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平成２９年度 第１７回 鈴鹿市子ども・子育て会議 

 

開催日時 平成 29 年 10 月２日（月） １３：１５～１５：３８ 

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，田城 朋子，秋葉 美香，芝田 登美子，山本 智佳央 

（以上 17 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  ４名 

資  料 
１ 地域子ども・子育て支援事業の中間見直しについて 

２ 鈴鹿市子育て支援センター・つどいの広場 

備  考  

 

 

１開会 

 ・事務局挨拶（司会進行） 

 ・委員の出席状況（出席者17名） 

子ども政策部長 

 皆さん，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・御協力をいただいておりますことを，

厚く御礼を申し上げます。 

 さて，市議会の９月議会が先週９月 28 日に閉会いたしました。９月議会は平成 28

年度の決算の承認がございまして，参考までに子ども政策部の決算を申し上げます。

職員の人件費は含んでおりませんが，歳出は約 97 億円。これは保育所や幼稚園，児童

手当など，子ども政策部が平成 28 年度に支払った合計でございます。一方，歳入とし

て保育料収入などが約 11 億円，国や県の負担金，補助金などが約 56 億円，歳入の合

計は約 67 億円でございます。従いまして，子ども政策部が負担した市の単独費用は

歳出の 97 億円から歳入の 67 億円を引いた約 30 億円でございます。市全体の決算で

申し上げますと，市全体の歳出は平成 28 年度，585 億円でございまして，子ども政策

部の歳出は 97 億円ということで構成比は全体から見ると 16.6％となっております。

その他医療費などに係るものは，健康福祉部の所管となっておりまして，別の決算で

すが，大枠で鈴鹿市の子どもに対する決算規模を紹介させて頂きました。 

 なお，本日の会議でございますが，前回に引き続きまして「子ども・子育て支援事

業計画」について，御意見をいただければと考えております。それぞれの専門的な視

点から，本市の子ども・子育て支援施策に対する，様々な御意見を参考にさせていた
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だきまして，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，御議論い

ただきますよう，よろしくお願いいたします。 

事務局 
 それでは，各団体での役員の交代に伴いまして，新たに委員となられた方を御紹介

いたします。田城朋子委員です。 

田城委員  理事長が交代しましたので，委員となりました。よろしくお願いいたします。 

事務局 

 ありがとうございました。1 点こちらの方から，お詫びを申し上げさせていただき

きます。委員名簿の下から御二人目の山本透様は前任者でございまして，現在は山本

智佳央様に交代されております。私どもの確認不足で申し訳ございません。山本様一

言御挨拶をお願いします。 

山本委員 
 北勢児相から来ました山本と申します。前任者も山本でしたので，こういう，ちょ

っとややこしいことで申し訳ないです。よろしくお願いいたします。 

事務局 

 子ども政策課長の古市でございます。本日はよろしくお願いいたします。会議に入

る前に 1点お詫びを申し上げます。本日開催の会議でございますが，毎回会議の開催

につきましては，傍聴の方にお越しいただきたいということで，市ホームページのト

ピックスに掲載をさせていただいております。それと合わせて広報すずかにも記事を

毎回載せておりましたが，今回私どもの手落ちで広報すずかへの掲載を落としてしま

いました。今後このようなことがないように，十分気を付けて参ります。本日の会議

よろしくお願いいたします。 

事務局 

 続きまして，本日の会議資料の御確認をお願いします。 

 それでは，ここからの議事進行は会長にお願いしたいと思います。よろしくお願い

します。 

上田会長 

 では，事項書に従い進めさせていただきます。 

 事項書の議題１教育・保育事業の量の見込みについて事務局の方から説明をお願い

します。 

事務局 

 子ども政策課長の古市でございます。座って説明をさせていただきますので，よろ

しくお願いいたします。 

資料の 1ページを御覧ください。前回の５月 26日第 16回の会議で，教育・保育事

業について量の見込みの確認をしていただきました。その中で，社会増減としまして，

転入数と転出数の分析を行っておりましたが，その際に全ての年齢層の転出，転入数

によって分析を行っておりました。1 ページが前回の資料に記載しているものでござ

います。真ん中に分析とございます。社会増減で転入－転出，26年から 28年度の推

移でございます。その下が自然増減ということで，出生数から死亡数を引いたものの

26年から 27年度の増減でございます。その記載したものと今回も同じものでござい

まして，その中段の社会増減の欄が全ての年齢でございましたが，前回の会議で子ど

もの転出，転入に限った方のが良いのではないかという御意見をいただきましたの

で，今回，5歳児までの転出，転入数について再度分析を行っております。 

2ページを御覧ください。一番上の表が 1ページに記載されているものと同じ表で

す。その下から今回の分析について記載をしております。ただ，戸籍住民課のシステ

ム変更があった関係で丸 1 年間のデータがあるのは，平成 28 年度のみとなっており

ますので，平成 28年度の 0歳～5歳児の転出，転入者数により分析を行っています。

御覧いただきますと，全体では転出数が転入数を 19名上回る結果となっております。
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この 19名は 1ページの下段の推計児童数の平成 28年 4月 1日の合計 10,514人に対

して，0.2％の割合となっています。また，転出者数が転入者数を 19名上回っており

まして，対象となる人口が減少となっています。 

参考までに，2ページの真ん中の平成 27年度と 29年度のデータを御覧いただきま

すと，27年度はマイナス 71名，29年度は 7月 30日までのデータですが，プラス 1

名ということで，年度によって数値にバラつきがあることがお分かりいただけるかと

思います。以上の児童全体における転出，転入数の割合が 0.2％と少ないこと，また，

年度による増減が非常に大きく，これでは将来の数値がなかなか見込めないこともあ

りまして，今回の見直しにおきましては，対象児童の社会増減については考慮しない

と考えております。以上が１．教育・保育事業量の見込みについての説明でございま

す。 

上田会長  では，この件につきまして，何か御意見等はございますでしょうか。 

山中委員 

 今回の中間見直しに関して，全体の子どもの数だけではなく，保育の需要という面

では，前回も増えるという話があったと思いますが，その辺の考慮はどのようにされ

ていますか。 

事務局 

 保育の需要につきましては，この後，3 ページ，4 ページの教育・保育事業確保方

策の中で，30 年度，31 年度の推計を説明させていただきます。山中委員が言われる

ように，子ども全体の数は減っていますが，特に低年齢児の保育の需要は高まってお

りますので，その辺りを含んだ説明をさせていただきます。 

上田会長 

 その他，御意見はございませんでしょうか。 

 では，他に意見がなければ次の事項に移ります。議題２教育・保育事業の確保方策

について事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 3 ページからの 2．教育・保育事業確保方策について説明をさせていただきます。

まず，3 ページの上，1 号認定でございますが，1 号認定は記載してございますよう

に，満 3歳以上の幼稚園及び認定こども園と，子ども・子育て支援制度に移行してい

ない幼稚園を利用する幼児を対象としています。今回，見直しを行ったところが色の

付いているところでございます。ちょっと色が薄くて申し訳ございません。見直し後

というところの②確保方策のところでございます。ここを見ていただきますと，確保

方策のところで，現在の利用定員で量の見込みが 30年度が 2,058人，31年度が 2,044

人と挙げていますが，確保方策 989人特定教育・保育施設（幼稚園・認定こども園）

と，確認を受けない幼稚園 2,190人を合わせますと，合計で 3,179人になります。30

年度，31 年度とも同じ数で確保方策としてこれだけの利用を受けるだけの余裕があ

ります。この数につきましては，利用定員数を確保方策の数字として記載しています。

その下の②－①は平成 30 年度は 1,121 人，これだけの余裕がありますよということ

です。平成 31年度の数字ですが，1,121人となっておりますが，正しくは 1,135人で

すので，申し訳ございませんが訂正をお願いします。先程も山中委員からお話があり

ましたが，人口の減少の数につきましては，前回の会議の中で人口の減少の割合の数

値も含んだ中でこの量の見込みを弾いています。 

 続きまして，2号認定のところを御覧いただきたいと思います。こちらは，満 3歳

以上の保育所と認定こども園を利用する幼児が対象となっています。1 号認定，2 号

認定ともに認定こども園が含まれていますのは，認定こども園には，教育認定の子ど
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もと保育認定の子どもが在園していることによるものです。こちらの見直し後の 30

年度と 31年度のところを御覧いただきますと，30年度の量の見込みとしては本市の

2,778人と四日市市の 80人を合わせると 2,858人になります。31年度になりますと，

本市の 2,759人と四日市市の 80人を合わせた 2,839人となります。こちらに対しま

して，下の確保方策は，本市の 2,947人と四日市市の 80人を合わせて 3,027人にな

ります。31年度も同様で，こちらにつきましても 1号認定と同じように利用定員で確

保が可能となっております。その下の②－①を見ると，30 年度，31 年度ともに 170

人～190人程度の余裕があります。 

 続きまして，4ページを御覧ください。こちらは 3号認定でございます。こちらは

満 3歳未満の保育所と認定こども園を利用する乳幼児が対象となります。3号認定に

つきましては，現在の利用定員では量の見込みに対する確保が出来ていない状況で

す。ただ，実際には弾力的な運用によりまして，平成 28 年度においては実績値の人

数が確保できているということから，この数値を確保方策としています。見直し後の

平成 30 年度のところの本市の 1,932 人というのは，本市の 0 歳児 402 人と１歳～2

歳児の 1,530 人を合計したものです。その横の 31 年度を見ていただきますと，本市

の 0歳児 389人と 1歳～2歳児 1,481人を合わせた 1,870人が量の見込みでございま

す。その下の確保方策②のところの 1,955人は，本市の 0歳児 437人と 1歳～2歳児

の 1,558人を合わせたものということで，31年度も同じ形で人数を設定しています。

教育・保育事業の確保方策についての説明は以上です。 

上田会長 
 では，説明をしていただいた順に進めさせていただきます。1 号認定の量の見込み

について御意見はありませんか。 

山中委員  ②確保方策で 790人が 989人と増えている理由は何ですか。 

事務局  平成 30年度の 989人といいますのは，1号認定の利用定員を置いている数字です。

山中委員 
 元々計画で立てていた 790 人と 989 人と 200 人も差があるのは何故ですか。どこ

か増えたのですか。 

事務局 
 今年度から認定こども園に移行した私立の保育所がございますので，そこの定員の

増になるかと思います。 

山中委員 
 元々あった園ですので，200人も 1号が増えるというのが分からないです。元々あ

った幼稚園が定員増えたといっても。サンさんもそんなに増えてないですよね。 

服部委員 

 幼稚園部分としては，120人でした。1号認定 60人，2号認定 60人，3号認定 30

人として 150人という形にしているので，1号認定は減っている。あとは白百合さん

なので。幼稚園の場合は，定員増をする場合，県の私学審議会を通していますが，現

状はアップしていないです。 

山中委員 
 私たちが認識している 1号認定の確保方策というので，来年度 200人も確保数が増

えるというのは何でなのかなと。 

駒田副会長 
 マッチングが悪いところなどは数の見直しを行うということがあったかと思いま

すが。 

山中委員 

 この確保方策というのは，幼稚園や認定こども園の定員です。この下に書いてある

ように，定員数と書いてあります。いつこんな風にこれが増えたのかなと。私たちが

知っている情報では 200人も増えるはずがないし。 



5 
 

服部委員 
 元々この 790人な訳がないはずです。幼稚園全部で。結構な数になる。もう一桁多

いのではないかなと。 

山中委員  確認を受けない幼稚園が 2,061人から 2,190人。 

服部委員  これは何。 

山中委員 
これはまだ新制度に移行していない園ですよね。認定こども園に変わった数はこれ

であって，この 2,064人。 

服部委員 
 なるほど。通常の幼稚園と呼ばれているものを，確認を受けない幼稚園ということ

ですね。 

山中委員  そうです。そちらも増えているし。どういう数字かなと。 

事務局 

 ここの数字を見ると，199人増えているとかそういったことが推移で出てきますが，

当初の計画の時の数値というのが，アンケートを取ってそれを基に出てきた当初の計

画値ですので，今回の確保方策の数値というのは実績値を基に出しています。なので，

28 年度実績に基づいての数値を出させていただいているという形です。利用定員と

いうところで。 

山中委員 
 ということは，最初の計画の時には，定員は減らしていくという予定だったのか。

この 790人というのは。 

事務局 

 定員を減らしていくということではなくて，当初の計画を出した時には，27年度は

660 人，28,29,30,31 年度が 790 人という数字を出させてもらっています。それはそ

の時のアンケート結果を基に弾いた数字で挙げさせてもらっています。 

山中委員 
 それは量の見込みでしょ。確保方策というのは，こういう園がこれだけあるから入

れるよという数字ですよね。 

服部委員  特定教育・保育施設に幼稚園は入ってる。 

山中委員  公立幼稚園は入っている。 

駒田副会長  要するにこれは計画値なのか。 

事務局  計画値です。 

駒田副会長  それに実績値を入れた。そこで国の計算式が変わった訳ではなくて。 

事務局 

 ではないです。国の計算式に合わせたのではなく，今回見直しに挙げた数値という

のは実績値に基づいて挙げさせていただいたというところです。790人という前回の

計画値というのが，国の計算式に基づいて出していますので，今現状こうだからこう

いう風な数字を持ってきましたという数字ではないです。 

駒田副会長 
 考え方が違うということで，これは並べてあること自体がちょっとおかしいのか

な。 

事務局  そうなりますが，見直しですので。 

山中委員 

 そういうことですか。では，実際にある認定こども園や幼稚園とか確認を受けない

幼稚園も含めると，この 989人と 2,190人というのが実際の定員数であるということ

ですね。今ある 1号認定を受けられる施設の人数ということですね。 

事務局 

 そうですね。これら全て元の計画というのが，実情に合った数字から少し離れてい

る部分がございまして，国の計算式に基づいて挙げた数字ですのでそういった乖離が

生じている計画値になっています。それを今回の見直しで実情に合った実績値に見直
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していくという方向性でさせていただいてあります。 

山中委員 

 ありがとうございます。それで確認ですが，市としては 30年度も 31年度もこのい

わゆる特定教育・保育施設，確認を受けない幼稚園という色分けがあったり，定員を

設定していくには今後 2年は変わらないだろうという前提の基にこの数値が出ている

ということですね。 

事務局 そうですね。 

駒田副会長 
 次の見直しはまた何年後になりますか。ちょうど真ん中だから今回見直しをしたの

ですね。 

事務局 

 この計画は平成 27 年度から 31 年度までの 5 年間の計画のちょうど中間年ですの

で，見直しを行いました。32年度から第２期の新たな計画を立てることになりますの

で，その前にもそのような調査，アンケートを行う中でこの評価をしながら，次の計

画を立てていくことになります。 

上田会長 
 1号認定に対して，その他御意見はありますでしょうか。 

ないようですので，2号認定について御意見はありますでしょうか。 

駒田副会長  四日市市の人数というのは，このまま続くのか，増えるのか。何か情報はあるのか。

事務局  具体的な情報はないです。就労の状況に合った 28年度実績に基づいた数です。 

駒田副会長 

 四日市市は今回待機児童が多かったですが，それが解消されていく努力をした場合

に，この数が変わるのか変わらないのか。一時的なものもありますが，そういう情報

は得られるのであれば得ておいた方がいいのでは。 

事務局 

 この 80 人の四日市枠というのが，今鈴鹿の保育園の中で岸田保育園とくまだ保育

園という四日市市との境にある保育園です。鈴鹿の保育園ですが，これだけの数は四

日市枠でというように当初の話し合いで，本来は市内の子どもは市内の保育園にとい

う形になりますが，市外の保育園に通うという広域入所とは別に，四日市枠という形

で岸田保育園とくまだ保育園だけは手続をすれば普通の入所と同じ扱いになります。

駒田副会長 
 今後もこれは続いていくのかどうか，四日市市との情報共有はあるのか。もっと増

えるとか，減るなど。共有されていないということですか。 

事務局  はい。 

服部委員 

 特殊事例だけがこの四日市市という書き方をされているんですね。広域という考え

方ですと，津市も亀山市も入ってくるのではと思ってそれをお聞きしようと思ってい

ましたが。分かりました。すみません。 

山中委員 

 最初造るときからの枠ということですね。ただ，駒田先生も心配されるように四日

市市は現在は確かに待機児童が多いですが，小規模保育所が 12 か所できましたし，

新しい認可園が今年度も来年度もできていくという状況にありますので，この地域が

特定の地域ですので，全体とは違うかもしれませんが，若干は四日市市もそういう対

策をしているという可能性はあると思います。 

駒田副会長 
 四日市市ももっと充足してきたら，鈴鹿市以外の亀山市や津市からの方などそれな

りに動いていく可能性もあるのかなと。 

上田会長  よろしいでしょうか？その辺りも検討していただきたいと思います。 

山中委員  先程の１号認定の時にも確認をさせてもらいましたが，確保方策で確認を受けない
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幼稚園では最初 249 人という，いわゆる保育定員を設けていた訳ですが，30 年，31

年度については０になっている。これは元々，いわゆる幼稚園が認定こども園にもう

少しなるだろうという予測していたが，今回その見込みはもうないよということでよ

ろしいですか。 

事務局  そうですね。それも実績に基づいてという形になっております。 

上田会長 
 その他，御意見はございませんか。 

 では，次の 3号認定の量の見込みについて御意見はございませんか。 

山中委員 
 こちらで確認をさせて欲しいのですが，今年度 4月 1日の待機児と，去年，国の方

から調査依頼のあった隠れ待機児ですね。この数字は出ていますか。 

事務局 

 今年度の当初募集の最終である三次募集後に希望の所に入れなかった人数として，

11名を把握しております。その方々のその後の状況については，他の所へ移っていた

だいたのが 9名，残り 2名が育児休暇を延長されたと把握しております。 

山中委員  もう 1つの隠れ待機児という形での調査はしていない。 

事務局  そういった調査はしておりません。 

駒田副会長 

 0 歳児が元々マッチングが悪いですよね。0 歳児を何とか入れることができたとい

うことは，0歳児とそれ以上の年齢の子どもの部屋の構造は違いますよね。基本的に。

だから，要するに 0歳児の環境が悪化したのかという解釈になりますよね，これ。空

間に何人というのがあるはずですから，空間を広げたことができたとは思えないの

で。 

山中委員 

 認可園の方から言うと，今定員を入れてもいいと言われているのは，最低基準，人

員的にも面積的にも OKのところだけ増やしてもいいということですので，元々認可

定員よりも広さがあるところが増やしているのが現状で，今回下の二重枠に入ってい

る受入れは実績としてはというのは，そういう意味ですね。それを超えてはさすがに。

上田会長  よろしいですか。他に御意見がございますでしょうか。 

山中委員 

 ということで，本当に先程の議論に戻るわけですが，元々認可された定員，利用定

員というのが設定されていて，今年度４月１日も実を言うとそれを超えた数で入所さ

せた園がいくつかあって，それは先程言ったように最低基準はクリアしているけれど

もという部分があります。実際にこれからなかなか最初この会議でも論議された事業

量，見込みという考え，いわゆる未満児の保育要求というのはあまりにも減っていか

ない部分です。それよりも，最初１号のところでも質問させてもらったように，利用

するという保護者の方がますます増えているというのが現状です。そこのところで，

鈴鹿市としては，この計画は数だけの計画になってしまうので，実際にはどのような

ことをしていくのかということが私としては聞きたかったです。 

上田会長  この点に関して事務局の方としてはどのような考えですか。 

事務局 

 低年齢児の保育の需要ということは，市の方でも十分把握させていただいておりま

す。日々保育所の受付をさせていただくに当たっても，やはり需要が多く，入ってい

ただけないということをお答えしなければいけない状況です。山中委員が言われたよ

うに，受ける人数というのは，部屋の広さであったり，保育士の人数であったりと限

りがあることから，何か他の手段がないのか，保育士の確保に向けて何か取り組みが

出来ないのかということについても今後検討してまいりたいと考えています。公立に
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ついても，後の説明にもありますが，公立保育所の建設についても新しい定員数で，

今よりも多くの受け入れをするような計画にするなど，そういったことも考えており

ますので，御理解をいただきたいと思います。 

山中委員 

特に，先程の話の中であった保育士の確保という点では，私立園の方でも非常に苦

慮していることであって，この三重県内に養成校があったところがなくなったりし

て，三重県で保育士を志す人たちの学びの場所がなくなって，名古屋中心になったり。

そうすると，やっぱり就職も名古屋になったりですね，賃金差とかそういうのもあり

ますので，何とか特に今その利用定員を入れられない園の理由を聞くとやっぱり保育

士不足。施設面よりも，人的な面で配置が難しいということを言ってみえます。何と

か保育士が鈴鹿市の認可園で働きやすいように，色んな形を考えて欲しいなと思いま

す。 

事務局  その点については，上田先生が一番御存知かと思いますので。 

上田会長 

 はい。多分そう言われると思いました。現実的なことを言うと，なり手の方が減っ

てきているというよりも，高校生の希望者が減ってきているということ。それは，学

生数が減ってきているということも言えますし，実際に我々自身も学生確保に非常に

困っている。ただ，これは色んな理由があると思います。景気が少し上向いたことに

よって，高校生の就職率も上がってきていることと，それと同時に職業的なイメージ

がちょっとマイナス面に走っているところもありまして，その辺が実際の三重県内の

希望者に対して随分例年より減ってきているというのが現実にあります。あと，県外

流出に関しても，給与格差のこともそうですが，県外希望というのが我々が想定して

いるものとは大きく違って，県外に行きたいという希望者が多く，それは就職したい

ということよりも，大学そのものも県外に行きたい，三重県そのものから出て行きた

いという考え方が大きく，他のところに行きたいという考え方が多いということが分

かってきました。それは，現実的に我々は今短大生や大学生を教えている中で，そう

いう考え方のものが多いということが分かってきましたので，その辺我々は魅力ある

三重県の人材育成をどのようにしていくかということを，我々の中でも非常に考えな

がら行っています。今後はそういうマッチングということ。園とのマッチングや将来

的にずっと働いていきたいということを含めた取り組みを重ねていかないといけな

いというのが今の現状だと思います。そういう意味では，幼稚園や保育園との協力と

いうのが必要になってくるかと思います。 

駒田副会長  県の方のことは，服部委員がよく知っているかと思います。 

上田会長  よろしくお願いします。 

服部委員 

 ちょっと違うことを考えていましたので。すみません。先に言わせてもらってもい

いですか。人材確保の部分は，私のところも当然足りない。鈴鹿市の中でもほとんど

の園は足りないだろうなと。名古屋市のように，名古屋市は大きいから，お金がある

からという訳ではないですけれども，それだけの公費の中の割合を市の職員と同じレ

ベルに上げても，名古屋市はまだ人が足りないレベルのはずです。これでは三重県か

ら人は行くというところかなと。それを止めるには，お金で勝負するならお金で勝負

しましょうというのが，鈴鹿市としてあるのかなというところ。要は市の職員の公給

と同じレベルまで上げられるのか。それを市が人材確保という名前で果たしてできる

のか。やる気があるのかなと。ここで言うべきことではないかもしれませんが，まず
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それをやってみてというのも１つの方法かなと思います。三重県の子ども・子育ての

会議がありましたが，そこでも同じようなお話をさせていただきました。なおかつ，

保育園の学校に上がると補助制度があります。そういう部分についても幼稚園教諭，

要は通常の幼稚園に就職をされる学生にも同じような補助制度が適用できませんか。

県のお金を使う訳でもないし，国のお金で保育士の確保のために，やっている補助制

度がありますから，それを通常の幼稚園教諭も同じように乗っかることはできません

か。それは保育サービスに関わっていないからダメというお話をしていたんですけれ

ども，いやいや保育サービスやっているじゃないか。通常の幼稚園も。それは，預か

り保育，延長保育という単語のものは保育サービスではないのですかと。規定に，法

にうたわれている４時間の教育だけをやっているだけではないですよね。早朝からや

っていることころもあれば，預かり保育で５時や６時までやっているところも普通に

あるわけなので，その人たちは同じカテゴリに入らないのですか。という質問をさせ

ていただきました。ですので，そういう補助制度も使いながら，なおかつ，鈴鹿市は

鈴鹿市独自で公給をイコールにすればまだ確保の見込みはあるのではないかなと。保

育士，幼稚園教諭は確かにベースが低いですから，それを補う補填の方策を持って勝

負する。それ以外ないのではないかな，と個人的には思っています。以上です。 

駒田副会長 

 再就職の時の支度金みたいなものも。あと三重県の人口減の１つの問題点は若い女

の人がよく出て行って，帰ってこない。そこは出産適齢期，結婚適齢期の方がね。そ

こが三重県の問題点で。鈴鹿はどうかちょっと分からないけれども。その辺りも考え

た方策として考えていただくといいかもしれませんね。都会の大学に行って，就職し

たとしても，帰ってくるのにそういう帰る力があるような制度があるといいと思いま

す。 

土屋委員 

 ママ友達と話をしたりしていると結婚するまでは保育士をやっていて，資格がある

というお母さんも結構聞いたりします。でもやっぱり出産をすると復帰するのがなか

なか厳しいという意見もあって，そういうところをうまい具合にできるものがあれ

ば，復帰を考えるお母さんも増えるのではないのかなと思います。 

上田会長  再就職に関してですね。 

土屋委員 
 せっかく資格を持ってみえて，今までずっと先生としてやってきたお母さんもいる

ので，そういうところをバックアップしてもらえれば。 

駒田副会長  潜在保育士の就職支援準備金貸付金というのがあります。 

服部委員  結構大きいんですよ。金額も。軽自動車ぐらいは買えるぐらい。 

山中委員  でもその対象になるように，就職してくれる人を見つけるのが大変。 

駒田副会長  再就職に対する資金と，その間の教育。 

服部委員 

 そのブランクの間に世の中はすごいスピードで動いていきました。で，今現状はこ

うですよ。という説明もうちは途中で入っていただく先生にしています。今年度は３

人ぐらい来てもらっています。パートさんじゃなく正規ですよ。確かにブランクがあ

りました。でも御本人がやっぱりやるんだと言われて，とりあえず担任は無理です。

担任は無理だけど，補助で経験年数は長いので，ノウハウは蓄えています。だから若

い人のサブに入って，あーだこーだ言ってください。というのでとりあえず今年１年

はお願いしました。来年，担任を持ちたかったら言ってという形で今年はお願いしま

した。パートさんに関しても同じで，できれば正規にならないか。としつこく言って
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おります。各園さん独自で途中からはやりませんよ。という園さんもあるかと思いま

すが，意外と幼稚園の場合ですと今，県の幼稚園協会のサイトには，そういう幼稚園

関係者しか見ない，見れない，エントリーした同士も見れない，就職したい人，欲し

い人のサイトを持っています。来年からは，全国の幼稚園連合会でそれと同じような

ものを稼動させます。そういうところにエントリーしてもらっておくのもいいかな

と。あとはお子さんが小さいので，俗に言う真ん中の時間。あんまり早いのもダメと

か，遅いのもちょっと，というのもあると思います。その辺はネゴシエーションをし

ながら，お話はできるかな。 

駒田副会長  例えばその仲介を市の方がどんどんやっていただく。それから，大学での再教育も。

上田会長 

 潜在保育士の問題というのは，実際，養成校が排出する免許を持っている方という

のは，相当の数がいるはずです。それに対してＵターンしてくる方がなかなかいない。

仕組みが難しいというのもあったのかもしれない。そういうことをもうちょっと確立

していって，再就職に関して，現場サイド，大学の方からもそういうことを洗い直し

というか，考えて進めていかないといけない。どこかだけがやればいいという訳では

ないので，どこかで音頭を取ってもらわなければ。それは鈴鹿市さんに何か形を作っ

ていただきたいなと思います。 

林委員 

 赤ちゃん訪問をしている者です。最近行って気が付くのが，１年で仕事復帰したい

という方がほとんどです。会社も１年というのが多くて，１年で復帰したいのに，そ

の時期が，どういう計算か分かりませんが，そちらの見込みがあるという。１年とい

う方が多くて。最近もっとびっくりするのは１ヶ月で復帰されるという方も何人かみ

えました。反対にご主人が１年間育休を取って，お子さんはその間ご主人が見て，奥

さんは１ヶ月で復帰して働くという形もありました。ただ，でもそこでもこの見込み

というのがお母さんたちが，すごく早く子育てを一段落させたいと思っている方が多

いというのも，もう少し市の方の見込みの盛り方というか，それもちょっと必要では

ないかなと。プラス，先程から言われている保育士の確保というのは，その１年で復

帰したいという方の中にも，保育士の免許を持っているという方がいると思うので，

そういう相談窓口などがあると，私たちも紹介できますし，お母さんたちも本当に元

気なんですね。１か月ぐらいでもすごく元気な方もみえるし，だから３ヶ月で行った

時には，ほとんどもう復帰したい復帰したいという方が多いので，その辺のちょっと

変わってきている状況も知っていただきたいなと思います。 

事務局 

 ありがとうございます。先程の潜在保育士さんの補助金制度については，県社協の

方の会議の中でも話が出ておりまして，こういった良い制度があるのに，なかなか利

用してもらう件数が少ないですという話も出ております。 

駒田副会長  昨年度は０でしたね。 

事務局 

 でしたので，どういう風に PRをしていけばいいのかなというところが，この前の

会議では私も出席させていただきましたが，議論になりました。各市町の方でもそう

ですし，鈴鹿市でも PRをしていきたいと考えております。 

上田会長  他，よろしいでしょうか。 

山中委員 

 結局，基本的には，処遇が低いというのが一番問題なんだと思います。先程，名古

屋との話をされましたが，名古屋の補助金ほどではなくても，やはり三重県内の自治

体でも，四日市市や桑名市，伊勢市などはそれなりに処遇改善できるようにという補
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助金を市が出しています。そういうことを鈴鹿市でも考えて欲しいと思います。今，

処遇改善というのが国から２つ来ていますが，非常に計算もややこしいし，分け方も

ややこしい。もっとすっきりした形で挙げられるようになればいいと思いますが。そ

れは日本中どこに対しても来ている訳ですから，鈴鹿市ということを考えると，やは

り他市さんがやっているような補助も欲しいなと認可園としては思います。 

上田会長 

 社会環境の変化による働き方に対する相談とか，補助金のこととか，再就職の問題

など，鈴鹿市の方でも考えていただければと思います。 

 では，次に進めます。議題３ 地域子ども・子育て支援事業の中間見直しについて，

事務局より説明をお願いします。 

事務局 

 はい。子ども育成課です。それでは，５ページを御覧ください。地域子ども・子育

て支援事業における中間見直しの考え方について，順を追って御説明をさせていただ

きます。 

 まず，（１）時間外保育事業でございます。時間外保育事業とは，保育認定 2号，3

号を受けた子どもについて，通常の利用日及び利用時間以外において，保育所，認定

こども園で保育をする事業でございます。まず，ア）の実施状況でございますが，こ

ちらにいくつかの表を載せさせていただいておりますが，一番上の表を御覧くださ

い。平成 27年と 28年の当初計画の数値と実績の記載がございます。平成 27年を見

ていただきますと，Aの当初計画の量の見込みが 2,223人，Bの確保方策 2,223人，

それに対しまして，Cの利用数（実績）が 1,877人となっており，差し引き 346人と

いうところで，十分確保ができたという結果となっております。平成 28 年度におい

ても，同様であり，十分に確保ができております。 

 次に，イ）の中間見直し後の数値を御覧ください。こちらの表は平成 30 年度，31

年度の左側が当初計画数値，右側は見直し後の数値となっております。御覧いただい

たように当初計画から見直しした内容といたしましては，確保方策における実施施設

数 31か所から 32か所に見直しをいたしました。見直しの考え方については，その下

のウ）に記載させていただきました。平成 27年度，28年度ともに，利用実績が量の

見込みを下回っている状況ではあるものの，依然として利用者数は多く，また保護者

の就労形態の多様化により利用者数が増加する可能性もあることから，量の見込みは

下方修正しないこととさせていただきます。また，確保方策については，私立幼稚園

1 か所が，平成 29 年度から認定こども園に移行しまして時間外保育事業が開始した

ため，31か所から 32か所に見直すこととし，引き続き量の見込みを確保してまいり

ます。時間外保育事業については以上でございます。 

駒田副会長 

 利用される方の不満というのは。つまり，減っている理由が余裕があって減ってい

るのか，利用しづらいから減っているのかということの検討は必要ではないですか。

その理由が利用しづらいと感じる方がみえるわけではないんでしょうね。 

事務局 

 この実施状況のア）の下の延長保育を利用した保護者の利用状況というのを載せさ

せていただいてありますが，ここにあるように利用割合としては，100％を超えてい

る状況です。何故かというと，同じ方が例えば，朝の時間外，夕方の時間外を利用さ

れると２としてカウントさせていただいてあります。実施状況から考えた場合，十分

に利用できていると考えます。 

駒田副会長  自分の子どもが通っている園では取りづらいけれども，でも他の園に通ったらそこ
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にいるとか。逆に園の方が見てあげるけれど，時間外保育をせずに施設的にやりづら

かった場合に，そうしているとか。そういうケースはないんでしょうね。 

事務局  ないと把握しております。 

山中委員 

 実を言いますと，この利用者の中には隠れみたいな方もいる訳ですね。どういうこ

とかと言うと，うちは 6時～8時まで 2時間延長で開けています。ところが，1時間

分しか補助金がもらえない。何故かと言うと，8 時までいる子というのは，いわゆる

補助金の規定で 3人いないと。で，うちはいつも 1人か 2人で，もらえないというの

があります。それは大きな園の定員でも，小さな園でも同じ 1時間までは 6人以上，

2時間までは 3人以上という，非常に酷な基準があるので，それに乗る園しか当然の

ことながら補助金はもらえないということがあって。ですから，1人や 2人ならやめ

ておけばという声もあったりする訳ですけれども，やっぱり 1人でもいれば 8時まで

開けるという事を公言しているのでやりますけれども，他のところでは補助金がそう

いう形ですので，非常にやりづらいところはあります。 

駒田副会長 
 補助金を前提とした報告という形となる訳ですから，実情とかけ離れていることが

かなりあるのではないかということを，前から気にはなっていたのですけれども。 

事務局 
 今の話を聞かせていただくと，実際の数字と報告の数字は違いが出てくる可能性が

ありますね。 

服部委員  これも一人頭にしてくれるといいのにね。 

山中委員 

 これも毎年，どうやって人数を報告するのか大変で。2 時間開けておけばいいじゃ

ないかと思うんですけど，それがなかなか認めてもらえないというところがあるの

で。 

上田会長  青山委員は利用者としてどうですか。 

青山委員 

 公立保育所しか利用をしたことがないので，延長保育の利用はしたことがないです

けれども。認定こども園さんの場合だともっと長く延長保育の時間設定ができるとい

うことですよね。ただ，それを実施されている幼稚園が一体どのぐらいあるのかとい

うのは，利用者としてもはっきり言って知らないという現状もあります。ここの幼稚

園は 6時までしかやっていません。でもここの幼稚園は 6時から 8時まで長い時間や

っていますよというのを，本当に利用したいという人は，何かしらで調べるんでしょ

うけど，そこまでしなくてもと思われている保護者たちは，どこが長く預かってもら

えるところでというのは，あまり知らないかなというのはあります。だから，その人

数によって補助金が違うから，やっぱり開くことができていないという幼稚園もある

んでしょうけれども，もしかしたらできるであろう幼稚園があると知っていたら，申

し込む方もいるかもしれないですよね。 

服部委員 
 その施設のね，要は基礎データと言っていいのかは分からないけれど，各保育所は

こうですよなどの，そういうのが一覧表であれば，広報で出していただくとか。 

青山委員 

 そうですね。募集の時は，幼稚園と保育所の名前と連絡先が書いてあるだけで，ど

ういう利用ができるかというところまでは，書かれていないと思います。とりあえず，

選ぶ側としては，自宅から近いとか，勤務先から近いところをまず第 1希望に書くの

だと思いますが。 

服部委員  まず，動線の中に幼稚園や保育園がどれだけあるの。という感じですよね。 
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青山委員 

 そうですね。それがもう少し詳しい利用時間だとかが書かれていると，ちょっと遠

いけれど，残業とかしても迎えに行けるんじゃないかというのは，考慮できるのでは

ないかなと思います。 

服部委員  土曜日もやっているとかね。 

青山委員  そうですね。もう少し情報が欲しいところはありますね。 

事務局 

 申込書はこういう風な形で，毎年申し込みをしていただいています。確かに，ここ

には園の一覧表は載っていますが，詳しい開所時間であったりだとか，こういったサ

ービスを行っています，一時預かりやっていますなど，そういったものはここには載

っていないです。こちらの【すすっこナビ】の方には，そういったことが詳しく載っ

ておりますが。 

青山委員  あるんですね。知らずに通り過ぎてきただけですね。 

山中委員 

 この【すずっこナビ】は当然どこでももらえますが，先日岐阜市の入所案内をもら

ったんですけど，それはかなり保護者のニーズに合っているなと思って。今日持って

くるのは忘れましたが。その入所案内のところに，各園ごとのやっていること，どこ

の場所にあって，定員はどうでというのが載っていて，これはすごく親切だなと思い

ましたので，また良かったら取り寄せてもらって見てもらうといいなと思います。こ

れはいいなと思ったので，紹介させていただきました。それと，もう 1つ。先程言わ

れた，実態とかけ離れているのではないかという部分でいくと，このア）の真ん中辺

りにある，（平成 28年実績内訳）ただし，自主的実施園を除くというように書いてあ

りますので，補助金の対象になっていないところは除かれているという部分ですね。

この辺りもきちんと把握をして，拾い上げて欲しいなと思います。それと，途中にあ

るＶ施設が 483人という数字になっていますが，これはどうやってカウントした数な

のかなと。実利用人数ですので，ちょっと何か，ここの園は何人いるのかな？と。何

かなと思って見せてもらったんですけれど。とにかく延長保育はまだまだ保護者から

のニーズは高いですので，しっかりと朝 7時から夜 8時まで開けているというところ

では，それを保証していく，1 人になっても施設としてはいる訳ですから，そういう

点では非常に実施をしていくのは大変ですが。 

上田会長 

 よろしいですか。時間外のニーズに対して，その辺もまた御検討いただければと思

います。 

 では，次の項目に進めさせていただきたいと思います。 

事務局 

 はい。6ページの（2）放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）を御覧くださ

い。こちらは，ア）が実施状況でございます。27年度と 28年度の量の見込みと，確

保方策，実績が挙がっております。それと，下が小学校区の各クラブのそれぞれの状

況でございます。イ）が中間見直し後の数値でございまして，30年度と 31年度の量

の見込み，当初計画数値に対しまして，右側が見直し後の数値ということで，30年度

が 2,050名，31年度が 2,136名と増やしております。考え方でございますが，27年

度から 29年度の 2年間の上昇割合。この上昇割合といいますのが，登録児童者数で

はなく，鈴鹿市内の児童，小学 1年生～6年生までが対象になりますので，その児童

に対して，どれだけの子どもが学童を利用しているかという利用率で弾いていきます

と，27年度の利用率が鈴鹿市内で 13.9％でございます。27年度の子どもの数が市内

で 11,682人の中で，27年度の実績としましては 1,628人でしたので，13.9％の子ど
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もが利用していました。それが 29年度になりますと，市内の児童の数が 11,232人と

いうことで減ってはきております。その中で，学童の登録者数が 1,945人でございま

して，17.3％ということで，その差が利用者実数で 3.4％というように年間で伸びて

いるということです。平成 28年度の児童の数が，11,443人に対しまして，学童の登

録者数が 1,818人，利用率が 15.9％でございますので，15.9％から先程申し上げまし

た 29年度の 17.3％，この増加率が 1.4％でございましたので，この 1.4％を 30年度

以降の伸びる基準の値としてカウントしたところ，量の見込みとしまして，この 2,050

人というのが，教育委員会が推計しております 30年度，31年度の子どもの数に対し

て，これだけの利用は増えるであろうと，そういうパーセントで量の見込みと，確保

方策の数を弾いているというところでございます。高学年と，低学年の割合でござい

ますが，1年生～3年生までの低学年が 76％で，4年生～6年生の高学年が 24％とい

うことで，これは県内でも，全国的にも傾向は同じでございます。この市全体の数値

は量の見込みを確保できているということで，今現在放課後児童クラブ全てのクラブ

の受入れ可能な児童数が 2,230人の枠が全体でもございますので，この見込みをした

としても可能であろうと。ただ，個々のクラブを見ていきますと，大規模校でありま

す玉垣小学校や稲生小学校では，待機児童が出ている状況がございます。ですので，

そういうところにつきましては，クラブの整備が今後必要であると考えております。

以上です。 

上田会長  では，この件に関して御質問などありませんか。 

近藤委員 

 この量の見込みを見て，これだけ増えたら学童の中は子どもたちでぐちゃぐちゃに

なるなぁという思いがありますが，今言われたように，2,230 人受け入れることはで

きますが，大規模化している小学校区に当たると思いますが，そこではもう本当に次

の新 1年生数人しか入れないけど，どうしようという問題が起きています。その中で，

待機児童は出してはいけないし，6 年生まで預かれるのに，やっぱり上の子を切らざ

るを得なかったりとか，上の保護者の方たちが 1年生の子が入れないなら，うちがや

めておくわ。みたいな形になっていきているので，やっぱりその辺りの，それこそ建

物もそうなんですけれど，それと保育士もですけど指導員も足りません。実際のとこ

ろ指導員も高齢化しています。そこをどうしていくかがすごく必要なのかなというこ

とと，それと建物の 1.65㎡，1人当たり 1.65㎡あればいいから，共有スペース，玄

関，手洗い場，トイレなどを抜いた 1 人 1.65 ㎡になってきているので，そこら辺で

人数が引っかかってくるところがあるのではないのかという不安もあります。それ

と，この 4月から課長や担当課の方と何度かお話はさせていただいていますが，本当

に必要な子，この間も児童民生委員さんとも話をしましたが，保育料が払えなくて結

局は鍵っ子にしているという事実もあるので，本当に必要な子が見えてきてないなと

いうのは実際のところあって，もうどうしらたいいのかとついこの間のことだったの

で，どうしてあげればいいのかなという思いで，この量の見込みの数字を見て 2,050

人も預かれないって思ったのが事実です。大規模化だけではなく，他のところでも定

員が定めてあるところは，定員を大幅に上回っているところもあるので，その辺りも

しっかりと見ていって欲しいなというのもあります。以上です。 

事務局 

 小１の壁と言いまして，小学校に上がるときにお母さんが仕事を辞めなければなら

ないということが，全国的にも問題になっておりまして，市では全てのクラブに対し

てお母さんの就業証明書をまず取っていただく，その中で申し込まれた全てのクラブ
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でまずフラットにしていただいて，その中で低学年を優先していただきたい，それと

1 人親の家庭，障害をお持ちの方などの支援が必要な方から優先的に入れてください

とお願いをさせていただいています。ですから，今いる児童を優先して，新 1年生は

これだけしか入れないよということではなく，まずフラットにして，１年生から優先

にということをお願いしています。それと，当然指導員の確保も非常に大事になって

きますので，その点につきましては，市も色々な研修等もしながらスキルアップであ

ったり，確保のための広報等での募集であったりとしっかりさせていただいていると

ころでございます。 

駒田副会長 

 療育手帳を持った子どもを対象とした，学習塾がやり始めている施設が結構できて

いますよね。大体見ていると，大規模校の近くにパラパラできていて，自分が関係す

るというか，頼まれて相談を受けて，資料を持って来なさいと言ってそれを見ている

と，結構埋まっていて，2/3 ぐらい，半分強は療育手帳を持っている形で，その数を

把握した方が本当はいいですよね。どういう子どもたちが行っていて，どの程度の子

どもたちが行っているのか。多分そんなに難しい子は行っていない。おそらく社会復

帰を命としてと言っていますから，職業訓練みたいなことを言っていますから。そう

いう施設にどの程度の子が行っているのか，そして何人ぐらいが行っているのかとい

うのは，できればこれは県の事業になっていて，市の方の認可はそれだけらしいので

中身を少し把握しないと，まだ少々増えそうな話もしていますし，かなりのペースで

増えてきているので，一度把握していただいた方がいいのかなと。数とか。 

近藤委員 

 それと同時に塾化しているところ，それこそ塾がやっていて市は補助金は出してい

ないと思いますが，そういうこところが出てきたりとか，シダックスがやり出すとか

いう話も聞こえてきているので，学童保育所というのが本来どういうところであるべ

きかということをしっかりと見ていかないと。お母さんたちは預かってもらえるから

ありがたいわ。と思って見えるかもしれませんが，子どもの本当の中の姿が心配だな

という話も聞こえてきていますので，その辺りの把握も市の方でもしていただきたい

なと思います。 

事務局  市内でも数か所そういうところがあることは，把握しております。 

林委員 

 私も今日はそのことを聞こうと思っていたんですけど，１つの企業がやっていると

いうところは，学童であれば学校区という縛りがありますが，それは全然なくて，送

り迎えをしたりだとか，不登校の子どもを預かるというようなことも聞いておりま

す。それをどんな風に把握してみえるのかなということが聞きたいのと，それとそこ

に立ち上げるときに，自治会の方に何も申し入れがない，突然来て，突然やりますと。

自治会というのは今，安全・安心パトロールとかで地域の方が本当に見守りをしてく

ださっている中で，一番先に私が言われたのがあの子達はどこの子が来ているのか，

その子たちが怪我をした場合はどうしたらいいのかとか，そういうコミュニケーショ

ンがうまく取れていなくて，それで聞いたら心配ありません。僕たちが運転して送り

迎えをしています。と言われてもそんなどこの子か分からないような子たちがそこに

集まって，何人いるとかも分からない。それが今，自治会長さんがそこに行って把握

をしないといけないというのが，ちょっと後手後手になっているかなと思うので，も

う少し私たち主任児童員も情報が欲しいなと思いました。よろしくお願いします。 

駒田副会長  医者はそこに登録をしないといけないですけど，報酬僕はもらっていないし，やる
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からにはちゃんと資料を持ってきてと言って初めて持ってくるので，言っていない医

者のところには持って行っていないようなので，誰も把握をしていない。 

事務局 

 市もそういう塾というか，食事も提供したり，勉強ももちろん教えたり，そういう

ところがあることは把握しております。実際に何か所あって，どれだけの子どもが行

っているかということまでは，把握をしていないのが現状です。 

林委員 

 それは学童だけじゃないんですよね。ちょっと支援という形で，障害がある子ども

さんたちも預かっているということも。それは私たちから見るとちょっと心配ですよ

ね。 

駒田副会長 
 手帳を持っている方だけだと把握はできると思いますが，持っていない方や軽度の

方まで含めるとなると市としても把握のしようがないなと思います。 

林委員 

 それともう１ついいですか。鈴鹿市で学童をしているところというのは，例えば台

風や災害があったときにはどのように把握をされているのか。この間台風があった時

も，私はちょっとビックリしたんですけれども，暴風警報が出ても学童に預けたまま

なんですよね。子どもさんたちを。それはいいのか，ちょっと前に読んだ時には，学

校の規則に準じると書いてあったような気がして。それだと，本当は親が迎えに来な

いといけないのに，大丈夫なのかなと。特に桜島のももたろうさんは建屋を見てくだ

さいよというぐらい心配なところなので，台風で暴風の中子どもたちをあそこに置い

ておいていいのかなと。それは学校と連携を取りながら，学校に避難するとかをして

もらった方がいいのではないかなと思うぐらいの状況でした。 

事務局 

 暴風警報が出ますと，小学校は安全を確保しながら保護者に引き渡すことになりま

すが，お母さんが働いている場合は当然できませんので，その場合は学童と学校が連

携をして，子どもさんを学童で預かるということをしているところもあります。そこ

へお母さんが迎えに来るという形で対応して，学校とは連携をしています。 

近藤委員 

 結局，お父さん，お母さんが市外で働いていると，やっぱり時間内には迎えに行け

ないというのもあるし，どうしても仕事は休めない，台風であっても仕事に来てくだ

さいと言われると，箕田も台風の時，暴風警報が出たら私たちは 8時に学童に行って

開けているんですけれども。やっぱりそういう状況があります。箕田はまだ建ててい

ただいたばかりですが，シャッターもないので，どうにか付けれないかと保護者の方

も確認はしてもらいましたが，なかなか付けるという基準には満たなくて，結局はフ

ィルムを貼ってもらったりして，安全確保はしていますが，私たちももし何かあった

場合は子どもたちを連れて逃げるということをちゃんと心得て保育をしていますが，

本当に指導員が確保できて，安全な場合だけ開けますという風にしています。外から

見ると，危険ではないかというのはあると思います。運営は個々の学童でしているの

で，そこの規則で対応していると思うので，もし本当に危険だなと思った時は，学童

の指導員に言ってください。お願いします。保護者の方たちは，迎えに来たときは見

ますが，日々忙しくてそういう状況まで見れていないのが現状で，中の指導員も大丈

夫だろうと思ってしていることも多いので，そこは皆さんの声をどんどん上げていっ

てもらえればいいと思うので，よろしくお願いします。 

上田会長 

 他に御意見の方はございませんか。 

 今言っていただいた，指導員の確保，自治会との連携，災害に関する対応問題，そ

の点について，また御検討をお願いします。 
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 では，次に移ります。よろしくお願いします。 

事務局 

 子ども家庭支援課でございます。子育て短期支援事業，ショートステイと呼ばれて

いるものですけれども，平成 27年度の実績数と 28年度の実績数で，随分大きな開き

がありますが，平成 27年度につきましては，1つのご家庭当たりの利用日数が突出し

て多い事情がございまして，件数で比べてみますと，ここ数年ずっと 50 程度，ある

いは 50 弱ぐらいで横ばいでございますので，見直しに当たっての考え方は，こちら

に書かせていただいたとおり，28 年度の 179 人とすでに上方修正していただいてい

る数字ですが，30年度と 31年度も同様に 180人を見込む形とさせていただいており

ます。以上でございます。 

上田会長  では，この子育て短期支援事業に関して，皆さん御意見等はございますでしょうか。

山本委員 

 よろしいでしょうか。北勢児童相談所の山本です。情報提供ということで聞いてい

ただけたらと思いますが，今年の 8月に国の方から今後の社会的養護の方向性を示す

ような提案が出ておりまして，その中で児童相談所の一時保護の機能の見直しをこの

5 年以内にということではっきりとうたわれているところです。見直しの方向性とし

て，児童相談所の一時保護は子どもの安全確保，いわゆる緊急一時保護ですね。それ

とアセスメント・行動観察，そういう目的の一時保護と二機能に分かれるということ

が，具体的に示されております。現在，市のショートステイ事業の条件を越える部分

について，私ども児童相談所の方が越える部分を一時保護で延長するというか，そう

いう形で対応させてもらっています。この見直しの方向性が具体化する中で，今のよ

うなショートの追加みたいなやり方が果たして出来るかどうかというのが，ちょっと

不透明な部分があるかなと思っております。そうなると，一応 31 年までの今日は見

直しの議論ですので，そんなに早急な一時保護の制度の改正というのはないと思いま

すが，この議論の進捗の状況によってはもしかすると，量の見込みの見直しとか，あ

るいは市としての利用日数の上限の見直しとか，利用料の問題とか，その辺について

も，もしかすると改めて議論をしていただく必要が出てくるかもしれないなと思いま

す。 

上田会長  ありがとうございます。他の方で皆さんどうですか。 

林委員 

 ちょっと児相の方に聞きたいんですけど，一時保護というのは，言葉的には簡単に

この子を保護しないとダメだという時に，預かってくれるという意味で取っています

が，例えば本人がどうしても嫌だと言った時には，一時保護しないですよね。 

山本委員 

 しないというか，できないんです。逃げていかれてしまう可能性が高いので。一時

保護所というのは，保育園みたいな建て方と同じですので，鍵を外から掛けられる訳

でもないし，大きな子であればもう「俺こんなところおるの嫌やし」と言って逃げて

いくことは可能なんですね。だから，しないというよりも，保護したとしても逃げて

いく可能性が高いので保護しないというのが，正確な説明になるかなと思います。 

林委員 

 私たちが関わる中で，その辺がジレンマというか，何年も子どもが食事にも困って

いる状態で生活している，ネグレクトという必ず虐待という形に繋がっていきますか

ら。そういうことを子どもに多分してみえると思いますが，説得をして例えば，1 週

間でも行かないか。というような対応もしてみえる訳ですよね。 

山本委員 
 1週間というような具体的な日にちを示すことは，ネグレクトの改善のために 1週

間だけおいでっていうことはちょっと違いますよね。1 週間経てば，またネグレクト
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に戻すことになる訳ですから。それはちょっと違うかなと思います。 

林委員 

 私たちとしては長く，5 年も 6 年も見ている子どもなので，例えば 1 週間でも 10

日間でも行って，ちゃんとご飯を食べてという生活をしたら，こっちのがいいと言っ

てくれるんじゃないかなという期待感があって言わせいただいているんですけれど

も。 

山本委員  もちろん，分かります。 

林委員 
 何か一時保護ってすごく簡単な感じなんですけど，非常にできないものだなといつ

もいつも思っています。 

山本委員 

 ３つ目的があって，緊急保護。両親が事故で亡くなって見る人がいないというのが

緊急保護ですね。それから，行動観察という目的の一時保護ができます。これは子ど

もが色んな要素を示す時に，一時的にお預かりすることで特徴を確認して，子育てな

り学校さんなりに対して関わりの助言をさせてもらう。3 つ目は短期の生活指導。ち

ょっと非行っぽいお子さんをイメージしてもらえればいいと思いますが，本人の生活

習慣を改善することを目的として，短期間生活を見ていく。今，三重県の場合はここ

にもう１つ調査保護という虐待かどうか分からない状況だけれども，一旦相談所が保

護をして調査をして，虐待かどうかを確認して虐待がなければ，可能性が低ければお

返しをするという調査保護を三重県は行っています。今４つお話した中に，その 1週

間ご飯を食べさせてもらいなというのは，ちょっと当てはまってこない部分がありま

す。地域の御心配はよく分かるんですけれども，親御さんの子育てする権利を相談所

が一時的に制限をしてお預かりするというのが，児童相談所の一時保護ですので。そ

こはショートステイとは全く趣旨が違って，ショートは親御さんの意向で預けてもら

う。相談所の場合は，親御さんが反対していても預からなければいけない場合がある。

ちょっと権限としては強いところがありますね。何でもかんでも引っ張ってこれると

いう訳ではないということは，御理解いただければと思います。 

林委員  ちょっと年数を考えてもらってやるとか，そういうのがあればいいなと思います。

山本委員 

 本人さんが昼夜逆転しているとか，そういう風な様子があるのであれば生活改善を

目的に一時保護をするのはできるかなと思いますが，本人がそこでがんばってくると

いうことはある程度納得してもらわないと難しいかなと思います。 

上田会長  いいですか。他に御意見等はございませんか。 

山中委員 

 1 つだけ，この事業を先程から聞いていると，かなり条件も難しいと思いますが，

この援助内容の理由の中に就労等と書いてありますが，例えば親御さんが休日に 2人

とも仕事で預かってください。というのは可能ですか。 

事務局  子ども家庭支援課です。そういった形ではお受けしていないです。 

上田会長 
 他に御意見はございませんか。 

 では，次お願いします。 

事務局 

 では，８ページを御覧ください。こちらは（４）地域子育て支援拠点事業（つどい

の広場事業）という事業でございます。こちらの８ページと，もう１枚 A4 のカラー

のチラシも用意させていただきました。この事業は 0歳～3歳の未就園児とその保護

者の方を対象としまして，相互の交流する場所を開設しまして，子育てに関する相談，

情報提供などを行うものでございます。量の見込みがイ）の実施状況でございますが，
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実績が非常に多いですが，この具体的な原因といいますのが，その下の公共のところ

で【りんりん】と【ハーモニー】というのが市の直営の施設でございます。量の見込

みのときに，この数値を盛り込んでいなかったことが原因ということが判明しており

ます。ですので，量の見込みよりも倍増しているではないかと言いますと，具体的に

はそういうことではなく，今申し上げた理由でございます。その下の，見直しに当た

っての考え方についてですが，そこの 2行目の過去 5年間（平成 24年～28年）の利

用者の実績の平均値を弾いております。基準値として修正した数字が 30年度と 31年

度の量の見込みでございまして，こちらの 92,628 というのがその 5 年間の平均数値

でございます。確保方策は，箇所数でございますが，御覧いただいておりますカラー

チラシにある，直営の 2か所を入れました子育て支援センター・つどいの広場を市内

で展開しています。より身近なところで，相談・利用しやすい施設とすることを目的

としまして，量の見込みとしましては，ただ単に増えればいいということだけではな

く，出生数が減っている中ではありますが，一定の量の見込みを確保する中で，現在

10か所であるものを今後 31年度に 2か所増やしていきたいなという方向性として，

数字を 2か所増やさせていただいております。具体的に内部調整がまだ終わっていな

い状況ではございますが，増やしていきたいという方向性です。以上でございます。

上田会長  この件に関しまして，御意見はございますでしょうか。 

田城委員 

 すみません。つどいの広場のトゥインクルをさせていただいています。今，鈴鹿市

のつどいの広場は，月曜日～金曜日まで平日はずっと開いているのですが，毎日 3歳

までのお子さんを連れた親子が来てくれています。やっぱり遠くまで出かけて行かな

くても，一緒に出掛けて 2人で時間を過ごせる場所というのはすごく大事だなと思い

ます。それと，そこに毎日来られる方というのはとても元気な方なので，こういう場

所でなくてもいいのかなとも思いますが，本当に身近な歩いていける場所ということ

で，普段は出にくくても，そこへ疲れた時に行くとちょっと休めるというような場所

があるというのはありがたいと思います。だから，広場の数を増やしていかれるのは

いいのかなと思いますが，変なことを聞きますが，2 か所増やすということは予算も

増やすということですか。 

事務局 

 はい。この事業は国・県の補助金を使った事業でございますが，当然市も予算を使

います。先程申し上げましたように，まだ内部での調整が確定していませんが，今後

市の中で調整をする中で，方向性としては増やしたいということです。 

田城委員 
 ありがとうございます。決まった枠の中で数が増えると大変かなと思ってしまいま

して。 

駒田副会長 

 この施設の目標と言いますか，仕事の中の１つに観察があったと思いますが。難し

い子どもたち，ちょっと輪の中に溶け込みにくい子どもと親御さんたちを見つけてい

くのも大事という話もしていましたが。りんりんには関わっていますけれども。いい

ことなのかもしれませんが，虐待の通報ということからいくと，この施設からの虐待

の通報が今ほとんどないんですね。楽しいだけのところになっているのではないかと

いう不安も感じています。状況が良いということは，いいことなんですけれども。観

察という役目ももう少ししっかりとやっていただいて，要支援家庭の発見というか，

そういうのにも役立って欲しいなと思います。最初の方はパラパラとあったのです

が，最近は特に通報が０になってきていますので。 



20 
 

秋葉委員 

 保護者から見てなんですけれども，色んな冊子やチラシを見せていただいても，ど

この園がとか，どこの広場が何歳ぐらいの子が多いのかということが全然書かれてい

なくて，結構周りのお母さんたちからどこに行ったら分からないとか，行ってみたら

場違いだったとかいう話も聞きますので，そういった情報もまずお母さんたちが手に

取るような物に載せていただくと，特に転入してきた方や，知り合いがあまりいない

方には参考になると思います。あと子ども連れだと車で動かれる方が多いので，駐車

場に停められる台数なんかも載せていただくと，すごく利用しやすくなると思いま

す。すずっこナビを見ても，りんりんは書いてありますが，それ以外の施設は書いて

いないので，こういったものを作られる際には載せていただくといいと思います。 

林委員 

 主任児童委員が今，鈴鹿市で 35名いるんですけれど，13ぐらいサロンという形で

地域だけのための集まる場所を作っています。私たちは，学校区で範囲になっている

ので，学校区の方たちには口コミで来ていただいて，井戸端会議ができるところを桜

島は【さくらんぼ】という名前で第 1，3金曜日に行っています。その時には，先程駒

田先生が言われましたが，保健師さんが必ず関わってくれている場なので，ちょっと

発達に問題があるなというお子さんとか，桜島以外の地区のお母さんも聞きたいこと

がある場合には案内をしてもらってということを公言はしていないですが，私たちも

多くなると大変になってくるので，地域の人やそのお友達を集めて，保健師さんにも

見守ってもらいながら細々とやっていますので，良かったら来てください。 

上田会長 

 他に御意見はございますでしょうか。 

 先程，こういう場所を増やしていく，観察によって子どもの状況を把握するという

こと，サービス，情報，マッチング，駐車場など利用しやすい環境を広報上でもやっ

ていくということが挙げられましたので，またその辺りのことも踏まえて議論をして

いきたいと思いますので，よろしくお願いいたします。 

 では，次の一時預かり事業についてお願いします。 

事務局 

 それでは，9 ページを御覧ください。9 ページが一時預かり事業の幼稚園型になり

ます。10ページがその他ということで，一括で説明をさせていただきます。 

 まず，9ページの幼稚園型ですが，ア）の実施状況を御覧いただくと，平成 27年の

量の見込みが 8,314 人，確保方策も 8,314 人，それに対しまして利用実数が 21,459

人で差引 13,145人となっており，量の見込みを大幅に上回る状況となっております。

28年度についても同様です。中間見直しの数値としましては，平成 30年，31年とも

に量の見込み，確保方策を記載のとおり実績・実数に合わせて見直しをしたいと考え

ております。見直しに当たっての考え方につきましては，平成 27年，28年ともに利

用実績が量の見込みを大幅に上回る状況となっているため，量の見込みを見直す必要

があると判断させていただき，利用実績を基に量の見込みを見直すこととします。ま

た，確保方策については，保育園 1 か所が平成 29 年度から認定こども園に移行し，

幼稚園型の一時預かり事業を開始したため，8か所から 9か所に見直すこととし，量

の見込みを確保して参ります。 

 なお，幼稚園型の一時預かり事業を実施する大部分の園については，新制度に移行

していないため，子ども・子育て支援法に基づく一時預かり事業ではないことから，

量の見込み及び確保方策について，子ども・子育て支援法上の認定区分である 1号認

定と 2号認定に分けずに全体量での計画に見直すことといたします。幼稚園型につい

ては以上でございます。 
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 次の 10ページの一時預かり事業（その他）についてでございます。同じように 27

年度の量の見込みが 3,631 人，確保方策 3,631 人，利用数（実績）が 11,185 人とな

っており，その差が 7,554人と大幅に上回る状況となっております。28年度において

も同様の結果となっております。それに伴い，中間見直しの数値といたしましては，

30年，31年ともに記載のとおり，実績に合わせて見直しをしたいと考えております。

その考え方についても，幼稚園型と同様，実績値を基に見直しをさせていただき，確

保方策につきましては，当初は実施施設 15 か所での確保を計画しておりましたとこ

ろ，28年度には 1か所減少しましたが，29年度にはまた 1か所別のところが増えた

ため，引き続き 15か所での確保とさせていただきます。 

 なお，今後の確保拡大に向けては，保育士の確保が困難な状況ではありますが，私

立保育園の協力を得るとともに，公立保育所については，建替等の際に実施園を増加

させるなどの事業の拡大を図っていきたいと考えております。以上でございます。 

上田会長 

 では，一時預かり事業【幼稚園】の方から進めさせていただきます。何か御意見等

ございましたら，お願いします。 

 ございませんか。 

服部委員 

 先程の御説明をいただいた時に，各園みんな私立の場合，幼稚園は 3歳保育という

のをやっているかと思います。それがここに反映されないのは，認定こども園，もし

くは給付型の幼稚園になってないからだよという御説明でしたけれども，無理にここ

に載せる必要はないのかなとは思っていますが，仮に全園が認定こども園はハードル

が高いとして，給付型になっても市の財政的には大丈夫なのかな。という懸念が１つ

あります。給付型って何？という説明をした方が早いですか。というのもありますが。

山中委員 
 今回，この数字を入れたからこんなに増えた。なおの後の普通のところも入れたか

らこんな 23,200という莫大な数字になったよと。 

服部委員 
 本来は入れないんですよね。この数字は。本当に入れたらどうなるのかなという。

気になったところです。お答えはいいです。 

上田会長 

 皆さん，他に御意見ございますでしょうか。 

では，ないようですので，次の一時預かり事業（その他）の方で御意見はございま

すか。 

山中委員 

 一時預かり事業（その他）と書いてあるのが，非常に訳が分からないですが，保育

園の方ではすごく需要も高いですし，一時預かり事業をやらせてもらっています。た

だ，この 28 年度の実績を見てもらうと分かりますが，一部の保育所にやはり数は突

出していっているところがあります。ぜひ，実施されているところは，一時預かりの

要求はすごく多いので，受け入れしやすいように市の方も配慮をお願いしたいです。

それで，うちはここの中の J施設，1,849人という延べ数ですが，この補助金がです

ね，実を言うと，非常に荒っぽい補助金です。1,200 人～1,800 人とか，1,800 人～

2,000どんだけとか，区分がものすごく荒っぽいんですね。その数の 1人でも超えた

ら１つ段階が上がるとかというのもあるので，非常に使いにくいというか，おかしい

なと思うんです。それともう 1 つ，年齢は全然関係なく，0 歳を預かろうが，5 歳を

預かろうが 1人は 1人という補助金ですので，その辺もぜひ緩和をして，一時保育が

やりやすいようにお願いしたいなと思います。 

上田会長  それでは，他に御意見はございますか。 
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伊藤委員 

 認可外保育園代表の伊藤と申します。この中に，私たちのような認可外保育園は入

っていないのかなと思いますが，その他になるのかどうか分からないですが，うちも

園が小さい中でも一時保育の需要はすごく多くて，月にしてみると，40とか 50にな

るのかなと思うんですけれど，年間にするとそこそこの数にはなると思いますが，他

の園も合わせるとなるかなと思います。ここには反映されていないかなと思うので，

もうちょっと＋αになるかなと。やっぱり補助金の方も，在園していない園児という

ことに関しては，同じ条件だと思うので，私たちの方にも少しでも補助してもらえた

らありがたいなと思います。 

山中委員 

 すみません。そこのところではさっき言った，その他ということにこだわったのは，

そこでもあったんですけれど，一応補助金の要綱の中には認可外の方たちの一時預か

り事業についても載っています。でも鈴鹿市は対象になっているところはないです。

私のところも元認可外からなったので，一時預かりの要望が大きかったのは良く知っ

ていますし，そこで随分数を見てもらっているということもよく知っていますので，

そこのところはぜひ一緒のように扱って欲しいなと思います。 

上田会長 

 ありがとうございます。利用者の絶対数の問題，認可外も含めてですが，その辺の

状況というのは今後検討していかないといけないかなと思いますので，よろしくお願

いします。 

 では，次の項目（６）ファミリー・サポート・センター事業について，事務局より

お願いします。 

事務局 

 11ページの（6）ファミリー・サポート・センター事業と 12ページの（7）病児・

病後児保育事業は，件数に関連性がございますので，合わせて説明をさせていただき

ます。 

 ファミリー・サポート・センター事業は量の見込みに対しまして，実績の方が少な

くなってきています。この中で，当初の計画の中でウ）見直しにあたっての考え方の

ところに載っていますが，病児・病後児対応としてもカウントしてしまっていた件数

がございます。その数字というのが（7）病児・病後児保育事業の量の見込みのイ）中

間見直し後の数値の 30年，31年度の量の見込み 1,025件というのが挙がっておりま

したので，そこを修正させていただきたいと考えております。11 ページの真ん中の

イ）中間見直し後の数値の 30年度，確保方策 4,989に対して，3,964となっておりま

すのは，病児・病後児保育事業の 1,025をマイナスした数字ということで計上をして

おります。31年度も同じように，マイナスした数字を計上しております。ニーズがグ

ッと減ったということではなく，もともと行っているファミリー・サポート・センタ

ー事業としてはある程度一定の推移をしているところです。 

 病児・病後児保育のところでございますが，こちらは量の見込みに対しまして，利

用数の実績が 935件ということで，概ね 1,000件程度の利用で推移しております。今

の現状値の量の見込みを維持するという形で考えております。ただ，この後申し上げ

ますが，市が直営で西条保育所の移転建設を進めております。32年 4月の開園に向け

て進めております。そこで，ドクターはいませんが病後児保育のサービスの提供を予

定しております。これは 32 年度ですので，こちらの表にはございませんが，今後の

取り組みとしてお伝えしました。以上でございます。 

上田会長 
 ファミリー・サポート・センター事業と病時・病後児保育事業の 2つの説明をして

いただきました。この点に関しまして，皆さん御意見がありましたら，お願いします。
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田城委員 

 ファミリー・サポート・センター事業ですが，量の見込みについては何もありませ

んが，実際に 27年度と 28年度で利用数が減っています。今年 29年度も 3,600いく

か，いかないくらいかなと思っていますが，それは以前に比べてつどいの広場もたく

さんできましたし，学童保育所も学校区に 1個以上できているということもあって，

以前はファミリー・サポート・センターの方で校区外の学童へ行くのに，放課後，学

校へ迎えに行って，送って行っていたということもありましたが，それもなくなった

り，広場等がたくさんできたおかげで，以前は子育てに行き詰って大変でしばらく子

どもを預かって欲しいという依頼が結構ありましたが，この依頼が最近はなくなって

います。実際の実績の援助内容を見ていただきますと，送迎というのが多いです。こ

れは保育園や幼稚園，学童で預かってもらっていて，その後の部分で迎えに行って，

おばあちゃんのところまで連れて行って欲しいといった依頼がメインになってきて

いるので，ファミリー・サポート・センターだけの独立した事業ではなくて，色々な

ところの子ども支援と合わせての支援になっていると思います。それと，ここには現

れていませんが，第二子の出産に関して，上の子が保育園や幼稚園に行っているけど，

送り迎えができないということで，29 年度も 124 件ほど出産前後の期間だけですが

依頼がありましたので，そういうことも隠れたニーズにも対応できているかなと思っ

ています。以上です。 

上田会長 

 ありがとうございました。この他に御意見ございますか。よろしいですか。 

病時・病後児保育事業に関してはいかがでしょうか。 

 では，次の項目に進めさせていただきます。お願いします。 

事務局 

 それでは，12ページの（8）利用者支援事業について説明申し上げます。こちらに

お示ししましたとおり，利用者支援といいますのは，子ども又はその保護者の身近な

場所で，教育・保育施設や地域の子育て支援事業の情報提供及び必要に応じて相談・

助言等を行うということになっております。後ろがちょっと切れておりますが，関係

機関との連携及び情報共有を行う。ということになっております。申し訳ありません。

中間見直し後の数値につきましては，お示しさせていただいたとおりでございまし

て，見直しに当たっての考え方につきましては，四角の中にお示しした状況でござい

ます。平成 29 年度から妊娠出産包括支援事業を立ち上げましたので，そちらの方に

専門の職員を配置しまして，妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援の事業体制

をとりました。箇所数は健康づくり課の中に設置しましたので，1 か所となっており

ます。 

 併せて，次の妊婦健康診査事業も関連する事業ですので，説明申し上げます。妊婦

の健康の保持及び増進を図るため，1 人の妊婦さんの妊娠期間中に最大 14 回使って

いただくことができます妊婦健康診査，保健指導等を実施しております。こちらの方

は妊娠期間中に必要に応じた医学的検査等を実施する事業となっております。こちら

の実施状況はア）のとおりとなっておりまして，出生数の減少等に伴いまして，事業

の方も減数ということになっております。28年度の実績内訳といたしましては，妊娠

届出数 1,604人に対しまして，健診回数は平均ですが 1人 7.9回でした。中間見直し

後の数値につきましては，ウ）にお示ししましたとおり，妊娠届出数の減少がござい

ますので，妊婦健康診査受診者数の見直しが必要になった。平成 24～28 年度の過去

5 年間の妊婦健康診査受診者数を基にしまして，前年度の受診者数と比較した増減率

を求めました。その結果，増減率の平均値から毎年 2.1％ずつ減少していると考え，
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平成 30年度，31年度の量の見込みを算出させていただきました。 

 続きまして，14ページの（10）乳児家庭全戸訪問事業についても併せて説明させて

いただきます。こちらは生後 4ヶ月までの乳児のいる全てのご家庭を訪問しまして，

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となっております。平成

23年 10月より開始させていただきました。各地区の主任児童委員の方，あるいはこ

ちらの保健師，助産師，看護師等が訪問を実施しています。事業の実施状況につきま

しては，ア）にお示ししたとおりでございます。イ）の中間見直し後の数値につきま

しては，ウ）の方に考えをお示ししたとおり，出生数の減少によりまして，訪問対象

者数の見直しが必要となってきております。平成 24～28年度の過去 5年間の実績を

基に，前年度の対象者数と比較した増減率を求めた結果，平均年々1.3％ずつ訪問対象

者が減少すると考えまして，平成 30年度，31年度の訪問対象者数を推計いたしまし

た。結果がイ）の中間見直し後の数値とさせていただいております。訪問率は平均値

92.7％を用いて算出させていただきました。以上です。 

上田会長 

 ありがとうございます。では，各項目ごとにいきたいと思います。まず，利用者支

援事業について，何か御意見はございますか。 

ございませんか。では，次の妊婦健康診査事業について，御意見ございましたらお

願いします。 

特に御意見はございませんか。では，乳児家庭全戸訪問事業について，何かござい

ましたらよろしくお願いします。 

特に御意見等はございませんか。では，次に進めさせていただきます。説明お願い

します。 

事務局 

 （11）養育支援訪問事業その他要支援児童，要保護児童等の支援に資する事業です。

養育支援が特に必要な家庭に対して，その居宅を訪問させていただき，養育に関する

指導・助言，家事支援であったりですとか，福祉サービスへつないだり，相談を受け

たりすることを行うことで，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 27年度と 28年度の実施状況を記載させていただいてありますが，量の見込

み 990，確保方策 990，利用数は 1,071と 1,038，差引 81と 48ということで 10％未

満の微増でございまして，見直しに当たっては，平成 27年，28年度の実績から量の

見込みのとおり，10％未満の僅かな差であることから，概ね支援計画どおりの事業実

施ができており，中間見直し後の数値に修正はさせていただいておりません。以上で

す。 

上田会長 
 ありがとうございます。この件につきまして，何か御意見がありましたらよろしく

お願いいたします。 

林委員 

 支援ファイルというのが，幼稚園の時にお母さんが相談された時にお持ちになって

いると思いますが，それがなかなか小学校に行っても，お母さんが言わないというこ

ともあると思いますが，つながっていかないということがあります。学校の先生が困

った時に，お母さんと話をしてやっと実はということでその手帳の存在が分かるとい

うことがあるので，このつながりを特に幼稚園から小学校へのつながり，それと学年

のつながり，それから小学校から中学校へのつながりというのをもう少し確実な形で

できればいいかなと思います。 

事務局  それは確か鈴鹿っ子支援ファイルかなと思います。少し発達に課題のあるお子さん
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のファイルを作って，小学校や中学校につなげさせていただく支援ファイルがありま

して，そちらの方も含めましてこの養育支援訪問事業というのは，ご自宅の方にお伺

いしてそういう話や相談を受けさせてもらうところですので，それも含めて今後もつ

ないでいくようにしたいなと思います。よろしくお願いします。 

上田会長  他に御意見ございますでしょうか。 

近藤委員 
 すみません。ちょっと質問なんですけれども。児童養護施設からもし親御さんに引

き取られた場合のその後の支援というのもされるということですか。 

事務局 

 はい。児童虐待に及ぶ場合であったりとか，その児童養護施設を出た後のフォロー

というのも含めまして，児童虐待ばかりではありませんが，一時的な養育ができない

保護者の方が児童養護施設に預けられて，自宅に戻られた後というのは，養育支援訪

問事業で家庭訪問させていただくということになっております。 

近藤委員 

 実はうちの学童にも 1件ありまして，私たちもすごく戸惑ってしまったので，どう

対応したらいいのかということがあったので，そういうことで相談はさせていただけ

るということでしょうか。 

事務局 

 はい。児童養護施設に入所するしないに関わらず，そういう気になる児童が見えま

したら，私ども子ども家庭支援課の方に連絡をお願いしたいと思います。そうすると

こういう訪問事業であったりだとか，他の方法で見させていただく形になると思いま

す。よろしくお願いします。 

近藤委員  はい。ありがとうございます。 

上田会長 
 他に皆さんから，御意見等ございませんか。ないようでしたら，次に進めさせてい

ただきます。次回の開催について事務局からお願いします。 

事務局 

 次回の予定としまして，12月上旬を予定しております。例年ですと，2月開催とい

うことですけれども，今年度に関しましては 12月上旬ということで考えております。

多少の前後は御了承ください。 

 続けてよろしいでしょうか。事項書のその他事項ということで，報告をさせていた

だきたいと思います。今現在，先程少しお話にも出ておりましたが，西条 8 丁目 19

という三日市斎奉閣東側に当たるところに，西条保育所の移転ということを考えてお

ります。去年から基本設計にかかりまして，今年度は実施設計という基本設計をもっ

と煮詰めていくような作業にかかっているところです。今現在，地元の皆さんへの説

明会等させていただきまして，調整をしている段階でございます。概要としましては，

土地の大きさが約 8,200㎡，建物大きさが約 1,800㎡です。先程も申し上げましたが，

平成 32年度を開園予定としておりまして，定員が今現在の西条保育所が 140名です

が，150名として考えております。通常の保育に併せて，一時預かり保育と，病後児

保育を行おうと考えております。詳細につきましては，今後決まり次第，御報告させ

ていただきますので，よろしくお願いいたします。 

事務局 

 もう 1点すみません。前回，前々回と報告をさせていただいた民間保育所の施設整

備について改めて御報告をさせていただきます。昨年度，社会福祉法人花園会の方か

ら市の方へ要望書が提出されまして，所有されている 2つの保育園，旭ヶ丘保育園と

鼓ヶ浦保育園を１つにまとめて整備をするという内容の要望書をいただいておりま

した。新たに整備をするということで，保育園の定員等について，この子ども・子育

て会議において御議論いただく予定でした。しかし，その後計画が変更されまして，
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新たな要望書が 8/24に提出されました。それによりますと，旭ヶ丘保育園を移転・建

て替えをして，鼓ヶ浦保育園は修繕をしてそのまま残していくという方向性の内容で

ございました。市としましては，定員数の変更等もないことから，当初予定をしてお

りました部会などは開催せずに，このような報告事項として対応していきたいと考え

ておりますので，よろしくお願いいたします。 

上田会長  ありがとうございます。他，何かございませんか。 

林委員 

 西条保育所のことですが，地区の主任児童委員の方から，子どもの通学路が非常に

危ないのではないかと。その辺りのことを地域の方がすごく心配しているということ

もありますので，十分配慮をしていただきたいと思います。よろしくお願いします。

上田会長 
 他に御意見等ございましたらお願いします。ございませんか。 

 では，これで議事を終わらせていただきます。事務局の方お願いします。 

事務局 

 ありがとうございました。上田先生，長時間に渡りまして，ありがとうございまし

た。また，委員の皆様におかれましても，長時間に渡りまして熱心な御議論をしてい

ただきまして，ありがとうございました。本年度は，中間評価ということで事業の見

直しをしていただいたところでございますが，非常に子育てを巡る環境は変化をして

おります。今後におきましても，熱心な御意見等をいただきながら，子育て支援施策

を推進していき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

日はありがとうとございました。 

 


