名簿が置いてございますので，そちらで御

確認いただければと思います。 

それでは，ここからの議事進行は会長にお願いいたしたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

上田会長 
 では，事項書１議題：鈴鹿市子ども・子育て支援施策の実施状況について，事務

局から説明をお願いします。 

事務局 

皆さんこんにちは。子ども政策課長の古市でございます。座って説明の方をさせて

いただきますので，よろしくお願いします。 

それでは議題１の「平成 28 年度鈴鹿市子ども・子育て支援施策の実施状況につい

て」説明をさせていただきます。 

資料１の 1 ページを御覧ください。 

１ 鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画についてでございます。 

 この計画は，子育てしやすい社会にしていくために，国や地域を挙げ，子どもや子

育て家庭を支援する新しい支え合いの仕組みを構築することが求められ，平成 24 年

8 月に成立をいたしました。子ども・子育て関連 3 法に基づく，子ども・子育て支援

法第 61 条第 1 項の規定によりまして，平成 27 年 3 月に策定したものでございます。

 基本理念を「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～ 

としまして，基本目標，基本施策の設定をしております。本日配布させていただきま

した，鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の概要版の中にもこれら施策ごとの目標を

記述させていただいております。ページとしましては，2 ページから 4 ページのとこ

ろでございます。すでに事業計画書を配布させていただいておりますので，また確認

をいただきたいと思います。 

 では，資料１に戻っていただきまして，1 ページの量の見込みの設定でございます

が，国が示しております算出方法によりまして設定をしております。 

 資料 1 の 2 ページを御覧いただきたいと思います。 

 先ほど部長の説明にもございましたように，子ども・子育て支援事業計画等に関す

る中間年の見直しについてでございます。本計画は平成 27 年度から平成 31 年度まで

の 5 年間を計画期間としておりまして，本年度がその中間年となりますことから，見

直しを行おうというものでもございます。 

その考え方でございますが，中間のところに●の印がございます。中間年の見直し

のための考え方（作業の手引きについて）でございますが，見直しの要否の基準とし

ましては，平成 28 年 4 月 1 日時点の支給認定区分毎の実績値が計画における量の見

込みよりも 10％以上乖離，要は差がある場合におきましては原則として見直しが必

要となります。また，市町の判断によりそれらに該当しない場合においても，見直す

ことは差し支えないとされているものでもございます。 

また，地域子ども・子育て支援事業の見直しにつきましても，教育・保育の見直し
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に合わせて必要に応じ行ってまいりますが，本日は，まず，教育・保育について説明

をさせていただき，地域子ども・子育て支援事業につきましては，次回の会議で説明

をさせていただきたいと考えておりますので，よろしくお願いをしたいと思います。

●の下のところでございますけれども，今後のスケジュールでございますが，見直

し作業といたしまして 12 月までに計画の改訂作業を終えまして，本年度末には完了

したいと考えており，例年この会議を 3 回開催しておりますが，本年度は進捗の状況

によりましては，4 回，5 回となることもございますので，よろしくお願いしたいと

思います。 

 では，次のページの 3 ページを御覧ください。ここからは，各事業の実施状況とし

まして，平成 27 年度と 28 年度の実績でございます。3 ページは教育・保育事業でご

ざいます。 

(1) 平成 28 年度の実施体制としましては，こちらに記載の通りでございます。 

(2) 入所，入園児数の状況でございますが，1 号認定と 3 号認定は量の見込みに対

し実績値は超えており，2 号認定は下回っている状況でございます。平成 27 年度にお

きましても，同様の傾向でございました。また，平成 27 年度との比較では，1 号認定

と 2 号認定は減少しましたが，3 号認定は増加している状況でございます。 

(3) 今後の方向性でございますが，幼保連携型認定こども園へ３園が移行したこと

で，保育が必要な子どもの受入れ枠の拡大を進めておりますが，保育所入園に必要な

要件の緩和や，育児休業明けの保育需要の拡大に伴い，低年齢児に関しましては弾力

的な運用により対応しているため，今後，安定した受入れ枠の確保に向けて，定員拡

大を図る必要があるという方向性でございます。 

４ページを御覧ください。３.地域子ども・子育て支援事業でございます。 

（1）時間外保育事業，延長保育事業でございますが，保育認定を受けた子どもについ

て，通常の利用日及び，利用時間外の日及び時間において保育所や認定こども園など

で保育を行う事業でございます。実施状況としましては，平成 27 年度，28 年度共，

量の見込みを実績が下回っている状況でございます。今後の方向性としましては，延

長保育事業を利用している保護者は依然として多く，ほとんどの私立保育園では事業

を実施しており，平成 29 年度以降においても事業を継続していこうという方向性で

ございます。 

続きまして，5 ページを御覧ください。こちらは一時預かり事業でございます。 

実施状況としましては，量の見込みを実績が大きく上回っている状況でございます。

今後の方向性としましては，平成 28 年度において，先程申し上げましたように，量

の見込みを大きく上回る状況でございますことから，また保育士の確保が困難である

状況ですが，当該事業へのニーズが高く，私立保育園の協力をいただきながら，実施

園の増強を図っていこうというものでございます。また公立保育所におきましては，

園舎の建て替えなどの際に実施園を増加するなど，事業の促進を図ってまいります。

一方，一時預かり事業（幼稚園型）につきましては，新制度への移行をしていない

私立幼稚園が今後新制度へ移行した際，サービスの提供の低下とならないよう，事業

実施の協力を依頼していきたいと考えているところでもございます。 

 続きまして，6 ページを御覧ください。こちらは放課後児童健全育成事業（放課後

児童クラブ）でございます。こちらは共働き家庭など留守家庭の小学校に就学してい

る児童に対しまして，学校の余裕教室等で放課後に適切な遊びであったり，生活の場
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を与えて，その健全育成を図ることを目的とした事業でございます。平成 28 年度に

おきましては，全ての小学校区で実施しており全体では 43 施設でございます。実施

状況としましては，平成 27 年度，28 年度共，利用数が実績を上回っている状況でも

ございます。現在，平成 29 年 4 月におきまして一部の小学校区において待機児童が

発生しているところでもございます。小学校においては児童数が減少しているところ

もございますが，学校によっては児童数が横ばいであったり，増加していることから，

また放課後児童クラブの利用率といいますのが，子どもの数が減少するのに反して増

加している状況でもございまして，待機児童対策というのが課題となっております。

鈴鹿市では，民間の事業所が運営する形で全てやっていただいていますが，施設整備

が必要なものもたくさんございまして，そこが課題となっているところでもございま

す。今後の方向性のところでございますが，先程申し上げました玉垣小学校区であり

ますとか，飯野小学校区など規模が大きな学校におきまして待機児童が発生している

というところでございます。また，量の確保だけでなく，各施設における質の改善も

必要となっておりますことから，放課後児童支援員のスキルアップのための研修等が

必要とされております。 

 ７ページを御覧ください。こちらは地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）

でございます。乳幼児及びその保護者が相互の交流を行う場を開設し，子育てについ

ての相談であったり，情報の提供，助言その他の援助を行う事業でございまして，平

成 28 年度の実施体制としましては，民間の事業所に 8 施設，公共施設として 2 ヶ所，

合計 10 ヶ所が体制として整っております。実施状況としましては，量の見込みに対

して利用数，実績が大きく上回っております。特に多いのが【子育て支援センターり

んりん】でございまして，こちらの利用数はほぼ横ばいの状況でございますが，子育

てに悩みや不安を持つ保護者の方が特にここを利用していただくことによりまして，

職員がそのフォローをさせていただき，また他の民間の事業を紹介させていただくこ

とで，よりお住まいの近いところで，この子育て支援を受けていただこうということ

でもございます。各８ヶ所に施設があり，それぞれ特徴を持った事業を実施されてお

りまして，地域での子育て支援に尽力をいただいているところでもございます。今後

の方向性でございますが，保護者等の多様なニーズに対応できるように，現在の 10 ヶ

所の実施を継続していこうという考えでございます。この 10 ヶ所はおおむね中学校

区に１ヶ所の設置をしておりまして，全体全てではございませんが，概ねでございま

す。近いところで施設を整備しているということでございます。また，【子育て応援サ

イトきら鈴】でございますが，こちらはホームページのトップページから子育て応援

サイトに入っていただける状況でございまして，そこに様々な保育所などの事業所の

イベント情報を掲載することで，その情報を容易に取得していただくというところで

ございます。アクセス件数は１年間で大体 7 万件～8 万件近くアクセスをしていただ

いておりまして，その多くがスマートフォンによるアクセスが多い状況でございま

す。 

 続きまして，8 ページを御覧ください。ファミリー・サポート・センター事業でご

ざいます。こちらは乳幼児や小学生等の児童を有する子育て中の保護者を会員としま

して，児童の預かり等の援助を受けることを希望する方と，当該援助を行うことを希

望する方との相互の援助活動に関する連絡・調整を行う事業でございます。28 年度の

実施体制としましては，会員数が依頼会員，提供会員，両方会員トータルで 1,048 名
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という会員数でございます。実施状況としましては，量の見込みに対して利用数は実

績としましては少し下回っている状況でございますが，子育て支援をきめ細かくする

上において非常に重要な事業でございます。援助の内容としまして， も多いのが保

育施設等までの送迎というのが一番多い状況です。次のその他というのが 31％と多

いですが，こちらは緊急性の高いものであったり，突発性のものであったり，という

利用でございます。その次に多いのが，保育施設の保育開始時や終了後の子どもの預

かりが多い状況でございます。今後の方向性としましては，一定の利用申し込みが見

込める必要不可欠な事業でありますことから，この事業を充実させるためには会員数

の確保が重要となるため，会員確保に向けた取り組みを引き続き推進していくという

ことでございます。 

 続きまして，9 ページを御覧ください。こちらは乳児家庭全戸訪問事業でございま

す。こんにちは赤ちゃん訪問事業ともいう事業でもございますが，生後 4 ヶ月までの

乳児のいる全ての家庭を訪問し，子育て支援に関する情報提供や養育環境等の把握を

行う事業でございます。平成 28 年度の実施体制としましては，主任児童委員さんで

あったり，保健師，看護師により必要な育児指導等を行っているというものでござい

ます。主任児童委員の方々には，全体の 40％近くを担っていただいており，地域の主

任児童委員さんによる支援によって地域の子育て支援の充実というところでもござ

います。量の見込みに対する実績でございます。こちらについては若干の減少という

ところでもございます。今後の方向性につきましては，少子化が急速に進行している

ため，平成 28 年度において見込みを下回る状況でもございました。小学校区別の実

施状況から地域間の格差があることが明白となっておりますが，引き続き地域の中で

子育てが健やかにできますよう，事業を継続していこうというものでございます。 

 続きまして 10 ページを御覧ください。妊婦健康診査事業でございます。妊婦の健

康の保持及び増進を図るため，妊婦に対する健康診査として，保健指導等を実施する

とともに，妊娠期間中に必要な医学的な検査を実施する事業でございます。平成 28 年

度の実施体制としましては，健康診査受診費用の一部公費負担により実施ということ

でございます。平成 27 年度，28 年度共，量の見込みに対しまして実績としては下回

っている状況でございます。今後の方向性でございますが，少子化によりまして妊娠

届出数が減少し，それに伴い妊婦健康診査受診者も減少しております。妊娠中の健康

管理を行うためには，妊婦健康診査を受診することは重要であるため，受診勧奨に努

めていこうというものでもございます。 

 続きまして，11 ページを御覧ください。こちらは病児保育事業でございます。こち

らは，病児について，病院等に付設された専用スペース等におきまして，看護師等が

一時的に保育等を行う事業でございまして，平成 28 年度の体制としましては，ハピ

ールーム，白子クリニックにおいて実施をしているものとなります。実施状況としま

しては，量の見込みに対しまして利用数が若干下回っている状況でもございます。今

後の方向性でございますが，利用者数の実績は，感染症の流行等によりまして変動い

たしますが，ここ数年の利用者数は，年間 900 人前後を堅調に維持していることか

ら，現状を維持していくというのが今後の方向性でございます。 

 続きまして，12 ページを御覧ください。こちらは子育て短期支援事業でございま

す。ショートステイでございます。保護者の疾病等によりまして，家庭において養育

を受けることが一時的に困難となった児童について，児童養護施設等に入所させ，必
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要な保護を行う事業でございます。平成 28 年度の実施体制としましては，児童養護

施設・乳児院としまして，御覧のところが実施をしているところでございます。実施

状況でございますが，27 年度，28 年度共，量の見込みを実績が大きく上回っている

状況でございます。今後の方向性でございますが，平成 28 年度は，見込み数に達し

ております。また，必要な家庭への紹介なども有効であったと思われます。また，27

年度の実績には届かなかったものの今後も，児童虐待の未然防止の側面もあることか

ら，継続して事業を実施していこうというものでございます。 

 後に 13 ページでございます。療育支援訪問事業でございます。こちらは，療育

支援が特に必要な家庭に対しまして，その居宅を訪問し，養育に関する指導・助言等

を行うことで，当該家庭の適切な養育の実施を確保する事業でございます。平成 28 年

度の実施体制としましては，子ども家庭支援課所属の支援員が育児等の相談等を行う

とともに，保健師や看護師が養育に関する相談・助言・指導を行うという体制でござ

います。実施状況としましては，27 年度，28 年度共，量の見込みを上回っている状

況でもございます。また，今後の方向性としましては，社会情勢等から，養育困難家

庭が増加するということが想定されることから，継続して事業を実施していくという

のが今後の方向性でございます。 

 まず，資料１につきましての説明は以上でございます。 

 会長，一応説明が終わりましたので，質疑応答をいただきたいと思いますが，よろ

しいでしょうか。 

上田会長 
よろしいですか？はい，分かりました。 

この件につきまして，何か御意見のある方は？ 

山中委員 

すみません，山中です。前回もお願いしたのですが，できたら１つずつやってもら

った方が，あちこち意見が出ると私も意見があれなので。聞きたいこととかあります

ので，できたら番号順にやっていただくとありがたいです。 

上田会長 どうですか？ 

事務局 
はい。子ども政策課長です。前回は１つ１つ事業ごとで説明させていただきました。

今回は通して説明させていただきましたのは。 

山中委員 

あのー。通してはいいんですよ。意見を出してもらうのに学童に行ったり，あっち

に行ったりせず，２番はどうですか？と聞いてもらうとありがたい。という話です。

説明はいいと思います。 

上田会長 

では，そういう形で進めさせていただいてよろしいでしょうか？ 

では，3 ページの教育・保育事業に関してからスタートさせていただきます。まず，

この教育・保育事業に関しての何か御意見はございますでしょうか？ 

駒田副会長 

 半分質問みたいなものですが。結構ギャップが出てくる。いわば，経済状況とか潜

在的なニーズとか，少し好転していっているという，就業率ですか。そこら辺は，ど

うしようかなと思いますが。この辺りのことは 初にとったアンケートの中に即され

たものなのか，そしてこの仕事自体は国の指針に沿って計算している訳ですよね。何

か色んな補正をここにいれようと考えていたけども，鈴鹿市は特性があるんです。若

年人口が多い，若干所得平均が少し下の方，それから新しい核家族が多い。これを含

めた戸数を入れた。 初にね。それでも追いつかなかった結果こうなっていると思う

ので，そこら辺でこう何かその見ていく目安を変えて先に進めれば良かったのか，今
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のままで国に沿っていくしかないのか。ずっとずれてくるというのがありますよね。

そこら辺に関しては，当初予想されたズレなのか，やっぱり予想外のものなのか。

終事務局から聞きたいのですが。 

上田会長 事務局の方は今の質問に関して，お答えいただけますでしょうか？ 

駒田副会長 

何となく予想されたものに見えるんですね。これね。潜在的な需要というのがなか

なか掘り起こせてない。まあ，できるのだったらしたいのだけどもという人がいっぱ

いあったということ。こうなりそうな感じはあったんですけどね。これこのままいく

といつまで経ってもイタチごっこになってしまうので。 

山中委員 

すみません。この今回の見直し，前回のときに中間年の見直しです。大きな乖離が

あったらということで，結構乖離があったということで今日も提案をされている訳で

すけども，国が言っているその時点での乖離，28 年の 4 月 1 日という乖離と 28 年の

3 月，29 年の 3 月という乖離はまた違うんですよね。特に 3 号認定，0・1・2 歳とい

うところは，途中入所がすごく多くて膨れて 初と 後とではものすごく違うわけで

すから。そういう読みをどういう風にして考えていくのかってことを，ぜひ今度の見

直しの中では，待機児童を毎月出さない。4 月だけじゃなくって，5 月も 6 月も 3 月

も，みんなが入れるような計画をどう立てたらいいのかなという話をしたい。して欲

しいと私は思います。 

駒田副会長 まあ，そこら辺ですよね。国の定める・・・ 

山中委員 そうですね。4 月 1 日では，全然違うわけですから。 

駒田副会長 

4 月の初めは，つじつま合わせと言うと怒られますが，数を合わせることに一生懸

命で，結局は質の確保を我慢して，まず数を数える。それから，その分だけ認可外の

ところへずれていってしまってご迷惑をお掛けしていることもある訳ですし，それは

難しいかと思いますけれども，潜在的な需要をもう少し考えながら，計算しながらい

った方がいいだろうかなというところ。その潜在的な需要というのは， 初の調査の

ときに現れていたかどうかですね。 

林委員 

いいですか。ちょっと私も見当違いかも分かりませんけど，赤ちゃん訪問に行くと

きに，3 ヶ月で行く時に，必ずお母さんがいつ入園手続きしたらいいですか？いつか

ら働くんですか？ということの，やっぱり働いて育児をされる方というのは，もう会

社から 1 年育休ですよとか，3 年ですよとか，きちんと言われているんですよね。だ

から，多分これから保健センターの方で母子手帳をもらうときには，もうお母さんの

頭の中にはいつ復帰とかっていうのがあると思います。その時にちょっと聞き置きを

しておくと，大体どれぐらいの人数が控えているかとか。ちょっとズレがあるのは，

市役所は 4 月ですけど，お母さんは産まれ月までなんですよね。だから，その辺をも

っと計算していただくと，もうちょっといい数字が出てくるのではないかな。もっと

それを活用してもらうといいかなと思います。 

駒田副会長 出生数も若干月で変わると思います。 

上田会長 
その辺りで，選定の範囲というのをもう少し広げられることはできないのでしょう

か？ 

駒田副会長 
さっきのことは，どうやって情報を，潜在的な需要を含めた情報を計算の中に組み

入れていくか。将来，少子化もありますからね。多分，園の方でもそれも考えながら
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地域の方で，おそらく経営してみえると思うので。そこら辺の問題も，加味していか

ないと地域差が結構出てきていますので。 

山中委員 

ただ本当に，0・1・2 歳のところというのは，当然産休明けの入る 0 歳と，育休明

けから入る 1・2 歳というところがなかなか読み切れなくて，どうしても途中入所に

なるっていうところがありますよね。 

林委員 
今ね，園というか会社の方では園が決まれば復帰っていうことも考えている。って

なっているんですよね。だから，そういうこともきちんと情報として入れられたら。

山中委員 

一応，そういう風な復帰見込みという人は，何月からという保育の要件に当てはま

るので応募はできますけど，求職中という人が一番難しいですよね。仕事を探すため

に保育所にというのも要件ですけれども，やっぱりそこのところでそういう人がちゃ

んと入れるかどうなのかというのはちょっと難しいところもあるんでしょうね。仕事

が決まっていないのに，保育所？どっちがどっち？というのもあったりするんでしょ

うね。でも一応要件は要件ですので，市もちゃんとそこのところは認めてくれて，3 ヶ

月以内に仕事を探す，入園というような形にはなるんですけれど。 

上田会長 
その点で，今回市民・保護者として来られている秋葉さん。御意見をいただけます

か？ 

秋葉委員 

話が少しずれるかもしれませんが，私が保育所に預けていて感じたのは，意外と不

正ではないけれども，実際には仕事をしていないにも関わらず，例えば実家が自営業

でちょっとした手伝いとか，規定を満たしていないけれども預けられるという方とか

が非常に多くて，お母さん方の中でも軋轢ではないですけど，何で？何で？みたいな

ことはあったりして，でも普通に認められて入園されている方をすごくよく聞くんで

すけど，そういった話を。ちょっと前の待機児童の話に戻ってしまうかもしれないで

すけど，そういったものをちょっと一度洗い出していただいて，もうちょっと調査を

進めていただいた方が，本当に必要な方や入りたい方とかの人数を正確に出せるんじ

ゃないかなと思います。 

上田会長 
やはり，家庭の状況というのが関わってきますからね。その辺をまた，色々と御意

見をいただきたいのですが。青山さんの方で何か意見がありましたら。 

青山委員 

私は仕事が先にあっての保育所で入所という形を取ったので，スムーズに入所でき

ました。でもやっぱり知り合いの方とかの話が聞こえてくると，やっぱり仕事が決ま

っていないけど，入所はまずはできた。でもその何ヶ月以内という期間内に果たして

仕事がきちんと見つかるのかという不安の中で，やられている方も見えますし，本当

は働きたいけども保育所に預けられるかどうか分からないのに，仕事を探し出す訳に

はいかないなって。そこで足踏みされている方も実際にはもっと見えるかなと思いま

す。保育所でも定員数というものがあるでしょうから，それ以上に入所はできない。

でもその園の部屋の広さだとか，保育士さんの数もあるでしょうけれども，少しは柔

軟に定員数よりも多く入所できたりということはあるのでしょうか？もしそれがあ

るのであれば，もう少し働きたい，保育所に行きたいという方の希望が叶えられるの

ではないかなと思いますが。 

山中委員 

一応，保育所の状況を言いますと，鈴鹿市は 4 月 1 日では定員を守ってください。

それは今新しい制度になって，利用定員という定員が各園ごとに設定してあって，そ

こまでにしてください。でも，5 月からはそれを超えて配置基準ですね。先生の数と
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か面積とか，そういうところで余裕があったら入れてもいいですよって言われていま

す。ただ，本当に先生が今不足しているので，保育士の数，それから入りたいクラス

がいっぱいでもうどうしようもないというのもありますので，途中入所というのは鈴

鹿市でも年間 1,000 人はいかないかな。500～600 人は途中入所で入ってくる訳です

ね。ですから，その子たちは定員よりオーバーしている。それを 2 年間カウントして，

定員の 120％を超えていたら，その園は次の年に利用定員を上げて運営してください

よ。というのが今の取り決めです。だから園によって入りやすい園と，どうしてもそ

ういう体制が取れていない園とある訳ですよね。私たちが知っている園さんは，後半

に向かって人がずっと増えていくので，そのいわゆる 103 万の枠の働き手を何人か抱

えていて，4 月 5 月 6 月は仕事をしてもらわないけど，子どもが増えてきたらあなた

来てください。あなた来てください。で年間 103 万で抑えるという保育士さんを抱え

ているところもあるし，年間を通じて余裕があればいいですけど，お金が限られてい

ますので，子どもの数とそれから働く人のバランスを取りながら入所を決めていって

いるというのが，現実です。その辺では市も途中入所で苦労して見えると思うので，

聞いてもらったらいいと思いますけど。 

上田会長 近藤委員もお願いします。 

近藤委員 

先程，保育士さんのお話が出ましたが，これ子どもの量の見込みばかりですよね。

中で働いている保育士さんの話をここ数ヶ月で色んな話を聞いて，私はこんなにひど

いのかと思う程です。保育士連盟の方も見えているので，ちょっと言いたいですけれ

ども，やはり若い子達が働けない。というのが切実な想いで，私立だけではなく公立

もそうなんですけれども，それこそ持ち帰ってする仕事が多過ぎる。休日なのにその

仕事を持ち帰ってするんですけど，それができたかどうかの確認の電話がかかってく

るということを聞きました。その休日って誰のための休日なんですか？って私は思っ

たんですけども。それとか，研修に 1 日行っても 500 円しか出ないとか。1 日ですよ。

朝から夕方までですよ。それで研修費が 500 円しか出ないとか。それとか，あと土・

日・祝日出てもその代休を取るのは，自分の有給で取りなさい。と言われた保育園も

あるそうです。そこでは働けませんよね。もう私もどうしてあげたらいいのか，すご

く困ってしまったのと，保育園は保育士さんがいなかったら子どもを見れないじゃな

いですか。園の体制もすごくひどいところもあるみたいで，それこそ正規が少なくて

後はパートの人たちで見るので，正規の仕事がすごく増えているところとか，それと

かやっぱり色々今問題になっていますよね。給食のこととか。それとか，エアコン・

クーラーのことだってそうなんですけど，鈴鹿市の中でも親御さんが来るときはエア

コン・クーラーを冬も夏も付けているけれど，親御さんがいなくなると消してしまい

ますという園もあったりとか。理事が訪問してきたので，子どもの給食を削ってこう

いう給食を出していますということも聞きました。で，どうしてあげたらいいだろう

とずっと私は考えながらいるんですけど，やっぱりそういうところで学童は本当に監

査の時に，きちんと障害児加算，それから支援員加算が使われていなかったら返して

ください。と言われます。そういうところではやっぱり，私たちも学童もそうですけ

ど，皆さんの税金をいただいて働いているので，それは当たり前のことだと思います

が，やっぱりそういう検査とかはされないのでしょうか？という思いがすごくありま

した。私たちもそうですけれども，給料明細も全部市に見せます。そこでちゃんと支

払われてなかったら，何で支払われてないのですか？と言われます。そこまで細かい
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ことはやっぱりできないのかなっていう思いでいます。 

駒田副会長 
 お気持ち重々分かるし，御意見を聞くことも大事なことですし，責任者の方にも注

意していただけると思いますが，話がちょっと。 

近藤委員 

すみません。量の見込みからちょっとずれてしまいましたけれども。やっぱりこの

量の見込みを見ていて，これだけの子どもたちを鈴鹿市の保育士さんたちがすごくが

んばっているのに，そこの処遇改善が上がらないっていうのはおかしいな。ていう思

いがしたので，申し訳ございません。何かちょっと，どんどんずれていってしまって。

ごめんなさい。感情的になってしまって。 

駒田副会長 

ちょっと事務局に聞きたいですけど，予算のこともありますけど，確保の方策，見

込みはすでにそれの上をいっている訳ですけれども，確保の方が。それでも足りなく

なってくる場合に，確保しすぎて特に国から何かくる訳ではないですもんね。ただそ

れがすごく難しいだけで。少し，当面の間しばらくはそっちの方向へ少し上げていか

なきゃいけないということですね，これ。目標値を。国の定める目標値プラスα許容

範囲ではなくて，それ以上のところを鈴鹿市独自の施策として，こちらは上げる，こ

ちらは減らすということを考えていかないといけない。そのためには，それなりの指

標とか調査とかが必要になる。当然それは保護者の方の，これから妊娠・出産される

方，育児をされている方，これから保育所に入れたい方を含めたそれなりの調査が必

要ということですよね。定期的な。 

事務局 

駒田副会長が言われましたように，量の見込みを実績が上回っている，それも大き

く上回っているところもございます。それについては，当然見直し等，また減ってい

るところについても，今の現在において何らかの補正をして見直しをするというとこ

ろでもございますので，見直しの方法と言いますのは資料の 2 の方でまた説明をさせ

ていただきますけれども，その中で見直しをするときに，今おっしゃった市独自の運

用あるいは方向性というものがどうかということも本年度の会議の中で，議論いただ

きたいところかと思います。まずは資料 2 の中で，見直しの考え方的なものを資料で

用意しておりますので，こちらを聞いていただきながらその方向性というか，今日全

てですね教育・保育事業とそれと，地域子ども・子育て支援事業が大きくありますけ

れど，全てできませんので，今日は教育・保育事業につきまして，見直しの数値以外

のものも資料 2 の方で整理をしておりますので，そちらの方をまず説明させていただ

く形でもよろしいでしょうか？ 

ただ，１個１個まず委員さんの方からこの実績についても御意見をということでご

ざいましたので，その辺りはまた，まずそちらの方を聞くということでありましたら，

そちらの方を進めていただくのも１つでございますけれども，その辺りはどうでしょ

うか？ 

上田会長 

では，先程事務局よりご意見がありましたので，１つ１つ聞くという形でさせてい

ただこうと思いましたが，先に資料 2 の方の鈴鹿市子ども・子育て支援事業計画の見

直しの方に先に進ませていただいて，御説明の方をいただきたいと思います。 

事務局 

では，資料 2 を御覧ください。こちらが見直しの方法とかまず手順から記載をして

おります。資料 1 でもありましたが，国からの通知に基づきまして，本市の事業計画

につきましては見直しが必要かどうか要否の基準に照らして，分析をまずいたしまし

た。この表を見ていただきますと，まず１号認定でございますけども，市の事業計画
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上段が 2,115 人に対しまして，その下の実績値が網掛けになっているところでござい

ますけども，2,205 人でございます。その下に乖離分析と，要はどれだけ開いたかと

いうパーセントでございますが，そちらは 104.3％でございました。その次に，2 号

認定でございますが，上段の市事業計画 2,993 人に対し，下の表の実績値が 2,794 人

で，乖離分析値が 93.4％です。続きまして，3 号認定の 0 歳児でございますが，上段

の 355 人に対し，実績値が 166 人で乖離分析値が 46.8％と開いています。また，1

歳・2 歳児でございますが，上段の事業計画の 1,265 人に対し，下の表の実績値が 1,468

人で乖離分析値が 116％でございました。この下の点線の枠の中にもございますけど

も，3 号認定の 0 歳児と 1 歳児・2 歳児において 10％以上の乖離がございましたの

で，見直しが必要というのがまずここで出てきています。特に 3 歳未満児に該当する

3 号認定については，非常に顕著な状況となっています。 

次の 2 ページを御覧ください。ここには，国の手引書に記載しております見直しの

手順というのが記載しております。手順のあらましとしましては，実績値を把握した

上で，その乖離，開いた要因の分析と補正を行うものでございます。この（3）にあり

ますように，この事業計画のもともとの策定時においては市町村の子ども・子育て支

援事業計画における量の見込みの算出のための手引きというのが示されております

ので，それによって量の見込みの算出をしております。具体的には，今後の児童数の

見込みに様々なその家庭の類型の利用意向を加味して算出をしていきます。今回の中

間年における見直しは， 新の情勢を踏まえた推計児童数（将来の子どもの児童数）

を算出しまして，平成 28 年 4 月 1 日現在における 1 号認定から 3 号認定ごとの支給

認定割合を基本としながら見直し後の量の見込みを算出するとなっております。 

隣の 3 ページを御覧ください。ここからは，具体的な見直しの方法でございます。

まず，推計児童数，一番上の枠の項目でこれは当初平成 27 年の策定時とその実績を

比べますと，予想以上に実は人口が減少しているということが出てきます。丁度真ん

中に○印で自然増減欄のところの出生数につきましては，平成 27 年から平成 28 年，

ここで 102 人が減少で 5.8％の自然の減少となっておりまして，過去 3 年間を見まし

ても確実に出生数が減少していることから手順の項目としましては，0 歳児の推計の

値を過去 3 年間の平均減少率として，3.25％というのを仮定しまして，児童数を推計

していこうというものでございます。上のグレーの手順のところにその 3.25％として

見込むというところでもございます。その下の推計児童数のところに枠がございまし

て，縦軸が 0 歳児から 5 歳児，基準年度と人口予測というのがございます。このグレ

ーになっているところが，その基準となる平成 28 年と来年の 30 年，再来年の 31 年

がグレーになっているんですけども，この下のコーホート変化率と言いますのが，そ

の過去における実績人口の状況から，その変化率を求めてそれに基づいて将来の人口

を推定しようというのが，このコーホート変化率というものでございます。 

4 ページを御覧いただきたいと思います。ここからは，各認定基準ごとの支給認定

割合でございます。まず，こちらは 1 号認定ですけれども，女性・お母さんの就業が

増加していることを踏まえまして，無職あるいは短時間のパート就業のために，幼稚

園を利用していた 1 号認定の保護者が，2 号認定に移行する傾向，要は保育所の方へ

移行する傾向あるのではないかと推察いたしまして，平成 28 年度に於いて 2 号認定

を受けた母親の認定事由を分析しました。その結果，平成 27 年から 28 年にかけて 54

人の方が就労を理由に増加，それが丁度アルファベットの（B）欄のところで，支給
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認定事由（Ｈ28）のところで，就労が 801 人であったのが 855 人と 54 人増加したと

いうところでもございます。その結果，支給認定の割合を算出していきますが，そう

しますと（A）のところで 5,380 人というのが，前後して申し訳ございませんが，3 ペ

ージの推計児童数という一番下の枠のところでございます。ここも平成 28 年 4 月 1

日のグレーのところの 3 歳・4 歳・5 歳の合計が分母になって，その累計の 2,151 人

の割合で見ますと 40％が支給認定割合という風に考えるということになります。数

字が多くて申し訳ありませんが。 

次に 5 ページを御覧いただきますと，今度は 2 号認定の子どもでございます。こち

らも 4 ページの 1 号認定の算出方法と同様に，お母さんの就業の増加などを踏まえな

がら補正を行っていきます。平成 28 年度の就労の事由別認定状況を見ますと，求職

活動の，参考という欄がございます。そこの上から 7 段目に求職活動というのがござ

います。その割合が 27 年から 28 年にかけては減少して，逆に就労の割合が増加して

いるというところでもございます。就労というのが一番上のところでございます。こ

ういうことから，働いているお母さんが増加していることが伺えます。また，育児休

業による事由が増加していることで，年度途中に先程委員さんからもありましたよう

に，年度途中における育児休業明けの保育ニーズが本市では増加していることが判断

をされます。その理由といいますのが，5 ページの一番下の（参考）欄の途中入所の

状況というのが，2 号認定の期首（4 月）と期末（翌年度末）で見ますと，非常に公

立，私立の増加率が高くなっている。このような要因を踏まえ算出をしましたところ，

支給認定割合というのが 54％，50％を超えるというのが数字として出てきていると

いうことです。 

 もう 1 枚めくっていただきまして，6 ページでございますが，こちらは 3 号認定 0

歳児です。資料の下段の（参考）欄の一番下の途中入所の状況を御覧ください。年度

当初の数が公立・私立を合わせて 166 人でありましたのが，年度末では 434 人となっ

ておりまして，年度途中に約 2.6 倍も増加しているということでございます。先程，

見直しの要因の判定では，4 月 1 日現在と比べて乖離があるか否かを判断しましたが，

本市に於いてはこの年度途中の受入れが極端に多いことから，これらの傾向を踏まえ

算出しているというものでございます。なお，この※印で記載しておりますのが，こ

れは少子化の進行でありますとか，民間の事業所において育児休業制度の充実をして

いくということを期待しまして，2.5 倍というところは，上の算式の（B）欄のところ

の 172 人×2.5 というところでもございます。これで 1 号認定，2 号認定と同様に母

親の就業の増加でありますとか，年度途中における育児休業明けの保育ニーズを考慮

しながら算出しました結果，支給認定割合といいますのが 26.1％となっております。

 続きまして，7 ページでございます。これが 3 号認定で子どもが 1 歳と 2 歳でござ

います。先程の 6 ページの 3 号認定と同様の考えから算出していきますと，支給認定

割合が 46.5％として，補正後の見込みを算出してﾊﾟｰｾﾝﾃｰｼﾞをまず把握したわけでご

ざいます。それを踏まえまして， 終の 8 ページを見ていただきますと，考え方とい

うのが補正後の量の見込みとしましては，補正後の推計児童数，子どもの数に対して

先程申し上げました支給認定割合にこれをかけたものをという形で補正を行ったと

ころ，この枠の縦軸が 1 号認定，2 号認定，3 号認定に対して，30 年度，31 年度の推

計児童数に対して支給認定割合のパーセントを掛けて，量の見込みを弾いたものがこ

ちらの表でございます。その枠の右側に P4①と書いてありますのは，この数字はどこ
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に現れているのかということを示しております。例えば，1 号認定の推計児童数の

5,110 といいますのは，この資料の 4 ページの①の数字がここに出てきています。こ

れらの考え方で見込んだところ，補正後の見込み量といいますのが，30 年度，31 年

度の 1 号，2 号，3 号の見込みがこのようになっております。これが一応，国からの

手引きに基づいて推計の児童数と認定割合で算出した数でございます。この表を見て

いただきますと，横で 30 年，31 年となっておりますが，右が（参考）で策定時，策

定時といいますのが当初の平成 27 年度の策定時の数字ですので，こちらが 30 年，31

年に算出した結果，試算の結果ということでございます。数字が非常に分かりにくい

かもしれませんが，このような状況でございます。以上です。 

駒田副会長 

鈴鹿市の所要流入人口の多さですよね。過去 20 年間の人口予測を聞きながら，結

局は 10 年ぐらい遅れていく。実際，出生数よりも 1 歳半健診，3 歳半健診に来る子

どもの数の方が少々多い。例えば，2,000 人切っていた出生数の時に 1 歳半健診，3 歳

半健診に来る子が 2,000 人を超えている。そこら辺の補正というのはどこに入ってい

る？出生数の表れる率は 1 歳半，3 歳で入ってくる方が結構あるということ，それ以

降もある，出て行く方もある訳ですけれども。ここに転入が多い，少ないというのが

ありましたけれども，結局出産・子ども育児年代が入ってくるのがほとんどで，年代

的に。そういう補正はどこに入っているのか？鈴鹿市の要するに，若年人口が他より

若干多いとかというのもありますし。その辺がもうちょっと加味されるものでない

と，数字だけを見て計算をしていくと，結局 3 歳，4 歳以降からどっと足りなくなっ

てしまうということが出てくる可能性は元々ある訳ですよね。鈴鹿市の特徴として。

山中委員 

すみません。それは私たち保育所をやっていても思うのですが，引っ越してきて保

育所に入りたいという方というのは結構あります。ですから，それもちゃんと見込ん

で欲しい。それは，これから今日決まるわけではないので，そういう話をしていくの

でしょうけど。それともう 1 つは，保育の要求が段々高まってきている。今後も高ま

るのではないか。子どもは減るけど，認定される子どもの数は増えていくのではない

か。ということも見込んでいかないと，正確な計画にはならないなと思いますので，

その辺も含めて。 

事務局 

まず，あくまでもこれは出生数ですので，その後の流入というのもありますので，

その辺りが転入される方が，企業が多いということは傾向として分かっていることで

すが，具体的にどれくらいの数値かということは今現在掴めてはおりません。 

山中委員が言われたように，保育のニーズは子どもが減っても増えているというこ

とでもございますので，その辺りをいかにこの数値上で基準とすることができるかと

いうことを，検討させていただく必要があるかと思います。 

山中委員 

基本的なことというか，今回の見直しをしていく数というのは，実を言うと国がそ

れをちゃんと計画を立てよと言う中に，どこにどんな保育所をどれだけ造るかとい

う，鈴鹿市の基本的な姿勢というものも見られる訳です。国は今，鈴鹿でも少し前に

新聞にも載りましたが，企業主導型保育というのも含めて，この需要を満たすという

ことを考えていけということを言っていますので，そこも含めて本当にどれだけ需要

があって，供給がどれだけあるのかというのをちゃんと見ないと，今後の保育園をど

うするか。認定子ども園をどうするか。そういう企業主導型，それから認可が下りて

いないところもあるという風なところでしっかり見ていって欲しいなと思います。 

それと，もう 1 つ答えておきたいなと思うのが，先程秋葉さんから出ました入所の
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いわゆる，本当は必要でない人が入っているのではないかという疑問ですが，それに

ついては私たちは今のところ書類に頼るしかないので，書類でやっています。市の方

から毎月来るんですよ。○○さんの就業証明が切れますよ。とかこの人は職を探すた

めに 3 ヶ月ですから，○月末で保育期限が切れますよ。という…で，その書類を出し

てくださいという形で保護者に伝えて，こういうのが来ているから出してね。という

のを，毎月やっています。ですから私たちは，必要な人を保育していく。市から委託

を受けてしているという形になっていますので，実際どうなのかというのは非常に難

しいところで，そこはやはり市の方がその書類に頼ってやっているというところがあ

るのではないか。そこはそんなにないのではないかなと私は思っていますし，そうや

っているつもりです。 

秋葉委員 それで，結局本当に入りたい人が入れない話も度々耳にするので。 

山中委員 

その本当に入りたい人が入れないというのも，保育所に相談，私たちもそういう相

談たくさん受けますから。その人をどうやって，どこが空いているかとか，そういう

のも紹介もするしやりますので，そこはきめ細かく保育所にも頼ってもらって相談に

行ってもらったらいいし，役所にも行ってもらったらいいと思います。本当に探して

いる人に保育所がないのか。全体的な数，ここの中で議論したものでいくと，例えば

去年の 28 年 4 月 1 日に潜在的な待機児童が鈴鹿市には何人いたか。という報告も国

にはしている訳ですから，実際そういうのがあるというのは事実となります。ですか

ら，それをどうしていくか，途中入所で入れていくのかという部分ですね。それはし

ていかないといけない。それから，もう 1 つ近藤さんからいただいた処遇改善のこと

というか，保育士がすごく給料が安いということが。 

上田会長 ちょっと話が逸れていっていますが。 

山中委員 

でもそれだけ答えさせてもらわないと，それで終わってしまうと困るので。簡単に

やります。その点については，こういう意見もあったということを，私保連の方で皆

さんに伝えて，そんなことを言われないようにしようという話をしたいと思います。

それから，今度来る世間で言われている 4 万円という処遇改善のものもきたらちゃん

と職員に渡したいと思います。 

上田会長 

ありがとうございます。 

今回，環境の改善のことも含めまして，仕事の状況，設定に関してでもですが，そ

れに関して他の委員さんから何か御意見はありませんでしょうか？ 

西村委員 

今保育が必要な保護者のことが出ていましたけれども，就労とか出生数だけに囚わ

れていますが，やはり保育の現場，支援の現場の中では保育がなかなかできにくい保

護者の方たちが，就労もできずに保育園に預かって欲しいというケースが結構ありま

す。それでも保育園に入れなくて違う手立てを考えて，でもそこはお金がかかるから

というところで，なかなか自分が思うような支援が得られないということも聞いてお

ります。そこもこれからどんどん増えていくような気がします。感覚的に。数がちゃ

んと抑えられている訳ではないですけれども。ですから，そういう方たちのためにも

保育園はすごく大きな役割をすると思うので，やはりそこの数も見込んでいただける

とありがたいなと思っています。以上です。 

上田会長 ありがとうございます。 

林委員 今日，先程山中委員が持ってきてくれた（新聞記事）これの位置付けというのを，
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企業が主導で保育園をやっているというのを新聞で初めて見て，これは市としてどん

な扱いで，どういう位置付けになっているのかというのを聞きたいと思って来まし

た。 

もう１つは，これは先程言われたので例になりますが，やっと預けられた保育園か

ら「お母さん，預かれません」という宣告を受けて，どういうことかなということで。

多分辞めてください。ということを突然言われて，それで他のところを自分で探して，

見つかったから良かった。その人は当然就労している方なので，そういうことの相談

というのは市役所に持って行くものなのか，どうでしょうか？ 

駒田副会長 ちょっと状況がよく分からないのですが。 

林委員 

私が見ていても大変な子どもさんです。私立保育園の方で，辞めてくださいと言わ

れて，辞めざるを得なくなって，それをその方が自分で探さないとと思って。就労し

ているので。慌てて探して，入れてもらって。私のところに，この保育園はいいんで

すか？と聞きに来たので。そういうことは，初めてだったので。こういう預かれない

という話は個人的にされるのかな。ということにビックリしたんですけど。 

駒田副会長 
それは子家課の関与はあったのかどうかは分からないですよね。 

必ず情報がないと。 

林委員 

子家課に言おうと思ったんですけど，お母さんが「普通なんです。普通なんです。」

と言われるので。ただ，私たちもそういうことは余り言えないので，市の方に行って

言ったらどう？と言ったが，結局は時間的なことがあって，自分で探したと言って見

えましたけど。 

山中委員 そこの保育園に入られた？ 

林委員 

入られたけど，そこもってすごく心配をしています。だから，保育園の方で上手に

誘導してくれれば，上手に関わりを持てていけたのにな。と思ったけど，私たちは専

門ではないので，それを簡単に電話しましょうかとは言えませんでした。 

駒田副会長 
ある意味では，不適切な状況，家庭で欠けている情報は上げていただいてもいいの

ではないですか？ 

林委員 

そうですね。それが二人なんですね。子ども二人で。預かっていただいた保育園に

はすごくありがたいなと思って，お礼を言いたいぐらいだったのですけど。でも，私

が見ていてもやはり，大変ではありました。でも，上手にしてもらって，うまくいっ

たケースですね。結局は。今までちょっと心配していましたが。それを園の方で，も

うちょっと何とかカバーしてもらえなかったかなと思って。 

駒田副会長 

本来それですと，将来的な就学までのことも含めて，支援をする必要があるかどう

か判断まで含めて，子家課に情報が上がれば子家課が対応する状況に今なってはいま

すし，上がらなくて新しい方の園でそれなりに対応していただいても，結果的にその

情報が学校に上がらなければ，その子にとって非常に不幸なことが起こりますので。

林委員 

でも，園にちゃんと通っている子どもなので，私たちが口を挟むことではないなと

思って。園が必ず対処できる。怪我もなく，毎日行っていたので。それはやはり私た

ちの方ではちょっと見てくださいと，外から言うのはちょっと難しいなと思ったんで

すけど。 

駒田副会長 それに関しては，守秘義務の個人情報保護の枠を超えても構わないと言いますか。
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林さんはその権利を持っていますから。 

林委員 

本当によく知っている方だったので。園の入園のときにもずっと相談を受けていた

方だったんです。だから，すごく迷ったんですけど，迷っているうちに自分で探した

と言ってきたので，良かったなという気持ちのが大きかったんですけど。 

駒田副会長 その情報はきちんと共有しなければいけないものなので。 

西村委員 

子ども支援に関わっているところでは，何か，ん？と思ったりした場合は子家課に

必ず連絡をすることは，必要な義務だと思います。そこのところは，何か下手な情報

を出してしまってこのお母さんが困るのではないかとか，そういうことではないとい

うことはよくご存知だと思いますが，子どものために必要な支援を受けられるという

きっかけになるのでぜひ。私たちも十分気をつけて子家課に連絡をしたりしていま

す。それで前に転入された方が，他の市で色々な支援を受けていて繋がったというケ

ースもありますし，それが子どもの為になると思います。 

林委員 
それが事後報告だったので，もっと早く気が付けば良かったんですけれど，もう見

つかりました。という連絡だけだったので。 

西村委員 躊躇せずに。 

事務局 

子ども育成課長の坂本と申します。よろしくお願いいたします。企業主導型保育の

記事についてですが，新聞でも 4 月末，5 月頭ぐらいからたくさん宣伝というか，記

事にもなっておりましたので，注目度も高いのかなという風に思っております。認可

外の保育所さんの方からも，こんなことですが市は実情を捉えていますか？というこ

とも問い合わせがございました。私立の保育園連盟の方からも，地域枠無料という割

と過剰なサービスが載っておりましたので，その辺のご心配もいただいていたところ

です。この事業については，内閣府が直に事業所と話をして，待機児童を減らすとい

う目的で始まった事業になります。今まで事業内保育所というのがあったと思います

が，住友さんやヤクルトさんとかがあると思いますが，そことの違いは何なの？とい

うことも出てくるかと思います。なかなか，一言では言うことは難しいですが，企業

主導型保育というのは，内閣府からの運営費，設備に対する助成が直接出ている事業

です。従来の事業内保育所というのは，基本的に徴収する保育料で賄っている事業と

いう位置付けになっております。記事に出ていた事業所さんについては，企業主導型

保育ということで始まって，三重県からも現在認可外の届けをしてください。という

ことで，認可外は県への届けとなりますので，市を経由して県への届けをしている状

態です。皆さんがご心配をいただいていた，地域枠保育料 0 という区分については，

これは直接国に確認をさせていただいたところ，やはりそういった取り組みはおかし

いよね。ということで指導をいただくという形で進んでおります。 

上田会長 よろしいでしょうか？それ以外に御意見などございますでしょうか？ 

事務局 

転入・転出，出生数ですが，鈴鹿市は非常に転入が多いという御指摘がございまし

た。その辺りの人口の増減をいかにこの中で見ていくかということですが，資料 2 の

3 ページの真ん中の分析という項目の中には，転入と転出による増減はここでは平成

26 年，27 年，28 年を見た中で，平成 26 年と 27 年については，転入よりも転出が多

くて人口が減っているのですが，平成 28 年は逆に転出が転入より少なかったです。

こういう年間を通した増減はここで反映はさせてはいただいています。 

駒田副会長 これは，転出の家族の数？ 
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事務局 世帯です。 

駒田副会長 これは年代的な評価ではない？ 

事務局 
 そうですね。子どもさんがどうかという。そこまで細かくは数字として入っており

ません。 

駒田副会長 

事実，学校の方はパンクしかけている状況が 2 つある訳ですし，そこら辺を見ると，

意外と若年層が入ってきて若干上が出て行っていくってこともそれは当然言えます

よね。どういう年代が入ってきて，どういう年代が出て行っているのか。 

上田会長 

まず，ここで転入出の問題から数値上は大きくどう変動していくかというのは，

実際，鈴鹿市における転入状況を考えていくと，なかなか読みにくい。その辺をもう

少し大きく運用を広げたところで，また検討していただきたいなと思います。 

この点に関しては，皆さんはどのような御意見ありますでしょうか？ 

駒田副会長 

結局，保育所があれば働きたい，預けられれば働きたいという潜在的な需要という

のを， 初の時に一応拾えるはずだったけど，結局後から開けてみたらそれ以上のも

のが実はあったということなので，そこら辺のことも，3 年前に調査した訳ですけれ

ども，もう一度一部だけでも地区を絞ってみて調査されるのも必要では？満足度も含

めて，幸せだといいのですが。そういう風な前向きな気持ちで調査を，数合わせばか

りではなくて，本当に満足してもらっているか，幸せと感じてもらえているかという

ところの調査が進んでいくと素晴らしいな。と思います。 

上田会長 その点も踏まえて，御意見をお願いします。 

事務局 

鈴鹿市が総合計画を策定するに当たりまして，市民の皆さまのアンケート調査は実

施いたしております。その中で，重要度に対して満足度が高いのはどれか？という調

査を項目にした中で，関心としましては市民の皆さまは非常に重要度が高い，満足度

はまだ低いという傾向は出ております。 

上田会長 満足度が低い理由というのは，主にどういうことというのは？ 

事務局 今，この場に資料を持ち合わせておりませんので。 

上田会長 他に御意見等ございますでしょうか？ 

山中委員 
教育・保育の部分だけでこの計画の話をしてしまったので，他のところも，学童の

ことも 1 つずつ。 

上田会長 

まず，資料 2 の方で他に御意見はございませんか？よろしいですか？ 

では，資料 1 の方に戻っていただいて，3 の項目地域子ども・子育て支援事業の時間

外保育について確認をさせていただきたいと思います。意見等ありましたら，お願い

します。 

駒田副会長 
公立の土曜日の保育は結構進んでいると思ってよろしいですね。さらにそのまま充

実させていく方向であると。 

事務局 公立ですか？ 

駒田副会長 公立です。 

事務局 

前回，公立の時間外・延長保育はどうなっているのですか？というお話をいただい

たと思うのですが，その際にも公立の保育所では，朝 7 時半～夕方 18 時半までの 11

時間保育というのを実施しておりまして，それ以降については保護者の方が特別な理
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由によって遅れる場合を除き，それ以降の延長は行っていない状況でございます。 

駒田副会長 実質，公立と私立の差はなくなってきたという解釈でいいですね。 

山中委員 
この前の市長との懇談では，公立も土曜日は開ける方向でという話をされていまし

たよね。 

事務局 
まだ，来年からすぐにとか再来年からとかではないですが，その辺の方向性を持っ

て，これから検討もし，計画を立てていきたいなと考えております。 

山中委員 
延長保育は今のところ，30 園が実施しているし，かなり応えられていると思いま

す。先生が言われた公立の土曜保育がいつも問題になりますけど。 

上田会長 

延長保育に関しては他に質問・意見等は？なければ次に進ませていただきます。 

では，（2）の一時預かり事業（一般型・幼稚園型）について，何か御意見はござい

ますでしょうか？ 

山中委員 

これも実施しているのが，公立では 2 園と私立で 10 園ということですけれども，

相変わらず需要は高いです。すごく多いです。問い合わせも多いです。ところが，そ

れを預かれるだけの能力というか，ないので本当に調整をして預かっているという状

況にあります。やはりもう少し公立の方，この間の話では新しい西条でもやるとかと

いう話もありますので，拡大をして欲しい。それがこの間の市長との懇談会の中でも，

やっぱり一番そういう意見というのが多かったですから。特に入所ではなくて，いわ

ゆる色んな理由を持って，一時的に預かって欲しいという要求は高いですね。そこは

充実して欲しいなと思います。 

秋葉委員 

先程の話にもありましたが，鈴鹿市の特徴として転入の方が非常に多いという話だ

ったので，やっぱり親戚とか知人のサポートを得られない人がすごく多いと思いま

す。そういう地域性から見ても，もっと一時保育を充実させるべきかなと思っていま

す。特に緊急性が高いものに対応ができるとか，小学校でも低学年の子まで見ていた

だけるようなところがあると，非常に子育てがしやすいなと保護者の立場からは思い

ます。今後もうちょっと充実させる余裕というのはあるのでしょうか？ 

事務局 

公立の保育所につきましては，先程山中委員が言われたように，現在は 2 ヶ所でや

っておりますし，西条の建て替えに合わせて事業の拡大も考えております。今現在や

っている 2 ヶ所につきましても，1 ヶ所河曲保育所については専用の部屋がございま

すので，そこである程度のキャパがありますので，その中で安定した受入れの件数を

やっていく状況ではございます。神戸保育所の方については，毎年毎年，入所数（子

ども数）が違いますので，それに合わせて今回はどこの部屋を使おうかなということ

を考えておりますので，ここに載っている件数についても神戸保育所は 28 年度は少

なかったという状況です。ただ，需要もたくさんありますので，できるだけ受入れを

していきたいという方向では考えておりまして，担当の保育所，保育士と連携を取っ

て話し合いをし，できるだけ受け入れできるようにという話をしております。 

上田会長 
 ありがとうございました。サービスの低下に繋がらないように，よろしくお願いし

ます。 

青山委員 

この一時預かり事業についてなんですけれど，1 年半利用しました。その時に思っ

たことが，利用したい日を前月の○日までに予約をします。それは自分が予定を立て

て，この日，この日ということを提出しますが，希望通りにはいかないです。月に利
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用できる日数が決まっているので，その中で自分で割り振って希望を出しますが，こ

の日だけはどうしても預かって欲しいという日がある週は必ずそこに入れてもらえ

るように，毎週 2～3 日希望を出しているところを，その週だけはその 1 日だけにす

るとか調整をしていました。急に何かの事情で子どもを預けたいということもあると

思いますが，それには一時預かり事業は合わないですよね。予約制なので。そういう

ところももう少し自然体で何か対策というか，講じてもらえると子どもを育てやすい

と感じました。 

伊藤委員 

今言われたように，急な方の一時預かりというのが圧倒的に多いです。その日であ

ったり，前日というのは日常茶飯事です。受入れ枠がある時は，当日でも受けれます

が，人数が多い時は断らないといけない時もあります。この 4 月で無認可の保育園が

2 園閉園されましたので，減ってしまった。なので，ここ 4 月からは一時保育の方が

増えてきている。それだけ需要があって，必要なものであると思われます。今は亀山

市も認可外とかがあまりないのか，そちらの方からも急な一時預かりがかなり増えて

きています。場所的なものもあるのかもしれませんが。一時保育というのは，どうし

てもお母さんたちも急に体調が悪くなられたりとかは何週間も前から予約したりす

るのは不可能ですよね。なので，そういう急なものというのは必要であろうと思われ

ます。 

駒田副会長 
支援の NPO の方でもそのようなシステムに乗れるのか，急なものに。あらかじめ

の契約が必要となると難しいのかもしれませんが。 

西村委員 

そうですね。ファミリー・サポート・センターを利用されている保護者の方からの

御意見もあると思いますが，急な対応という，子どもが飢えてしまったり，凍えてし

まったりしたら困るので，できる限りの対応はさせてもらいたいと思っていますが，

ファミリー・サポート・センターは専門家ではなく，地域の方たちが地域の再構築の

ような形で地域の中で見守る体制を作りたいという思いで作っておりますので，提供

会員の方にも色々な力量というか，その方の資質というものがありますので，全てが

全て受け入れられる訳ではありませんが，本当に何ともならなくて，必要で可能性が

あれば対応させてもらっています。 

駒田副会長 
急に突発性の事故が発生した場合に，その情報がその方にちゃんと伝わっているか

どうかということですね。 

西村委員 

そうですね。先程，山中委員がおっしゃってましたけれど，新聞にも載っていまし

たが，そこの中ではなかなか情報が入ってきていないというか，知り得る部分が見え

にくいということが出ていたので，その情報を例えば赤ちゃん訪問の時に持って行っ

ていただいたりしていますが，健診の時にまた詳しく丁寧にとか，見やすい資料を作

るであるとか色々なことを考えて改善をしていく必要があるのかなと思いますが，で

も簡単に使えるというものではないと。インターネットで予約をして，○○○に行っ

てもらったら預かれますよ。というものではないので。直接きちんと提供会員の方と

マッチングを急でもしていただかないといけないので，そこが可能であればというこ

とです。ただ，情報を知らなくてすごく困っている方もいるので，その情報を知らな

いということをなるべく，鈴鹿市民の方たち皆さんに伝えるということの努力はして

いかないといけないかなと思います。 

山中委員 私のところもそこにあるＪ施設，延べ利用者数 1,849 人のところになりますが，う
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ちも一応は緊急枠というのは残しています。緊急に対応できるように。それでも対応

できない時は，ファミサポさんからうちを紹介されて来たり，うちが無認可さんを紹

介したりと，そういうネットワークもできて，公立（神戸・河曲）にも聞いてみてと

いう情報提供はして，それでうまく入れたということもあるので，どこかに頼っても

らったらいいのではないかと思います。 

西村委員 

決して押し付ける訳ではありませんので。安全に安心にお子さんを預かれるという

ことだと，お金も掛かるし，緊急で対応もできませんから，しっかりした所でとかま

た別の所でという風に繋いでいくことをしないとダメだなと思います。 

上田会長 

ありがとうございます。いわゆる情報の部分ですね。預けたい側の情報が正確に伝

わっているかどうかということが一番大きいと思うので。その辺はまた鈴鹿市の方で

御検討いただきたいと思います。 

西村委員 

先程，緊急の場合はなるべく対応させていただきますと言いましたが，基本的には

必ず前日，早い段階からマッチングをしていただいて登録をしていただくということ

が基本なので，そこのベースは崩さないことが大事だと思っています。子どものため

にも，御支援していただく方にも。ただ，色んなことがあります。御相談ください。

と言って，色々制度を使ってもらったりということはあるので，一度御相談いただけ

ればいいなと思います。 

上田会長 

緊急時の対応等を含めた，基本理念は変えずに，より良い環境の中でできるような

システムをまた皆さんの方でもお考えいただけたらと思います。よろしくお願いしま

す。 

 では，（3）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）について，何か御意見ご

ざいますか？ 

近藤委員 

今後の方向性のところにも示されていますが，玉垣小学校区と飯野小学校区はでき

れば今年度もう 1 つ増やしていただきたかった地域ですが，なかなか市との兼ね合い

や動きが遅くてできなかった。その子たちがどこに，どう過ごしているのかをすごく

それぞれの学童の指導員たちは心配をしています。でも，安全の面を考えると 70 人

以上預かることはできないなという思いはあります。今年，箕田学童保育所は人数が

少なくなりましたが，4 月に入って 2 件鈴鹿市に引っ越してこようと思いますが，そ

ちらは入れますか？という問い合わせがありました。うちはまだ大丈夫ですよ。とい

うことで箕田に引っ越してこられてというのが 2 件あって，学童も利用されていま

す。保育所と一緒で，鈴鹿市に越してきて学童はどこに入れるのか？という方も多い

し，この玉垣，飯野，桜島の方はわざわざ 1 年生になる前に，転校して他の地域の学

童を利用できるようにとしている方も何件かあります。桜島なんかはすごく人数が多

いので，そこをどうしていくかという問題がすごくあると思います。それと同時に質

の改善とも書かれてありますし，支援員のスキルアップというのもありますが，内閣

府が色々処遇改善のものを出してきています。支援員のキャリアアップ処遇改善事業

というのも打ち出されましたが，三重県としては今のところ白紙状態で考えていない

という状況です。あと，18 時半以降開所しているところは，処遇改善の費用をいただ

けることになりますが，正規職員がいない為に，そこを取っていないところもまだた

くさんあるので，その辺は正規職員が増えていくと質の改善もされていくだろうし，

18 時半以降も子どもを預かれるということになってくると思いますが，その辺りは
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どのように市が指導していってくれるのかなとすごく思うところです。今年，箕田学

童保育所は支援が必要な子どもが 2 人入ってきて，障害児加算をいただいています。

そのために，指導員は子どもの数は減りましたが，去年と同じ 4 人体制で行っていま

す。その子たちがどうやって学童で家のように過ごせるかなというのを，私たちも考

えていますが，また１からの勉強のし直しというか，この間【学童ほいく誌】の紹介

をしましたが，障害を持っている子たちについてずっと連載が続いていきますが，そ

こでも学べますし，やっぱり学校との連携というのがすごく必要になってきて，校長

先生ともどうやって子どもを支援していくかの話し合いをさせてもらいました。それ

も，パートの指導員ではそこまでできるのだろうか？という思いもありますし，若い

子たちが本当に働きやすい状況になるといいなと思いながらも，どうしたらいいのか

なと思っている状況ですが，市はそういうところでは指導はしてもらえないのかなと

いうことを感じています。年 2 回ある市の研修ですが，それが 28 年度は国の監査が

入るために，12 月と 2 月とかすごく遅い時期でした。1 年間通して子どもの成長を見

ていかないといけないという運営指針が出ているのに，そんな遅い時期の研修では私

たちはすごく困ってしまいます。他の指導員学校とか，全国学童研究集会とか，三重

県学童保育研究集会などに参加をされている方たちは，すごく研修できる場がたくさ

んありますが，やっぱり市だけの研修しか参加されていないところもたくさんあるの

で，市の研修の充実も今年度もしていって欲しいと思いますし，放課後児童支援員の

スキルアップに向けた取り組みも検討していただいている中だと思うので，色々と考

えていただきたいなということはたくさんあります。 

駒田副会長 

発達障害のある子どもたちは学校にも行って，学童にも来る訳ですよね。当然そこ

は子家課の関与もあるだろうし，教育委員会の関与，コーディネーターや指導員，学

校と一貫性を持って対応することが必要なことですから，当然そこは学校から十分な

情報と，顔を見に来るなりが本当は必要であろうと考えます。独自に放課後児童クラ

ブだけでやったのでは，その子にとっていいものではないですから。1 つの計画に沿

って動いていく。もう 1 つは民間の塾の方々が，発達支援の子どもたちの塾を作り始

めています。僕も頼まれて担当医みたいになってしまっているので，内容は報告する

ように頼んでありますが。そういうのはぼちぼちと増えて，桜島小学校の近くとかで

きてきていますね。そういうところを市はどういう風に扱っていくのか，内容に関し

てはしっかり監視していかなければならないし，単なる塾で置いておくだけでは意味

がないので。そういう手帳を持った方々も当然，支援のためのものと考えていると思

うので。それから見ると数等は市の方で管轄しながら，見ていって欲しいなと考えて

います。それから，何回も言いますが子育て支援に関して学校とよく連絡を取ってい

ただくことが大事です。 

上田会長 ありがとうございました。 

篠原委員 

関連して，駒田先生からもおっしゃっていただいている子どもを支援していくのに,

情報を共有したり，接し方を同じようにしていくということで，子どもが安心して育

っていくというそういう関係を作る上では，これからこの辺りの連携というのを学校

も考えていかないといけないなと思います。それはまた，教育委員会なり担当のとこ

ろもこういった流れを一緒に考えていくのがいいのかなというのが 1 つです。それか

ら，今後の方向性のところで桜島小校区の保護者の方からも待機状態で何とかならな

いのか。という声もよく出ます。その中には，外国人の保護者の方もいらっしゃいま
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す。御夫婦で朝から晩まで入れ替わりのシフトで働いていて，子どもたちが自分たち

だけでいるという状況がどうしてもできがちになる。そういった中で，当然安心な居

場所として放課後児童クラブが１つの役割を果たしていくということがあります。で

も，なかなか入れないと。そこをどう考えていくかという訳ですが，全市的にずっと

30 校の小学校がありますが，地域性というのがかなり違っている。桜島を例に挙げて

みると，昨年の児童数約 770 名の中で，先程の外国人の子どもたちがたくさんいると

いうことは，それにニーズのある家庭が多いということなので，数だけでは現れない

ところというのがあるということです。これは他にも牧田の方でもそうではないかと

思いますし，飯野も外国人の子がいますし，玉垣もいますし，そういったことのどん

な子どもたちがいるのかということも見ていただくといいのかなと思います。もう 1

つは，学校の余裕教室でということで，これは校長会でもそういう方向でということ

は聞いてはいますが，多いところの学校は教室がないです。うちも足らないです。だ

から減っていっているところはどんどん空いてくるから，来てくれ来てくれだけれど

も，来る子どもがいない。ということは，比重の掛け方というか，場所を確保するの

に，そこも同じように教室が空くのを待っている状態ではなかなか学校もどうぞとい

うところが出てこないというのが現実なので，そうするとどこにそれが造れるのかな

というハード面のところが計画的にされることがいるのかもしれないとも思います

し，それが既存の施設，公的なところだけでいけるのか。また，助けてもらえるよう

なところはないのか。といったそういう場所の確保というところが大きなこれからの

課題になるのかなと思います。 

山中委員 

関連して，先程公民館の運営委員長会議というものに出てたんですけど，牧田の話

が出まして，牧田幼稚園が空いているのにあんなプレハブの中に学童の子を詰め込ま

なくてもという話が出ていました。 

駒田副会長 確かに幼稚園は余っていますからね。公立の建物は。 

林委員 

同じ桜島ですが，やっぱり学童となると親が預けて親たちの運営でやっているのに

も関わらず，桜島小学校の学童の建屋は一度市の方でもきちんと見ていただいて，危

険のないような形での過ごし方というものを。子どもたちの話を聞いていると，あそ

こはベッドのような床になっているんだというような話も聞くぐらい，非常に古いと

ころで今 2 クラスがやっているということをよろしくお願いします。 

それと，先程療育のいる子どもたちを預かる施設が桜島にできたということです

が，やはりいいとか悪いとかは別にして，そういう子どもたちが施設として利用する

のであれば，地域の方たちにも情報が必要だと思います。できました，はい，ここに

この子たちが来ます。ということでは自治会の方とか，安全・安心パトロールもやっ

ているぐらいの地域ですので，それを突然言われたという。開設します，そこには何

ができるのか？こういう子どもたちが来ると。後になるとやはり地域の方にとって

は，ちょっと情報不足だなという意見も出ました。多分今から出てくるのかと思いま

すけれども。 

もう 1 つは療育センターというのが社協のところにありますよね。あそこは主任児

童委員もお手伝いに行くぐらい満杯なんですよね。その満杯であるということが原因

なのかは分かりませんが，住吉の【まなび舎】に実情を聞くと，亀山とか四日市，菰

野とかの子どもたちが来ていると。私は排除すると言う意味ではなくて，鈴鹿市の子

どもたちのための施設だと思っていたのに，鈴鹿市の子どもたちが利用できない状況
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にあって，他の地域から今来ているんだという話がありました。療育の方と関係がう

まくいっていないのかな。と感覚的に思ったんですけど，折角建てられたところをも

っと鈴鹿の施設として，まだ磯山の方にもありますよね。そこも子どもたちが今利用

している。そういうことをもうちょっと把握していただいて，横の連携を鈴鹿市の中

で取っていただくようにお願いできればなと思います。 

上田会長 

ありがとうございます。今回，御意見の中で外国人の子ども，支援が必要な子ども

たちに関しての仕分けや連携等のお話をいただきました。その件に関して，事務局の

方もこの表現を反映した何かお持ちいただきたいと思いますので，よろしくお願いし

ます。 

では次，（4）地域子育て支援拠点事業（つどいの広場事業）に関して，何か御意見

はありますでしょうか？ 

山中委員 
先日，市の方はここ 10 年間，9 年間分の各施設の利用などの詳しい調査をされたの

で，ぜひ今後の方向性を聞かせて欲しいな，ということです。 

上田会長 

山中委員ありがとうございます。そちらの方もよろしくお願いします。他よろしい

ですか？ 

（5）ファミリー・サポート・センター事業について何か御意見ございますでしょう

か？ 

西村委員 

人の確保ということで，会員数の確保が重要と書いてありますが，もちろん依頼会

員の方には情報が行き届くようにということと，提供会員は養成講座を受けないとな

れないということで，駒田先生にもお世話になっているところなのですが，ぜひぜひ

色んな市民の方に地域で子育てをするという構造ですとか，地域づくりのところで皆

さんに参加をしていただきたいなという想いです。 

駒田副会長 

大事なことは，子育てが終わったその経験等を伝えていっていただきたいというの

もあって，僕も協力をしているところです。一番大事なことは，経験を伝えていくこ

とは人間社会の特性なので。核家族が良い，良くないというのと同じことですけども。

そのためにも，その家族に意見が言えることが大事ですけれども，そういうことも含

めた事業の 1 つと僕らは考えてお手伝いさせていただいています。 

上田会長 

ありがとうございます。 

では，（6）乳児家庭全戸訪問事業（こんにちは赤ちゃん訪問事業）について，御意

見ありますでしょうか？ 

駒田副会長 

かなり鈴鹿市は進んできたと思います。全戸訪問が一番遅れた方の 1 つになってし

ましたけれども。実情としては十分進んでいると思いますし， 初から専門家が来て

欲しいという話がこの前の新聞にも書いてありましたけれども，それぞれの状況に合

わせて必要な方に行っているということなので，皆さん色んな苦労はあるかと思いま

すけど，そこで必要な支援を探し出して，支援をしていくことが大事なので。教育委

員会とも結構うまくいっている。結構そこから要支援家庭が見つかってくるケースも

多いようですから。 

上田会長 

ありがとうございます。他，御意見などは？ 

では，次の項目に進めさせていただきます。（7）妊婦健康診査事業についてです。

御意見などありましたら，よろしくお願いします。 

駒田副会長 これもかなり充実していると思いますし，今後妊婦健診の回数が増えることや，そ
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れからもう 1 つ何か始まりましたよね。産後のケアも始まってきて，これはモデル事

業みたいなものですが。縛りが結構きついとか言うこともありますが，産後 2 回ぐら

い，期間を決めて健診する日を決めてという形で。その視点でも結構進んできている

かなと考えていいのではないですか。 

上田会長 
では，（8）病児保育事業についてです。御意見の方がありましたら，よろしくお願

いします。 

駒田副会長 

代弁する訳ですけれども，これはどの市でやっても，どの町でやっても大赤字です。

この事業は。本当に市の補助がないとやっていけないということもありますし，大体

正直に言うと，時間が遅れたときに，連れに帰ってこない方もたくさんいるので，ほ

ったらかしにされて非常に困るところで，閉められない等で人件費が結構掛かってし

まいます。これは大事ですし，四日市にはもう 1 つ増えるのかな，今計画中で。増や

せるといいのですが，なかなか申し訳ない。小児科医の個人医院ではなかなか対応で

きないところがあって申し訳ないです。あと，病後児のことも少し考えてみる時がも

しあったら，また教えてください。病後児というのは，もう状態はいいのだけれども

まだインフルエンザ（感染症等）を移すかもしれないから行ってはだめですよ。とい

う子のことを言います。 

事務局 

後の報告事項でお答えしようと思っておりましたが，西条保育所の建て替え・新築

の予定を進めております。平成 32 年 4 月のオープンに向けて，今設計業務を行って

いるところでございまして，一般保育以外に一時預かりであったり，病後児保育の導

入を進めていく予定です。 

駒田副会長 
保育所に看護師が配置されているというのは意外と少ないです。そういう点では，

鈴鹿市は進んでいくといいなと思いますね。 

上田会長 
では，（9）子育て短期支援事業（ショートステイ）についてです。御意見ありまし

たら，お願いします。 

山中委員 質問ですが，このショートステイはまだもっと受け入れられるようなものですか？

駒田副会長 

介護ですと大人の場合には，これはショートステイですね。ところが子どもの場合，

介護というのは使えないので，そうするとレスパイトという形になります。レスパイ

トというのは，治療を見直したり，その子の評価をし直したり，結局はショートステ

イが主であって，レスパイトとショートステイはこの場合は一緒だと考えていいので

はないかなと思います。なかなか希望される時期に，希望される場所でできないとこ

ろが今問題点で，それを引き受けてくれる病院を探さないといけない。本来ならその

一時預かりのところでいいのですけれども，医療的なことが主になることが多いの

で，どうしても医療的な組織があるところでとなります。これがマッチングをしてい

ないと，特に辛いところではあるんです。例えば，急にお願いするというのは難しい，

それから大体土・日にお願いするケースが多く，土・日に看護師や医師の配置を斡旋

することはなかなか難しい。急には。三重病院でやっていただいたり，近いところで

はある訳ですけれども，本来これはある程度ベッドを確保するお金を市が出していた

だいて，病院の方で確保できたら一番いいのかなとも思います。なかなか急性病とい

うこういう方というのは，向こうも嫌がるものですから調整がこれからまだまだ必要

だとは思います。 

上田会長 よろしいですか？（10）養育支援訪問事業について，これについて御意見のある方。
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駒田副会長 

小児医療の全体の組閣の中に入ってくる総合的な事業の 1 つになるかと思います

が，その辺市の方は報告すべきことがあれば。これは市の方はどの課がやってみえま

すか？ 

事務局 

健康づくり課と子ども家庭支援課で養育支援訪問員という担当者がおりまして，両

方の課でしております。子育て支援課の負担分については，やはり家事支援だとか子

育ての環境改善とかそういった意味合いでの訪問が多いかなという印象を持ってお

ります。 

駒田副会長 

書いてあることはある意味，その家族と関わりを持って支援をしたり，境遇を得た

りするための手段みたいな項目で書かれていますが，実際は家庭の子どもたちの家庭

支援といったことですね。 

事務局 
そうですね。やっぱり，子どもの養育環境支援の意味合いが大きいかと考えており

ます。 

上田会長 
他よろしいでしょうか？議題１，議題２については終わりましたので，次の事項に

移らさせていただきます。その他についての説明を事務局からお願いします。 

事務局 

2 点ございまして，まず子ども政策課の方から説明させていただきます。こちらの

A3 のその他資料①を御覧ください。こちらは，鈴鹿市の公立幼稚園の開園の状況で

ございます。中学校ごとに上から平田野中学校区から下は鈴峰中学校区までが縦，横

に保育所・幼稚園，また平成 25 年度，26 年度と開園したり休園したりの経過が載っ

ております。一番右側が平成 29 年度でございまして，平成 29 年の開園となっており

ますのが，11 箇所の幼稚園です。この中で下から 2 つ目の天栄中学校区の栄幼稚園

が，今 5 歳児の 1 年保育となっておりますが，30 年度の募集をこの夏からする際に

は，4 歳児も含めまして 2 年保育で募集をしていこうという考えでございます。その

理由は，集団適応健診，発達支援が必要な子どもを見つけるためのモデル事業をやっ

ておりますけれども，ここを容認していくことに於いて 2 年保育を必要としていると

いうところでもございます。それと，また休園となっている牧田幼稚園，河曲幼稚園，

一ノ宮幼稚園につきましては，15 人の定員を下回っていることから休園としており

ます。牧田幼稚園と河曲幼稚園は 2 年連続で休園という状況でございまして，来年度

の募集をした中で，15 人を下回った場合につきましては休園，3 年連続で休園となる

場合はこの 29 年度末をもって廃園とする方向で今考えております。河曲も同じでご

ざいます。ただ，今現在申し上げました 11 園の中学校区に１つずつの公立幼稚園に

つきましては，2 年保育を進めていくというのがまず前提にあるということです。以

上です。 

土屋委員 

先程の幼稚園の開園の件ですが，椿幼稚園に子供を通わせていますが，やっぱりち

ょっと人数が少ない部分があるんですけど，来年入ってくるかどうかという見込みが

今分からないですが，今いる年中が年長になった時点で下が入らない場合，いきなり

閉園ということはないですか？ 

事務局 

椿幼稚園につきましては，4 歳児，5 歳児合わせて複式で今全体で 11 名だと思いま

す。4 歳児が 7 名，5 歳児が 4 名だったと思います。基本的には中学校区に１つの公

立幼稚園は残すという方向で考えておりますので，15 人という基準はございますが，

1 ヶ所は公立幼稚園は残すということが前提です。 

事務局 子ども育成課長です。その他資料②をご覧ください。2 号・3 号の保育料と公立幼
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稚園の保育料の案について御報告をさせていただきます。まずは改定までの経緯でご

ざいます。今年度から認定こども園が開設されることを受けまして，昨年度，特定教

育保育施設の保育料の内，1 号認定の保育料のみを改定したという経緯がございます。

そしてその際に，今後の方針としまして平成 30 年度を目処に全ての保育料を見直す

こととしておりましたことから，今回の見直しを行うというものでございます。この

資料を見ていただきますと，この表は 2 号・3 号認定，いわゆる保育所・保育園の保

育料，それと 1 号認定公立幼稚園の保育料をまとめたものになっております。まずは，

2 号及び 3 号認定の保育料についてでございます。基本的な考え方としましては，国

が定める基準額との乖離の縮小を図り，また保護者の経済的負担も考慮した上で適正

な利用者負担を求めるものでございます。左から国基準・現行・改正・案となってお

ります。今回の改正のポイントといたしましては，所得に応じた階層区分の見直しを

行ったということでございまして，算定表にあります国基準の階層区分の幅が広かっ

たということもありますので，改正案としてはきめ細かい区分とさせていただきまし

た。そして，階層区分毎の変動についても現行よりもなだらかになるようにしてあり

ます。また，D4 までの階層区分についてはなるべく利用者負担が少なくなるような

設定とさせていただきました。続いて，一番右の公立幼稚園の保育料を御覧ください。

1 号認定についてはすでに昨年 6 月に見直しを行っておりますことから，今回はこの

1 号・2 号，そして 3 号のバランスを考えさせていただいて，保育料の見直しを行い

ました。基本的な考え方としましては，現行の保育内容である 1 日 4 時間保育，一時

預かり事業を今のところ行わないというところの内容を継続する間につきましては，

1 号認定の算定表を使わずに公立幼稚園については独自の算定表で使わせていただこ

うと考えております。次に，保育料についてでございますが，現行の 高額が 6,200

円になっております。それは国基準 25,700 円の約 24%というものでございまして，

先程説明させていただいた，1 号や 2 号・3 号の保育料との格差も非常に大きいとい

うこともございますので，全体のバランスも考慮させていただきまして，国基準の約

50%の保育料を利用者の方に御負担いただきたいと考えております。 後になりまし

たが，この公立幼稚園の保育料の改定につきましては，6 月議会にて条例改正を議案

として提出することとしております。説明は以上でございます。 

上田会長 ありがとうございます。 

山中委員 

１つ聞いてもいいですか？この 高額が 50,000円という数字になっていますよね。

鈴鹿市の改正案の中で。他市に比べるとこれは随分と低いような気がしますが，その

辺はどういう考えからですか？ 

事務局 他市と言われると？ 

山中委員 四日市市，津市など。近隣と比べると。 

事務局 

近隣との比較もさせていただきました。高い設定のところもあれば，そうではない

ところもあるというのが現状です。全てにおいて低い訳でもなく，全てにおいて高い

訳でもなくというところで，先程も説明させていただいたように，この階層ごとの変

動がなるべくなだらかな階層となるような設定としておりますので，急激には高所得

者の方を上げるというようなことにはなっていないというのが現状です。 

上田会長 その他，御意見等ございますでしょうか？ 

山中委員 もう 1 つ，ごめんなさい。先の議題のところで，1 号認定の話ですけれど，公立幼
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稚園は全て新制度の幼稚園になって，1 号認定の子どもを入れるというのが前提です

よね。例えば，1 号認定は 3 歳からできますけど，その子を預からなくても良いとい

う理由を今度教えてください。 

事務局 
言われるように，公立幼稚園の方は今，4 歳児・5 歳児の 2 年保育ということでや

っておりますので，またその辺も次回報告させていただきます。 

服部委員 

公立幼稚園は先程 1 号認定というお話でしたね。独自の 1 号認定。それから，ここ

にございます現行の 1 号認定，認定こども園になりましたのでよく分かるんですけれ

ども，他市よりはそんなに高くないと言われましたが。 初に認定こども園で 1 号認

定の金額を決められた津市は 17,800 円が 高だと思います。後から，認定こども園

と施設給付を受ける幼稚園ができてきた四日市市は鈴鹿市とほぼ同じか若干低い。亀

山市も同じかな。後出しじゃんけんは大体市民サービスを見るという前提で行くので

あれば，津市よりは安くてもいいのでは？と再三お話を申し上げたのですけども，な

かなかご理解をいただけなくて，1 号認定が 2 つある鈴鹿市はいつになったら 1 号認

定が 1 本になるんだろうかなと。中国じゃないので，1 国 2 制度はもういい加減いい

んじゃないですか？仮に公立幼稚園さんに 3 歳，4 歳，5 歳のお子さんが行ってらっ

しゃっても 3 年後にはいないですよね。ということは，3 年後の方が前年度がいくら

だったからといって入るのか，その時の募集要項というのは変わるんですから別にい

いんじゃないですか？それか，お金がありそうなので，1 号認定も公立幼稚園の 1 号

認定と一緒にしていただければ市民サービスとしては非常に GOOD だし，三重県で

一番安く保育料が設定できるのではないかなと素人ながらに考える訳です。1 号認定

という単語ができてから 3 年以上が経っていますけれど，まだ一緒になれない理由は

どっかにあるのかな？公立幼稚園に行ってらっしゃるお子さんには月 85 万程お金が

掛かってるんですね。確か。私立と言われている方は，そんなに掛かっている訳がな

い。半分もいかないレベルなんですね。同じ税金払っているんです。だから，1 号認

定ごときを合わせてもいいのでは？2 号，3 号になってくると，この市において意志

もありますからそうは言わないですけど，3 歳，4 歳，5 歳なんですね。先程，時間の

話もなさった。教育標準時間は法で決められているから 4 時間やらなければならな

い。安いなら半分にしたら？22,300 円，普通の 1 号。12,800 円，まあ半分ですよね。

半分にしたら。これだったらみんなこれを公開しても市民は怒らないと思う。それを

すると，幼稚園と名乗れない。さあ，どっちという話だと思います。色んな裏の事情

があるんだろうけども，ここで言っていただこうとは思ってないですけど，そういう

ことももうここまで出したなら，合わせてもいいのでは？もう 3 年経ったので。今の

子供たちの金額を変えてくださいという話をしているのではない。新規に入ってく

る，今度募集をする子供たちの金額を変えればいいだけのことですから。兄弟がいる

から，それは 1 号に合わせるからというのは言い訳としては一番いい話だと思いま

す。個人的にはそういう風な意見，幼稚園の立場というか，認定こども園の立場から

いくと，そういうのがあるかなという風に思います。別にお答えをいただこうという

魂胆ではないです。僕はそう思いますというだけのことですので。たくさん税金を使

うのであれば，出来る限り見た目だけでも，均等にしていただいた方かいいかな。何

でそんなことを言うかというと，私立の保育園に行ってても，公立の保育園に行って

ても金額は一緒です。やっているサービスは一緒じゃないですか。土曜日やるとかや

らないとかは置いておいて。基本になる時間，預かっている時間は一緒でしょ。幼稚
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園も私立は 5 時間やっている。それは 低限 4 時間やらないかん。だから公立幼稚園

さんも一緒のはずなんですね。その部分に対して，国基準が 25,700 円。国上限基準，

1 号認定，1 番下にあるやつですね。これが 25,700 円。鈴鹿市は優しいからそれにそ

んなに出さんでもいいやんかという 22,300 円。津市は 17,800 円ですね。それは誰が

出すの？と言えば税金です。公立幼稚園の値段は 12,800 円。それぐらい合わせても

いいんじゃないの？というのが僕の意見です。何度も言ってすみません。以上です。

上田会長 
御意見ありがとうございます。事務局の方，またこの意見も踏まえて御検討いただ

ければと思います。他に御意見ございますでしょうか？ 

事務局 

前回の 15 回の会議の中で，民間保育所の施設整備について次回 16 回の時に議題と

して挙げさせていただきますとお話させていただいたかと思いますが，その時にはど

ういった経緯で施設整備が挙がってきたかというのもお話はさせていただいたかと

思います。今回，そのような準備をしておりましたところまだ今現在整備計画が進ん

でいないというのが現状でございまして，委員の皆さんに御意見がいただけるような

状態ではございませんので，また今後計画が再度進んできましたら，専門部会である

就学前教育保育施設部会を開催した上で，きちんと挙げていきたいと思っております

ので，その際にはよろしくお願いいたします。 

上田会長 では，次回の開催について事務局からお願いします。 

事務局 

次回の開催について御説明差し上げます。次回，10 月頃を開催予定としておりま

す。議題につきましては，本日実施状況を御報告させていただきました，地域子ども・

子育て支援事業の中間見直しについて御提案させていただこうかと考えております

ので，次回またよろしくお願いいたします。以上です。 

上田会長 
ありがとうございました。これで終わらせていただきます。長い時間御苦労様でし

た。事務局の方，お願いします。 

事務局 

長時間に渡りまして，御協力いただきましてありがとうございました。また，資料

の差し替えがございましたが，大変申し訳ございませんでした。本日の御意見をいた

だきまして，また次回の会議でしっかりと精査させていただきたいと思いますので，

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。 

 


