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平成２９年度第 2 回鈴鹿市地方創生会議 議事要点録 

 

○日 時：平成２９年１０月１７日（火） １４：００～１５：４５ 

 

○場 所：鈴鹿市役所 本館６階 庁議室 

 

○出席者：委員１１名 

関係職員（鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部員１４名） 

事務局  ６名 

（敬称略） 

  ■委員 

    田中 彩子 （鈴鹿商工会議所 会頭） 

渥美 美登里（鈴鹿農業協同組合 理事） 

    黒田 裕子 （鈴鹿市漁業協同組合 女性部 部長） 

    豊田 長康 （鈴鹿医療科学大学 学長） 

小谷 高広 （株式会社第三銀行鈴鹿支店 支店長） 

    前澤 謙行 （ＮＨＫ津放送局 放送部 部長） 

    山本 克也 （株式会社中日新聞社 鈴鹿通信局 局長） 

    大橋 高光 （鈴鹿地区労働者福祉協議会 会長） 

麻生 洋一郎（鈴鹿市自治会連合会 会長） 

    前原 毅  （鈴鹿公共職業安定所 管理課長） 

    末松 則子 （鈴鹿市長） 

   ※欠席２名 

    横山 陽二 （名古屋外国語大学 現代国際学部 国際教養学科 准教授） 

清水 希容子（株式会社日本政策投資銀行 地域企画部 参事役） 

  

 ■関係職員（鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略推進本部員） 

    谷口 誠  （上下水道事業管理者） 

    中道 公子 （教育長） 

    中西 貞徳 （消防長） 

    冨田 佳宏 （危機管理部長） 

    渥美 和生 （政策経営部長） 

    米川 重治 （総務部長） 

    舘  隆克 （地域振興部長） 

    石坂 健  （文化スポーツ部長） 

    匹田 大樹 （環境部長） 

    坂  佳德 （子ども政策部長） 

近藤 昌洋 （健康福祉部長） 

    望月 広志 （産業振興部長） 

        河村 寛  （土木部長） 

    太田 芳雄 （都市整備部長） 
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■事務局 

    森  健成 （政策経営部参事兼行政経営課長） 

中村 昭宏 （政策経営部総合政策課長） 

    小﨑 智弘 （政策経営部行政経営課副参事兼行政経営グループリーダー） 

佐野 方彦 （政策経営部総合政策課主幹兼政策創造グループリーダー） 

    儀賀 春香 （政策経営部行政経営課行政経営グループ） 

    椎名 謙  （政策経営部行政経営課行政経営グループ） 

 

○傍聴者：２名 

○内 容：下記のとおり 

 

事項１ 開会 

・事務局（行政経営課長）から開会。 

 

事項２ 市長あいさつ 

・地方創生会議をはじめ，市政各般にわたり，様々な形で，御理解と御協力を 

いただき感謝申し上げる。 

・本日は，本市が平成２８年３月に策定した「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生  

総合戦略」の基本目標や基本的方向に基づく施策の達成度を評価，検証する 

ために設定したＫＰＩの進捗状況について，平成２８年度の取組実績に  

対して評価をお願いする。 

・評価に当たっては，戦略に位置付けている４つの基本目標ごとに，目標数値に  

対する実績値等を踏まえ，平成２８年度における取組の総括などについて 

説明をさせていただき，各委員が属している分野や，それぞれの立場から， 

意見や質問，感じられた点など自由に発言をお願いする。 

・意見や質問に対して的確な回答ができるよう，施策を担当する部局長も会議に 

同席しているので，忌憚のない意見をお願いする。 

・いただいた意見は，平成３０年度予算に活用したいと考えている。 

 

【事務局】 

・会議資料の確認。 

※鈴鹿市地方創生会議運営要領の規定に基づき，事務局から市長に進行を交代。

以下，「３ 意見交換」は，市長が座長として進行。 

 

事項３ 意見交換 

（１）「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」における基本目標・施策の 

基本的方向の進捗状況に関する効果検証について【資料１】 

 

【末松市長】 

・それでは，事項３の意見交換に項目を進める。 

・まず，資料１に基づき，説明をお願いする。 
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【事務局】 

※資料１に基づき，「鈴鹿市まち・ひと・しごと創生総合戦略」の概要及び   

「基本目標１－１」に対する推進本部の内部評価について，説明。 

 

【末松市長】 

・事務局からの説明に対して，意見・質問等があれば発言をお願いする。 

 

【前原委員】 

・３ページの目標数値「企業立地に伴う新たな雇用者数」で，増加した１６５人

の雇用形態の説明をお願いする。 

 

【産業振興部長】 

・１６５人は，全て正規職員での雇用である。 

 

【末松市長】 

・大橋委員は，労働分野の立場から職場環境に関する意見はあるか。  

 

【大橋委員】 

・この目標数値は，企業立地に伴う新たな雇用者数であるか。 

・企業立地が増えた理由の説明をお願いする。 

 

【産業振興部長】 

・新規企業の雇用者数に加え，既存企業の雇用者数も含んでいる。 

・企業立地が増加した理由は，東名阪自動車道及び鈴鹿インターチェンジが  

近くてアクセスが良いこと，また，鈴鹿市のネームバリューで商品価値が  

上がること，などの意見が多い。 

 

【田中委員】 

・目標値を１，０００人としているが，実績値は１６５人で，同じペースで推移 

した場合，目標数値に届かないことが想定される。 

・平成３０年度の新名神高速道路の開通に伴う新たな企業立地で，目標数値の 

到達を見込んでいるのか。 

 

【産業振興部長】 

・開通に伴うスマートインターチェンジ建設を契機として，スマートインター 

チェンジ東側の約１８ヘクタールに区画整理手法で工業団地の造成を予定 

している。 

・個々の区画規模は企業ニーズで変わるが，３ヘクタール規模を４区画程度  

計画中である。 
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・現在，東名阪自動車道の鈴鹿インターチェンジ付近では，民間主導で    

１０ヘクタール程度の工業団地を造成中である。 

・工業団地の造成により，雇用拡大が十分に見込める。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

 

【前澤委員】 

・この目標数値における２０１７年度の見込みはどうか。 

 

【産業振興部長】 

・約１００人程度の雇用者の増加を見込んでいる。 

 

【前澤委員】 

・２６０人程か。 

 

【産業振興部長】 

・そうである。 

 

【前原委員】 

・企業の採用活動にあたって，鈴鹿市全体の雇用の増加に繋げるため，    

ハローワークの活用をお願いする。 

 

【産業振興部長】 

・雇用は全国的に厳しいが，本市もハローワークと連携して雇用獲得を図る。 

 

【前原委員】 

・よろしくお願いする。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

・続いて「基本目標１－２」について，説明をお願いする。 

 

【事務局】 

※資料１に基づき，「基本目標１－２」に対する推進本部の内部評価について， 

説明。 

 

【山本委員】 

・１５ページの基本的方向９の「空き家バンク制度により売買など契約成立に 
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至った年間件数」について，「あまり順調でない」と評価しているが，現時点

における進捗状況はどうか。 

 

【都市整備部長】 

・登録件数は現時点で３４件あり，既に２件の契約が成立した。 

 

【山本委員】 

・２０１７年度の進捗状況の評価はどうか。 

 

【都市整備部長】 

・今年度の評価は「順調である」が妥当であると考えている。 

 

【前澤委員】 

・１３ページの基本的方向６の「地域資源を活用した新商品の販路開拓件数」の

具体的な説明をお願いする。 

 

【産業振興部長】 

・例えば，「メイド・インＳＵＺＵＫＡ応援補助金」を活用した「株式会社鈴鹿

みどりの大地」の鈴鹿産の小麦，お茶，人参等を使用したナン，また，「太門

通商株式会社」の「鈴鹿抹茶ブランド化研究会」の鈴鹿抹茶のコンテスト等を

含めた商品開発などである。 

 

【末松市長】 

・地域資源を活用した中で，有限会社くぼたエッグファームの「たまらんど」の

プリン等６次産業化した商品は，新たな地域資源や新商品に含まれるか。 

 

【産業振興部長】 

・本指標は地域資源活用課の事業が対象で，有限会社くぼたエッグファームは    

農林水産課の事業であり，実績値に含めていない。 

 

【田中委員】 

・「モータースポーツイベントへの来場者数」は，実績値が３２万７，５００人

に減少し，進捗状況も「あまり順調でない」とのことである。また，今年の  

Ｆ１の来客数も減少した。 

・「課題・懸案事項」で，モータースポーツに関する情報を，様々な媒体を用い

て市内外に発信するとしているが，どのような媒体で市内外へ発信するのか。 

・シンガポ－ルのＦ１は，国を挙げての取組であり，一般交通車輛とＦ１観客の

車輛の移動を分けてスムーズに実施しており，鈴鹿も根本から考える必要が

ある。 
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・鈴鹿市のＦ１は，民間企業の鈴鹿サーキットが主体的に実施しており，鈴鹿市

の重要なイベントである以上，鈴鹿市の様々な機能を利用したＰＲが必要と

考えるがいかがか。 

 

【産業振興部長】 

・ＪＲ大阪駅のアトリウムにおける８耐４０周年のイベントや８耐の前夜祭の

「バイクであいたいパレード」はＰＲ事業の一環。 

・ファン層の底上げを図るため，４０名の子どもを募集し，モリワキレーシング

やＴＳＲ等に協力を仰ぎ，モータースポーツの勉強やレーサーと触れ合う 

「初心者のためのモータースポーツおもしろ体験・講座」を実施している。 

 

【末松市長】 

・国を挙げてＦ１に取り組む場合，良い面もあるが，来客数が見込めない場合は

撤退も早く，長続きしないケースがある。 

・日本のＦ１は鈴鹿サーキットを中心に実施しており，地域の協力も得て   

３０周年を迎えた。民間の３６団体と１市４町，また，県や国がオブザーバー

となり，おもてなしや利便性の高い交通をセールスポイントとしてＦ１の   

活性化を図っている。 

・シティセールスでのプロモーションを５年間継続しており，Ｆ１のファンに  

向けた前売券の発売を実施している。 

・名古屋市金山の「ＡＮＡクラウンプラザホテルグランコート」では，三重県 

フェアが開催され，そこでＦ１地域活性化協議会と連携して，１ヶ月以上に 

わたり，三重県の食材を利用したＦ１活性化の取組を展開した。 

・ふるさと納税では，モータースポーツ関連のチケットを返礼品に含めて，  

モータースポーツをＰＲしている。 

・鈴鹿サーキットは，海外のサーキットと協定を結び，また，自治体賞等を   

新たに企画し，入込客数の減少に対応している。 

 

【前澤委員】 

・１５ページの基本的方向１０番の「市営住宅の稼働率」が９２．９％で   

「あまり順調でない」であるが，目標値へ到達するための施策について具体的

な説明をお願いする。 

 

【都市整備部長】 

・稼働率が低調な理由として，退去後の修繕費等が１５０万円以上かかる場合は

修繕を見合わせており，それが現在４５戸程度，市営住宅全体１，５３３戸の

約３％を占めること，また，高岡山杜の郷の一部一階部分を高齢者世帯で募集

したが，高齢者に不便であり応募がないこと，これらが要因と考える。 

・高岡山杜の郷の高齢者世帯での募集は，高齢者という募集要件を取りやめた 
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ところ，多くの方から応募があり，現時点で稼働率は９３．６％まで    

盛り返している。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

・続いて「基本目標１－３」について，説明をお願いする。 

 

【事務局】 

※資料１に基づき，「基本目標１－３」に対する推進本部の内部評価について， 

説明。 

 

【末松市長】 

・事務局からの説明に対して，意見・質問等があれば発言をお願いする。 

 

【豊田委員】 

・目標数値の出生数の減少は，個々の施策に効果がないということでないのか。

出生数の上昇に向け個々の施策が有効に機能しているかを検証し，また，  

出生数上昇を目的とした施策への予算の重点的な配分を検討してはどうか。 

・出生数は各自治体共通の課題であるが，具体的な施策は検討しているか。 

 

【子ども政策部長】 

・出生数は日本全国共通の課題で，２０１６年に全国の出生数は１００万人を 

下回り９７万７千人となったが，現在，子育ての施策が成果を上げて，合計 

特殊出生率は若干改善の兆しがある。 

・本市では，安心して結婚・出産・子育て可能な環境づくりを重点に      

置き，出産については不妊治療助成事業，不育症治療助成事業。子育てについ

ては子育て支援拠点施設の確保や ライフステージに応じた相談支援体制を

構築している。なお，結婚については出会いを誘導する婚活情報の充実も視野

に入れ検討中である。 

・本市の合計特殊出生率は２０１２年に１．５０の最低数値を記録したが，２０

１５年には１．５８と改善傾向にあるものの，国が示す人口維持が可能な出生

率の２．０７や国民希望出生率の１．８０には遠く及ばない。 

 

【前澤委員】 

・鈴鹿市は，子育て支援策として窓口無料化は実施しているのか。 

 

【健康福祉部長】 

・今年度の４月から，３歳までの医療窓口での無料化を県内ではじめて実施し，

今後，就学前までの子どもに対する窓口無料化の拡大を検討する。 
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・津市や四日市市等，他市でも本制度導入の検討を開始している。 

 

【末松市長】 

・他県では，４７都道府県中４０府県以上の自治体で実施している。 

・三重県は遅れている。また，窓口無料化については，基礎自治体は子育て支援

対策として，一方，三重県では貧困対策として捉えており，考え方が異なる。 

 

【健康福祉部長】 

・津市や亀山市，四日市市の他，県内五つ程度の市町が導入を検討している。 

 

【末松市長】 

・伊勢市は，伊勢広域の中で医師会が先頭に立って推進を行っている。 

・三重県は窓口無料化が非常に遅れている。 

 

【前澤委員】 

・窓口無料化は重要な施策で，他市町への展開が必要と考える。 

 

【山本委員】 

・岐阜県大垣市では「子育て日本一」をスローガンに，様々なＰＲを実施し，   

窓口無料化は高校生までを対象としている。 

・３世代同居で新築で家を購入する場合や中心市街地に家を建てる場合は補助

金があり，３世代同居や定住促進を進めている。 

・しかし，それら補助金を活用して出産・子育て政策を実施したが，結果は   

１００人程度の人口増に留まった。 

・一気に出生数を伸ばすことは難しく，出生数の維持と徐々にでも増やす施策が

必要と考える。 

 

【末松市長】 

・女性の意見としてはいかがか。 

 

【渥美委員】 

・子どもの３人目は経済的な負担が大きく，補助金等による金銭的なサポートが

必要と考える。 

・結婚が遅く，４０歳台前後で高齢出産した場合，次の出産は体力的な面で負担

が重い。 

 

【前澤委員】 

・静岡県沼津市では，１０年前に３人目の子どもの保育料を無償化とした。 
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【麻生委員】 

・１９ページの基本的方向１１の「年間出生数」の部局の方向性として    

“子どもを産み育てやすい環境を構築する”とあるが，具体的な説明を   

お願いする。 

 

【子ども政策部長】 

・子育て支援事業に「つどいの広場」という市内の中学校区を拠点にした施設が

１０箇所あり，子育ての親が抱える悩み，特に０歳から３歳までの子どもの 

親同士の情報交換の場を設けている。 

 

【末松市長】 

・「つどいの広場事業」や「放課後児童クラブ」という就学前の子どもの母親達

が情報共有する場を，市全域に拠点化を進めているが，出生率の増加には  

繋がっていない。 

 

【山本委員】 

・地域や現場のニーズを拾い，施策に反映させる必要がある。 

 

【豊田委員】 

・３人目の出産時にインセンティブを設けてはどうか。 

・子どもが成長して地元で働けば税収が上がり，鈴鹿市はリターンを受ける  

ので，投資の点から，出産や子育て事業に予算を投入してはどうか。 

 

【末松市長】 

・黒田委員はいかがか。 

 

【黒田委員】 

・若者が市内で定住するために，魅力的な働き場所が必要であると考える。 

 

【末松市長】 

・様々な立場からニーズを聞き，参考にさせていただく。 

・続いて「基本目標２」について，説明をお願いする。 

 

【事務局】 

※資料１に基づき，「基本目標２」に対する推進本部の内部評価について，説明。 

 

【末松市長】 

・事務局からの説明に対して，意見・質問等があれば発言をお願いする。 
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【山本委員】 

・３７ページの基本的方向３１の「コミュニティバスの年間利用者数」の実績値

が減少しており，利用者数を増やすため，抜本的な改革とダイナミックな施策

が必要と考えるが，いかがか。 

 

【都市整備部長】 

・平成２８年のコミュニティバスの基本運賃の値上げに伴い，利用者数が減少。 

・現在，利用者は石薬師高校や神戸高校の生徒が多く，次は飯野高校の生徒を 

ターゲットと考えている。具体的に西部方面のコミュニティバスの朝の２便

は，終点が鈴鹿ハンターで，１台は折り返し，１台は玉垣の車庫へ向かう。玉

垣の車庫へ向かうバスは路線を延伸して，飯野高校まで延ばすことで，少ない

経費で飯野高校の生徒を利用者として確保が可能と考えている。 

・コミュニティバスは，西部方面の実証運行が平成１１年から，南部方面が  

平成１７年から開始し，当時は地域と協力して，バス停の場所や運行ダイヤを

決め，市民の手で作ったという意識があった。コミュニティバスを    

「市民のバス」という意識に変える必要がある。 

 

【前澤委員】 

・値上げ後の運賃はいくらか。 

 

【都市整備部長】 

・基本運賃を１００円値上げした。 

 

【前澤委員】 

・１００円値上げした場合，三重交通バスの運賃と同じか。 

 

【都市整備部長】 

・一部の区間で，運賃が逆転するケースがあるが，大部分では三重交通バスの 

運賃のほうが高い。 

 

【前澤委員】 

・地域のニーズを汲み利便性を踏まえた上で，コミュニティバスのルートを設定

しているのか。 

 

【都市整備部長】 

・市民の様々な意見を汲み取り，病院，学校等の目的地や運行時間帯も考慮し，

ルート設定やダイヤ変更を検証している。 
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【渥美委員】 

・高齢者の利用者数の割合はどの程度か。 

 

【都市整備部長】 

・高校生と高齢者が利用者の大部分を占める。 

 

【前澤委員】 

・免許返納した高齢者の運賃無料化や，病院にバス停留所を設ける等，高齢者 

を対象としたサービスはあるか。 

 

【都市整備部長】 

・三重交通のバスでは，今年の３月に免許返納した方が乗車した場合は，運賃の

半額化の制度を設けた。コミュニティバスも，同様の制度を検討している中で，

半額化により収支の悪化を招くことを懸念する一方，新規の利用者を確保 

可能との意見もあり，本市としては半額化に踏み切ってよいのではないかと

考える。 

・病院への乗り入れは，回生病院は進入可能であるが，中央病院は三重交通が運

行中。中央病院への乗り入れは三重交通と競合するので，鈴鹿市地域公共交通

会議で承認されないと思われる。 

 

【末松市長】 

・平成１２年当時，公共交通空白地域１ｋｍ圏内の市内全域で，三重交通が運行

し，コミュニティバスは三重交通の運行圏外の地域を補う目的で開始したの

で，高齢者等を対象とした福祉的要素は無い。 

・福祉チケットの現状はどうか。 

 

【健康福祉部長】 

・福祉タクシー乗車券を障がい者の方に配布しており，一定の利用がある。 

 

【末松市長】 

・事業開始時から年月が経ち，高齢化の進展や利用者の減少に伴うバス事業の 

撤退等，社会状況が大きく変化しているので，的確にコミュニティバスの利用 

ニーズを把握する必要がある。 

・また，免許返納した高齢者に対する対応は，警察や自動車学校等関係機関とも

協力して事業を進めていく。 

 

【田中委員】 

・コミュニティバスが考案された当時と状況が異なるので，再度ルートを   

考え直す時期である。 
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・高校生の利用者の割合が高いと伺ったが，疑問である。登下校の時間帯でも  

高校生の乗客は少ない。数値を根拠にして，実際の利用者の把握が必要。 

・タクシーについては，タクシー台数も従業員数も減少しており，      

タクシーサービスのあり方も転換を迫られている。 

・コミュニティバスもタクシーも数値上のデータを基に検証して，今後の方針を

考える必要がある。 

 

【都市整備部長】 

・情報調査は南部地域，西部地域共に隔年で実施している。正確な年齢別の  

データは本日持ちあわせていないが，高校生と高齢者の乗車率が高いことは

事実である。 

 

【田中委員】 

・コミュニティバスの乗車目的も調査して，計画作成に活用してはどうか。 

 

【前澤委員】 

・現在，鈴鹿市に買物弱者はいないと思うが，将来の高齢者のニーズを見越して，

路線等を見直すべき。 

 

【渥美委員】 

・高齢者の方は買物や病院への交通手段をコミュニティバスの主な目的として

おり，運賃を議論の対象とするべきでない。目的を重視した計画が必要となる。 

 

【末松市長】 

・市民の大半はバスに乗り慣れておらず，自家用車が基本的な交通手段となるの

で，コミュニティバスの導入時は利用者が少なかった。導入後，十数年が経過

し，学区域の変更や，高齢者の免許返納で，バス利用のニーズが生まれた。 

・コミュニティバスのルートを見直す時期に差掛かっており，三重交通バスと 

共存共栄を図る仕組みが必要。 

・大橋委員は県外や市外から来る方から，バス利用について質問を受けることは

あるか。 

 

【大橋委員】 

・バス利用に関して説明したことはない。 

・鈴鹿市はバス利用が少ない地域であるので，バスを利用する意識が低い。  

本会議での議論を通し，バス利用を見直す必要があると感じた。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 
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【麻生委員】 

・２９ページの基本的方向２０の「市内の交通事故総件数」の部局の方向性に，

“交通施設の整備を検討する”とあるが，道路の区画線等の白線が消えている

ところがあるが予算の都合で未修繕の状況が続き，危険な道路がある。整備は 

可能か。 

 

【危機管理部長】 

・「市内の交通事故総件数」は現状値と比べ件数が増加したが，これは     

人身事故数が減少した一方，物損事故数が増加したことが理由である。また，

生活道路での事故数が割合的に高い。 

・横断歩道や規制表示の区画線は警察部局の公安委員会が管理しており，市は 

関与できず，規制を伴わない路側線やガードレール等の道路構造物は市で 

修繕が可能である。 

・「高齢者交通安全教室の参加者数」の実績値は増加した。全体の人身事故件数

は減少したが高齢者が関係した事故割合は増加しているので，交通安全の啓

発を推進する。 

・他市では，免許返納の手帳でタクシー料金を一割引とする取組事例がある。 

交通事故減少のため，鈴鹿商工会議所や警察とも協力し，様々な取組を進める。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

 

【田中委員】 

・２７ページの基本的方向１８の「津波避難ビルの指定箇所数」は，実績値が 

現状値から変わらず推移しており，「あまり順調でない」とした理由について

説明をお願いする。 

 

【危機管理部長】 

・浸水エリアの３階以上の建物で，現在２７箇所の民間のビルを津波避難ビル 

と指定しているが，既に新たな指定は難しい状況で，新しいビルの建設や改修

がなければ実績値は伸びず，また，本市が先導して新規の津波避難ビルを建設 

することはない。 

・一般の方に対し，浸水エリア内でビル建設や改修時に条件付きの補助制度を設

け，年間２件程度の津波避難ビルの指定を目指す。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 
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【黒田委員】 

・白子港の海岸線の工事は数年前に開始したが，進捗がないので，そちらに  

ついて説明をお願いする。 

 

【土木部長】 

・海岸線の工事は二つあり，三重県管理の堀切川の拡張工事と渚雨水ポンプ場の

新設である。 

・堀切川の拡張工事は，現在，拡張後の堤防用地に関して協力をいただけた段階

であり，これから本格的な拡張工事に取り掛かる。渚雨水ポンプ場は９月に 

試運転を終え，既に稼動可能。 

・道路整備を含めた社会基盤の整備が，企業立地及び人口拡大に繋がる。本日の

テーマの人口減少抑止に向け，社会基盤の充実が必要と考える。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

 

【豊田委員】 

・鈴鹿市の貧困率を教えていただきたい。 

・また，他市では貧困に苦しんでいる子どもが｢こども食堂｣で命を救われた事例

があるが，鈴鹿市の貧困対策の説明をお願いする。 

 

【健康福祉部長】 

・生活保護世帯数について，本市は県内１４市の中で１１番目であり，リーマン

ショック時は１，０００世帯を記録したが，この数年は９００から８００世帯

まで減少している。ただし，高齢者世帯の割合は増加傾向にある。 

 

【子ども政策部長】 

・全国の子どもの貧困率は，昨年度１３．７％程度で，若干数値が下がった。  

鈴鹿市の貧困率は，調査しておらず数値で出せない。 

・本市の白子地区で土曜日に，教員ＯＢ等が一人親家庭の子どもに学習支援を 

実施する事例がある。 

 

【豊田委員】 

・母子家庭への支援は出生率向上に向け非常に重要。 

・ヨーロッパでは婚外子を育てることは一般的。日本も一人親に対し，充実した

支援が必要で，それが少子化対策に繋がるので，検討をお願いする。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 
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・戦略全般に対して意見・質問等があれば発言をお願いする。 

 

【麻生委員】 

・工業団地の拡張に伴い県外，市外から転入して来る方に向け，工業団地内で 

社宅等は確保しているか。 

・市街化調整区域であるが，社宅等を造成できる場所を検討しているか。 

 

【産業振興部長】 

・工業団地を造成する場所は，本市の西部地区で市街化調整区域となり，社宅等

は規制対象で住宅等の建設は難しいので，住まいの確保は課題の一つである。 

 

【末松市長】 

・他にいかがか。 

 

【大橋委員】 

・２０ページの基本方向１２の「就学前児童総数に対して，教育・保育施設を 

希望し利用している割合」の課題・懸案事項にある“保育施設の施設設備の 

老朽化や保育士の安定的な確保”への対応策の説明をお願いする。 

 

【子ども政策部長】 

・育児休暇や休職等に伴う保育士の人手不足の場合，その都度子ども育成課が 

人手を探す状況が続いている。 

・保育士バンクへ登録し，保育士の安定的確保を図る方策も検討していく。 

 

【大橋委員】 

・保育士を増やすための施策等は検討しているか。 

・保育士を目指す方を増やす点は検討しているか。 

 

【子ども政策部長】 

・幼児教育課程がある鈴鹿大学と連携して，事業を展開する。 

・施設数に限りがあるので，保育士の量より質を上げる。 

 

【末松市長】 

・働き方改革や同一賃金同一労働の話もこの分野に密接に関わる。 

・保育士の確保が困難である以上，潜在保育士の活用方法を探り，保育士バンク

等色々な手段を講じて対応する。 

・保育士や幼稚園教諭を受験する方は市内の出身者が多く，人材を大事に育成 

する必要がある。 
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（２）その他 

・最後に，「その他」として，委員から，意見等があれば，発言をお願いする。 

・事務局から，事務連絡等をお願いする。 

 

【事務局】 

※事務局から今後の予定について説明。 

 

【末松市長】 

・長時間にわたり，熱心に議論いただき，お礼申し上げる。 

・以上をもって，平成２９年度第２回の鈴鹿市地方創生会議を終了する。 

 

以上 


